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• IASBは4件の整理論点に取り組んだ。そのうち重要な2件は、投資リターン・サービスと保険契約を発行する相互会社である。

- 保険契約が投資要素を含む場合にのみ投資リターン・サービスが存在することをIFRS第17号に定める暫定決定を修正
し、投資要素が含まれない場合でも、特定の状況下では投資リターン・サービスが存在する場合もあるとした。この修正は
、IFRS第17号の大幅な改善である。

- 小さな脚注を追加することを除いて、結論の根拠（BC）の考察が一部の相互会社のみに適用される旨を明確にするため
に、IFRS第17号またはBCを修正することはしない。

• 審議会は、IFRS第17号の修正案に係る公開草案について、90日間のコメント募集期間を承認した。

• 最後に、IASBは、2019年4月4日に開催されたIFRS第17号「保険契約」に関する移行リソース・グループ(TRG)会議での最
新の議論を報告して、現時点でTRGの追加会議を予定していないことを確認した。

2019年5月15日のIASB会議のハイライト
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整理論点

A-投資リターン・サービス

• 2019年1月の会議で、審議会はIFRS第17号を修正し、一般モデルにおいて、保険カバーおよび投資リターン・サービスがある場合はそ

の両方を考慮して決定されるカバー単位を基礎として、CSMを純損益に認識することを暫定的に決定した。審議会はまた保険契約が投資

要素を含む場合にのみ投資リターン・サービスが存在することを定めることを暫定的に決定した。

• スタッフは、保険契約が投資要素を含む場合にのみ投資リターン・サービスが存在するという暫定決定を修正し、以下の場合、かつその場

合にのみ、投資リターン・サービスが存在するように規定することを提案した。

(a) 投資要素が存在する、または保険契約者が金額を引き出す権利を有している

(b) 投資要素または保険契約者が引き出す権利を有する金額には、正の投資リターンが含まれると予想される

(c) 企業は、その正の投資リターンを生み出す投資活動を行うことを予想している

• 審議会は、基準において 「正の」 投資リターンとは何を意味するかが説明されることを前提に、スタッフ案に全員一致で賛成した。
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整理論点

B-企業は返戻保険料を個別に開示する必要がないことを明確にする修正

• 審議会は、IFRS第17号を修正して、投資要素の定義を明確にし、保険契約がいかなる状況においても保険契約者に払戻すことを企業に

要求する金額であると述べることを暫定的に決定した。TRGメンバーは、この修正案により、企業が請求が起こった場合に支払う金額を以

下のように区分することが要求されるのではないかと懸念した。

- 保険契約者が契約を解約した場合に支払われる金額(返戻保険料)
- 保険契約者が契約を解約しなかった場合または請求をしなかった場合に支払われる金額（投資要素）

- その残余(保険サービス費用)

• スタッフは、IFRS第17号103項を修正し、保険契約負債の期首残高から期末残高への調整表において、返戻保険料を個別に開示する

必要はないと明確にすることを提案した。

• 審議会はスタッフの提案に全員一致で賛成した。

C-契約者貸付金額のキャッシュ・フローおよび契約者貸付金額の免除から生じる変動は保険収益から除外することを明確にする修正

• 保険契約が貸付金要素を含む場合、貸付額および返済額の支払または受領は保険収益を生じさせるべきではない。IFRS第17号では、

保険収益を生じさせる残存カバーに係る負債の変動からこれらの金額を除外する記述が抜けている。

• スタッフは、IFRS第17号B123項 (a) を修正し、この除外項目を追加して、これらの金額が保険収益から除外されることを明確にするよう

審議会に提案した。

• 審議会はスタッフの提案に全員一致で賛成した。
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整理論点

D-保険契約を発行する相互会社

• 一部の利害関係者は、相互会社に関して、IFRS第17号のBCに記述されている説明やスタッフが作成した教育文書が、一部の相互会社
の性質を十分に反映しておらず、IFRSを適用する相互会社の規範的な指針として利用される可能性があることを懸念した。

• 自身の懸念に対応するため、この利害関係者は、IFRS第17号のBCにおける考察は一部の相互会社にのみ適用され、他の種類の相互
会社についてはその取扱いに関するさらなる考察を行うことを提案した。スタッフは、相互会社のための個別の要求事項を開発してIFRS
第17号を修正せず、IFRS第17号のBCを修正しないことを提案した。

• 多数の審議会メンバーは、BCのガイダンスを維持することに苦慮した。「相互会社」 という用語は、異なる法域では異なって適用されてお
り、すべての相互会社に適用されるわけではないことを強調する目的で該当するパラグラフを削除したり修正することは混乱を緩和するで
あろう。これに対し、スタッフは、IFRS第17号の要求事項は、企業が相互を称するか否かにかかわらず、すべての企業に適用されると回
答した。BCは正しくないことを記述していないというスタッフに、一部の審議会メンバーは同意した。

• 審議会は、BCの混乱を避けるために脚注を追加することを前提として、スタッフの提案に全員一致で賛成した。
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IFRS第17号修正案の公開草案に対するコメント期間

• 公開草案は、IFRS第17号が2017年5月に公表されて以来、利害関係者から提起された懸念事項や適用に係る課題に応えている。

IFRS第17号の修正案を検討するにあたり、審議会は以下の点に留意した。

(a) 現在IFRS第4号保険契約の適用で使用されている幅広い保険会計実務における多くの不十分な点に対して、IFRS第17号の適用が

急務である

(b) 導入の過程にある企業にとって、公表されて間もないあいだに基準書の発行日が遅れることになると、当導入プロセスを混乱させるリ

スクが生じる

• 公開草案では、IFRS第17号の８領域に関する12件の限定的な修正が提案される予定である。2019年4月、審議会は以下の修正を確

認した。

(a) 基準を適用する企業を支援するために必要とされる。

(b) IFRS第17号により財務諸表の利用者に提供される有用な情報と比較して、重要な情報の喪失をもたらすものではない。修正によっ

て、基準の基本原則は変更されない。

(c) 既に進行中の導入プロセスを過度に混乱させたり、IFRS第17号の発効日に不当な遅延を招くリスクが生じない。

• このように、今回の修正案は、緊急性が高く範囲も狭い。
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IFRS第17号修正案の公開草案に対するコメント期間(つづき)

• スタッフは、審議会に対し、公開草案のコメント提出期間を90日間に短縮するよう提案した。90日間のコメント期間は次の通り。

(a) 2015年7月に審議会が公表したIFRS第15号 「顧客との契約から生じる収益」 の狭い範囲の修正に関する公開草案に設定されたコ

メント期間と同じであること。その公開草案に関しては、90日間のコメント期間は、利害関係者が的を絞った修正に対応するのに十分

な時間を許容する必要性と、適時に修正案を明確化する必要性とのバランスを取るものである。

(b) 強制発効日を2022年1月1日にする確認を含め、2020年第二四半期にIFRS第17号の修正を発行するよう促し、導入上の混乱を最

小限に抑える。

• デュー・プロセス・ハンドブック 第6.7項によると、審議会は、デュー・プロセス監視審議会(DPOC)に相談し、承認を得た後、120日未満の

コメント期間を設定することができる。DPOC は、 4月23日の会合においてIFRS第17号修正案の公開草案について、90日間の短縮コメ

ント期間を承認した。

• 審議会はスタッフ案に全員一致で賛成した。

IFRS第17号修正案の公開草案について、90日間のコメント期間に同意するか。
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2019年4月4日に開催されたIFRS第17号保険契約に係るTRG会議の概要

2018年2月から2019年4月までに、4回のTRG会議が開催され2019年4月までに提出された質問127件すべてをカバーした。TRG議長

は次のように述べた。

(a) 直近2回のTRG会議に提出された質問の多くは、IFRS第17号の要求事項の機械的または狭い側面を対象としているか、多くの企業

がIFRS第17号の導入準備を進めていることから個別の事実関係を含んでいた。

(b) 現在、次のTRG会議は予定されていない。利害関係者は、疑問が生じた場合には、TRGの提出要件を満たす適用上の質問を継続し

て提出することができる。新規に提出された質問の性質およびそれらの質問に関する議論が、進行中の導入プロセスを混乱させるこ

となく、 IFRS第17号を導入する現段階において利害関係者に有益な教育を提供するかどうかに拠って、将来 TRG会議が予定され

るかもしれない。

(c) 発行予定であるIFRS第17号を修正案する公開草案に係るコメントや質問は、公開草案へのコメントレターに含めるべきである。
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2019年4月4日に開催されたIFRS第17号保険契約に係るTRG会議の概要

提出された他の質問の報告

(a) IFRS第17号の文言だけで答えられる質問

S86-契約の境界線を決定する際のポートフォリオの定義

• IFRS第17号34項(b) における「保険契約ポートフォリオ 」への言及は、IFRS第17号付録Aに定義されている「保険契約ポートフォリオ

」と対応しているか。

回答:「保険契約ポートフォリオ」 は、IFRS第17号付録Aに定義されている用語である。IFRS第17号14項とIFRS第17号34項で定

義された用語の使用に相違はない。

S96およびS107-保険契約および契約の境界線の定義

• S96は、IFRS第17号33項から35項における契約の境界線の要求事項は、契約が保険契約の定義を満たすかどうかの評価に適用さ

れるのか、または、保険契約の定義を満たすと決定された契約の測定にのみ適用されるのかを質問している。

• S107:IFRS第17号B24項で議論されているように、一定期間後に保険リスクを移転する契約はどのように分類すべきか。

回答:契約が保険契約の定義を満たすには、重要な保険リスクの移転が必要である。IFRS第17号B24項では、オプションが行使さ

れた後にのみ保険リスクを移転する契約は、当初の保険契約の定義を満たさないと説明されている。

一定期間経過後に保険リスクのみを移転する契約は、保険カバーを追加するオプションを提供する保険契約(2018年5月のTRG会

議のアジェンダペーパー3参照)とは異なる。
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2019年4月4日に開催されたIFRS第17号保険契約に係るTRG会議の概要

提出された他の質問の報告

(a) IFRS第17号の文言だけで答えられる質問

S98–契約に含まれるオプションの行使

• 契約を別のタイプの契約に変更するためのオプションの行使は、どのように扱われるべきか?

回答: 過去のTRG会議における議論は、当該契約の会計処理を検討するのに役立ち、以下のものが含まれる。

− 2018年5月のTRG会議におけるアジェンダペーパー3
− 2018年9月のTRG会議におけるアジェンダペーパー5

保険契約を一般モデルまたはVFAのいずれを適用して会計処理するかどうかの評価は、IFRS第17号付録Aの直接連動有配当契約

の定義を契約全体に適用適用して、契約開始時に行われる。契約開始時に保険契約でない契約についてはS107を参照。
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2019年4月4日に開催されたIFRS第17号保険契約に係るTRG会議の概要

提出された他の質問の報告

(b) 提出要件を満たさない質問

S111-失効契約の復活に係る会計処理

• 質問では、解約されたかった契約に限り、失効した契約の保険契約者に、契約上定められた期間に契約を復活する選択権を与える契約

について記述されていた。保険契約者が保険料を支払わなければ、契約は失効する。

• 当質問では、契約の復活に関連する負債を保険負債とみなし、残存カバーに係る負債または発生保険金に係る負債のいずれに分類す

るのか質問している。また、契約の復活に関連する実績調整の会計処理について質問している。

回答:特定の取引に対する詳細な適用指針を提供することは、TRGが議論する対象範囲ではない。
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2019年4月4日に開催されたIFRS第17号保険契約に係るTRG会議の概要

提出された他の質問の報告

(a) IFRS第17号の文言だけで答えられる質問

S117-保険料免除の損益計算書における表示

• 企業は、保険事故の結果として免除された保険料を収益から除外すべきか、または(発生保険金として)保険サービス費用の一部として

計上すべきか。

回答:保険事故は、保険金を発生させる。保険料免除が保険事故から発生する場合、それは保険金である。IFRS第17号は、保険金が

未収保険料と相殺して純額で決済されたかどうかにかかわらず、当期に発生した保険金について保険サービス費用に認識することを企

業に要求している。保険金として保険料免除を扱うことは、IFRS第17号の要求事項と整合している。

• 9月のTRG会議において、保険料免除は保険事故に該当するかどうかを議論した。議論された事例では、保険事故に該当し、保険金とし

て会計処理するという結論になった。

• この場合、保険金は損益計算書の保険収益の総額として表示しなければならない。

• 保険料免除が将来の保険料収入の喪失を引き起こす事象が発生した場合、保険サービス費用として報告され、関連する期待値との差

異は当期の実績調整として報告される(IFRS第17号104項 (b) (iii)に従い開示される)。
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2019年4月4日に開催されたIFRS第17号保険契約に係るTRG会議の概要

提出された他の質問の報告

(b) 提出要件を満たさない質問

S122-インフレによる履行キャッシュ・フローの変動

• 提出された質問では、一般モデルで測定される契約について、インフレ仮定の変更に伴う履行キャッシュ・フローの変動が、非金融リスク

の変動(およびCSMを調整)または金融リスクの変動のいずれとして扱われているのかについて質問している。

回答:IFRS第17号の目的上、IFRS第17号B128項は以下の事項を要求している。

(a)インフレーションに関する仮定のうち、 価格もしくはレートの指数、またはインフレ連動型リターンの付いた資産の価格に基づ
くものは、金融リスクに関連する仮定である

(b)インフレーションに関する仮定のうち、 特定の価格変動についての企業の予想に基づくものは、金融リスクに関連する仮定
ではない

従って、企業がある指数によって増加すると予想するキャッシュ・フローは、契約上特定の指数にリンクされていなくても、金融リスクに関
連する仮定とみなされる。

• 複数のTRGメンバーは、達成されるキャッシュフローの将来の支出ベースを予測するために、例えば、時間の経過とともに給与が上がる
という予想のように、作成者がインフレ指数を使用している場合について懸念を表明した。

• スタッフの分析とは対照的に、この変数は金融リスクとは見なされなかった。しかし、TRGメンバーの１名は、これは社内内部の仮定を表
すものであり、これらをインフレに基づくものとは呼ばないように注意を払うべきと意図していると述べた。
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次のステップ

IASB

• IASB Technical Planでは、IFRS第17号を修正する公開草案が2019年6月に公表されると述べている。

• IFRS第17号に係るIASB会議は、コメント期間が終了する2019年9月まで開催されない見込みである。
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