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In depth 
A look at current financial 
reporting issues 

IASB が IFRS 第 17 号「保険契約」を公表 

―保険契約に関する会計の新時代が始まる 

要約 

2017年 5月、国際会計基準審議会（IASB）は、国際財務報告基準（IFRS）第 17号「保険契約」

（以下、「IFRS 第 17 号」とする）を公表しました。保険契約に関する会計の新時代が始まった

といえます。現行の IFRS 第 4 号では、保険会社が各国の会計基準を用いることが許容されて

いますが、IFRS第 17号は、財務諸表の比較可能性を著しく向上させる、明確かつ整合的な

規定を定めています。保険会社にとって、IFRS第17号への移行は、財務諸表および主要な

業績評価指標（Key Performance Indicators 以下「KPI」とする）に影響を及ぼします。 

IFRS 第 17 号の一般モデルの下では、企業は、当初認識時に、保険契約の履行キャッシュ・

フローと契約サービス・マージンの合計額の測定が要求されます。履行キャッシュ・フロー

は、将来キャッシュ・フローの見積り、貨幣の時間価値を反映する調整、および非財務リスク

に係るリスク調整によって構成されます。履行キャッシュ・フローは、各報告期間において、

最新の測定基礎を用いて再測定されます。未稼得利益（契約サービス・マージン）は、カバー

期間にわたり認識されます。 

この一般モデルとは別に、簡便法として、保険料配分アプローチが提供されています。この

簡素化されたアプローチは、カバー期間が 1年以下である保険契約を含む、一定の保険契約

に適用可能です。 

直接有配当性を伴う保険契約については、変動手数料アプローチを適用します。変動手数料

アプローチは一般モデルの一種です。変動手数料アプローチを適用すると、基礎となる項目

の公正価値の変動に対する企業の共有が、契約サービス・マージンに含まれます。結果として、

基礎となる項目の公正価値の変動は、発生した報告期間ではなく、契約の残存期間にわたり

純損益において認識されます。  

IFRS 第 17 号は、2021 年 1 月 1 日以後開始する事業年度に適用されます。早期適用は、

IFRS 第 9 号「金融商品」および IFRS 第 15 号「顧客との契約から生じる収益」を IFRS 第 17 号

の適用開始日または適用開始日以前に適用している企業に認められます。IFRS 第 17 号は、

IAS第8号に従って遡及適用されますが、情報の入手可能性に応じて、「修正遡及アプローチ」

および「公正価値アプローチ」のいずれかの移行措置が認められています。 

付録 C に、本資料の詳細な目次をまとめています。 
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適用範囲 

保険契約 

IFRS 第 17 号は、以下に適用されます。 

• 企業が発行する保険契約 

• すべての再保険契約（すなわち、企業が発行する再保険契約および企業が保有する再保

険契約）、および 

• 保険契約を発行する企業により提供される裁量権のある有配当性を伴う投資契約 

保険契約 

現行のガイダンス同様、IFRS 第 17 号は保険契約を「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（保険事故）が保険契約者に不利な影響を

与える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」と定義しています。 

保険リスクが「重要」かどうかの評価は、僅かに変更されています。IFRS 第 4 号において、企業

は、商業的実態のあるいかなるシナリオにおいても、保険事故が起きた際に支払うべき金額が、

保険事故が起きなかった場合に支払うべき金額と、重要な差異が存在するかを決定する必要

がありました。新基準においては、この評価は、現在価値を基礎としてなされることを明確にし

ています。現在価値を計算するために使用される割引率は、貨幣の時間価値、キャッシュ・フ

ローの特徴および保険契約の流動性の特徴を反映したものでなければなりません。契約が保

険契約の定義に当てはまる場合は、同じ割引率が測定目的においても使用されます（下記の

「割引率」を参照）。 

PwC の考察：重要な保険リスクの評価のための貨幣の時間価値 

IFRS 第 4 号は、保険リスクの重要性が割引後または割引前のいずれかで評価されるかについ

て明示していませんでした。実務的に、多くの企業が割引後キャッシュ・フローを使用している

ことから、この変更の影響はないでしょう。割引前キャッシュ・フローを使用して評価していた企

業にとっては、IFRS第17号のガイダンスは、保険契約の会計基準が適用される契約数に影響

を与える可能性があります。 

保険リスクは、保険事故の結果として、重要な追加金額の支払いおよび特定の契約において

全体としての損失が生じるようなシナリオが 1つでもある場合に、重要となります。当該ケースに

当たるかどうか評価するために、発行者は、現在価値を基礎として損失の可能性を評価します。

この要求事項は、IFRS 第 4 号には存在しませんでした。 

保険リスクの重要性は、各契約において評価されます。したがって、保険リスクは、ポートフォリ

オあるいは契約グループについて重要な損失の可能性が極めて僅かであっても、保険リスク

が重要になる可能性があります。すなわち、それらの契約が相対的に同質かつ小さな場合に

契約グループとして評価するという IFRS 第 4 号における適用除外の考え方は、もはや基準を

構成しません。 

企業が保有する（再保険契約以外の）保険契約は、IFRS 第 17 号の範囲にありません。
IFRS 第 17 号の代わりに、保有者は、適切な会計方針選択のために IAS 第 8 号を適用し
ます。 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 
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PwCの考察：IFRS第17号は保険契約のための基準であり、保険会社として規制を受けている

企業だけのための基準ではありません 

IFRS 第 17 号は、保険会社のみに関連するものではありません。IFRS 第 17 号の「保険契約」

の定義に当てはまる契約を発行するすべての企業は、この基準の適用範囲に含まれます。 

したがって、たとえば、製造業者、販売業者または小売業者は時として、販売する商品に関連

する特定のリスクで、明示的に本基準の範囲外とされる製品保証や残価保証といった種類の

保証を超えるリスクを保持します。通信会社は、たとえば、販売した携帯機器の盗難、紛失ある

いは損傷に対する保障を提供しています。この種の契約は、固定料金のサービス契約に対す

る要求事項に合致し、IFRS第15号もしくは IFRS第17号による会計処理が適用されない限り、

保険契約の定義に合致する可能性が高く、IFRS 第 17 号を適用して会計処理されることになり

ます。 

 
再保険契約 

再保険契約は、ある企業（「再保険者」）が、他の企業に対し、当該他の企業が発行した 1 つま

たは複数の保険契約から生じた保険金の支払いについて補填するために発行された保険契

約と定義されます。再保険契約の重要な保険リスクの評価についての要求事項は、保険契約

と同様です。しかし、再保険契約は、例え再保険者が重要な損失の可能性に晒されていなか

ったとしても、基礎となる保険契約の出再部分から実質的にすべての保険リスクが移転される

場合には、重要な保険リスクを移転します。 

裁量権のある有配当性を伴う投資契約 

「裁量権のある有配当性を伴う投資契約」という用語は、投資者が受け取る追加の支払の金

額・時期が契約上、発行者の裁量による契約を示します。定義に合致するためには、その金

額は、契約上の利益の合計の重要な部分を占めねばならず、そして、それは契約によって、

以下のいずれかを基礎としなければなりません。 

• 特定の契約プールまたは特定の形式の契約におけるリターン 

• 実現した、および/または未実現の、発行者によって保有される特定の資産プールからの

投資リターン、または、 

• 契約を発行する企業あるいはファンドの利益または損失 

IFRS第 17号において、裁量権のある有配当性を伴う投資契約は、企業が保険契約も発行して

いる場合にのみ基準の適用範囲に含まれます。企業が保険契約を発行していなければ、裁量

権のある有配当性を伴う投資契約は、IFRS 第 9 号の適用範囲内である金融負債および資本

の構成要素を含む複合金融商品として会計処理されます。これは、IFRS 第 4 号からの変更点

です。現行のガイダンスでは、すべての裁量権のある有配当性を伴う投資契約は、発行者が

保険契約を発行しているか否かに関わらず、保険契約の会計基準の範囲に含まれています。 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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PwC の考察：連結財務諸表および子会社の個別財務諸表の中の裁量権のある有配当性を伴う

投資契約 

保険会社は多くの場合、保険契約も発行していることから、この変更は、裁量権のある有配当

性を伴う投資契約を発行する多くの保険会社には影響を及ぼさないでしょう。しかし、裁量権

のある有配当性を伴う投資契約への新たなガイダンスは、以下の例で示すように、連結および

個別財務諸表において異なる会計処理をもたらすかもしれません。 

企業 S は、企業 P の子会社であり、裁量権のある有配当性を伴う投資契約を発行しています

が、保険契約は発行していません。企業 P は、保険契約を発行しています。 

企業 S の個別財務諸表において、投資契約は負債として、あるいは IFRS 第 9 号/IAS 第 32

号の範囲に含まれる複合金融商品として、会計処理されます。しかし、グループの連結財務諸

表において、それらは、IFRS 第 17 号の範囲に含まれる裁量権のある有配当性を伴う投資契

約として会計処理されます。 

 

適用除外 

IFRS 第 17 号は、以下には適用されません。 

• 製造業者、販売業者または小売業者により提供される、顧客への製品（財またはサービス

いずれも）の販売に関連する製品保証 

• 従業員給付制度から生じる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（たとえば、一部のライセンス料、ロイヤルティ、変動および他の偶発リース料や類

似の項目） 

• 製造業者、販売業者または小売業者が提供する残価保証 

• リースに組み込まれた借手の残価保証 

• 金融保証契約。ただし、発行者が過去においてこうした契約を保険契約とみなすことを明

言していて、保険契約に適用される会計処理を使用している場合は除く（下記を参照）。 

• 企業結合で支払うかまたは受け取る条件付対価 

特定の債務者が期日に支払いをできないことを理由として生じた損失を弁済するため、特定

の支払いを発行者に要求する金融保証契約は、保険契約の定義に合致します。しかし、それ

らは、IFRS 第 17 号の適用外です。ただし、発行者があらかじめ、そのような契約を保険契約と

してみなすことを明言し、また保険契約に適用される会計処理を使用している場合は除きます。

そのような契約については、発行者は、IFRS 第 17 号または IAS 第 32 号、IFRS 第 7 号および

IFRS第9号のガイダンスのいずれかの適用を選択できます。発行者は、契約ごとに選択できま

すが、それぞれの契約における選択は、事後的に変更できません。 

契約を保険契約とみなすという発行者の主張は、一般的に、文書、契約書、会計方針、財務

諸表および顧客・規制当局とのコミュニケーションにおいて確認することができます。 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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PwC の考察：IFRS 第 17 号の適用範囲外となる契約の IFRS 第 4 号からの変更 

IFRS 第 17 号の適用範囲外となる保険契約の一覧は、IFRS 第 4 号に類似しています。追加され

た唯一の項目は、「製造業者、販売業者または小売業者が提供する残価保証」です。IFRS 第 4

号においては、これらについても保険契約の会計処理が適用されていました。 

サービス提供者は、固定料金のサービス契約を締結するかもしれません。これらの契約にお

いては、顧客は、必要な場合に、固定された期間にわたって特定のサービスを受けるために、

固定料金を支払います。例としては、サービス提供者が故障後に特定の備品を修理する義務

を負うメンテナンス契約や、提供者がロードサービスやガレージ傍まで牽引義務を負う車の故

障時サービスがあります。サービスの水準とそれによるサービス提供者の義務は、不確実な将

来の事象に依存することから、この種の契約は、保険契約の定義に合致するかもしれません。 

しかし、企業は、以下のすべての条件に合致する契約について、IFRS 第 17 号に代えて IFRS

第 15 号を適用するという取消不能の選択をすることができます。 

• 契約の価格は、個別の顧客のリスクの評価を反映していない 

• 契約はサービス提供によって顧客に補償される。 

• 保険リスクは、サービスの費用についての不確性からよりも、顧客のサービスの利用から主

に生じる。 

この選択は、契約ごとに行うことができます。 

 

保険契約の結合と分離 

保険契約の結合 

企業は、全体的な経済効果を得るために同一のあるいは関連する相手方と一連の保険契約

を結ぶかもしれません。これらの契約の実態を会計処理に的確に反映するために、保険契約

グループまたは一連の保険契約を結合し、それらを全体として分析することが必要になるかも

しれません。たとえば、もし企業が、同一の相手方と同時に正反対の権利と義務のある二つの

分離された保険契約を結んだ場合、結合した影響としては、なんの権利も義務も存在しないこ

とから、それは、個別の契約としては会計処理されません。 

PwC の考察：フロンティング契約への結合の要求事項 

IFRS 第 17 号における保険契約の結合の要求事項は、IFRS 第 4 号から変更されています。

IFRS第4号では、企業が異なる会計方針を使用している場合に、保険契約の結合についての

特定の要求事項はありません。これは、保険会社のフロンティング契約締結に影響を及ぼす

かもしれません。会計処理は、以下の例で示すように変わるかもしれません。 

保険契約者が外部の保険会社にリスクを移転するが、すべてのリスクが再保険契約に基づき、

同じ保険契約者に戻ってくると仮定します。同一の法人が保険契約者でもありそして再保険者

でもある、または、保険契約者と再保険者は異なる法人であるが同じグループの一員であるよ

うな状況が起こるかもしれません。保険会社による契約の会計処理は、新しい結合の要求事項

によって影響を受けるかもしれません。 

企業は、IFRS 第 17 号の新しい要求事項に基づき、それぞれの契約の文言を分析し、契約が

結合されるべきか否かについて結論付けなければなりません。 
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保険契約の分離 

企業は、IFRS 第 17 号のガイダンスに基づいて保険契約を会計処理する前に、契約が分離さ

れるべき構成要素を含むかどうかを分析しなければなりません。IFRS 第 17 号は、特定の基準

に合致した場合に、個別に会計処理されるべき三種類の異なる構成要素を区別しています。 

• 組込デリバティブ 

• 投資構成要素、および 

• 区分できる財または非保険サービスを提供する約束 

以下のセクションでは、それぞれの項目をより詳細に説明します。 

 
 

企業は、すべての残余の構成要素について保険契約の取扱いを適用します。他の非保険構

成要素への分離は、禁止されています。 

PwC の考察：保険契約の構成要素の任意の分離の禁止 

私たちは、IFRS 第 17 号において、基準上明らかに要求されていない限り、どんな構成要素へ

の分離も禁止されていると考えています。これは、いくつかの企業にとって重要な影響がある

かもしれません。たとえば、銀行は、借手が死亡した場合は回収が放棄される貸出金を発行す

るかもしれません。IFRS 第 4 号の下では、銀行は、この様な貸出金を、他の貸出金と同様に償

却原価法で会計処理される貸出金と、IFRS 第 4 号で会計処理される保険構成要素部分とに、

任意に分離することができました。新しい基準では、貸出金の構成要素は、区別された投資構

成要素（下記を参照）とみなされる可能性が低いため、契約全体を保険契約として会計処理す

ることが求められるでしょう。 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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PwC の考察：特約付き契約 

保険会社は、多くの場合、特約付き契約を発行します。特約は、基本となる保険契約への追

加条項であり、追加コストの支払いにより、保険契約者に追加的な給付を提供します。特約

は、契約開始時の契約の一部であることも、事後的に追加されることもありえます。いつ特約が

発行されたかに関わらず、特約は、契約開始時からあるいは事後的に、特約が発行された日

における料率に則って保険料が設定されるかもしれません。特約の会計処理は、契約の条件

に依存します。 

分離された保険証券あるいは保険契約である特約 

特約が、基礎となる保険契約から分離され発行および価格付けされている場合には、結合の

ガイダンスに基づいて一緒に束ねることが要求されていない限り、IFRS 第 17 号において別々

の保険契約としてみなされなければなりません。 

主となる保険契約と同時に発行され、単一の保険契約の一部をなす特約 

複数の条項を伴う1つの保険契約が存在する場合で、すべての特約が、その契約の境界内に

ある場合には、その契約は、IFRS 第 17 号において一つの契約としてみなされるでしょう。保険

契約の分離は、禁止されています。 

 

組込デリバティブ 

企業は、組込デリバティブが分離されるべきか否かを決定するために、IFRS 第 9 号「金融商品」

を適用します。IFRS 第 9 号においては、組込デリバティブは以下のすべての基準が合致する

場合に分離されます。 

• 組込デリバティブの経済的特徴とリスクが主契約の経済的特徴とリスクに密接に関連してい

ないこと 

• 組込デリバティブと同一条件の独立の金融商品ならば、デリバティブの定義に該当すること 

• 混合契約が、公正価値で測定して公正価値変動を純損益に認識するものではないこと 

IFRS第9号のガイダンスは、契約上要求される支払と株式指標または第三者により発行された

基礎となる負債性商品の信用リスクを反映する負債指標とのつながりは、一般的に密接に関

連していないことを、明確にしています。保険契約にとっては、IFRS第 9号と IFRS第 17号は、

二つの重要な例外を含みます。まず、IFRS 第 9 号は、保険契約に組み込まれたデリバティブ

は、保険契約と密接な関係があり、組込デリバティブと主となる保険契約が相互依存している

ため、企業が主契約の考慮することなしに組込デリバティブを分離して測定できない場合には、

分離されないとしています。次に、IFRS 第 17 号は、支払いそれ自体が保険事故により生じか

つ保険リスクの移転が重要な場合は、価格指標に関連した金額の支払は、密接な関係を持た

ない組込デリバティブを生じさせないとしています。 

PwC の考察：IFRS 第 4 号から IFRS 第 17 号への要求事項の変更点 

IFRS 第 4 号は、組込デリバティブの分離について、固定金額または固定金額および金利に基

づいた金額で解約できる保険契約者のオプションを分離しないという例外を除いて、保険会社

に IFRS 第 9 号のガイダンスに従うように要求しています。さらに、IFRS 第 4 号の適用ガイダン

スは、組込デリバティブが分離されるべきか、または分離されるべきではないかについて、いく

つかの例示を示しています。 

IFRS 第 17 号は、組込デリバティブの分離について、IFRS 第 9 号を利用するよう企業に要求し

ています。IFRS 第 4 号における要求事項と例示は、IFRS 第 17 号には引き継がれませんでし

た。保険会社は、分離が求められるか否かを結論付けるため、保険契約に組み込まれたデリ

バティブを分析しなければなりません。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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投資構成要素 

第二段階として、企業は、いかなる区別できる投資構成要素も分離します。投資構成要素は、

保険事故が生じない場合でも、保険者が保険契約者に払い戻さなければならない金額です。 

構成要素は、以下の基準をともに満たす場合に区分可能です。 

• 投資構成要素と保険構成要素との間に、高い相関関係がない。一方の構成要素の価値が

他方の価値に従って変動する場合には、投資構成要素と保険構成要素とは高い相関があ

ることから、企業は、他方の構成要素を考慮することなくそれぞれの要素を測定するこがで

きません。保険契約者が、一方の構成要素の存在なしには他方の構成要素の給付を受け

られない場合も同様に、構成要素は、高い相関関係があります。これは、たとえば、一方の

構成要素の失効または満期により他方の失効または満期が生じる場合が挙げられます。 

• 同等の条件を有する契約を、同一の市場または同一の法域で、別個に販売しているかま

たは販売できる。企業は、すべての合理的に入手可能な情報を考慮しますが、それは徹

底的な調査を行う必要はありません。 

PwC の考察：区別できる投資構成要素 

死亡給付を伴う契約は、多くの場合、契約の他の構成要素が保険契約者の死亡や失効によ

って支払われます。投資構成要素が、死亡や契約上の失効によって存在しなくなるのであれ

ば、投資構成要素は、生命保険構成要素から区別できません。したがって、それらの投資構

成要素は、保険契約からの分離の取扱いが適用されません。同様に、いくつかの財物保険や

傷害保険契約には、優良戻しや無事故戻しが含まれます。これらは、投資構成要素ですが、

保険契約の満了がこれらの構成要素の満了となる場合には、区別できません。 

保険契約から分離された投資構成要素は、IFRS 第 9 号の適用範囲である金融商品として会

計処理されます。区別ができず、測定のために保険契約から分離されなかった投資構成要素

は、それでも、保険収益および保険サービス費用の両方から控除されなければなりません（下

記の「表示」を参照）。 

PwC の考察：保険契約者貸付 

契約の勘定価額を限度として、保険証券に定める保険契約者に、貸付を提供する保険会社

があります。現在、多くの場合、これらの貸付は、財務諸表上、金融資産として会計処理され

表示されています。 

IFRS第 17号において、会計処理は、保険契約者貸付が保険契約の満期または失効によって

返済を要求するか否かに左右されます。保険契約が有効でない限り保険契約者が保険契約

者貸付から利益を得られないのであれば、保険契約者貸付は、保険契約の区別できる構成要

素ではなく、保険契約とともに会計処理されなければなりません。これは、利息と元本の支払

いは、保険契約から生じる将来のキャッシュ・フローであることを意味します。それらは、直近の

確率加重を基礎に測定され、そして、保険契約から生じる他のすべてのキャッシュ・フローと同

じ割引率を使って割り引かれます。 

保険契約者貸付を、同一の契約から生じる他のキャッシュ・フローから区別し、貸借対照表に

おいて資産として計上することは許容されていません。 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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区別できる財または非保険サービスを提供する約束 

最終段階として、密接な関係のない組込デリバティブと区別できる投資構成要素を分離した後

に、企業は、主たる保険契約から、保険契約者へのいかなる区別できる財または非保険サー

ビスを提供する約束も分離しなければなりません。 

財または非保険サービスは、譲受人が財またはサービスから、それ単体で、あるいは容易に入

手可能な他の資源とともにして、便益を受けることができる場合に、区別できます。資源は、別

個に販売されているかそれを譲受人が既に所有している場合に容易に入手可能です。財また

は非保険サービスは、財またはサービスに関連するキャッシュ・フローおよびリスクが保険構成

要素のキャッシュ・フローおよびリスクと高い相関があり、保険構成要素に財またはサービスを

統合することで重要なサービスを提供する場合には、区別できません。 

PwC の考察：区別できるサービス構成要素の評価 

財または非保険サービスを提供する約束が区別できるか否かの IFRS 第 17 号の評価基準は、

IFRS 第 15 号「顧客との契約から生じる収益」における評価基準に類似しています。いずれの

会計基準においても、企業は顧客が財またはサービスから、それ自身であるいは容易に入手

可能な資源とともにして便益を得ることができるか否か、そして財またはサービスの提供は、契

約の他の構成要素と相関するか否かを分析しなければなりません。特定の状況下において

は、IFRS第 15号で提供される追加のガイダンスが、IFRS第 17号の「区別できる」という用語の

解釈の助けになる場合があります。 

保険契約を履行するために保険会社が実施する、たとえば契約組成のための事務的な業務

といった活動は、分離されません。一般的に、保険金請求の処理は保険会社が契約履行のた

めに引き受けねばならない活動の一部であり、分離する必要のある区別できるサービスではあ

りません。しかし、特に保険会社が、リスクの一部を自家保険にする企業に対してサービスを提

供する場合に、例外があります。IFRS第 17号の設例 5が、分離されるべき区別できるサービス

構成要素を有する契約を示しています。 

一度、企業が財または非保険サービスを移転する約束を分離して会計処理すると結論づけた

ら、キャッシュ・フローは、保険構成要素と財または非保険サービスを提供する約束に分離して

割り当てなければなりません 

どのように構成要素が保険契約から分離されるかの包括的な例示は、IFRS 第 17 号の設例 4

に含まれています。 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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認識 

集約のレベル 

企業は、契約開始時において、契約を、認識、測定、表示、および開示のためにグループに

集約します。グループは当初認識後に再評価してはなりません。 

企業は、最初に、保険契約のポートフォリオを認識しなければなりません。保険契約のポートフ

ォリオは、類似のリスクの影響下にあり、一括して管理される保険契約と定義されます。一般的

に、異なる商品種目には異なるリスクがあると考えられます。たとえば、一時払い定額年金と平

準払い定期保険は異なるポートフォリオに分類されると考えられます。それらは異なる保険リス

ク（長寿リスクと死亡リスク）をカバーしているためです。 

PwC の考察：「ポートフォリオ」という用語の適用 

実務上、ポートフォリオの定義を当てはめる際には、判断が求められる可能性があります。「一

括して管理」や「類似のリスク」は、判断の余地がある領域であるため、各企業はポートフォリオ

を様々に定義すると思われます。これは、保険契約がどのように測定されるかに影響するかも

しれません。IFRS第17号は、「ポートフォリオ」という用語を、保険契約グループや保険獲得キ

ャッシュ・フローの定義など、多くの目的で使用しています。企業によるポートフォリオの定義

は、これらすべての異なる目的において、整合的でなければなりません。 

 

PwCの考察：保険契約と裁量権のある有配当性を伴う投資契約の、同一のポートフォリオへの集約 

類似のリスクの影響下にあり、一括して管理される場合には、契約はポートフォリオへ集約され

ます。現在は、IFRS 第 4 号の下で、多くの保険契約と裁量権のある有配当性を伴う投資契約

は一括して測定されています。企業は、保険契約と投資契約に類似のリスクがあるかどうか、

保険契約と投資契約を集約および一括して測定することが可能かどうかを判断する必要があ

ります。 

さらに、ポートフォリオは当初認識時に以下のグループに細分化されなければなりません。 

1. 不利な契約 

2. 有利であり、今後不利な契約となる重要なリスクがない契約 

3. 有利であり、今後不利な契約となる重要な可能性がある契約（1 と 2 の残りの契約） 

個別のポートフォリオにおいて、上記の 3 つのグループのうち、1 つまたは 2 つのグループに分類

される契約がないということもあります。たとえば、企業がポートフォリオにおけるすべての保険

契約が不利ではなく、今後不利な契約となりうるような重要なリスクがないと予想している場合

には、収益性に基づいた上記の 3 つのグループのうち、1 つのみに分類されることになります。 

（性差別禁止法のような）法律や規制が、発行者が特定の特徴に基づいて価格や給付水準を

決定することを制限する可能性のある法域があります。企業は、こうした制限から生じる収益性

の違いに基づいて契約を異なるグループに分類することはすべきではありません。保険料や

保険金の水準に特に関連しない一般的な反差別法、自主規制実務、もしくは当該保険契約

には適用されない他の法域の法律に基づく実務などの他の状況は、この適用除外の要件を

満たさないでしょう。 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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特定のポートフォリオやグループ、またはセット（ポートフォリオでもグループでもない契約の集

合）に分類された契約が同様の収益性を持つという合理的かつ裏付け可能な情報がある場合

には、個々の契約の収益性を当初認識時に評価する必要はないかもしれません。しかし、企

業がこうした合理的かつ裏付け可能な情報を保有していない場合には、保険契約の収益性は、

契約開始時に個別に評価しなければなりません。 

企業は、見積りについての内部報告を用いることにより、今後起こりうる契約の収益性に影響を

与える仮定についての変更によって契約が不利な契約となる可能性について、評価しなけれ

ばなりません。  

これに加え、グループには、それぞれの契約の発効日の違いが 1 年以内である契約のみを含

めることができます。 

グループが単独の契約で構成される可能性もあります。 

PwCの考察：グループに集約される保険契約の契約開始時の収益性の評価は個別に実施するか

集約して実施するか 

多くの場合、企業が個別の保険契約についての評価を行っていない場合でも、保険契約のポ

ートフォリオ、グループ、もしくはセットについての情報を保有しています。 

収益性についての評価は、企業が契約開始時に入手可能な情報に基づいて実施されなけれ

ばなりません。カバー期間に亘り、グループ内のそれぞれの保険契約の収益性についての情

報は変化し、究極的には、グループ内のある契約は有利で他のある契約は不利になることもあ

ります。しかし、十分に均質な契約集団を前提とすれば、期待確率加重ベースで測定されるそ

れぞれの契約開始時の収益性についての予想は、類似する可能性が高いでしょう。 

企業は、保険契約が十分に均質でない場合には、保険契約のポートフォリオやグループ、もし

くはセットについての集約された情報を用いることはできません。たとえば、企業には自動車保

険契約のポートフォリオが開始時に有利な契約となることが見込まれるという合理的かつ裏付

け可能な情報があるとします。しかし、契約開始時における確率加重による評価では、女性ド

ライバーに発行された契約は、契約開始時に有利であり今後不利な契約となりうる重要なリス

クがない契約であり、ある特定の年齢群の男性ドライバーに発行された契約は、当初認識時に

不利な契約であり、その他の男性ドライバーに発行された契約は、契約開始時に有利であり今

後不利な契約となりうる重要な可能性を伴う契約であると見込まれるとします。この例の場合、

ポートフォリオ全体の収益性を前提とした契約の集約は認められません。企業は、ポートフォリ

オ内の契約の収益性が契約開始時において同様のものであると結論付けることができないた

めです。しかし、女性ドライバー、ある特定の年齢群の男性ドライバー、そして、その他の男性

ドライバーに対して発行された契約については、個別の契約についての収益性の評価を行う

ことなく、それぞれのセットごとに異なる情報を使用することは可能かもしれません。また、価格

規制についての例外についても適用されるかもしれません。 

オーダーメード型の法人向け契約など、一部の契約については、集約された情報はなく、企業

は、個別に契約開始時の収益性を評価することが求められます。 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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当初認識の時期 

保険契約グループは、以下のうち最も早い時点において当初認識されます。 

• カバー期間の開始時点

• 保険契約者の最初の支払期日時または、期限がない場合における実際の受領時点

• 事実および状況に基づき、企業が契約グループを不利な契約であると決定した時点

企業は、発行時に限り、個別の契約を既存の契約グループに含めることができます。IFRS 第

17 号は、企業が報告期間末日の後に、既存のグループに新たな契約を含めることができると

しています。これは、保険契約グループに適用される割引率に当初認識時からの変更をもたら

す可能性があります。 

測定 

はじめに 

異なる種類の保険契約のために、IFRS 第 17 号には、以下の 3 種類の測定アプローチがあり

ます。 

一般モデル 
保険料配分 

アプローチ 

変動手数料 

アプローチ 

なぜ 

必要なのか？ 

全ての保険契約の 

ための既定モデル 

発生前の保険金に変

動性のない短期契約に

係る簡便的な測定 

直接有配当ビジネス

のためのモデル 

適用必須？ 必須 任意 必須 

一般モデルは、保険契約が直接有配当性を伴う場合、または企業が保険料配分アプローチ

の適用について適格であり、そして企業が保険料配分アプローチの適用を選択する場合を除

き、すべての保険契約に適用されなければなりません。 

保険料配分アプローチは、カバー期間が短期の保険契約の残存カバーに係る負債の測定に

おける、適用が任意の簡便法です。 

変動手数料アプローチは、直接有配当性を伴う保険契約に適用されなければなりません。こ

のアプローチは、契約者への支払額が基礎となる項目と契約上、結合し、実質的な支払額が

基礎となる項目に伴って変化するような、直接有配当ビジネスを取り扱っています。このアプロ

ーチは、再保険契約には使用できません。 

有配当契約は、発行者が基礎となる項目の成果を保険契約者と共有する保険契約または

裁量権のある有配当性を伴う投資契約です。これら以外のすべての契約は、無配当契約と

呼ばれます。 

無配当契約の測定 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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一般モデル 

一般モデルは、以下のビルディング・ブロックに基づきます。 

• 契約の全期間において、（確率加重して）期待される将来キャッシュ・フローの最新の見積り 

• 貨幣の時間価値や、流動性リスクや為替リスクなどのその他の財務リスクを反映するための調整 

• 非財務リスクに係る明示的なリスク調整 

• 契約の未稼得利益を表す契約サービス・マージン 

以下の図表は、一般モデルにおける主要なビルディング・ブロックと、それぞれのビルディン

グ・ブロックの変動がどのように包括利益計算書に反映されるかを示しています。それぞれのビ

ルディング・ブロックの測定と包括利益計算書への影響については、本資料において後に詳

細に検討します。 

 

* 将来キャッシュ・フローとリスク調整についての会計方針には以下の選択肢があります。 

(1) すべてを純損益に認識する 

(2) 契約開始時にロックインした割引率を用いて計算した保険財務収益または費用を純

損益において認識し、割引率の変更による影響をその他の包括利益に認識する 

** 企業は、非財務と財務リスクに対するリスク調整の変動を分離するかどうかを選択することが

できます。分離をしなかった場合、変動額全体が保険サービス利益に含まれることになります。 

*** すべての実績調整が純損益として認識されるわけではありません。将来サービスに関連

する保険料の実績調整は、見積りの変更として取り扱われます。つまり、これは、契約サービ

ス・マージンの調整となり、純損益への即時認識はされません。 

企業は、それぞれのビルディング・ブロックを明示的かつ個別に見積らなければなりませんが、

以下の条件を満たす限りにおいて、いくつかの要素を組み合わせて測定することもできます。 

• キャッシュ・フローは、貨幣の時間価値およびその他の財務リスクの調整とは別に見積られ

なければならない、そして 

• 非財務リスクに係るリスク調整は明示され、将来キャッシュ・フローの見積りや貨幣の時間価

値およびその他の財務リスクの調整と分離しなければならない 

外貨建でキャッシュ・フローを生じる保険契約グループの資産または負債は、IAS 第 21 号「外

国為替レート変動の影響」の定める貨幣性項目に該当します。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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PwC の考察：IFRS 第 17 号が適用される資産および負債は貨幣性項目 

現在、多くの発行者は、未経過保険料準備金など、非生命保険負債の一部を IAS 第 21 号に

おける非貨幣性項目として取扱い、取得時に固定された為替レートを用いて外貨残高を換算

しています。資産が貨幣性項目であり、報告期間末時点の為替レートで換算されている場合、 

発行者は、この取扱いは KPI の一部を歪めていると理解していました。 

IFRS 第 17 号は明示的に、IFRS 第 17 号が適用されるすべての資産および負債を IAS 第 21

号の貨幣性項目として取り扱うことを求めています。これにより、外貨建の保険契約資産および

保険契約負債のすべてが、報告期間末時点の為替レートを用いて換算される結果がもたらさ

れ、発行者が外貨換算方法の違いによる変動性を軽減することに役立つでしょう。 

発行者の財務諸表における履行キャッシュ・フローは、IFRS第 13号「公正価値測定」において

定義される不履行リスクを反映させてはなりません。 

将来キャッシュ・フローの見積り 

契約の境界 

契約の境界の概念は、保険契約の測定においてどのキャッシュ・フローを考慮するべきかを決

定する際に用いられます。保険契約の境界外のキャッシュ・フローは、将来の保険契約に関す

るものです。 

保険契約者が保険料を支払う義務がある期間または企業が保険契約者に保険カバーやその

他のサービスを提供する実質的な義務がある期間に存在する権利および義務から生じたキャ

ッシュ・フローは、保険契約の境界内にあります。実質的な義務は、以下の時に終了します。 

(a) 企業が特定の保険契約者のリスクに対する料率を再設定する、または給付水準の変更を

する実質的な能力を持ち、料率がリスクを十分に反映している、または 

(b) 以下の要件の両方が満たされている 

i. 企業が契約や契約ポートフォリオの料率を再設定する実務上の能力を有し、料率が

ポートフォリオの再評価されたリスクを十分に反映している

ii. リスクの再評価を行う日までのカバーに対する保険料の料率の設定が、再評価日以

降の期間におけるリスクを反映していない

以下の図表は、キャッシュ・フローが契約の境界に含まれるかを分析する、意思決定プロセス

をまとめています。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。

14 



inform.pwc.com 

PwC の考察：契約の境界の実務的な判断 

契約の境界についての評価は、企業が保険契約ポートフォリオの料率を再設定する実務上の

能力によって決まります。このため、契約の境界は、企業によるポートフォリオの定義方法の影

響を受ける可能性があります。実務上、ポートフォリオの定義の適用には判断が求められるか

もしれません（ポートフォリオにおける契約の集約の詳細については「集約のレベル」を参照）。 

一部の法域における健康保険契約には、年次更新オプションが付いています。多くの場合、

企業は、個別の保険契約者についてのリスクを十分に再評価することはできないことがよくあり

ます。なぜなら、契約の更新に際して、保険契約者が健康診断を受ける必要がないためで

す。しかし、企業は、次の契約更新日までの保険リスクを考慮した、保険契約ポートフォリオに

ついての十分なリスクの再評価に基づいて料率の再設定をすることができます。こうした契約

は、契約の評価において他の要件が 1 年契約であることを示す場合には、年次の契約の境界

を持つことになります。 

 

契約の境界内のキャッシュ・フロー 

契約の境界内のキャッシュ・フローには、以下の種類の保険契約の履行に直接関連するキャッ

シュ・フローが含まれます 

• 保険料および関連する支払 

• 既報告未決済保険金や既発生未報告保険金を含む保険金および給付金、および契約の

境界内の期間において発生が予想される将来保険金 

• 裁量権のある支払および基礎となる項目のリターンによって変化する保険契約者への既存

の契約からの支払。この保険契約者への支払は、現在または将来の保険契約者に行うと

予想されるかを問わない 

• （オプションおよび保証などの）組込デリバティブおよび投資契約から分離されない投資構

成要素やサービス構成要素から生じる支払 

• 契約の属するポートフォリオに起因する保険獲得キャッシュ・フロー 

• 保険金請求処理費用 

• 現物支給された契約上の給付のための費用 

• 仲介者への継続的な手数料を含む契約の維持および管理の費用 

• （保険料を基礎とする税金などの）取引ベースの税金および賦課金や保険者が保険契約

者に生じた納税義務を受託者の立場で果たすために行う支払 

• 別途資産を認識していない範囲における残存物や請求権代位などの、将来や過去の保

険金についての回収額 

• 固定および変動の間接費 

• 契約の条件によって保険契約者に請求可能なその他の費用 

保険契約の境界内に含まれる保険獲得キャッシュ・フローは、以下のように定義されます。 

• 保険契約グループの販売、引受、および開始によって発生する費用 

• 保険契約グループの属する保険契約ポートフォリオに直接起因する費用。キャッシュ・フロ

ーがポートフォリオに直接起因するならば、個別の契約や契約グループに直接起因するこ

とは要求されません。個別の契約や契約グループに直接起因しないキャッシュ・フローは、

保険契約グループの測定のため、合理的で一貫性のある基礎により配賦されます。 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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商品開発費用や研修費用の一部などの契約獲得費用の一部は、保険契約ポートフォリオに

直接起因しないかもしれません。こうした費用は、発生時に純損益に認識されます。資産投資

のリターンや保有している再保険契約、所得税、そして保険契約から分離された構成要素に

関するキャッシュ・フローもまた保険契約の履行キャッシュ・フローから控除されます。  

PwC の考察：所得税の支払と還付の受領 

企業が、受託者の資格においてではなく支払・受領する所得税は、IAS第 12号「法人所得税」

の下で認識および測定され、キャッシュ・フローの見積りには含まれません。一部の地域では、

発行者は保険契約者に代わって税金を支払いますが、これが所得税の定義に合致するた

め、この支払いは、保険契約の測定に含まれないということがあります。IAS 第 12 号と IFRS 第

17 号の測定の要求事項は異なります。たとえば、給付金は、現在価値に割り引かれて計算さ

れるのに対し、IAS 第 12 号では割引計算が求められないため、関連する税金が割引計算を行

わずに測定されることになります。 

これに対して、保険契約者の代わりに支払う税金が IAS 第 12 号の下で測定されない場合に

は、IFRS 第 17 号の適用範囲内となり、保険負債の測定において、給付金のキャッシュ・フロー

が減ることになります。 

 

PwC の考察：保険獲得キャッシュ・フロー 

現在、IFRS 第 4号の下では、多くの発行者が、契約獲得キャッシュ・フローを独立した資産とし

て繰延べています。IFRS 第 17 号の下では、保険獲得キャッシュ・フローは、契約サービス・マ

ージンを減少させ、契約サービス・マージン内で内在的に繰延べられます。そして、サービス

の提供につれて、将来の報告期間における収益の減少として認識されます。しかし、財務諸

表の表示目的で、適格な契約獲得費用は保険サービス費用において規則的な方法で償却さ

れ、同額が保険収益に認識されます。  

IASB は、以下の種類の費用を区別せず、保険獲得キャッシュ・フローの定義に合致する場合

にはすべてを保険契約の測定に含めるべきと決定しました。 

(a) 契約獲得に至った努力と至らなかった努力 

ポートフォリオを生成するためにかかる費用には、個別の保険契約や保険契約グループを生

成するための成功に至らなかった努力が含まれます。発行者はいつも、非常に多くの契約を

生成しようと努力しており、そのうちの一部は、一般的に成功しません。こうした試みに関する

すべてのコストは、契約が獲得できたポートフォリオを始めるために必要なものとなります。 

一般的に、内部の営業部門を用いる、外部の仲介者を用いる、直接募集広告を用いるなどの

契約獲得モデルの違いにかかわらず、保険獲得キャッシュ・フローとして適格となる費用の種

類とその保険負債への影響は、企業間で比較可能であると予想されます。  

(b) 保険契約ポートフォリオに直接起因する直接費および間接費 

一般的に、発行者は保険料の算出時に一部の間接費を考慮するので、こうした費用を除外す

ると、契約サービス・マージンの過大計上につながります。ポートフォリオレベルにおいて直接

起因する保険獲得キャッシュ・フローは、保険契約の境界内に含まれます。 

 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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PwC の考察：保険相互会社 

多くの場合、保険相互会社には株主がいません。保険契約は、保険契約者に対して保険契

約を発行する保険相互会社のリターンの割当てをを分配します。この結果、こうした保険相互

会社の残余の持分は、現在および将来の保険契約者に支払われます。特定の状況では、保

険相互会社の履行キャッシュ・フローは、負債を超過する資産の剰余の全体において、保険

契約者の権利を含むかもしれません。この場合には、純資産は残らず、あらゆる会計期間にお

いて純包括利益はゼロとなります。 

保険契約は、契約サービス・マージンを除き、最新の見積りを用いて測定されます。保険相互

会社は、他の IFRS 基準に従い、のれん、繰延税金、引当金など一部の資産および負債を除く

大部分の資産を公正価値によって測定する場合があります。したがって、測定ベースの違い

により、資産と負債の評価においていくつかの会計上のミスマッチが生じる可能性が高くなります。  

会計上のミスマッチの結果（すなわち、総資産と保険負債の差額）は、保険相互会社の組織の

法的形式とその保険契約の条件によって、負債もしくは純資産として認識されます。 

 

過度のコストまたは労力なしに入手可能なすべての合理的かつ裏付け可能な情報の
利用 

将来キャッシュ・フローの見積りには、キャッシュ・フローの金額、時期、および不確実性に関し

て、過度のコストまたは労力なしに入手可能なすべての合理的かつ裏付け可能な情報を織り

込まなければなりません。これを達成するため、企業は、すべての起こりうる結果の期待価値を

見積らなくてはなりません。見積りと仮定は、偏りのないもの（すなわち、保守的でも楽観的でも

ないもの）でなくてはなりません。  

期待価値は、すべての起こりうる結果を反映したシナリオの確率加重平均を表します。それぞ

れのシナリオで、企業は、その結果の金額、時期、および発生可能性を識別します。もっとも

起こりうる結果や生じる可能性の方が高い結果を識別するアプローチは、IFRS 第 17 号の要求

事項を満たしません。考慮されるシナリオには大規模自然災害の損失の見積りを含みますが、

将来見込まれる契約についての保険金は含みません。  

すべての起こりうる結果を検討する目的は、すべての合理的かつ裏付け可能な情報を織り込

むためです。発行者はすべての起こりうるシナリオの識別が求められている訳ではありません。

結果が目的に合致していれば、明示的なシナリオは必要ありません。しかし、それぞれのシナ

リオと関連する測定との間に非線形な関係がある場合には、もっとも起こりうる結果や生じる可

能性の方が高い結果に基づく単一シナリオは目的に合致しません。重要な非線形性を補足

するために求められる適切なシナリオ数の決定には判断が求められます。これは事実および

状況に依拠し、定期的に再評価されるべきものです。  

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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設例 ‐ 確率論的モデルと決定論的モデル 

下表は、ある保険契約についてのすべての起こりうる可能性を反映させたシナリオの範囲を

示しています。表には、それぞれのシナリオのネット・キャッシュ・フローと発生可能性がまとめ

られています。 

シナリオ ネット・キャッシュ・インフロー 

/ （アウトフロー）、CU 

発生可能性 確率加重結果、CU 

1 (10,000) 5% (500) 

2 – 15% – 

3 5,000 7% 350 

4 15,000 73% 10,950 

Total  100% 10,800 

現在、企業は、保険負債の測定に確率論的モデルまたは決定論的モデルのどちらかを用い

ています。確率論的モデルでは、保険負債の価値の決定に、様々なシナリオの検討が必要

です。決定論的モデルでは大抵、もっとも起こりうる結果や生じる可能性の方が高い結果を識

別し、すべての起こりうる結果の識別に基づきません。たとえば、確率論的モデルを用いた保

険負債の価値は CU10,800（つまり、確率加重による結果）ですが、決定論的モデルを用いた

価値は CU15,000（つまり、もっとも起こりうる結果）となります。 

単一の「最善の見積り」を行う現在の多くの会計モデルと異なり、IFRS第 17号の下では、すべ

てのシナリオとそのシナリオの発生可能性を（たとえわずかなものでも）検討し、加重しなけれ

ばなりません。しかし、すべての場合に明示的なシナリオが必要になる訳ではありません。非

線形的な複雑な基礎となる要素がある場合には、洗練された確率論的モデルが必要となるで

しょう。これは、たとえば、キャッシュ・フローが一連の相関するオプションを反映するような場合

に起こるかもしれません。目的は、すべての関係する情報を織り込むこと、および、入手が難

しい情報を無視しないことです。  

確率論的モデルは、初期導入と維持の両面で複雑になり得ます。これは、現在 IFRS第4号の

下で確率論的なモデルを利用していない企業にとって、IFRS 第 17 号の適用における追加的

な負担となるかもしれません。 

合理的かつ裏付け可能な情報は、報告日において過度のコストまたは労力なしに入手可能な

合理的かつ裏付け可能な情報と定義されます。入手可能な情報についての不確実性と判断

は必ずしも情報が合理的かつ裏付け可能ではないということを意味しません。過度のコストま

たは労力なしに入手可能な情報は、企業が営業を行う国についてのエコノミストの予測や（た

とえば死亡率などの）統計データなどの外部より入手可能な情報だけではなく、保険金、給付

金および失効の過去データならびに潜在的な将来の保険金、給付金および失効についての

予測などの企業の内部情報を含みます。  

以下は、将来の支払に関する発生可能性、金額および時期について考えられる情報源の例です。 

• 既報告保険金などの、契約者について入手可能な実際の情報 

• 類似の契約についての過去に報告された保険金などの企業自身の過去の経験 

• 国における死亡率などの、国や業界の過去の実績情報 

• 死亡率に影響を与える疾病の治療法の開発など、経済、人口動態、およびその他の状況

に関する最新の傾向および変動についての情報 

• 過去には可能でなかったが、新商品についての統計的に信頼できる十分なデータの収集

が可能になり、企業が自身の統計を用いて負債を測定することができるようになるなど、情

報が収集・提示される方法に影響を与える可能性のある企業自身の手続の変更  

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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市場変数および非市場変数 

将来キャッシュ・フローの見積りは、あらゆる関連する市場変数の見積りがその変数について

の観察可能な市場価格と整合的な限りにおいて、その企業の見通しを反映するべきです。 

企業は、以下の場合を除き、関連する観察可能なインプットの利用を最大化し、観察不能なイ

ンプットの使用を最小化することが求められます。  

• 企業が多くの類似の資産または負債を保有しているものの、それらの市場価格の入手は

容易ではなく、代替的な評価方法が認められる場合

• 市場価格が測定日における公正価値を表さない場合

• 資産または負債の特徴を反映するために重要な調整が必要であり、入手可能な市場価格

を調整すべき場合

観察可能なインプットが調整なしに利用できない場合には、観察不能なインプットは、可能な

限り観察可能なインプットと近いものとすべきです。  

市場変数は、市場から観察可能であるか、直接導出可能です。発行者にとって、市場の見積

りと仮定は、金利、有配当契約についての債券および株式の気配値、インフレ率、そして、オ

プションおよび保証などの分離していない組込デリバティブの価格を含む可能性があります。  

一部の契約については、負債からのキャッシュ・フローの一部は、すべてのシナリオにおける

資産の理論上のポートフォリオ（複製ポートフォリオ）のキャッシュ・フローと完全に一致します。

この場合には、資産の複製ポートフォリオの価値と負債から生じるキャッシュ・フローの価値は、

同一になります。企業は資産の複製ポートフォリオの市場価値を負債のキャッシュ・フローを測

定するための観察可能なインプットとして用いることができます。これは「複製ポートフォリオ法」

と呼ばれます。もし企業が複製ポートフォリオ法を用いないことを選んだ場合には、複製ポート

フォリオ法による測定結果と大きく異なる結果とならないようにしなければなりません。 

IFRS第17号は特定のモデル技法の使用を求めてはいません。発行者には、観察可能な市場

インプットを最大化するという目的に最も適合する技法を識別するための判断が求められます。

とりわけ、使用される技法は、保険契約に含まれるオプションおよび保証の測定結果が、その

オプションおよび保証の観察可能な市場価格と整合的となるような技法でなくてはなりません。  

企業は、保険契約からのキャッシュ・フローを（たとえば、有配当性に関するキャッシュ・フロー、

オプションおよび保証に関するキャッシュ・フロー、保険金や経費に関するキャッシュ・フローと

いったように）別々に測定する必要はありません。企業は、キャッシュ・フローがその特徴ごとに

別々に測定されていない場合には、契約全体に適切な割引率を使用しなければなりません。

これは、確率論的なモデルまたはリスク中立測定技法によって達成されるでしょう。  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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PwC の考察：オプションおよび保証の市場整合的な測定 

上記の「設例 ‐ 確率論的モデルと決定論的モデル」で記載したように、IFRS 第 17 号はオプション

および（満期価値保証などの）保証について、確率論的モデルを求めていますが、これは、一部

の地域では一般的な実務ではないかもしれません。オプションおよび保証は、最新で市場整

合的な基礎により認識と測定がなされなければなりません。固定キャッシュ・フロー、保証され

たキャッシュ・フロー、基礎となる項目によって変化するキャッシュ・フローなどを含むすべての

キャッシュ・フローは、関連がある場合には、市場変数を用い、すべての起こりうるシナリオを検

討した、確率加重ベースで測定されます。オプションおよび保証の測定は、多くの場合、考えら

れるシナリオの範囲を反映させるため、確率論的モデルまたは決定論モデルを用いた複数回

の実行によります。オプションおよび保証の特徴から、結果が非対称的に分布するためです。

単一の決定論的アプローチは、たとえば、運用収益の見積りが保証した収益を下回るような

シナリオの評価を省略するかもしれません。一部の単純なオプションおよび保証については、

（「ブラック=ショールズ」のような）確率論的なモデル化と同等となりうる公式があるかもしれません。 

オプションおよび保証の、市場整合的かつ確率論ベースでの測定におけるもっとも一般的な

手法は、「リスク中立」手法と「リアルワールド/デフレーター」手法です。これらの手法では、オ

プションおよび保証は、（観察可能な場合には）貸借対照表日における義務をヘッジするため

の費用と整合的に測定されます。これは、基礎となる項目により変化するキャッシュ・フローと契

約全体についての割引率における相互作用のモデル化により達成されます。現在一部の地

域では、過去の市場実績平均に基づき、一部の資産種類（資本性金融商品や不動産など）

が、負債性金融商品よりも成果が良いと仮定する、代替的な「リアルワールド」の確率論的手法

が用いられています。こうした「リアルワールド」手法は、IFRS 第 17 号においては認められてい

ません。オプションおよび保証の測定が観察可能な現在の市場価格と整合的に測定されない

ことを、その理由としています。 

非市場変数は、市場から観察可能または直接導出可能ではないすべての変数を含みます。

発行者にとって、非市場的な見積りと仮定は、既発生および将来の保険金の金額や時期や不

確実性、失効率、死亡率・罹患率、発行者が将来どのように裁量を実行するかといった情報を

含むでしょう。 

企業は、非市場変数について、内部と外部の両方の情報源を用いることができます。内部と外

部の情報が両方入手可能な場合には、最も関連が強い情報を識別するために、判断が求め

られます。たとえば、死亡率の情報は、通常、（企業の死亡率実績の蓄積データより）内部的に、

（企業が営業する国の死亡率統計より）外部的に、両方入手することができます。国の死亡率

統計は、企業がその国のある地域でのみ営業をしている場合には不適切でしょう。これに対し、

企業が事業を拡大して一部の地域からその国全体での営業を行うようにする場合には、企業

の内部的な死亡率実績の蓄積は、新たなポートフォリオには不適切であり、その国の死亡率

統計や他の情報源がより適切でしょう。 

非市場変数と市場変数には相関がある場合があります。たとえば、最低保証が組込まれた有

配当契約では、失効率は、市場金利と相関を有するかもしれません。つまり、市場金利が下落

すれば、失効の可能性も減少します。こうした場合には、企業は関連するシナリオにおいて、

非市場変数に関連する確率が観察可能な市場情報と整合的となっていることを確かめるべきです。  

多くの場合、市場変数は財務リスクと関連し、非市場変数は非財務リスクと関連しますが、それ

が常に当てはまるという訳ではありません。たとえば、負債性金融商品や資本性金融商品の価

格および利率は、常に財務リスクを表しますが、それらは常に市場で観察可能という訳ではあ

りません。非財務変数は、可能な限り入手可能な市場情報と整合的である必要があります。 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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最新の見積りと仮定 

将来キャッシュ・フローの見積りは、最新（つまり、将来についての仮定を含む、測定日現在の

状況を反映させたもの）でなくてはなりません。 

それぞれの報告日において、企業は、見積りが報告期間末における状況を忠実に表している

ことを確かめるため、見積りの見直しを行うことが予定されています。ポイントでの見積りではな

く、範囲での見積りが用いられる可能性もあります。企業が、報告期間末において見積りを更

新したからといって、ある範囲内における前会計期間とは異なる点を選択することは、会計期

間における状況の変化を忠実には表しません。一般的に、状況に変化がない場合には見積り

にも変更がないことが予想されます。 

最新の実績は将来キャッシュ・フローの見積りを表すものとならないかもしれません。企業は、

最新の実績が将来キャッシュ・フローの見積りにどのような影響を与えるかについて分析する

ため、以下の質問を検討しなければなりません。 

• 変化は持続しそうか

• 契約群の特性は変化しているか

• 最新の実績は不規則変動を表しているか

• 最新の実績に影響を与える他の非経常的な原因はあるか

非市場変数について、企業は、過去の実績および過去の実績と比べた将来の変化への予想

についての情報を分析しなければなりません。将来の法律の変更は、それが実質的に制定さ

れるまで、考慮されるべきではありません。 

割引率 

将来キャッシュ・フローの見積りは、財務リスクがキャッシュ・フローの見積りに含まれていない

限り、貨幣の時間価値やキャッシュ・フローに関連する為替・流動性リスクといったその他の財

務リスクを反映するために調整されなければなりません。割引率は、 

(a) 貨幣の時間価値、キャッシュ・フローの特性、および保険契約の流動性の特性を反映す

る必要があります。 

(b) 当該保険契約と時期、通貨および流動性などの特性が一致するキャッシュ・フローを有

する金融商品の観察可能な現在の市場価格と整合的である必要があります。 

(c) 観察可能な市場価格に影響を与えるものの、保険契約の将来のキャッシュ・フローに影

響を与えない要因の影響を除外する必要があります。 

PwC の考察：資産ベースの割引率の使用の制限 

現在、保険会社が保有する資産に基づく割引率を使用している保険会社もあります。IFRS 第

17 号は、資産利回りが保険契約のキャッシュ・フローに影響を及ぼさない場合、資産ベースの

割引率の使用を許容していません。しかし、負債の特性によっては、保険会社が保有する資

産は、使用可能な割引率を決定する出発点となるかもしれません。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。

21 



inform.pwc.com 

PwC の考察：イールドカーブか、単一の割引率か 

IFRS 第 17 号では、保険会社は、イールドカーブを使用すべきか、または、単一の割引率を使

用すべきかについて指定していません。IFRS 第 17 号において、「イールドカーブ」と「割引率」

という用語は、互換的に使用されています。一部の測定（たとえば将来キャッシュ・フローの割

引）において、企業は、イールドカーブを使用する必要があるかもしれません。しかし、別の測

定（たとえばロックインされた割引率を使用した契約サービス・マージンへの金利の付与）にお

いて、イールドカーブの代わりに単一の割引を使用する可能性があります。企業は、測定に使

用される単一の割引率またはイールドカーブが測定目的に適合し、IFRS 第 17 号の要件に従

っていることを明確にする必要があります。 

企業は、異なる特性を有する個別の保険契約からのキャッシュ・フローを個別に測定する必要

はなく、禁止もされていません。これらのキャッシュ・フローに適用される割引率は、測定される

キャッシュ・フローの特性に関連している必要があります。企業がキャッシュ・フローを個別に測

定せず、保険契約全体に対して単一の割引率またはイールドカーブを使用する場合、割引率

は、複合的なキャッシュ・フローのそれぞれ異なる特性を反映するために混合されるべきです。

確率論的モデリングまたはリスク中立的測定手法は、単一の割引率が保険契約全体に適用さ

れる場合に使用できるアプローチの例です。 

以下は、割引率と関連するキャッシュ・フローの特性との間に必要とされる関連性の例です。 

• 基礎となる項目のリターンに応じて変動するキャッシュ・フローは、変動性を反映した割引

率を用いて割引かれます。または、キャッシュ・フローを調整して変動性を除外する場合、

適用される割引率も調整して、基礎となる項目からの変動性を排除する必要があります

（無リスク金利など）。

• 基礎となる項目（履行費用、保険金請求処理費用、オプションおよび保証からのキャッシ

ュ・フローなど）によって変動しないキャッシュ・フローは、基礎となる項目の特性を反映し

ない金利を使用して割引く必要があります。

• インフレーションの影響を含むキャッシュ・フロー（名目キャッシュ・フロー）は、インフレーシ

ョン調整を加えない金利（名目金利）を使用して割引く必要があります。 インフレーション

の影響を除外したキャッシュ・フロー（実質キャッシュ・フロー）は、インフレーション調整を

加えた金利（実質金利）を使用して割引く必要があります。

割引率は、以下のいずれかのアプローチによって決定することができます。 

ボトムアップ・アプローチ* トップダウン・アプローチ 

企業は、まず、保有者にゼロまたはごく僅か

な信用リスクにしか晒さない金融商品の適切

な通貨でのイールドカーブを決定し、市場情

報が入手可能な商品と比較した保険契約の

非流動性を反映するために調整します。  

非流動性の調整は、保険契約者が多くの場

合、保険契約を解約することができないか、

または解約しても解約ペナルティーの対象と

なるという事実を反映しています。したがっ

て、ボトムアップ・アプローチによる割引率

は、無リスク金利に非流動性プレミアムを上

乗せしたものを表しています。 

企業は、まず、参照資産ポートフォリオ（負債

を裏付ける資産でありうる）に対する現在の市

場収益率を反映するイールドカーブを決定

し、期間のミスマッチ、予想信用損失、信用リ

スクに係る市場プレミアムなどの保険契約と

は関連性のない特性を調整します。保険契

約と複製ポートフォリオの流動性の特性の差

異を調整する必要はありません。イールドカ

ーブを決定するにあたり、企業は、関連する

観察可能な市場インプットを最大限利用する

必要があります。 

* 基礎となる項目に応じてキャッシュ・フローが変動しない場合のみ

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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トップダウン・アプローチまたはボトムアップ・アプローチを用いた割引率の計算は、IAS 第 8 号

に準拠した会計上の見積りを表しています。実務上、調整が計算される方法における固有の

制限ならびにトップダウン・アプローチにおける流動性調整の不十分性を根拠に、トップダウ

ン・アプローチおよびボトムアップ・アプローチを使用して見積られた割引率は、多くの場合異

なる結果となります。企業は、2 つのアプローチのうちの 1 つを使用する必要があり、使用しな

いアプローチによる計算または計算結果への調整は必要とされていません。  

PwC の考察：マイナス金利の使用 

現在の経済環境では、保険契約と類似の特性を持つ商品の金利はマイナスになるかもしれま

せん。私たちの考察では、たとえ現在価値が名目上の金額を上回ることになったとしても、や

はり、企業は、これらの金利を使用すべきです。 ゼロパーセント・フロアの使用は、適切ではあ

りません。 

時として、企業は、たとえば一般モデルにおける契約サービス・マージンに対する金利の付与

といった、保険契約グループの契約開始時に固定された金利を使用することを要求されること

があります。企業は、保険契約グループの当初認識日の割引率を決定するにあたり、グルー

プ内の契約が発行された期間にわたる加重平均割引率を使用することができます。 

非財務リスクに係るリスク調整 

非財務リスクに係るリスク調整とは、企業が保険契約を履行するにつれて非財務リスクから生じ

るキャッシュ・フローの金額および時期についての不確実性の負担に対して企業が要求する

対価です。企業は、非財務リスクに係るリスク調整を反映するために、将来キャッシュ・フローの

現在価値を調整すべきです。財務リスクに係る調整は、将来キャッシュ・フローの見積りまたは

割引率に含まれています。 

非財務リスクに係るリスク調整は、明示的に測定されるべきです。企業は、リスク調整を測定す

る際、明示的にリスク調整を行い、関連する非財務リスクを内在的に反映するために、将来キ

ャッシュ・フローまたは割引率の調整を行わないことによる二重計算を避けるべきです。  

PwC の考察：非財務リスクに係るリスク調整 

明示的なリスク調整を測定モデルに組み込むことは、保険契約、金融商品および売建オプ

ションの価格設定と整合しています。また、契約サービス・マージンが大きくなることを抑制し

ます。  

IFRS第 17号は、企業がリスク調整の見積りに特定の手法を使用することを要求していません。

保険会社が使用する可能性のある手法の例として、信頼水準法、条件付きテール期待値法、

および資本コスト法があります。企業がリスク調整を信頼できかつ整合的に測定するという課題

の重要性は、地域によって異なり、その地域における経験、およびリスク調整に関する技法が

資本管理またはソルベンシー要件に使用されているかどうかにより変わります。 

貨幣の時間価値は、将来キャッシュ・フローの見積りとは無関係であるため、割引率の変動リス

クはリスク調整の一部ではありません。たとえば、負債の適切な割引率を決定するための長期

債に対する再投資レートは、リスク調整額に影響を与えません。 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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設例 ‐ 非財務リスクに係るリスク調整 

下表は、ある保険契約が、様々なシナリオの下で起こりうるすべての結果を示しています。ま

た、ネット・キャッシュ・インフローと各シナリオの確率に関する情報を要約しています。 

シナリオ ネット・キャッシュ・フロー

/ （アウトフロー）, CU 

確率 確率加重の結果, CU 

1 10,000 84% 8,400 

2 15,000 16% 2,400 

Total 100% 10,800 

保険契約の確率加重した見積将来キャッシュ・フローは、CU10,800です。保険、解約、継続、

費用および契約に関連する他の非財務リスクに関連した不確実性により、2 つの結果の可能

性があります。 

企業は、保険契約と、CU10,800 を支払う不確実性のない金融商品（預金など）との間に選択

肢がある場合、不確実性に対する対価を要求します。 リスク調整は、保険契約に起因する非

財務リスクに対するこの対価を表しています。 

この例における期待される確率加重の結果と「設例 ‐ 確率論的モデルと決定論的モデル 」

（上記）の結果は、同一での CU10,800 となります。 

しかし、この例では、このシナリオに関連する不確実性がより少ない、つまり、結果ごとのキャッ

シュ・フローの差異がより小さい（CU10,000 と CU15,000 に対し、他の例では CU-10,000、ゼ

ロ、CU5,000、CU15,000）ため、リスク調整はより低くなります。 

リスク調整は、不確実性に対する対価を表すため、以下についても反映する必要があります。 

• リスクを負担するために必要な対価を決定する際に、企業が含める分散効果の程度、

および

• 企業のリスク回避の程度を反映するような有利および不利な結果

リスク調整は、一般的なオペレーショナルリスクなど、保険契約から発生したものでないリスクを

反映するべきではありません。  

企業は、リスク調整の測定のための一般原則に従わなければなりません。ただし、一般原則に

準拠していれば、さまざまな測定方法を使用することができます。 企業が非財務リスクを負担

するために必要とする対価を反映するために、非財務リスクのリスク調整には以下の特性を有

します。 

(a) 頻度が低く規模の大きいリスクの方が、頻度が高く規模の小さいリスクよりも非財務リスクに

係るリスク調整が高くなる 

(b) 同様のリスクについて、デュレーションの長い契約の方が、デュレーションの短い契約より

も非財務リスクに係るリスク調整が高くなる 

(c) 確率分布の広いリスクの方が、分布の狭いリスクよりも非財務リスクに係るリスク調整が高く

なる 

(d) 現在の見積りおよびその傾向に関して知られていることが少ないほど、非財務リスクに係る

リスク調整が高くなる 

(e) 新たな実績がキャッシュ・フローの金額とタイミングに関する不確実性を軽減する範囲で非

財務リスクに係るリスク調整が減少し、その逆も成り立つ 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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PwC の考察：非財務リスクに係るリスク調整の利益パターンへの影響 

当期に関連する非財務リスクに係るリスク調整の測定における変動は、収益として認識され、

企業が割引率の変動の影響をリスク調整の測定から分離しない会計方針の選択を行っている

場合、当期の純利益に影響します。収益の認識と利益の発生のパターンは、使用されたリスク

調整の測定手法、およびリスク調整に影響するドライバーによって異なります。たとえば、資本

コスト法が使用される場合、資本コストは、リスク調整に影響を与えます。 

IFRS 第 17 号は、リスク調整を測定するための手法を明示していませんが、企業は、リスク調整

に対応する信頼水準の開示が要求されます。 

 

契約サービス・マージン 

契約サービス・マージンは、保険契約グループに関連して認識される資産または負債の帳簿

価額の構成要素の一つであり、保険契約グループ内の個々の契約に対して、企業がサービス

を提供する過程で将来において認識される未獲得の利益を表しています。 

契約サービス・マージンの当初測定 

企業は保険契約グループの当初認識時点において契約サービス・マージンを測定する必要

があります。契約サービス・マージンの当初測定は、以下のものから収益または費用が発生し

ないような金額として測定されます。 

(a) 当初認識時点の履行キャッシュ・フロー 

(b) 保険獲得キャッシュ・フローに関連して認識された資産または負債の当初認識時点にお

ける認識の中止 

(c) 当初認識時点で契約グループから生じるキャッシュ・フロー 

保険契約が認識されるより前に、企業が契約を獲得するための費用を支出する可能性があり

ます。この場合、保険契約の認識に先立って、保険獲得キャッシュ・フローに対応する前払資

産を認識する必要があります。しかし、当該資産は、関連する保険契約が認識されるまで特定

の保険契約グループに配分されることはありません。当該資産は、関連する保険契約が後に

認識された段階で、関連する保険契約グループに配分される必要があります。 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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設例 ‐ 保険契約の当初認識 

企業が保険契約を発行し、当該保険契約は保険契約グループを構成する唯一の契約であっ

たとします。企業はカバー期間の開始前において CU50 の契約獲得費用を支払い、当該契

約獲得費用は保険獲得キャッシュ・フローの定義を満たすこととします。また、CU1,000 の保

険料をカバー期間開始時に受取り、期待キャッシュ・アウトフローの現在価値合計が CU545、

当初認識時点の非財務リスクに関するリスク調整は CU90 とします。この場合、契約獲得費用

が支払われた日において、企業は CU50 の前払契約獲得費用を認識する必要があります。ま

た、カバー期間の開始時点（保険契約の開始時点）で、企業は以下のような保険契約を認識

する必要があります（借方は正の値で、貸方は負の値で表示しています）。 

 

項目 金額 

（単位：

CU） 

詳細 

現金 – 受取保険料 1,000 契約始期において支払われた保険料 

契約始期前に支払われた契

約獲得費用 

(50) 保険獲得キャッシュ・フローに該当し、保険契

約の認識時点に取り崩される、カバー期間開

始前のキャッシュ・フロー 

履行キャッシュ・フロー：リスク

調整 

(90) 非財務リスクに係るリスク調整の認識 

履行キャッシュ・フロー：期待

将来キャッシュ・フローの現在

価値 

(545) 期待将来キャッシュ・フローの現在価値の認識 

契約サービス・マージン (315) 契約サービス・マージンの認識 - 差引で算出 

発行された保険契約 （負債） (950) 契約の当初認識時点において認識される負債 

   
 

当初認識時点の履行キャッシュ・フローの合計が純額でキャッシュ・アウトフロー（負の契約サ

ービス・マージン）となる場合、当該保険契約グループは不利な契約グループになります。この

不利な契約から生じる損失は当初認識時点の純損益として直ちに認識されます。なお、不利

な契約の測定に関する要求事項は、下記の「不利な保険契約」に記載しています。 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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契約サービス・マージンの事後測定 

当初測定が行われた後で、契約サービス・マージンは下表に表される方法に基づき測定され

ます。 

 

* 為替換算差額は正の値になる場合があります。 

企業は、契約サービス・マージンに対して、任意の順番で A,B,C および D の調整を行うことが

できます。ただし、調整 E（報告期間におけるサービス移転の事実に基づき、契約サービス・マ

ージンの一部を当期の収益として認識するための調整）については、他のすべての調整が実

施された後で行われる必要があります。なお、調整を行う順番は、報告期間末における契約サ

ービス・マージンの金額に影響を及ぼす可能性があります。 

PwC の考察：契約サービス・マージン配分の順番 

繰越されている契約サービス・マージンを、履行キャッシュ・フローの変動について調整した後

に、当該期間の純損益への配分を行うという特別な要求事項（上記 E の調整）は、モデリング・

システムのデザインを難しくする可能性があります。 

グループに追加される新契約 （調整 A） 

企業は報告期間に発行された契約のみを、このグループに含める必要があります。将来にお

ける契約については契約の発行時点で追加しなければなりません（ただし、1 年内に発行され

る契約に限ります）。  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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利息の計上 （調整 B） 

契約サービス・マージンにおける利息の計上については、上記の「割引率」および下記の「保

険財務収益または費用」に記載されています。 

将来の期間における履行キャッシュ・フローの変動および実績調整（調整 C） 

将来の期間に係る履行キャッシュ・フローに変動が生じた場合は、契約サービス・マージンの

調整が必要となります。以下の変動が将来の期間に係るものであり契約サービス・マージンが

調整されることになります。 

(a) 受取保険料および関連するキャッシュ・フロー（保険料ベースの税金や契約獲得費用など）

の実績調整。なお、ここでいう実績調整とは、報告期間の期首において当期間において

予想されていた額と同期間における実際の額との差額を表しています（たとえば、失効・

解約契約数が予想を下回った場合） 

(b) 残存カバーに係る負債に関連する将来キャッシュ・フローの現在価値見積額の変動（たと

えば、死亡率に関するアサンプションの変動） 

(c) 保険契約から区別されていない投資構成要素に係る変動 

(d) 将来サービスに関連する非財務リスクに係るリスク調整の変動 

なお、以下に挙げられている変動は将来サービスには関連しません。これらは、契約サービ

ス・マージンを調整せず、報告期間における純損益として認識されます。 

(a) 発生保険金に係る負債の変動 

(b) 保険獲得キャッシュ・フロー以外の保険サービス費用に係る実績調整。なお、ここでいう実

績調整とは、報告期間の期首において当期間において予想されていた発生額と同期間

における実際の発生額との差額を表しています 

割引率に関連する変動は当期および過去の期間のサービスに係るものとされており、「保険財務
収益または費用」の項目でも記載されているとおり、包括利益計算書において認識されます。 

契約サービス・マージンの純損益に対する解放（調整 E） 

報告期間内に保険契約者に対して移転されたサービスを反映するため、企業は、契約グルー

プの契約サービス・マージンを、カバー単位に基づいて純損益として認識しなければなりませ

ん。カバー単位の額は、個別の契約に関する、保険契約のもとで提供される給付の量と保険

契約の予想されるカバー期間を検討して決定されます。期末時点における契約サービス・マ

ージンは、その他のすべての調整が実施された後で、グループ内のカバー単位に等しく配分

されるとともに、当期に係るカバー単位と将来期間に係るカバー単位に配分されます。そして、

当期に係る契約サービス・マージンの金額は収益として認識される一方で、将来期間に係る

残高は保有契約グループに対する未獲得利益を表すことになります。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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PwC の考察：解放のパターンとカバー単位 

2013 年に公表された公開草案において、IASB は、個々の契約について、報告年度内に提供

されたサービスを反映するための、契約サービス・マージンの純損益への解放を（時の経過を

基礎とした）定額法で実施することを提案していました。最終的には、IASB は、計算単位を

個々の契約から契約グループに変更することを決定しました。また、これに伴い、カバー単位

を契約グループに係る契約サービス・マージンの解放パターンの基礎とすることを提案しまし

た。これは、時の経過を基礎とした場合、個々の保険契約について、解放される金額の個別計

算が必要となるからです。 

カバー単位は、保険契約のもとで提供される給付の額と保険契約の予想されるカバー期間に

基づいて決定されます。カバー単位がすべての期間において同じでない場合には、契約サー

ビス・マージンの解放のパターンは、（時の経過を基準とした）定額法を適用した場合とは異なる

可能性があり、IFRS 第 17 号 設例 2 および 6 に記載されているように、企業の判断が求められる

ことになります。異なった解放の金額が計算される（時の経過を基準とした）定額法の下では、

契約サービス・マージンの解放の計算のために異なったアプローチが適用される場合があります。 

設例 ‐ カバー単位に基づく解放のパターン 

この設例は、カバー単位の取扱いに関する要求事項に関する一つの解釈の可能性を説明し

ています。したがって、要求事項に関してこの解釈以外も許容される可能性があります。 

収益への解放以外の調整を実施した後の、報告期間末の契約サービス・マージンを CU1,000

とします。また、報告期間末においては、契約グループ内に 2 つの保有契約が存在することと

します。以下に示しているのは、2 つの契約に関する給付と残存カバー期間です。 

保険事故が発生した場合

における保険契約者への

最大支払額（単位： CU） 

報告期間を含むカバー期間 

（期待デュレーション） 

契約 1 100,000 3 

契約 2 150,000 2 

カバー単位の数と当期と将来期間の契約サービス・マージンの配分は以下のように計算され

るでしょう。 

現在期間 将来期間 1 将来期間 2 合計 

契約 1 100,000 100,000 100,000 300,000 

契約 2 150,000 150,000 – 300,000 

合計 （CU） 250,000 350,000 600,000 

合計に占める割合 42% 58% 100% 

契約サービス・マージ

ンの配分額 

CU420 CU580 CU1,000 

不利な保険契約 

保険契約グループは、当初認識時において保険獲得キャッシュ・フロー、保険契約の当初認

識時に発生するキャッシュ・フロー、履行キャッシュ・フローの合計がネット・キャッシュ・アウトフ

ローになる場合、不利な契約グループとなります。そのようなネット・キャッシュ・アウトフローは、

直ちに純損益において認識されます。事後測定において、契約サービス・マージンの調整額

が契約サービス・マージンの残高を超える場合、保険契約は、不利になる可能性があります。

その超過部分については直ちに純損益として認識されます。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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企業は、保険契約が不利とされた残高のすべてについて、残存カバーに係る負債の損失構

成要素として認識しなければなりません。企業は、以下の構成要素を、規則的な方法で、損失

構成要素とそれ以外の残存カバーに係る負債の構成要素に配分しなければなりません。 

• 当該期間に発生が予想される保険金および費用

• 過去または当期の報告期間のサービスに関連するすべてのリスク調整の変動

• 保険財務費用

当該配分は、残存する損失構成要素の取り崩しと、収益から損失構成要素に関連する金額を

控除するために行われます。 

企業は、契約サービス・マージンが再計上できるようにならない限り、事後の期間における履行

キャッシュ・フローの減少部分のすべてを、残存する損失構成要素に配分しなければなりません。 

PwC の考察：不利な契約グループの測定 

企業は残存カバーに係る負債の損失構成要素について会計記録を保持しなければなりませ

ん。カバー期間にわたり、企業は残存カバーに係る負債の変動および保険財務費用を、損失

構成要素と損失構成要素を除く残存カバーに係る負債とに規則的な基礎により配分しなけれ

ばなりません。損失構成要素と期待将来キャッシュ・アウトフローの比率の適用は、規則的な配

分の許容可能な例です。保険会社は、配分基礎を期間にわたって継続的に適用することが期

待されるかもしれません。損失構成要素に配分された残存カバーに係る負債の変動額は、そ

の期間における保険収益ではなく、保険サービス費用の減少を表しています。 

不利な契約に係る会計処理の例は IFRS 第 17 号の設例 8 で紹介されています。 

PwC の考察：不利な契約の測定によるシステムへの影響 

不利な契約の測定におけるアプローチ（特にトラックされる粒度について）は、多くの法域にお

ける現在の IFRS 第 4 号で使用されるアプローチと大きく異なる可能性があります。企業は、お

そらく、不利な契約グループのトラックと残存カバーに係る負債の損失構成要素の計上が可能

となるような業務システムの開発が必要になるでしょう。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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保険料配分アプローチ 

 

保険料配分アプローチは、適用可能な保険契約グループについて、残存カバーに係る負債

の測定の簡便法です。このアプローチの下でも、発生保険金に係る負債の測定においては、

一般モデルが用いられます。保険契約グループは、以下のいずれかの場合に保険料配分ア

プローチを適用することができます。  

• グループにおける個々の契約のカバー期間が 1 年以内である 

• 保険料配分アプローチを用いたグループの残存カバーに係る負債の測定が、一般モデル

や変動手数料アプローチを用いた残存カバーに係る負債の測定結果と重大な差異が生じ

ないということが合理的に期待される  

上記の 2 番目の要件は、企業がグループの開始時に、保険金が発生するまでの残存カバーに

係る負債の測定に影響を与える履行キャッシュ・フローに重要な変動性を見込んでいる場合

には満たされません。履行キャッシュ・フローの変動性が増加する状況の例を以下に示します。 

(i) 契約の履行キャッシュ・フローに影響を与える、分離処理されていない組込デリバティブが

存在する 

(ii) カバー期間の長い保険契約 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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PwC の考察：どの契約に保険料配分アプローチを適用できるか？ 

一般的に、損害保険会社は、残存カバー期間に係る負債の測定に保険料配分アプローチの

使用に魅力を感じるでしょう。それにより、契約サービス・マージンを計算する必要が避けら

れ、また、未経過保険料を認識するという、多くの会計基準における現行の未経過リスク（残存

カバーに係る負債）へのアプローチとさほど違わないためです。 

カバー期間が 1 年以内の保険契約は、常に保険料配分アプローチが適用可能です。1 年超

のカバー期間を伴う契約については、多くの場合、保険料配分アプローチの適用はできませ

ん。企業は、グループの当初認識時に保険料配分アプローチの適格要件の評価のため、以

下の質問を検討する必要があります。 

• 企業はカバー期間が 1 年超の契約を引受けているか

• 「重大な差異が生じない」をどのように解釈すべきか

• 一般モデルと保険料配分アプローチの残存カバーに係る負債の割引についての考慮の

違いから生じる測定の違いが適格要件にどのように影響を与えるか

• 一般モデルと保険料配分アプローチの下での残存カバーに係る負債の解放パターンの

違いが適格要件にどのように影響を与えるか

• 一般モデルでは考慮されるが保険料配分アプローチでは考慮されないキャッシュ・フロー

はどれか、また、これは適格要件にどのように影響を与えるか

残存カバーに係る負債は、（その契約グループが不利な契約ではない限り）保険料配分アプ

ローチにより測定されます。 

残存カバーに係る負債は以下のように当初認識されます。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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残存カバーに係る負債は、以下のように事後測定されます。 

* 為替換算差額は正値になることもあります

企業は、契約グループにおける各契約のカバー期間が 1 年以内の場合には、保険獲得キャッ

シュ・フローを発生時に認識することを選択できます。  

企業は、契約グループの開始時において、保険サービスの提供とそれに関連する保険料の

支払期限との期間が 1年超と見込んでいる場合には、契約グループの開始時に決定した割引

率を用いて、残存カバーに係る利息の計上の調整をしなければなりません。  

PwC の考察：カバー期間が 1 年以内の契約についての任意の割引調整 

保険サービスの提供とそれに関連する保険料の支払期限との期間が 1 年以内の契約につい

て、企業は、任意でグループの契約開始時に決定した割引率を用いて利息の計上を行うこと

ができます。IFRS第 17号は、これを求めてはいませんが、企業は、会計方針の選択としてこの

処理をすることができます。整合的な取扱いを確保するため、すべての契約に対して割引計

算を適用することを選択する企業が現れるかもしれません。会計方針は、すべての類似の取

引について、整合的に適用されなくてはなりません。 

期間内におけるサービスの移転を反映するため、純損益に認識される金額は収益を表します。

企業は、以下のどちらかを基礎に、（必要に応じて投資構成要素や利息の計上を調整した）

予想保険料を純損益に配分しなければなりません。 

• 時の経過

• リスクからの期待解放パターンが時の経過と重要な差異がある場合には、保険サービス費

用の予想される発生時期

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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保険サービス費用は、発生した保険金、発生したその他の保険サービス費用、および保険獲

得キャッシュ・フローの解放から構成されます。 

企業は、残存カバーに係る負債に含まれる保険獲得キャッシュ・フローを、時の経過を基礎と

する規則的な方法によって、保険収益および保険サービス費用として認識します。 

PwC の考察：ハリケーン保険に保険料配分アプローチを使用した場合の収益認識パターン 

ハリケーンによる損害をカバーする 1 年間の保険契約のリスク解放パターンは、通常、線形と

はなりません。ハリケーンによって発生する損害の可能性は、ハリケーンシーズンの間にかなり

高くなります。こうした保険カバーについての収益認識パターンは、保険金の発生リスクがハリ

ケーンシーズンの期間にかなり高くなり、残りの期間は、年間をとおして低くなるという事実を反

映する必要があります。契約カバー期間を通じたリスクの違いは、リスク解放パターンの代用と

して、予想される発生保険金のパターンを用いて捕捉されなければなりません。しかし、これら

の契約からの保険獲得キャッシュ・フローからの保険サービス費用は、即時認識されない限り、

時の経過によって認識されます。 

PwC の考察：超過損害再保険契約に保険料配分アプローチを使用した場合の収益認識パターン 

下記の図表は、再保険会社によって発行され、超過損害点に到達すると保険金の支払いが

生じる、カバー期間 1 年の超過損害再保険契約についてのリスク解放パターンの例を示して

います。  
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一般的に、こうした契約の下でのリスクは、たとえ保険金請求が年末の少し前の超過損害点に

到達した時に見込まれるとしても、年間をとおして解放されます。IFRS第 17号は収益認識パタ

ーンが時の経過と重要な差異がない場合には、時の経過を基礎とする収益認識パターンを要

求しています。この例では、収益認識のパターンに時の経過と重要な差異がないため、こうし

た契約の収益認識パターンは時の経過を基礎としなければなりません。 

不利な契約からの損失は、事実および状況が保険料配分アプローチによって測定される契約

グループが不利であることを示している場合には、直ちに純損益に認識されなければなりませ

ん。損失は、一般モデルを用いた契約グループの残存カバーに係る履行キャッシュ・フローと

保険料配分アプローチを用いた残存カバーに係る負債との差額として測定されます。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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PwC の考察：不利な保険契約の残存カバーに係る負債についての、保険料配分アプローチ

ではなく一般モデルを用いた測定 

不利な契約の残存カバーに係る負債の測定についての、保険料配分アプローチの要求は一

般モデルの要求と類似しています。たとえば、保険契約が不利な場合には、企業は、一般モ

デルを用いた履行キャッシュ・フローの計算が求められます。 

保険料配分アプローチを適用し、不利な契約を持たない企業は、残存カバーに係る負債を一

般モデルで測定する必要はありません。しかし、契約グループが不利な契約であるか、その後

に不利な契約となる場合に備え、会計システムが一般モデルを用いることができることを確認

すべきです。 

企業は、発生保険金に係る負債について、保険金がその発生から 1 年以内に支払われる場

合には、保険料配分アプローチの下で、貨幣の時間価値やその他の財務リスクの調整が求め

られません。企業は、発生保険金に係る負債について貨幣の時間価値やその他の財務リスク

の調整を実施していない場合には、不利な契約の損失構成要素の測定に貨幣の時間価値や

その他の財務リスクを調整してはいけません。  

履行キャッシュ・フローに適用される、最新の割引率と関連する発生保険金に係る負債の当初

認識時にロックインされた（過去の）割引率との差異は、企業が割引率の変更による影響をそ

の他の包括利益に認識する会計方針の選択を行っている場合には、その他の包括利益に認

識されます。 

有配当契約の測定 

有配当契約とは、基礎となる項目の成果を保険会社が保険契約者に分配する保険契約もしく

は裁量権のある有配当性を伴う投資契約のことです。直接有配当性を伴わない有配当契約の

測定については、一般モデルもしくは保険料配分アプローチが適用されます。直接有配当性を

伴う保険契約に対する契約サービス・マージンの測定の要求事項は、他の契約に対するもの

とは異なります。加えて、一部の有配当契約のキャッシュ・フローが他の契約のキャッシュ・フロ

ーに影響を与える、もしくは、影響される可能性があります（相互補填を伴う契約と呼ばれる）。 

このセクションでは、以下の項目を記載しています。 

• 直接有配当性を伴う保険契約の定義とそのような契約の契約および契約サービス・マージ

ンの測定について

• 直接有配当性を伴わない有配当契約に対する一般モデルの適用について

• 相互補填を伴う契約の測定に対する特定の要求事項

直接有配当性を伴う契約 

直接有配当性を伴う保険契約とは、契約開始時において以下のすべての条件を満たす保険

契約と定義されています。 

(a) 契約上の条件が、明確に識別された基礎となる項目のプールの共有(share)における配当

を保険契約者が受取ることを特定している 

(b) 企業が、基礎となる項目の公正価値リターンの実質的な(substantial)共有(share)と同額を

保険契約者に支払うことを予想している 

(c) 企業が、保険契約者に支払われる金額の変動の実質的な(substantial)部分が基礎となる

項目の公正価値の変動に連動することを企業が予想している 

上記の条件を満たす契約については、いわゆる「変動手数料アプローチ（variable fee 

approach）」と呼ばれる方法により会計処理されることになります。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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条件(a)の「契約上の条件」とは、契約、法律および規制により強制されるすべての実質的な権

利と義務を含みます。同様の契約条件を持つ契約であっても、異なる法域においては規制や

法務慣行の違いによって異なる取り扱いを受けるかもしれません。条件(a)については、契約条

件において基礎となる項目が明確に定義されていれば企業が基礎となる項目を保持している

ことは必要ではありません。基礎となる項目は、金融項目や非金融項目、資産の参照ポートフ

ォリオ、他の保険契約や再保険契約、そして企業の純資産のすべてもしくは一部を含めること

ができます。以下の場合には、条件(a)は充足されません。 

• 企業が遡及的に基礎となる項目を変更することができる場合；もしくは

• 基礎となる項目が認識されない場合

条件の(b)と(c)は、契約開始時における予想されるシナリオにより確率加重平均した現在価値

に基づいて評価されます。当初評価については、後から見直すことはできません。 

PwC の考察：「契約上」の取扱いについて 

IFRS 第 17 号の結論の根拠の BC69 に記載されているように、基準において、契約は、明文化

されているもの、口頭によるもの、または企業の実務慣習により黙示されているものでありうると

されています。また、企業は、契約、法律もしくは規制（IFRS 第 17 号の 2 項参照）のいずれに

より生ずるものかに拘わらず、すべての実質的な権利と義務を考慮することが求められていま

す。そのため、契約上の条件に言及する際には、法律および規制の影響についても考慮され

ます。 

多くの場合、企業の義務に関する法務慣行はないかもしれません。そのような状況において

は、企業は、保険契約が直接有配当性を伴うか否かについて結論付けるために重要な判断を

する必要があるかもしれません。 

PwC の考察：「明確に識別された基礎となる項目のプールの共有」の取扱いについて 

直接有配当性を伴う保険契約では、基礎となる項目のプールならびに企業と保険契約者の間

でリターンがどのように共有されるかについて、明確に識別しなければなりません。保険契約

者と株主との間でリターンを共有するための以下の契約条件は、条件(a)における「共有」の要

求事項を満たすものと一般的に予想されます。 

• 保険契約者が基礎となる項目からの利益のみを享受し、損失については負担しない。そう
でない場合には、企業は、保険契約者との間で共有する利益の額について完全な裁量権
を有する。

• 給付金の額は、投資された保険料の額を減少させることができない。そうでない場合には、
企業は、保険契約者との間で共有する利益の額について完全な裁量権を有する。

• 配当の共有については規制により定められており、契約により直接定められてない。

条件(a)の評価に加えて、企業は、条件の(b)と(c)を満たしているかを確認しなければなりませ

ん。すなわち、上記で例示されているような、企業が将来の支払について重要な契約上の裁

量権を有しているかについての条件(a)の評価を行う中で、企業は、基礎となる項目の公正価

値リターンの実質的な共有を支払うことを予想しているかどうかと、保険契約者に支払われるべ

き金額の変動の実質的な部分が基礎となる項目の公正価値の変動に連動することが予想さ

れているかどうかについても、評価しなければなりません。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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PwC の考察：通常の形式の保険契約に対する測定モデル 

有配当契約の特性は、地域や保険会社によってかなり異なります。すべての契約グループ

は、変動手数料アプローチの適用要件を満たすかどうかを結論付けるために、それぞれ別々

に分析されなくてはなりません。しかし、IASB 討議資料において例示されているように、以下の

契約は一般的には変動手数料アプローチの適用要件を満たすと予想されます。 

• ユニットリンク型の契約、米国型の変額年金および特定の株式インデックスリンク型の契約
• 大陸ヨーロッパ型の 90/10 契約
• 英国型の利益配当付き（with-profit）契約

以下の契約は変動手数料アプローチの適用要件を満たさず、一般モデルにより測定されるこ

とが予想されます。 

• 定期保険、終身保険および保障型商品
• インフレリンク型年金保険
• 支払状態にある固定型の即時年金
• 特定の損害保険契約
• 米国型のユニバーサルライフ保険

直接有配当性を伴う保険契約において、保険契約者に対する企業の義務とは以下の純額に

なります。 

• 基礎となる項目の公正価値と同額を保険契約者に対して支払う義務

• 将来のサービスに対する変動手数料

将来のサービスに対する変動手数料とは、基礎となる項目の公正価値に対する企業の共有か

ら、基礎となる項目のリターンに応じて変動しない履行キャッシュ・フローを控除した金額と等し

くなります。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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無配当保険契約の測定に対する一般モデルの要求事項は、当初認識後の契約サービス・マ

ージンの測定を除いて、直接有配当性を伴う保険契約の測定にも適用されます。下図は、一

般モデルを用いた契約サービス・マージンの測定と直接有配当性を伴う契約に対する要求事

項との違いを要約しています。 

* それぞれの構成要素について明示的な調整は要求されていません。すべての構成要素に

対して契約サービス・マージンの調整は 1 つだけかもしれません。 

** 一般モデルでは、保険契約による資産および負債の測定について影響はありません。 

*** 変動手数料アプローチ（VFA）においては、契約サービス・マージンの調整に現時点の割

引率が用いられます。一般モデルにおいては、保険契約グループの契約開始時における割

引率によりロックインされます。 

直接有配当性を伴う契約の契約サービス・マージンは、一般モデルと異なり、利息の計上によ

る調整は明示的には行われません。基礎となる項目の公正価値の企業の共有の変動に伴う

契約サービス・マージンの調整は、既に財務リスクの調整を織り込んでおり、貨幣の時間価値

とその他の財務リスクについての、現時点の割引率を用いた契約サービス・マージンの黙示的

な調整を表しています。 

PwC の考察：基礎となる項目の公正価値による測定 

変動手数料アプローチが適用される保険負債は、基礎となる項目の公正価値の変動を基礎

に測定されなくてはなりません。多くの場合、基礎となる項目は金融商品や公正価値測定が一

般的に幅広く用いられる指標を表します。しかし、保険契約とともに、引当金、繰延税金や無

配当の投資契約といったその他の非金融項目が基礎となる項目に含まれる可能性がありま

す。これは、企業の純資産に対する成果が保険契約者と分配される場合に当てはまるかもし

れません。そのような基礎となる項目に関連する保険負債は、それらの公正価値の変動に応じ

て測定されなくてはなりません。 

実務上、各報告日における基礎となる項目の公正価値測定は、保険会社に現時点では構築

されていないシステムやプロセスの整備を要求するかもしれません。加えて、基礎となる資産と

負債は公正価値によっては測定されていないにもかかわらず、直接有配当性を伴う契約はそ

れらの資産と負債の公正価値により時価評価されるため、会計上のミスマッチが生じる可能性

があります。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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基礎となる項目の公正価値に対する企業の共有の変動についての契約サービス・マージンの

調整に対する要求事項の例外として、以下の場合には、基礎となる項目の企業の共有から生

ずる財務リスクの変動の影響、もしくは、最低利率保証のような基礎となる項目以外から生じる

財務リスクの変動の影響（上図の項目 2 および 3 において示されている）を契約サービス・マー

ジンではなく純損益で認識することを選ぶことができる可能性があります。 

(a) 企業が保険契約から生ずる財務リスクを軽減するためにデリバティブを用いている場合 

(b) デリバティブと関連する保険契約グループが経済的に相殺する関係にある場合 

(c) 信用リスクが経済的な相殺関係を左右しない場合 

この例外が適用されるためには、企業は、デリバティブの使用により保険契約グループから生

じる財務リスクを軽減するための、リスク管理目的と戦略を文書化していなくてはなりません。 

企業は、経済的な相殺関係が存在しなくなった場合、契約サービス・マージンの財務リスクに

よる事後的な変動をすべて認識しなければなりません。既に利益もしくは損失として認識され

ている変動については調整してはいけません。 

設例 ‐ 経済的相殺関係を左右する信用リスク  

以下の例により、変動手数料アプローチの一般的な要求事項に対する例外に用いられる上記

の条件(c) について説明します。 

企業は、デリバティブ商品を用いて、直接有配当性を伴う契約ポートフォリオに対する金利の

変動に対するリスク（財務リスク）を管理しています。契約当事者は、デリバティブ商品の取引に

対する 支払の保証をするためのいかなる担保も提供しません。もし将来において当該デリバ

ティブ取引に対するカウンターパーティの信用リスクの重要な上昇が生じた場合、直接有配当

性を伴う契約のポートフォリオの価値の変動はその他の財務リスクの変動に依存する一方で、

デリバティブの公正価値についてのカウンターパーティの信用リスクの変動による影響は、その

他の財務リスクの変動による影響よりも大きなものになるかもしれません。そのような状況では、

デリバティブと直接有配当性を伴う契約のポートフォリオから生ずる利益と損失を相殺するもの

はほとんどない、または全くないかもしれません。直接有配当性を伴う契約の契約サービス・マ

ージンの会計処理への一般的な要求事項に対する例外は使うことができません。 

PwC の考察：経済的ヘッジとリスク軽減の財務諸表における表示 

経済的ヘッジとリスク軽減手法を用いている企業は、通常、自らの経営実務を反映するように

財務諸表にこの情報を開示することを望みます。現在のところ、IFRS はこれを達成するための

方法を 2 つ有しています。上記で説明されているような IFRS 第 17 号における保険負債への

リスク軽減の例外と、IFRS 第 9 号または IAS 第 39 号におけるヘッジ会計です。しかし、保険会

社がリスク管理の実務に即した形で財務諸表にすべての経済的リスクの軽減を反映することが

できない可能性があります。そのような例としては、経済的リスクに対するマクロ経済的管理が

あります。IFRS 第 17 号での測定の例外は、変動手数料アプローチで測定される契約のみに

適用され、一般モデルが適用される契約に対しては適用されません。そのような状況では、他

の産業の企業と同じようにリスク管理の実務を財務諸表利用者に説明するために、保険会社

は非 GAAP 指標の使用を選択するかもしれません。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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直接有配当性を伴わない保険契約 

直接有配当性を伴わない保険契約に対しては、上記の「一般モデル」において記載した一般

モデルが用いられなければなりません。 

一部の直接有配当性を伴わない有配当契約は、裁量性を伴う支払を受け取る権利を保険契

約者に付与しています。コミットメント（金利の変動、資産の収益や損失、それに対応する割引

率の変動といった金融変数の変動の結果として生じるキャッシュ・アウトフローの見積り）の変

動については、包括利益計算書において認識されなければなりません。これに対して、保険

契約者への配当割合の変動といった裁量権の適用による見積りの変動については、企業が

保険契約から受け取る対価に影響し、契約サービス・マージンを調整することになります。 

コミットメントを定義する上では多くの利用可能な方法が考えられるかもしれず、そのためコミッ

トメントに関連する金融変数の変動を裁量権の変動から区分する方法についても多くの利用

可能な方法が考えられるかもしれません。企業は、契約開始時点で裁量権をどのように定義し

たのかを明確にし、それを契約の有効期間にわたって継続して適用し続けなくてはなりません。

IFRS 第 17 号の設例 6 では、どのように裁量権が定義されうるか、それが契約サービス・マージ

ンと包括利益計算書で認識される金額にどのように影響を与えるかについて説明しています。 

企業が何をコミットメントや裁量権とみなしているかについて定義できない場合、コミットメントを

保険契約開始時の履行キャッシュ・フローの見積りにおいて黙示的なリターンとみなさなけれ

ばなりません。 

相互補填を伴う有配当契約 

有配当契約のキャッシュ・フローが他の契約（この中には将来の契約も含まれます）のキャッシ

ュ・フローに影響を与える、もしくは影響を受ける条件を含む保険契約があります。これらの条

件は「相互補填（mutualisation）」と呼ばれる場合があります。 

企業は、履行キャッシュ・フローを見積る際には相互補填の影響を考慮しなければいけません。

相互補填は、履行キャッシュ・フロー以外には測定のどの側面にも影響を与えません。たとえ

ば、相互補填を伴う契約の集約のレベルに対する要求事項については、他の保険契約と同様

です。 

相互補填の条件を伴う契約の履行キャッシュ・フローは、たとえあるグループのすべての契約

のカバーが終了したとしても、別のグループの現在のもしくは将来の保険契約者への予想され

る支払を含むかもしれません。企業はそのような履行キャッシュ・フローを特定のグループに配

分することは求められていませんが、そのかわりにすべてのグループから生じる当該履行キャ

ッシュ・フローによる負債を認識できます。 

設例 ‐ 相互補填 

保険会社が同じ基礎となる項目のプールを共有する 2 人の保険契約者に有配当契約を発行

します。保険契約者 1 に対する最低保証リターンは 5%であるのに対して、保険契約者 2 に対

する最低保証リターンは 2%である点を除き、それぞれの契約の条件は同一であるとします。基

礎となる項目からの実際のリターンが 4%だったとします。保険契約者 1 に対しては、実際のリ

ターンである 4%は最低保証の 5%を下回っていることになります。保険契約者 2に対しては、実

際のリターンである 4%は最低保証の 2%を上回っていることになります。両方の保険契約者との

契約条件に基づけば、保険契約者 1 は 5%（最低保証利回り）を受け取り、保険契約者 2 は残

りの 3%（実際のリターンである 4%から保険契約者 1 に対する追加の 1%の支払を控除）を受け

取ることになります。保険会社は、基礎となる項目からのリターンである 4%のみを両方の保険

契約者に支払い、基礎となる項目からの実際のリターンと保険契約者 1 への最低保証リター

ンとの差額については支払いません。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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保険会社は、両方の保険契約者に対する最低保証分を支払うのに十分なリターンを得られ

なかった場合のみ、自己の資金から保険契約者への支払を実施しなければなりません。たと

えば、基礎となる項目からの実際のリターンが 2%である場合、保険会社は保険契約者 1 に対

して最低保証リターンの 5%と基礎となる項目からの実際のリターンである 2%の差額部分を支

払わなくてはなりません。このケースでは、保険契約者 2 の最低保証リターンは基礎となる項

目からの実際のリターンと同じなので、追加の損失を吸収することはできません。 

PwC の考察：相互補填を伴う契約についての集約のレベル 

IFRS 第 17 号の結論の背景根拠の BC138 で記載されているように、相互補填を伴う保険契約

について、集約のレベルの要求事項についての例外は認められません。このような保険契約

は、異なるグループに集約されるべきではなく、そのため1つのグループには1年以上発効日

が離れた契約は存在しません（年次コホート）。しかし、たとえ年次コホートに集約してもしなく

ても、保険契約の測定に差異がない場合には、保険会社はポートフォリオを年次コホートに分

離することを回避できます。 

多くの状況下では、ポートフォリオを年次コホートに分離することで異なる測定結果になること

が予想されます。しかし、違いがない状況となる可能性もあります。 

裁量権のある有配当性を伴う投資契約の測定 

裁量権のある有配当性を伴う投資契約については、下記の点を除いて保険契約と同じ方法で

測定されることになります。 

(a) 企業が契約の当事者となった時から契約を認識する 

(b) 契約の境界の評価において、新しい価格が将来の支払義務と関連するリスクを完全に反

映できるように契約の価格を改定できる時に、実質的な義務は終了する 

(c) 契約サービス・マージンは、契約上の投資管理サービスの移転を最も適切に反映する規

則的な方法で、契約グループの契約期間にわたって純損益に認識される 

PwC の考察：投資管理サービスの移転 

投資管理サービスの移転についての最も一般的な基礎は定額法です。利益やファンド管理

手数料を基礎としたパターンは、顧客に提供されるサービスを反映していないことから、新基

準の要件を満たす可能性は低くなります。投資されたファンドを基礎としたパターンは、それ

が顧客へのサービスの移転を反映し、市場変数に依存していない場合には適切であるかもし

れません。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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再保険契約の測定 

再保険契約とは、ある企業（再保険者）が他の企業に対し、当該他の企業の発行した 1 つまた

は複数の保険契約から生じた保険金について補償するために発行する保険契約です。 

下の図は、再保険者、保険者と保険契約者の間の契約関係と、それら契約関係の結果として

それぞれの関係者が保有している契約を示しています。 

発行した再保険契約は、発行した元受保険契約と同じように、再保険者は、一般モデルまた

は保険料配分アプローチのいずれかにより会計処理されなければなりません。直接有配当性

を伴う保険契約に対する一般モデルへの修正 （変動手数料アプローチ）は、保有している再

保険契約に対しては適用されません。 

保有している再保険契約に対する要求事項は、下記のとおり修正されています。 

保有している再保険契約の当初認識日 

保有している再保険契約は、比例的なカバーを提供する契約と、非比例的なカバーを提供す

る契約の 2 つに分類されます。比例的なカバーを提供する契約においては、再保険契約のキ

ャッシュ・フローは、個々の基礎となる保険契約まで直接的にトレースすることが可能です。他

の基礎に基づいたカバーを提供する契約、たとえば超過損害額（ELC）再保険契約などでは、

再保険契約から生じるキャッシュ・フローは個々の基礎となる契約へとトレースすることはできま

せん。これは、保険料および保険金が、基礎となる契約グループの成果に基づいて決定され

るためです。 

比例的なカバーを提供する保有している再保険契約グループは、以下のいずれか遅い時点

において、当初認識が行われます。 

• 再保険契約グループのカバー期間の開始時点

• いずれかの基礎となる契約を認識した時

非比例的なカバーを提供する、保有している再保険契約のグループは、保有している再保険

契約グループのカバー期間の開始時点から認識しなければなりません。 

保有している再保険契約の測定 

保有している再保険契約の測定における要求事項は、保険契約および発行された再保険契

約に対するものとは異なっています。これらの違いは財務諸表に影響を与えます。保有してい

る再保険契約に特有の測定時における要求事項を下記に要約しています。 

• 発行された保険契約と再保険契約に関しては、初日利益は認識されず、契約サービス・マ

ージンに完全に吸収される一方で、初日損失は、直ちに純損益に認識されます。保有して

いる再保険契約において、初日利益（正味の利得）と初日損失（正味のコスト）は、財政状

態計算書上、契約サービス・マージンとして認識されます。そして、それらは、再保険者が

サービスを提供するにつれて、事後的に純損益として認識されます。しかし、初日費用が、

その保有している再保険契約の当初認識以前に発生した事象に関連する場合には、純損

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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益に認識しなければなりません。保有している再保険契約が、不利な契約となることはあり

ません。 

• 保有している再保険契約の測定のために使用された仮定は、基礎となる保険契約の測定

に使用された仮定と整合的であることが求められます。

• 再保険者の不履行によるリスクは、履行キャッシュ・フローの測定に含められなければなりま

せん。不履行によるリスクにおける変動部分は、直ちに純損益に認識されなければなりま

せん。

• 非財務リスクに係るリスク調整は、保険者が再保険者へ移転するリスク量を反映します。

• 当該変動が将来のカバーまたは他の将来のサービスに関連する場合、履行キャッシュ・

フローの変動は、保有している再保険契約グループの契約サービス・マージンを調整し

ます。しかし、基礎となる契約において、関連する変動部分が純損益として認識されている

場合には、たとえそれが将来のサービスに関連する場合（すなわち、基礎となる契約が

不利な契約である場合）であっても同様に、履行キャッシュ・フローの変動を純損益として認識

します。

企業は、上記の「保険料配分アプローチ」に記載されているように、適格要件を満たすのであ

れば、保有している再保険契約に対して保険料配分アプローチを適用することができます。 

PwC の考察：再保険契約のカバー期間 

再保険契約の中には、再保険契約（リスク・アタッチの再保険契約）の 1 年間のカバー期間内

に開始する基礎となる元受ビジネスを補償するような契約があります。このような特徴により、こ

れらの再保険契約のカバー期間は実質的に 1 年以上となる可能性があります。 

たとえば、ある再保険契約は、暦年で 1 年間に契約されたすべての基礎となる元受自動車保

険契約から生じるリスクをカバーしているとします。個々の基礎となる元受自動車保険契約の

カバー期間は 1年です。しかし、再保険契約によって提供されるカバー期間は、最大 2 年にな

る可能性があります。再保険契約のカバー期間は、すべての基礎となる契約のカバー期間が

終わると予想される時点に終了します。 

設例 ‐ 当初認識日における、契約サービス・マージンの当初認識での測定および保有している

再保険契約のカバー期間 

保有している ELC 再保険契約 

この例示は、保有している再保険契約を、保険料配分アプローチではなく一般モデルを用い

て会計処理していることを前提としています。 

保険者は、自動車保険のポートフォリオから生じる損失を、保有する ELC 再保険契約に従

い再保険者へ出再しています。当該再保険契約は、契約グループにおける単一の契約を

表しています。当該再保険が関連する、20X1 年 1 月 1 日に開始し 20X1 年 12 月 31 日に

終了する期間内に引受けられた契約から生じる保険金に対して、再保険カバーが提供され

ます。例え保有している再保険契約の期限終了後において保険金請求が発覚した場合で

あっても、基礎となる保険契約のすべての期間においてカバーが提供されます。一方で、

再保険契約の当初認識時（20X1年 1 月 1 日）より前、または再保険契約期限終了後に引き

受けられた元受保険契約はカバーされません。これは、保有している再保険契約の期間中

に保険金請求が発生した場合であっても同様です（リスク・アタッチング・ベース）。また、カ

バー期間前のキャッシュ・フローや、保有している再保険契約の当初認識日時点における

キャッシュ・フローはありません。20X1 年 1 月 1 日において保有している再保険契約に支払

われた保険料は、CU1,000 です。超過損害点は、基礎となるポートフォリオの損失

CU3,500 です。なお、この例示においては、非財務リスクに係るリスク調整および割引要素

は 0 としています。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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契約開始時における出再された元受保険契約に関する予測を下の表に示しています。 

 カバー期間 元受保険契約から予想される

保険金, CU 開始日 期間末日 

1. 20X1 年 1 月 23 日 20X2 年 1 月 22 日 900 

2. 20X1 年 1 月 31 日 20X2 年 1 月 30 日 750 

3.  20X1 年 3 月 16 日 20X2 年 3 月 15 日 1,600 

4. 20X1 年 7 月 18 日 20X2 年 7 月 17 日 280 

5. 20X1 年 10 月 11 日 20X2 年 10 月 10 日 925 

合計 4,455 

設問 1：保有している再保険契約の当初認識日はいつか？ 

ELC を提供する保有している再保険契約グループは、グループ内におけるいずれかの再保

険契約の再保険カバーが開始された日に当初認識がなされます。保有している再保険契約

のカバーが始まった日は、20X1 年 1 月 1 日であるため、この日が保有している再保険契約の

当初認識日となります。 

設問 2：当初認識日における保有している再保険契約の契約サービス・マージンの金額は？ 

保有している再保険契約に関して当初認識日において支払われた保険料の金額は 20X1年1

月 1日で、CU1,000です。予想される保険金はCU955であり、これは基礎となるポートフォリオ

から予想される保険金 CU4,455 より超過損害点である CU3,500 を差し引いて計算されます。

20X1 年 1 月 1 日における履行キャッシュ・フローの総額は CU45 です。発行された保険契約

の契約サービス・マージンの当初認識と同様に、契約開始時の保有している再保険契約の契

約サービス・マージンは履行キャッシュ・フローからカバー期間の開始日に支払ったキャッシ

ュ・フローを差し引いたものとなります。そのため、契約サービス・マージンは CU45 となります

（借方は負の金額として、貸方は正の金額として表示されています）。 

概要 金額, CU 説明 

現金 –支払保険料  1,000 当初認識日で支払われた履行キャッシュ・

アウトフロー 

履行キャッシュ・フロー (955) 将来キャッシュ・フローの現在価値とリスク

調整の認識 

契約サービス・マージン (45) 契約サービス・マージンの認識 - 差引で

算出 

購入された再保険契約による

資産 

(1,000) 再保険契約の当初認識において認識され

た総資産額 

設問 3：保有している再保険契約のカバー期間は？ 

リスク・アタッチ契約のカバー期間は、保有している再保険契約の当初認識時とともに始まり、

最後の基礎となる保険契約のカバー期間の終了時に終わります。カバー期間とは、再保険者

が該当する期間中に発生した損失をカバーする契約義務を有する期間を表しています。した

がって、保有している再保険契約のカバー期間は、20X1 年 1 月 1 日から 20X2 年 10 月 10 日

になります。なお、カバー期間の終了時は、契約開始時における企業による予想を表していま

す。一般モデルが適用される場合、保有している再保険契約の契約サービス・マージン CU45

は、カバー単位に基づき、期間にわたって費用として解放されます。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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PwC の考察：基礎となる保険契約と保有している再保険契約の測定の間のミスマッチ 

現在、多くの会計実務の下で、包括利益計算書上、保有している再保険契約から生じた利得

または損失と、基礎となる保険契約から生じた利得または損失をマッチさせるために、保有し

ている再保険契約と基礎となる保険契約の測定はおおむね整合しています。 

IASB は、認識、測定、表示および開示に関して、保有している再保険契約を基礎となる保険

契約とは別のものとみなしています。IFRS第17号の下では、基礎となる保険契約と保有してい

る再保険契約から生じた利得および損失のマッチングは常に実現するわけではありません。

保有している再保険契約に対する以下の要求事項が純損益計算書における不一致を引き起

こす可能性があります。 

• 保有している再保険契約は、直接有配当性を伴う保険契約の定義を満たすことができません。

したがって、保有している再保険契約は、一般モデルまたは保険料配分アプローチによっ

て測定されます。一方で、基礎となる保険契約が、直接有配当性を伴う保険契約であれ

ば、変動手数料アプローチを基に測定されます。

• 一部の再保険契約では、保険料配分アプローチを適用できない可能性があるのに対して、

一方で基礎となる契約は、カバー期間が異なることにより適用要件を満たす可能性があり

ます。

• 保有している再保険契約に関する初日利益および初日損失は繰り延べられます（過去の

事象のカバーに関連するものは除く）。一方で、基礎となる保険契約に関しては、初日利益の

みが繰り延べられ、初日損失は直ちに純損益として認識されます。

• 基礎となる保険契約の契約サービス・マージンが解放される期間と、保有している再保険

契約の初日費用または初日利益に関連する正または負の契約サービス・マージンが解放

される期間は、それぞれが異なったカバー期間を持つことにより、異なるかもしれません。

結果として、保険者は、会計を最適化し、純損益計算書上のミスマッチを削減するために、手

配する再保険の再設計を考慮するかもしれません。 

PwC の考察：保有している再保険契約のリスク調整 

IFRS第17号において、保有者から再保険契約の発行者に対して移転されるリスク量を決定す

る際に使用される手法については、特段の要求事項はありません。考えられる方法としては、

出再されたリスク部分に固有のリスクを直接的に計算する方法、すなわち、受再ビジネスに対

するリスク調整部分を再保険者が計算する方法と同様の方法（「グロス-出再=正味」）、また

は、グロスの基礎となる契約にかかるリスク調整と再保険考慮後に保有される正味リスクのリス

ク調整との差額で計算する方法（「グロス-正味=出再」）が可能性として考えられます。IASB

は、公開ミーティングにおいて、たとえ異なる手法を適用することで、実際に結果が異なることと

なったとしても、保有している再保険契約の非財務リスクに係るリスク調整の計算に関して、特

定の手法を要求することは意図していないことを認めました。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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設例 ‐ 保有している再保険契約の契約サービス・マージンの事後測定 

保険者は、保険料の 50%と引き換えに、基礎となる財物保険契約のリスクの 50%を出再し、オフ

ィスビルから生じる損失をカバーする比例任意再保険を購入したとします。元受の基礎となる

保険契約は契約開始時において不利な契約に該当します。再保険の対価は、その再保険契

約が再保険者にとって利益となるものにするために、元受保険契約が不利であるという事実を

考慮した出再手数料を反映しています。当該再保険契約と保険契約がそれぞれのグループ

における唯一の契約です。保有している再保険契約の当初認識時における、再保険契約と基

礎となる保険契約の情報は下記のとおりです。 

基礎となる保険契約, 

CU 

保有している再保険契約, 

 CU 

履行キャッシュ・フロー 1,000 （負債） 500 （資産） 

契約サービス・マージン/初日利益

または初日損失 

– 100 （資産） 

契約開始時において、基礎となる保険契約が不利であり、そのため、契約サービス・マージン

が認識されていません。再保険契約の契約開始時、保有している再保険契約に関して、包括

利益計算書において利得または損失は認識されません。そして、それゆえ、保有している再

保険契約から生じる履行キャッシュ・アウトフローがインフローを上回る部分の CU100 は、財政

状態計算書において、資産として認識されます。 

報告期間末に、基礎となる保険契約に関連した履行キャッシュ・フローが、CU1,080 へと変動

しました。当該変動は将来のカバーに関連するものです。しかし、契約が不利であるため、当

該変動は、残存カバーに係る負債の損失構成要素の増加として純損益に認識されます。 

保有している再保険契約の履行キャッシュ・フローもまた、基礎となる保険契約に関連する変

動であるため、CU540へと変動します。保有している再保険契約に関連する CU40の変動は、

契約サービス・マージンの増加としてではなく、直ちに純損益として認識されます。なぜなら

ば、これは再保険契約を認識した後に発生した変動であり、純損益として認識されている基礎

となる保険契約における変動から生じているためです。保有している再保険契約の契約サー

ビス・マージン（CU100）は、カバー単位に基づいて、規則的に純損益に配分されます。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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認識の中止と条件変更 

条件変更 

保険契約の契約条件が変更された場合、企業は、当該変更が認識の中止の要件を満たすか

どうかを検討しなければなりません。条件変更は、契約関係者の追加の合意や規制の変更が

誘因となる場合があります。ただし、当初の契約条件の一部としてあらかじめ定められていた

範囲内の権利行使は、条件変更をもたらしませんが、以下の要件に一つでも該当した場合に

は、契約条件の変更は、認識の中止をもたらすことになります。 

• 変更された契約条件が契約開始時に既に含まれていたとしたら、契約が IFRS第17号の範

囲から除外されたであろう場合 

• 変更された契約条件が契約開始時に既に含まれていたとしたら、企業が保険の主契約か

ら他の構成要素を分離したであろう場合 

• 変更された契約条件が契約開始時に既に含まれていたとしたら、契約が実質的に異なる

契約の境界線を有したであろう場合 

• 変更された契約条件が契約開始時に既に含まれていたとしたら、契約が異なる契約グル

ープに含まれたであろう場合 

• 契約当初は直接有配当性を伴う保険契約の定義を満たしていたにも関わらず、変更され

た契約がこれを満たさなくなった場合（逆の場合も同様） 

• 企業が当初の契約では保険料配分アプローチを適用していたが、変更された契約が保険

料配分アプローチの要件を満たさなくなった場合 

 

当初の契約の認識の中止となる条件変更 

条件変更が上記の要件に該当することは、当初の契約の認識の中止が行われることを意味し、

同時に新たな契約が認識されることになります。 

この当初の契約の認識の中止によりいくつかの調整が必要となります。 

 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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認識の中止が行われる契約の属するグループの契約サービス・マージンに対しては、以下の

調整が行われます（履行キャッシュ・フローの減少が残存カバーに係る負債の損失構成要素

に配分されない場合）。 

 

新たな契約が認識された場合、保険者は認識の中止が行われた当初の契約に対する契約サ

ービス・マージンの調整額を計算するために用いられた「仮想の」保険料を実際に受け取った

と仮定することになります。 

当初の契約の認識の中止とならない条件変更 

当初の契約の認識の中止とならない条件変更は見積りの変更として処理されます。つまり、保

険者はすべてのキャッシュ・フローの変動を履行キャッシュ・フローに関する見積りの変更とし

て処理することになります（詳細については、上記の「将来期間における履行キャッシュ・フロ
ーの変動および実績調整 （調整 C）」を参照）。 

PwC の考察：条件変更–現在の実務からの変更 

IFRS第 4号では、条件変更に関する要求事項は、存在しませんでした。また、現時点では、各

国の GAAP のもとで異なった実務が適用できます。IFRS 第 17 号は条件変更に関して特別な

要求事項を導入しており、契約開始時以後の保険契約の条件変更については、保険者に重

要な変化をもたらす可能性があります。 

 

認識の中止 

保険契約の認識の中止が行われるシナリオは、以下の 2 つが考えられます。 

(1) 契約が消滅した場合。契約が消滅するのは、契約に定められた義務が失効、免責および

取消された時点です。企業が保険契約締結で負ったリスクを低減したという事実（たとえば

再保険契約の締結）だけでは、基礎となる保険契約の認識の中止は行われません。 

(2) 契約条件が変更され特定の追加的な要件に該当することとなった場合（上記参照）。 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 
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保険契約（またはその一部）が保険契約グループからの認識の中止が行われた場合に行う必

要のある調整については、上記のとおりです。ただ一つ異なる点は、契約サービス・マージン

に係る調整に関するものです。契約サービス・マージンに関する調整は、保険契約の認識の

中止が行われた理由により異なってきます。 

(1) 消滅：契約サービス・マージンに対しては、履行キャッシュ・フローに対して行われた調整

と同額の調整が行われます（履行キャッシュ・フローの減少が残存カバーに係る負債の損

失構成要素に配分されない場合）。 

(2) 移転：契約サービス・マージンに対しては、履行キャッシュ・フローに対して行われた調整

と契約移転の対価として第三者から支払われた保険料の差額分の調整が行われます

（履行キャッシュ・フローの減少が残存カバーに係る負債の損失構成要素に配分されない

場合）。 

(3) 条件変更：上記の「条件変更」を参照。 

保険契約の取得 

保険者は、発行済の保険契約や保有している再保険契約を移転や企業結合により取得する

可能性があります。これらの契約についても、その他の保険契約と同様の方法で処理されます。

移行措置における追加的な要求事項については、下記の「移行措置」を参照してください。 

保険契約グループの移転 

企業は、移転により取得した保険契約を取引日において締結された契約として処理します。契

約サービス・マージンを計算する時点において、受領または支払う対価は受取保険料の概算

値とみなされます。不利な契約については、企業は、受領または支払う対価を超過する履行キ

ャッシュ・フローを損失として認識することになります。 

保険契約の移転に関係しない他の条件を含む取引において、その他の資産および／または

負債に関連する対価については、当該計算には含めません。 

企業結合 

企業結合によって取得した保険契約グループに関する処理は、移転によって取得した保険

契約の処理と類似しています。受領または支払う対価（受取保険料の金額は契約サービス・

マージンの決定において考慮されることになります）は、取得日における契約の公正価値と

なります。IFRS 第 13 号は、要求払いの要素を持った契約について、その公正価値は、支払い

が求められる可能性が発生する最初の日からの割引を考慮した要支払額を下回ることはない

としています。ただし、保険契約の測定を行う場合には、IFRS 第 13 号の当該規定は、適用

されません。 

不利な契約においては、企業は、受領または支払う対価に係る履行キャッシュ・フローの超過

分についてのれんの一部とするか割安購入による利益として認識することになります。その他

すべての契約については、差額は、契約サービス・マージンとなります。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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PwC の考察：企業結合によって取得された保険契約 

企業結合により取得した保険契約については、保険者は、契約サービス・マージンを再計算

するとともに、取得日における認識と測定に係る仮定（たとえば割引率）をリセットしなければな

りません。さらに、取得企業の観点からは、カバー期間が当該取得日から開始するものとされ

ます。つまり、カバー期間は、当初保険契約を保有していた被取得子会社のものに比して短く

なります。ある損害保険契約については、カバー期間（取得企業の観点から）は、保険金の決

済期間と等しくなる可能性が高くなります。そして、被取得子会社において保険料配分アプロ

ーチが適用可能な場合であっても、長期の支払期間を伴う特定の短期契約については、連結

グループの作成する財務諸表においては、一般モデルのもとで処理されなければなりません。 

これらの要求事項の結果として、包括利益計算書への影響と同様に、保険契約の帳簿価額の

金額は、契約を当初発行した被取得子会社の財務諸表と取得企業の財務諸表との間で異なる

こととなります。このため、保険者は、二組の情報を準備する必要があります。一つは、契約が

発行された日を基準とした情報です（これは被取得子会社の財務諸表において開示されます）。

もう一つは、取得日を基準とした情報です（これはグループの財務諸表において開示されます）。 

取得されたポートフォリオおよび被取得子会社への移行措置に係る要求事項は、下記の「移

行措置」に記載されています。 

 

表示 

財政状態計算書 

財政状態計算書上において、保険者は次の項目の帳簿価額を区分して表示します。 

• 資産残高である発行された保険契約グループ 

• 負債残高である発行された保険契約グループ 

• 資産残高である保有している再保険契約グループ 

• 負債残高である保有している再保険契約グループ 

保険獲得キャッシュ・フローに係る資産または負債は、資産または負債として区分して表示さ

れることはありませんが、関連する保険契約の帳簿価額に含まれます。 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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PwCの考察：財政状態計算書における保険契約グループから生じる様々な権利や義務の表示 

多くの現行の会計基準の下では、保険負債、契約者貸付、未収保険料、繰延契約獲得費用、

保険無形資産など、保険契約グループから生じる様々な権利や義務は、財政状態計算書に

おいて区分して表示されます。IFRS 第 17 号では、区分して表示される保険契約の構成要素

（すなわち、組込デリバティブや区別できる投資構成要素やサービス構成要素）を除き、保険

契約グループから生じるすべての権利や義務を財政状態計算書における1つの科目に、純額

で表示させることを要求しています。多くの保険者にとって、これは重要な変化になります。 

財務業績計算書 

財務業績計算書上において、保険者は次の項目を区分して表示します。 

• 保険収益、保険サービス費用を含む保険サービス損益

• 保険財務収益または費用

「保険契約から生じる収益または費用」は、「保有している再保険契約から生じる収益または費

用」と区分して表示されます。 

保険サービス損益 

保険収益は、保険者がカバーへの備えやその他のサービスと交換に権利を得ると予想してい

る対価を反映します。  

一般モデルや変動手数料アプローチの下では、保険収益は、いずれも同じ結果になる 2 つの

異なる方法で計算されます。以下に示すいずれの方法においても、投資構成要素は、収益に

影響しません。 

方法 A – 企業が対価を得ると予想しているサービスに関係する該当期間内での残存カバーに

係る負債の増減の合計 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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方法 B – 残存カバーに係る負債の減少から企業が収受する対価によってカバーされると予想

されるサービスに関係しない増減を控除  

この方法は、残存カバーに係る負債の増減の合計金額から始め、該当期間内に提供されるサ

ービスに関係しない増減と、企業が対価として見込んでいない増減を控除します。 

 

いずれの方法においても、保険獲得キャッシュ・フローは時の経過に基づく一定の方法で配分

されます。各期間に配分される金額は保険収益および保険サービス費用に含まれます。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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PwC の考察：生命保険会社にとっての収益は変化するかもしれない 

上記のとおり、IFRS 第 17 号における収益はもはや該当期間の受取保険料とは一致しません。

IFRS 第 17 号は、上記で示す様に保険料の情報が保険収益の定義と一致しない限り、保険者

が保険料の情報を純損益として表示すべきではないことを明らかにしています。現行では、多

くの生命保険会社では、提供されたサービスに応じてというよりも、現金主義で受取保険料を

報告しています。IFRS 第 17 号の下ではこの様な現金主義の会計はもはや認められていない

ため、収益は、異なる期間に認識されることになります。 

さらに、投資構成要素の除外によって、全体として IFRS 第 4 号の下での収益よりも小さい金額

の収益を示す結果となるでしょう。 

保険者は、保険サービス損益において非財務リスクに係るリスク調整の増減全体を含めるよう

に要求されているわけではありません。代わりに、保険サービス損益と保険財務収益または費

用に当該金額を区分することを選択することができます。 

PwC の考察：収益におけるリスク調整の取り扱い 

企業が非財務リスクに係るリスク調整を決定するために選択している方法によっては、リスク調

整の算定おける割引率の変動による影響が特定できない可能性があります。したがって、我々

は、実務的には、一部の企業において、非財務リスクに係るリスク調整の増減全体を保険サー

ビス損益の一部として表示することを決定するであろうと予想しています。 

上記の「保険料配分アプローチ」において記載したとおり、保険料配分アプローチを採用する

保険者は、時の経過、もしくは保険サービス費用が発生する予想時期に基づき、収益を認識

することになります。 

保険サービス費用は次の項目から構成されます。 

• 発生保険金

• その他の発生保険サービス費用

• 保険獲得キャッシュ・フローの償却

• 過去のサービスに関する増減（発生保険金に係る負債に関する履行キャッシュ・フローの

増減）

• 将来のサービスに関連する増減（不利な契約グループに対する損失や損失の戻入れ）

投資構成要素に関する支払は、除外されます。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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設例 ‐ 保険収益および保険サービス費用の計算 

企業はカバー期間 3 年の保険契約を発行しています。カバー期間は、保険契約が発行された

時点で開始します。また、カバー期間が終了する前に契約が失効することはないものと想定します。 

当初認識直後においてCU900の保険料が直ちに支払われるものとしており、このためキャッシ

ュ・フローの期待現在価値もCU900としています。企業は、年間の期待キャッシュ・アウトフロー

（費用は発生すると直ちに支払われる）を次のとおり見積っています。 

期待年間キャッシュ・アウトフロー(年度末) CU200 (合計 CU600) 

非財務リスクに係るリスク調整 CU120 

割引率 5%を適用すると、年間のキャッシュ・アウトフローの期待現在価値は、CU545 になりま

す。この結果として、期待キャッシュ・フローの現在価値は、CU545-CU900＝(CU355)、契約サ

ービス・マージンは CU900-CU545-CU120=CU235 になります。 

当該年度末において、残高は以下のとおりになります。 

 期待キャッシ
ュ・インフロー/
アウトフローの
現在価値 

非財務リスク
に係るリスク調
整 

契 約 サ ー ビ
ス・マージン 

負債の総額 

期首残高 (CU355) CU120 CU235 – 

キャッシュ・インフロー
/受取保険料 

CU900   CU900 

保険財務費用 CU27  CU12 CU39 

当期における解放  (CU40) (CU82) (CU122) 

キャッシュ・アウトフロー (CU200)   (CU200) 

期末残高 CU372 CU80 CU165 CU617 

保険財務費用は、ロックインの割引率 5%を用いて、期首残高に初日に支払われたキャッシュ・

フローCU900 を調整した残高に基づく利息として計算されます。 

上記で説明したとおり、該当期間における保険収益は2つ異なる方法により計算することができます。 

方法 A  

該当期間において発生することが予想される保険金および保険費用 CU200 

非財務リスクに係るリスク調整の増減 CU40 

純損益として認識された契約サービス・マージンの金額 CU82 

保険収益 CU322 

方法 B 

残存カバーに係る負債に対して予想される増減の合計 (CU617) 

-  保険料から生じるキャッシュ・インフローの増減 CU900 

-  保険財務収益または費用 CU39 

保険収益 CU322 

保険サービス費用は、発生保険金の金額と一致します（すなわち、CU200）。この設例におい

ては、履行キャッシュ・フローとみなされる契約獲得費用がありません。もし仮に履行キャッシ

ュ・フローとみなされる契約獲得費用がある場合には、償却され、費用として計上されるととも

に、同額の収益が計上されることになります。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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PwC の考察：保険収益は実績調整を含みません 

保険収益は、期首時点において予想される保険金や費用に基づくものであり、契約サービス・

マージンの事後的な解放を通じた間接的なものを除き、該当期間において発生する実績調整

を含みません。 

保有している再保険契約グループについて、収益および費用（保険財務収益または費用を除

く）を表現するにあたり、IFRS第 17号は 2つの異なる方法を認めています。保険者は、（収益と

して）再保険者から回収される金額と（費用として）支払われた保険料の配分を区分して表示

するか、もしくは、単一の純額を表示することができます。 

仮に、保険者が再保険者から回収される金額と支払われた保険料の配分を区分して示すとし

た場合には、以下を区別しなければなりません。 

• 基礎となる契約の保険金請求を条件とする再保険キャッシュ・フロー：再保険契約により補填
が見込まれる保険金の一部 

• 基礎となる契約の保険金請求を条件とせずに企業が受け取ると見込まれる再保険キャッシュ・
フロー：再保険者に支払うべき保険料の減額 

支払われた保険料の配分は、収益の減額として表示することはできません。 

保険財務収益または費用  

保険財務収益または費用には、財務リスクに係る保険契約グループの帳簿価額の増減を反

映します。保険財務収益または費用は、貨幣の時間価値の影響（すなわち、履行キャッシュ・

フロー、非財務リスクに係るリスク調整、契約サービス・マージンのすべてに対する利息の計上）

に加えて、財務リスクや財務リスクの変化の影響を含みます。非財務リスクに係るリスク調整か

ら生じる保険財務収益または費用は、保険サービス損益の一部としても表示させることができ

ます（上記を参照）。 

直接有配当性を伴う保険契約グループに関しては、仮に基礎となる項目の公正価値が減少し

たり、将来のサービスに関連する履行キャッシュ・フローが増加したりすることに伴い企業の共

有が契約サービス・マージンの帳簿価額を超過する場合、損失が生じる可能性があります（更

なる詳細は、上記「直接有配当性を伴う契約」を参照）。これらの増減は、貨幣の時間価値や

財務リスクから生じたとしても、保険サービス費用の一部になります。 

財務リスクは、特定の金利、金融商品の価格、コモディティの価格、為替相場、価格やレートの

インデックス、信用格付・信用指数、その他の変数のうちの 1 つもしくは複数について生じうる

将来の変化に関わるリスクです。変数が当事者に固有でない場合には、非財務的な変数も財

務リスクを有することになります。インフレーションについての仮定は、価格やレートのインデッ

クス、物価連動型のリターンを有する資産の価格に基づく場合にのみ考慮されることとなります。

単に企業の予想に基づくものである場合、財務リスクに関連するものとはなりません。 

保険者は、該当期間における保険財務収益または費用の全額を純損益に表示するか、また

は該当期間における保険財務収益または費用を分割して一部を純損益に含め、残りをその他

の包括利益に含めるか、会計方針を選択することになります。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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会計方針の選択は、ポートフォリオごとに適用されます。 

PwC の考察：グループ内の異なる事業体における異なる会計方針 

実務上、異なる法的事業体が保険財務収益または費用について異なる会計方針を適用でき

るか、単一の法的事業体の中では一貫性が担保されるべきかといった疑問が生じるでしょう。

IFRS第 17号は、保険契約のポートフォリオに対して企業が会計方針の選択を適用すべきと明

示的に要求しています。「ポートフォリオ」とは、一体となって管理される類似のリスクを有する

保険契約として定義されます。企業集団は、契約を違った形で管理するため、類似のビジネス

に対するポートフォリオのレベルに対する結論も、ある企業グループ内における異なる企業間

において、そして異なる企業グループ間において異なったものとなるかもしれません。 

保険財務収益または費用を分割する方法は、保険者が保険契約に対して適用する会計処理

の方法に依存します。さらに、企業が基礎となる項目を保有する直接有配当性を伴う保険契

約に対しては固有のガイダンスがあります（下記の方法 B を参照）。 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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PwC の考察：資産および負債から生じる財務損益のマッチング 

会計方針の選択が適用される方法は、ある程度、関連する資産が IFRS 第 9 号の下でどのよう

に測定されるかに依存することになります。我々は、実務上、以下の図が示す様に、純損益の

全体的な変動性を最少にする様なアプローチを保険者が選択することになるものと予想して

います。 

 

仮に企業が保険負債に係る割引率の変化をその他の包括利益で認識すると決定しても、資

産と負債の間におけるミスマッチを完全に取り除くことはできません。以下の項目は、純損益計

算書において投資収益と保険財務収益または費用の間でミスマッチが生じるとされる一般的

な状況です。 

• 一時払い保険料とは異なり平準払保険料は、保険契約の期間に応じて支払われます。保

険契約の割引率は、契約の当初認識時点でロックインされることになり、関連する資産の

割引率は、保険料を収受し、資産に投資した時点でロックインされます。 

• 保険契約に関連してその他の包括利益として認識される残高は、その契約の期間にわた

って純損益にリサイクルされますが、持分証券に関連するその他の包括利益は、純損益に

リサイクルされることはありません。 

• 関連する資産が様々なカテゴリーに分類されている場合には、適切なマッチングを実現す

るために保険負債に係る割引率の変化に対する会計方針の選択は、非常に難しいものと

なる可能性があります。 

 

方法 A – 一般モデル/基礎となる項目を保有しない直接有配当性を伴う保険契約に関す

る変動手数料アプローチ 

以下を適用する保険者は、契約グループの期間にわたり、予想される保険財務収益または費

用の総額を各期間に規則的な方法で配分するパターンを定義します。 

• 一般モデルを適用する規則的な、または 

• 基礎となる項目を保有しない直接有配当性を伴う保険契約に対する変動手数料アプローチ

を適用する 

この規則的な配分に基づき各期間へ配分された金額と当該期間に係る保険財務収益または

費用の合計との差は、その他の包括利益で認識されます。 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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規則的な配分を選択すると、企業は、いくつかの要求事項を満たさなければなりません。 

• 配分は、契約の特性にのみ基づくべきです。たとえば、資産から予想される実現利益が契

約のキャッシュ・フローに影響しない場合には、保険財務収益または費用の配分は当該予

想される実現利益に基づくべきではありません。 

• 契約期間にわたり、その他の包括利益に認識された合計金額は 0 となるべきです。 

これらの一般原則とは別に、基準は、財務リスクに関する仮定の変化が保険契約者に支払わ

れる金額に実質的な影響を及ぼすか否かに基づいて、より具体的なガイダンスを提供してい

ます。 

以下に示す要求事項は、基礎となる項目を保有する直接有配当性を伴う保険契約に対する

変動手数料アプローチを用いて測定される契約を除き、すべての保険契約に適用されます。 

• 財務リスクに関する仮定の変化が保険契約者に支払われる金額に実質的な影響を及ぼさ

ない状況においては、当初認識時点で期待将来キャッシュ・フローを割り引いた割引率に

よって、配分が実施されます。 

設例 ‐ その他の包括利益で認識される割引率の変化の影響の測定 

上記の「財務業績計算書」に含まれる説例において、財務リスクは、保険契約者に支払われる

金額に実質的な影響を及ぼしていません。したがって、保険財務費用の総額を分割すること

を選択した保険者は、純損益に毎年 5%の金利の付与を認識することになります。 

2 年度目において、市場金利が 2%に低下することを想定します。 

 期待キャッシ

ュ・インフロー

/アウトフロー

の現在価値 

非財務リスク

に係るリスク

調整 

契約サービ

ス・マージン 

負債の総額 

期首残高（t=0） (CU355) CU120 CU235 nil 

キャッシュ・インフロー/

受取保険料 

CU900   CU900 

保険財務費用 CU27  CU12 CU39 

当期における解放  (CU40) (CU82) (CU122) 

キャッシュ・アウトフロー (CU200)   (CU200) 

期末残高（t=1） CU372 CU80 CU165 CU617 

     
 

   

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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設例 ‐ その他の包括利益で認識される割引率の変化の影響の測定（続き） 

 期待キャッシ

ュ・インフロー

/アウトフロー

の現在価値 

非財務リスク

に係るリスク

調整 

契約サービ

ス・マージン 

負債の総額 

当期における解放  (CU40) (CU87) (CU127) 

キャッシュ・アウトフロー (CU200)   (CU200) 

財務リスクに関する仮定

の変更 
CU5   CU5 

期末残高（t=2） CU196 CU40 CU86 CU322 

2 年目における保険財務費用（CU32）は、以下のように分割されます。 

• 当初認識時点で利用される割引率 5%に基づき計算されるCU27が純損益に認識されます。 

• 残りの CU5（CU32-CU27）は、その他の包括利益に認識されます。 

 

• 財務リスクに関する仮定の変化が保険契約者に支払われる金額に実質的な影響を及ぼす

状況においては、更なる区別が行われます。実質的な影響を有する理由には、有配当性

の存在が該当する場合があります。しかし、保険契約が直接有配当性を伴う保険契約とし

ての要件を満たさないとしても（たとえば、特定された基礎となる項目が明らかではないた

め）、財務リスクが保険契約者への支払金額に実質的な影響を及ぼすことになる可能性は

あります。 

 

* 保険者が資産として基礎となる項目を保有していない直接有配当性を伴う保険契約に適用 

IFRS第 17号の設例 15は、実効利回り法と予測予定利率法をいかにして適用するかについて

のいくつかの受け入れ可能な解釈を提示しています。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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PwC の考察：異なる割引率をトラックすることから生じる業務上の複雑性 

実務上、計算およびトラックされなければならない異なる割引率の利用は、多くの保険者にと

って重要な業務上の負荷となる可能性があります。 

 

方法 B – 基礎となる項目を保有する直接有配当性を伴う保険契約に関する変動手数料

アプローチ 

企業が基礎となる項目を保有する直接有配当性を伴う保険契約を区別する目的は、保有され

る基礎となる項目から生じる、純損益に含まれる収益または費用とのミスマッチを取り除くことに

あります。当該目的を達成するために、基礎となる項目の純損益を含む収益または費用と完

全に一致した収益または費用を純損益に含めることになります。結果として、別々に表示され

る 2 つの項目の純額は、0 になります。 

企業がもはや基礎となる項目を保有しなくなると、上記のとおり、方法 B の適用を中止し、方法

A へと移行することになります。その他の包括利益の中に含まれる累積された金額の取り扱い

は、上記で概説した原則に従います。 

保険契約グループが移転されたり認識を中止したりしても、過去にその他の包括利益に認識

された残高が純損益に振り替えられることはありません。 

PwC の考察：「ミラーリング・アプローチ」の不採用 

以前の公開草案では、純損益のミスマッチを避けるために「ミラーリング・アプローチ」が導入さ

れました。「ミラーリング・アプローチ」は、基礎となる項目（契約が企業に対して基礎となる項

目を保有し、基礎となる項目からの収益との関連を明示させることを要求する場合）の動きに

基づき変動するキャッシュ・フローに対して提案されました。もし適用されたとするならば、当該

アプローチでは基礎となる項目から生じるキャッシュ・フローの変動性と保険契約から生じるキ

ャッシュ・フローの変動性の表示および測定が整合していました。IASB は、有配当契約への

当該アプローチに反対することを決定しました。 

保険業界は、すべての有配当契約に対して、資産の帳簿価額の変化を保険財務費用として

表示する契約上の簿価利回りを利用することを提案しました。IASB は、このアプローチに反対

し、基礎となる項目を保有する場合にのみマッチングアプローチを許容しました。 

 

方法 A と方法 B の間での変更 

時として、直接有配当性を伴う保険契約を発行する企業が、一定期間のみ基礎となる項目を

保有することがあります。もし保険者が、当初は基礎となる項目を保有しておらず、事後的に基

礎となる項目を保有し始めると、方法 A の適用をやめ、方法 B を将来に向かって適用すること

になります。当該時点で、常に新しい分割方法が適用されていたかの様に、過去にその他の

包括利益に含まれた累積金額が再計算されることはありません。かわりに、企業は、変更以前

より適時に適用された仮定に基づき方法 A を継続していたかの様に、変更以前の状態で累積

された金額を純損益に含めます。過去の比較情報は、調整されません。 

保険契約グループの移転と認識の中止 

保険契約グループの移転と認識の中止の状況においては、その他の包括利益で過去に認識

された残高は、組替調整として純損益に振り替えられます。 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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方法 C – 保険料配分アプローチ 

保険料配分アプローチを適用し、発生保険金に係る負債の割引を選択もしくは要求される企

業は、純損益にすべての保険財務収益または費用を含めるかわりに、保険財務収益または費

用を分割することもできます。当該金額を分割する場合には、純損益に含まれる利息費用は

発生保険金に係る負債の当初認識時点における割引率を用いて決定されることになります。  

為替換算差額 

保険契約は、企業の機能通貨へ換算する際に為替換算差額が生じる可能性のある貨幣性項

目です。純損益、もしくはその他の包括利益に対する為替換算差額の認識は、関連する保険

契約の変動に基づきます。すなわち、その他の包括利益で認識される保険契約の変動に関

する為替換算差額は、その他の包括利益で認識され、その他のすべての変動は、純損益で

認識します。 

 

開示 

IFRS 第 17 号で要求されている開示項目は、財務諸表の利用者が当該基準の範囲内の契約

が会社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に与える影響を評価できるよう

にしなければなりません。それがより有益である場合には、情報が集約されることが可能であり、

基準では、適切である可能性がある集約の例を、以下のように例示しています。 

• 契約の種類（たとえば、主要な商品種目） 

• 地理的領域（たとえば、国または地域） 

• 報告セグメント（IFRS 第 8 号「事業セグメント」で定義） 

大きく分けて、開示要求には 3 つの種類があります。 

 

 

PwC の考察：現行 IFRS 第 4 号と比較し、追加の開示が要求されています 

IFRS 第 17 号では、IFRS 第 4 号では求められていない多くの定量的情報が追加で要求されて

います。実際に、必要な情報のすべてを集め数値を提供することはオペレーション上のチャレ

ンジとなるかもしれず、システムの基本設計を構築する際にも考慮しなければなりません。 

特に、以下の必須開示項目について対応が必要となるでしょう。 

• 詳細な調整表の提供 

• 非財務リスクに係るリスク調整を決定するために用いる信頼水準の開示 

• キャッシュ・フローの割引に用いるイールドカーブ（またはイールドカーブの範囲） 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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認識された金額の説明 - 財政状態計算書 

一般モデル/変動手数料アプローチ 

企業は、保険契約の純額の帳簿価額が、財務業績計算書で認識されたキャッシュ・フローや

収益および費用の結果として報告期間中でどのように変化したかを示す調整表を開示しなけ

ればなりません。企業は、以下の項目ごとの調整表を開示します。 

• 残存カバーに係る負債（または資産）の純額（損失構成要素を除く） 

• 損失構成要素 

• 発生保険金に係る負債 

• 将来キャッシュ・フローの期待現在価値 

• 非財務リスクに係るリスク調整 

• 契約サービス・マージン  

調整表は、発行した保険契約と保有している再保険契約に区分して開示されます。そして、調

整表は、資産ポジションにある契約グループと負債ポジションにある契約グループの合計へと

さらに分割されます。 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

62 



inform.pwc.com 

設例 ‐ 残存カバーに係る負債と発生保険金に係る負債の調整表の開示 

この例は、IFRS 財団から発行されている「IFRS 第 17 号 保険契約の影響分析」（Effects 

Analysis for IFRS 17, ‘Insurance Contracts’）にある開示例をベースに作成されています。 

この例は、IFRS 第 17 号で要求される調整表を開示する方法の考えうる一例を示しています。 

この開示例は、比較情報や保有している再保険契約がないなど多くの点で単純化されています。 

下表は、純額の保険負債の構成要素についての情報を要約したものです。 

 20X1 年 12 月 31 日 

 残存カバー

に係る負債

（損失構成

要素を除く） 

損失構成要素 発生保険金

に係る負債 

合計 

将来キャッシュ・フローの現在

価値 
183,759 6,379 1,042 191,180 

リスク調整 4,679 1,677 148 6,504 

契約サービス・マージン – 8,040 – 8,040 

合計 188,438 16,096 1,190 205,724 

財政状態計算書での表示： 

20X1 年 12 月 31 日 

保険契約資産 (56,795) 

保険契約負債 262,519 

合計 205,724 
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設例 ‐ 残存カバーに係る負債と発生保険金に係る負債の調整表の開示 (続き) 

20X1 年に関する残存カバーに係る負債と発生保険金に係る負債の調整表は以下のとおりです。 

20X1 年 

 残存カバー

に係る負債

（損失構成

要素を除く） 

損失構成要素 発生保険金

に係る負債 

合計 

期首残高 161,938 15,859 1,021 178,818 

保険収益 (9,856) – – (9,856) 

保険サービス費用 1,259 (623) 7,985 8,621 

発生保険金およびその

他の費用 
– (840) 7,945 7,105 

契約獲得費用 1,259 – – 1,259 

将来サービスに関する

変動（不利な契約に係

る損失とその戻入） 

– 217 – 217 

過去サービスに関する

変動（発生保険金負債

の変動） 

– – 40 40 

投資構成要素 (6,465) – 6,465 – 

保険サービス損益 (15,062) (623) 14,450 (1,235) 

保険財務費用 8,393 860 55 9,308 

包括利益計算書で計上さ

れる変動の合計額 
(6,669) 237 14,505 8,073 

キャッシュ・フロー：     

受取保険料 33,570 – – 33,570 

保険金およびその他の

費用の支払額 
– – (14,336) (14,336) 

保険獲得キャッシュ・フ

ローの支払額 
(401) – – (401) 

キャッシュ・フローの合計額 33,169 – (14,336) 18,833 

期末残高 188,438 16,096 1,190 205,724 
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設例 ‐ 残存カバーに係る負債と発生保険金に係る負債の調整表の開示 (続き) 

20X1 年に関する将来キャッシュ・フローの現在価値、リスク調整および契約サービス・マージン

の調整表は以下のとおりです。 

20X1 年 

 将来キャッ

シュ・フロー

の現在価値 

リスク調整 契約サービス・

マージン

（CSM） 

合計 

期首残高 163,962 5,998 8,858 178,818 

将来のサービスに関する変動： (784) 1,117 (116) 217 

当期に当初認識された契約 (2,329) 1,077 1,375 123 

CSMに反映された見積の変動 1,452 39 (1,491) – 

不利な契約損失となった見

積の変動 
93 1 – 94 

現在のサービスに関する変動： 35 (604) (923) (1,492) 

純損益として認識された CSM  – – (923) (923) 

リスク調整の変動（予定） – (604) – (604) 

実績調整 35 – – 35 

過去のサービスに関する変動： 47 (7) – 40 

発生保険金に係る負債の調整 47 (7) – 40 

保険サービス損益 (702) 506 (1,039) (1,235) 

保険財務費用 9,087 – 221 9,308 

包括利益計算書で計上される

変動の合計額 
8,385 506 (818) 8,073 

キャッシュ・フロー 18,833 – – 18,833 

期末残高 191,180 6,504 8,040 205,724 

     
 

当期に当初認識された保険契約に関しては、企業は、発行した保険契約と保有している再保

険契約に区分し、以下の項目に与える影響を開示します。 

• 将来キャッシュ・アウトフローの期待現在価値（保険獲得キャッシュ・フローを別個に示す） 

• 将来キャッシュ・インフローの期待現在価値 

• 非財務リスクに係るリスク調整、および 

• 契約サービス・マージン 

企業結合または移転により他の企業から取得した契約の影響ならびに不利な契約グループの

影響は、それら以外の当期に当初認識した保険契約とは別個に開示する必要があります。 
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企業は、期末に残存する契約サービス・マージンを純損益として認識する予定の時期について

の説明を行います。定量的もしくは定性的どちらかの方法で当該情報を提供することができます。

また、発行した保険契約と保有している再保険契約は、別個に開示しなければなりません。 

PwC の考察：IFRS 第 17 号の開示は、より多くの情報を財務諸表利用者に提供することになります 

IFRS 第 17 号に従って作成された開示は、今日における他の多くの GAAP よりも、より透明性

があり、より粒度の細かい情報を財務諸表の利用者に提供することになります。特に、報告期

間における契約サービス・マージンの調整表は、利益のドライバーに関する追加の情報を財

務諸表利用者に提供することになります。  

 

保険料配分アプローチ 

保険料配分アプローチを採用している企業は、残存カバー（損失構成要素以外）、損失構成

要素ならびに発生保険金に係る純額の負債（または資産）の調整表を作成します。当該調整

表の項目は、上記で示したものと同様です。 

また、企業は、保険料配分アプローチの適用要件が充足される理由を開示しなければなりま

せん。 

さらに、以下についても開示することが求められます。 

• 財務リスクの影響と貨幣の時間価値を反映させるために、残存カバーに係る負債の帳簿価

額を調整することを選択したかどうか（要件を満たす場合）そして、  

• 企業が選択した保険獲得キャッシュ・フローを認識する方法 

 

認識された金額の説明 – 財務業績計算書 

保険収益 

企業は、当期に認識した保険収益の分析表を開示します。当該分析表は、以下の項目を含

みます。 

• 当期に発生した保険サービス費用 

• 非財務リスクに係るリスク調整の変動 

• 当期においてサービスの移転により純損益に解放された契約サービス・マージンの金額 

• 保険獲得キャッシュ・フローの回収に関する保険料相当への配分 

この開示要求は、保険料配分アプローチを用いて計上された保険契約には適用されません。  
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保険財務収益または費用 

保険者は、保険財務収益または費用と、企業が保有している関連する資産からの投資のリタ

ーンとの関係を開示・説明しなければなりません。直接有配当性を伴う保険契約については、

以下の追加の開示が要求されます。 

• 基礎となる資産の構成とそれらの公正価値 

• リスクを軽減する目的でデリバティブを保有する場合に、基礎となる資産の企業の共有に

関する財務リスクの影響の変動について、契約サービス・マージンを調整しないとした場合

の影響 

• 保険者が基礎となる項目を保有しなくなったまたは保有を開始したため、財務収益または

費用を純損益とその他の包括利益へ分割することについて変更した場合の追加的な説明 

重要な判断  

保険者は、保険契約を測定するために使用した手法および使用した手法へのインプットを見

積るプロセスを、そうした手法やプロセスの変更に加えて開示します。実務上不可能でない限

り、保険者は、インプットに関する定量的な情報を提供します。 

手法/プロセスにはたとえば以下を含む 

直接有配当性を伴わない保険契約について、裁量権の行使から生じる将来キャッシュ・フロー

の見積りの変更をその他の将来キャッシュ・フローの見積りの変更から区別するために使用した

アプローチ 

非財務リスクに係るリスク調整の決定に使用したアプローチ 

割引率の決定に使用したアプローチ 

投資構成要素の決定に使用したアプローチ 

純損益として認識された保険財務収益または費用の計算手法（保険者が保険財務収益または

費用の総額を分割し、その一部をその他の包括利益として認識した場合） 

測定に使用されたインプットの見積りの方法およびプロセスの変更、当該変更の理由、そして

影響を受ける契約の種類 

保険者は、非財務リスクに係るリスク調整の決定にあたって、信頼水準法を用いた場合と信頼

水準法以外の方法を用いた場合のいずれにおいても、信頼水準を開示しなければなりません。

基礎となる項目からのリターンに基づいて変動しないキャッシュ・フローを割り引くために使用

するイールドカーブ（またはイールドカーブのレンジ）も開示しなければなりません。 

PwC の考察：信頼水準の開示 

リスク調整を信頼水準に基づいて計算しない場合、信頼水準の開示を求める要求事項は、実

務上の観点から困難を伴う可能性があります。 
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IFRS 第 17 号の範囲に含まれる契約から生じるリスクの性質および程度 

企業は、IFRS 第 17 号の範囲に含まれる契約から生じる将来キャッシュ・フローの性質、金額、

時期および不確実性を財務諸表利用者が評価できる情報を開示します。リスクは一般に保険

リスクおよび財務リスク（市場リスク、信用リスク、流動性リスク）から生じます。 

企業は、それぞれのタイプのリスクについて、エクスポージャー、当該エクスポージャーがどの

ように生じるか、リスクを管理するための企業の目的、方針およびプロセス、ならびにリスク計測

に使用される手法を開示します。さらに、リスクやリスク管理に関する前期からの変更点を開示

しなければなりません。  

企業は、それぞれのリスクに対するエクスポージャーに関する定量情報の概要を提供しなけれ

ばなりません。少なくとも、企業は以下を開示する必要があります。 

 

* 1 年以内に保険金が支払われる場合は、開示する必要はありません。  

企業は集中リスクに関する情報を提供しなければなりません。企業は、たとえば、膨大な契約

に対して、同水準で有効となる金利保証を提供する可能性があります。また、ある製薬会社に

対して製造物責任保証を提供し、かつ当該製薬会社に対する投資を保有する可能性もあります。 

企業が取り組む規制上の枠組みも（たとえば、最低資本要求や要求される予定利率に起因し）

リスクを生じさせるかもしれません。これらの規制は、注記において説明される必要があります。

価格設定に関する法制上または規制上の制約が契約のグルーピングに影響を与える場合

（詳細は上記「集約のレベル 」を参照）、当該事実を開示しなければなりません。 
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移行措置 

IFRS 第 17 号は、2021 年 1 月 1 日以降に開始する事業年度より適用されます。企業が IFRS

第 17 号の適用開始日までに IFRS 第 9 号および IFRS 第 15 号を適用している場合、早期適

用が認められます。企業が IFRS第 17号を早期適用していない場合、2021年 1月 1日が IFRS

第 17 号の適用開始日となります。移行日は、適用開始日の直前の報告期間の期首となります。

したがって、企業が 2021 年 1 月 1 日より IFRS 第 17 号を適用した場合、移行日は、2020 年 1

月 1 日となります。 

移行措置においては、企業が実務上不可能な場合を除き、IFRS 第 17 号を遡及適用しなけれ

ばなりません。保険契約グループに IFRS 第 17 号を遡及適用することが実務上不可能な場合、

企業は、修正遡及アプローチまたは公正価値アプローチを適用しなければなりません。企業

は、修正遡及アプローチが実務上不可能な場合、公正価値アプローチを使用しなければなり

ません。下記の図は、移行措置におけるアプローチの選択肢をまとめたものになります。 

企業は、次のような場合には、遡及アプローチの適用が実務上不可能と考えるかもしれません。 

● 遡及アプローチの影響または遡及アプローチによる修正再表示が決定できない場合

● 遡及アプローチまたは修正再表示を行うにあたり、経営者が当該期間において意図してい

たであろう仮定が必要となる場合

● 遡及アプローチまたは修正再表示に金額的に重要な見積りを必要とし、かつそれらの見積

りに関する以下の情報を客観的に識別することが不可能な場合

i. 当該見積りが認識、測定、開示されるべき時点において存在した状況の証拠を提供

する情報

ii. 過年度の財務諸表の発行が承認される際に他の情報から入手可能であったであろう

情報

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 
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PwC の考察：異なるアプローチの適用による測定結果 

同じ契約グループにおける測定結果は 3 つのアプローチの適用により異なるものとなります。

遡及アプローチおよび修正遡及アプローチを使用した場合、情報の入手可能性および簡便

的取扱いによりますが、公正価値アプローチに比べて、その測定結果は、相対的に近いもの

となります。公正価値アプローチは、2 つの遡及アプローチと比較した場合、非常に異なる測

定結果をもたらすかもしれません。たとえば、契約が不利な場合、一般的に公正価値アプロー

チが適用された場合には契約サービス・マージンが認識されることが想定される一方、遡及ア

プローチまたは修正遡及アプローチを適用する場合には、契約サービス・マージンは、認識さ

れません。これは、IFRS 第 13 号において、公正価値には市場参加者が保険契約の義務を受

け入れるにあたり要求する利益マージンが含まれるとされているためです。 

IASB は、移行措置において利用可能な選択肢が、移行日前に引き受けた契約の認識が中

止されるまで、比較可能性が低い財務諸表をもたらすであろうと認識しています。しかし、IASB

は、移行日に入手可能な情報がほとんどない場合、遡及アプローチまたは修正遡及アプロー

チに関連するコストは、得られる便益を超えるかもしれないと結論付けています。したがって、

遡及アプローチが実務上不可能な場合、IAS第 8号に従った会計方針の選択肢として公正価

値アプローチが許容されています。 

 

PwC の考察：企業結合で取得された契約の移行時の測定 

上記の「企業結合」で記載したように、カバー期間、契約サービス・マージン、ならびにロックイ

ンの仮定は、契約始期日が以下となるため、被取得子会社の財務諸表およびグループの連

結財務諸表によって異なるかもしれません。 

• 子会社の財務諸表においては、契約を引き受けた日（上記「当初認識のタイミング」を参照） 

• グループの連結財務諸表においては、契約が購入された日 

被取得子会社の財務諸表および連結財務諸表における移行時の測定は、使用する移行アプ

ローチよって異なります。 

遡及アプローチまたは修正遡及アプローチを用いた場合、測定は、移行時および移行後で異

なるものとなります。契約の当初測定日および契約サービス・マージンの計算に使用される金

額は、被取得子会社とグループで異なり、異なる遡及の測定結果につながります。被取得子

会社のカバー期間は、取得企業のカバー期間より短くなるかもしれず、結果として移行後の契

約サービス・マージンが異なるものとなります。 

公正価値アプローチを用いた場合、公正価値は、子会社またはグループのいずれの観点か

ら見ても同様であることが想定されているため、移行時の保険契約の測定に差異は生じませ

ん。しかし、移行後は、測定が異なるかもしれません。これは、依然としてカバー期間が異なっ

ているかもしれず、結果として契約サービス・マージンの測定が異なるためです。 
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PwC の考察：2021 年以降の IFRS 第 17 号の初度適用 

IASB は、2021 年より後に IFRS 第 17 号を初めて適用する企業に対して、IFRS 第 17 号への移

行措置と同様の選択肢を提供することを決定しました。修正遡及アプローチおよび公正価値

アプローチを許容するために、該当する修正が IFRS 第 1 号において行われました。 

 

遡及適用 

IFRS 第 17 号の遡及適用について： 

• 企業は、IAS 第 8 号により要求される下記の情報を開示する必要はありません。 

- 影響する各財務諸表項目に対する調整 

- 一株当たり利益および希薄化後一株当たり利益に対する調整 

• 企業は、適用開始日よりも前の期間に、直接有配当性を伴う契約に対するリスク軽減に関

連する例外事項を適用しなければなりません。 

• 企業は、移行日において有効な各保険契約グループを認識および測定しなければならず、

IFRS 第 17 号を既に適用していた場合には存在しないであろう残高の認識を中止しなけれ

ばなりません。  

• 企業は、移行日に IFRS 第 4 号と IFRS 第 17 号の下で認識される金額の差異について、純

額で純資産に認識すべきです。 

PwC の考察：長期契約に対する移行時の遡及アプローチの適用について 

IAS 第 8 号は、実務上不可能な場合を除き、一般的に新たな会計方針の遡及適用を要求して

います。これは IFRS 第 17 号の適用開始の出発点でもあります。 

保険会社、特に生命保険業を営む会社においては、長期契約を発行しているかもしれませ

ん。移行日よりもずっと前に発行された契約の情報を収集することは非常にコストがかかるか、

不可能である可能性もあります。このような契約に対して各契約の契約始期時点における仮定

や見積りの設定は、事後的な検討なくしては不可能かもしれません。そのため、IASB は、遡及

アプローチが実務上不可能な場合の移行についての代替的なアプローチを追加的に保険会

社に提供しています。 

IASB は、情報がない場合においても可能な限り遡及アプローチに近い移行残高を達成するこ

とを求めています。このような状況下において、保険会社は、遡及アプローチと比較していくつ

かの簡便化された修正遡及アプローチを使用することができます。 

同時に、IASB は、移行時点においてはほとんど入手可能な情報がないかもしれないと認識し

ていました。このような場合における修正遡及アプローチの適用は、多くのコストが生じる可能

性があるほか、ほとんど、あるいは全く便益がないかもしれません。そのため、IASB は適用コス

トを削減するための会計方針の選択肢として、公正価値アプローチを提案しました。 

 

修正遡及アプローチ 

修正遡及アプローチの適用にあたり、企業は過度なコストや労力をかけずに入手可能な合理

的かつ有用な情報を用いて、遡及適用と可能な限り近い測定結果を達成しなければなりませ

ん。企業は遡及適用に対して要求される情報を最大限使用すべきであり、遡及アプローチを

適用するために過度なコストや労力なしには合理的かつ有用な情報が入手できない場合に限

り、各修正を使用することが許容されます。 
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修正遡及アプローチを適用するにあたり、下記に示された項目について簡便的取扱いが利用

できます。企業は、過度なコストまたは労力なしには完全な遡及アプローチにより要求されてい

るような合理的かつ有用な情報がない場合に限り、簡便的取扱いを使用すべきです。 

(a) 保険契約グループの当初認識日における評価 

(b) 直接有配当性を伴わない保険契約の契約サービス・マージン 

(c) 直接有配当性を伴う保険契約の契約サービス・マージン 

(d) 保険財務収益または費用 

各簡便的取扱いは、下記で詳細に検討されています。 

保険契約グループの当初認識日における評価 

企業は、過度なコストまたは労力なしに合理的かつ有用な情報が入手できない場合、1 年以

上離れて発行された契約を、1 つのグループに集約することが許容されます。 

PwC の考察：移行時には「年次コホート」が要求されない 

多くの場合、企業が移行において有効な契約を引受年度別にグループ化することは、詳細レ

ベルでの情報が入手不可能なことから、実務上不可能でしょう。このような状況において、企業

は、1 年以上離れて発行された契約を一つのグループに集約することができます。この簡便的

な取扱いによって、移行時における契約の集約の効率化および適用コストの削減が期待され

ています。 

企業は、下記に示された要求事項を保険契約グループの当初認識日ではなく移行日に適用

すべきです。 

(a) 保険契約グループの特定 

(b) 直接有配当性を伴う保険契約かどうかの評価 

(c) 直接有配当性を伴わない契約の裁量権の定義 

 

直接有配当性を伴わない保険契約の契約サービス・マージン 

当初認識時点における直接有配当性を伴わない保険契約の契約サービス・マージンは上記

「契約サービス・マージンの当初測定」において述べられている一般モデルの要求事項に則し

て決定されます。修正遡及アプローチの下では、企業は過度なコストまたは労力なしに合理的

かつ有用な情報が入手できない場合に、履行キャッシュ・フローの構成要素の計算について

次の簡便的取扱いを使用することができます。 

• 保険契約グループの当初認識日における将来キャッシュ・フローは、移行日（もしくは移行

日より前）と当初認識日の間に生じた実際のキャッシュ・フローを調整することで、移行日

（もし決定可能であれば、移行日より前の時点）における将来キャッシュ・フローと等しくなり

えます。実際のキャッシュ・フローには移行日前に認識を中止した契約から生じたキャッシ

ュ・フローが含まれます。 
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● 当初認識日に適用される割引率は、以下のように決定することができます。 

a. 移行日直前の少なくとも 3 年間について IFRS 第 17 号で要求されるイールドカーブに

近似する、観測可能なイールドカーブを使用する（そのような観測可能なイールドカ

ーブが存在する場合）。 

b. 観測可能なイールドカーブが存在しない場合、移行日直前の少なくとも 3 年間につ

いて、観測可能なイールドカーブと IFRS 第 17 号で要求されるイールドカーブとの間

の平均スプレッドを算定し、当該スプレッドを当該観測可能なイールドカーブに適用

する。 

 

● リスク調整は、移行日前に想定されるリスクの解放を調整した移行日のリスク調整として決

定されます。想定されるリスクの解放は、移行日に企業が発行する類似の保険契約のリスク

の解放を参照することにより決定されなければなりません。 

移行日以前のサービスの移転の結果として、純損益に認識される契約サービス・マージンは、

移行日に残存するカバー単位と移行日以前の契約グループの下で提供されるカバー単位の

比較により決定されます。 

直接有配当性を伴う保険契約の契約サービス・マージン 

過度なコストまたは労力なしに合理的かつ有用な情報が入手できない場合、移行日における

直接有配当性を伴う保険契約の契約サービス・マージンは、以下と等しくなります。 

a) 移行日における基礎となる項目の公正価値の合計から(b)を控除する 

b) 下記を調整した移行日における履行キャッシュ・フロー 

i. 移行日前に企業により保険契約者に対して請求された金額 

ii. 移行日前に保険契約者に対して支払われた金額 

iii. 移行日以前の非財務リスクに係るリスク調整の解放 

上記の結果として計算された契約サービス・マージンは、あらゆる金額が純損益にリサイクルさ

れる前の契約サービス・マージンの代替になります。当該金額は、カバー単位に基づき移行日

前に提供されたサービスに対して配分された金額の分だけ減少されます。 

計算された契約サービス・マージンが損失構成要素となった場合、結果として生じた損失構成

要素は、当該損失構成要素を除く残存カバーに係る負債の残高への移転によりゼロまで減少

することとなります。 

保険財務収益または費用 

修正遡及アプローチの下では、企業は、過度なコストまたは労力なしに合理的かつ有用な情

報が入手できない場合、以下の簡便的取扱いを使用できます。 

 
1 年以上離れて発行された 

保険契約があるグループ 

1 年以上離れて発行された 

保険契約がないグループ 

グループの当初認識日また

は保険料配分アプローチに

おける保険金発生時にロック

インされた割引率 

移行日にロックインされた割

引率を適用します。 

上記「直接有配当性を伴わな
い保険契約の契約サービス・

マージン」で記載されていると

おり、契約サービス・マージン

の見積りに使用された簡便法

を使用します。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 
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1 年以上離れて発行された 

保険契約があるグループ 

1 年以上離れて発行された 

保険契約がないグループ 

企業が保険財務収益および費用の適格部分をその他の包括利益に認識することを選択する

場合には、下記のとおり移行日前にその他の包括利益において認識される累積金額を決定し

なければなりません。 

企業が基礎となる項目を資

産として保有する直接有配

当性を伴う保険契約 

 

 

基礎となる項目についてその他の包括利益において認識され

た累積金額と等しくなります。 

財務上の仮定の変更が保険

契約者に対し支払われる金

額に実質的な影響を及ぼさ

ない、直接有配当性を伴わ

ない保険契約 

 

ゼロ 上記「直接有配当性を伴わな
い保険契約の契約サービス・
マージン」に記載されていると

おりに決定される当初認識日

に適用される割引率を使用し

ます。 

財務上の仮定の変更が保険

契約者に対し支払われる金

額に実質的な影響を及ぼ

す、直接有配当性を伴わな

い保険契約 

 

ゼロ 

保険料配分アプローチを用

いて測定された保険契約 

 

上記「直接有配当性を伴わな
い保険契約の契約サービス・
マージン」に記載されていると

おりに決定された、保険金発

生日に適用される割引率を使

用します。 
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公正価値アプローチ 

企業は、遡及アプローチが実務上不可能である場合には、公正価値アプローチの使用を選

択でき、そして、修正遡及アプローチが実務上不可能な場合には、公正価値アプローチが使

用されます。 

公正価値アプローチの適用について： 

• 契約サービス・マージンは、IFRS 第 13 号「公正価値測定」に従って測定された保険契約グ

ループの公正価値と移行日の履行キャッシュ・フローとの差額として決定されます。しかし、

IFRS 第 13 号で要求される、要求払い金額までの公正価値の増加を行ってはなりません。 

• 企業は、以下の事項について、遡及的に（事後的な検討をしなくても合理的かつ有用なデ

ータが存在する場合）または移行日のいずれかにおいて決定するかを選択できます。 

o 保険契約のグループへの集約 

o 保険契約が直接有配当性を伴う保険契約の定義を満たすかどうか 

o 直接有配当性を伴わない契約の裁量権の定義 

• 企業は、1 年以上離れて発行された契約をグループに含めるか選択できます。 

• 企業は、保険財務収益および費用の適格部分をその他の包括利益に認識することを選択

する場合、移行日以前にその他の包括利益において認識された累積金額を下記のとおり

決定することができます。 

o 合理的かつ有用な情報が入手可能である場合、遡及的に認識する。 

o 企業が基礎となる項目を資産として保有している直接有配当性を伴う保険契約に対

しては、その他の包括利益において認識された基礎となる項目の累積金額と等しく

なるように認識する。 

o 上記に当てはまらない場合、ゼロとする。 

 

PwC の考察：IFRS 第 13 号の下での契約グループの公正価値の決定 

IFRS 第 13 号は負債の公正価値測定ついて、市場参加者が当該負債に関連するすべての義

務の見返りとして要求する価値となるよう測定することを要求しています。IFRS第 3号に従い会

計処理される企業結合または包括移転がある場合、企業は、公正価値で保険契約を測定す

るために既に IFRS 第 13 号を使用しています。企業結合または包括移転において、保険会社

は一般的に市場価格を有しており、それは取引価格です。IFRS 第 17 号への移行において

は、多くの保険契約に対して、観測可能な市場価格がほとんどないか、あるいは全くないでし

ょう。すなわち、現在での企業結合または包括移転における IFRS 第 13 号の使用と比較して、

追加的な判断が要求されます。 

割引率 

キャッシュ・フローおよび割引率には、資産または負債の料率を設定する際に、市場参加者が

使用する仮定を反映させなければなりません。リスク要因の影響が二重に反映されたり除外さ

れたりすることを避けるため、割引率は、キャッシュ・フローに固有の要素と整合した仮定を反

映させるべきです。 

IFRS 第 17 号の下で要求される測定との対比として 

• 公正価値の測定においては、負債に関連する固有の信用リスクを考慮すべきです。 

• 市場参加者が実際の取引における負債の価格付けに資産ベースの割引率を使用してい

る場合、資産ベースの割引率を用いることができます。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 
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利益マージン 

公正価値の測定に用いられたアプローチに関わらず、企業は結果を実際の市場取引の結果

と比較しなければなりません。また、実際の市場取引や類似の契約グループの見積りを考慮し

て測定を調整しなければなりません。特に、遡及アプローチを移行時に適用していれば未稼

得の利益がなかったであろう契約であったとしても、保険契約グループの取得者は（確率加重

されたリスク調整後割引キャッシュ・フローを超過する）利益マージンを要求する可能性が高い

でしょう。 

公正価値アプローチの適用による保険契約グループの公正価値は、履行キャッシュ・フローよ

りも結果的に大きくなることが予想されるかもしれません。これは、IFRS 第 13 号が市場参加者

の観点から保険契約の公正価値を考慮しているからであり、市場参加者は、一般的に負債を

受け入れるにあたって履行キャッシュ・フローに利益マージンを上乗せすることを要求している

ためです。これは、損失が直ちに純損益として認識されることから一般的に不利な保険契約か

らは契約サービス・マージンが生じないと想定されている、遡及アプローチや修正遡及アプロ

ーチとは異なるものとなります。 

 

PwC の考察：公正価値アプローチを適用した場合におけるエンベディッド・バリューまたは

経済価値ベースの規制手法の活用 

歴史的に、長期契約を発行している保険会社は、補完的な報告を目的として、保険契約を測

定するために、市場整合的エンベディッド・バリュー（MCEV）またはヨーロッパの保険CFOフォ

ーラムによって発行されたヨーローピアン・エンベディッド・バリュー（EEV）を適用してきました。

依然としてこれらは使用されていますが、IFRS 第 17 号への移行における公正価値アプローチ

の出発点としては、企業は、これらの測定方法または他の経済価値ベースの規制手法（たとえ

ば、ヨーロッパにおけるソルベンシーⅡ等）を使用することができます。しかし、企業は、このよう

な測定方法と IFRS 第 13 号の要求事項との整合性を確保し、差異がある場合には調整しなけ

ればなりません。 

 

PwC の考察：IFRS 第 17 号への移行における選択肢の実務上の影響 

移行における修正遡及アプローチと公正価値アプローチの選択は、移行時の株主資本およ

び移行後の有効な保険契約からの利益の解放に影響する可能性があります。IFRS 第 17 号の

適用における運用の複雑性やコストにも影響を与えるかもしれません。加えて、保険契約から

生じる利益の中には、純損益として全く認識されないものもあります（すなわち、IFRS 第 4 号の

下では純損益として認識されず、IFRS 第 17 号への移行においては資本の調整として認識さ

れるものです）。これに対して、純損益として二度認識される利益もあります（すなわち、IFRS第

4 号の下で純損益として認識され、IFRS 第 17 号への移行後に契約サービス・マージンとして

認識された後、純損益として認識されるものです）。これは、IFRS第4号の下で使用される測定

アプローチと IFRS第 17号への移行において使用される測定アプローチとの違いによる結果と

して避けられないものです。 

移行時の資本および移行後の保険契約からの利益の解放 

移行時の契約サービス・マージンは、移行後に保険会社が稼得する有効な保険契約から生じ

る利益を表しています。移行時の契約サービス・マージンが大きければ大きいほど、株主資本

において認識される保険契約からの累積利益は少なくなり、移行時に有効な保険契約のカバ

ーが終了するまでの将来期間において保険会社が認識する利益は、大きくなります。 

現地の法律および規制の要求事項によっては、将来の配当支払能力やソルベンシー資本、

課税に影響与えるかもしれません。また、移行時および移行時に有効な契約のカバー期間終

了までの将来にわたる企業の成果を投資家が評価する方法にも影響を与えるかもしれませ

ん。下記「移行時の開示」において説明されているように、追加の開示が要求されるでしょう。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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IFRS 第 17 号の適用における運用の複雑性およびコスト 

情報の入手可能性に応じて、異なる移行アプローチを適用することの複雑性や IFRS 第 17 号

への移行コストは異なるかもしれません。一般的に、移行日よりもかなり前に発行された保険契

約に遡及アプローチおよび修正遡及アプローチを適用することは、より多くのコストがかかるで

しょう。短期契約および移行日直前に発行された契約は、より多くの情報を入手できる可能性

が高く、他の選択肢と比較した場合、公正価値アプローチは、より複雑かつコストがかかるかも

しれません。 

 

比較情報 

企業は IAS 第 1 号の要求事項に従って比較情報を修正再表示することが要求されます。これ

は、企業が IFRS 第 17 号を最初に適用する際に財務諸表に最低限以下の情報を表示すべき

ことを意味しています。 

● 3 期間の財政状態計算書 

● 2 期間の純損益およびその他の包括利益計算書 

● 2 期間の個別純損益計算書（表示する場合） 

● 2 期間のキャッシュ・フロー計算書 

● 2 期間の株主持分変動計算書 

● 関連する注記 

要求されていませんが、企業は追加の比較情報を表示することが許容されています。いかなる

場合においても、開示の要求事項として任意に追加の比較期間を表示することは要求されて

いません。 

PwCの考察：特定の規制機関の要求を満たすために企業が表示する全期間における遡及の軽減 

IFRS の下で要求されるよりも多くの期間の比較情報の表示を要求する規制機関もあります。 

IFRS第17号の移行日は、適用開始日の直前の事業年度の期首になります。これは、2年超の

期間における財務諸表および財務情報の表示を要求する米国証券取引委員会のような特定

の規制機関の要求を企業が満たすために表示する全期間に対して遡及することを軽減するこ

とになります。企業は、調整されていない情報を明確に特定し、異なる基礎で作成されている

ことを開示し、当該異なる基礎を説明すべきです。代替的に、企業は、表示される期間よりも前

の期間に IFRS 第 17 号を適用することで調整された比較情報を表示することができますが、そ

うすることは要求されてはいません。 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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移行時の開示 

移行時に遡及アプローチが適用されない限り、保険契約の測定は将来に向かって異なるもの

となるでしょう。これは、移行時に有効な保険契約の認識が中止されるまで、移行後の財政状

態計算書および純損益計算書における保険契約の測定に影響を与えるでしょう。移行時の簡

便的取扱いが財務諸表における測定に影響を与える全期間において、以下の開示が要求さ

れます。 

• 修正遡及アプローチを用いて測定された契約、公正価値アプローチを用いて測定された

契約、その他の契約ごとに区別して表示した契約サービスマージおよび保険料の調整表

を、移行時に修正遡及アプローチまたは公正価値アプローチを使用した測定の説明ととも

に開示する。 

• 移行時に簡便的取扱いを使用して保険財務収益または費用を純損益とその他の包括利

益とに区分する企業は、区分を適用した保険契約グループに関連するその他の包括利益

をとおして公正価値で測定される金融資産について、報告期間におけるその他の包括利

益の累積額の調整表を開示する。 

 

IFRS 第 17 号適用前の IFRS 第 9 号の適用 

IFRS 第 17 号では、IFRS 第 9 号を適用していた企業が保険に関連する金融資産の以下の分

類について再検討することが許容されています。 

• 純損益を通じて公正価値で測定される資産の指定または過去の指定の取消し 

• ビジネスモデルの再評価 

• その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資本性金融商品の指定または過去の

指定の取消し 
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付録 A – ソルベンシーII と IFRS 第 17 号における保険契約負債の
測定に関する差異  

この付録ではソルベンシーⅡと IFRS 第 17 号における、保険契約負債の認識と測定に係る主

要な差異を要約しています。欧州の多くの保険会社にとって、ソルベンシーⅡのために構築さ

れたシステムおよびプロセスが、IFRS第17号の適用のための出発点となる可能性があります。

詳細な比較については、我々の公表資料をご覧ください。 

それぞれのトピックに関して一般的な保険会社における技術的な論点、財務上・実務上の論

点を考慮し、重要度を付しています。 

トピック IFRS 第 17 号 ソルベンシーII 考察 

重要度：高 

利益の認識 

（保険契約負債

の構成要素であ

る契約サービス・

マージン（CSM）

の適用） 

CSMにより初日利益を除

去し、利益をカバー期間

にわたって繰り延べる。

初日損失については直

ちに認識される。 

CSM は、一部の変動に

ついて事後的に更新さ

れる。CSM は負の残高

（つまり資産）にはならな

いが、一度損失（負債）と

なってもCSMは再計上さ

れうる。 

再保険を含むすべての

契約について初日利益

が認識される。 

実績との差異や計算前

提の変更などの変動は、

すべてその期間の損益

として認識される。 

ソルベンシーⅡは、業績報

告目的では設計されてお

らず、CSM のような概念を

持たない。 

CSM は、IFRS の利益認識

の時期を決定する主要な

誘因であり、そのため、

IFRS の負債変動をより詳

細に捕捉することになる。 

有配当性を伴う

契約 

市場整合的な測定が原

則である。 

有配当性に関連するキャ

ッシュ・フローは、将来の

契約者に関連するものも

含め、負債に含められる。 

市場整合的な測定が原

則である。 

有配当性を伴う契約から

のキャッシュ・フローは、

「認可されたサープラス・

ファンド」を除き、負債に

含められる。 

IFRS における、残余配当

ファンド資産の取扱と、負

債と資本への配分につい

ては、契約の性質と法令に

より異なる。ソルベンシー

Ⅱにおいては、各国の法

令で「サープラス・ファンド」

が定義される。 

この比較におけるソルベン

シーⅡと IFRS のその他の

差異は、有配当性を伴う契

約に対して適用される。 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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トピック IFRS 第 17 号 ソルベンシー II 考察 

再保険契約 すべての構成要素が再

保険資産として分離され

総額で表示される。 

出再契約に対して元受

契約とは異なる特定の要

求事項が適用される（上

記のとおり）。  

再保険資産として分離さ

れ総額で表示される（ただ

しリスクマージンは純額）。 

再保険は多くの場合、元

受契約と対照となる（たとえ

ば契約の境界について）。 

ソルベンシーⅡとは異なり、

IFRS における再保険は元受

契約と対照にはならない。 

リスクへの引当の表示は

IFRS（総額）とソルベンシー

Ⅱ（純額）で異なる。 

キャッシュ・フロ

ーに含める契約

獲得費用 

ポートフォリオの水準に

おいて直接起因し、そし

て保険負債の測定に含

める。 

発生時に費用として処理

する。 

IFRS とは異なり、ソルベン

シーⅡでは、契約獲得費

用は繰り延べない（黙示的

にも）。 

移行措置 主に、既契約にかかる

CSM について、適用開

始における救済処置が

認められる。 

承認があれば、2016年 1

月の適用開始における

影響額を最長 16 年まで

の期間にわたり平準化

することができる。 

IFRS 第 17 号とソルベンシ

ーⅡで、移行に関する取

扱いは異なる。 

重要度：中 

定義と範囲 保険契約（および保険契

約を発行している企業が

発行する有配当性を伴う

投資契約）。 

保険としての規制対象で

ない一定の契約も対象と

なり得る。 

IFRS による財務報告を

行う企業にのみ適用され

る。 

保険として規制を受ける

すべての契約。 

特定の地域の保険会社

のみ。 

その地域の規制がソル

ベンシーⅡと「同等」であ

るとみなされた場合に

は、その地域の規制に

従って保険契約負債を

認識・測定する。 

有配当性を伴わない投資

契約の測定については、

IFRS とソルベンシーⅡで

重要な差異が生じる。これ

らの契約は、ほとんどの場

合、IFRS 第 9 号または第

15 号により評価される。 

ソルベンシーⅡとの同等性

が認められた規制において

は、IFRSとのさらなる差異が

生じる結果となる。このよう

な規制について、本資料で

は分析を行っていない。 

構成要素の分離 明確に区別できる投資

要素や一定の組込デリ

バティブ、一定の財・サ

ービス構成要素は区別さ

れる。 

構成要素の区別は行わ

ない。 

IFRS において構成要素が

区別される場合、測定は、

ソルベンシーⅡと異なるか

もしれない（たとえば IFRS

において一定の組込デリ

バティブはこう背宇価値で

評価される）。 

認識 「契約グループ」のカバ

ー期間の開始日と最初

の払込期日のいずれか

早い日（不利な契約のグ

ループについては、不利

な契約となる日も含めて

最も早い日）。 

カバー期間の開始日と

契約の当事者となる日の

いずれか早い日。 

「最初の払込期日」（IFRS）と

「契約日」（ソルベンシーⅡ）

との間で認識日に差異が生

ずる可能性がある。また、

IFRS におけるグルーピング

の単位と不利な契約テストも

差異の要因になりうる。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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トピック IFRS 第 17 号 ソルベンシー II 考察 

裁量権のある有配当性

を伴う契約については例

外的に、契約の当事者と

なる時点。 

粒度/契約のグ

ルーピング 

ポートフォリオごとかつ 1

年コホートごとに、潜在

的な（収益性に基づく）3

つのグループ。 

契約の種類に応じて規

定されたグループ。 

ソルベンシーⅡと比べ、

IFRS 第 17 号では、非常に

詳細に負債変動を捕捉す

ることになる可能性がある。 

契約の境界 保険契約者または契約

ポートフォリオに関するリ

スクに対する、料率設定

または給付水準の決定

に際して再評価が出来る

ため、保険者が保険料を

受け取る実質的な権利

またはサービスを提供す

る実質的な義務がなくな

ったとき。 

保険者がカバーの提供

を要求されなくなったと

き、またはポートフォリオ

レベルで「リスクを完全に

反映した」条件変更が行

えるとき（個々の生命保

険契約に対して引受査

定が行われない場合）。 

純粋な貯蓄性契約につ

いては、保険料を見積り

に含めない。 

要素ごとに契約の境界

が異なる場合には、契約

を複数の要素に分離す

る。 

契約の境界の定義は、ソ

ルベンシーⅡと IFRS 第 17

号で異なる可能性がある。 

キャッシュ・フロー

（契約獲得費用

を除く） 

契約の履行に直接関連

するキャッシュ・フロー。 

契約期間にわたって義

務を履行するために要

求される、すべてのキャ

ッシュ・インフローとキャッ

シュ・アウトフロー。 

含められるキャッシュ・フロ

ーの範囲は異なる（たとえ

ば、一定の間接費や（既に

述べた）有配当契約のキャ

ッシュ・フローなど。 

 

  

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
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トピック IFRS 第 17 号 ソルベンシー II 考察 

割引率 「トップダウン」または「ボ

トムアップ」により負債特

性を反映する。  

該当する場合、OCI と

CSM の利息費用計算の

ために、現在レートと「初

日」レートの両方が使用

される。 

スワップレートから信用リ

スクを控除したレートを

基礎として規定される

（一定の状況においては

マッチングまたはボラティ

リティ調整を加算する）。 

現在レートのみ。 

概念上は IFRSにおけるトッ

プダウン・アプローチと、マ

ッチング調整を適用したソ

ルベンシーⅡの割引率は

類似する（資産と負債の緊

密なキャッシュフローマッ

チングを前提として）。 

ソルベンシーⅡのボラティ

リティ調整は負債の特性に

よるものではないため、

IFRS において許容される

可能性は低い。 

リスクに対する 

引当 

測定手法は、規定されて

いない。  

非財務リスク（のみ）から

生ずる不確実性に関し

て企業自身の視点から

の対価を要求する。 

再保険は、総額ベース。 

6%の資本コスト率による

資本コスト法が規定され

ている。 

参照事業体（企業）レベ

ルで設定し、特定のリス

ク、分散効果の水準、そ

の他の要素が規定され

ている。 

再保険は純額ベース。 

ソルベンシーⅡのリスクマ

ージンについては具体的

に規定されているが、IFRS

のリスク調整は、原則主義

に基づく。2 つのアプロー

チでは差異が生じる可能

性が高い。 

ソルベンシーⅡとは異な

り、IFRS にはリスク調整に

関する移行措置による救

済はない（ソルベンシーⅡ

については特定の国で認

められている）。 

損害保険および

他の短期契約の

ための簡便的な

手法 

（「保険料配分アプロー

チ」として知られている）

未経過保険料モデルに

おけるある種の保険金発

生前の負債である。発生

保険金負債に関しては

キャッシュ・フローの見積

りが要求される。 

簡便法は規定されてい

ない。 

IFRS における「未経過保

険料モデル」は選択適用

である。ソルベンシーⅡの

ように、単一のキャッシュフ

ローモデルを適用できる。 

契約の性質によっては、ソ

ルベンシーⅡと IFRS の間

に差違が生じる可能性が

ある。 

企業結合および

移転 

企業結合または移転の

時点において、追加的な

認識および測定の原則

が適用される（上記）。 

契約開始時から報告企

業により発行された契約

であるかのように認識お

よび測定がなされる。 

ソルベンシーⅡでは自社

が当初から保有していた契

約と取得された契約に差

異がなく、IFRS とソルベン

シーⅡの追加的な差異と

なる。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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トピック IFRS 第 17 号 ソルベンシーII 考察 

重要度：低 

認識の中止 契約の義務の消滅時点

または契約の実質的な

条件変更時点。 

義務が消滅、免責、取

消、または満了となった

時点。 

類似の取り扱いとなる可能

性があるものの、ソルベン

シーⅡには契約の条件変

更に関する概念はない。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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付録 B – IFRS 第 17 号と 2013 年 IASB 公開草案との比較 

トピック IFRS 第 17 号 2013 年 IASB 公開草案 

主な変更 

直接有配当性を

伴う保険契約 

 保険契約者が、明確に識別された基礎となる

項目のプールの共有における配当を受け取

り、それらの項目の公正価値リターンの実質的

な共有を保険契約者に支払うことを見込んで

おり、保険契約者への支払額の変動の実質的

な部分が基礎となる項目の公正価値の変動に

連動すると、契約開始時に、見込まれる契約 

 義務が次の 2 つの項目の純額である場合、契

約は、実質的に投資関連サービス契約とみな

される 

(a) 基礎となる項目の公正価値を保険契約者

に支払う義務 

(b) 基礎となる項目の公正価値に対する企業

の共有から、基礎となる項目のリターンに基

づいて変動しない他の履行キャッシュ・フロ

ー（たとえば、死亡給付および利率保証）を

控除したものを基礎とする変動手数料 

 基礎となる項目および金融保証の公正価値に

対する企業の共有の変動は、契約サービス・マ

ージン（CSM）を調整する（ただし、企業がデリ

バティブを用いて当該リスクを軽減しており、デ

リバティブの変動を相殺するために純損益計

算書にこれらの変動を計上することを選択しな

い場合）。 

 他の履行キャッシュ・フローの変動は、一般モ

デルのその他のキャッシュ・フローと同様に扱

われる 

 企業が基礎となる項目を保有している場合、

財務収益または費用に係る純損益の金額は、

基礎となる項目の財務収益または費用と一致

する 

 企業は、基礎となる項目を保有することを要求

されない 

 保険契約者への支払額

と基礎となる項目のリタ

ーンのリンクを契約が特

定している契約につい

ての別個の会計処理 

 測定は次に分解される 

(a) 基礎となる項目に直

接連動すると予想さ

れるキャッシュ・フロ

ー – ミラーリング・ア

プローチを適用 

(b) 他の履行キャッシ

ュ・フロー – 一般的

なビルディング・ブロ

ック・モデルを適用 

 企業は基礎となる項目

を保有することが必要 

表示および測定

についての集約

のレベル 

 当初認識時に、ポートフォリオ（すなわち、類似

のリスクの影響下にあり一括して管理される保

険契約）を 3 つの契約グループ（不利、収益性

があり不利になる重要な可能性がない、その他

の収益性のある契約）に細分化する 

 発行時期の違いが 1 年を超える契約を同じグ

ループに含めることはできない 

 各グループにおいて提供されたサービスを反

映するために、カバー単位を用いて、各期の純

損益に CSM を解放する 

 契約レベルでの測定が

黙示されている 

 ポートフォリオの定義は、

契約に「同様の価格付

け」であることも要求 
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 グループのカバー単位は、グループ内の各契

約についての、提供される給付額と予想される

カバー期間を考慮する（将来において毎期見

積りが更新される） 

 法律または規制による制限が価格設定に影響

を与える場合、通常のグルーピングからの限定

的な例外がある 

移行措置  実務上不可能でない限り、保険契約グループ

に遡及的に適用 

 実務上不可能な場合、保険契約グループごとに

修正遡及アプローチと公正価値アプローチを

選択する。分類、グルーピング、割引率ならびに

リスク調整およびCSMの決定に係る簡便法がある 

 移行日は、適用開始日の直前の事業年度の

期首であり、1 つの比較期間の修正再表示が

要求される 

 企業が過去に IFRS 第 9 号を適用した場合、

IFRS第 17号の適用にあたり、適用時点の状況

に基づき適格金融資産に係る事業モデルを再

評価することが可能 

 遡及と修正遡及アプロ

ーチがあったものの、利

用可能な簡便法は多く

なかった 

 移行日は、表示する最

も古い期間の期首 

その他の変更 – 事後測定 

不利な契約  過去に損失を認識した後に生じた将来のカバ

ーまたは他のサービスに関連する見積りの有

利な変動は、過去の損失を戻入れる範囲で、

直ちに純損益に認識される 

 損失を認識した後の有

利な変動は、CSM に対

する正の調整として計

上される 

リスク調整  将来のカバーおよび他のサービスに関連する

非財務リスクに係るリスク調整の変動につい

て、CSM が調整される 

 企業は、非財務リスクに係るリスク調整の変動

を保険サービス要素と保険財務要素に細分化

することを選択できる 

 リスク調整のすべての

変動は純損益に直ちに

計上される 

CSM 調整の順序  CSMへの他のすべての調整が行われ、更新後

に残存するカバー単位の数が決定された後、

CSM は最後に償却されなければならない 

 明示的なガイダンスは

ない 

その他の変更 – 割引率 

割引率変更の影響  割引率の変更の影響を純損益に認識するか、

その他の包括利益（OCI）に認識するかの会計

方針をポートフォリオ毎に選択する 

 割引率の変更の影響は

その他の包括利益で認識 

直接有配当性を

伴う契約の定義

を満たさない有

配当契約（一部

 財務収益または費用を純損益とその他の包括

利益に分割することを選択した場合、各期の純

損益に含まれる金額は「規則的な配分」により

決定される 

 限定的なガイダンス 
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のユニバーサル・

ライフ契約等） 

 予定利率の変動性/裁量権を伴う契約につい

ては、「規則的な配分」は、一定の率を用いた

配分または当該期間に保険契約者に付与した

金額と将来の期間に保険契約者に付与すると

見込まれる金額に基づく配分を含む 

保険料配分アプ

ローチ（PAA） 

 財務収益または費用を純損益とその他の包括

利益に分割することを選択した場合、各期の純

損益に含まれる金額は保険金発生時の割引

率を用いて決定される 

 契約の当初認識日の割

引率 

その他の変更 – 保険料配分アプローチ（PAA） 

適格要件  PAA の適格要件は、PAA で期待される残存カ

バーに係る負債残高と一般モデルで期待され

る残存カバーに係る負債残高の比較に基づく； 

2 つの残高に重要な差異が生じないと合理的

に期待されるかが閾値 

 PAA におけるどの残高を

一般モデルと比較する

必要があるかは不明確 

収益の配分  時の経過を基礎として各カバー期間に収益を

配分する。ただし、カバー期間中の期待される

リスクの解放パターンが時の経過と著しく相違

する場合には、保険サービス費用が発生する

予想時期を基礎として用いる 

 該当する場合、「予想受取保険料」は投資構成

要素を控除し、割引を反映するために調整した

上で収益に配分される 

 提供されたサービスの

移転を最も反映する「規

則的な方法」で配分 

 各期の収益は、「当期

に配分された予想受取

保険料の金額」 

その他の変更 – 再保険 

認識 – 保有して

いる再保険契約 

 保有している再保険契約グループが比例的な

カバーを提供する場合、出再者は保有してい

る再保険契約グループのカバー期間の開始時

または基礎となる契約の当初認識時のいずれ

か遅い時点に再保険契約を認識しなければな

らない 

 他のすべての場合には、出再者は保有してい

る再保険契約グループのカバー期間の開始時

から認識しなければならない 

 損失総額のカバーにつ

いては、カバー期間の

開始時に認識 

 他のすべての場合に

は、出再者は基礎とな

る契約のそれぞれが認

識されるにつれて認識 

履行キャッシュ・

フローの変動 

 基礎となる保険契約の履行キャッシュ・フロー

の変動のうち将来のサービスに関連するものが

直ちに純損益に認識される場合（すなわち、不

利な契約の仕訳の計上または戻入れ）、それ

に対応する出再保険キャッシュ・フローの変動

も、CSM の調整としてではなく、純損益に計上

される 

 将来のサービスに関連

するキャッシュ・フロー

の変動は、すべては

CSM の調整として計上

される 
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