
 
 

 

 

第 31号 

2015年 3月 

 

無配当契約に焦点 

 

IFRS 草案「保険契約」（2013 年の公開草案（ED））

のコメント期間は2013年10月25日に終了したが、

その後の再審議プロセスは、国際会計基準審議会

（IASB）において 2 つのペースの異なる意思決定活

動により進められている。1 つは、無配当保険契約

に係る新たな会計モデルに焦点を当てており、

2014 年を通じて活動を継続した（さらなる詳細は本

ニュースレター第 30号を参照 1）。この活動は、本稿

執筆時点（訳者注：原文の公表日は2015年3月16

日）で実質的に完了したものと考えられる。 

 

もう1つの活動は、2014年中に再審議を完了する予

定であったが、IASBの当初の作業計画から遅延し

ている。複数回の教育セッション（2015年の1回を含

む）を開催した後も、未だに意思決定の段階に至っ

ていない。これは、有配当契約の会計処理に係る議

論である。 

 

こうした背景から、本ニュースレターでは、無配当契

約に係る会計モデルの決定事項を中心に分析す

る。近日中にリリース予定の次号においては、

Deloitteが2013年EDに対するコメントレターで取り

上げた論点のそれぞれについての詳細なコメントと

共に、IASBが過去数カ月にわたり議論してきた重

要な論点を分析する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有配当契約に対する会計処理についてのDeloitte

の提案は、現時点においても依然として極めて有効

でaあると考えている。本シリーズの次号では、現在

のIASBの議論に関する我々の理解をもとにそれら

の提案を取り上げる予定である。 

 

IASBは複数の論点について暫定決定に至ったが、

これらの決定はすべて無配当契約に関する論点に

限られている。IASBは有配当契約に関する再審議

を完了した後に、これらの決定を再検討することを

示唆している。さらに、これらの決定はIASBが最終

決定を下す際の重要な前例になるものと考えられ

る。 

 

IASB が無配当契約について審議した領域は以下

の通りである。 

 

• 契約上のサービス・マージン（CSM）の純損益へ

の配分に関する原則 

 

• 固定料金のサービス契約の範囲除外 

 

• 契約分類のための重要な保険リスクの定義の明

確化 

 

• ポートフォリオ移転および企業結合を通じて取得

した契約の認識に係る利得および損失の取扱い 

 

• 観察可能なデータが欠如している場合に、割引率

を算定するための適用指針 
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• 購入した再保険契約に係る利得および損失の非

対称的な取扱い 

 

• （a）保険契約を測定する際に使用する集約のレ

ベルと（b）ポートフォリオの定義 

 

• CSMの残高に利息を発生計上および 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 

 

• ポートフォリオへの OCI による解決策を導入また

は除外する会計方針の変更に関するガイダンス 

 

• 保険料配分アプローチ（PAA）が選択された場合

の収益認識原則 

 

• 発生保険金負債に対する割引率の算定 

 

• 保険者が簡便的な修正遡及適用アプローチを用

いる場合における、リスク調整の修正再表示に係

る取扱いの変更 

 

• 完全遡及アプローチおよび簡便的な修正遡及適

用アプローチの両方が実務上不可能な契約への

公正価値アプローチの導入 

 

IASBは、保険契約の基準書に関する再審議完了

のための期間の延長を決定した後、2015年1月に

会議を開催し、発効日が保険契約の新基準書より

前になることが現在予定されているIFRS第9号「金

融商品」の適用における経過措置について議論し

た。 

 

2015年2月のIASB会議では有配当契約に関する

議論が続けられた。これは教育セッションであった

ため、決議は行われず、議論は無配当契約に用い

られるアプローチを有配当契約の特性に照らして検

討する場合の契約の集約という単一の論点に制限

された。 

 

無配当保険契約に関するすべての決定事

項 

 

前述の通り、IASBは、2013年EDでコメント募集の

対象外であったが審議を計画していたすべての領

域と無配当契約に限れば2013年EDでコメント募集

の対象とした5つの領域のうち4つの領域について、

意思決定活動を実質的に完了した。未だに再審議

が実施されていないコメント募集の対象領域は、有

配当契約の会計処理のみである。 

 

以下の分析では、無配当契約に係るすべての決定

の詳細を時系列で記載している2。 

 

 

 

 

 

契約上のサービス・マージンの純損益における認識

（2014年5月開催IASB会議で決定） 

2013年EDに対するコメントでは、契約のポートフォ

リオに係るCSMの純損益への解放パターンを保険

者がいかに決定すべきかについてのガイダンスが

十分ではないとの懸念が示された。これに対応し

て、IASBは以下のスタッフ提案を承認することを暫

定的に決定した。 

 

• 保険者は、残存する CSM をカバー期間にわたり、

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、純

損益に認識すべきであるとする原則を確認する。 

 

 

• 無配当契約について、CSM が表すサービスは以

下のような保険契約カバーである旨を明確化す

る。 

 

‐時間の経過を基礎として提供され、かつ 

 

‐有効な契約の予想件数を反映する。 

 

IASBは、保険金が契約の残存期間にわたって均等

に発生しないと予想される場合（例えば、天候関連

のカバー）に、保険金の発生率も考慮すべきかどう

かを議論した。しかし、多くの長期契約において、保

険金のパターンは時間に対して線型ではない（例え

ば、長期にわたり死亡リスクをカバーする保険契約

ポートフォリオは、予想カバー期間の終了、すなわ

ち、予想死亡保険請求が支払われる時点に向かっ

て保険金の発生パターンが歪む）。そのため、提供

する「待機」サービスが後期に提供するものと同一

である場合、保険金発生率の要素を使用することに

より、これらの契約の初期に提供されるサービスは

忠実に表現されない可能性が高い。 

 

スタッフは、保険金が発生するまでCSMはほとんど

解放されないため、保険金の発生率に基づいて

CSMを解放することにより、契約利益はバックロー

ディングで認識されることが多いであろうとコメントし

た。こうした方法では、保険請求を受付ける待機サ

ービスが長期にわたり保険金の発生とは関係なく提

供されるという事実は反映されない。さらに、保険金

のパターンを使用することで、モデルは一層複雑に

なる。 

 

予想される保険請求を考慮に入れることについては

多くの支持があったが、IASBの理事はコスト・ベネ

フィットの観点からスタッフ提案を支持した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 現在までのIASBのすべて

の決定事項の全体像は
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Deloitte Project Insight

を参照。 
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個々の契約に対するCSMの解放は線型になり、契

約終了時に完全に解放される。一方、この決定によ

り、時間の経過（線型の解放）と失効、死亡および満

期の予想を組み合わせた複合的な率となり、契約

数およびCSMの絶対的な価値の観点からも、ポー

トフォリオに対するCSMの解放パターンは非線型と

なる。 

 

スタッフは、契約ポートフォリオに対するCSMの解

放パターンを決定するにあたりCSMの価値は考慮

されるべきであるが、将来のIASB会議で議論され

るであろうことを明確にした（2014年6月のIASB会

議で決定された本ニュースレターの「集約のレベル」

のセクションを参照）。 

 

したがって、CSMを解放するための会計単位を考

慮すれば、契約ポートフォリオに対するCSMの解放

パターンには3つの側面を検討することになる。残

存予想カバー期間、個々の契約におけるCSMの絶

対的な貨幣価値および有効な契約件数である。こ

れら3つの側面の見積りは契約期間、保険契約の

予想失効率、予想死亡率および予想満期率、およ

びCSMの当初認識および純損益を通じたCSMの

解放が開始される契約開始日に左右される。 

 

IASBはこのガイダンスについてさらに詳しく説明し

ていないが、ポートフォリオの解放パターンの決定

にあたり、この明確化されたガイダンスの適用が可

能となるような、同様の特性を有する契約グループ

から構成されるポートフォリオを構築するためには、

より細かい粒度が要求されるかもしれない。この 

アプローチは、純損益を通じてCSMを解放するため

に、ポートフォリオ内に「CSMコーホート」を作成する

考えに類似している。 

 

2013年EDに対するDeloitteのコメントにおいて、

我々は「コーホート」の定義を導入することを提案

し、CSMのアンロックをポートフォリオレベルで実施

するとともに、アンロックに伴う調整額を各コーホー

トに比例的に配分すべきであると提案した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSMの解放パターンに関する Deloitteの見解 

 

2013年 EDへのコメントレターからの抜粋 

 

「我々は、第 32 項に記載された CSM の事後測定

に関する重要な概念を捕捉するために、付録 A に

新たな定義を導入することを提案する。 

 

CSM の解放パターン：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よく反映する規則的

な方法。 

 

同一ポートフォリオおよび同一事業年度（または当

該事業年度中の短期間）に発行された契約で、類

似または重要な差異がない予想デュレーションを有

し（質問 1に対する我々の回答で提案した事項に基

づき修正した第 32項の要求事項を適用するために

必要な共通の特性）、かつ類似の「解放パターン」を

有するものをグループ化し、当該ポートフォリオ内に

CSMを認識することを提案する。 

 

我々は、上記の契約グループを CSM コーホートと

して定義し、以下の定義を付録 A に追加することを

提案する。 

 

CSMコーホート：同一の事業年度（または当該事業

年度中の短期間）に発行された契約グループに帰

属し、同様のまたは重要な差異のない予想デュレ

ーションを表し、同様の「解放パターン」を用いる

CSM。 

 

我々は、CSMのアンロックがポートフォリオレベル

で実施されること、およびポートフォリオのCSMの 

アンロックに伴う調整額を当該ポートフォリオの各コ

ーホートに比例的に配分すべきであることを、最終

基準書で説明することを提案する。これは例えば、

期首時点における各群のCSM残高のレベルで比

例的に、または各コーホートの予想将来キャッシュ・

アウトフローのレベルで比例的に配分することがで

きる。最終的に、配分の基礎はコーホートレベルで

CSMの純損益への解放と整合する必要がある。」 

 

固定料金のサービス契約に関する範囲の決定

（2014年5月開催IASB会議で決定） 

2013年EDは、IFRS第4号「保険契約」に基づき、現

在は保険として会計処理されている特定の固定料

金のサービス契約を範囲から除外した。この提案を

受けて一部の作成者からコスト・ベネフィットの観点

から懸念する声があがり、結果としてこうした契約を

保険として会計処理するオプションを導入すること

が提案された。IASBは保険契約として会計処理す

る要件を満たすこれらの固定料金のサービス契約

について、企業にIFRS第15号「顧客との契約から

生じる収益」を適用することを要求はしないが認めら

れることを暫定的に決定した。 
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この選択はポートフォリオレベルではなく、企業レベ

ルで行う必要がある。 

 

新基準書にオプションを導入することを希望する声

は限られているというのが一般的な議論としてあっ

た。しかし、実務上は、固定料金のサービス契約に

対してIFRS第15号を適用しても、保険契約に関す

る新基準書を適用しても大きな違いはないとするス

タッフの説明により、IASBは、比較可能性に影響し

ないと考えられる、範囲除外の会計方針の選択へ

の置き換えを承認した。 

 

固定料金のサービス契約の範囲の除外に関する

Deloitteの見解 

 

2010年 EDへの DTTL コメントレターからの抜粋 

 

「我々は、固定料金のサービス契約を範囲から除

外することを提案する第 4 項の修正提案について

同意しない。この範囲除外は明確に定義されておら

ず、これらの契約が最終基準書の範囲内であった

場合と比較して有用性が劣る情報になる可能性が

ある。」 

 

IASBの決定は、見解を実質的にDeloitteの提案に

向けて変更したものである。IASB会議におけるコメ

ントによれば、この範囲除外による便益は既に限定

的な程度であったと考えられる。2013年提案の希

薄化は、こうした範囲除外が全く導入されなかった

場合に要求されたであろうこれらの契約に係る会計

処理からほとんど変化がない。 

 

重要な保険リスクの定義の明確化（2014年5月開

催IASB会議で決定）a 

IASBは、2013年EDで公表された重要な保険リスク

の定義に対するガイダンスの明確化を維持する意

向を確認した。したがって、重要な保険リスクは、保

険者に現在価値ベースで損失が発生する可能性が

ある場合にのみ発生する。これは、IFRS第4号に既

に含まれている分類原則における実務への適用に

ついての当社の理解と整合しており、追加的なガイ

ダンスは確立された実務を単に明確化するだけで

ある。 

 

ポートフォリオ移転および企業結合を通じて取得し

た保険契約の認識に係る利得および損失（2014年

5月開催IASB会議で決定） 

IASBは、議論の後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要求事項を修正すること

に賛成した。この修正では、ポートフォリオ移転また

は企業結合の日において、契約のカバー期間があ

るか否かに係らず、こうした契約は取得企業が発行

したものであるかのように会計処理すべきであるこ

とを明確にしている。 

 

 

 

この新たな決定は、カバー期間が終了した契約に

係る利益の認識に関連して必要となる。カバーに基

づいてCSMを解放する必要がある場合には、取得

した他の企業は当該契約の当初認識時に利得を認

識することになるだろう。 

 

この新たな決定を受けて、取得した契約に残存カバ

ー期間がない場合には、CSMは保険金請求処理期

間にわたり純損益に認識されることになる。スタッフ

はこの決定を実施するために、いくつかのさらなる

ガイダンスを開発する予定である。当該ガイダンス

では、CSMはカバー期間にわたり（すなわち、関連

サービスが保険契約者に提供される期間にわたり）

稼得および解放されるという一般原則からの直接的

な離脱をもたらす。 

 

IASBは、保険金請求処理期間も保険契約者に関

連サービスを提供する期間であるとする一部の回

答者（Deloitteを含む）の見方を一貫して棄却してき

た。 

 

また、2013年EDでは、カバー期間が終了した保険

契約を補償する購入した再保険契約（例えば、遡及

的再保険）については、出再者は購入した再保険契

約から生じるキャッシュ・フローの現在価値の純額

が正の値である場合に、再保険資産を減少させる

CSM残高（ここでCSMとは会計上の利得を消去す

る借方残高）を認識しなければならないことを明確

にした。CSMは基礎となる元受保険契約から得ら

れる保険金請求処理期間にわたり稼得される。 

 

CSMの稼得期間に関する Deloitteの見解 

 

2013年 EDへのコメントレターからの抜粋 

 

「我々は、保険者の契約上の義務がカバー期間の

終了により中断されないことを鑑み、カバー期間に

わたりCSMを解放するという2013年EDの提案によ

り不適切な境界線が生じたと依然として考えてい

る。我々の意見では、CSMは契約の下でのサービ

ス移転のパターンに基づき解放（またはリスクから

の解放）されるべきである。これはIASBの提案には

整合するが、第32項およびB68項（a）に記載された

保険金請求処理期間に関する期間の制限を除外し

ている。」 

 

観察可能なデータが欠如している場合の割引率の

算定（2014年6月開催IASB会議で決定） 

2013年EDは、保険キャッシュ・フローに適用される

割引率について、元受契約に類似する特徴を持つ

適切な資産を参照すべきであるとする重要な原則を

確立している。割引率のカーブは現在のものであり

かつ市場と整合的でなければならず、かつその保

険契約の流動性の特徴を反映するプレミアムも考

慮されるべきである。 

 

 



5 

 

2013年EDに対して、多くの回答者から、観察可能

なイールドカーブの補間に実務上の一定の困難が

ある旨を強調したコメントが寄せられた。こうした実

務上の困難は、元受の長期保険契約と同一の期間

を持つ資産が欠如していることによって引き起こさ

れる。さらに、2013年EDにも明記されているとお

り、適切な割引率を算定するためのトップダウン方

式またはボトムアップ方式の導入により、保険契約

には流動的かつ活発な市場が存在せず、したがっ

て保険契約を処分するためのコストは金融商品の

それよりも大幅に高いという事実を反映した非流動

性プレミアムが必要であることが明確になった。しか

しながら、非流動性プレミアムの適切な算定に関す

る実務上のガイダンスがIASBから提案されておら

ず、かつ非流動性プレミアムの算定に用いられる手

法に関する多様な実務が存在することから、スタッ

フは、最終基準書でのさらなる明確化が適切である

ことを理解していた。 

 

2013年EDで提案された通り、保険者が無調整の観

察可能な割引率を単純に使用した場合、長期キャッ

シュ・フローの見積り時に観察可能な短期金利を使

用して割引くことによって重要な市場ボラティリティ

が生じる可能性がある。 

 

スタッフは、参照資産ポートフォリオのキャッシュ・フ

ローと、保険契約のキャッシュ・フローとのタイミング

の差に関して市場金利を調整する際に、保険者が

実務上判断が必要になる可能性についてコメントし

た。さらに保険者は、参照資産ポートフォリオが保険

キャッシュ・フローと一致していない場合、信用リス

クおよび流動性リスクについて観察可能な金利を調

整する必要があるかもしれない。 

 

評価技法を用いる際、2013年EDにおける割引率算

定のための測定アプローチと、利用可能な相場価

格がない中で負債を公正価値測定する場合の

IFRS第13号「公正価値測定」で説明されている公

正価値測定アプローチには、一貫した原則がある。

この原則は、活発な市場の相場価格が存在しない

か、あるいは活発に取引されていない負債の価値

の算定に際して、企業が適切な調整に関する判断

を行う場合に、観察可能な市場情報を最大限利用

することを企業に要求している。 

 

特に、IFRS第13号の原則および公正価値ヒエラル

キーを保険契約に適用することにより、適切な公正

価値の算定時に市場参加者が用いるであろう仮定

を踏まえて割引率が設定される場合、活発に取引さ

れていない資産または負債の公正価値評価と整合

的な評価技法が採用されることになる。これは、市

場参加者が当該資産または負債の公正価値の算

定に用いる仮定の見積りを企業に要求するもので

ある。 

 

 

 

スタッフは、保険契約に適切な割引率を設定するた

めのガイダンスの修正および追加をIASBに提案し

た。 

 

• 観察された取引と測定対象である保険契約との

間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が行われるようにする。 

 

• 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。 

 

加えて、スタッフは、割引率には契約の非流動的な

特徴を反映するべきではあるものの、企業自身の

不履行（すなわち自社の信用リスク）の影響は除外

すること、および、契約に含まれる資産依存のキャ

ッシュ・フローに適用する割引率は、その依存度を

反映すべきであることを明確にする修正を提案し

た。 

 

IASBはこの追加的なガイダンスを支持し、ビル 

ディング・ブロックの各構成要素を測定する原則で

は観察可能なデータを最大限に利用し、観察不能

なデータの利用を最小限に抑えなくてはならないこ

とを説明する文章を追加することを要求した。IASB

は保険契約を公正価値測定することを提案していな

いが、IFRS第13号に含まれる多くの原則が割引率

の算定にも関連性があることから、保険契約に関す

る最終基準書にもこれらを適切に組み込むべきで

あるとの理由から、ある理事はスタッフの提案を支

持した。 

 

購入した再保険契約に係る利得の非対称な取扱い

（2014年6月開催IASB会議で決定） 

2013年EDに寄せられたコメントを受けて、スタッフ

は、購入した再保険契約およびその元受契約から

生じる非対称な利益の取扱いに対する修正を提案

した。コメントレターでは、元受契約が不利になり不

足額が直ちに純損益に認識される場合に、再保険

資産であるCSMを調整することを出再者に要求す

るように、購入した再保険契約に関するCSMについ

てビルディング・ブロックの原則の例外を設けること

を提案していた。同一の報告期間に再保険資産か

らのCSMが解放がされないとなると、出再者は会計

上のミスマッチを報告する事態に直面することにな

る。 

 

ビルディング・ブロック・アプローチのもとでは、 

キャッシュ・アウトフローの予想現在価値がキャッ 

シュ・インフローの予想現在価値を超過する場合（リ

スク調整後）、ポートフォリオは不利となり、CSMが

負の値となって純損益に直ちに認識される。 
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ビルディング・ブロック・アプローチを適用する企業

が購入した再保険契約については、キャッシュ・アウ

トフローは再保険者に支払う再保険料を示し、 

キャッシュ・インフローは予想回収額を示すことにな

る。売却された再保険契約のポートフォリオ開始時

に純損失が生じる場合には初日損失が認識される

が、出再者はCSM「資産」を計上し、購入した再保

険契約のカバー/サービス期間にわたって償却する

ことになる。出再者が予想するキャッシュ・インフ 

ローが購入した再保険契約のキャッシュ・アウトフ 

ローを超過する場合、出再者は再保険資産を減少

させるCSM「負債」を認識し、再保険契約のカバー 

/サービス期間にわたって純損益に収益として認識

することになる。 

 

スタッフは、元受契約および購入した再保険契約は

別個の契約であり、当初認識時に別個に認識され

るべきであることを確認した。 

 

スタッフは、再保険の対象となる元受契約のキャッ

シュ・アウトフローの変更が購入した再保険契約の

キャッシュ・アウトフローに影響を及ぼす場合、当期

の純損益に与える影響が中立となるように、事後測

定については別個に考慮すべきことを提案した。そ

のため、再保険の対象となる元受保険契約が不利

となる場合、会計上のミスマッチを回避するため、対

応する再保険キャッシュ・フローの見積りの変動に

対する影響も純損益に認識されることになる。 

 

この提案はPAAを利用する再保険契約にも適用さ

れ、契約が不利となる場合には、元受契約の変動

を反映するために追加の負債が認識されるととも

に、再保険資産の変動が純損益に認識されること

になる。 

 

IASBは、これらの提案に賛成した。 

 

集約のレベル（2014年6月開催IASB会議で決定） 

本ニュースレター第30号で述べたように、IASBは、

2013年EDで異なる集約レベルが使用されているこ

とに対して多くのコメントを受け取った。これは混乱

を招いたため、回答者は、特にCSMの当初と事後

の測定に要求される集約のレベルに関連して、さら

なる明確化を求めた。これに対しスタッフは、全体的

な測定目的と測定原則を明確化する提案を策定し

た。 

 

IASBは、新基準書の測定目的が個々の保険契約

の測定に関する原則を提供することであることを票

決した。企業は、この目的を満たす方法である限

り、保険契約を集約することができる。議論の中で、

保険契約の測定において、リスクプーリングの概念

を反映させるためにポートフォリオベースを使用す

ることが適切である見積りもあれば、契約固有であ

り、ポートフォリオにわたって平均化すべきでない見

積りもあることが明確化された。 

 

例えば、同様のリスクに関するキャッシュ・アウトフ

ローは、通常、ポートフォリオベースで見積り、個々

の契約に割り当てられる。しかしキャッシュ・インフロ

ーの見積りは個々の契約の料率設定に関連してい

る。したがって、同様のリスク、契約開始日および満

期日を有する個々の契約のCSMは、料率が異なる

場合は同一とならない可能性がある。ポートフォリオ

のCSMを決定する目的でこうした契約を集約するこ

とは、個々の契約の会計処理の原則を満たさない

可能性がある。それは、特定の契約に関連する多

額の正のCSM残高は、CSMがより小さい他の契約

からの予想将来キャッシュ・フローの不利な変動を

吸収することができるため、そのポートフォリオにお

ける不利な契約に係る損失をもたらさないためであ

る。 

 

IASBの見解では、明確化された測定原則は、集約

のレベルが保険契約の異なる要素（CSMを含む）の

測定を適切にするものでなければならない。契約の

料率設定の相違がCSMの測定のみに影響すること

を考え、IASBは、「同様にプライシングが行われて

いる」という規準を削除し、ポートフォリオの定義を

拡大することを決定した。したがって、ポートフォリオ

は、「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」とし

て定義される。 

 

さらに、CSMを決定するために適切な集約レベルに

関して、IASBは一連のガイダンスとなる規準を検討

した。当初認識時にCSMを算定するために、不利な

契約と利益が生じている契約を組み合わせてはな

らず、したがって企業は、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。議論の後、IASBはこ

の規準を承認した。これは、企業が同一のポートフ

ォリオにおいては不利な契約と利益が生じている契

約を組み合わせることができることを意味する。ただ

し、当初認識時に不利である契約の影響は、純損

益において別個に認識しなければならず、ポートフ

ォリオの他の契約と合算してはならない。この決定

の影響のひとつは、EUの男女均等指令のような料

率設定に関する規則の対象となる契約について

は、一部の契約は「不利」であるとみなされ、合算し

て性別を含むすべてのリスク要素を考慮した契約の

料率よりも利益率が高いとみなされる可能性がある

ことである。 

 

CSMの事後測定に関して、IASBは、企業が以下の

点において類似の契約を組み合わせることができる

とするスタッフの提案を検討した。 

 

• 解放パターン 

 

• 当初認識時の CSMの絶対額 

 

• 契約開始日 

 

• カバー期間 
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同様の収益性の概念は2013年EDのポートフォリオ

の定義に含まれていたが、IASBの理事のほとんど

は、当初認識時のCSMの「絶対」額が同様である必

要性に同意しなかった。一部の理事が予想した意

図しない影響のひとつは、リスクの相対的なプライ

シングとリスク自体が同じであっても、保険金額が

異なるために、当初CSMの絶対額が異なる可能性

があることである。IASBの理事の過半数が、契約

の失効時、満了時または契約が不利になった時点

でCSMが全額純損益に認識されることを確実にす

るため、他の集約規準が必要であることに合意し

た。しかし、理事達は、一連のルールを追加するよ

りも、十分に明確化された測定原則を、それが満た

されない場合の説例により補足する方が良いと感じ

ていた。したがって、IASBは、このスタッフの提案を

却下した。上述の新たに承認された測定目的を満

たす一方で、CSMの事後測定のために、契約をど

のように集約することができるかについて設例を提

供する、スタッフの代替提案に対して票決が行われ

た。IASBの理事はこの代替提案を承認した。 

 

最後に、IASBは、保険負債の割引率の変更の影響

を、純損益とその他の包括利益のどちらに認識する

かの会計方針の選択を適用するために必要な集約

のレベルを検討した。2014年3月のIASB会議にお

いて、IASBは、企業がポートフォリオ内のすべての

契約に同じ会計方針を適用しなければならないこと

を暫定的に決定した。さらに、IASBは、同様のポー

トフォリオのグループに対して同じ会計方針を適用

することを企業に要求するガイダンスの策定を計画

していた。 

 

6月の会議において、IASBの理事とスタッフは、必

然的に企業間で相違が生じ、かつ企業内の比較可

能性や一貫性に影響することに合意した。しかし、

異なる資産で裏付けられた2つの同様のポートフォ

リオに、会計上のミスマッチを回避するために異な

る会計方針を適用することは正当化される。これら

の検討事項を考慮して、スタッフは、「IAS第8号に

準拠して、企業は、契約が含まれるポートフォリオ

と、企業が保有する関連資産を考慮して、同様の契

約について首尾一貫してその会計方針を選択し、適

用しなければならない」という文言を提案した。 

 

議論の中で、保険負債と関連する資産との間に契

約上の関連性を提供する必要はなく、資産は特定

の方法で負債を裏付けることは要求されないことが

明確にされた。スタッフはまた、保険契約ポート 

フォリオ自体に変更がないことを前提として、たとえ

会計上のミスマッチが生じることになるとしても、単

に資産構成を変更したという理由だけで保険契約 

ポートフォリオの会計方針を変更すべきではないと

いう意図を確認した。会計方針の選択肢を提供する

主な理由が会計上のミスマッチの回避であることを

考慮し、スタッフの提案の文言は変更された。 

 

 

IASBは、IAS第8号に準拠して、「企業は、契約が含

まれるポートフォリオ、企業が保有する資産および

これらの資産の会計処理方法を考慮して、同様の

契約について首尾一貫してその会計方針を選択し、

適用しなければならない」という明確化を承認した。 

 

変更の文言による明確化は、保険契約と保険者の

資産との関連性に言及することを避け、会計上のミ

スマッチについて具体的に述べている。 

 

「OCIによる解決策」に関する Deloitteの見解 

 

2013年 EDへの DTTL コメントレターからの抜粋 

 

「我々は、最終基準書は、保険者に、どの保険契約

を「OCIによる解決策」を使用して会計処理し、どの

契約について割引率の変更をすべて純損益を通じ

て反映することにより会計処理するかを指定するこ

とを認めるべきだと考えている。我々は、関連する

金利費用の会計処理に関して、保険契約の当初認

識時に取消不能かつ制約のない指定を行えるよう

にすることを提案する。我々は、この要求事項が、

複数の報告期間と市場参加者の間で、一貫性と比

較可能性を促進する上で重要であると考えてい

る。」 

 

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

（2014年7月開催IASB会議で決定） 

7月の会議期間中、IASBは、CSMへの利息の発生

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適切な利率を検討し

た。企業は無配当契約に対して契約開始時にロック

インした利率を使用すべきとスタッフは提案した。 

 

割引率の変動に関するOCIの使用と同様に、保険

契約開始時点のロックインされた利率または報告期

間末日における保険契約の測定に使用する現在の

利率のいずれかを選択することを認める会計方針

の選択が（訳者注：2013年EDに対するコメントレ 

ターにおいて）提案された。スタッフは同様の提案が

複数の関係者から寄せられていると述べたが、割

引率の変動に対してOCIによる解決策を使用する

会計方針の選択は負債の測定に変動を及ぼさない

表示上の問題である一方で、この会計方針の選択

は保険契約の測定に対して適用される。単にCSM

への貨幣の時間価値の付与のために選択される利

率が異なるという理由で2つの同一の契約が異なる

負債となる場合、財務諸表の比較可能性が損なわ

れうるとスタッフは考えた。 
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CSMの会計処理目的のためにロックインされた利

率に関する情報を保持することを強制されるのは、

OCIオプションを選択しない企業にとっては負担とな

ることから、ロックインされた利率よりも期末日現在

の利率の使用に対する支持も存在した。さらに、 

ロックイン・レートを使用した場合には理解可能性に

も問題があった。OCIオプションを選択する企業にと

ってはロックインされた利率はより有意義となるが、

期末日現在の利率を使用した場合にはOCIに含ま

れる金額が完全にリサイクルされないという困難が

生じる。 

 

OCIの使用はバランスシートに影響を与えないとい

う事実から、多くの快適さを得ることができる。保険

者が各々の選択した利率で異なる結果となることか

ら、CSMの利息計上の利率に対する会計方針の選

択には懸念があった。これらの理由からロックインさ

れた利率の使用が望ましいと考えられた。 

 

契約開始時のロックインされた利率を使用するとい

うスタッフの提案は、理事会で承認された。 

 

この暫定決定によって期末日現在の利率で測定さ

れた保険契約の金額に影響を与えることなく、CSM

への利息計上および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おいてロックインされ

た利率を使用するという点で整合性が図られる。し

かし、公正価値オプションを使用する保険者に対し

て、重大な、または不必要な追加的事務負担を生じ

させるだろう。 

 

会計方針の変更（2014年7月開催IASB会議で決

定） 

7月の会議で、IASBは会計方針の変更に対する既

存の要求事項、および保険契約に対して追加の要

求事項が必要かどうかについて検討した。 

 

企業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」の要求事項を適用し、新たな

会計方針を遡及的に適用することをスタッフは提案

した。 

 

IAS第8号の要求事項は、企業は信頼性および目的

適合性の高い情報を提供することによって会計方

針の変更を正当化する必要があり、会計方針の変

更の正当性について開示が必要となる。 

 

IFRS第9号の再分類要件に従って金融資産に対す

る会計方針が将来にわたって変更される場合は、

保険契約負債に対する会計方針も遡及的に変更す

べきではないという理由で、スタッフ提案への一部

反対があった。 

 

理事はスタッフ提案に賛成した。 

 

この暫定決定は、IFRSに基づき報告するすべての

企業に対して適用される会計方針の変更を正当化

する既存の要求事項と整合的である。 

 

保険料配分アプローチ（2014年9月開催IASB会議

で決定） 

収益認識パターン 

9月の会議で、IASBはPAAの適用に関する2つの論

点、すなわち、保険契約収益の認識パターンのガイ

ダンスを提供すべきかどうか、および発生保険金負

債に対する金利費用の算定方法について検討し

た。 

 

前述のとおり、一般的な測定モデルにおけるCSM

の配分パターンは保険カバーの提供に基づくべきで

あり、そのサービスの提供は時の経過に基づくべき

であることをIASBは明確にしている。 

 

PAAに関する当初のスタッフ提案では、保険契約収

益はサービスの移転を最も良く反映する規則的な

方法で純損益に配分すべきであり、サービスの移転

は時の経過と予想有効契約数に基づき発生するこ

とをIASBは明確にすべきとされた。しかし、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、代替的に発生保険金および給付金の予想時期

を基礎とすべきとされた。アプローチの多様性と比

較可能性の欠如を回避するために収益認識のガイ

ダンスが必要であるとスタッフは述べた。 

 

基本的には、PAAのもとではリスクの解放は各契約

の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、リスクの解放が時の経過と著しく異なる

場合には、保険契約収益は保険金や給付金の予想

発生タイミングに基づき認識されることになる。例え

ば、巨大災害保険のハリケーンから生じる損失が当

てはまるだろう。損失発生リスクはハリケーンの季

節中はより大きく、近似的に保険金の予想発生タイ

ミングを使用してリスクのタイミングの差異を収益配

分において捕捉しなければならない。 

 

契約価値および契約数は共に関連性があると考え

られ、IASBがこの点を明確にしていることをスタッフ

は確認した。サービスの移転の意味、およびそれが

保険金に制限されるかどうか、あるいは契約期間に

わたって発生するその他の費用や保険金の支払に

対応する待機義務が含まれているかどうかについ

ての質問があった。定額であるという推定が反証さ

れる場合、収益認識パターンは完全に期待保険金

や給付金に基づくことをスタッフは明確にした。 

 

理事はスタッフ提案に賛成した。 

 

この暫定決定によって、収益認識とリスクからの解

放が効果的に整合する。 

 

PAAにおける金利費用の算定 

PAAのもとでの発生保険金負債は、保険者に期末

日現在のイールドカーブを使用した負債の割引を要



9 

 

求する一般的な測定モデルに基づく方法と同様の

方法で測定される。 

 

割引率の変動の影響をOCIで表示する場合には、

発生保険金負債の金利費用の算定に使用される割

引率は、保険金発生時のロックインされた利率にす

べきとスタッフは提案した。これは契約開始時の割

引率の使用を要求する2013年EDからの変更であ

る。この要件は、PAAのもとでカバー期間に認識さ

れる不利な負債に対しても適用されることになる

が、この場合の割引率は不利な負債の認識時の利

率になる。 

 

契約開始時の利率が使用される場合、契約開始時

と保険金発生時の間の割引率の変動の影響を反映

するためのキャッチアップの修正をOCIで認識しな

ければならないと、スタッフ・ペーパーで述べられ

た。契約開始時と保険金発生時の間の仮定の変動

に関連する利得または損失は、包括利益計算書で

は個別に区分して認識されないので、このキャッチ

アップの修正は説明が難しくなる可能性がある。ス

タッフの見解では、保険金発生時以外のある時点

のロックインされた利率を使用することによって、重

大な便益をもたらすことなく利用者の財務諸表の理

解に複雑性を増加させる結果となることを、このキャ

ッチアップの修正は意味する。 

 

限定的な議論の後、理事はスタッフ提案に賛成票を

投じた。 

 

この変更は、保険金システムで通常、契約開始日に

基づく発生保険金の記録を保持していない作成者

にとって実務上の便法である。 

 

無配当保険契約への最初の適用（2014年10月開

催IASB会議で決定） 

10月の会議で、IASBは無配当契約に対して基準案

を最初に適用する方法を検討した。 

 

企業は、実務上不可能である場合を除いて、表示

する最も古い期間の期首現在で、基準案をIAS第8

号に従って遡及適用すべきであるとスタッフは提案

した。この日付は移行日とも言われており、新基準

書により作成される財務諸表の比較期間の初日で

ある。例えば、新基準書の発効日が2019年1月1日

以降開始する会計期間である場合、比較期間を1会

計期間とする12月決算企業の移行日は2018年1月

1日になる。 

 

この提案により、新基準書の適用日前後の引受契

約の比較可能性が確保され、トレンド分析に必要な

情報が提供され、2010年EDに対するフィードバック

で表明された懸念にも対処していることを、スタッフ

は確認した。 

 

 

 

 

各国の規制に著しい多様性があり、また移行日で

の有効契約についてはカバー期間にわたり金利が

大きく変動しているため、完全遡及適用は多くの保

険者にとって適切ではないというコメントがあった。

これらの事実は特定の法域の保険者に不利益をも

たらす可能性がある。長期国債の市場が存在しな

い発展途上国の保険市場で、短期資産への投資を

余儀なくされている保険者は、新基準書を最初に適

用するときに、実務上の重要な課題に直面するだろ

う。スタッフは、このような保険者が割引率の変動の

影響をOCIで処理する会計方針を選択できると述べ

た。 

 

新基準書への移行日に公正価値ベースでは資本

が正値であるにもかかわらず、人為的に資本が負

値とならざるを得ず、その後長期間にわたって累積

OCIを純損益にリサイクルすることになる保険者が

生じることへの懸念が示された。例として、アジア市

場で発行された長期契約で、金利が大きく低下した

結果、新基準書の最初の適用時に重要な負の資本

となることが引き合いに出された。 

 

従前のGAAPで損失が認識されていた場合には、

新モデルでも損失が認識されるだろうとのコメントが

あった。IASBは遡及適用以外のいくつかの代替的

手法を許容すべきであり、変動が重大であることか

ら新しい要求事項の漸進的な導入を許容すべきと

のコメントがあった。 

 

しかし、移行時に有効契約の残存期間にわたって

提案を適用するより、最初の適用時の比較可能性

を達成することにIASBは注力すべきであると考えら

れたため、スタッフの提案が支持された。また、表示

と開示要求も財務諸表の読者がミスリードされない

ために有効である。 

 

新基準書の「実務上不可能」の定義はIAS第8号の

定義と同じであるとスタッフは述べた。 

 

あまりに複雑で、主観的で、コストを要するため、完

全遡及適用の要求事項が疑問視された。個々の保

険者からは、一部の商品や事業ラインで完全遡及

適用できたとしてもその他については実務上不可能

であろうとの懸念が表明された。OCIを使用しない

で、公正価値/フレッシュ・スタート・アプローチが移

行時に許容されるべきとする見解が示された。 

 

IASBは新モデルを将来に向かって適用することは

検討しておらず、完全遡及適用を排除すべきではな

く 、 移 行 時 の 有 効 契 約 に 対 し て 継 続

(grandfathering)を認めるべきではないとの見解が

示された。 

 

 

 

 

 

 



10 

 

理事たちはスタッフ提案に賛成した。 

 

2013年EDで提案された簡便化した修正遡及アプロ

ーチを修正すべきかどうか（2014年10月開催IASB

会議で決定） 

2013年EDにおける簡便化した修正遡及アプローチ

は、当初認識日現在のリスク調整を表示する最も古

い期間の期首現在、すなわち新基準書への移行日

のリスク調整と同じ水準とすることを要求していた。

このアプローチでは、契約認識時点で計算されてい

たであろう金額と比較すると多くのケースで、リスク

調整を過少に評価することになる。一方で、CSMは

この簡便化した修正遡及アプローチで会計処理さ

れることにより過大に評価することになる。このため

スタッフは、本基準の遡及適用が実務上不可能で

ある場合には、保険者は2013年EDで提案されてい

る簡便化した修正遡及アプローチの修正版を使用

すべきことを提案した。この修正版では、保険者は、

契約認識時におけるリスク調整を、移行日における

リスク調整に対して移行日より前の想定されるリス

クの解放分だけ調整することで見積もることとなる。

想定されるリスクの解放は、移行日に保険者が発

行している類似の保険契約を参照して決定する。 

 

理事たちはスタッフの提案に賛成した。 

 

最初の適用に関する Deloitteの見解 

 

2013年 EDへの DTTL コメントレターからの抜粋 

 

「概念的には、完全遡及アプローチは最も適切であ

り、2013年EDの適用の厳密な手法であることに同

意する。特に、IASBによって決定された遡及適用

が実務上不可能である場合に、保険者は客観的な

情報を入手するために網羅的な努力を行う必要は

ないが、開始貸借対照表の近似値を決定するため

に合理的に利用可能ななすべての客観的な情報を

考慮に入れるべきであることに同意する。このアプ

ローチは、初めて新基準書を適用する際に修正再

表示される期間より前に十分に多くの期間をとるこ

とを容易にする。その期間以前に発行されたすべて

の保険契約に対しては、新しい保険契約の基準は

CSMの計算を要求せずに履行キャッシュ・フローの

み（現在時点で測定したリスク調整は含む）に基づ

いて認識されるべきである。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡便化した修正遡及アプローチの適用が実務上不

可能である場合、代替案として「公正価値アプロー

チ」を適用すべきかどうか（2014年10月開催IASB

会議で決定） 

簡便化した修正遡及アプローチは事実上完全に事

後的判断の使用を要求することにより、事後的判断

の使用に対処している。スタッフは、保険者が事後

的判断に必要な過去の情報も有していない状況に

対処するため、簡便化した修正遡及アプローチに加

えて公正価値アプローチを導入すべきことを提案し

た。 

 

事後的判断がない場合、簡便化した修正遡及アプ

ローチの使用が実務上不可能である。そのようなシ

ナリオでは、企業は移行日において「公正価値アプ

ローチ」を適用し、保険契約の公正価値を見積もる

ために現在の金利を使用し、この公正価値と移行

日における履行キャッシュ・フローとの差額をCSMと

しなければならない。この差額が負であるならば利

益剰余金における損失額となる。 

 

保険者は、純損益における金利費用と資本に累積

されるOCIを、簡便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現在の割引率を見

積ることによって算定する。このアプローチは参照

する市場金利の識別と過去3年間の詳細な調整プ

ロセスの実施（トップダウンもしくはボトムアップ）を

行い、割引率のプレミアムまたはディスカウントとし

てスプレッドの平均を算出し、このスプレッドを過去

すべての期間において観察される同一の参照する

市場金利に対して機械的に適用するものである。 

 

スタッフは、CSMが当該契約の保険料に基づいた

ものでないために、公正価値に較正された長期契

約に関しては比較可能性がいくらか損なわれるだろ

うと述べた。 

 

30年前に国債の発行期間が最大で5年であった場

合もあり、アジアでは割引率が判明しないことから、

提案が非現実的と考えられた。スタッフは、このよう

な状況ではこの目的のために開発されるガイダンス

を用いてイールドカーブを補外すべきであると回答

した。 

 

移行にあたって、3つの異なるアプローチが同一の

保険者に許容されることが比較可能性を蝕むので

はないかという懸念があった。なぜなら、保険者は、

将来利益の認識の点で公正価値アプローチが魅力

的であるため、公正価値アプローチの広範囲な利

用を正当化しようと試みる可能性があるからであ

る。 

 

スタッフはIAS第8号における「実務上不可能」の定

義は、常に高いハードルであると述べた。スタッフの

見解は、論点は概念に対する懸念ではなくコスト・ベ

ネフィットへの懸念であり、基準書案は、現在の議

論が完了した際にはコスト・ベネフィットを考慮した
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簡素化のための見直しが実施されると述べた。 

 

スタッフは、簡便化した修正遡及アプローチまたは

公正価値アプローチで測定される保険契約が存在

する場合には、各報告期間において、保険者はこれ

ら契約を個別開示すべきことを提案した。 

 

理事たちはスタッフのこの提案に賛成した。 

 

金融資産の指定 ― 移行の救済措置（2015年1

月開催IASB会議で決定） 

保険契約の新基準書とIFRS第9号の相互関係は、

2つのプロジェクトを通じて重要な論点であり、2つの

基準書の発効日がIFRS第9号は2018年1月1日、

保険契約の新基準書は2019年1月1日以降と相違

することから、この重要性はより一層強調されてき

た。 

 

2013年EDは、2つの新基準書を連続して適用する

ことの影響から保険者を保護するために、すでに特

定の仕組みを提案している。それは、(a)企業は会

計上のミスマッチを除去（または大幅に低減）するた

めに公正価値オプションにより金融資産を純損益を

通じて公正価値で測定（FVTPL）するものとして新

たに指定することが認められること、 (b)企業は過

去の指定の理由となった会計上のミスマッチがもは

や存在していない場合には、当該金融資産の過去

の公正価値オプションの指定を取り消すことが要求

されること (c) 企業は資本性金融商品に対する投

資をその他の包括利益を通じて公正価値で測定す

るものとして新たに指定すること、および、過去の指

定を取り消すことが認められること、である。 

 

スタッフはこれら全ての規定の維持を提案し、理事

たちは2013年EDの移行の救済措置を再確認する

ことに賛成した。 

 

加えて、多くの財務諸表作成者が保険契約の新基

準書の影響を十分に評価する機会なしにIFRS第9

号の分類および測定の要求事項を適用しなければ

ならないことを懸念していることから、新しい保険契

約基準の適用開始日に、企業に金融資産の事業モ

デルを再評価することを許容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かどう

かをスタッフはIASBに尋ねた。 

 

事業モデルが変更された場合、企業はIFRS第9号

の再分類の規準を適用しなければならないことか

ら、事業モデルの再評価の概念的な基礎が疑問視

された。また、事業モデルには事実と状況の客観的

評価が要求されるので、新基準書の適用開始日に

おける事業モデルの再評価の提案は、IFRS第9号

が意図する事業モデルの概念に優先するかもしれ

ない。 

 

これに対して、提案の「再評価」アプローチと IFRS

第 9 号で規定される「分類変更」の規準を区別する

ことは重要である。後者は、分類変更を正当化する

第三者に観察可能な証拠の存在を要求するだけで

はなく、企業が金融資産を分類変更するために高い

ハードルを設定しているが、企業が保険契約の新

基準書に移行することは想定していないであろう。

企業は、保険契約の新基準書を適用する際には、

金融資産の事業モデルを変更することの合理的な

理由を有しているかもしれず、したがって、IASB は

事業モデルのこのような変更を反映する会計処理

を促進するために仕組みを簡易にすべきである。こ

れにより、これらの企業が現在の IFRS第 4号のガ

イダンスに基づく IFRS第 9号の分類に「ロックイン」

される状況を避けることができる。 

 

保険契約を発行する企業が、短期間に2つの主要

な基準書を適用しなければならないこと、および、以

前に行ったIFRS第9号の分類および測定と減損の

判定を再実施しなければならず、実質的にIFRS第9

号を2度適用しなければならないことの費用負担の

ために、IASBは保険契約を発行する企業に対する

IFRS第9号の発効日の延期を検討すべきであると

の意見があった。 

 

IFRS第9号の発行日を保険契約の新基準書の発

効日に合わせることは次善の策ではあるが、この例

外が適用される企業と、その企業の資産と負債を特

定することに重要な懸念があることから、IFRS第9

号の適用を延期することについては反対があった。

資産と負債が特定できたとしても、同一企業内およ

び企業間で類似する金融商品がIAS第39号とIFRS

第9号の2つの異なる基準によって会計処理される

ことについてより大きな懸念が生じる。IFRS第9号

は、金融商品の減損モデルだけでなく、分類および

測定の要求事項と減損の要求事項が密接に結びつ

いているという点で、IAS第39号から大幅な改善が

行われており、特定の企業にIFRS第9号の適用を

遅らすことを許容することは適切かもしれないとの

意見もあった。保険契約の新基準書がまだ最終化

されていないために、保険会社に対してIFRS第9号

の適用を遅らせることは、該当企業のIFRS第9号の

適用を不明な期間にわたり免除することを潜在的に

意味しているとの意見があった。 

 

保険契約の新基準書はIFRS第9号の強制適用日

の前には発行されるであろうから、企業はIFRS第9

号を適用する際には、この保険契約の新基準書と

IFRS第9号の相互関係を検討できる状況にある。

加えて、IFRS第9号と保険契約の新基準書の発効

日の間隔は短期間（Deloitteの見込みでは1年間）と

見込まれることから、事業モデルの変更は重要では

ないと想定される。 

 

理事たちはスタッフの提案に賛成し、保険契約を発

行する企業のIFRS第9号の強制発効日の延期は

行わないことを決定した。 

 

IASBは将来の会議において、IASBの決定によって



 
 

 

 

a生じる論点を議論する予定である。これらの論点

には、IASBは新しいIFRS第9号の移行の救済措置

を「許容」するか「強制」するかどうか、資産の分類

変更は将来に向かっての適用か遡及的に適用すべ

きどうか、がある。 

 

次のステップ 

 

IASBは、2015年の夏の間に、有配当契約について

暫定結論に到達するつもりであり、保険契約の新基

準書を2015年の終わりまでに発行することを計画し

ている（訳者注：2015年3月に公表されたIASBスタ

ッフペーパーによると、スタッフは保険契約の新基

準書の発行が2015年中になることはないと見込ん

でいる）。 
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