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In transition 
IFRS 第 17 号の適用に関する最新情報 

2019 年 3 月 15 日 

No. 2019-03 
IASB は、報告された IFRS 第 17 号「保険契約」に関する懸念と適用上の課題についての

議論を完了する 

IASB は、IFRS 第 17 号における集約のレベルの要求事項の維持、クレジット・カード契約の IFRS 第 17 号の適用

範囲からの除外、そして移行および開示に関する一部の修正案に同意する。 

要約

国際会計基準審議会（以下「IASB」とする）は、2019 年 3 月 14 日の IASB 会議において、集約のレベル、適用範囲、

過去に提案された修正に伴う開示要求、および移行に関する他の懸念に対処するという、残された懸念と適用上の

課題が、基準の修正の評価規準を充足しているかどうかを評価した。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）の主要な目的の 1 つに貢献すると考えるため、集約のレベルに関する

現在の要求事項の維持に合意した。IASB は、クレジット・カード契約が所定の規準を充足する場合、IFRS 第 17 号

の適用範囲から除外するという提案に合意した。IASB はまた、有配当契約に関連する過去のリスク軽減活動が、

移行日に適切に捉えられないという作成者の懸念に対応するために、2 つの修正案に合意するという、一定の

救済案に合意した。最後に、カバー単位および保険獲得キャッシュ・フローの認識に関して IASB が以前に合意した

修正案に伴う追加的な開示の提案にも同意した。 

IASB は、2019 年 6 月末頃に （通常の 120 日間よりも短縮されたコメント期間が予想される） 公開草案を公表する

ため、4 月の IASB 会議において、以前に合意された評価規準に照らし、修正のパッケージ全体を評価する予定

である。デュー・プロセスに要する期間を考慮すると、公開草案の公表から修正案の最終化までに予想される期間は、

通常 12～18 ヶ月である。 

この「In transition」おける見解は、2019 年 3 月 14 日の会議からの我々の所見に基づいており、IASB が後日 IASB 
Update で公表する会議の正式な議事録とはいくつかの点で異なる可能性がある。 

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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背景 

1. IFRS第17号の公表に関連して、IASBは、ワーキング・グループである、移行リソース・グループ（以下「TRG」と

する）を設置し、利害関係者が新基準の適用に関して提起した疑問点について議論を行うための公的なフォーラム

を提供した。TRGの目的は、IFRS第17号の適用上の疑問点に関する利害関係者へのサポートおよびIASBへの情報

提供を行うための公的な議論の促進にある。

2. 基準公表以来、IASBスタッフは、IFRS第17号の適用を補助するため、利害関係者との様々な活動にも取組ん

できた。10月24日のIASB会議において、IASBは、スタッフが作成した適用上の課題と懸念のリストに基づく、IFRS第

17号に対する潜在的な修正の検討に合意した。IASBは、この評価規準は、変更に対する高いハードルを設定してお

り、提案された修正は、発効日の著しい遅延を避けるために、狭い範囲にとどめ、早急に検討する必要があると指摘

した。

3. IASBは、これまで、報告された懸念および適用上の課題について検討する会議を、数回開催してきた。2018年

6月の年次改善を含め、現在までに提案された修正案の要約を、本資料の後段に記載した。

3 月の IASB 会議で議論された議題の概要 

4. IASBは、2019年3月14日の会議において、集約のレベル、適用範囲、過去に提案された修正に伴う開示に関

する要求事項、および移行に関する他の懸念に対処するという、残された懸念および適用上の課題が、基準修正の

評価規準を充足するかどうかについて評価した。以下の表は、これらの課題に関連する決定の要約である。スタッフ

は、公開草案を作成する際に、いくつかの解決すべき課題が生じるかもしれないが、現時点で全ての重大な懸念と

適用上の課題に対処したと考えている。スタッフは、2019年4月のIASB会議に修正案のパッケージを提出する予定で

ある。

スタッフ・ペーパー 懸念と適用上の課題 IASBの決定 

集約のレベル 

（スタッフ・ペーパー2A、2B、2C）

IFRS第17号で要求されている集約のレベルは、あまりに

も規範的で、粒度が高すぎる 

修正なし 

保険カバーを提供するクレジット・

カード契約

（スタッフ・ペーパー2D）

保険カバーを提供するクレジット・カード契約に対する

適用範囲 

修正 

移行における要求事項―リスク

軽減オプション 

（スタッフ・ペーパー2E）

IFRS第17号の移行日から将来に向かうリスク軽減オプ

ションの適用

修正 

特定の規準を充足しリスク軽減オプションが適用される

場合の、変動手数料アプローチが適用される保険契約グ

ループに関する公正価値アプローチによる移行の適用 

修正 

移行における要求事項―重大な

保険リスクを移転する貸付 

（スタッフ・ペーパー2F）

重大な保険リスクを移転する貸付に関する移行におけ

る要求事項 

IFRS第9号の修正 

これまでのIASBの暫定的決定に

伴う開示に関する要求事項の修正 

（スタッフ・ペーパー2G）

契約上のサービス・マージンの償却に関する修正案に

伴う開示に関する要求事項 

修正 

予想される将来の更新に関連する保険獲得キャッシュ・

フローの修正案に伴う開示に関する要求事項

修正 

開示および移行に関する要求事

項への影響 

（スタッフ・ペーパー2H）

IFRS第17号に対して提案された他の開示および移行に

関する要求事項 

修正なし 

集約のレベル 

5. すべてのIASBメンバーは、集約のレベルについて現行のIFRS第17号の要求事項の維持に同意した。IASBメン

バーは、IFRS第17号の主な利点の1つは、保険契約グループのカバー期間にわたる利益の認識と、損失が発生した

場合の不利な保険契約グループの認識であると述べた。また、議長および複数のIASBメンバーは、収益性の変化

の適時認識が、利益と損失の平準化や異なる期間にわたる利益の平準化よりも、透明性の高い情報をもたらすと指

摘した。IASBは、この透明性により、有益な情報が適時に開示され、保険活動に対する投資家の理解が向上し、長

期的な金融安定の向上に貢献すると予想している。

6. 利害関係者は、IFRS第17号の集約のレベルについての要求事項があまりにも規範的で粒度が高すぎるとの

見解を表明している。IFRS第17号は、1年を超えて発行される契約の一括した測定を禁止している。利害関係者は、

事業の分離は、保険者の事業の業績を適切に描写せず、そして年次コホートの要求事項は、保険業界において（特

に保険契約者が異なるグループ間でリスクを分担（相互扶助）するときに）存在するリスクのプールを反映していない

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 

https://www.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2019/march/iasb/ap2a-amendments-to-ifrs-17.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2019/march/iasb/ap2b-amendments-to-ifrs-17.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2019/march/iasb/ap2c-amendments-to-ifrs-17.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2019/march/iasb/ap2d-amendments-to-ifrs-17.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2019/march/iasb/ap2e-amendments-to-ifrs-17.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2019/march/iasb/ap2f-amendments-to-ifrs-17.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2019/march/iasb/ap2g-amendments-to-ifrs-17.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2019/march/iasb/ap2h-amendments-to-ifrs-17.pdf
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と主張してきた。さらに、利害関係者は、これらの要求事項は、現行システムの大幅な変更を必要とし、重大な導入

コストをもたらす点について留意している。一部の利害関係者は、例えばカバー単位に関連する他の要求事項の適

用により、年次コホートの要求事項を適用せずに、IFRS第17号と同じ結果を達成できると考えていると指摘している。

7. 数名のIASBメンバーは、報告された適用上の懸念が根本的な課題であると認め、保険契約の取引を測定する

ための適切な会計単位が、基準の開発を通じて長年にわたって議論されてきた経緯を認識した。スタッフは、過度な

業務上の困難さを回避しつつ、企業の長期的な利益のトレンドを適切に描写し、契約から生じる利益を契約期間に

わたって認識し、損失の認識を遅らせないアプローチの構築が課題であると述べた。IASBは、年次コホートを要求す

るという妥協が、その目的を達成する最善の方法であると考えている。IFRS第17号の適用は、重要なコストをもたら

すが、数名のIASBメンバーは、IFRS第17号の集約のレベルに関する要求事項には、すでに実務上の負担を軽減す

るための便宜が含まれていると述べた。すなわち、年次コホートの要求事項は、より原則に基づいていた以前の提

案（例えば、同様のマージンと契約期間に基づくグルーピング）からの妥協である。

8. IASBは、様々な世代の契約にわたって基礎となる項目のリスクを共有する契約についてのスタッフ・ペーパー

の数値例が非常に有用であると述べた。この数値例は、基準によって要求される集約のレベルが採用されない場合、

利益の平準化と、契約グループのカバー期間を超える利益の認識をもたらし、その結果として、異なる世代の保険

契約から生じる利益についての期間報告が歪むと明確に示している。したがって、年次コホートの要求事項は、財務

諸表利用者にとって有用な情報を提供する。この数値例の目的は、IFRS第17号では、同じ結果に到達する限り、異

なるアプローチの適用が可能であるため、配分を行うための特定の詳細なアプローチを規定することではなく、この

点の説明であると指摘された。

9. IFRS第17号は、個別の契約を会計単位として要求する他の業種の会計基準と比較し、すでに単純化が認めら

れていると指摘された。利害関係者は、リスクのプールが保険業界の主要な特徴であると主張している。しかし、

IASBは、他の業界にも同様のポートフォリオ特性が存在するが、それらの業界は、ポートフォリオの観点よりも低い

集約のレベルを受け入れていると指摘した。あるIASBメンバーは、銀行セクターでは、例えば、個人向け貸出は、信

用リスクにより一組の契約におけるすべての契約のスプレッドが拡大するため、ポートフォリオ・レベルで管理される

可能性があるが、損失の認識は、個別の契約単位で行われると指摘した。

保険カバーを提供するクレジット・カード契約 

10. すべてのIASBメンバーは、契約の価格設定において個々の顧客に対する保険リスクの評価を反映していない

保険を提供するクレジット・カード契約をIFRS第17号の適用範囲から除外する修正の提案に同意した。提案された修

正は、会計処理の選択ではなく要求事項であり、クレジット・カード契約に含まれる保険カバーが、法律または規制に

よって要求されているか契約に伴う補償であるかにかかわらず、適用される。IASBは、これらの契約に対するIFRS

第9号「金融商品」（以下「IFRS第9号」とする）に基づく現行の会計処理は、財務諸表利用者に有益な情報を提供して

おり、IFRS第17号に基づく当該契約の会計処理は、特にこれらの契約にIFRS第9号を適用するためにすでに変更を

行った者にとって、コストと混乱をもたらす可能性に同意した。

11. 保険契約の定義は、IFRS第4号からIFRS第17号にかけて変更されていないが、保険契約内の構成要素の分

離に関する要求事項が変更されている。IFRS第17号における構成要素の分離については、基準で定義されている

ように、分離できる投資要素と分離できるサービスの分離のみを認めているため、ハードルは高くなっている。利害

関係者は、保険カバーが組込まれているクレジット・カード契約の中には、契約の分離についての規準を充足しない

契約があるため、IFRS第17号においては一体として会計処理されるのではないかという懸念を表明してきた。例えば、

消費者保護の権利の中には、企業にクレジット・カードによる購入の一部に対する保険カバーの提供を要求する場

合があり、企業は、供給者による不当表示または違反に対して共同で責任を負う。契約開始時において、この特性

に対する明示的な価格設定および保険リスクの評価は行われない。それにもかかわらず、契約全体が保険契約の

定義を充足する可能性がある。

12. あるメンバーは、IFRS第17号の適用範囲から保険リスクを有する契約を除外するのは奇妙と思われるが、銀

行の会計処理の不当な混乱を防ぐため、この修正を支持している、と述べた。彼女は、事実と状況に応じた、IFRS第

9号またはIFRS第9号とIAS第37号の組み合わせのいずれかの適用により、IFRS第17号以外の現行基準によってそ

のような契約に適切に対処できると考えている。従って、この修正により有用な情報は失われないであろう。

13. あるIASBメンバーからの質問に対して、スタッフは、例えば、クレジット・カード契約の発行会社が代理人として、

他の当事者（本人、例えば保険会社）が提供するロードサイド・アシスタンスや旅行保険を顧客に販売する場合、クレ

ジット・カード契約は、IFRS第17号の範囲に含まれないと指摘した。しかし、旅行保険を提供する本人（本事例では、

保険会社）の立場からすれば、リスク移転の規準を充足しないまたは他の適用範囲の除外が適用されない場合、

IFRS第17号が適用される可能性が非常に高くなるであろう。

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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移行における要求事項―リスク軽減オプション 

14. すべてのIASBメンバーは、変動手数料アプローチの下でリスク軽減オプションを適用する企業の移行における

要求事項に関する2件の修正案に合意した。IASBは、移行において、企業に、以下のいずれかを許容する取扱いを

提案する。

 IFRS第17号の移行日から将来に向かってリスク軽減オプションを適用する。ただし、当該企業がIFRS移行日ま

でにリスク軽減の関係を指定し、比較情報の同一の基礎による表示を可能にすることを条件とする。

 または、（完全遡及が適用可能か否かにかかわらず）公正価値アプローチによる移行を適用する。ただし、移

行日から将来に向かったリスク軽減オプションの契約グループへの適用を選択し、移行日以前における契約グ

ループから生じる金融リスクを軽減するためのデリバティブまたは保有再保険契約の使用を条件とする。

15. 変動手数料アプローチにおいて、企業が契約固有の金融リスクを軽減するためにデリバティブを使用する場合、

デリバティブの影響は純損益に含まれるが、（不利な契約でない場合）保険契約の影響は、契約上のサービス・マー

ジンを調整する。変動手数料アプローチにおいてリスク軽減オプションを適用する企業は、一定の規準を充足する場

合には、金融面の前提変更の影響を契約上のサービス・マージンの調整に含めない取扱いを選択できる。

16. 2019年2月のIASB会議において、IASBは、変動手数料アプローチにおけるリスク軽減オプションの遡及適用を

禁止するという、移行における要求事項の維持に合意した。遡及適用の許容は後知恵の使用をもたらし、「チェリー・

ピッキング（いいところだけつまみ食いをする選択）」の機会を生み出すという可能性が指摘された。しかし、IASBは、

その会議において、遡及適用が認められなければ、過去のリスク軽減活動が反映されていないために生じる契約上

のサービス・マージンの移行日における潜在的な虚偽表示と、その結果としての潜在的には長年にわたる将来の利

益の虚偽表示につながる可能性があるという利害関係者の継続的な懸念に対して、解決策が得られるかどうかのさ

らなる検討を行うことに合意した。

17. 利害関係者の懸念に対処するため、IASBは、上記の2つのアプローチの提案に合意した。2番目の修正案に関

して、現行のIFRS第17号に基づけば、公正価値アプローチは、完全遡及アプローチを実施できない場合にのみ選択

できる。しかし、IASBは、特定の規準が充足される場合にのみ、この要求事項に対する限定的な例外を認める取扱

いを提案している。すなわち、代替案は、企業が移行日から将来に向かったリスク軽減オプションの適用を選択し、

移行日以前に契約グループから生じる金融リスクを軽減するためデリバティブまたは保有再保険契約を使用してい

た場合にのみ認められる。従って、この例外規定を適用すると、移行日の契約上のサービス・マージンは、IFRS第17

号に基づく履行キャッシュ・フローと当該キャッシュ・フローの公正価値との差額として決定され、当該差額は、フォワ

ード・ルッキングに決定される。移行日における資本は、デリバティブの影響と同様に、金融面の前提変更に起因す

る履行キャッシュ・フローの過去の変動を反映する。これにより、移行日の比較可能性が高まり、移行時点の契約上

のサービス・マージンに影響を与えないため、「チェリー・ピッキング」のリスクへの十分な対応が期待される。

移行における要求事項―重大な保険リスクを移転する貸付 

18. 2019年2月、IASBは、契約における唯一の保険リスクが契約によって創出された義務の一部または全部の支

払である契約ポートフォリオ対して、IFRS第17号でなくIFRS第9号を全体として適用するIFRS第17号の修正の提案に

合意した。1つの例は、銀行が、債務者が死亡した場合に残額の返済を免除するような融資を顧客に行っている場

合である。

19. 2019年3月のIASB会議において、企業が当初にIFRS第17号とIFRS第9号を同時に適用するか否かに応じた、

移行における要求事項の提案に合意した。企業がこれらの条項を含む貸付ポートフォリオへのIFRS第9号の適用を

選択し、IFRS第9号への移行をIFRS第17号の適用日まで繰り延べた場合、当該企業は、IFRS第9号の現行の移行に

おける要求事項を適用する。企業が貸付ポートフォリオへのIFRS第9号の適用を選択し、IFRS第17号への移行前に

IFRS第9号を適用した場合、当該企業は、修正された移行についての要求事項に準拠する。これらの移行における

要求事項は、過去のIFRS第9号の改正に関する移行における要求事項の特定、および企業がIFRS第17号に移行し

た場合の金融資産の再指定の双方に関するIASBのこれまでの決定に類似している。

20. 企業が、契約の唯一の保険リスクが契約によって創出された事象の一部または全部の支払である、貸付ポー

トフォリオにIFRS第17号を適用する場合、IFRS第17号の移行における要求事項が適用される。

これまでの IASB の暫定的決定に伴う開示に関する要求事項の修正 

21. IASBは、（i）保険カバーおよび投資関連サービスまたは投資リターン・サービスの両方を考慮して決定されたカ

バー単位に基づいて純損益に認識される契約上のサービス・マージン、および（ii）認識された保険契約グループの

測定にまだ含まれていない保険獲得キャッシュ・フローの修正案を反映するために、IFRS第17号における開示に関

する要求事項を修正するというスタッフの提案に同意した。

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、 
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22. 保険カバーと、該当する場合、投資関連サービスまたは投資リターン・サービスの両方を考慮して決定されたカ

バー単位に基づいて純損益に認識される契約上のサービス・マージンの開示に関する修正案では、以下が要求さ

れる。

 適切な期間の区分による、報告期間の末日に残存する契約上のサービス・マージンの純損益に認識すると予

想している時期についての定量的な開示。したがって、IFRS第17号第109項で認められている定性的情報のみ

を提供するという選択肢を削除する。

 IFRS第17号を適用する際に行われた重要な判断および判断の変更に関するIFRS第17号第117項の開示に関

する要求事項の一部として、保険カバーおよび投資関連サービスまたは投資リターン・サービスにより提供さ

れる便益の相対的な重み付けを評価するためのアプローチの具体的な開示。

IASBは、最初の要求事項による期間の区分の開示に関する要求事項は、企業による定性的な情報の提供を妨げない

と述べた。 

23. 認識された保険契約グループの測定にまだ含まれていない保険獲得キャッシュ・フローの開示に関する修正案

には、以下が含まれる。

 これらの保険獲得キャッシュ・フローにより生じた資産の期首および期末の残高とその変動、特に、減損損失ま

たは、戻入れの認識の調整表。この調整表において提供される情報の集約のレベルは、IFRS第17号第98項を

関連する保険契約に適用する際に企業が使用する集約のレベルと整合的でなければならない。

 これらの保険獲得キャッシュ・フローが、関連する保険契約グループの測定に含まれると予想される適切な期

間の区分による定量的な開示。保険獲得キャッシュ・フローは、関連する保険契約グループが認識される際に

その測定に含まれる。

開示および移行に関する要求事項への影響 

24. IASBは、上記で言及された開示および移行に関する要求事項を除く、IFRS第17号における他のすべての開示

および移行に関する要求事項の維持に同意した。

これまでの全修正案の概要 

25. IASBは、現在までに以下のIFRS第17号の修正の提案に同意している。

領域 会議 修正案 

範囲 2019年2月 保険カバーを提供する貸付に関する適用範囲 

2019年3月 保険カバーが組み込まれたクレジット・カードに関する適用範囲 

2019年3月 保険カバーを提供する貸付の移行に関する要求事項 

当初認識 2018年6月 IFRS第17号第28項の用語の明確化 

保険獲得キャッシュ・フロー 2018年6月 保険契約に関連する保険獲得キャッシュ・フローに、発行された契約と

「発行が予想される」契約を含めるためのIFRS第17号第27項の明確化 

2019年1月 契約の境界線の外側における将来の予想される更新に関連する保険獲

得キャッシュ・フローの要求事項の修正（および関連する修正） 

2019年3月 将来の予想される更新に関連する保険獲得キャッシュ・フローの修正案

に伴う開示に関する要求事項 

非金融リスクに係るリスク

調整 

2018年6月 リスク調整に関する二重計上のリスクを回避するための文言の明確化

契約上のサービス・マージン 2018年6月 直接連動有配当保険契約に関するカバー期間の明確化 

2019年1月 一般モデルにおける投資リターン・サービスを含む契約の契約上のサー

ビス・マージンの償却（および関連する修正） 

2019年3月 契約上のサービス・マージンの償却に関する修正案に伴う開示に関する

要求事項 

保有再保険契約 2019年1月 基礎となる不利な契約において認識された損失が、保有再保険契約に

より比例的にカバーされる場合、保有再保険契約における利得を認識す

る（および関連する修正） 

2019年1月 直接連動有配当保険契約におけるリスク軽減の例外の対象範囲を保有

再保険契約に拡大 

保険契約の表示 2018年12月 資産となるポートフォリオと負債となるポートフォリオの分離表示 

開示 2018年6月 感応度分析の開示における文言の明確化 

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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発効日 2018年11月 IFRS第17号の発効日を2022年1月1日まで1年間の延期 

2018年11月 IFRS第9号の一時的免除を2022年1月1日まで延期 

移行 2019年2月 修正遡及アプローチおよび公正価値アプローチにおける、移行前に取得

した発生保険金に係る負債の分類 

2019年3月 リスク軽減オプションの移行日から将来に向かった適用

2019年3月 リスク軽減オプションが選択され、特定の規準が充足された場合の、移

行における公正価値アプローチの適用

企業結合 2018年6月 IFRS第3号「企業結合」を将来に向かって適用するための結果的修正 

2018年6月 共通支配下の企業結合を、IFRS第17号の要求事項から除外 

その他の修正案 2018年6月 IFRS第9号、IFRS第7号「金融商品：開示」およびIAS第32号「金融商品：

表示」の文言を、これらの基準およびIFRS第17号において意図された適

用範囲を達成するために修正 

2018年6月 IFRS第17号の設例9の更新 

次のステップ 

26. スタッフは、2018年10月にIASBに報告された25の適用上の課題がすべて検討されたと述べた。スタッフは、公

開草案を作成する際に結果的な課題が生じるかもしれないが、潜在的な追加的課題が、追加の基準設定手続きを

必要とするほど重要になる可能性は予想されないと考えている。

27. 2019年4月のIASB会議で、スタッフは、すべての修正案の要約を提出し、IASBに対して、以前に合意された評

価規準に対する修正のパッケージ全体の評価を要請する予定である。スタッフは、IASBが修正案の検討の継続を前

提に、公開草案の公表のための投票プロセスの開始を要請する予定である。また、スタッフは、デュー・プロセス監

督委員会に、公開草案に対するコメント期間について、通常の120日からの短縮を承認するよう要請する予定である。

28. 公開草案は、適切なパブリック・コメント期間（120日以内）と、修正案に対するいかなる回答に対する再審議を

可能にするよう、2019年6月末頃に公表される予定である。デュー・プロセスに要する期間を考慮すると、公開草案公

表から修正案の最終化までに予想される期間は、通常12～18ヶ月である。

PwCは、IFRS第17号「保険契約」に関連する、以下の刊行物もしくは資料を作成しています。 

 In transition INT2019-02: IASB proposes scope exclusion election for certain loans and transition exception for
acquired claim liabilities （日本語訳はこちら）

 In transition INT2019-01: IASB agrees to propose certain further amendments to IFRS 17 to better reflect the
economics of insurance contracts （日本語訳はこちら）

 In transition INT2018-07: IASB agrees to propose limited changes to balance sheet presentation of insurance
contract assets and liabilities （日本語訳はこちら）

 In transition INT2018-06: IASB proposes to amend the effective date of IFRS 17 and extend the temporary
exemption of IFRS 9 for insurers （日本語訳はこちら）

 In transition INT2018-05: IASB agrees on criteria for evaluating any potential future amendments to IFRS 17
（日本語訳はこちら）

 In transition INT2018-04: TRG debates more IFRS 17 implementation issues （日本語訳はこちら）

 In transition INT2018-03: Amendments to IFRS 17 on the IASB Board agenda （日本語訳はこちら）

 In transition INT2018-02: Insurance TRG addresses unit of account, contract boundary, and coverage unit issues
（日本語訳はこちら）

 In transition INT2018-01: Insurance TRG holds its first meeting on IFRS 17 （日本語訳はこちら）

 In brief INT2017-05: IFRS 17 marks a new epoch for insurance contracts （日本語訳はこちら）

 In depth INT2017-04: IFRS 17 marks a new epoch for insurance contract accounting （日本語訳はこちら）

 Using Solvency II to implement IFRS 17 （原文英語のみ）

 IFRS 17 - Redefining insurance accounting （原文英語のみ）
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