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• 2020年2月25日IASB会議のハイライト

• IASB審議内容および決定事項の詳細分析

• 次のステップ
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• IASBは、IFRS第17号の修正案のうち最後に残っていた部分を審議し、最終確定した。IFRS第17号の発効日およびIFRS第4号において適格
企業に提供されるIFRS第9号の一時的な適用免除の延長については、2020年3月に開催されるIASB会議で審議が行われる予定である。

• 会議に出席したIASBメンバー（2名は欠席）による全会一致の投票により、IASBは、以下の事項を決定した。

− IFRS第17号の年次コホートの要求を変更せずに維持する。相互扶助の特性を有する契約においても免除規定を設けない

− 変動手数料アプローチで会計処理されない保険契約に係る契約上のサービスマージン （CSM)）に関連して、カバー単位を識別する際
に、投資リターン・サービスを十分に考慮するという要求事項を最終確定する。

− IFRS第17号を修正して、一定条件のもと、リスク軽減オプションを、純損益を通じて公正価値で測定される非デリバティブ金融商品を
ヘッジ手段として使用する直接連動有配当契約に拡大する

− 修正遡及アプローチ（MRA）をより容易に適用可能とするため、IFRS第17号の経過措置の要求事項の特定の側面を修正する。

− 軽微な修正、および公開草案「IFRS第17号の修正」に対してコメント提出者から提起されたその他の論点について、スタッフの提案を
承認する。

• IASBは、期中財務諸表に関する修正遡及アプローチ（MRA）における修正項目の追加を11対1の賛成多数で決定した。

2020年2月25日IASB会議のハイライト
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保険契約者間でリスクの世代間共有のある保険契約に係る年次コホート
概要

• IASBは、年次コホートの要求事項について、EDで質問を行わなかった。このため、ほとんどのコメント提出者は、この要求事項について
コメントしなかった。しかし、デロイトを含む一部のコメント提出者は、要求事項を変更せずに維持するというIASBの決定についてコメン
トした。IASBによるこの決定は、2019年3月に行われたものである。

• 年次コホートの要求事項に対するコメント提出者のうち、

(a) 少数のコメント提出者は、要求事項を修正しないというIASBの決定を支持し、IASBが当該決定を再確認するよう求めた。

(b) 一部のコメント提出は、全ての保険契約について、年次コホートの要求事項を IASBが修正または削除することが好ましいと考えた。

(c) 一部のコメント提出者は、当該要求事項を全般的に支持しているか、または当該要求事項に対してコメントしていない。しかし、保険
契約者間でリスクの世代間共有のある保険契約については、年次コホートの要求事項を免除するよう、IASBに提案した。デロイトの提
案は、このグループに含まれる。

(d) 1名のコメント提出者は、特定のサブセットの保険契約について、IASBが年次コホートの要求事項を免除規定を設けないように求めた。

• IASBは、IFRS第17号の年次コホートの要求事項を変更せずに維持することを承認した。 したがって、企業は、保険契約者間でリスクの世
代間共有のある保険契約に対して、例外なく、年次コホートの要求事項を適用しなければならない。
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保険契約者間でリスクの世代間共有のある保険契約に係る年次コホート
スタッフの分析と提案

• EDに対するフィードバックを受けて、スタッフは、2019年3月IASB会議の設例で対処されなかった年次コホートの要求事項の適用につい
て、特に、以下のような追加的側面を検討することとした。

(a) 企業が、異なるグループおよび年次コホートに属する契約から生じるリターンを、企業自身の持分と保険契約者全体の持分へ分割する
にあたって裁量権を有する場合は、追加的な判断を適用しなければならない。一部のコメント提出者は、このような追加的な判断は、
IFRS第17号で要求される他の判断に比べて、より主観的であると考えている。

(b) 個々の年次コホートのCSMの事後測定において、企業は、以下のような配分を行わなければならない。

(i) ある契約の特徴に関連する予想CFの変動で、基礎となる項目への参加から生じるCFではないもの－当該CFを生じる個々の年次コ
ホートに配分

(ii) 基礎となる項目の公正価値の変動に対する企業の持分額の変動－基礎となる項目と同じプールに参加する全ての年次コホートに配
分
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保険契約者間でリスクの世代間共有のある保険契約に係る年次コホート
スタッフの分析と提案

• 以下は、アジェンダ・ペーパー2Bの付録Aに含まれる設例である。これは2019年3月のIASBペーパーで示された設例だが、スタッフの分析
における追加的例示の土台として使用されている（次頁以降のスライドを参照）。

• いずれの契約グループにおいても、保険契約者は公正価値の80%のリターンを受け取るが、保険契約者間での配分およびその時期について、
企業は裁量権を有する。

設例 グループ1（t 0で発行） グループ2 （t 1で発行）

保険料合計 CU10,000 CU15,000
契約期間 5年 5年
基礎となる項目の期待リターン（契約発行日の市場金利に等しい） 5% 1%

保険料が投資される固定利付債の投資リターン 5% 1%
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保険契約者間でリスクの世代間共有のある保険契約に係る年次コホート
スタッフの分析と提案

• シナリオ1：以下の表では、IFRS第17号B68項の適用の結果、両グループの保険契約者間におけるキャッシュ・フローの共有が反映され、
グループ2が不利なグループとして表わされないことを例示している。

A B C D E

グループ1の当初認識
グループ2の認識前に

おける
グループ1の再測定

グループ2の契約発行直後
（IFRS第17号B68項は未適用）

グループ2の契約発行直後
（IFRS第17号B68項を適用）

グループ2の契約発行直後
（グループ1とグループ2

が結合された場合）

市場金利 5% 1% 1% 1% 1%
保険契約者の持分割合の合計 80% 80% 80% 80% 80%
予定利率 4.075% 4.075% 2.004% 2.004%

基礎となる項目 5%固定利付債 5%固定利付債
5%固定利付債および1%固定利付

債
5%固定利付債および1%固定利付

債

グループ1 グループ1 グループ1 グループ2 グループ1 グループ2
履行キャッシュ・フロー（FCF ） 9,567 11,734 10,827 15,759 11,734 14,852 26,586
CSM 433 531 1,438 (759)*1 531 148 679
保険契約 10,000 12,265 12,265 15,000 12,265 15,000 27,265
基礎となる項目 10,000 12,265 12,265 15,000 12,265 15,000 27,265

*1 この金額は列と列の金額の比較を容易にするため、負のCSMとして示されている。
907は世代間共有される

キャッシュ・フローまたは
相互扶助

以下の表上、IASBのペーパーで認識された誤りは訂正されている。数字は四捨五入されている。
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保険契約者間でリスクの世代間共有のある保険契約に係る年次コホート
スタッフの分析と提案

• シナリオ2：以下の表は、企業が、1年目末に保険契約者の持分割合を85%に引き上げ、自身の持分割合を15%に引き下げると仮定した場
合の結果である。その後、新規契約が発行されると、企業と保険契約者の持分割合に関する仮定は20%対80%に戻されたと仮定している。

A B C D E

グループ1の当初認識
グループ2の認識前

における
グループ1の再測定

グループ2の契約発行直後
（IFRS第17号B68項は未適用）

グループ2の契約発行直後
（IFRS第17号B68項を適用）

グループ2の契約発行直後
（グループ1とグループ2が結

合された場合）

市場金利 5% 1% 1% 1% 1%
保険契約者の持分割合の合計 80% 85% 80% 80% 80%
予定利率 4.075% 4.368% 2.003% 2.003%

グループ1 グループ1 グループ1 グループ2 グループ1 グループ2
履行キャッシュ・フロー（FCF ） 9,567 11,867 10,827 15,759 11,867 14,720 26,586

CSM 433 398 1,438 (759) 398 280 679
保険契約 10,000 12,265 12,265 15,000 12,265 15,000 27,265
基礎となる項目 10,000 12,265 12,265 15,000 12,265 15,000 27,265

• グループとグループ２の保険契約者に支払われると見込ま
れるキャッシュ・フローの合計は同額のままであるにもか
かわらず、1年目末に保険契約者の持分持分に係る仮定が
85%に変更されたことにより、グループ2のCSMの計算が変
更された（シナリオ1ではCU148であるが、シナリオ2では
CU280である）。

1,040は世代間共有される
キャッシュ・フローまたは

相互扶助
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保険契約者間でリスクの世代間共有のある保険契約に係る年次コホート
スタッフの分析と提案

• この設例で使用されている仮定は、以下に基づく企業が既存の保険契約者に支払いを見込んでいる金額に関する仮定であると言うことがで
きる

• 既存の基礎となる項目（新規契約の影響は見込まない）または

• 新規契約に関する予想、その結果としての基礎となる項目、および既存の保険契約者から新規保険契約者（すなわち異なる世代の保険契
約者）への相互扶助の見込み

• スタッフは、既存の契約が年次コホートに分割されているか否かにかかわらず、企業が報告日現在の既存の契約を測定するためには、上記
の仮定をおく必要があると考えた。IFRS第17号B68項は、新規契約による追加的な貢献（貢献利益）を識別するために、既存契約の全体と
新規契約との比較を要求している。
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保険契約者間でリスクの世代間共有のある保険契約に係る年次コホート
スタッフの分析と提案

• シナリオ3：以下の表では、金利変動の影響、およびグループ2の認識後における保険契約者全体と企業との持分割合についての更なる変動
による影響を例示している。この表は、基礎となる項目のプールを共有する年次コホートの間で、基礎となる項目の公正価値に係る企業の持
分割合の変動額を配分するために、スタッフが検討した考え得るアプローチを示している。

• この設例では、期首のCSM残高に基づいて、CSM合計額の変動を各年次コホートに比例的に配分して、CSMを計算している。履行キャッ
シュ・フローは、ポートフォリオ・レベルでのみ計算され、個々のコホート・レベルでは計算されない。

• この設例には、基礎となる項目への参加から生じるキャッシュ・フローのみが含まれている。年次コホートに異なる影響を与える固定キャッ
シュ・フロー（例えば、保険金および保証等）がある場合、上記のアプローチでは、異なるコホートの収益性について有用な情報が提供さ
れない。

A B D E

グループ1の当初認識
グループ2の認識前に

おける
グループ1の再測定

グループ2の契約発行直後
（IFRS第17号B68項を適用）

2年度末

市場金利 5% 1% 1% 3%
保険契約者の持分割合の合計 80% 85% 80% 83%

予定利率 4.075% 4.368% 2.003% 2.13%

グループ 1 グループ 1 グループ 1 グループ 2 グループ 1 グループ 2 合計

履行キャッシュ・フロー（FCF ） 9,567 11,867 11,867 14,720 25,137 25,137

CSM （P/L認識は無視） 433 398 398 280 323 227 550

保険契約 10,000 12,265 12,265 15,000 25,687
基礎となる項目 10,000 12,265 12,265 15,000 25,687
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保険契約者間でリスクの世代間共有のある保険契約に係る年次コホート
スタッフの分析と提案

• スタッフは、損失を生じる契約に関する透明性の高い、適時な情報が、IFRS第17号の主たる利点と考えている。

• スタッフは、多く地域における現在の低金利環境下では、金融保証の影響に関する情報が特に重要であると考えており、複数のIASBメン
バーもこれに同意している。

−固定キャッシュ・フロー（例えば、金融保証）の変動が、異なるコホートに異なる影響を与える場合は、ポートフォリオ全体で当該影響
を吸収するのに十分な利益を上げているとしても、これらのキャッシュ・フローが、個々のコホートを不利な契約にする可能性がある。

• スタッフはまた、年次コホートの要求を適用することにより、契約グループの収益性トレンドに関する情報が財務諸表利用者に提供される
点も重要である旨を指摘した。
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デロイト・コメント・レター

デロイトの見解：「IFRS第17号の適用範囲に含まれる発行された保険契約で、キャッシュ・フローが他の保険契約の保険契約者へのキャッシュ・フロー
に影響を与えるか、またはその影響を受ける契約の重要な割合を占める場合、IFRS第17号B67項からB71項のガイダンスに従って、履行キャッシュ・
フローおよびCSMを会計処理する。」

「IFRS第17号BC171項に記載されているように、これらの契約は一般的に「相互扶助」の特性を有するとされてきた。」

「デロイトは、企業が将来のサービスに係る履行キャッシュ・フローの変動についてCSMを調整する場合、IFRS第17号の既存ガイダンスでは、首尾一
貫した会計処理が行われないと考える。」

デロイトの提案：「IASBはIFRS第17号を修正し、企業が単一の結合されたリスク共有ポートフォリオのレベルでCSMを調整することを明確にする。
IFRS第17号B67項から68項に規定される条件と同じ集約レベルで決定された変動に対して、すべてのグループのCSMが比例的に調整されることが、
IFRS第17号において明確になるであろう。」

保険契約者間でリスクの世代間共有のある保険契約に係る年次コホート
デロイトのコメント
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設例－完全な相互扶助となるポートフォリオ、リスクの比例的共有、持分保有者の固定参加比率

「企業Aは、10の保険契約者グループに保険契約を発行する。これらの保険契約は全体で単一のポートフォリオを形成する。保険契約者は
それぞれCU1,000の保険料を支払い、保険契約ポートフォリオのリターンは均等に分配される。保険契約のポートフォリオは、基礎となる
項目の特定のプールである。このプールのリターンは、保険契約の業績から得られる（保険料、保険金およびその他の保険契約キャッ
シュ・フロー)。」

「デロイトは、IFRS第17号B68項を適用することにより、「既存の契約の条件から生じる他のグループの保険契約者に対する支払い
（...）」を、正味のポートフォリオ業績の固定比率（すなわち、100％未満で、上記の設例では90%）の持分割合をグループに帰属させる
前に、損失の100%および保険料の100%にグループの持分割合を含めることができると解釈することが可能であると考える。また、デロ
イトは、 B112項の正しい適用は、ポートフォリオのグループ間の「相互扶助」となる金額の配分を変動手数料に含めることであると考え
る。」

保険契約者間でリスクの世代間共有のある保険契約に係る年次コホート
デロイトのコメント－IASBアジェンダ・ペーパー2B付録Aに記載されている設例（設例2）

A
グループ1

CU

B
グループ2から10

のそれぞれ

CU

C=B×9
グループ2から10

の合計

CU

D=A+C
10グループの合計

CU

保険料 1,000 1,000 9,000 10,000
支払保険金 (4,000) 0 0 (4,000)

(3,000) 1,000 9,000 6,000
90%の利益配分 (540) (540) (4,860) (5,400)
相互扶助 3,600 (400) (3,600) -
CSM 60 60 540 600
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投資サービスに帰属する契約上のサービス・マージン
概要

• 投資リターン・サービスに帰属する契約上のサービス・マージン（CSM）に関するED提案は、コメント提出者に概ね支持されている。

• 複数のコメント提出者は、以下のような懸念を表明した。
a) どのような場合に保険契約が投資サービスを提供するかに関する特定の規準が、必要以上に制限的である。これらのコメント提出者

の見解によれば、保険カバーと投資リターン・サービスの両方を提供するものの、解約または移転できない、経済的に類似した保険
契約（例えば、積立段階での据置年金）は、当該規準では捕捉されない。

b) 特に投資リターン・サービスが契約期間の一部においてのみ提供されると考えられる契約において、ED提案は運用上の複雑性をも
たらす。

• スタッフの提案を考慮して、IASBは以下を承認した。

a) 直接連動有配当保険契約以外の保険契約についてのカバー単位を、保険カバーに加えて、投資リターン・サービスがあれば、その給
付の量および予想期間を考慮して識別することを企業に要求する修正案を最終確定する。

b) 保険契約が投資リターン・サービスを提供する可能性があるか否かを決定する所定の要件を確認するが、当該要件における「正の投
資リターン」への言及を「投資リターン」に置き換える。

c) 企業が投資活動を保険契約者に対する保険カバーからの給付を拡充するために行っている範囲で、投資活動に関連するコストを、保
険契約の境界線の範囲内のキャッシュ・フローとして含めることを企業に要求する（たとえ、当該契約は投資リターン・サービスを
提供しないと企業が判断している場合であっても）。
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投資サービスに帰属する契約上のサービス・マージン
概要

• スタッフの提案を考慮して、IASBは以下を承認した（続き）

d) 下記の開示を企業に要求するIFRS第17号の修正案を最終確定する。

i. 企業が報告期間末日に残存しているCSMを純損益にいつ認識すると見込んでいるのかに関する定量的情報

ii. 保険カバーと投資リターン・サービス（直接連動有配当保険契約以外の保険契約）または投資関連サービス（直接連動有配当
保険契約）が提供する給付の相対的なウェイト付けを決定するために使用したアプローチ

e) 「保険契約サービス」の定義の追加を確認するが、IFRS第17号で使用されている他の用語は変更しない。すなわち 「カバー単位」
等の「カバー」を「サービス」に置き換えることはしない。



Deloitte IFRS Insurance webcast – 5 March 2020© 2020. For information, contact Deloitte China. 16

リスク軽減オプションの適用可能性－FVTPLで測定する非デリバティブ金融商品
概要

• EDの開発中に寄せられたフィードバックと整合的に、一部のコメント提出者は、変動手数料アプローチ（VFA）が適用される保険契約か
ら生じる金融リスクを軽減するために、純損益を通じて公正価値で測定される （FVTPL ）非デリバティブ 金融商品を利用する場合にも、
リスク軽減オプションの適用を認めるよう、IASBがIFRS第17号を修正することを提案した。

• 全般的に、コメント提出者からは、FVTPLで測定される非デリバティブ金融商品をヘッジ手段として企業が利用する場合に、リスク軽減
オプションの利用が認められない理由を、IASBが十分に説明していないとの認識が示された。

• 一部のコメント提出者は以下のように説明している。

(a) 企業は、直接連動有配当保険契約の金融リスクを軽減するために、デリバティブと非デリバティブの金融商品（例えば、固定金利債
券）を組み合わせて使用することが多い。

(b) 企業は、デリバティブまたは非デリバティブ金融商品のいずれかを用いて、金融リスクを軽減することができる。これらのコメント
提出者は、非デリバティブ金融商品を利用する方が、デリバティブを利用するよりもコストが低い可能性があると説明した。

(c) デリバティブの入手が制限される場合、企業は、非デリバティブ金融商品を利用することにより、金融リスクを軽減することができ
る。
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リスク軽減オプションの適用可能性－FVTPLで測定する非デリバティブ金融商品
スタッフの分析と提案

• スタッフは、この論点に関してコメント提出者から受領したフィードバックは、IFRS第9号を適用するヘッジ手段として非デリバティブ金融商品を指定す
ることに関する、2010年のED「ヘッジ会計」に対してIASBが受領したフィードバックと類似していることに留意し、IFRS第9号の修正が有用な比較対
象となることを認めた。

• スタッフは、履行キャッシュ・フロー（FCF）に対する金融リスクの影響を軽減するために、企業が非デリバティブ金融商品を利用する状況が存在してい
る可能性があり、当該金融商品がFVTPLで測定される場合は、デリバティブと直接連動有配当保険契約の間におけるミスマッチと同様に、会計上の
ミスマッチが生じる可能性があることに同意した。

• IASBは、直接連動有配当保険契約に対して利用可能なリスク軽減オプションの会計処理において、ヘッジ手段としてのFVTPL金融商品の利用を拡
張するため、IFRS第17号の修正を承認した。
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追加の具体的な経過的修正および救済措置
経過措置の要求事項を将来に向けて適用可能とする追加の救済措置

• スタッフは、経過措置に関する特定の修正や救済措置について、コメント提出者から寄せられたフィードバックや提案を分析した。これら
はアジェンダペーパー2Eの付録Aに記載されている。コメント提出者から寄せられた17の論点のうち、スタッフは、経過措置の要求事項の
3つの側面に関する修正を提案する旨を決定したが、残りの論点については、IFRS第17号の修正は提案されなかった。

• IASBは、以下の目的でスタッフの提案を承認した。

a) 過去の期中財務諸表において行った会計上の見積りの取扱いを変更しないという会計方針を選択を行う企業について、移行日において
当該方針の選択を将来に向かって適用すること、すなわち、移行前に期中財務諸表を作成していなかったとして適用できるように、修
正遡及アプローチ（MRA）における修正項目を追加する。

b) （開始時または当初認識時ではなく）移行日に利用可能な情報を使用して、投資契約が裁量権付有配当投資契約の定義を満たすか否か
を判定することを企業に認めるよう、MRAの修正項目および公正価値アプローチにおける救済措置を拡張する。

c) 基礎となる保険契約が不利である場合の、保有している再保険契約 （RI）に係る修正遡及アプローチ（MRA）において提案された修
正項目を修正する。（合理的で裏付け可能な情報が企業が有していない場合）企業は、保険契約が発行された後に、保有している再保
険契約が取得されたと仮定することが認められ、保有している再保険契約は移行日現在で損失回収部分を有さない。
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軽微な修正
個別契約レベルにおける変動手数料アプローチ（VFA）の適用可能性に関する評価

• EDにおける修正案に関連して受領したフィードバックに対し、IASBは、他のIFRSに対する重要でない修正を加えた上で、軽微な修正案
を最終確定することを承認した。IASBはまた、IFRS第17号に対する4つの編集上の修正（editorial corrections）を承認した。このウェ
ブキャストでは、当該修正のうち3つの修正についてコメントする。

IFRS第17号B107項 (b)(i)に対する編集上の修正

• 一部のコメント提出者は、IFRS第17号B107項に対する修正案は、編集上の修正ではなく、IFRS第17号の要求事項に対する大きな変更で
あり、IFRS第17号の適用を妨げると考えた。

• これらのコメント提出者の中には、 IFRS第17号B101項における変動手数料アプローチ（VFA）の適用範囲の規準は、 EDにおける編集上
の修正で明確化された個別契約レベルではなく、IFRS第17号第24項との整合性を保つために、グループ・レベルで適用されなければなら
ないと考える者もいた。

• IASBは、個別契約の開始時における企業の見積りを使用して評価しなければならないとするIFRS第17号B102項は、評価の実施レベルに
ついて明確であり、IFRS第17号B107項(b)(i)の現行規定との不整合は、EDで言及されなければ、より長期にわたる混乱をもたらす恐れが
あるとの見解を有している。
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軽微な修正
投資要素および保険契約者への貸付金における変動の会計処理

IFRS第17号B96項(c)の修正案

• 少数のコメント提出者は、提案された修正案が運用上の複雑性を増大させることを懸念している。なぜならば、投資要素に係る予想外の支
払いを、金融変数の変動に起因する部分と非金融変数の変動による部分とに分離する必要があるからである。

• デロイトを含む一部のコメント提出者は、投資要素に関連する貨幣の時間価値（TVM）および金融リスクに係る履行キャッシュ・フロー
（FCF）の変動を、保険サービス損益として表示すべきか、保険金融収益・費用として表示すべきかという疑問を提起した。

• コメント提出者からのフィードバックに応えて、スタッフは、変動手数料アプローチ（VFA）を適用しない保険契約について、当期におい
て支払われると見込まれる保険契約者への貸付金と、実際の貸付金との間での、貨幣の時間価値（TVM）および金融リスクに関する差異か
ら生じる履行キャッシュ・フロー（FCF）の変動について、契約上のサービス・マージン（CSM）を修正しない旨を明確化するために、
追加的なIFRS第17号の軽微な修正をIASBに提案した。

デロイト・コメント・レター:

デロイトの見解：「IFRS第17号B96項(c)に対する修正案の原則に同意する。…投資要素は一時点において支払われることが確実なキャッ
シュ・フローであることから、デロイトは、貨幣の時間価値および金融リスク以外でどのようなリスクが、投資要素の支払見込額と支払実績
額との間の差異をもたらすのか理解に苦しむ。」

デロイトの提案：「…企業が、投資要素の支払見込額と支払実績額との間の差異をすべてCSMから除外し、当該差異を保険金融収益又は費
用に反映しなければならないと提案する。この結果を達成するために、デロイトはIFRS第17号B96項(c)の削除を提案する。」
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軽微な修正
既存グループへの契約の認識

IFRS第17号第28項の修正案

• コメント提出者は、IFRS第17号第28項の修正案を全般的に支持した。しかし、デロイトを含む一部のコメント提出者は、IFRS第17号第
22項について同様の修正を提案しないというIASBの決定に反対した。

デロイト・コメント・レター:

デロイトの見解：「デロイトは、報告期間末までに発行された契約ではなく、報告期間末までにIFRS第17号第25項の認識規準を満たす契
約のみを保険契約のグループに含めるために、IFRS第17号第28項に対する修正案を支持する。しかし、過去にIASBで議論されたIFRS第17
号22項に対する類似の修正案が、公開草案では提案されていないことに留意している。IFRS第17号第22項では、年次コホートの要求を規
定している .... 」

デロイトの提案：「 ... IFRS第17号22項の要求事項を修正しないことによる影響は、ある期間に保険契約が発行されたものの、そのカバー
が将来に開始するような収益性のある保険契約は…、当該契約が発行された年度に設立されたグループのCSMの測定に含めなければならな
いということである。これは、当該グループの初日のロックイン割引率の決定を複雑にする。...また、当該契約の認識規準が満たされる時
に備えて、契約グループを「オープン」にしておくことは、運営上の負担にもなる。...デロイトは、IFRS第17号第28項に対する修正と整合
的に、IFRS第17号第22項も同様に修正することを提案する。」



Deloitte IFRS Insurance webcast – 5 March 2020© 2020. For information, contact Deloitte China. 22

公開草案「IFRS第17号の修正」に対するコメント提出者が提起したその他の論点

• スタッフは、IFRS第17号のED開発時にはIASBが検討しなかったものの、IFRS第17号のEDに対してコメント提出者から寄せられたコメン
トを分析し、それらの論点に関する提案を行った。このウェブキャストでは、いくつかの決定についてコメントする。

• IASBは、以下の論点に関するスタッフの提案を承認した。

a) 保険料税－IFRS第17号B66項(f)を修正し、IFRS第17号B65項(m)との不整合を解消する。当該修正により、企業は、IFRS第17号
B65(m)を適用して、保険契約の条件に基づき保険契約者に個別に請求可能な保険契約者の所得税の支払および受取を履行キャッシュ・
フローに含めることとなる。

b) VFAに基づく保証－貨幣の時間価値および金融リスクの影響の変動のうち、基礎となる項目から生じていないものについて、VFAに基
づくCSMの調整を企業に要求する IFRS第17号B113項(b)の要求事項を変更せずに維持する。

c) 転換オプション－保険契約者がオプションを行使することにより、時間が経過するにつれて契約内容が変わる保険契約に関する会計処
理については、IFRS第17号に新たな要求事項を追加せず、教育文書も発行しない。
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次のステップ

• IASBは、IFRS第17号の発効日および IFRS第4号におけるIFRS第9号「金融商品」の一時的免除の延長について、2020年3月IASB会議
（3月16日の週)において投票する予定である。

• 2020年3月の同会議において、スタッフはIFRS第17号の修正を最終確定するために、書面投票手続を開始する許可をIASBに申請する予
定である。

• スタッフは、2020年半ばに修正の最終版が公表される見込みであると発表した。
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