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2月のIASB会議とIFRS第9号とのデカップリングに関するデ
ロイトのコメントレターの概要 

 2016年2月16日にIASBは、IFRS第4号フェーズ2の投票手続を開始することに
ついて全員一致で可決した。 

 新基準書の公表に反対する意向を示すIASB理事はいない。 

 今後9ヶ月間で発効日とその他の論点がIASBの決定のために提起される予定で
ある。 

 これは、過去２年で完了した他の主要な基準書 (IFRS 第9号、IFRS 第15号 及
び IFRS第 16号) に適用されたプロセスと類似している。 

 IFRS第4号フェーズ2は2016年末までに公表される可能性があり、IFRS第17号
保険契約となるだろう。 

 2016年2月8日、デロイトはIFRS第9号とのデカップリングに対応するEDへの

コメントを提出した。我々は、上書きアプローチよりも、延期アプローチの改
善を望んでいる。 

 主要な改善点は、報告企業以下のレベルでの延期アプローチの適用と、支配的
活動（プレドミナンス）の閾値の計算についてである。 
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 公開の会議 

 公表物とコメントレターの検討 

 提案内容を再公開するべきかどうか 

 公聴会、協議グループ及びIFRS財団評議員会への報告 

 フィールドワーク 

 その他のアウトリーチ活動 

4 
IFRS 4 フェーズ2  ウェブキャスト 2016年2月23日 参考和訳) 

デュー・プロセスのステップ 

IASBはデュー・プロセスのステップの要求事項をどのように充足したか 
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 IASBの「デュー・プロセス・ハンドブック」で要求される手続と選択肢となる
手続は全て遵守されている。 

 提案内容は十分に開発されていることから、スタッフは投票手続を開始するこ
とができる。 

 投票プロセスが十分に進んだ時点で、スタッフは新基準書の発効日を決定する
ようIASBに要請する。 

 投票手続中に生じる可能性のある論点についてIASBが今後議論する必要性を考
慮する。 
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投票手続 

スタッフの見解  
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 スタッフは下記の書面一式を準備した。 

a) アジェンダ・ペーパー2A 保険契約プロジェクトの背景：プロジェクトの
背景及び内容を要約 

b) アジェンダ・ペーパー2B 保険契約の新基準の概要：保険契約に関する
IASBモデルの概要を提供 

c) アジェンダ・ペーパー2C IASBの暫定決定とコメントレターの要約との比
較：IASBが2013年の公開草案（ED）に対して受領したコメントにどのよう
に対応したかの概要を提供 

d) アジェンダ・ペーパー2D 保険契約の会計処理に関する要求事項の開発：
過去に公表した3つのデュープロセス文書（2007年DP、2010年ED、2013年
ED）からの保険契約の会計処理についての変更点と、各文書へのコメント
対応を要約 

e) アジェンダ・ペーパー2E 2013年ED以降の変更点の評価：IASBが草案の再
公開を不要と判断した理由についてのスタッフの見解を示す 
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投票手続 

 投票手続開始の許可 
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アウトリーチ活動 

 スタッフはドラフト作成プロセスの透明性を確保するため、新基準書について
各国でアウトリーチ活動を行う意図を示した。 

 複数の理事はドラフト作成中の継続的なコミュニケーションの必要性について
同意した。 

 一部の理事は、過度に広範なアウトリーチに対して警鐘するとともに、小数の
厳選された論点について幅広い対象に対してアウトリーチを行い、より広範な
論点については少数の限定された対象に対してアウトリーチを行うよう提案し
た。 

 特に、新たに導入された変動手数料アプローチはこれまで公開されていない。
スタッフはコメントを求める概要書を準備するよう提案した。 
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必須のデュー・プロセスのステップ 

IASBの議論 
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新基準書における設例 

 スタッフは、新基準書には2013年EDにいくつかの設例を追加することを確認し
た。 

 一部の理事は、以下の項目において実務の多様性を削減するための設例を要請
した。 

o 間接連動の有配当契約におけるOCIの使用 

o 契約のカバー期間にわたって行われるCSMの純損益への償却 

o 契約が失効した場合におけるCSMの純損益への配分 

 IFRS第15号では50個の設例が設けられた（2013年EDでは12個であった）。 

 スタッフは、公開草案の設例は1度に1つの論点について説明するよう意図して
おり、新たな要求事項を包括的に説明するものではない、と述べた。 

 スタッフは、設例は意図しない明確な境界線を作り出す可能性があることを
IASBに警告した。 
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必須のデュー・プロセスのステップ 

IASBの議論(続き) 
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新基準書における設例（続き） 

 その他、慎重なドラフト作成が要求されるのは以下の論点である：範囲、間接
連動の有配当契約のOCI アプローチ採用時の金利費用の算定、失効契約と不利
な契約の集約レベル、裁量性 

 ある理事は表示と開示にもさらなる考慮が必要だと述べた。彼が例として言及
したのは変動手数料アプローチの適用範囲、市場リターンの意味、CSMの配分、
そして保険契約の期待将来収益である。 

 新基準書の設例に対して一部の関係者による実地試験が必要かどうかについて
議論された。 

 実地試験は、モデルそのものではなく、ドラフト中の表現とそれらがどのよう
に解釈されるかについての品質管理のために行われることが合意された。 

9 
IFRS 4 フェーズ2  ウェブキャスト 2016年2月23日 参考和訳 

必須のデュー・プロセスのステップ 

IASBの議論(続き) 
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投票前の最終コメント 

 ある理事は、OCIによる解決策が望ましいアプローチであるかのようには表現し
ないよう提案した。 

 議長はこの見解に同意し、この点について文案の再ドラフトを要請した。議長
は、割引率の変動による影響を純損益で表示することを望んでいる。 

 議長は、変動手数料アプローチについて懸念を示したが、真の経済的ボラティ
リティを反映するものであることから、プロジェクト完了のために必要であっ
たために容認したと述べた。 

 複数の理事は、これまでのスタッフの努力への謝意とともに、新基準書の最終
版作成に向けて作業を続けてほしいと述べた。 

 スタッフは努力を続けることと要約ペーパーと範囲を絞った協議を通して、関
係者に進捗状況を提供することをIASBに約束した。 
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必須のデュー・プロセスのステップ 

IASBの議論(続き) 
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IASBの決定  

IASBは全員一致で下記を承認した。 

 IASBはこのプロジェクトに関し、必須のデュー・プロセスのステップが満たさ
れており、 

 IASBはスタッフに保険契約の新基準書の投票手続を開始することを許可した。 

 

異議の可能性 

 現時点で、IASBの理事で保険契約の新基準書について反対意見を唱える者は一
人もいない。 

 

 

 

 
11 

IFRS 4 フェーズ2  ウェブキャスト 2016年2月23日 参考和訳 

IASBの決定 

必須のデュー・プロセスのステップ、投票手続、反対意見の可能性 
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保険契約- 次のステップ  

投票手続と今後IASBにおける審議が必要となる可能性 

 スタッフは下記を含む残りのデュー・プロセスのステップの完了の目途が立っ
た時に投票手続を開始する。 

o IASBに新基準書の発効日を決定するよう要請すること。スタッフは、ドラ
フト作成が十分に進捗した時点で行われると見込んでいる。 

o ドラフト作成に対する品質保証手続。外部評価を含む。 

o 新基準書に添付される影響分析等の文書の作成 

 スタッフはまた、投票手続中に生じる可能性のある論点について、 IASBが今
後議論する必要性を考慮する。 

 デロイトは、公表日が予定通りであれば、発効日は2020年1月1日となる可能性
が高いと考えている。 
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IFRS第9号のIFRS第4号との適用 

 デロイトのコメントの概要 

 デロイトは「IFRS第9号のデカップリング」の論点に対し一時的な解決策を導
入する正当な理由があるということに同意する。 

 延期アプローチが改善されれば、上書きアプローチよりも効果的な解決策にな
る可能性が高い。上書きアプローチは関係者が要求する場合にのみ維持すべき
である。 

 支配的活動の判定は報告企業レベルでも親会社より下のレベルでも認められる
べきである。   

 支配的活動の計算を容易に採用できるような改善案がある。 

 2021年1月1日を期限とする「サンセット条項」は適切である。 
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IFRS第9号のIFRS第4号との適用 

 上書きアプローチとIFRS第9号適用の一時的免除の提案 

質問 1 – 提起された懸念への対処 

懸念点 

 財務諸表利用者が、生じる可能性のある追加的な会計上のミスマッチと一時的
なボラティリティを理解するのに困難を感じる可能性がある。 

 保険契約の新基準の影響を十分に評価できるようになる前に、IFRS第9号の要
求事項を適用しなければならなくなる。 

 短期間に2組の大幅な会計上の変更があると、作成者と利用者に多大なコストと
労力を生じる可能性がある。 

質問 

 IASBがこれらの懸念への対処を図るべきであることに同意するか。 

デロイトのコメント 

 公開草案により一時的な解決策を導入する正当な理由が識別されたため、IASB

はこれらの懸念に対処すべきである。 
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IFRS第9号のIFRS第4号との適用 

上書きアプローチとIFRS第9号適用の一時的免除の提案 

質問 2 – 上書きアプローチとIFRS第9号適用の一時的免除の両方を提案したこと 

IFRS第4号の修正案 

 IFRS第9号を適用してFVTPLで測定されるよう指定されたが、IAS第39号を適
用していたならばFVTPLで測定されなかったであろう金融資産から生じた収益
又は費用の一部を純損益からOCIに振り替えることを認める。 

 支配的活動が保険契約の発行である企業に対して、IFRS第9号の適用を一時的
に免除する選択肢を設ける。 

質問 

 上書きアプローチとIFRS第9号適用の一時的免除の両方を設けるべきか。 
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IFRS第9号のIFRS第4号との適用 

上書きアプローチとIFRS第9号適用の一時的免除の提案 

デロイトのコメント 

 延期アプローチは上書きアプローチよりも効果的な解決策になる可能性が高い。
しかし、それは「報告企業よりも下のレベル」で認められるべきである。我々
は、公開草案における「オール・オア・ナッシング」のアプローチは支持して
いない。 

 上書きアプローチは関係者が要求する場合にのみ維持すべきである。延期アプ
ローチの改善により不要になるかもしれない。 
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IFRS第9号のIFRS第4号との適用 

 上書きアプローチ 

質問 3 – 上書きアプローチ 

 記述された資産を上書きアプローチに適格とすることに同意するか。 

 上書きアプローチを適用して純損益からOCIに振り替えた金額の表示について
提案しているアプローチに同意するか。 

デロイトのコメント 

 資産の指定は文書化された方針がある場合にのみ行われるべきである。 

 IFRS第9号では個々の資産に公正価値の利得と損失のどちらかが認識されるた

め、上書き調整は投資収益と投資費用の両方に影響を与える。損益計算書本表
の個々の表示項目における上書き調整の影響の表示が必要であり、比較可能性
向上のためにはOCIで単一の表示項目を使用すべきである。 

 我々は、OCIに表示される金額の組替調整について、より明確な要件を導入す
るよう提案する。 
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IFRS第9号のIFRS第4号との適用 

 IFRS第9号の適用の一時的免除 

質問 4 – IFRS第9号の適用の一時的免除 

 一時的免除についての適格性は、IFRS第4号の範囲に含まれる契約の発行が企
業の支配的活動であるのかどうかを基礎とすべきであることに同意するか。 

 企業が支配的活動をこのようにして判定すべきであることに同意するか。 

 企業が支配的活動を報告企業レベルで判定することに同意するか。 

デロイトのコメント 

 我々は負債の帳簿価額に基づいて支配的か否かを判定することが適切であるこ
とについては同意するが、「報告企業より下のレベル」での適用を認めるとい
う改善が必要である。 

 結果として生じる連結財務諸表における金融資産の不統一な会計処理は、透明
性を確保する適切な開示を伴う場合に一時的に容認できる。 
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IFRS第9号のIFRS第4号との適用 

 IFRS第9号の適用の一時的免除 

デロイトのコメント（続き） 

 支配的活動の判定の適用を、支配的な保険活動をより多く捕捉するために報告
企業レベルかそれより下のレベルで認め、保険活動に関連する金融資産につい
て、より明確な境界線を引くべきである。 

 IFRS第9号を適用している企業からIAS第39号を適用している他の企業への資
産の移転についてはIFRS第9号での測定を継続するように、グループ間の移転
についての「一方通行方式」が設けられるべきである。 

 報告企業内でIAS第39号を採用している保険子会社からIFRS第9号を採用して
いる他の子会社への金融資産の移転が行われる場合、 

 金融資産が、公正価値の累積的変動が純損益またはOCIに認識される
FVTPLやFVTOCIにより測定される場合には公正価値で認識し、 

 金融資産がIFRS第9号において償却原価で測定される場合には、IFRS第9号
においてはその帳簿価額が当初測定値として取り扱われるべきである。 

 売却金額の合計額と関連する利得・損失の開示が必要である。 
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IFRS第9号のIFRS第4号との適用 

 IFRS第9号の適用の一時的免除 

デロイトのコメント（続き） 

 負債の「支配性」の単純計算（より低い閾値を認める）と、特定の残高（保険
者の識別を可能にするものではない）を除外するための詳細な計算とのバラン
スをとっている。 

 以下の例が挙げられる。 

 保険事業で得た負債（支配的活動の判定は企業の資金調達方法が負債であ
るか資本であるかに影響されない） 

 個別分離型ファンドにリンクした契約（ IAS第39号でもIFRS第9号でも
FVTPLで測定される金融負債となる） 

20 IFRS 4 フェーズ2 ウェブキャスト 2016年2月23日 参考和訳 



Deloitte UK screen 4:3 (19.05 cm x 25.40 cm) 

© 2016 Deloitte LLP. All rights reserved. 

IFRS第9号のIFRS第4号との適用 

 任意の上書きアプローチと一時的免除 

質問 5 – 上書きアプローチとIFRS第9号の適用の一時的免除を任意とすべきか 

 上書きアプローチとIFRS第9号の適用の一時的免除を任意とすることに同意す
るか。 

 企業が上書きアプローチ又はIFRS第9号の適用の一時的免除の適用を、新しい
保険契約基準が適用される前の任意の事業年度の期首から停止することを認め
ることに同意するか。 

デロイトのコメント 

 我々は、解決策は任意とすべきこと、及び新しい保険契約基準が適用される前
に解決策の適用を停止することを認めることに同意する。 
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IFRS第9号のIFRS第4号との適用 

 IFRS第9号の適用の一時的免除の期限満了日 

質問6 – IFRS第9号の適用の一時的免除の期限満了日  

 一時的免除に期限満了日を設けることに同意するか。 

 提案している期限満了日を2021年1月1日以後開始する事業年度とすべきである
ことに同意するか。 

デロイトのコメント 

 「結論の根拠」に記載されている理由により、提案している期限満了日に同意
する。 

 発効日が延期アプローチにより定められているスケジュールの範囲内となるよ
うに、IASBが新しい保険契約基準に関する審議を終了することを強く推奨する。 
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