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4月4日のTRG会議および2019年4月9日のIASB会議のハイライト

• IFRS第17号保険契約に関するTRGは、2019年4月4日に会議を開き、保険契約に含まれる投資要素について議論した。この議
論では、TRGメンバーが投資要素に係る会計上の要求事項に関して異なる見解を有する多くの分野が明らかにされた。

• 46件の質問のうち43件は、現行の基準で回答できる、または提出の要件を満たしていないという理由で否決された。IASBは、作
成者および利用者が恒久的にアクセスできる方法でTRGの結論を把握することを約束している。このための時期および様式はい
ずれ発表される。

• 2019年4月9日、IASBは審議会が暫定的に決定したIFRS第17号の修正提案を全体として検討した。この検討のために、修正提
案のそれぞれを2018年10月に審議会が設定した規準に照らして再評価し、IFRS第17号の修正提案から生じる可能性が高い影
響を検討した。

• スタッフは、いずれの修正も、適用を過度に阻害するものではなく、また、阻害する可能性があったとしても、利害関係者の意見を
考慮すれば、阻害の可能性は正当化されると結論付けた。また、スタッフはすべての修正についてコスト・便益の分析を実施し、そ
れぞれの修正に関して、修正を適用するためのコストが修正のもたらす便益に照らして正当化されると結論付けた。

• また、IASBは、デュー・プロセスのステップについても検討し、IFRS第17号を修正する公開草案の投票を承認した。

• IASBは、IFRS第17号の修正に関するプロジェクトにおいて生じた追加的な利害関係者の懸念事項に対応するため、5件の論点
整理について議論し、承認した。最後に、IASBは、2019年6月に公表予定の公開草案に含まれる7件の修正を承認した。
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保険契約に含まれる投資要素

保険契約が投資要素を含むかどうかの決定

• スタッフは、投資要素の定義は、 「たとえ保険事故が発生しなかった場合でも」 要求される支払に言及していると述べた。IASBは
…

(a) 保険事故が発生するかどうかに関係なく、すべての状況において、保険契約が保険契約者に返済することを企業に要求する
金額として投資要素を定義することを決定した。

(b) 「保険事故が発生しない場合に、保険契約者に返済することを保険契約が企業に要求する金額」 として、投資要素を定義する
ことを否決した。

投資要素が別個かどうかの評価
• スタッフは、同等の条件を有する投資要素には、契約に含まれる投資要素のすべての条件を反映しなければならないと述べた。契
約当初から定められた期間にわたって固定額を支払う金融商品は、企業が事業を行う市場において入手可能であろう。

• ただし、保険契約者の死亡に支払いのタイミングが依存する保険契約に含まれる投資要素と同等の条件を有する可能性は低い。

投資要素の金額の算定
• 保険事故が発生しなかった場合に支払われる金額は現在価値ベースで算定される。したがって、その算定方法は、IFRS第17号

B21項において投資要素を現在価値ベースで算定することと整合的であるとスタッフは考えた。
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規準(a) - IFRS第17号の文言のみの適用で回答可能、に基づき否決された主な項目

その他の提出された質問に関する報告

ログ# 項目 質問 回答

S115 直接連動有配
当保険契約の
定義 -
IFRS第17号
B101項 (b)の
適用

公正価値リターンの
持分は、死亡保障を
受領するために支払
われた保険料を控除
して計算すべきか?

基礎となる項目の公正価値リターンの総額に対する保険契約者の持分の計算
以外の計算に基づく算定は、IFRS第17号の要求事項と整合しない。

IFRS第17号B101 (c) 項は、保険契約者に支払う金額の変動の相当な部分が、

基礎となる項目の公正価値の変動に応じて変動すると企業が予想していること
を要求している。この条件の目的上、企業は、基礎となる項目から支払われたか
どうかに関係なく、保険契約者に支払う金額の変動を考慮する。
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ログ# 項目 質問 回答

S118 非金融リスクに
係るリスク調整
の再保険の考
慮

出再された契約の非金融リスクに係るリス
ク調整を算定する際に、再保険の効果を
考慮すべきか。

保有している再保険契約の非金融リスクに係るリスク調整
は、以下の場合を除き、ゼロとはならない。

(a)基礎となる保険契約に関連する非金融リスクを負
担するために要求する報酬を算定する際に、企業
が再保険を考慮しており、かつ、

(b)再保険の獲得コストが回収見込額以下である場合

S119 保有している再
保険契約の発
行者による不履
行リスク

提出された質問は、これらのリスクが金融
リスクまたは非金融リスクのどちらのリスク
として識別されるのか、また、IFRS第17号
64項を適用して移転しているリスクを算定
する際の、保有している再保険契約の測
定への影響を質問している。

保有する再保険契約の非金融リスクに係るリスク調整は、
出再者が再保険者に移転するリスクのみを反映する。

IFRS第17号67項は、不履行リスクに関係する履行キャッシ
ュ・フローの変動はCSMを調整しないことを要求しており、
企業はこの変動を純損益に認識する。この処理は、金融リ
スクの会計処理と整合的である。

規準(a) - IFRS第17号の文言のみの適用で回答可能、に基づき否決された主な項目

その他の提出された質問に関する報告
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ログ# 項目 質問 回答

S101、
S120、
および
S124

貨幣の時間
価値および金
融リスクに起
因する非金融
リスクに係る
リスク調整の
変動

S101: 非金融リスクに係るリスク調整の変動のうち、

貨幣の時間価値および金融リスクの影響に起因す
る部分は、将来のサービスに関するものとして
CSMを調整することになる、非金融リスクに係るリ
スク調整の変動から除外すべきか。

この質問に対する答えがはいであることを前提に、
S101、S120およびS124は、CSMを調整するため
に使用される割引率(ロックインされた割引率か現
在の割引率)について質問している。

また、IFRS第17号81項との相互作用についても考
慮している。

スタッフは、IFRS第17号81項の適用時に行った
選択により、IFRS第17号B96項に基づくCSMに

対する調整が異なる結果となることを、今後の公
開草案における年次改善として明確化する。

企業がIFRS第17号81項の選択を適用する場合
には、CSMに対する調整は、IFRS第17号B96項
(b) を適用して、将来キャッシュ・フローの現在価
値の見積りの変動について、CSMを調整するこ
とと整合的である。

規準(c) – TRGの議論以外のプロセスを通じて検討された質問、に基づき否決された主な項目

その他の提出された質問に関する報告
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2019年4月4日に開催されたTRG会議からのフィードバック

修正 TRGからのフィードバック

投資要素の定義を明確
化するための修正

• TRGからのフィードバックでは、いつ投資要素が存在するかの明確化が重要であり、定義された
用語のより一貫した理解は存在するというスタッフの見解が強調されている。

• TRGからのフィードバックでは、投資要素の存在に関して混乱があり多様な実務が行われる可能
性があることが示された。

• 収益および費用を測定する目的上、投資要素の金額と返戻保険料を個別に分析することは不要
である。

• スタッフは、投資要素の個別開示に係る要求事項に対して結果的な修正を提案すべきかどうかを
検討する予定である。

非金融リスクに係るリスク
調整の変動の分解に対
応するための修正

• あるTRGメンバーは、非金融リスクに係るリスク調整の変動を分解するオプションは、表示にのみ
関連すると考えているとの見解を示した。同氏は、IFRS第17号では測定を目的とした分解を禁止
していると考えている。

• したがって、たとえ貨幣の時間価値および金融リスクに起因する変動が表示の目的のために分解
されていたとしても、IFRS第17号B96項 (d)を修正して他の変動と異なった取扱いをすべきではな
いと考えた。同氏は、表示の選択により保険契約の測定が変化すべきではないと考えた。

• スタッフの提案は、当該要求事項を非金融リスクに係るリスク調整から分解されたそのような変動
まで単純かつ明確に拡大することである。スタッフは、この提案は、IFRS第17号におけるギャップ
を埋めるものであり、IFRS第17号を変更するものではないと考えている。
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修正 TRGからのフィードバック

基礎となる項目の変動から生じる
保険契約グループの測定額の変動
は、貨幣の時間価値または金融リ
スクに関連する仮定の変動として
取扱うことを明確化するための修
正

• 修正案は、保険金融収益または費用（IFIE)の定義を明確にして、審議会の意図を達成
するものである。

• TRGメンバーは、直接連動有配当契約以外の保険契約の測定における変動はCSMを
調整すべきではないこと、すなわち、IFIEと同様に処理すべきことに概ね同意した。しか
し、その変動をIFIEとして表示することには同意しなかった。

• あるTRGメンバーは、有配当契約の変動をIFIEとして処理することによって意図しない結
果が生じるかどうかについて質問した。

• スタッフは、基礎となる項目の変動が保険契約の測定に与える影響は、保険契約者の
配当に及ぼす財務的な影響とみなすべきであることを繰り返した。

2019年4月4日に開催されたTRG会議からのフィードバック



Deloitte IFRS Insurance webcast - 25 April© 2019. For information, contact Deloitte China and Deloitte Touche Tohmatsu LLC 10

IFRS第17号の修正の概要

審議会が暫定的に決定した修正

保険契約のうち、当該契約によって創出される保険契約者の義務の決済に対してのみ保険カバーを提供するものについて、IFRS第17号または
IFRS第9号の適用範囲を修正するもので、これにより、当該契約を発行する企業が、IFRS第17号かIFRS第9号のいずれかを適用して当該契約を
会計処理することが可能になる。企業が以下の両方に該当する場合に適用する当該契約に対するIFRS第9号の経過措置を修正する。

(a) 当該契約のポートフォリオにIFRS第9号の要求事項の適用を選択する。

(b) 最初にIFRS第17号を適用する前にIFRS第9号を適用する。

1‐重大な保険リスクを移転する貸付契約を適用範囲から除外する追加オプションおよび関連する経過措置

(a) 財務諸表利用者にとって有用な情報の大幅な喪失を回避する (b) 既に進行中の導入プロセスを過度に混乱させない、またはIFRS第17号の
発効日に不当な遅延を生じるリスクがない

この修正により、財務諸表利用者にとっての有用な情報を大幅に
喪失しないと考えられる。

この修正により、既に進行中の導入プロセスが過度に混乱することや、IFRS
第17号の発効日に不当な遅延を生じるリスクは予想されない。

財務諸表への影響 コスト・便益の分析

当該契約にIFRS第17号を適用することを選択した企業に対しては
変更なし。

この修正により、他のIFRS第17号の範囲に含まれる契約を通常発行していな
い企業に対し、IFRS第17号の導入コストが削減されることが予想される。これ
らの企業は、当該契約にIFRS第9号を適用することが可能なため、IFRS第17
号を適用する必要はない。
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IFRS第17号の修正の概要

審議会が暫定的に決定した修正

IFRS第17号の適用範囲を修正し、当基準書の範囲から、顧客との契約の価格設定において個々の顧客に関連した保険リスクの評価を反映して
いない保険カバーを提供するクレジットカード契約を除外する。

2－保険カバーを提供するクレジットカード契約の適用範囲からの除外の追加

財務諸表への影響 コスト・便益の分析

IFRS第17号の適用範囲から除外される保険カバーを提供するクレ
ジットカード契約を発行する企業は、当該契約に対して他の関連す
るIFRSを適用することが予想される。

当該契約を保険カバーを提供しないクレジットカード契約と同様に会計処理
することは、クレジットカード契約を発行する企業の財務諸表利用者に比較
可能な情報を提供することが予想される。

(a) 財務諸表利用者にとって有用な情報の大幅な喪失を回避する (b) 既に進行中の導入プロセスを過度に混乱させない、またはIFRS第17号
の発効日に不当な遅延を生じるリスクがない

この修正により、財務諸表利用者にとっての有用な情報を大幅に喪
失しないと考えられる。

この修正により、既に実施中の導入プロセスが過度に混乱することや、IFRS
第17号の発効日に不当な遅延を生じるリスクは予想されない。
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審議会が暫定的に決定した修正

企業に要求する修正

(a) 関連する更新契約に、保険獲得キャッシュ・フローを配分する。

(b) 企業が更新契約を認識するまで、当該キャッシュ・フローを資産として認識する。

(c) 更新契約を認識するまで、報告期間ごとに資産の回収可能性を評価する。

企業に提供を求める開示の要求事項の修正

(a) 報告期間の期首と期末における資産の調整

(b) 当該保険獲得キャッシュ・フローの配分の予想時期の定量的開示

3－予想される更新契約に係る保険獲得キャッシュ・フローおよび関連する開示の要求事項

財務諸表への影響 コスト・便益の分析

予想される更新契約に配分された保険獲得キャッシュ・フローを資産として継続し
て認識することにより、当初認識時に不利と判断される保険契約の件数が減少し
、保険獲得キャッシュ・フローに対して認識された資産の規模と期間が増加するこ
とが予想される。

関連契約の履行キャッシュ・フローに基づいて、保険契約グル
ープベースで、資産の回収可能性を評価する要求事項は、
IFRS第17号の継続コストを増加させることが予想される。

(a) 財務諸表利用者にとって有用な情報の大幅な喪失を回避する (b) 既に進行中の導入プロセスを過度に混乱させない、またはIFRS第17号
の発効日に不当な遅延を生じるリスクがない

この修正により、予想される更新契約に関して、財務諸表利用者に
とって有用な追加情報が提供されると考える者もいる。

この修正により、既に実施中の導入プロセスが過度に混乱することや、
IFRS第17号の発効日に不当な遅延を生じるリスクは予想されない。

IFRS第17号の修正の概要
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審議会が暫定的に決定した修正

修正:

(a) 直接連動有配当保険契約のカバー期間の定義を明確にする

(b) 直接連動有配当契約以外の保険契約に係るCSMを配分することを企業に要求する

企業に提供を求める開示の要求事項の修正

(a) 報告期間の末日現在で残存しているCSMの予想される純損益への認識額の定量的開示

(b) 保険カバーと投資関連サービスまたは投資リターン・サービスにより提供される便益の相対的なウェイト付けの評価に対するアプローチ
の具体的な開示

4－投資要素に係るCSMの配分および関連する開示の要求事項

財務諸表への影響 コスト・便益の分析

異なる保険契約および異なる企業間のCSMの認識パターンは、著し
く異なる可能性がある。

この修正により、すでに進行中の導入プロセスが混乱し、導入コストが増
加する可能性がある。

(a) 財務諸表利用者にとって有用な情報の大幅な喪失を回避する (b) 既に進行中の導入プロセスを過度に混乱させない、またはIFRS第17
号の発効日に不当な遅延を生じるリスクがない

付随する開示要求の修正は、財務諸表利用者にとっての情報の有用
性を高めることを意図している。

修正はすでに進行中の導入プロセスを混乱させるかもしれない。しかし、
全体としてみれば、混乱の可能性は正当化されると予想される。

IFRS第17号の修正の概要
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審議会が暫定的に決定した修正

企業が保有している再保険契約を使用して金融リスクを軽減する場合に、直接連動有配当保険契約に対するリスク軽減オプションを適用すること
を企業に認めるための修正

5－リスク軽減オプションの拡大

財務諸表への影響 コスト・便益の分析

再保険契約を使用して金融リスクを軽減する企業は、保有している再
保険契約の変動を相殺するために、CSMに対する調整としてではなく
、リスク軽減オプションを使用して、基礎となる保険契約の変動を純損
益に認識することが予想される。

リスク軽減オプションの拡大により、会計上のミスマッチが減少し、それゆ
え、財務諸表利用者が会計処理を理解する際の複雑性が減少すると予
想される。

このオプションの拡大は、オプションであるため、企業の導入コストを過度
に増加させることは予想されない。

(a) 財務諸表利用者にとって有用な情報の大幅な喪失を回避する (b) 既に進行中の導入プロセスを過度に混乱させない、またはIFRS第17
号の発効日に不当な遅延を生じるリスクがない

この修正は、IFRS第17号にすでに存在するオプションの拡大である。
一部には、企業がリスク管理活動をより適切に反映できるようになると
の指摘もある。

オプションの拡大は、既に進行中の導入プロセスが過度に混乱すること
や、IFRS第17号の発効日に不当な遅延を生じるリスクは予想されない。

IFRS第17号の修正の概要
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審議会が暫定的に決定した修正

保有している再保険契約が以下の両方を満たす場合に、企業が当初認識時に不利な保険契約に係る損失を認識して、かつ保有している再保険契
約に係る利得を認識することを要求するための修正

(a) 基礎となる契約の損失を比例的にカバーする
(b) 基礎となる不利な契約が発行される前または発行と同時に締結される

6－保有している再保険契約で基礎となる契約が不利となる場合

財務諸表への影響 コスト・便益の分析

基礎となる発行した保険契約の会計処理は影響を受けない。

保有している再保険契約の会計処理が変更される。

この修正により、企業のIFRS第17号の継続コストや財務諸表利用者の
分析コストが過度に増加することは予想されない。

(a) 財務諸表利用者にとって有用な情報の大幅な喪失を回避する (b) 既に進行中の導入プロセスを過度に混乱させない、またはIFRS第17
号の発効日に不当な遅延を生じるリスクがない

この修正により、財務諸表利用者にとっての有用な情報を大幅に喪失
しないと考えられる。

この修正は、既にシステム開発を開始している企業の導入を混乱させる
可能性がある。会計上のミスマッチについての重要となる可能性のある
影響についての利害関係者のフィードバックにより、混乱は正当化される
と予想される。

IFRS第17号の修正の概要
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審議会が暫定的に決定した修正

財政状態計算書における保険契約資産および負債の表示は、保険契約グループではなく、保険契約ポートフォリオを使用して決定することを企業
に要求する修正

7－財政状態計算書における保険契約の表示の簡素化

財務諸表への影響 コスト・便益の分析

保険契約をグループ・レベルではなくポートフォリオ・レベルで表示
することを企業に要求することにより、財政状態計算書に表示する
保険契約の資産の規模が縮小することが予想される。

投資家に対するアウトリーチは、この修正によって生じる有用な情報の喪失
は許容可能であることを示している。ユーザーにとっての分析コストに著しい
影響はないと予想される。

(a) 財務諸表利用者にとって有用な情報の大幅な喪失を回避する (b) 既に進行中の導入プロセスを過度に混乱させない、またはIFRS第17号
の発効日に不当な遅延を生じるリスクがない

財政状態計算書においてグループを相殺表示することは、財務諸
表利用者にとっての有用な情報を喪失することになるが、ポートフォ
リオ・レベルでの保険契約の表示は、依然として財務諸表利用者に
とっての有用な情報を提供することが期待される。

この修正により、IFRS第17号を適用する企業にとって大幅なコスト削減が期
待される。すでに進行中の導入プロセスが過度に混乱することや、IFRS第
17号の発効日に不当な遅延を生じるリスクは予想されない。

IFRS第17号の修正の概要
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審議会が暫定的に決定した修正

IFRS第17号の強制適用日を修正し、2022年1月1日以降開始する事業年度にIFRS第17号を適用することを企業に要求する。

8－IFRS第17号適用開始日の1年延期

財務諸表への影響 コスト・便益の分析

該当なし。 延期を1年に制限することで混乱は最小限になることが期待されるが、
IFRS第17号の導入が最も進んでいる企業の導入コストが増加することが
予想される。

(a) 財務諸表利用者にとって有用な情報の大幅な喪失を回避する (b) 既に進行中の導入プロセスを過度に混乱させない、またはIFRS第17
号の発効日に不当な遅延を生じるリスクがない

この修正は、IFRS第17号が適用されたときに、財務諸表利用者にと
っての有用な情報の喪失にはならない。

延期を1年に制限することで混乱は最小限になることが期待されるが、
IFRS第17号の導入が最も進んでいる企業の導入プロセスが混乱する可能
性がある。

IFRS第17号の修正の概要
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審議会が暫定的に決定した修正

IFRS第4号「保険契約」におけるIFRS第9号の適用の一時的免除の固定された期限満了日を修正して、すべての企業が2022年1月1日以降開始
する事業年度においてIFRS第9号を適用することを要求する。

9－IFRS第9号の適用の一時的免除の期限満了日の1年延期

財務諸表への影響 コスト・便益の分析

該当なし。 この修正によって、一部の企業に係るIFRS第9号によってもたらされた便益
（特に予想信用損失についての情報に関するもの）がさらに遅延することが
予想される。

(a) 財務諸表利用者にとって有用な情報の大幅な喪失を回避する (b) 既に進行中の導入プロセスを過度に混乱させない、またはIFRS第17号
の発効日に不当な遅延を生じるリスクがない

IFRS第9号で導入された金融商品に係る会計上の要求事項の大幅
な改善は、1年遅れる予定である。

多くの保険会社は、IFRS第17号とIFRS第9号を同時に適用することが予想さ
れているため、今回の修正により、すでに実施されている導入プロセスが過
度に混乱することは予想されない。

IFRS第17号の修正の概要
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審議会が暫定的に決定した修正

保険契約の取得前に発生した保険金の決済に関連する負債の分類に対して、修正遡及アプローチに特定修正を追加し、公正価値アプローチの救
済措置を追加する経過措置の修正

10－企業結合に係る移行時の救済措置の追加

財務諸表への影響 コスト・便益の分析

この修正により、企業が認識する収益および費用が減少することが
期待される。

企業結合において取得した保険金の決済に係る負債を発生保険金に係る負
債として計上することを企業に認めることにより、移行日以前に契約を取得し
た企業に対するIFRS第17号の導入コストを削減することが期待される。

(a) 財務諸表利用者にとって有用な情報の大幅な喪失を回避する (b) 既に進行中の導入プロセスを過度に混乱させない、またはIFRS第17号
の発効日に不当な遅延を生じるリスクがない

この経過措置は、移行日前と移行日後のそれぞれで発生した企業
結合から取得した契約の間の比較可能性を損なうものであるが、企
業にとっては相当な救済措置となることとのバランスを考えると、比
較可能性を失うことは許容可能と考えられる。

この修正により、既に進行中の導入プロセスが過度に混乱することは予想さ
れない。この修正により、追加的な移行時の救済措置が提供され、既に進行
中の導入プロセスをサポートすることが期待される。

IFRS第17号の修正の概要
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審議会が暫定的に決定した修正

IFRS第17号における経過措置を修正し、企業がIFRS第17号の移行日までにリスク軽減オプションを適用するためのリスク軽減関係を指定すること
を条件に、企業がリスク軽減オプションをIFRS第17号の移行日から将来に向かって適用することを認める。

11－リスク軽減オプションの適用日に係る移行時の救済措置の追加

財務諸表への影響 コスト・便益の分析

IFRS第17号への移行日からリスク軽減オプションを使用することを選
択する企業は、IFRS第17号の初度適用時の比較情報においてリスク
軽減の効果を反映する。

リスク軽減オプションの適用は任意である。したがって、本修正により、企
業の導入コストが過度に増加することは予想されない。

(a) 財務諸表利用者にとって有用な情報の大幅な喪失を回避する (b) 既に進行中の導入プロセスを過度に混乱させない、またはIFRS第17
号の発効日に不当な遅延を生じるリスクがない

これにより、財務諸表利用者にとっての情報の有用性が改善すると考
えられる。

この修正により、既に進行中の導入プロセスが過度に混乱することは予
想されない。

IFRS第17号の修正の概要
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審議会が暫定的に決定した修正

IFRS第17号における経過措置を修正し、企業が以下のすべてを満たす場合に限り、直接連動有配当保険契約グループに公正価値による移行アプ
ローチを適用することを認める。

(a) 当該グループにIFRS第17号を遡及適用することができる。

(b) 当該グループにリスク軽減オプションを移行日から将来を向かって適用することを選択する。

(c) 移行日前に、当該グループから生じた金融リスクを軽減するためにデリバティブまたは保有している再保険契約を利用していた。

12－リスク軽減オプションの適用および公正価値アプローチの使用に係る移行時の救済措置の追加

財務諸表への影響 コスト・便益の分析

移行日において、企業の資本は、財務上の前提の変化及びデリバティブの公正
価値の変動による履行キャッシュ・フローの過去の変動を反映することが期待さ
れる。

この修正により、企業の導入コストが過度に増加することは予
想されない。

(a) 財務諸表利用者にとって有用な情報の大幅な喪失を回避する (b) 既に進行中の導入プロセスを過度に混乱させない、または
IFRS第17号の発効日に不当な遅延を生じるリスクがない

移行に係る公正価値アプローチは、会計上のミスマッチを軽減することにより財
務諸表利用者に有用な情報を提供するが、追加的な選択性を導入することに
よって、移行時の企業間の比較可能性が減少する可能性がある。

この修正により、既に進行中の導入プロセスが過度に混乱する
ことは予想されない。

IFRS第17号の修正の概要



Deloitte IFRS Insurance webcast - 25 April© 2019. For information, contact Deloitte China and Deloitte Touche Tohmatsu LLC 22

審議会が暫定的に決定した修正

基準の文言を明確にする、あるいは比較的軽微な意図しない結果、見落としまたは基準の既存の要求事項の間の矛盾を修正するために導入する
軽微な修正

13－年次改善

財務諸表への影響 コスト・便益の分析

年次改善は、軽微な修正であり、基準の文言を明確にするか、あるいは比較的軽微な意図しない結果、見落としまたは基準の既存の要求事項の
間の矛盾を修正するために導入される。これらの修正により可能性のある著しい影響はないと予想される。

(a) 財務諸表利用者にとって有用な情報の大幅な喪失を回避する (b) 既に進行中の導入プロセスを過度に混乱させない、またはIFRS第17号
の発効日に不当な遅延を生じるリスクがない

該当なし 該当なし

IFRS第17号の修正の概要
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修正案を審議するために開催されたIASB会議

IFRS第17号修正案に係るIASBの暫定決定

10月 11月 12月
2018

13-年次改善

12-リスク軽減オプションの適用および公正価値アプローチの使用に係る移行時の救済措置の追加

11-リスク軽減オプションの適用日に係る移行時の救済措置の追加

10-企業結合に係る移行時の救済措置の追加

9-IFRS第9号の適用の一時的免除の期限満了日の1年延期

8-IFRS第17号適用開始日の1年延期

7-財政状態計算書における保険契約の表示の簡素化

5-リスク軽減オプションの拡大

4-投資要素に係るCSMの配分および関連する開示要求事項

3-予想される更新契約に係る保険獲得キャッシュ・フローおよび関連する開示要求事項

2-保険カバーを提供するクレジットカード契約の適用範囲からの除外の追加

1-重大な保険リスクを移転する貸付契約を適用範囲から除外する追加オプションおよび関連する経過措置

6月
...

...

...

6-保有している再保険契約で基礎となる契約が不利となる場合

1月 2月 3月 4月
2019

IFRS第17号の修正の概要
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デュー・プロセスのステップおよび書面投票の許可

• 2018年11月の会議において、審議会は、IFRS第17号の修正を検討すべきかどうかを考慮することを計画し、そうした潜在的な修
正を評価するための規準を設定した。審議会は暫定的に以下について合意した。

• IFRS第17号の強制発効日を1年延期して、IFRS第17号を2022年1月1日以降開始する事業年度に適用することを企業に要求
する。

• IFRS第4号におけるIFRS第9号の適用の一時的免除の固定された期限満了日を修正して、すべての企業が2022年1月1日以
降開始する事業年度にIFRS第9号を適用する。

• 2019年4月9日、審議会は、IFRS第17号の強制発効日およびIFRS第4号におけるIFRS第9号の適用の一時的免除についての
固定された期限満了日に関しての2018年11月会議からの暫定的決定について確認するように求められた。審議会は、発効日の
延期を提案する意向であることを全員一致で確認した。

• 審議会は、IFRS第17号を修正する公開草案を公表したい考えであることを確認するように求められた。審議会は、適用可能なデ

ュー・プロセスのステップを遵守するという要件を充足しており、公開草案のための書面投票のプロセスを開始すべきであることを
全員一致で確認した。
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2018年
9月

2018年
10月

2018年
11月

2018年
12月

2019年
1月

2019年
2月

2019年
3月

2019年
4月

2019年
5月

2019年
6月

2019年
S2

公開された審議会の開催（資料は閲覧者が入手可能）

評議員会および IFRS諮問会議との協議

協議グループ （設定された場合）

幅広い利害関係者とのアウトリーチの会議

ウェブキャストおよびポッドキャスト

将来の基準または主な修正の可能性のある影響の分析

IASBがレビューしたデュー・プロセスのステップ

EDは適切なコメント期間を有する

草案作成の品質保証のステップは適切である

EDの公表

ED公表のプレスリリース

EDに含まれる合理的かつ規則的な概念を説明するスナッ
プショット

デュー・プロセスのステップおよび書面投票の許可

IASB会議

評議員会およびIFRS諮問会議

TRG TRGASAF

移行リソース・グループ(TRG)および会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）
公開草案

評議員会評議員会 IFRS諮問会議
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• 審議会メンバーは、5件の論点すべてに対するスタッフの提案に全員一致で賛成した。

整理論点

論点 スタッフの提案事項

1. IFRS第17号の修正案の発効日 • スタッフは、修正案の発効日をIFRS第17号の発効日と一致させ、企業に
IFRS第17号および修正案を2022年1月1日以降開始する事業年度に適
用することを求めるようにすることを提案した。

2. 一般モデルにおいてIFIEを純損益とOCIに分離するオプション
の適用と金融リスクを軽減するためのデリバティブの使用

• スタッフは、企業が、一般モデルを適用して会計処理する保険契約のうち、
OCIオプションの適用を選択するものに対して、リスク軽減オプションを展
開しないことを提案した。

3. VFAにおいてIFIEを純損益とOCIに分離するオプションの適用
とリスク軽減オプションの適用

• スタッフは、審議会がこれ以上の行動をとらないよう提案した。

4. キャッシュ・フローを純額で決済した場合の残存カバーに係る
負債及び発生保険金に係る負債に関する調整

• スタッフは、審議会がこれ以上の行動をとらないよう提案した。

5. 企業がIFRS第17号とIFRS第9号を同時に初度適用した場合
の比較情報の修正再表示

• スタッフは、審議会がこれ以上の行動をとらないよう提案した。
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年次改善

修正 スタッフ分析

IFRS第17号B96項 (c) を修正して、貨
幣の時間価値および金融リスクに係る変
動をCSMの修正から除外する

• IFRS第17号B96項 (c) は、一般モデルにおける投資要素の変動の取扱いに係る要求事項を示して
いる。貨幣の時間価値および金融リスクに関する変動を純損益（またはOCI）に認識することが、一般
モデルにおける明確な原則であるとしても、要求しない。

• 修正案は不注意による見落としを是正する。

非金融リスクに係るリスク調整の変動の
分解に対処するための修正

• IFRS第17号B96項(d) は、貨幣の時間価値および金融リスクによって生じる変動が分解された場合
の当該変動の取扱いについて対応していない。

• 修正案は不注意による見落としを是正する。

企業が保険契約グループに対してのリ
スク軽減オプションの使用を中止できる
のは、当該グループが適格要件に該当
しなくなる場合のみであることを明確化
するための修正

• スタッフは、IFRS第17号におけるリスク軽減オプションの必要性に係る審議会の議論から、リスク軽
減オプションの適用がIFRS第9号におけるヘッジ会計の要求事項と整合していることは明らかである
と考えた。

• IFRS第9号は、ヘッジ関係が適格要件を満たされなくならない限り、企業がヘッジ会計を中止すること
を認めていない。

• 修正案は、審議会の意図を明確にする。
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修正 スタッフ分析

投資要素の定義を明確化するため
の修正

• 保険契約者が契約を解約する場合、支払った保険料は払戻される。保険事故は発生し
ない。しかし、カバーを完全に使い切った場合には、保険契約者には払戻しを受ける権
利がない。そのような契約には投資要素が含まれると考えることは、審議会の意図で
はなかった。

• 修正案は、定義を明確化して、審議会の意図を実現する。

IFRS第17号が裁量権付有配当投
資契約に適用するための修正

• IFRS第17号11項 (b) は、特定の状況において、投資要素を主契約である保険契約か
ら分離し、その分離した投資要素を会計処理するためにIFRS第9号を適用することを

企業に要求している。ただし、分離した投資要素が裁量権付有配当投資契約の定義を
満たす場合には、当該要素は、他の裁量権付有配当投資契約と同様に、IFRS第17号
を適用して会計処理すべきである。

• 修正案はその会計処理を達成する。

非金融リスクに係るリスク調整の変
動について損失要素を修正するため
の修正

• 損失要素の決定には、非金融リスクに係るリスク調整の影響が含まれる。ただし、
IFRS第17号48項(a)および50項(b) は、将来のサービスに係る将来キャッシュ・フロー

の見積りの変更に言及しており、これにより非金融リスクに係るリスク調整をその決定
から除外する。

• 修正案はこの不注意による誤りを是正する。

年次改善
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• 審議会メンバーは、7件のすべての修正に係るスタッフの提案に全員一致で賛成した。

修正 スタッフ分析

基礎となる項目の変動によって生じた
保険契約グループの測定の変動は、
IFRS第17号の目的上は、投資の変動
として扱うべきであり、したがって、貨幣
の時間価値に係る変動または金融リス
クに関する仮定の変更として扱うべき
であることを明確にするための修正。

• 基礎となる項目の価値の変動は、以下の測定に影響する。
(a) 直接連動有配当保険契約
(b) 直接連動有配当保険契約以外の保険契約

• 修正案は、IFIEの定義を明確にして、審議会の意図を達成する。

2018年6月に審議会が暫定合意した年
次改善のフォローアップ。

• 現在の割引率で測定される履行キャッシュ・フローの変動と、当初割引率で測定さ
れるCSMに対する調整との差異がより一般的となり、グループの存続期間にわたっ
てOCIの累積額をゼロにすることがより複雑になる。

• しかしながら、スタッフは、これらの影響は、個別契約ではなく保険契約グループを会
計単位とする結果であるとの見解を示している。企業は、年次コホートをさらに分割
して、これらの影響を回避することを選択できる。

• したがって、スタッフはIFRS第17号22項の変更を提案しない。

年次改善
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次のステップ

• スタッフは、公開草案の作成を開始する。コメント期間については、2019年5月13-17日の IASB会議で審議される。デュー・プロセス
監督委員会（DPOC）は、コメント期間を90日に短縮することを承認した。

• IASBは、次のTRG会議を計画してしないと表明した。また、5回目の会議が開催されるかどうかは、IFRS第17号のすべての利害関
係者から受領する一連の質問によるすることを明らかにした。

• IASBテクニカル・プランでは、IFRS第17号を修正するEDは2019年6月に公表される予定である。
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コンタクトの詳細
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