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ハイライト 

7月20日のIASB会議でIFRS第9号のデカップリングへの対応として負債による解
決策が全員一致で承認された。 

 IASBは、IFRS第4号を変更して、IFRS第9号の発効日（2018年1月1日）から
IFRS第4号フェーズⅡの発効日（おそらく2020年1月1日）までの期間におい
て、保険者がIAS第39号が適用されているかのような効果を純損益にもたらす
ように負債を調整することを認めることの投票を行った。 

 IASBは、この決定よりもIFRS第9号の発効日を延期するほうが好ましい解決
策であるかどうかについて9月に検討する予定である。 

会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）会議は、オーストラリアと

ニュージーランドの会計基準設定主体による無配当契約に関する契約上のサービ
ス・マージン（CSM）の純損益への認識原則およびCSM の利息計上（および再
測定）のための割引率に関する2つの提案について検討した。 

ASAFのメンバーはIFRS第9号のデカップリングの論点についても見解を述べた。 

 

IFRS第9号のデカップリングの論点への対応として負債による解決策が採択され
るならば、改訂案と改訂IFRS第4号フェーズⅠの公開草案の公表のため計画の調
整が必要である。 
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IFRS第9号と保険契約の新基準書の発効日の相違がもたらす
影響への対応 

IFRS第4号によるアプローチ  

 IFRS第4号の範囲内の契約を発行する企業が、IFRS第4号と同時にIFRS第9号を
適用する場合に生じ得る会計上の影響について議論が行われた。 

 保険契約の新基準書よりも前にIFRS第9号を適用することは、追加的な会計上
のミスマッチと純損益への一時的なボラティリティをもたらすかもしれない。 

 これら課題には、IFRS第4号の既存の適用可能な選択肢か、IFRS第4号の修正
により対応し得る。 

 IFRS第4号は、すでに企業が特定の会計上のミスマッチを減少させることを許
容している。 

 企業がそれら影響をさらに削減できるように、 IASBはIFRS第4号を修正し得る。 
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IFRS第9号と保険契約の新基準書の発効日の相違がもたらす
影響への対応 

IFRS第4号で対応可能な方法 

a) IFRS第4号30項：シャドウ・アカウンティング、すなわち資産の未実現損益が

財政状態計算書に計上されるが、保険負債の測定において対応する変動が計上
されない場合に、生じ得る会計上のミスマッチを減少させるために保険負債を
調整する方法 

b) IFRS第4号24項：保険負債の測定に現在の市場金利を用いること 

c) IFRS第4号22項：保険契約に関してIAS第8号よりも容易に会計方針の変更を可
能とする一般原則 
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IFRS第9号と保険契約の新基準書の発効日の相違がもたらす
影響への対応 

IFRS第4号への修正案 

a) 基礎となる項目のうち株主持分に対するシャドウ調整 

b) 無配当契約の裏付資産に対するシャドウ・アカウンティングの適用 

c) IFRS第9号の適用において、IFRS第9号による純損益への影響を相殺する調整 
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IFRS第9号と保険契約の新基準書の発効日の相違がもたらす
影響への対応 

スタッフ提案 

 企業が、IFRS第9号に従い認識される純損益額とIAS第39号に従い認識される

純損益額との差額を純損益から除外してその他の包括利益に認識することを許
容するようにIFRS第4号を修正する。修正は以下のすべてを満たす場合に適用
される。 

o IFRS第4号により会計処理される契約を発行している 

o IFRS第4号と合わせてIFRS第9号を適用する 

o 以前にIAS第39号に基づき償却原価またはAFSに分類されていた金融資産を、
IFRS第9号に従いFVPLに分類する 
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IFRS第9号と保険契約の新基準書の発効日の相違がもたらす
影響への対応 

IASBの議論 

 提案が、グループ全体、法人、あるいは保険事業のいずれの範囲に適用される
のかについて広範な議論が行われた。 

 提案の中ですでに適用範囲を黙示的には限定しているが、スタッフは更なる制
限が必要かどうか検討する予定である。 

 修正の適用範囲は極めて重要であり、保険会社の銀行子会社に適用されるべき
ではない。 

 IFRS第4号に対する修正案として選択肢(c)が以下の理由で全般的に支持された。 

o 透明性 

o 多くの課題への対応 

o 比較的適用が容易、そして 

o 実務的であり原則ベースの解決策 
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IFRS第9号と保険契約の新基準書の発効日の相違がもたらす
影響への対応 

IASBの議論と 暫定決定 

 選択肢(c)の一つのデメリットとして、IFRS第4号フェーズⅡが発効し適用され
るまで、保険者はIFRS第9号のためのシステムとIAS第39号のためのシステムを
並行稼動させる必要がある。 

 IFRS第4号の修正ではなく、開示で追加的な会計上のミスマッチとボラティリ
ティーについて説明することを提案する理事もいた。 

 

暫定決定 

 理事の全員がスタッフ提案に賛成した。 
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IFRS第9号と保険契約の新基準書の発効日の相違がもたらす
影響への対応 

新しい暫定決定に対するデロイトの評価 

 改訂IFRS第4号の修正により、保険契約に関連する利得または損失がIFRS第9

号の影響を相殺したものとなり、純損益はIAS第39号の認識と測定に基づいた
ものとなるであろう。 

 公正価値オプションの利用に対する疑問が残るが、IFRS第9号の要求を超えて
制限されるのでない限り、保険者はIAS第39号の分類からFVTPL以外のFVTOCI

と償却原価の分類となったすべて資産に公正価値オプションを適用し得る。
従って、 IFRS第4号フェーズⅡの発効日より前に、新しい減損モデルを適用す
ることを回避することができるであろう。 

 現在の移行措置は、会計上のミスマッチが存在しない場合に以前の公正価値オ
プションの指定の取り消しを要求している。この状況は、保険者が保険契約に
OCIによる解決策を利用することを決定した場合に生じ得る。 
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IFRS第9号と保険契約の新基準書の発効日の相違がもたらす
影響への対応 

新しい暫定決定に対するデロイトの評価（続き） 

 このIFRS第4号に対する修正の採用により、IASBは多くの論点について審議し
なければならないだろう。IFRS第9号の適用延期の場合も同様である。 

 保険契約を発行する企業の定義 

 「保険負債の裏付けとなる資産」の定義の導入 

 金融コングロマリットにおいて、保険者と他の子会社間での資産移転に関す
る会計処理 

 負債による解決策は、形式的には保険者とその他の企業を有するグループに対
して金融商品に関する会計処理の統一という原則を遵守しているように見える
が、提案されるIFRS第4号による修正により、その利用が認められる子会社の
純損益はIAS第39号に基づいたものとなる。 
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会計基準アドバイザリー・フォーラム 

2015年7月16日の会議は保険契約を含んでいた 

 オーストラリアとニュージーランドの会計基準設定主体は、（無配当契約にお
ける）時の経過に基づくCSMの稼得に対して反証可能な推定を導入することを
提案した。一定の場合ではリスクの解放が、より適切となり得ると主張した。 

 純損益または純損益とOCIに分ける貨幣の時間価値の表示をCSMに対する利率
にも適用すべきである点についても提案を行った。 

 IASBスタッフは文書を作成し、実質的に両提案の採用を棄却した。 

 IFRS第9号のデカップリングとIASBが採用を検討している負債による解決策に
ついての議論が行われた。 

 保険者のIFRS第9号適用の延期を選好する会計基準設定主体もあった。 
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次のステップ  

残りの技術的論点と公表日 

 IASBはIFRS第4号修正案の適用範囲および保険業界に対しIFRS第9号の発効日
を延期すべきかどうかについて9月の会議で議論する予定である。 

 IASBは保険契約基準の残りの技術的論点を2015年内に検討する見込みである。 

 特に、有配当契約の金利費用の表示および一般的測定モデルと変動手数料アプ
ローチの相違を除去することが可能または必要かどうかについて検討する。 

 新基準書は2016年に公表されることが見込まれる。 

 新基準書の強制発効日については、IASBが審議を終了するまで検討しない予定
である。 
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