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ハイライト 

  IASBは、保険者にIFRS第9号適用の延期を認めることを9月に暫定決定したこ
とを受けて、12月に公表予定の新しい公開草案(ED) のコメント期間を60日と
することを含む、一連の細かな暫定決定を行った。 

 延期アプローチの導入決定を踏まえ、IFRS第9号の経過措置について再度整理

が行われた。保険負債に対応する資産として指定された資産について事業モデ
ルを再評価する選択が認められ、IFRS第4号フェーズ2適用時に遡及適用され
る。また、一連の新しい開示項目が承認された。  

 2013年EDで提案されたミラーリング・アプローチは廃案となり、新基準書で

は要求も許容もされない。間接連動の有配当契約に関する論点と会計単位に関
する論点が最後に残った重要な未解決事項となっている。 

 表示に関する要求事項と収益に関する新しい要求事項があらためて確認された。 

 開示に関する要求事項が修正され、期日到来保険料と収益との調整表と、OCI

による解決策を使用する場合の純損益とOCIの調整表が削除されることになっ
た。後者（純損益とOCIの調整表）は、9月の決定事項に沿った新しい開示に置
き換えられる。変動手数料アプローチ(VFA)に関する新しい開示と、CSMの将

来の解放パターン（金額と時期。定性情報の開示でも可能）を開示する要求事
項が承認された。 
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 9月の会議でIASBは、議長による決定票行使後に、 保険契約の新基準書の発効
前にIFRS第9号を適用する場合の一連の暫定的な取扱いを提案するよう決定した。 

 これらの暫定的な取扱いによりIFRS第4号は次のように修正される。 

o 保険活動がその活動の大半を占める主要なもの（プレドミナンス）である報
告企業に対して、企業が保険契約の新基準書を適用する日と2021年1月1日
のいずれか早い日までは、IFRS第9号の適用を一時的に免除することを許容
する（延期アプローチ）。 

o IFRS第9号を適用する保険契約の発行企業に対して、保険契約の新基準書が

適用される前に生じうる一部の会計上のミスマッチと一時的なボラティリ
ティを純損益から除去する選択肢を与える（上書きアプローチ）。 

 10月の会議でIASBは、これらの暫定的な取扱いを初度適用企業がどのように適
用するか、またコメント期間を設けるかについて審議した。 
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IFRS第9号と保険契約の新基準書の異なる発効日 

概要  
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スタッフ提案 

 暫定的な取扱いを提案する公開草案のコメント期間を60日とする。なぜなら急
を要しまたオプションであるがゆえに範囲の狭い内容だからである。 

 スタッフは、2016年第3四半期に基準を最終化する意図の下、2015年12月に公
開草案を公表することを予定している。 

IASB審議内容と決定事項 

 スタッフは、プレドミナンスの閾値について、EDの設例で、保険契約負債が企
業の負債総額の75％程度では満たされないことを示す予定であると説明した。 

 IASBは、コメント期間を60日間とするスタッフ提案に全員一致で同意した。 
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IFRS第9号と保険契約の新基準書の異なる発効日 

IFRS第4号を修正する公開草案に対するコメント期間  
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スタッフ提案 

 初度適用企業には、延期アプローチも上書きアプローチも使用することを認め
ない。なぜなら、初度適用企業にとっては目的適合性がある可能性が低く、比
較可能性が損なわれるという議論も無関係だからである。 

IASB審議内容と決定事項 

 どちらのアプローチもIAS第39号の一部または全部を適用することによる情報を

必要としているが、その情報自体、初度適用企業にとっては新しい要求事項で
ある。 

 どちらのアプローチも移行に関する懸念への対処を意図しており、初度適用企
業には関係しないと考えられる。 

 この提案は最新版IFRSを適用するというIFRS第1号の原則と整合しており、企
業の時系列での比較可能性を高めるものである。 

 IASBはどちらのアプローチも初度適用企業には認めないというスタッフ提案に
全員一致で賛成した。 
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IFRS第9号と保険契約の新基準書の異なる発効日 

IFRS初度適用企業による延期アプローチと上書きアプローチの使用可否 
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IFRS第9号と保険契約の新基準書の異なる発効日 

IFRS第4号修正の今後のステップと時期 

今後のステップ 予想時期 

IFRS第4号を修正するEDの公表 2015年12月（※１） 

60日間のコメント期間終了 2016年2月（※２） 

EDの提案に関する再審議 2016年第2四半期 

IFRS第4号修正版の発行 2016年第3四半期 

※１：（訳注）12月9日公表済み 

※２：（訳注）コメント期限は2月8日 
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 IASBは、保険契約の新基準書に先立ってIFRS第9号の適用を決定する企業や適

用が必要な保険者を対象として、上書きアプローチを採用するかどうかに関わ
らず、新基準書への移行時にIFRS第9号の事業モデルの再評価を許容するかどう
かについて検討した。 

 例えば、以下のような企業が対象となる。 

1. 2018年1月1日時点でプレドミナンス・テスト（※）を満たさず、IFRS第9号を
適用しなければならない企業 

2. プレドミナンス・テストを満たすにも関わらず2018年にIFRS第9号を適用する
ことを決定する企業 

3. 既にIFRS第9号を早期適用している企業 
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保険契約–移行時の金融資産の分類と測定 

概要 

※：（訳注）保険契約が負債の大部分を占める主要なものかどうかのテスト（P4、5参照） 
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提案 1 

 保険契約に関連するものであると企業が指定した金融資産について、事業モデル
の再評価を許容する。 

 保険金や費用の予想水準に基づいて保険契約を賄うために保有する資産や、保険
負債の予期せぬ増加に備えて保有する余剰資産に適用する。明らかに保険契約へ
の対応以外の目的で保有している金融資産には適用しない。 

 移行時に、資本性金融商品のFVOCIへの指定または指定の取消しを認める。 

 移行時に、公正価値オプションの使用の強制（※）または選択について、再評価
と変更を可能とする。 
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スタッフ提案 

保険契約–移行時の金融資産の分類と測定 

※：（訳注）公正価値オプションは、取消し不能な選択であるため、一旦指定するとその継続が強
制されるが、保険契約の新基準書の移行時においてその取消しを行い得る提案が行われた。 
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提案 2 

 再評価は、保険契約の新基準書の適用開始時（すなわち、表示される最新の期間
の期首時点）に存在する事実及び状況に基づき行われ、それによる新しい分類や
指定が遡及適用される。この結果生じるあらゆる変動は、利益剰余金の開始残高
を修正再表示することで調整する。 
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スタッフ提案 

保険契約–移行時の金融資産の分類と測定 
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IASB審議内容 

 再評価が事業モデルの変更と類似しているかどうかについて議論された。 

 IASBはスタッフに対して、新基準書の起草時に以下の点で明確にするよう要請

した。すなわち、事業モデルの再評価はモデル自体の変更を意味するものではな
く、新基準書の適用とそのときの状況によっては異なる分類や指定に至るという
ことである。 

 再評価や再指定がオプションであることが強調された。 

 一部の理事は再評価と再指定の理由を説明する必要性について強調することを希
望したが、他の理事達はその情報は何らかの必要条件を暗示することになり、必
要条件は明確に記載する必要があると主張した。 

IASBの暫定決定 

 IASBは両方のスタッフ提案を承認した。 
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IASB審議内容と決定事項 

保険契約–移行時の金融資産の分類と測定 
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 IFRS第9号は、分類と測定に関する要求事項の適用開始時において比較情報の修

正再表示を要求していないが、事後的判断無しに可能な場合には比較情報の修
正再表示を許容している。 

 これに比べて、2013年6月EDの提案では、比較情報の修正再表示を要求してい
るが、完全な遡及適用が実務上不可能な場合には簡便法を許容している。 

 上記の内容は2014年10月の会議で暫定確認されるとともに、簡便法も実務上不
可能な場合には公正価値アプローチを認めることが提案された。 
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保険契約–保険契約の新基準書の適用開始時における比較情報
の修正再表示 

要約 
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 ある理事は、保険者に要求事項を十分に前もって知らせることで事後的判断の
使用は回避することができ、またこれにより保険契約の新基準書への移行前に
必要な情報を収集することができると述べた。 

 短い議論の後、IASBは、保険契約について比較情報の修正再表示をすべての企
業に要求する意図を再確認することに同意した。 

 しかしながらIASBは、保険契約の新基準書の適用開始時に既にIFRS第9号を適

用しており、移行時の取扱いの適用を選択している企業に対して、金融資産に
ついて比較情報の修正再表示を許容することを、暫定的に決定した。 
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保険契約–保険契約の新基準書の適用開始時における比較情報
の修正再表示 

IASBの審議内容と決定事項 
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 2013年6月のEDでは、特定の要件を満たす有配当契約の測定と表示について
「ミラーリング・アプローチ」を提案していた。スタッフはIASBに対して、こ
のアプローチを維持すべきかの決定を要請した。 

 会計上のミスマッチを除去することへの共感があったものの、この特別な提案
には幅広く批判が寄せられた。処理が複雑で、一部の有配当契約と潜在的に整
合しないためである。これらの懸念に対応するため、変動手数料アプローチが
開発された。 

スタッフ提案 

 ミラーリング・アプローチは保険契約の新基準書では要求も許容もされない。
スタッフは、一部の相互会社がこの提案について懸念する可能性があることに
言及した。 
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保険契約–「ミラーリング・アプローチ」 

スタッフ提案の要約 
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IASBの審議内容と暫定決定 

 もともと資本のない企業（相互会社を含む）や、そのような企業にとって採り
うる財務諸表の表示について議論された。 

 相互会社の残余資産が契約者に帰属しないような状況があることや、相互会社
は現在および将来の契約者に対する将来の義務を有するが現在の義務を有さな
いことがあるのでその場合にはある種の剰余を生じうること、への言及があっ
た。 

 IASBは、負債と資本の論点は保険契約プロジェクトの範囲外であると述べた。 

 IASBはミラーリング・アプローチは許容も要求もすべきでないとすることを全
員一致で決定した。 

 この決定事項は直接連動の有配当契約の認識と測定を明確にするものであるが、
間接連動の有配当契約に関する論点は未解決のままである。これまでのスタッ
フペーパーでは、間接連動の有配当契約は一般モデル（ビルディング・ブロッ
ク・アプローチ：BBA）の対象とすることが示唆されている。 
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保険契約–「ミラーリング・アプローチ」 

IASBの審議内容と決定事項 
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 スタッフペーパーでは2013年6月ED公表以降に再審議され開発された開示項目

の影響が要約されていた。特に、直接連動の有配当契約に係る変動手数料アプ
ローチ、OCIへの金利費用の表示の修正、及びIFRS第15号公表による影響であ
る。 
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保険契約 – 表示と開示 

要約 
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 いくつかの開示に関する要求事項、利用者にとってのそれらの有用性、企業
間・企業内の比較可能性、作成の困難さについて活発な議論が行われた。 

 OCIによる解決策に関する開示 

 スタッフは、企業が金利費用を純損益とOCIに分解することを選択し、かつ移行

時に簡便法も使用する場合には、移行日時点で保険契約に関連するものと指定
された金融資産の異動状況を追跡・開示し続けることが必要であることを明確
化した。 
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保険契約 – 表示と開示 

IASBの審議内容 
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 保険契約を測定する異なる手法の開示 

 異なる方法（保険料配分アプローチ(PAA)、変動手数料アプローチ(VFA)）を用
いて測定する保険契約ごとに区分して表示する必要性が検討された。 

 測定方法は単に契約ごとに異なる特性を反映しているだけなので、それらを１
行で表示しても比較可能な情報を提供できる、という意見があった。 

 他の理事は、契約の収益性が時の経過とともに異なって現れることがあること
を考慮した。 

 全体として理事たちは、性質や特徴が異なる項目ごとに区分して表示するとい
うIAS第1号の要求事項への参照をもっと強調すべきであるという意見であった。 

 再認識すべきなのは、PAAはBBAの近似であるから利用可能とされる点である。
しかしながらVFAは、根本的に異なる収益認識パターンをもたらすことになる。
（間接連動の有配当契約に関する論点を参照） 
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保険契約 – 表示と開示 

IASBの審議内容（続き） 
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 VFAに関する開示 

 VFAを使用した企業に対し、保証の有無に応じてCSMの調整表を2通り提供する
よう求めるスタッフ提案の負荷と有用性について、活発な議論があった。 

 この結果、スタッフが開示に関する文言の修正を提案することになった。 

 OCIによる解決策を利用する場合の金利費用の開示 

 金利費用の分析を議論していた際に一部の理事から提起された疑問への対応と
して、スタッフは、現在の割引率とロックイン割引率の利用について原則的な
考え方を設けないことを再確認した。 

 一部の理事から、すべての変動の影響を純損益で表示することを選択した企業
に対して、引受活動から投資活動を区分する特定の方法を設けるべきかどうか
という疑問が生じた。しかしながらこの提案は、OCIを用いた表示でも完全に分
離できる訳ではないので不要であるとされた。 
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保険契約 – 表示と開示 

IASBの審議内容（続き） 
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 表示 

 IASBは、財務諸表における保険契約関連項目の表示について2013年6月EDの提
案を確認した。 

 VFAに関する開示 

 VFAを適用し保証の測定の変動を純損益で認識する（2015年9月に決定された新
しい「VFAヘッジ会計」）企業には、報告期間中に純損益で認識されるCSMの金
額と保証の金額との合計を開示することが要求される。  
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保険契約 – 表示と開示 

IASBの決定事項 
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 貨幣の時間価値の開示 - OCIによる解決策 

o 金利費用を純損益とOCIとに分解することを選択した場合、純損益で表示さ

れる原価ベースの金利費用を計算するために使用した方法の説明を開示しな
ければならない。 

o 移行時の累積OCIについて簡便的な修正再表示アプローチを用いる場合、以
下のことが要求される。 

• 移行日時点で保険契約に関連する金融資産を指定する。 

• 移行日とその後の各報告期間において、上記の金融資産に係る累積OCI

残高の期首から期末への調整表を開示する。 

• また、移行時に簡便法を使用せずとも、移行後に保険契約と金融資産の
両方についてOCIで会計処理する場合、事実上、上記の金融資産につい
ては移行時にランオフの開示が要求される。 
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 CSMに関する開示 

 以下の開示が要求される。 

o VFAを使用しない保険契約について、 CSMを調整する履行キャッシュ・フ
ローの変動額 

o 全ての保険契約について、 

o CSM残高がいつ純損益に認識される見込みかについての説明。適切な年限
に区切った定量的な情報か、定性的な情報による。 

o 簡便法を使用して移行時に算定した財務諸表上の金額（移行時及びその後
の報告期間の両方）。事実上、CSMの修正再表示が実務上不可能であって
簡便法を使用することが合理的に説明できる場合、そのCSM残高をどのよ
うにランオフしていくかを示す開示が要求される。 

o 簡便的な修正再表示アプローチを開発するにあたって使用した実務上の便
法 
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以前の開示要求事項の削除 

 以下の開示は要求されない。 

o その期に純損益で認識された収益と、その期に受領した保険料との調整表
（2013年6月ED79項）。この要求事項はBS項目の異動表ですでにカバーさ
れており、開示が重複しているとみなされた。 

o 純損益とOCIに計上した金利費用総額に関する分析（2015年3月の会議で暫
定決定）。今回のセッションで展開された新しい開示要求事項により、OCI

による解決策を利用する場合の金利費用に関する開示がカバーされるためで
ある。 
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保険契約 - 次のステップ  

残りのテクニカルな決定と公表日 

 今後の会議でIASBはビルディング・ブロック・アプローチ（一般モデル）と
変動手数料アプローチの相違について議論する予定である。 

 この文脈で、重要な論点が2点残っている。 

 間接連動の有配当契約の測定 – 現在、IASBはVFAの適用を直接連動の有配当
契約に限定しているが、一部の関係者はこの暫定決定について再検討すべき
と主張している。 

 会計単位の概念の使用 –新基準の構成要素ごとに延々と議論がされており、
新たなIFRSが採用するこの認識と測定の中心的な要求事項に関する方向性が
一部の関係者にとって不明瞭になっている。 

 保険契約の新基準書の強制発効日については、IASBが審議を完了するまで検討
しない予定である。IASBは保険契約に関する審議を2015年内に完了させ、
2016年に新基準書の公表を予定している。 
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