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国際会計基準審議会（「IASB」）は、認識、測定、

表示および開示の要求を扱う包括的な基準を開

発することを目的として、保険契約に関する会計

処理の包括的なプロジェクトに取り組んでいる。 
 
IASBは、2007年5月にディスカッション・ペーパー

「保険契約に関する予備的見解」を公表した。

2010 年 8 月には、公開草案 ED/2010/8「保険契

約」（「2010 年 ED」）を公表した。 
 
2013 年 6 月 20 日に、IASB は、2010 年 ED に対

する保険業界および他の利害関係者からの懸念

を受けて行った保険会計への提案の変更を含む、

改訂公開草案 ED/2013/7「保険契約」（「2013 年

ED」）を公表した。IASB は、2010 年 ED 以降に大

幅な変更が行われた5つの限定された領域に関し

てのみコメントを求めることを決定した。それらの

領域は以下のものである。 

i. 将来のカバーおよび／またはサービスに係る

キャッシュ・フローの変動を反映するための、契

約上のサービス・マージン（「CSM」）のアンロック 

ii. 金利費用の、純損益とその他の包括利益

（「OCI」）への分割（「OCI による解決策」） 

iii. 保険契約収益および費用の表示 

iv. 契約において基礎となる項目との連動を定める

契約から生じるキャッシュ・フローの測定および

表示（「ミラーリング・アプローチ」） 

v. 本基準の最初の適用に関する、すべての新た

な要求事項の修正遡及適用を伴う経過措置 
 
2013 年 ED に関するコメント期間は、2013 年 10
月 25 日に締め切られた。 
 
IASB のフィールドワークは、ヨーロッパ連合

（「EU」）以外の地域から 17、EU域内から 13の参

加者が実施した。EU からの参加者は欧州財務報

告諮問グループ（EFRAG）および、フランス、ドイ

ツ、イギリス、ならびにイタリアのそれぞれの会計

基準設定主体と連携を取っていた。IASB はまた、

2013年 6月から 12月にかけて、世界中の様々な

地域から参加した 159 の財務諸表利用者と 44 回

にわたる議論も行った。 

 

 

 

コンバージェンス 

2008 年 10 月、IASB およびと財務会計基準審議

会（「FASB」）は、保険契約に関するプロジェクトに

共同で取り組むことに合意し、2008 年以降 2013
年 6 月 20 日に IASB が 2013 年 ED を、また、

FASB が会計基準更新書（「ASU」）の公開草案を公

表するまで、複数回にわたり共同会議を開催した。 
 
2014 年 1 月には、財務諸表利用者から寄せられ

たフィードバックとアウトリーチ活動の内容に関す

るスタッフの要約について検討するため、IASB と

FASB の合同会議が開催された。議論では、IASB
および FASB のそれぞれの提案についての回答

者が懸念する重要な領域が明らかにされた。当会

議では決定は要求されなかった。 
 
この合同会議の後、FASB は 2014 年 2 月 19 日

に単独で再審議のための会議を開催し、そこで保

険契約プロジェクトに関して新たな方針をとること

を決定した。FASB の新たな方向性とは、保険会

社に影響のある現行の米国会計基準書を実質的

に維持するとともに、特定項目の修正にのみ焦点

を絞り、当該修正を盛り込んだ ASU を公表するこ

とである。 
 
欧州 CFO フォーラムにより提案された有配
当契約に関する代替的な会計モデル 

2014 年 11 月 19 日の会議で、欧州 CFO フォーラ

ムの代表者は、教育セッションにおいて有配当性

を有する契約（「有配当契約」）に係る代替的な会

計処理を提示した。 
 
有配当契約に係る代替的な会計モデルは、2013
年 ED が提案する有配当契約の会計処理に対す

る保険者の懸念に対応して、欧州 CFO フォーラム

によって開発された。2013 年 ED における提案は

「ミラーリング」アプローチとして知られていた。提

案された代替的な会計モデルは、保険負債に係る

現在履行価値測定の IASB のフレームワークを基

礎としており、IASB によって提案された一般的な

ビルディング・ブロック・アプローチに沿うよう意図

されている。したがって、欧州CFOフォーラムはす

べての保険契約に関して単一の測定基礎ができ

ると主張している。詳細は、「欧州 CFO フォーラム

による代替モデル案：有配当契約に係る会計処

理」のセクションを参照のこと。 

IFRS Project Insights 
保険契約 
 

注： 本資料は Deloitte の IFRS Global Off ice が作成し、有限責任監査法人トーマツが

翻訳したものです。  

この日本語版は、読者のご理解の参考までに作成したものであり、原文については

英語版ニュースレターをご参照下さい。  
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2015 年 11 月 18 日開催の会議

における暫定決定事項 

 
 
 
 

組み込まれている金融保証の変動手数料ア

プローチにおける取扱い 

変動手数料アプローチで測定するには、契約が要

件を充足する必要がある。異なる測定が「2つのモ

デル」効果を生じる可能性があるため、本会議で

IASB は、異なるタイプの契約を 1 つのモデルに調

整しうるかどうかを議論した。プロジェクトの段階を

考慮すると、異なるタイプの契約に対して 1 つの実

務的な解決策を策定する必要性は、2 つのモデル

を有することで生じる可能性のある「断崖効果」を

上回ると感じられた。 
 
IASB は、基礎となる項目の中の保険契約に組み

込まれている金融保証を含めるために、変動手数

料アプローチを修正すべきではないという、スタッ

フの提案に合意した。すなわち、IASB は、変動手

数料アプローチのもとで、保険契約に組み込まれ

ている保証により生じる履行キャッシュ・フローの

変動が純損益に認識される前に CSM を調整すべ

きであるという、従前の暫定決定を再確認した。こ

のことは、変動手数料アプローチに適格となるた

めの 3 つの要件を充足する直接連動の有配当契

約の異なる性質を反映するものである。 
 
CSM の利息計上およびアンロックに用いる割引率 
CSM に関して、一般モデルはロック・イン割引率を

用いるのに対し、変動手数料アプローチは現在の

割引率を用いる。IASB は、一般モデルにおいて

CSM を現在の割引率を用いて利息計上したりアン

ロックすることを許容しないという、スタッフの提案

に暫定的に合意した。2 つの異なる利息計上の仕

組みを維持する主な理由は、すべての契約に対し

て現在の金利を導入することは複雑すぎるためで

ある。一般モデルで選択肢を許容することにより、

測定において広範すぎる多様性を生じることとな

る。また、一般モデルのCSMは、契約保険料が各

報告日において「改訂」されないため、将来キャッ

シュ・フローではなく残存キャッシュフローを表す。 
 
一般モデルにおける有配当契約に係る CSMに認

識される裁量性の影響の定義 
IASB 理事は、変動手数料アプローチの要件を充

足せず、一般モデルで測定された有配当契約にお

ける裁量性の影響の 4 つの潜在的な定義につい

て議論した。IASB はまた、結果として生じる CSM
への様々な影響について検討した。結果の変動可

能性、および、使用する仮定に対する CSMの結果

の感応度を踏まえ、IASB はスタッフに対し 12 月の

会議にて当該論点を再度議論するよう要請した。 

  

2015 年 11 月 18 日の IASB 会議にて議

論されたトピック 
 
本会議で IASB は、変動手数料アプローチと一

般モデルとの測定における相違点、および、そ

れらの相違点を削除し 1 つのモデルとすること

が可能かどうか議論した。 
 
IASB は、変動手数料アプローチにおいて、保

険契約に組み込まれている保証から生じた履

行キャッシュ・フローの変動に関して、純損益で

認識する前に CSM を調整するという、重要な

決定を再確認した。 
 
IASBはまた、一般モデルにおいて、CSM残高

のアンロックのための調整および時間価値の

利息計上額算定のために、現在の割引率を使

用することを許容しないことを暫定決定した。 
 
IASBは、CSMに認識される、一般モデルにお

ける有配当契約の裁量権の影響についての

定義を明示的に検討するよう要請されたが、

結論に至ることができず、当該論点は次回の

会議で取り上げる予定となっている。 
 
IASB は、すでにユニット・リンク契約では認め

られている例外と同様に、直接連動の有配当

契約の基礎となる一部の資産／項目につい

て、純損益を通じて公正価値で測定することを

認めることを暫定決定した。 
 
変動手数料アプローチで測定される契約の移

行時の CSM の算定について、IASB は、企業

が前期の CSMを、表示される最も古い期間の

期首から手数料総額に時の経過以外の変動

がないとの前提に基づいて、適用開始日に算

定したCSMを用いて修正再表示しなければな

らないことを暫定決定した。 
 
さらに IASB は、変動手数料アプローチにおい

て、組み込まれている保証の価値の変動を純

損益に認識する選択肢について、事後的判断

の使用を避けるため、基準の適用開始日より

将来に向かってのみ適用することを許容すると

暫定決定した。 
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変動手数料アプローチから結果的に生じる

論点 

直接連動の有配当契約の基礎となる一部の資産

を純損益を通じて公正価値で測定する能力の拡張 
IASB は、純損益を通じて公正価値で測定する能

力を、すでにユニット・リンク契約では認められて

いる例外と同様の方法で、直接連動の有配当契

約の基礎となる一部の資産／項目に拡張すること

を全会一致で合意した。このことは、投資不動産、

関連会社に対する投資、自己使用不動産、自己

の社債および自己株式が直接連動の有配当契約

の基礎となる項目である場合に適用される。 
 
変動手数料アプローチを用いて測定される契約に

ついての移行時の CSM 
変動手数料アプローチで移行時のCSMを事後的判

断なしに算定することの困難さを踏まえ、IASB は、

スタッフの提案した単純化について、一部提案され

た文言の明確化を条件に、全会一致で合意した。 
 
この単純化されたアプローチでは、企業は適用開

始日における直接連動の有配当契約の CSM を

以下のとおり算出する。 
 
基礎となる項目の公正価値合計から 
 
契約開始時と本基準の適用開始日のと間にす

でに発生した関連するキャッシュ・フローを反映

するように調整された履行キャッシュ・フローを控

除した金額 
 
契約の当初認識時の CSM は、適用開始日に算

定された CSM の「グロスアップ」に、予想される契

約のカバー期間全体と、当初認識時から適用開

始日までの間にすでに経過したカバー期間の割

合を掛けたものであると仮定する。 
 
CSMは次に、CSMの配分のみが行われたと仮定

して、比較対象期間に関連する金額を算出するた

めに、「ロールバック」される。基礎となる項目は本

基準の適用開始時と同じ価値であると仮定する。

CSM の配分は、時の経過および契約の認識の中

止によってのみ影響を受けることとなる。 

組み込まれている保証の価値の変動をCSMでは

なく純損益に認識する選択肢の適用 
変動手数料アプローチにおける保険契約に組み

込まれている保証の変動は、CSM に認識する。し

かしながら、企業が文書化されたリスク管理戦略

の一部として、当該保証によって生じる金融市場リ

スクを軽減する独立のデリバティブを用いる場合、

これらの変動を純損益に認識することができる。こ

の戦略は、事後的判断を用いることなく文書化さ

れなければならない。 
 
事後的判断の使用を避けるため、IASB は、変動

手数料アプローチにおいて、組み込まれている保

証の変動を、本基準の適用開始日より将来に向

かってのみ純損益に認識するという選択肢の適用

を許容することを暫定決定した。 
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2015 年 10 月 21 日開催の会議

における暫定決定事項 
 
IFRS 第 9 号の延期 

IASB は 9 月に、保険契約の新基準書の発効前

に、金融商品の新基準書である IFRS 第 9 号を適

用することに関連して、議長が自分の決定票を投

じることにより、一連の一時的措置を提案すること

を決定した。本会議で IASB は、これらの措置をど

のように初度適用企業に適用するのかを議論し、

公開草案のコメント期間を設定した。 
 
IASB は、初度適用企業に対して IFRS 第 9 号適

用時に延期アプローチ（deferral approach）およ

び上書きアプローチ（overlay approach）を禁止す

るというスタッフの提案に合意した（アジェンダ・ペー

パー14B を参照）。このことは、延期アプローチお

よび上書きアプローチの両者が IAS 第 39 号を一

部または完全に適用した結果の情報を要求してお

り、このこと自体が初度適用企業にとって新たな

要求事項となるためである。したがって、両方のア

プローチは初度適用企業にとって関連性がないと

考えられ、それらを禁止することは、最新版の

IFRS を適用し、各期にわたる企業内の比較可能

性を向上させるという IFRS第1号の原則と整合的

である。 
 
コメント期間 
2015年 12月の公開草案のコメント・レターの期間

を検討する際、IASB は、この問題は範囲が狭く緊

急性を有するため、コメント期間を 60日間とするこ

とを決定した。この決定はデュー・プロセス監督委

員会によって承認される必要がある。 
 
保険契約の新基準書への移行 
移行に関して IASB は、保険契約の新基準書の範

囲に含まれる契約に関連すると指定された金融商

品の事業モデルを、企業が再評価することを認め

ると暫定決定した。加えて、当該再評価は保険契

約の新基準書の適用開始時（すなわち、表示する

最終期間の期首）に存在する事実および状況に基

づくこととなり、新たな分類／指定は遡及的に適用

されることとなる。 
 
IASB 理事は、事業モデルの再評価は（IFRS 第 9
号にて特定されている意味で）モデル自体が変更

したことを示唆するものではないが、新基準書およ

び新たな状況に照らし、企業が異なる分類／指定

に至ることとなった旨を文案において明確化するこ

とをスタッフに要請した。合わせて、再評価または

再指定は任意であることも強調された。 

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 は、保険契約に関する比較情報の修正再表

示をすべての企業に要求するという意図を再確認

することで合意した。しかしながら、IASB は、すで

に IFRS 第 9 号を適用している企業が、保険契約

の新基準書の適用開始時に、金融資産の比較情

報の修正再表示を事後的判断なしに行うことが可

能な場合で、以下を行うために移行上の救済を適

用することを決定した場合にのみ、金融資産の比

較情報の修正再表示を許容する（要求はしない）

ことを暫定決定した。 

a. 金融資産の管理に関する事業モデルを再評

価する 

b. 金融資産に対して公正価値オプション（FVO）

を再指定する、または、資本性金融商品に関

してその他の包括利益（OCI）表示を選択する 
 
ミラーリング・アプローチ 
IASB は、ミラーリング・アプローチを廃止すること

を全会一致で合意した。これは、当該提案が非常

に複雑で、一部の有配当契約と整合しない可能性

があると考えられたためである。 
 
表示 
IASB は、保険契約に関する表示項目の財務諸表

における表示に関する 2013 年 ED の提案を確認

することに合意した。 
 
IASB 理事は、異なる方法を用いて測定した保険

契約を別個に表示する必要性を検討した。全般的

に IASB 理事は、異なる性質、または、異なる特徴

を有する項目を区別して表示するという IAS 第 1
号の要求事項への参照をより強く強調すべきであ

ると感じていた。 
 
開示 
IASB は、企業が保険契約の新基準書を初めて適

用する際に、金融資産に関する改訂された経過措

置に対して適用される、新たな開示要求の組合せ

を承認した。IASB アップデートに示された、これら

の新たな改訂された開示は、以下のとおりである。 

a. 「企業が金融資産の管理に関する事業モデル

の評価に係る移行上の救済を適用する場合に

は、企業は移行上の救済を適用した金融資産

の指定に関する方針を開示すべきである。 

b. 保険契約の新基準書における移行上の救済

のいずれかを適用した結果、金融資産の分類

および測定が変更となる場合、企業はこれら

の金融資産に関してクラス別に以下を開示す

べきである。 

i. 保険契約の新基準書の適用開始直前の

測定区分および帳簿価額 

ii. 保険契約の新基準書における経過措置を

適用した結果として決定された新しい測定

区分および帳簿価額 
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iii. 過去に FVO により指定したがその指定

がなくなった金融資産の財政状態計算

書上の金額（企業が指定の取消しを要

求されたものと、企業が指定の取消しを

選択したものを区別） 

iv. 保険契約の新基準書の適用を開始した

結果として分類が変更された金融資産に

対して、企業が当該基準の経過措置を

どのように適用したのかを財務諸表利用

者が理解できるようにする定性的情報。

これには次のものが含まれる。 

1. FVO による金融資産の指定または

指定の取消しの理由 

2. 事業モデルの新たな評価においてな

ぜ企業が異なる結論に至ったのかに

ついての説明」 
 
加えて、IASB は 2013 年 ED の 69 項‐95
項で提案された開示に以下の変更を加える

ことを確認した。 

a. 変動手数料アプローチを用いて契約を

測定し、保険契約に組み込まれた保証

の公正価値の変動を純損益に認識する

ことを選択する企業は、当該報告期間の

純損益に認識した保証の価値を開示す

べきであるという要求事項を追加する。 

b. 投資の金利費用を純損益に表示する金

額と OCI に表示する金額とに分解するこ

とを選択する企業は、純損益に表示する

原価情報を計算するために企業が使用

している方法についての説明を開示すべ

きであるという要求事項を追加する。 

c. 投資の金利費用を純損益に表示する金

額と OCI に表示する金額とに分解するこ

とを選択し、移行時に単純化したアプロー

チ（保険契約についての OCI 累計残高

がゼロになる）を使用する企業は、保険

契約の新基準書の適用範囲に含まれる

契約に関する金融資産のうち IFRS 第 9
号の 4.1.2A 項に従ってその他の包括利

益を通じた公正価値（FVOCI）で測定さ

れるものに係る OCI 累計残高の期首残

高から期末残高への調整表を開示すべ

きであるという要求事項を追加する。調

整表は、移行日およびその後の各報告

期間において提供すべきである。企業

は、適用開始日において、金融資産

（FVOCI の測定区分に分類されるもの）

を保険契約の新基準書の適用範囲に含

まれる契約に関するものとして指定する

ことになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. 企業が次のことを開示すべきであるとい

う要求を追加する。 

i. 契約上のサービス・マージンを調整

する履行キャッシュ・フローの変動 

ii. 企業が残存する契約上のサービス・

マージンをいつ純損益に認識すると

見込んでいるのかの説明（適切な期

間帯を使用した定量的ベースによる

かまたは定性的情報を使用する） 

iii. 移行時に単純化したアプローチを使

用して算定された財務諸表上の金額

（移行時とその後の期間の両方にお

いて） 

iv. 企業が使用した実務上の便法 

e. 企業が次のことを開示すべきであるとし

ていた要求事項案を削除する。 

i. 当期に純損益に認識した収益から当

期に受け取った保険料への調整表

（2013 年 ED79 項） 

ii. 包括利益合計額に含まれている金

利費用合計額の分析（最低限、以下

に分解） 

1. 当期の純損益に報告した、保険

契約の当初認識時に適用した割

引率での金利発生計上 

2. 当期のその他の包括利益の変

動（2014 年 3 月の暫定決定―本

紙の以下該当ページを参照） 
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2015 年 9 月 21 日‐23 日開催

の会議における暫定決定事項 
 
IFRS 第 9 号の延期 

IASB は、IFRS 第 4 号を修正し、保険契約の発行

が大半を占める主要な（predominant）事業モデ

ルである企業に対して保険契約の新基準書の強

制発効日（または早期適用日）、または、2021年1
月 1 日のいずれか早い日まで IFRS 第 9 号の発

効日を延期するという選択肢を与えることを暫定

決定した。延期アプローチ（deferral approach）
は、2021 年に「サンセット条項(a sunset clause)」
（訳者追記：期日が到来すると自動的に廃止され

る条項）が発動する。本修正は、IFRS 第 9 号を適

用する保険者に、保険契約の新基準書を適用す

る前に生じ得る会計上のミスマッチおよび一時的

なボラティリティの一部を純損益から除外する選択

肢も提供する。この選択肢は、上書きアプローチ

（overlay approach）と呼ばれ、保険契約の新基

準書がまだ強制発効となっていない場合には

2021 年 1 月 1 日以後に唯一利用可能なアプロー

チとなる。 
 
この論点に関する IASB の投票の結果は賛否同数

であったが、IASB の議長が決定票を投じた結果、

これらの措置に賛成が 8 票、反対が 7 票となった。 
 
保険者の IFRS第9号の適用延期に期限を設ける

「サンセット条項」は、保険契約の新基準書の公表

に予期せぬ遅れが生じた場合に、保険者が他の

すべての企業に遅れること何年も IFRS 第 9 号を

適用しない結果となるという懸念に対処したもので

あり、IASB はこのような結果は容認できないと考

えたためである。 
 
サンセット条項の 2021 年の発効により、保険者に

よる IFRS 第 9 号の適用延期は最大でも 3 年間に

制限することとなる。IASB の議長は、保険契約の

新基準書に係る IASB の再審議が今年末または

来年初めまでに完了し、新基準書が 2016 年に公

表されることを期待していることを明確にした。こ

れが実現した場合、保険契約の新基準書の可能

性の高い発効日は 2020 年 1 月 1 日となり、同時

に保険会社により IFRS第 9号が適用されることと

なる。 
 
IASB はまた、これらのアプローチについて記述さ

れた公開草案が今年中に公表され、公開協議に

付されることに賛成票を投じた。 

市場変数の変動から生じる変動を包括利益
計算書（SCI）上で分解すること 

2014 年 3 月、IASB は無配当契約に関して、企業

が割引率の変動による影響を純損益と OCI に分

解して表示することを会計方針として選択できるこ

とを暫定決定した。その場合、SCI の純損益での

金利費用の表示は開始時にロックインされた割引

率を用いて算定されるべきであり、したがって、原

価を用いて算定された保険投資費用と現在の割

引率を用いて算定された保険投資費用との差額

が OCI に表示される。 
 
IASB は、実務上の仕組みを含むこの表示のアプ

ローチを有配当契約に適用した場合に、契約と保

有する項目の間に経済的ミスマッチがない一部の

特定の有配当契約に異なる要求事項が必要なの

かどうか、上述のような純損益と OCI との分解表

示を会計方針の選択とすべきかどうか、そして最

後に、遡及適用が実務上不可能な場合に OCI の
累計額の算定に関して単純化した移行上の取決

めを設けるべきかについて議論した。 
 
市場変数の変動から生じるキャッシュ・フローの見

積りの変動 
IASB は、企業が市場変数の変動から生じるキャッ

シュ・フローの金額の見積りの変更を、割引率の変

動の表示と整合的に SCI 上で表示しなければなら

ないことを暫定決定した。これにより、キャッシュ・フ

ローは市場変数により影響を受けるものと受けな

いものに分けられることとなる。影響を受けるキャッ

シュ・フローは、割引率の変動に対するOCIによる

解決策の適用の有無により、OCI または純損益の

いずれかにて表示されることとなる。 
 
市場変数の変動から生じる変動を分解する目的 
市場変数の変動から生じた保険契約の変動を純損

益と OCI に分解する目的は、保険投資費用を原価

測定基礎を用いて純損益に表示することである。
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したがって、保険投資費用を原価測定基礎を用い

て純損益に表示する場合と現在測定基礎を用い

て表示する場合との差額は、OCI に認識され、こ

れらの金額は巻き戻る。IASB は、本基準が原価

測定基礎を用いた保険投資費用の算定について

の詳細な仕組みを規定しないことを暫定決定し

た。IASB は、保険投資費用に対して原価測定基

礎を適用することにより生じる会計上のミスマッチ

のいくつかの例を検討した。これらの懸念に対処

するため、IASB は経済的ミスマッチのない契約を

具体的に検討した。加えて、IASB は原価測定基

礎または現在測定基礎のいずれかを用いて保険

投資費用を表示するという会計方針の選択を認め

ることを検討した。 
 
経済的ミスマッチのない契約に関する目的の修正 
保険契約から生じるキャッシュ・フローと、当該キャッ

シュ・フローの原資として保有する項目との間に経

済的ミスマッチがない場合については、純損益に

おける会計上のミスマッチも除去できないか検討

することは価値がある。その趣旨で、市場変数の

変動から生じる変動を純損益と OCI に分解するこ

との目的は、これらの項目が原価測定基礎を用い

て純損益に測定されていたかどうかにかかわら

ず、これらの項目に用いられた会計基礎を参照し

ながら、保険投資費用を純損益に表示することへ

と修正されるべきである。したがって、IASB は目

的を修正し、市場変数の変動から生じる契約の変

動（例えば、基礎となる項目の公正価値の変動）と

保険投資費用の差額をOCIに表示することを暫定

決定した。本基準は、このアプローチを当期簿価利

回りアプローチ（current book yield approach）と定
義する。 
 
契約が直接連動の有配当契約であり（すなわち、

企業が基礎となる項目の公正価値を保険契約者

に支払う義務を有しており、したがって、変動手数

料アプローチを適用している）、かつ、企業が基礎

となる項目を、選択によってまたは要求されている

ことにより保有している場合、経済的ミスマッチは

存在しない。 
 
市場変数の変動から生じる変動を純損益と OCI
に分解することの目的の修正 
上述のとおり、IASB は、経済的ミスマッチの存在

しない契約について、市場変数の変動から生じる

変動を純損益と OCI に分解することの目的を修正

することを暫定決定した。 
 
IASB は、企業が原価測定基礎（例えば、実効利

回りアプローチ（effective yield approach））と当期

簿価利回りアプローチ（およびその逆）との間での

変更を要求される場合には、保険負債に係る OCI
の期首累計残高を修正再表示してはならないこと

を暫定決定した。このことにより、これら利得また

は損失の金額がリサイクルされないこととなる（す

なわち、OCI 累計額は資本に残ることとなる）。 
 
 
 
 
 

企業は、アプローチの変更が発生した期間にの

み、変更の理由、変更がそれぞれの財務諸表の

表示項目に与える影響、および、当期簿価利回り

アプローチにもはや適格でなくなっているが、過去

には適格であった（またはその逆の）契約の価値

を開示しなければならない。 
 
方法間の変更に関して、IASB は、変更前に用い

たアプローチで適用した仮定と同じ仮定を用いて、

変更の期間および将来の期間において、利得また

は損失の累計額を純損益に認識することを暫定

決定した。 
 
会計方針の選択 
IASB はまた、無配当契約に係る保険投資費用の

表示についての以前の決定を、有配当契約にまで

拡張すべきであると暫定決定した。企業は、（a）原
価測定基礎、または（b）現在測定基礎のいずれか

を用いて、保険投資費用を純損益に表示すること

を、会計方針として選択すべきである。原価測定

基礎を用いて保険投資費用を純損益に表示する

場合、市場変数の変動を純損益とOCIとの間で分

解しなければならない。したがって、保険投資費用

を原価測定基礎で表示する場合と現在測定基礎

で表示する場合の差額は、OCI に反映されること

となる。IASB は、企業が、類似の契約のグループ

に（契約がその中に含まれているポートフォリオ、

企業が保有する資産およびそれらの資産の会計

処理の方法を考慮に入れた上で）当該会計方針を

適用しなければならないと暫定決定した。さらに、

企業は、当該会計方針の変更に IAS第 8号「会計

方針、会計上の見積りの変更および誤謬」の要求

事項を適用しなければならない。 
 
保険契約から生じるキャッシュ・フローと保有する

項目から生じるキャッシュ・フローとの間に経済的

ミスマッチのない契約に関して、IASB は、企業が

市場変数の変動から生じる変動を純損益と OCI
に分解し、（修正後の目的に基づき）当期簿価利

回りアプローチを用いて保険投資費用を純損益に

表示すること、または、（分解することなく）当期測

定基礎を用いて保険投資費用を純損益に表示す

ることのいずれかを会計方針として選択すべきで

あると暫定決定した。当期簿価利回りアプローチ

を選択した場合、表示される保険投資費用と現在

測定基礎に基づく保険投資費用の差額は OCI に
報告されることとなる。  



8 
 

IFRS Project Insights Insurance Contract 

OCI の累計残高について単純化した経過措置 
遡及適用が実務上不可能である場合に、市場変

数の変動がキャッシュ・フローの金額に影響を与

える契約について、移行日以前の保険投資費用

によって発生した OCI の累計残高を算定するため

のアプローチを次のように定める。保険投資費用

を原価測定基礎を用いて純損益に表示するという

目的の契約について（すなわち、実効利回りアプ

ローチを適用する企業について）、企業は、考慮す

べき最も古い市場変数の仮定は、企業が新しい基

準を最初に適用する際（移行日）に発生する仮定

であると仮定しなければならない。 
 
したがって、企業が新しい基準を最初に適用する

日に、保険契約についての OCI の累計残高はゼ

ロである。市場変数の変動によって生じる変動を

純損益と OCI に分解することの目的の修正に従

い、当期簿価利回りアプローチを適用する企業

は、保険投資費用（または投資収益）は、企業が

保有する基礎となる項目について資本に表示して

いる利得（または損失）の累計額と同額の反対方

向の金額であると仮定すべきである。したがって、

企業は、OCI の累計残高が、移行日以降の当期

簿価利回りの適用において考慮される基礎となる

項目に関連する OCI の累計残高に参照すること

で決定されると仮定すべきである。 
 
保険契約に関するリスクを軽減することによる会

計上の影響 
企業は、直接連動の有配当契約に組み込まれた

保証の価値の変動において、会計上のミスマッチ

を有するかもしれない。変動手数料アプローチで

は、組み込まれた保証から生じる期待キャッシュ・

フローの変動は、CSM を調整する。しかしながら、

この保証から生じるリスクを軽減するために企業

が保有するデリバティブの公正価値の変動は、純

損益に認識される。これらのミスマッチは、既存の

IFRS 第 9 号のヘッジ会計の要求事項を用いては

除去することができない。 
 
IASB 理事は、企業が、保険契約を測定するため

に変動手数料アプローチを用い、かつ、保険契約

に組み込まれた保証から生じる金融市場リスクを

軽減するために純損益を通じて公正価値で測定さ

れるデリバティブを用いる場合、企業は履行キャッ

シュ・フローを用いて算定された保険契約に組み

込まれた保証の価値の変動を純損益に認識する

ことを認めることを暫定決定した。 

限定する要件 
IASBは、デリバティブを用いて保証から生じる金融

市場リスクを軽減する企業が、当該軽減が企業の

リスク管理戦略と整合的であり、保証とデリバティ

ブとの間に経済的な相殺が存在する場合にのみ、

履行キャッシュ・フローを用いて算定された保険契

約に組み込まれた保証の価値の変動を純損益に

認識することを認めるべきであると暫定決定した。

企業は、経済的な相殺を評価する際に、会計上の

測定の差異を考慮すべきでなく、信用リスクは、経

済的な相殺に優越してはならない。 
 
企業は、企業のリスク管理目的および保険契約に

組み込まれた金融市場リスクを軽減するためのデ

リバティブの使用についての戦略を文書化するこ

とが要求され、また、保証の価値の変動を純損益に

認識することを、経済的な相殺が存在しなくなった日

から将来に向かって中止することが要求される。 
 
保証の価値の変動を純損益に認識することの累

積的影響額 
さらに、スタッフは、CSM に対する調整の代わり

に、保証の履行キャッシュ・フローの変動を純損益

に認識することの累積的影響額を、CSM の調整

表の一部として企業が開示することを提案した。し

かしながら、数名の IASB 理事は、保証の価値の

変動がCSMを調整しないにもかかわらず、この開

示を行うことは誤解を生じさせる可能性があるた

め、スタッフの提案に懸念を示した。スタッフは、将

来の会議において、修正した提案を提示する予定

である。 
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2015 年 7 月 20 日開催の会議

における暫定決定事項 
 

IFRS 第 9 号と IFRS 第 4 号の異なる発効日
による会計上の影響 

IFRS第9号を保険契約の新基準書の前に適用す

ることは、会計上のミスマッチの増大と純損益の一

時的なボラティリティの増大につながるかもしれな

いことを多くの関係者が指摘した。このため、IASB
はこのトピックを 2015 年 7 月の会議において再び

議論した。 
 
スタッフ・ペーパーは、企業が保険負債に対応する

（backing）金融資産の会計処理から生じ得る追加

的な会計上のミスマッチと純損益の一時的なボラ

ティリティを削減することについて、IFRS 第 4 号が

すでに認めている範囲を検討し、さらに 2018 年 1
月 1 日に IFRS 第 9 号が発効する際に、IASB が

企業がこれらの影響を更に削減できるように IFRS
第 4 号を修正すべきかについて検討した。IASB
は、IFRS 第 4 号を置き換える保険契約に関する

新 IFRS の発効日が（IFRS 第 9 号の発効日より

も）かなり後になる可能性があることを認めた（デ

ロイトは 2020年 1月 1日が発効日となると見込ん

でいる）。この発効日の相違は、IFRS 第 9 号とお

よび保険契約に関する新 IFRS が同時に適用され

たならば生じない会計上のミスマッチを生み出すこ

とになる。 
 
経済的な要因によらない、会計上のミスマッチと純

損益の一時的なボラティリティを削減するために、

IFRS 第 4 号で既に利用可能な方法は以下の通り

である。 

1. シャドウ・アカウンティングという、企業が保有

する資産に係る未実現の利得または損失は財

務諸表で認識される一方で、対応する保険契

約負債の測定において変動が認識されない場

合に生じ得る、会計上のミスマッチを削減する

ために、保険負債を調整する方法（IFRS 第 4
号 30 項） 

2. 指定された保険負債の測定における現在の市

場金利の利用（IFRS 第 4 号 24 項） 

3. 財務諸表が、変更前より目的適合性が高くなる

一方で信頼性は低下しない、または信頼性が

高くなる一方で目的適合性は低下しない場合

に、保険契約に係る会計方針を変更することが

可能なこと（IFRS 第 4 号 22 項） 

 

 

 

 

 

 

 

スタッフはまた、IFRS 第 9 号の適用日以降生じる

新たな会計上のミスマッチに対処するための、

IFRS 第 4 号に対する以下の 3 つの修正案を提示

した。 

1. 基礎となる項目の株主持分に対するシャドウ調

整－有配当契約に係る負債に対応する金融資

産で、売却可能のカテゴリーに分類されている

ものの会計処理の実務は、当該持分の変動が

純損益の以外の勘定で会計処理されている。

これらの資産が IFRS第9号に基づき同様の方

法で会計処理することができなくなる場合（すな

わち、OCI を通じた公正価値による会計処理の

要件を充足しない場合）、IAS 第 39 号に基づく

場合と比べてより多くの利得または損失が純損

益に報告されることとなる。この報告における

特性は、保険契約に関する新 IFRS が「変動手

数料アプローチ」を導入した場合、消滅すること

となる（このアプローチに関する 2015 年 6 月の

IASB の決定を参照）。 

2. 無配当契約に対応する資産に係るシャドウ・ア

カウンティング―これは、現在の IFRS 第 4 号

の規定ではシャドウ・アカウンティングが可能で

はない保険負債の裏付資産について、IFRS 第

9 号の適用により売却可能区分から純損益を

通じた公正価値に分類変更される場合に対処

するものである。 

3. IAS 第 39 号に従った場合と比べて純損益によ

り大きな利得および損失を計上することとなる

IFRS 第 9 号の影響を、OCI で取り消すように

保険負債を調整することと合わせて IFRS 第 9
号を適用する。 

IASB は、一定の要件を充足することを条件に、企

業が IFRS 第 9 号に従うならば純損益に認識され

るであろう金額と、IAS 第 39 号に従ってこれまで

純損益に認識された金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認

めるために、IFRS 第 4 号を修正するという暫定決

定を全会一致で可決した。 
 
このガイダンスを適用する上で、企業は、IFRS 第

9 号を完全に適用することになるが、次の場合に、

純損益と OCI において保険負債を調整する。1）
IAS 第 39 号に従って過去に償却原価または売却

可能区分に分類されていたかまたは分類されてい

たであろう資産であり、かつ、IFRS 第 9 号に従っ

て純損益を通じた公正価値に分類される資産で、

かつ、保険活動に関するものである。2）企業が、

IFRS 第 4 号で会計処理される契約を発行し、か

つ、IFRS 第 4 号と併せて IFRS 第 9 号を適用して

いる。 
 
加えて、IASB は、純損益への正味の影響は、そ

れらの特定の資産について IAS第 39号の会計処

理を反映することになることを決定した。 
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2015 年 6 月 25 日開催の会議

における暫定決定事項 
 
以下のトピックに関するこれまでの IASBの議論の

詳細は、本ニュースレターの「教育セッション：有配

当契約に係る会計モデル案」を参照のこと。 
 
直接連動の有配当契約に関するサービスに
対する変動手数料アプローチ 

保険契約に対する一般的測定モデルは、基礎とな

る項目（有配当契約に存在する特徴である）に係

るリターンに対する保険者の持分の会計処理には

対処していない。このため IASB は、基礎となる項

目に係るリターンに対する保険者の予想持分から基

礎となる項目に直接対応して変動しない期待キャッ

シュ・フローを控除した額の見積りの変動を CSM
で調整するように、有配当契約に適用される際の

一般的測定モデルを修正することを暫定的に決定

した。 
 
IASB はまた、有配当契約を以下のすべてに該当

する契約として定義することも暫定的に決定した。 

1. 契約条件で、保険契約者が、基礎となる項目

の明確に特定されたプールに対する定められ

た持分に参加している旨を明示している。 

2. 保険者が、基礎となる項目からのリターンに対

する重要な持分と同額を保険契約者に支払う

ことを見込んでいる。 

3. 保険者が保険契約者に支払うことを見込んで

いるキャッシュ・フローの重要な部分が基礎とな

る項目からのキャッシュ・フローに対応して変動

すると見込まれる。 
 
上記の要件は、基礎となる項目が実際に保険者

が保有している資産であることや、リターンが実際

に保険者が保有している資産から生じるべきであ

ることを要求していない。 
 

有配当契約について契約上のサービス・マー
ジンを純損益で認識すること 

無配当契約に適用されるように、CSM の認識に

関する一般的な原則は、当該保険契約に基づい

て提供されるサービスの残りの移転を最も適切に

反映する規則的な方法で、カバー期間にわたり純

損益に CSM を認識することである。 
当該原則は、保険者が、有配当契約において提

供される主要なサービスと考えられるサービス（そ

れは保険カバーまたは投資管理サービスの場合

がある）の提供のパターンに基づきCSMを認識す

ることを可能にするであろう。 
 
IASB はスタッフの提案に賛成し、有配当契約につ

いて、保険者は時の経過のみに基づいて CSM を

純損益に認識すべきであると暫定的に決定した。

これは、有配当保険契約から見込まれる収益の

規則的な認識の原則を達成するために最も複雑

ではなく、また最も主観性が低いアプローチである

と考えられる。 
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教育セッション（2015 年 6 月 23
日）：保険契約の新基準書より

も前の IFRS第 9号「金融商品」
の適用 
 

 
保険契約の新基準書より前の IFRS 第 9 号
の適用 

IFRS 第 9 号と保険契約の新基準書の発効日のタ

イミングの違いに関する、関係者により挙げられた

共通の懸念は以下の通りである。 

• 保険負債とこれらの負債の裏付けとして保有さ

れている資産との会計上のミスマッチの増大に

よる、純損益の一時的なボラティリティの増大。

この追加的なボラティリティは、IFRS 第 9 号と

保険契約の新基準書の発効日の相違に起因し

て生じるものである。 

• 短い期間に 2 つの非常に密接に関連した会計

基準を連続して適用する際の、作成者にとって

の追加的なコスト 

• 財務諸表の作成者および利用者の両者に対す

る複雑性の追加 
 
スタッフは、保険者の現在の ALM（asset-liability 
management）活動は既存の会計上のミスマッチ

にすでに対処していると分析した。保険契約の新

基準書の前に IFRS 第 9 号が適用される場合、新

たな会計上のミスマッチが生じる可能性があり、既

存の基準は、保険者がこれらの新たな会計上のミ

スマッチを解消または削減するのに十分なガイダン

スまたは要求事項を有していないかもしれない。 
 

スタッフはこれらのミスマッチに対処し削減するた

めに検討可能な以下の方法を分析した。 

1. 保険負債の会計処理の観点では、IASBが IFRS
第 4 号「保険契約」にて提供されている既存のオ

プションを検討すること、または、IFRS 第 4 号

の修正を通じて追加的なオプションを提供する

ことを検討すること。 

2. 金融資産の会計処理の観点では、IASB が保

険者に対して IFRS第9号の発効日を延期する

ことを検討すること。 
 
IFRS第4号「保険契約」における利用可能な
オプション 

スタッフは、既存の保険契約の基準書である IFRS
第 4 号が、会計上のミスマッチを削減するために

適用し得る選択可能なアプローチを保険者に提供

していることを示した。これらのアプローチは、

IFRS 第 9 号が施行される際も利用可能であり目

的適合性がある。これらのアプローチには、資産

に係る利得または損失の実現と、保険負債の測

定との間に直接的な関連がある場合のシャドウ・

アカウンティングの利用が含まれる。そのようなア

プローチは、資産について認識されているが未実

現の利得または損失の影響が、実現利得または

損失の影響と同じとなるように、保険者が会計方

針を変更することを可能とする。保険負債、繰延

新契約費または無形資産に対する関連する調整

は、未実現利得または損失がその他の包括利益

で認識される場合に、かつ、その場合にのみ、そ

の他の包括利益において認識される｡[IFRS 第 4
号30項]もう1つのアプローチは、会計上のミスマッ

チに対処し削減するために、保険者の保険負債の

一部またはすべての測定に現在の市場金利を使

用することである。 
 
IFRS 第 4 号「保険契約」への修正の可能性 

スタッフの分析では、IFRS 第 9 号の適用時に生じ

得る潜在的な会計上のミスマッチに対処するため

に、選択可能なベースでの適用を前提に、IASB
が IFRS 第 4 号への修正を検討することも可能で

あると議論していた。それらの修正とは、 

1. 以下の場合に、資産に係る未実現の利得およ

び損失を相殺するように、保険負債に係る利得

および損失を認識するシャドウ・アカウンティン

グの調整と同様の調整を認める。 

• 損害保険契約のケースのような、資産と保険

負債との間に直接的な関係がない場合。 

• 資産の実現と保険負債の測定との間に直接

的な関連があるが、その資産に係る利得お

よび損失が保険契約者ではなく保険者に帰

属する場合。 

  

IASBは、2015 年 6 月 23日に開催された教育

セッションで以下のトピックについて議論した。 
 
• 保険契約の新基準書の発効（IFRS 第 9 号

より 1 年または以上後になると予想されて

いる）の前に IFRS第9号「金融商品」（発効

日 2018 年 1 月 1 日）の要求事項を適用す

ることによる影響 
 
• 仮に保険者に対して IFRS第 9号の適用が

延期された場合の影響および延期の適用

範囲 
 
• 保険者が、例えばデュレーション・ミスマッ

チのような金融市場リスクをデリバティブで

ヘッジしている状況で、変動手数料アプロー

チが直接連動の有配当契約に適用される

場合に生じ得る潜在的な会計上のミスマッ

チ、およびこれらのミスマッチに対処するた

めに検討可能なアプローチ 
 
このセッションにおいて、IASBによる決定は要

求されなかった。 
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2. IAS 第 39 号に基づく資産の価値の変動と

IFRS 第 9 号に基づくそれら資産の公正価値の

変動のうち、それぞれ純損益に認識されている

範囲の差額を反映するように、保険者が負債

の調整を認識することを認める。このアプロー

チは IFRS 第 9 号の適用による影響を繰り延べ

るが、IFRS第 9号の実際の適用を延期しない。 
 
いずれのアプローチにおいても、IASB は調整の

対象となる資産の定義、および、保険者が調整対

象となる資産を指定することを認めるかどうかを検

討する必要がある。 
 
保険業界に対する IFRS 第 9 号「金融商品」
の延期 

スタッフの分析では、IASB が保険業界に対する

IFRS 第 9 号の発効日の延期を検討することも可

能であると議論していた。保険契約の新基準書の

発効日の前に IFRS 第 9 号を適用した場合に生じ

得る、潜在的な会計上のミスマッチに対処するた

めのこの代替アプローチに関して、IASB は以下を

検討する必要がある。 

• 適用範囲の決定、および、延期が適用できるた

めに充足すべき要件の設定 

• 追加的な表示および開示の要求事項の必要性

の評価 

• 適用が認められた場合の会計上の影響、およ

び、これらの影響に対処するための追加的なガ

イダンスの必要性の識別 

• 延期は任意か強制か 

スタッフの分析では、IFRS 第 9 号の延期に関する

3 つのアプローチについて議論している。アジェン

ダ・ペーパー2G（2015 年 6 月開催の会議）におい

てスタッフにより提供された例示のシナリオを用い

ると、延期は以下のように適用されることとなる。 
 

 

 

 

 
 
 

出典：2015 年 6 月開催 IASB 会議のアジェンダ・ペーパー2G 

アプローチ 1：報告企業レベルでの延期の適用 
延期の要件を充足する各報告企業は、IFRS 第 9
号または IAS 第 39 号「金融商品：認識および測

定」のいずれかをすべての金融商品に適用する。

子会社 A が保険事業および銀行事業の両方を行っ

ている上記例示のシナリオにおいて、子会社 A は

IFRS 第 9 号または IAS 第 39 号のいずれかを適

用することができるが、選択した基準を金融商品

の一部ではなく、すべてに一貫して適用する必要

がある。持株会社レベルでは、持株会社はグルー

プ全体として延期の要件を充足するかを評価する

必要がある。連結上で IAS 第 39 号または IFRS
第 9 号のいずれかを適用するという持株会社の選

択は、すべての金融商品に一貫して適用する必要

がある。このシナリオでは、単一の金融商品会計

基準のみが報告企業によって適用される。 

スタッフは、どの報告企業が延期を適用する要件

を充足するかという範囲を設定する際に、以下の

要件が IASB によって検討され得ると分析した。 

• 企業が IFRS 第 4 号の範囲に含まれる契約を

発行している。 

• 保険事業が企業の事業のうち重要な部分であ

ると考えられる。 

• 企業が規制下にある保険会社である。 
 

アプローチ 2：法的企業レベルでの延期の適用 
延期の要件を充足する各法的企業は、IFRS 第 9
号または IAS 第 39 号「金融商品：認識および測

定」のいずれかをすべての金融商品に適用する。

このアプローチとアプローチ 1 との違いは、上記例

示のシナリオにおける持株会社のような複数の法

的企業で構成される報告企業にとって、持株会社

は連結上で IAS 第 39 号および IFRS 第 9 号の両

方を適用し得ることである。これは、子会社 B が

IAS第39号の適用を選択できる一方で、子会社C
は IFRS第 9号を適用しなければならず、これらは

持株会社の連結勘定に引き継がれるためである。 
 
アプローチ 3：保険事業に対する延期の適用 
このアプローチでは、IFRS第9号の延期の要件を

充足する保険事業を有する法的企業は、IAS 第

39 号および IFRS 第 9 号の両方を適用することが

できる。例示のシナリオでは、子会社 A の保険事

業が延期の要件を充足し延期の適用を選択する場

合、保険事業に関連する金融商品に対しては IAS
第39号を適用し、銀行事業に関連する金融商品に

対しては IFRS 第 9 号を適用することができる。 
 
スタッフは、アプローチ 2 またはアプローチ 3 を使

用する場合には、IASB は、報告企業が金融商品

を会計処理する際に IAS 第 39 号と IFRS 第 9 号

の両方を適用するシナリオにおいて、単一の報告

企業内の複数の法的企業間の金融資産の移転に

係る会計処理および開示要求を検討することが求

められると分析した。IAS第 39号の既存の分類変

更に係る要求事項や IFRS 第 9 号の経過措置に

係る要求事項、ならびに IAS 第 8 号「会計方針、

会計上の見積りの変更および誤謬」に基づく会計

方針の変更は、上記のシナリオにおける金融商品

の会計処理を想定していない。 
 
連結財務諸表において、IAS 第 39 号と IFRS 第 9
号という 2 つの異なる金融商品基準に基づき会計

処理されている金融資産の移転の会計処理に関

する以下 3 つの代替案が検討され得る。 

1. 再評価、および必要な場合には移転の際の分

類の変更を要求する。 

2. 移転の際の分類の変更を禁止する。 

3. 再評価、および必要な場合にはすべてではない

が一部の状況において分類の変更を要求する。 

IASB は、延期が任意となるのか強制となるのか

についての見解も議論した。 

  

持株会社 

子会社 A 子会社 B 

 
保険事業 銀行事業 保険事業 銀行事業 
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保険事業に関連するリスクのヘッジ 

IASB は、保険者が保険契約における金融市場リ

スクをデリバティブでヘッジするというシナリオにお

いて、サービスに対する変動手数料アプローチが

適用されている場合に生じ得る潜在的な会計上の

ミスマッチについての見解を議論した。スタッフは、

そのようなシナリオにおいて会計上のミスマッチは

生じると分析した。なぜなら、デリバティブの価値

に関する財務上の仮定の変更による影響は直ち

に認識されるのに対して、財務上の仮定の変更に

よる影響は CSMに対して調整され、その CSM は

カバー期間にわたって認識されることによっての

み純損益に影響することとなるためである。 
 
IASB は、変動手数料アプローチが適用された場

合の会計上のミスマッチに対処するための 3 つの

アプローチを検討した。 

• アプローチ 1：サービスに対する変動手数料ア

プローチの限定的な適用。このアプローチで

は、保険者は以下の選択肢を有する。（a）デリ

バティブ契約を締結することにより保険事業に

関連するリスクをヘッジしている場合に、サービ

スに対する変動手数料アプローチを使用するこ

と（ただし、ヘッジ会計が適用できない場合に生

じる会計上のミスマッチを受け入れる必要があ

る）または、（b）保証および基礎となる項目にお

ける保険者持分に関連する変動を認識するた

めに一般的測定モデルを使用することである。 

• アプローチ 2：保証および基礎となる項目にお

ける保険者持分の価値の変動を、CSM ではな

く純損益に認識する。 

• アプローチ 3：デリバティブを基礎となる項目と

して指定する。このアプローチでは、保険者は

基礎となる項目の一部として識別された金融

市場リスクに対するエクスポージャーを正確に

軽減する名目上のデリバティブを指定する必

要がある。 
 
IASB は、保険者が上記のアプローチを無条件

か、あるいは条件付で適用することを認めるべき

かどうかを検討しなければならない。その条件は、

IFRS 第 9 号 6.4.1 項に規定された要件と同様で

あるが、保険契約にヘッジ会計を適用する際の複

雑性を反映するために修正されるであろう。 
 

教育セッション：有配当契約に係

る会計モデル案 
このニュースレターの本セクションは、教育セッション

で提示されたスタッフの分析のみを含んでいる。必

要に応じて、IASB 理事の見解をイタリック体で記

載している。 
有配当契約のカテゴリー 
直接連動の有配当契約 
直接連動の有配当契約とは、変動手数料アプロー

チを使用するのに適格かどうかに関して設定され

た要件を充足する契約である（本ニュースレターの

「2015 年 3 月 19 日教育セッション」のセクションを

参照）。 

間接連動の有配当契約 
間接連動の有配当契約とは、契約において、キャッ

シュ・フローが基礎となる項目に対するリターンに

対応して変動するが、当該契約は保険者に基礎と

なる項目からサービスに対する変動手数料を控除

した金額を保険契約者に対して支払う義務を生じ

させない契約である。これらの契約は、変動手数

料アプローチに基づいて会計処理するのに適格で

はない。 
直接連動の有配当契約に係る会計処理案 
相互扶助が存在する場合の変動手数料アプローチ 
相互扶助は、保険契約者たちが基礎となる項目の

同じプールからのリターンを共有するが、これらの

リターンに関して、ある保険契約者のグループが

他の保険契約者グループの権利に対する残余の

権利を有しており（最低保証を条件に）、彼らが受

取るリターンが他の保険契約者に対する保証によ

り減額されるかもしれない場合に生じる。 

いつ相互扶助が生じるかを定義する上で、ポート

フォリオに損失が生じている保険契約者のグルー

プに一定額を支払うために保険者がある保険契

約者のグループから稼得する金額を変動させるシ

ナリオと、ある保険契約者のグループがポートフォ

リオに損失を生じている他の保険契約者のグルー

プと自身のポートフォリオの基礎となる項目からの

正のリターンを共有するシナリオとを、明確化し区

別する必要がある。 

変動手数料アプローチを適用する上で、契約上の

サービス・マージン（「CSM」）に係る分解のレベル

は、相互扶助の取決めを考慮し決定され、以下を

生じさせる。 

• ある保険契約のグループが不利（onerous）と
なり、他の保険契約者のグループがそれらの

損失を負担する場合には、損失が純損益で認

識されない。 

• ファンド全体に含まれる基礎となる項目が、全

体として損失を負うのに十分でない場合にの

み、不利な契約より生じる損失が純損益に認

識される。 

スタッフは、相互扶助の取決めを有する契約の開

始時点で損失を認識することになるような例外を

導入することは、複雑性を増大させることになると

考えた。しかしながら、スタッフは透明性を向上さ

せるために保険契約者に対して発行された保証の

性質に関して追加的な開示が要求されるかどうか

を検討する予定である。 
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変動手数料アプローチに基づく直接連動の有配

当契約に対する収益の提案の適用 
スタッフは、無配当契約に係る収益の提案を変動

手数料アプローチに基づいて会計処理される直

接連動の有配当契約に適用した場合の、3 つの

サンプルのシナリオを提示した。決議は要求され

なかった。 
 
変動手数料アプローチに基づく直接連動の有配

当契約に対する経過措置の適用 
スタッフは、単純化した遡及的アプローチを適用す

る際に、変動手数料アプローチに基づいて会計処

理される直接連動の有配当契約に係る移行措置

に対して、2 つのアプローチを提示した。 

（1） 追加的な単純化を要求しない。これは、変動手

数料アプローチを適用する際、完全な修正再表

示が実務上不可能な場合に、保険者は一般的

に移行日の CSM を算定するのに公正価値

（FV）アプローチを適用することを意味する。 

（2） 以下の追加的な単純化を提供する。 
移行日までの CSM の累計解放額を算定す

る際に、保険者は以下を前提とすることがで

きる。 

（a） 当初認識時の CSM は以下を加算するこ

とで導き出される。（i）当初認識日から移

行日までの間の貨幣の時間価値を調整し

た、移行日時点での予想変動手数料、お

よび、（ii）移行日より前に生じた変動手数

料に関連したキャッシュ・フローの支払い 

（b） 当初認識日から移行日までの間に解放さ

れたCSMの金額は、当初認識時のCSM
が定額法で解放されたと仮定して見積る

ことができる。 
 

当期簿価利回りアプローチ（current book yield 
approach）が適用される場合、その他の包括利益

（OCI）の累計額を算定する際に、保険者は以下を

前提とすることができる。 

• 保険契約の当初認識と基礎となる項目の当初

認識の時期の相違による、保険契約と基礎とな

る項目に係る OCI の累計残高に差異はない。 

• 保険契約に係る OCI の累計残高は、以下の通

り基礎となる項目がどのように会計処理される

かによって算定される。 
 

基礎となる項目の測定

の基礎 

保険契約に係る OCI の累計額 

純損益を通じた公正価値 ゼロ 

OCI を通じた公正価値 基礎となる項目に係る OCI の

累計額と同額 

償却原価 基礎となる項目の償却原価と

公正価値の差額と同額 

 
 
 

間接連動の有配当契約に係る会計処理案 

スタッフは、無配当契約に関するこれまでの IASB
の暫定決定を間接連動の有配当契約に適用した

場合の分析を提示した。 
 
保険者が基礎となる項目からのリターンの保険契約者

持分に対して裁量性を有している場合のキャッシュ・フ

ローの変動 
 
以下の表は、財務上の仮定の変更、または、配当

の割合（Participation percentage）の変更から生

じる将来のサービスに関連する履行キャッシュ・フ

ロー（「FCFs」）の変動を、保険者がどのように会

計処理するかを示している。 
 
財務上の仮定に

変更があるか 
（例：金利） 

配当の割合に

変更があるか 
将来のサービスに

関連する FCFs の

変動が認識される

のは： 

あり なし 純損益 

なし あり CSM に対する調整 

 
しかしながら、財務上の仮定に変更があるが、保

険者が期待キャッシュ・フローが変動しないように

基礎となる項目からのリターンに対する保険契約

者持分に対して裁量権を行使することにより、期

待キャッシュ・フローに変動が生じない場合、保険

者は以下のとおり正味の変動を会計処理しなけれ

ばならない。 

（1） 財務上の仮定の変更により生じる変動額を純

損益に認識する。 

（2） 保険者が、期待キャッシュ・フローが変動しな

いように、配当割合に対して裁量権を行使する

ことで生じる相殺するような変動を、CSM に対

する調整として認識する。 
 
事後測定におけるCSMの算定に使用される割引率 
 
スタッフはまた、事後測定においてCSMの算定の

際に使用する割引率に関するこれまでの IASB の

暫定決定を間接連動の有配当契約に適用した場

合の分析を提示した。具体的には、暫定決定には

以下が含まれる。 

• 将来のサービスに関連する FCFs の変動を算

定する際に使用する割引率は、当初認識の日

に算定され、保険契約のキャッシュ・フローの特

性を反映する率でなければならない。（2014 年

3 月開催の会議にて暫定的に決定） 

• CSM に係る利息の発生計上の際に使用する

割引率は、保険契約の当初認識時に決定され

た割引率でなければならない。（2014年 7月開

催の会議にて暫定的に決定） 
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間接連動の有配当契約の測定に係る変動手数料

アプローチの影響 
 
スタッフは、間接連動の有配当契約への適用に関

して、当初認識時において一般モデルと変動手数

料アプローチに相違はないと述べた。しかし、事後

測定において、いずれのアプローチで測定するかで

CSMは相違する。なぜなら、変動手数料アプローチ

では、CSM は資産からのリターンの当期の見積り

を反映するのに対し、一般モデルでは、CSM を調

整し CSM に係る利息の発生計上を行うためにロッ

クイン割引率を用いるためである。さらに、一般モ

デルでは、CSM の期首残高はロックイン割引率を

反映する。 
 
包括利益計算書における金利費用 
 
スタッフは、保険者がキャッシュ・フローの重要な

部分が基礎となる項目の変動に対応して変動する

と見込んでいる契約への実効利回りアプローチ

（effective yield approach）の適用可能性につい

ての分析を提示した。いかなる修正も実効金利の

算定に複雑性を増大させることになるため、修正

を要求しないと提案した。 
 
有配当契約に係る金利費用の表示 
実効利回りアプローチが純損益における金利費用

の算定に使用される場合、保険者は会計方針の

選択肢として、金利費用を以下のいずれかの方法

で表示することができる。 

（a） すべてを純損益に表示 

（b） 実効利回りアプローチを用いて、純損益および

OCI に表示 
 
純損益における金利費用の算定に当期簿価利回

りアプローチ（current book yield approach）の要

件を充足していた契約に関して（本ニュースレター

の「2015年 3月 19日教育セッション」のセクション

を参照）、スタッフは、代わりに純損益における金

利費用を算定する上で以下の会計方針の選択肢

を設けることを提案した。 

（a） 当期簿価利回りアプローチ 
（current period book yield approach） 

（b） 実効利回りアプローチ 
（effective yield approach） 

（c） 現在の割引率（すなわち、すべて純損益にて

認識） 
 
2015 年 3 月 19 日教育セッション 

基礎となる項目からのリターンに対応して保険契

約者への支払いが変動する保険契約に適用する

ために、2 つのアプローチが検討された。 
 
 
 
 

アプローチ 1：基礎となる項目における保険
者持分を、基礎となる項目から生じる経済的
リターンの持分と捉える会計処理 

このアプローチでは、保険者の利益は、投資から

のリターンと保険者が保険契約に基づきこれらの

収益から保険契約者に支払うと約束した支払いと

の差額から生じる。保険契約者は、投資リターンの

一部にのみ権利を有しており、これら投資リターン

の残りの部分は、保険者に帰属すると考える。し

たがって、保険負債の変動は、必ずしも基礎とな

る項目の価値の変動と同額とはならない。これ

は、その期間における基礎となる項目に対する保

険者の経済的持分の変動を反映する。契約上の

サービス・マージン（CSM）に対して調整は行われ

ない。 
 
アプローチ 2：基礎となる項目における保険
者持分を、保険契約者に対して発生した給付
から控除されるサービスに対する変動手数
料と捉える会計処理 

このアプローチは、保険者が保険契約者に対し

て、基礎となる項目の価値からサービスに対する

変動手数料を控除した金額と同額を支払う義務を

有していると考える。このアプローチは、しかしな

がら、以下の要件を充足した場合にのみ適用可能

である。 

• 契約で、保険契約者が、基礎となる項目の明

確に特定されたプールに参加している旨を明

示している。 

• 保険者が、契約からのキャッシュ・フローの重

要な部分が、基礎となる項目の変動に対応して

変動すると見込んでいる。 

• 保険者が、保険契約者は基礎となる項目から

のリターンに対する重要な持分を表す金額を受

取ると見込んでいる。 
 
「重要な部分」および「重要な持分」という文言は、

保険者の判断に基づき保険者によって定義される

こととなる。 
 
このアプローチでは、保険契約者は基礎となる項

目からのすべての変動リターンに対して権利を有

し、投資の受取金から保険者に対して変動手数料

が支払われると考える。したがって、このアプロー

チは、経済的ミスマッチの可能性がなく、保険者が

基礎となる項目を保有している場合にのみ適用可

能であることが期待される。基礎となる項目の価

値のいかなる変動も、保険契約負債の価値に同

額の変動を生じさせる。保険負債の内訳の変更が

要求され、履行キャッシュ・フローのうち契約に基

づく将来のサービスに対して保険契約者が支払う

サービス手数料の追加見積り部分を、CSM に再

配分することとなる。 
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契約上のサービス・マージン（CSM）およびそ
の他の包括利益（OCI）に係る会計処理に関
する提案 

契約上のサービス・マージン（CSM） 
基礎となる項目における保険者持分が基礎となる

項目からの経済的リターンの持分であると考える

場合、無配当契約に係る一般的会計モデルから

の大幅な変更は要求されない。 
 
一方で、基礎となる項目における保険者持分が 
サービスに対する変動手数料と考える場合、事後

測定時の CSM に関して特定の変更が提案されて

いる。将来のサービスに対する変動手数料の見積

りの変動は、将来のサービスに関連する見積りの

変動と整合的な方法で会計処理される。したがっ

て、そのような見積りの変動は、変動の生じた期

間ではなく将来の期間において認識されるように、

CSM で調整されることとなる。 
 
CSM に係る利息の発生計上および CSM に対す

る調整額の算出に使用される利率は、現在の金

利である。これは、ロックイン金利が使用される無

配当契約に係る要求事項とは異なる。 
 
包括利益計算書における金利費用 1 
包括利益計算書における金利の表示に関して 2
つのアプローチが提案された。 

（a） 実 効 利 回 り ア プ ロ ー チ （ effective yield 
approach）。これは、IFRS 第 9 号「金融商品」

にて使用されているアプローチと同様である。

IASB が包括利益計算書における金利費用の

算定に実効利回りアプローチを採用すると決

定した場合、スタッフは一定利回り法（ level 
yield method）または予定利回り法（projected 
crediting method）を使用すべきかを将来の会

議において検討する予定である。これらのアプ

ローチの仕組みの詳細は、本ニュースレター

の「2014 年 9 月 23 日開催の IASB 会議にお

ける暫定決定事項」を参照のこと。 

（b） 当期簿価利回りアプローチ（current period 
book yield approach）。これは、2014 年 11 月

14 日開催の教育セッションの欧州 CFO フォー

ラムにおける提案を考慮に入れているが、そ

の適用はより制限的である。 
 
本会議にて提案された当期簿価利回りアプローチ

は、経済的ミスマッチの可能性がなく、選択による

ものかまたは要求によるものかに関わらず、保険

者が当初認識時に基礎となる項目を保有すること

を意図し、事後測定時にも保有し続けている場合

にのみ、適用可能となる。基礎となる項目が現在

測定基礎によらない場合に算定された簿価利回り

と、当期簿価利回りとの差額は、OCI で認識され

ることとなる。 
 
 
 
 

会計アプローチの適格性の再評価 
スタッフは、当初認識後に保険者が、変動手数料

アプローチに係る有配当契約の適格性を再評価

することを要求しないことを提案した。この条件

は、契約が特定された基礎となる項目の変動に対

応して変動するキャッシュ・フローの重要な部分を

有している、または、保険者が基礎となる項目から

のリターンの重要な持分を保険契約者が受取るこ

とを見込んでいることに依存する。 
 
スタッフはまた、保険者が当期簿価利回りアプロー

チを適用する目的で基礎となる項目を保有する場

合の、追加的な要求事項を導入することを提案し

た。その状況では、保険者が当初は基礎となる項

目を保有していたが、もはや基礎となる項目を保

有しない場合、保険者は当期簿価利回りアプロー

チを使用することを中止し、代わりに実効利回りア

プローチを適用することが要求される。 
 
契約上のサービス・マージンの認識 

投資関連サービスの提供パターン 
保険者が投資関連サービスを保険契約者に提供

するという有配当契約に関して、保険契約者に提

供されるサービスのパターンは時の経過および管

理対象の資産の金額の組合せを通じて決定され

得る。 
 
複数のサービスのタイプが存在する場合の配分 
スタッフは、同じ契約から複数のサービスが提供さ

れる場合に、企業が契約期間にわたる混合サー

ビスの移転パターンをどのように測定するべきか

決定するために、主要部分アプローチを用いるこ

とを検討した。しかしながら、このアプローチにより

実務上の複雑性がもたらされる可能性があること

から、最も単純で最も主観的でないアプローチは、

保険者に時の経過に基づいて CSM を認識するこ

とを要求することであろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. スタッフは会議の中

で、当該文言について

再検討することを示し

た。これは、基礎となる

項目における変動が必

ずしも金利費用または

金利費用の性質に関

連するとは限らないか

らである。 
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2013 年 ED の再審議での暫定

決定事項：無配当契約に係る会

計処理 
 
以下は、2013 年 ED の提案の再審議において行

われた IASBの暫定決定を要約したものである。こ

れまでに行われた暫定決定は、無配当契約に対

するもののみである。スタッフは、将来の会議にお

いて有配当契約全体に関する決定を IASBに要請

する予定である。有配当契約に関する再審議を完

了したら、IASB は無配当契約に係る最終的な会

計モデルに対する以前の決定を再検討する予定

である。 
 
2015 年 1 月 22 日開催の IASB 会議におけ
る暫定決定事項 

IFRS 第 9 号「金融商品」適用後の保険契約の新

基準書の適用開始 
IASB は、特定の状況では、保険契約の新基準書

の適用開始時に、保険者が金融資産を再指定す

ることを認めるという 2013 年 ED の提案を暫定的

に確認した。 
 
IASB はまた、保険契約の新基準書の適用開始日

において、当該日に存在する事実と状況に基づい

て、金融資産に係る事業モデルを再評価すること

を認める、または要求する追加的な移行の救済措

置を設けることを検討することも暫定的に決定し

た。再評価は、IFRS 第 9 号 4.1.2 項（a）および

4.1.2A 項（償却原価およびその他の包括利益を

通じて公正価値で測定される資産の分類規定）で

規定された条件の存在を再度実質的に検討する

ことになる。 

 
 
 
 
 

 
スタッフ・ペーパーによれば、前述の追加的な移行

の救済措置案に関連する以下のトピックは、将来

の会議にて検討される予定である。 

a） 移行の救済措置が適用される金融資産 

b） 移行の救済措置の適用によって、移行日に金

融資産の分類が変更された場合に、 

i. 変更を将来に向かって適用すべきか、また

は遡及的に適用すべきか 

ii. 結果として生じる利得または損失をどのよ

うに取り扱うべきか 

iii. 保険契約の新基準書の適用開始時点で金

融資産の事業モデルが変更される場合に

要求される開示 
 
IASB はまた、保険契約を発行している企業に対し

て、IFRS 第 9 号の 2018 年 1 月 1 日の強制発効

日を延期しないことも暫定的に決定した。 
 
2014 年 10 月 23 日開催の IASB 会議にお
ける暫定決定事項 

無配当契約に関する経過措置 
IASB は、表示する最も古い期間の期首（「移行

日」）において、保険者は、実務上不可能でない限

り、IAS第 8号「会計方針、会計上の見積りの変更

および誤謬」に従って、遡及的に保険契約基準案

を適用するべきであるという、2013 年 ED の提案

を暫定的に確認した。 
 
単純化したアプローチ 
IASB は、遡及適用が実務上不可能とみなされる

場合、経過措置に対して単純化したアプローチを

使用することに関する 2013 年 ED の提案につい

ても暫定的に確認した。保険者は、以下で議論さ

れているとおり、移行日におけるリスク調整の算定

について提案されている方法に修正を行った上

で、2013年EDの C5 項および C6項にて説明され

ている単純化の提案のすべてを適用することが要

求される。経過措置の要求事項に関する 2013 年

ED の提案の詳細は、「経過措置に対する 2013 年

ED のアプローチの要約」のセクションを参照のこ

と。 

  

金融資産の再指定に関する 2013 年 ED から

の抜粋 
 
C11 表示する最も古い期間の期首現在で、企業

が本基準［案］を最初に適用する際に、企業には

次のことが認められるが、要求はされない。 
 
（a） 企業が本基準［案］を最初に適用する日

において、金融資産が、IFRS 第 9 号の

4.1.5 項の条件を満たす場合には、当該

金融資産を純損益を通じて公正価値で

測定するように再指定すること 
 
（b） 企業が過去に IFRS 第 9 号を適用してい

た場合に、次のいずれかを行うこと 
 

(i) 資本性金融商品に対する投資を IFRS 
第 9 号の 5.7.5 項に従ってその他の包

括利益を通じて公正価値で測定するも

のに指定すること  

(ii) 資本性金融商品に対する投資を IFRS 
第 9 号の 5.7.5 項に従ってその他の包

括利益を通じて公正価値で測定するも

のとした過去の指定を取り消すこと 
 
C12 金融資産を純損益を通じて公正価値で測

定するという過去の指定について、本基準［案］

の適用開始によりその過去の指定の原因となっ

た会計上のミスマッチが解消する場合には、企

業は当該指定を取り消すことが要求される。 
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保険者が、移行時に単純化したアプローチを適用

する際、保険者は、当初認識日現在のリスク調整

を、当初認識日から移行日までの予想されるリス

クの解放の分だけ移行日におけるリスク調整を修

正することによって見積るべきであることを、IASB
は暫定的に決定した。予想されるリスクの解放

は、保険者が移行日において発行している類似の

保険契約（のリスクの解放）を参照して決定すべき

である。 
 
公正価値アプローチ 
IASB は、単純化したアプローチが実務上不可能

な場合、保険者は「公正価値アプローチ」を適用す

るべきであることを暫定的に決定した。公正価値

アプローチは、単純化したアプローチの代替アプ

ローチではなく、単純化したアプローチが実務上不

可能とみなされる状況においてのみ、適用される

アプローチであることに留意するべきである。 
 
公正価値アプローチでは、保険者は、移行日にお

ける契約上のサービス・マージンを、移行日にお

ける保険契約の公正価値と同日現在で測定した

履行キャッシュ・フローの差額として算定しなけれ

ばならない。 
 
純損益における金利費用、および資本に累積した

その他の包括利益の関連する金額の算定に使用

する割引率は、2013 年 ED の C6（c）項および（d）
項にて提案された単純化したアプローチによる方

法を用いて、保険契約の当初認識日における割

引率を見積ることで算定する。 
 
開示要求 
IASB は、表示する各期間のうち、単純化したアプ

ローチまたは公正価値アプローチに従って測定さ

れた契約が存在する期間について、保険者は、単

純化したアプローチを用いて測定した契約、およ

び、公正価値アプローチを用いて測定した契約に

ついて、2013 年 ED の C8 項で提案された情報を

別々に開示すべきであると暫定的に合意した。 
 
2014 年 9 月 23 日開催の IASB 会議におけ
る暫定決定事項 

純損益に金利費用を表示するための簿価利回り

アプローチおよび実効利回りアプローチ 
前回の IASB 会議にて、IASB はスタッフに対し、

純損益に表示する金利費用を算定する際の、簿

価利回りアプローチおよび実効利回りアプローチ

の 2つのアプローチを検討するよう指示した。今回

の会議で、スタッフは、簿価利回りアプローチおよ

び実効利回りアプローチの適用方法について異な

る見解を提示し、それぞれのアプローチをどのよう

に定義すべきか提案した。スタッフはまた、それぞ

れのアプローチの帰結を説明するために、様々な

シナリオを用いた設例を提供した。いずれのアプ

ローチも、財政状態計算書における保険契約負債

の測定に影響を与えることはない。 
 
 
 
 

これらのトピックに関して、IASBによる決定は要求

されなかった。 
 
簿価利回りアプローチ 
簿価利回りアプローチの目的は、基礎となる項目と

保険契約負債との間に経済的ミスマッチがない場

合に、純損益における金利費用の表示と基礎とな

る項目からの金利収益との間の会計上のミスマッ

チを削減することである。 
 
簿価利回りアプローチを適用する際の 4つのステッ

プは以下のとおりである。 

（1） 基礎となる項目を識別する。簿価利回りアプロー

チは、保険者が基礎となる項目を保有し、保険

契約者がこれら基礎となる項目からのリターン

の重要な部分を受取る場合にのみ適用可能

である。 

（2） 基礎となる項目の簿価利回りを算定する。 
簿価利回りは、基礎となる項目の会計上のリ

ターンから導き出される。基礎となる項目は、

その会計処理に従い、取得原価、償却原価ま

たは公正価値で算定されている。 

IASB は、共通の種類毎に基礎となる項目の

簿価利回りを算定するスタッフの分析について

検討し議論した。 

（3） イールド・カーブを作成する。スタッフは、イー

ルド・カーブを作成するための 5 ステップ・アプ

ローチが提示した。 

（4） 保険契約の当初認識時に生じるいかなる差額
も解消するようにイールド・カーブを調整する。
例えば、以下を反映するためにイールド・カー

ブを調整することが挙げられる。 

• 新規の保険契約者からの受取保険料が、

既存の保険契約者の保険金支払いに使用

される。 

• 新規の保険契約者が、既存の保険契約負

債に対応して保有されている基礎となる項

目を「引き継ぐ」。 
 
スタッフは、これらの場合において、簿価利回りは

新規契約の当初認識日ではなく、基礎となる項目

の購入日以降の市場利回りを反映すると述べた。 
 
簿価利回りは表示目的のためのみに用いられる

ものであるが、上記で説明したように簿価利回りア

プローチを適用すると、当初認識時に OCI に一定

の金額を認識する結果となる。スタッフは、当初認

識日において財務諸表に OCI の金額が認識され

ることがないように、当初認識時の簿価利回りを

常に調整することを提案した。 
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スタッフは、簿価利回りアプローチの目的は会計

上のミスマッチを最小化することであり、以下の場

合に適用可能とすることを提案した。 

（a） 基礎となる項目が債券であり、取得原価また

はその他の包括利益を通じて公正価値で測定

される（「FVOCI」）債券については予想信用損

失を簿価利回りに反映させている。 

（b） 基礎となる項目が取得原価で測定される投資

不動産であり、保険契約者は賃貸収益の持分

からのみ便益を受ける。 

（c） 基礎となる項目が債券および上記 b)の投資不

動産以外であって、純損益を通じて公正価値

で測定される（FVTPL）。 
 
スタッフが提案した簿価利回りアプローチは、基礎

となる項目が OCI を通じて公正価値で測定される

資本性金融商品を含む場合、および、取得原価で

測定され、保険契約者がキャピタル・ゲインの持分

を受取る投資不動産を含む場合は認められない。

スタッフは、簿価利回りアプローチが用いられる場

合、これらの状況では会計上のミスマッチが生じる

と説明した。 
 
実効利回りアプローチ 
スタッフは、IASB による検討のために、純損益に

金利費用を表示するための 2 種類の実効利回り

アプローチを提示した。それらは、一定利回り法

（ level yield method ） および予定利回り法

（projected crediting method）である。前者は、以

前 FASB が保険契約プロジェクトにおいて提案し

たものと似ている。この方法において、実効利回り

は、将来キャッシュ・フローの見積りを、報告日に

おいて償却原価ベースで算定された保険契約負

債の帳簿価額まで正確に割り引く単一の利率とし

て当初認識時に決定され、投資リターンの見積り

の変動による保険契約者へ支払い見込額の変動

に応じて改定される。 
 
スタッフは、もう一つの実効利回りアプローチであ

る予定利回り法を IASB に提案した。この方法は、

一定利回り法よりも金利費用を密接に投資収益に

対応させ、それにより、より効果的に会計上のミス

マッチを削減する。 
 
この方法において、使用される割引率は、保険者

が保険契約者キャッシュ・フローの算定の際に使

用することを意図する利率であり、保険契約者が

基礎となる項目からのリターンを共有することか

ら、保険契約者への分配額を反映するものでなけ

ればならない。 

有配当契約に対する OCI の使用 
IASB は、無配当契約に関して決定したのと同様

に、有配当契約に関して保険者が割引率の変動

の影響を純損益または OCI のいずれかに表示す

ることを、ポートフォリオ単位での会計方針の選択

とすべきかどうかについても議論した。 
 
以下の表は、簿価利回りアプローチが、実効利回り

アプローチに適格である有配当契約と比較して、よ

り狭い範囲の有配当契約に適用可能であることを

表している。しかしながら、簿価利回りアプローチに

も実効利回りアプローチにも適格でない他の有配

当契約も存在する。これらは、「基礎となる項目か

らのリターンのほとんどすべて」を保険契約者に移

転するという要件を充足しない契約である。 
 
セクター3：簿価利回りアプローチに適格である有

配当契約 
IASB は、6 月 17 日開催の会議で、純損益に金利

費用を表示するための簿価利回りアプローチを有

配当契約に適用可能である範囲を制限することを

暫定的に決定した（詳細は、「6 月 17 日開催の

IASB 会議における暫定決定事項」のセクションを参

照）。それに加えて、スタッフは、会計上のミスマッチ

が削減される場合にのみ、簿価利回りアプローチ

の使用を認めることを IASB に提案した。 
 
簿価利回りアプローチを使用することで保険契約

と基礎となる項目との間の会計上のミスマッチが

生じるまたは増大する場合には、保険者は実効利

回りアプローチを使用する。 
 
純損益の金利費用を算定するための簿価利回り

アプローチは必要か 
IASB は、保険者が有配当契約に関して割引率の

変動の影響を OCI に表示する場合、保険者に簿

価利回りアプローチの使用を認めないことで、純

損益に金利費用を表示するための簿価利回りア

プローチの使用をさらに制限するというスタッフの

提案についての見解も議論した。 
 
セクター2：実効利回りアプローチに適格な有配当

契約 
スタッフは、純損益に金利費用を表示するための

実効利回りアプローチは、基礎となる項目に対応

して変動するキャッシュ・フローが契約期間にわた

り保険契約者が受取る給付全体の重要な部分であ

る場合に、有配当契約に対して適用可能とすること

を提案した。しかしながら、簿価利回りアプローチに

適格な有配当契約と異なり、保険者は基礎となる

項目を保有する必要がない。 
 
 

簿価利回りアプローチおよび実効利回りアプローチの適用範囲 
 
 
 
 
 

出典：IASB の 2014 年 9 月開催の会議のアジェンダ・ペーパー2C 

3. 簿価利回りアプローチ 
に適格な契約           2. 実効利回りアプローチ 

                に適格な契約 1. その他の有配当契約 



 

20 
 

IFRS Project Insights Insurance Contract 

セクター1：簿価利回りアプローチにも実効利回り

アプローチにも適格でない有配当契約 
簿価利回りアプローチおよび実効利回りアプロー

チのいずれの要件も充足しない契約に関して、保

険者は、純損益に金利費用を表示するために無

配当契約に適用される一般モデルを適用すること

となり、保険契約の開始時点でロックインされた割

引率を用いることが要求される（詳細は、「3 月 18
日開催の IASB 会議における暫定決定事項」の

「割引率の変動の影響を表示するための OCI の

使用」のセクションを参照）。 
 
保険料配分アプローチ（「PAA」）：収益認識パターン 
IASBは、5月21日開催の会議で、無配当契約に関

して、ビルディング・ブロック・アプローチ（「BBA」）を
使用する場合の契約上のサービス・マージン

（「CSM」）の配分パターンについての追加的なガ

イダンスを提供することを暫定的に決定した（詳細

は、「5 月 21 日開催の IASB 会議における暫定決

定事項」のセクションを参照）。この会議において、

IASBは、PAAについても同様のガイダンスを提供

すべきかどうかを議論した。 
 
PAA では、当期に係る保険契約収益は、予想受

取保険料のうち当期に配分された金額として測定

される。 
 
IASB は、PAA では、保険者は時の経過および予

想有効契約数に基づき保険契約収益を純損益に

認識すべきことを明確化することを暫定的に決定

した。（BBAを単純化したものである）PAAでは、リ

スクの解放額は、保険カバー期間にわたって定額

であると推定される。 
 
しかしながら、IASB は、リスク解放の予想パターン

が時の経過と著しく異なる場合には、発生保険金

および給付金の予想時期に基づいて保険契約収

益を純損益に認識することも暫定的に決定した。 
 
これに当てはまるのは、例えば、ハリケーンから生

じる損害をカバーする巨大災害保険であろう。損

害発生リスクはハリケーンの季節中はそれ以外の

季節より大きく、リスクの相違は、その近似値とし

て発生保険金の予想時期を用いることで、収益配

分において捕捉することとなる。 
 
保険料配分アプローチにおける金利費用の算定 
PAA では、発生保険金に係る負債は BBA に基づ

く方法と同様の方法で測定され、保険者は現在の

割引率カーブを用いて負債を割引くことが要求さ

れる。 
 
IASB は、3 月 18 日開催の会議で、BBA を用いて

会計処理される無配当契約に関して、保険者が割

引率の変動の影響をポートフォリオ単位で純損益

またはOCIのいずれかに表示することを会計方針

として選択することを暫定的に決定した。 
 
 
 
 

この会議で IASBは、PAAの下で保険者が割引率

の変動の影響を OCI に表示する場合、発生保険

金に係る負債の金利費用の算定に使用する割引

率は、保険金が発生した日にロックインした利率と

すべきことを暫定的に決定した。この要求事項は

また、PAA に基づきカバー期間に認識された不利

な負債に対しても適用される。不利な契約のポー

トフォリオの場合に使用する割引率は、不利な負

債が識別された日の利率となる。 
 
2014 年 7 月 22 日開催の IASB 会議におけ
る暫定決定事項 

有配当契約についての OCI の仕組み 
IASB は、有配当契約の発行者が貨幣の時間価

値の影響を純損益と OCI とに分離する会計方針

を選択した場合の、金利費用の表示の決定に対

する代替的アプローチについての見解を議論し

た。IASB は、IFRS 第 9 号において変動金利の負

債性金融商品に用いる実効金利法と類似したアプ

ローチを検討した。また、そのようなアプローチの

無配当契約への適用可能性を検討するようスタッ

フに指示するかどうかについても検討した。 
 
IASB は、スタッフに金利費用の算定のための以

下のアプローチを検討することを支持することを示

した。それは、（a）基礎となる項目に対応して変動

するキャッシュ・フローが契約期間にわたって保険

契約者への給付全体の中で重要な部分である場

合に、純損益における金利費用の表示に使用す

る割引率を契約の中のすべてのキャッシュ・フロー

について改定するアプローチ、および、（b）実効金

利法と類似したアプローチである。しかしながら、

IASB は、そのようなアプローチの無配当契約に対

する適用可能性については、IASB が有配当契約

に対するアプローチを決定した後に検討するとい

う見解を示した。 
 
CSM の利息の発生計上および CSM をアンロック

するキャッシュ・フローの現在価値の計算に使用

する利率 
IASB は、CSM の利息の発生計上および CSM を

アンロックする期待キャッシュ・フローの現在価値の

変動を計算する際に、契約の開始時にロックインし

た利率を使用すべきであると暫定的に決定した。 
  
会計方針の変更 
IASB は、3 月 18 日開催の会議で、ポートフォリオ

単位で割引率の変動の影響の表示についての会

計方針を選択することを暫定決定した。この会計

方針は、当該変動をすべて純損益で表示するか、

または一部を純損益に他の部分をその他の包括

利益に表示するかについて決定する。IASB は、7
月 22 日開催の会議において、保険者は割引率の

変動の影響の表示に関する会計方針の変更に

IAS 第 8 号「会計方針、会計上の見積りの変更お

よび誤謬」を適用すべきこと、およびこの特定の会

計方針を選択する際に IAS 第 8 号の要求事項を

補完するための追加的なガイダンスは提供しない

ことを暫定決定した。 
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2014 年 6 月 17 日開催の IASB 会議におけ
る暫定決定事項 

観察可能なデータが欠如している場合の割引率

の算定 
 

IASB は、保険契約におけるキャッシュ・フローの

調整に使用する割引率に関する 2013 年 ED の提

案を暫定的に確認し、観察可能なデータが欠如し

ている場合に、どのように当該原則を適用すべき

かについて明確化した。 
 
したがって、IASB は、保険契約の測定において貨

幣の時間価値を反映するために使用する割引率

の算定の際、保険者は以下について判断を用い

るべきであることを決定した。 

（a） 観察された取引と測定対象である保険契約の

相違に対応するために、観察可能なインプット

に対して適切な調整を行うことを確保する。 

（b） 観察可能でないインプットは、その状況におい

て入手可能な最善の情報を用いて設定しなけ

ればならないが、市場参加者が当該インプット

をどのように評価するのかを反映するという目

的に依然として合致する方法で行う。したがっ

て、観察可能でないインプットは、利用可能で関

連性のある市場データと矛盾してはならない。 
 

再保険に係る利得の非対称な取扱い 
2013 年 ED は、履行キャッシュ・フローとカバー期

間前のキャッシュ・フローがゼロを超過している、

すなわち、不利であると考えられる契約において、

保険者が当該超過額を直ちに純損益に認識する

ことを要求している。しかしながら、対応する再保

険による補填は、CSMを調整し、CSMが将来の期

間にわたって配分される際に純損益に認識されるこ

ととなる。基礎となる契約に対する再保険契約によ

る補填の非対称な取扱いは、会計上のミスマッチを

生じさせる可能性がある。 
 
IASB は、保険者が（純損益に直ちに認識される）元

受契約に係るキャッシュ・フローの見積りの変更の

結果生じる、再保険契約に係るキャッシュ・フローの

見積りの変更を、純損益に認識すべきであると暫

定的に決定した。この暫定決定により、不利なポー

トフォリオの損失を純損益を通じて認識するのと同

時に、不利なポートフォリオを補填する購入した再

保険契約からの便益の認識を認めることとなる。 
 
この暫定決定は、保有する再保険契約を会計処

理する際に適用するのが、一般会計モデルなの

か保険料配分アプローチなのかに関係なく、これ

らの再保険契約に適用される。 
 
集約のレベル 
IASB は、保険契約基準案の目的は個々の保険

契約の測定に関する原則を提供することである

が、当該基準を適用する際に、保険者は、この目

的を満たす場合保険契約を集約することが可能で

あることを明確化することに暫定的に合意した。 
 
IASBは、2013年EDの付録A「用語の定義」に含

まれる保険契約のポートフォリオの定義を修正す

ることに暫定的に合意した。保険契約のポートフォ

リオの修正後の定義は以下となる。 
 
「同様のリスクに対するカバーを提供し、単一のプー

ルとして一括して管理されている保険契約」 
 
この定義の新たなバージョンでは、「引き受けるリ

スクに対して同様に価格付けが行われている」保

険契約のみを含むポートフォリオという要求事項

が削除された。この削除により、ポートフォリオは

追加型（open-ended）であり、保険者が引き受け

るリスクに対する価格を変更した場合でも締め切

る必要がないことが明確化された。 
 
また IASB は、当初認識時に CSM または損失を

算定する際、保険者は不利な契約を利益が生じて

いる契約と組み合わせてはならないと明示するこ

とについて暫定的に合意した（例えば、過去に販

売された利益率のより高い契約で、同じポートフォ

リオの一部である契約）。保険者は、ある契約が

当初認識時に不利であるかどうかを決定するため

に、事実および状況を検討しなければならない。 
 
 
 
 

2013年EDのB70項（a）は、以下を定めている。 
「・・・場合によっては、企業は保険契約に係る
イールド・カーブの決定を、企業が保有してい
る実際の資産ポートフォリオまたは参照資産
ポートフォリオのいずれかについての現在の
市場利回りを出発点として反映するイールド・
カーブに基づいて行う。ポートフォリオに係る
利回りには、信用リスクと流動性リスクに係る
市場リスク・プレミアムが含まれる。「トップダ
ウン」アプローチでは、企業は次のことを行う。 

 
（i） 資産ポートフォリオに適用する観察可能

な利回りから、保険契約に関連性のない
要因の見積りを除外する。そうした要因に
は、出発点として使用しているポートフォ
リオに含まれている資産についての市場
リスク・プレミアムが含まれる。 

 
（ii） ポートフォリオの中の資産のキャッシュ・フ

ローの時期と保険契約のキャッシュ・フ
ローの時期との相違について調整す
る。これは、資産のデュレーションが負債
のデュレーションと一致することを確保す
るものである。 
 

（iii） 21 項に従って、企業自身の不履行リスク
は含めない。 
 

保険契約の流動性特性とポートフォリオの中
の資産の流動性特性との間に差異が残ってい
る場合もあるが、トップダウン・アプローチを適
用する企業は、それらの差異を除去するため
の修正を行う必要はない。」 
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IASB は、事後測定時の CSM を算定する目的で

保険契約を組み合わせる際の原則を説明する例

示を盛り込むことで、保険契約のポートフォリオの

定義の適用に関する追加的なガイダンスを提供す

ることを暫定的に決定した。 
 
最後に、IASBは、IAS第8号「会計方針、会計上の

見積りの変更および誤謬」に従い、保険者は、契約

が含まれているポートフォリオ、および各ポートフォ

リオの保険契約から生じる負債の裏付けとして保

有されている資産の会計処理方法を考慮して、類

似の契約に対して一貫して会計方針を選択し適用

すべきであることを暫定的に決定した。会計上のミ

スマッチの除去または大幅な低減について慎重に

検討の上、IAS 第 8 号に基づく個々のポートフォリ

オ単位での会計方針の選択肢として、その他の包

括利益（OCI）を通じて保険負債の貨幣の時間価

値の会計処理を選択することを IASB が暫定決定

したことにより、保険負債に対応する資産への参

照が必須となった。 
 
有配当契約の会計処理 
2014 年 5 月に開催された教育セッションにおい

て、IASB は（基礎となる項目の識別に依拠する会

計処理を生じさせることとなる）有配当契約に対す

る 2 つの適用案を議論した。これらの適用案とは、

基礎となる項目の保険者持分に係るCSMを通じた

会計処理、および純損益で貨幣の時間価値を表示

するための簿価利回りアプローチの使用である。 
 
基礎となる項目の保険者持分に係る CSM を通じ

た会計処理 
IASB は、基礎となる項目の保険者持分が、黙示

的に資産管理手数料を表していることに基づい

て、基礎となる項目の保険者持分を調整すべきと

いう、新基準書における保険者に対する要求事項

の導入を将来の会議で検討することに暫定的に合

意した。黙示的な管理手数料は、以下のすべてに

該当する場合にのみ存在すると考えるべきである。 

• 保険契約者に渡されるリターンが、保険者が基

礎となる項目を保有することを要求されている

かどうかに関わらず、保険者が保有する基礎と

なる項目から生じる。 

• 保険者が保持しなければならない最低金額が

ある。 

• 保険契約者が基礎となる項目からのリターン全

体の重要な持分を受取る。 
 
純損益で貨幣の時間価値を表示するための簿価

利回りアプローチ 
IASBは、簿価利回りアプローチが、貨幣の時間価

値（例えば、割引の巻戻し効果（ the effect of 
unwinding the discount））を一部は純損益に、残

りの部分はOCIに表示して認識する際に用いる割

引率の決定に関連していることから、簿価利回り

アプローチの仕組みについて議論した。 
 
 
 

このアプローチでは、簿価利回りカーブは以下に

基づいて各報告期間の末日に算定される。 

（a） 報告日時点で保有している基礎となる項目、

およびそれら基礎となる項目の売却または認

識の中止が予想される期間までの会計処理 

（b） これらの項目が売却または認識が中止された

後の期間に関しては、報告期間の末日におけ

る市場の情報に基づく将来における再投資の

仮定 
 
簿価利回りアプローチを適用するのが適切な場合 
IASB は将来の会議にて、保険者が純損益に表示

する金利費用を算定するために簿価利回りアプロー

チを適用することを要求することを検討することを

暫定的に合意した。簿価利回りアプローチは、以

下の要件がともに充足される場合にのみ適用され

るべきである。 

（a） 保険契約者に渡されるリターンは、保険者が

基礎となる項目を保有することを要求されてい

るか否かまたは企業が保険契約者への支払

いに対して裁量権を有しているか否かに関係

なく、保険者が保有する基礎となる項目から生

じる。 

（b） 保険契約者が基礎となる項目からのリターン

全体に対する重要な持分を受取る。 
 
2014 年 5 月 21 日開催の IASB 会議におけ
る暫定決定事項 

契約上のサービス・マージンの配分のパターン 
 

 
IASB は、残存する CSM を、保険サービスの提供

を反映する規則的な方法で純損益に認識するべ

きであるという 2013 年 ED における IASB の提案

を暫定的に確認した。 
 
IASB は、無配当契約の CSM に係る適切な配分

のパターンに関する追加的なガイダンスを提供す

ることに暫定的に合意した。IASB は、無配当契約

について、CSM が表すサービスとは、時の経過を

基礎として提供される保険契約カバーであり、有

効な契約の予想件数を反映することに暫定的に

合意した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013年EDの32項は「企業は、残存する契約
上のサービス・マージンをカバー期間にわたり
純損益に認識しなければならない。これは、契
約に基づき提供されるサービスの残りの移転
を最も適切に反映する規則的な方法で行う。」
と定めている。 
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固定料金のサービス契約 
 

IASB は、企業が 2013 年 ED の 7 項（e）に定めら

れたすべての要件を充足する固定料金のサービ

ス契約に対し、IFRS 第 15 号を適用することを認

めるが要求しないことを暫定的に決定した。 
 
重要な保険リスク 
 

 
IASB は、2013 年 ED の B19 項に定められたガイ

ダンスについて、重要な保険リスクは、保険者が

現在価値ベースで損失を被る可能性がある場合

にのみ発生することを明確化することを暫定的に

決定した。 
 
ポートフォリオ移転または企業結合を通じて取得

した保険契約 
 

 
 
 
 
 
 
 

IASB は、2013 年 ED の 43 項から 45 項の要求

事項を修正し、ポートフォリオ移転または企業結合

を通じて取得した保険契約は、あたかもポートフォ

リオ移転または企業結合の日に企業によって発行

されたかのように会計処理すべきであることを明

確化することを暫定的に決定した。 
 
2014 年 4 月 25 日開催の IASB 会議におけ
る暫定決定事項 

 
保険収益および費用の表示 
IASB は、一般的に理解されている収益の考え方

と整合しない情報である場合、企業が包括利益計

算書に保険料の情報を表示することを禁止するこ

とを暫定的に決定した。 
 
IASB はまた、2013 年 ED で提案されたとおり、企

業が包括利益計算書にて保険契約収益を表示す

ることを要求することを暫定的に決定した。 
 
IASB は、ボリューム情報（volume information）に
関して要求される開示についての提案を暫定的に

確認した。それらの提案とは、以下のものである。 

• 保険契約資産または負債の内訳項目を区別し

て期首残高と期末残高を調整する調整表 

• 当期に受取った保険料から当期の保険契約収

益への調整表 

• 当期に認識した保険契約収益を算出する際に

用いたインプット 

• 当期に当初認識した保険契約が、財政状態計

算書に認識される金額に与える影響 

  

サービスを提供することを主要な目的とし、

2013 年 ED の 7 項（e）に規定されるすべての

要件を充足する固定料金のサービス契約は、

保険基準案の要求事項の範囲から除外され、

IFRS 第 15 号「顧客との契約から生じる収益」
に基づいて会計処理される。 

 
2013 年 ED の 7 項（e）は、以下の条件を規定

している。 
 
「...(i) 企業が個々の顧客に関連したリスクの
評価を当該顧客との契約の価格の設定に反
映していないこと 

 
(ii) 当該契約が顧客への補償を現金支払で
はなくサービスの提供により行うこと 

 
(iii) 契約により移転される保険リスクが主とし
て顧客によるサービスの利用から生じること」 

2013年EDのB19項は「商業実態のあるシナ
リオの中に、発行者が支払う正味キャッシュ・
アウトフローの現在価値が保険料の現在価値
を上回るものがない場合には、契約は保険リ
スクを移転しない。」と定めている。 

2013 年 ED の 43 項から 45 項は、ポートフォ

リオ移転または企業結合を通じて取得した保

険契約の会計処理について定めている。 
 
2013 年 ED の他の要求事項も、2013 年 ED
の 46 項に定められているとおり、ポートフォリ

オ移転または企業結合を通じて取得した保険

契約に適用される。 

保険契約収益は、将来カバーに関連するキャッ

シュ・フローのリスク調整の変動、CSM の解

放額、および当期に予想される保険金請求お

よび給付金の合計として算出される。当該収

益は、保険契約カバーおよび他のサービスを

提供するという義務の履行の進捗を反映し、

カバー期間にわたり認識される。 
 
区別できるとみなされず、したがって保険契約

からアンバンドルされない投資要素は分解され、

保険収益および費用の金額から除外される。 
 
区別できない預り金要素を分解した後の、当

期発生した実際の保険金請求、給付金および

費用は、保険費用の項目に表示される。 
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コメント募集の対象外とされていた論点に関する

プロジェクト計画 
IASB は、将来の会議にて、コメント・レターで提起

された以下のコメント募集の対象外とされていた

論点を検討することを暫定的に決定した。 

• 固定料金のサービス契約 

• 重要な保険リスクのガイダンス 

• ポートフォリオの定義および会計単位 

• 長期契約の割引率および観察可能でない市場

データ 

• 再保険契約の非対称な取扱い 

• ポートフォリオ移転または企業結合を通じて取

得した契約の認識 

• 契約上のサービス・マージンの配分のパターン 
 
IASBは、上記に挙げた論点以外の、コメント・レター

で提起された他のコメント募集の対象外とされてい

た論点については検討しないことを暫定的に決定

した。 
 
2014 年 3 月 18 日開催の IASB 会議におけ
る暫定決定事項 

CSM のアンロック 
IASB は、CSM が負の値とならないことを条件に、

開始後 CSM を将来のカバーおよび／または将来

のサービスに関連するキャッシュ・フローの現在価

値の現在と従前の見積りの差額に関して調整す

べきであるという、2013 年 ED の提案を暫定的に

確認した。 
 
IASB はまた、将来のカバーおよび他の将来のサー

ビスに関連しないキャッシュ・フロー（例えば、発生

保険金の見積りの変更）の現在価値の現在と従

前の見積りの差額は、直ちに純損益に認識される

べきであるという2013年EDの提案を暫定的に確

認した。 
 
以前に認識した損失の取扱い 
IASB は、保険契約のポートフォリオが不利と考え

られていた（すなわち、確率加重したキャッシュ・ア

ウトフローの現在価値にリスク調整を加えたもの

がキャッシュ・インフローを超過する）ため、以前に

損失を純損益に認識した後に生じる、将来キャッ

シュ・フローの現在価値の見積りの有利な変動

は、将来におけるカバーや他のサービスに関連す

る損失を戻し入れる範囲で、純損益に認識すべき

であることを暫定的に決定した。これまで純損益に

認識された損失を超過するキャッシュ・フローの見

積りの有利な変動は、保険ポートフォリオ負債

（the insurance portfolio liability）の CSM の構成

要素を再構築することとなる。 
 
 
 
 
 

リスク調整の変動に係る CSM のアンロック 
IASB は、CSM が負の値とならないことを条件に、

将来期間のカバーおよび他のサービスに関連す

るリスク調整の現在と従前の見積りの差異は、

CSM を調整すべきであることを暫定的に決定し

た。したがって、当期以前に提供されたカバーおよ

びサービスに関連するリスク調整の変動は、純損

益に認識しなければならない。 
 
割引率の変動の影響を表示するためのOCIの使用 
IASB は、ポートフォリオ単位での会計方針の選択

肢として、割引率の変動の影響を純損益または

OCI に表示するというオプションを保険者に提供

することを暫定的に決定した。 
 
IASB スタッフは、保険者が類似のポートフォリオ

のグループに同じ会計方針を一貫して適用するこ

とを確保するガイダンスを開発すること、および

IAS 第 8 号「会計方針、会計上の見積りの変更お

よび誤謬」に基づき、保険者が会計方針の事後的

な変更を行うことができる場合に関するガイダンス

を開発することを要請されていた。 
 
IASBは、保険者が割引率の変動の影響をOCIに
表示することを選択した場合、保険者は以下を認

識すべきであると暫定的に決定した。 

• 純損益において、契約の当初認識時に適用し

た割引率（「ロックイン割引率」）を用いて算定し

た金利費用 

• その他の包括利益において、報告日に適用し

た割引率を用いて測定した保険契約の帳簿価

額とロックイン割引率を用いて測定した保険契

約の帳簿価額との差額 
 
これらの決定は、「保険契約から生じるキャッシュ・

フローの金額、時期、または不確実性が、全体的

または部分的に基礎となる項目からのリターンに

依拠している」場合以外の保険契約に関して暫定

的に下されたものである。これらの契約はしばしば

有配当契約と呼ばれる。 
 
IASB は、将来の会議において有配当契約に関す

る再審議が完了した際、当該決定を再検討する予

定である。 
 
開示―OCI による解決策 
IASB は、利用者が金利費用および割引率の変動

がどのように認識されているのかを理解するため

に、追加的な開示が必要と考えられると暫定的に

決定した。 
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追加的な開示は、以下の金額に分解された包括

利益合計額に含まれる金利費用の合計額につい

ての分析を開示することを保険者に要求すること

となる。 

• 現在の割引率を用いて算定した金利の発生金額 

• 当期の割引率の変動の保険負債への影響 

• ロックイン割引率と現在の割引率のそれぞれを

用いて測定した報告期間のCSMを調整する期

待キャッシュ・フローの変動の現在価値の差額 
 
IASB は、割引率の変動の影響を OCI に表示する

保険契約のポートフォリオに関する追加的な開示

を行うよう保険者に要求することを暫定的に決定

した。包括利益合計額に含まれる金利費用の合

計額の分析は、最低限以下に分解される。 

• 当期の純損益で報告されるロックイン割引率で

の金利の発生金額 

• 当期の OCI の変動 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

欧州CFOフォーラムによる代替

モデル案：有配当契約に係る会

計処理 
 
代替モデルの主要な原則 

有配当契約に係る代替的会計モデルは、以下に

列挙された特定の原則を用いて開発された。 
 
1. すべてのタイプの有配当契約に適用可能な会

計モデル 
代替的会計モデルは、「ミラーリング」アプローチと

比べて適用範囲がより広い。これは、本モデルが有

配当契約の一部だけでなく、すべての有配当契約に

対して適用されるよう設計されているからである。 
それに対して、2013 年ED で提案された「ミラーリン

グ」アプローチは、保険者が保険契約者に支払う

べき給付金のレベルに影響する基礎となる項目を

（契約上または法定の義務により）保有することを

要求しており、この基礎となる項目からのリターン

に対する連動が契約条件の一部である有配当契

約にのみ適用される。 
 
2. すべての保険契約に単一の測定基礎 
代替的会計モデルは、無配当契約に係る一般的

なビルディング・ブロック・アプローチに従うこととな

り、しがたって「ミラーリング」アプローチで要求され

るキャッシュ・フローを分離するという要求事項は

削除されている。また、オプションおよび保証は、

（例えば、3 つ目の原則で説明されているとおり、

CSM のアンロックに関連する限りにおいて）契約

の他の要素と類似した方法で取り扱われることと

なる。 
 
3. 契約上のサービス・マージンの完全なアンロック 
有配当契約に関して、契約上のサービス・マージン

（「CSM」）は、財務上および非財務上の仮定の変

動に関してアンロックされる。したがって、予想され

る再投資を含む基礎となる項目からのリターンの

保険契約者持分についての、保険契約者への予

測される将来の配分の見積りの変動の影響を含

むこととなる。 
 
有配当契約に関して完全なCSMのアンロックを認

めることは、当初認識時および事後測定時の両方

の CSM の測定に整合性をもたらすこととなる。 
 
CSM は、負の値になり得ない。CSM を超過する

金融および非金融の仮定の変更は、直ちに純損

益に認識されることとなる。 
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4. サービスの提供に従った契約の履行に基づく

収益の認識 
2013 年 ED の提案と一貫して、CSM は、保険契

約に基づき提供されるサービスの残りの移転を最

も適切に反映する規則的な方法で、カバー期間に

わたって純損益に認識される。有配当契約に関し

て、保険者により保険契約者に提供されるサービ

スには、保険カバーの提供、契約の管理、および

基礎となる項目の管理に関するサービスの提供

が含まれる。 
 
代替的モデルに基づく CSM の解放パターンの算

定の際は、原則主義のアプローチに従うこととな

る。保険者は、提供されるサービスのパターンを最

も適切に反映する CSM の解放額の決定要因を、

契約の開始時点で決定する必要がある。しかしな

がら、どの決定要因が基礎として用いられるかに

関わらず、CSM は保険契約の契約期間の最後に

完全に純損益に解放されることが要求される。 
 
5. 金利費用を純損益に表示するために用いる割

引率を、純損益で計上される保険契約負債に対

応する資産の投資リターンと整合的に決定 
当期簿価利回りアプローチ算定のステップ： 

• ポートフォリオに対応する基礎となる資産を識

別する 

• これらの基礎となる項目に関する会計上のリターン

または簿価利回りの基礎を決定する 

• 有配当契約の予測されるキャッシュ・フローの

期間をカバーする各報告日における簿価利回

りに基づくイールド・カーブを作成する 

• 保険負債とこれらの負債に対応する資産との

デュレーションのミスマッチに対応する予想され

る再投資を織り込むようにイールド・カーブを調

整する 
 
6. FVOCI および FVTPL いずれの適用も会計方

針の選択肢として利用可能 
これは、IASB が 2014 年 3 月 18 日の会議で暫定

的に決定した、割引率の変動の影響を表示する際

に、無配当契約に関して提供された会計方針の選

択肢と整合的である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2013 年 ED の概要 
 
定義および範囲 

保険契約は、「一方の当事者（発行者）が、他方の

当事者（保険契約者）から、所定の不確実な将来

事象が保険契約者に不利な影響を与えた場合に

保険契約者に補償することに同意することにより、

重要な保険リスクを引き受ける契約」と定義されて

いる。 
 
企業は本基準を、発行する保険契約、保有する再

保険契約、および発行する裁量権のある有配当

性を有する投資契約（企業が保険契約も発行する

場合）に適用する。 
 
以下の契約は 2013 年ED の対象外とされている。 

• 製造業者、販売業者または小売業者が直接発

行する製品保証 

• 従業員給付制度に基づく事業主の資産および

負債ならびに確定給付退職制度が報告する退

職給付債務 

• 契約上の権利または契約上の義務のうち、非

金融項目の将来の使用または使用権を条件と

するもの 

• 借手または貸手が提供するリースに組み込ま

れた残価保証、および、製造業者、販売業者ま

たは小売業者が提供する残価保証 

• 特定の条件を満たす固定料金のサービス契約 

• 保険者が明示的に保険契約とみなしていない

金融保証契約 

• 企業結合で支払うかまたは受け取る条件付対価 

• 企業が保険契約者である保険契約、ただし、当

該契約が再保険契約である場合を除く 
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アンバンドリング 
認識および測定に関して、保険契約の構成要素

は、当該契約の他の構成要素から独立して機能

する場合、アンバンドルされるべきである。ある構

成要素は、保険契約の他の構成要素と相互に著

しく依存していない場合、独立して機能している。

保険者は、契約で特定された保険カバーに密接に

関連しない、以下の契約の構成要素をアンバンド

ルしなければならない。 

• 投資要素―同等の条件を有する契約が、同一の

市場または法域で、保険者または他の企業によっ

て、販売されている、または販売できる場合 

• 組込デリバティブ―既存の分離ガイダンスに基

づき分離される場合 

• 財またはサービスを提供する履行義務―保険

者または他の企業が通常、同一の市場または

法域で当該財またはサービスを別個に販売し

ている場合、または保険契約者が当該財また

はサービスから、それ単独でまたは保険契約

者が容易に利用可能な他の資源と一緒にし

て、便益を受けることができる場合 
 
認識 
保険者は、以下のうち最も早い日から、保険契約

を認識する。 

（a） カバー期間の開始時 

（b） 保険契約者からの最初の支払の期限が到来

した日 

（c） 当該契約が属することとなる保険契約ポートフォ

リオが不利となった日（該当がある場合） 
 
測定 
保険者は、ビルディング・ブロック・アプローチ

（「BBA」）に従って保険契約を測定し、保険負債は

すべて現在の見積りに基づく明示的な構成要素に

より報告されることとなる。BAA の要素となるビル

ディング・ブロックには以下が含まれる。 

• 貨幣の時間価値に関して割り引いたキャッシュ・

フローの偏りのない確率加重した見積り 

• 将来キャッシュ・フローの金額および時期に関

する不確実性の影響を測定するリスク調整 

• 契約における未稼得の利益を表し、保険者が

契約に基づく義務を履行するにつれて収益を

通じて解放される CSM 
 
保険契約のカバー期間が 12 ヶ月より短い場合、ま

たはカバー期間が 12 ヶ月を超える場合にはキャッ

シュ・フローの重要な変動可能性がないことについ

て一定のテストをパスする場合、当該保険契約の

保険金請求発生前の負債に関して、保険者は、保

険料配分アプローチ（「PAA」）を用いることで BBA
の合理的な近似がもたらされることを条件に、

BBA の代理数値として PAA を用いることが認めら

れている。 
 

キャッシュ・フローの見積り 
保険契約のポートフォリオの測定は、契約ポートフォ

リオの履行に直接関連するすべてのキャッシュ・フ

ローの、現在の、偏りのない、確率加重された現

在価値を含むべきである。キャッシュ・フローの見

積りは、割引率およびリスク調整とは明示的に区

別しなければならない。関連する市場変数の見積り

が観察可能な市場価格と矛盾しない場合（例えば、

資産に関連する保険給付金のキャッシュ・フローの

算定に用いられる資産の市場価格）、当該金額は

キャッシュ・フローおよび確率についての保険者自

身の見積りに基づく。加えて、見積りは、全ての利

用可能な情報を反映し、ポートフォリオ内の各契

約の境界線内のすべてのキャッシュ・フローに関

連していなければならない。 
 
保険者は、契約を履行するのに必要なコストのうち、

契約に直接関連するすべてのコスト（直接コスト）、お

よび契約または契約活動に関連するコスト（間接コス

ト）の規則的な配分額を含めるべきである。 
 
割引率 
割引率は、保険契約負債のキャッシュ・フローの特

性、例えば、時期、通貨および流動性を反映し、ま

た、保険契約負債に関連性のない要因、例えば、

保険者自身の信用リスクを除外すべきである。 
 
割引率算出のためのアプローチ 
割引率を算出する際の以下の 2 つのアプローチが

2013年EDの適用ガイダンスの中で提供されている。 

（a） トップダウン・アプローチ―適切なイールド・カー

ブは、現在の市場情報に基づき算定され、ま

た、保険者が保有する実際の資産を反映する

こと、または、観察可能な市場価格に影響する

が保険契約のキャッシュ・フローに関連性のな

い影響または要因に関して調整後の参照資産

ポートフォリオに基づくことが可能である。これ

らには、例えば、（i）参照資産ポートフォリオの

キャッシュ・フローと負債のキャッシュ・フローと

のデュレーション・ミスマッチ、（ii）市場リスク・

プレミアム、および（iii）信用リスクが含まれる。 

（b） ボトムアップ・アプローチ―割引率は、保険契

約の流動性特性に関して調整後のリスクフリー

のイールド・カーブとして算定される。 
 
契約上のサービス・マージン 
当初認識時において、CSM は履行キャッシュ・フロー

およびカバー期間前のキャッシュ・フローの合計額

と同額かつ反対方向の金額として算出される。 
 
事後において、CSM は、保険契約に基づいて提

供されるサービスの残りの移転を最も適切に反

映する規則的な方法で、カバー期間にわたり純

損益を通じて認識され、CSMが負の値とならない

ことを条件に、将来のカバーおよび／または将来

のサービスに関連するキャッシュ・フローの現在

価値の当期および前期の見積りの差異に関して

調整される。 
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新契約費 
直課可能な新契約費は保険契約のキャッシュ・フ

ローの一部を形成し、その帰属（attribution）は、

個々の契約レベルではなくポートフォリオ単位で行

われる。 
 
契約において基礎となる項目との連動を定める契

約から生じるキャッシュ・フローの測定および表示 
例えば有配当契約といった、契約において基礎と

なる項目との連動を定める契約に関して、保険者

は、契約の境界線内のキャッシュ・フローを分解し、

キャッシュ・フローの性質によって、2013 年 ED に

定められた会計処理を適用しなければならない。 
 
基礎となる項目に直接対応して変動する契約上の

キャッシュ・フローについては、資産の帳簿価額を

参照して測定し、表示する。 
 
基礎となる項目に間接的に対応して変動する契約

上のキャッシュ・フローについては、一般的な BBA
に基づき測定し、現在の割引率で割り引く。金利に

関連した変動は、常に純損益に認識される。契約

上のキャッシュ・フローのうちこの部分に関連する

将来キャッシュ・フローの変動は、CSM をアンロッ

クせず、常に純損益に認識される。 
 
基礎となる項目に対応して変動しない契約上の

キャッシュ・フローについては、CSMをアンロックす

ることを含め、一般的な BBA に基づき測定される。 
 
無配当契約における資産依存のキャッシュ・フロー 
キャッシュ・フローが基礎となる項目からのリターン

に直接対応して変動するが、保険者が基礎となる

項目を保有することを契約上要求しない保険契約

に関して、保険者は契約上のキャッシュ・フローを

分解することを要求されない。代わりに保険者は、

契約全体を BBA に基づき会計処理することを要

求される。使用される割引率は、基礎となる項目

のリターンに対するキャッシュ・フローの依存関係

を反映すべきである。保険者は、予想の更新に基

づき基礎となる項目のリターンの変動が契約から

生じるキャッシュ・フローの金額に影響を与える場

合、割引率を改定することが求められる。改定され

た割引率と財政状態計算書上の保険負債の測定

に使われる現在の割引率との差異は、OCI で会

計処理される。 
 
保有している再保険契約 
保有している再保険契約の認識の時点は、再保険

契約が基礎となる契約のポートフォリオの損失総

額についてカバーを提供している場合にはカバー

期間の開始時から、また、他のすべての場合には

基礎となる契約を認識した時点である。 
 
保有している再保険契約は、BBA を用いて測定さ

れる。保険契約同様に、カバー期間において PAA
が BBA の合理的な近似である場合にのみ、PAA
を適用することができる。 
 
 
 

再保険契約に係る履行キャッシュ・フローを算定す

る際、使用する仮定は、基礎となる保険契約に対

して使用されたものと整合的であり、発行者の不

履行リスクを反映する必要がある。 
 
リスク調整は、再保険契約の保有者（出再者）が

移転しようとしているリスクを表し、したがって、再

保険が付された保険契約のリスク調整を参照して

測定しなければならない。 
 
CSM は、再保険者に支払うべき再保険料に対し

て調整され、結果として再保険契約の当初認識時

における出再者にとっての初日の利得はなくな

る。この CSM は再保険資産を減少させ、出再者

の購入した再保険カバーの受領に基づき、収益と

して認識される。 
 
加えて、購入前に発生した事象に関するものを除

く再保険（すなわち、未経過の保険契約カバーに

対して購入された再保険）に関してのみ、出再者

は、支払うべき再保険料が回収の見込みより高い

場合、初日の損失を認識しない。代わりに出再者

は、再保険カバー期間にわたり再保険資産のうち

この CSM の要素を償却する。他のすべての場合

には、当該差異は再保険契約の購入時に初日の

損失として認識される。 
 
条件変更および認識の中止 
保険契約の新基準書または他の適用可能な基準

に従い、保険契約における以下の条件変更は重

要と考えられ、既存契約の認識の中止と修正後の

条件に基づく新たな契約の認識を生じさせる。 

（a） 条件変更後の契約が、保険契約基準書の適

用範囲外となる場合 

（b） 条件変更後の契約が開始時に締結されてい

た場合には、異なるポートフォリオに含まれる

こととなっていた場合 

（c） 条件変更後の契約が、PAA を適用するのにも

はや適格ではない場合 
 
追加的な給付を生じさせる条件変更に関して、新

たな契約は追加的な給付に関してのみ認識され、

CSM は追加で受領した保険料を参照して算定さ

れる。 
 
条件変更が、給付の削減を生じさせる場合、契約

のうち給付の削減に関連する部分の認識の中止

を行う。 
 
給付水準に影響を与えないキャッシュ・フローの変

動は、キャッシュ・フローの見積りの変更として会

計処理される。 
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表示 
財政状態計算書 
保険者は、資産ポジションにある保険契約ポート

フォリオを、負債ポジションにある保険契約ポート

フォリオと区別して表示しなければならない。同様

に保険者は、再保険契約資産を再保険契約負債

と区別して表示しなければならない。 
 
包括利益計算書 
包括利益の構成要素は、2013 年 ED に定められ

ている。 
 
保険者が、（a）再保険契約から生じる収益または

費用を、保険契約から生じる費用または収益と相

殺すること、および、（b）基礎となる項目から生じる

収益または費用を、保険契約から生じる費用また

は収益と相殺することは認められていない。 
 
開示 
要求される重要な開示は、財務諸表に認識されて

いる金額、行った重要な判断、および保険契約か

ら生じるリスクの性質および程度の説明を含む。 
 
認識された金額に関連する開示は、将来キャッシュ・

フローの期待現在価値、当期のリスクの変動、

CSM の変動、および当期締結された新たな契約

の影響を含む。 
 
保険者は、行った重要な判断に関する情報を開示

しなければならない。特に企業は、インプットを見

積るために用いたプロセスおよび使用した手法、

手法の変更による影響、使用したインプット、なら

びに変更理由の説明と影響を受けた契約のタイプ

の識別の開示を要求される。 
 
リスクに関する開示は、保険契約から生じるリスク

の性質および程度、再保険および有配当性から

生じるリスク軽減の程度、ならびに、信用、市場お

よび流動性リスクに対するエクスポージャーに関

する定量的情報を含む。 
 
 
 
 
 
 
 

経過措置に対するアプローチ 
保険者は、基準を遡及的に適用し、客観的なデー

タを最大限使用しなければならない。 
 
2013 年 ED は、遡及適用が実務上不可能とみな

される場合に、保険者に対して以下の実務上の便

法を提供している。 
 
当初認識時の期待キャッシュ・フロー 
当初認識時の期待キャッシュ・フローの算定の際、

保険者は、当初認識の日においてその後のすべ

てのキャッシュ・フローの変動が事前に判明してい

ると仮定し、事後的判断の恩恵を用いて前期を修

正再表示する。 
 
開始時の割引率 
遡及的なロックイン割引率の算定は、移行日以前

の少なくとも 3 年間の、基準に従って適用されたで

あろうイールド・カーブに近似した観察可能なイー

ルド・カーブがあるかどうかによる。そのような利率

がある場合、保険者は当該観察可能なイールド・

カーブを使用しなければならない。市場の観察可

能なイールド・カーブがない場合、割引率は最も近

い市場の観察可能なイールド・カーブを使用して

算定することが可能である。同一の市場の観察可

能な参照点は、遡及期間における各期間のロック

イン割引イールド・カーブ（the locked-in discount 
yield curve）を算定する際に使用されなければな

らない。上記で算定されたイールド・カーブは、割

引率の巻戻し（ the accretion of the discount 
rates）に係る金利の認識に使用される。移行時点で

算定されたこれらのイールド・カーブと割引率イール

ド・カーブ（the discount rate yield curve）の差異

の累積的影響額は、保険者が OCI による解決策

を使用すると選択したすべてのポートフォリオに関

して、その他の包括利益累計額に認識される。 
 
リスク調整 
保険者は、当初認識時に算定されたリスク調整

は、移行日に算定されたリスク調整と同一であると

仮定することが可能である。 
 
契約上のサービス・マージン 
移行日における残存カバーを有する契約に関し

て、保険者は将来カバーおよび／または将来サー

ビスに関連する CSM の部分を算定し、差額を利

益剰余金に認識することとなる。

 
 
 

  



 

検討事項 
 
• 保険者は、保険契約基準の遡及適用を踏ま

え、データ収集プロセスの計画を策定し、会計

モデルにおいて必要となる新たなデータの構築

を開始すべきである。 
 
• 保険者は、現在の数理システムおよび会計シ

ステムが、保険契約基準の新たなデータおよび

測定に係る要求事項に対処するために機能を

向上できるだけの柔軟性を有しているかについ

て評価すべきである。 
 
• その他、移行プロセスおよび「平常通りの業務」

の維持の両者を成し遂げるのに十分な人員資

源を有しているかについて保険者は検討すべ

きである。 
 
• 保険契約者、アナリスト、投資家、規制機関、お

よび債権者のようなさまざまな関係者は、新た

な基準の影響について、教育を受ける必要が

ある。 
 

次のステップ 
 
次回の IASB 会議は 2015 年 12 月 14 日から 18
日にかけて開催する予定である。IASB は、保険

契約に関する審議を継続し、2016 年に最終的な

基準を公表する予定である。 
 
さらに、IASB は、2015 年 12 月に IFRS 第 4 号を

修正する公開草案を公表する予定である。（訳者追

記：本公開草案は 12 月 9 日に公表された）コメント

期間は 60日間で、IFRS第 9号と新たな保険契約

基準の発効日の相違に対処するためのものであ

る。IFRS は、2016 年第 2 四半期に再審議を行

い、2016 年の第 3 四半期に IFRS 第 4 号の最終

的な修正を公表する予定である。  
  
スタッフは、IASB の再審議が完了するまでは、保

険契約の新基準書の強制発効日について検討す

る予定はないことを示した。IASB は以前に、保険

契約の新基準書の公表日からおよそ 3 年後を発

効日とすることを示している。
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