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１．はじめに  

本連載は，主に国際会計基準審議会（IASB）の月次会議等における討議内容に基づき，

IFRSをめぐる最新の動向を伝えることを目的としています。本稿では，IASBにおける

IFRS第 17号「保険契約」（以下「IFRS第 17号」とする）に関する最近の検討状況とし

て，2020年１月以降に開催された IASB会議における議論の概要を取り上げます。 

IASBは，2019年 10月から，IFRS第 17号の修正について議論を再開しました。今回は，

2020年１月，２月および３月の IASBにおける審議の内容について説明します。なお，文

中の意見にわたる部分は，筆者の私見であることを予めお断りしておきます。 

２．2020年１月の IASB会議で議論された内容  

IASBは，2020年１月の会議において，以下の項目について検討を行いました。 

（1）保険契約の定義を満たす一部のクレジット・カード契約の IFRS第 17号からの範囲

除外 

（2）IFRS第 17号の移行時におけるリスク軽減オプションの遡及適用の禁止 

（3）事業を構成しない保険契約の移転または IFRS第３号「企業結合」（以下「IFRS第３

号」とする）の範囲に含まれる企業結合により決済期間中に取得した保険契約の会計処理 

（4）企業が年次報告期間において IFRS第 17号を適用する際に，過去の期中財務諸表で

行った会計上の見積りの取扱いを変更しないという，IFRS第 17号の期中財務諸表に関す

る要求事項 

（5）保険獲得キャッシュ・フローの会計処理に関する経過措置および企業結合の要求事

項 

以下，（1）から（5）の各項目について議論の概要を説明します。 



（1）保険契約の定義を満たす一部のクレジット・カード契約の IFRS第 17号からの範囲

除外  

IASBは，IFRS第 17号からの範囲除外に関する提案を確認し，いくつかの修正を加えまし

た。その結果，与信または支払の取決めを提供する他の類似の契約にも適用するよう拡張

する取扱いについて暫定的な決定を行いました。この結果，IFRS第 17号は修正され，ク

レジット・カード契約に類似した与信または支払の取決めを提供する契約は，企業が個々

の顧客に関連する保険リスクの評価を当該顧客との契約価格の設定に反映していない場合

に，かつ，その場合にのみ，IFRS第 17号の範囲から除外する取扱いが要求されます。企

業がそのような契約の契約条件の一部として顧客に保険カバーを提供する場合，企業は以

下の取扱いが要求されます。 

（a）クレジット・カード契約から保険カバーの構成要素を分離し，それに IFRS第 17号

を適用する。 

（b）クレジット・カード契約のその他の構成要素に対して，IFRS第９号「金融商品」

（以下「IFRS第９号」とする）等の該当する他の IFRS基準を適用する。 

IASBの決定は，クレジット・カードの IFRS第 17号からの範囲除外に関する提案について

コメントを提出した多くの回答者からのフィードバックと整合しています。この決定は，

保険カバーに関連するキャッシュ・フローは，元本および利息の支払のみを表さないた

め，契約全体が純損益を通じた公正価値で測定される結果になるという懸念にも対応して

います。IFRS第 17号の範囲除外の対象とされていなかった，デビットカード，チャージ

カード，消費者金融契約，当座預金口座，当座貸越等のクレジット・カードと類似してい

るとみなされる他の与信または支払の取決めを提供する契約に対しても，保険契約の範囲

からの除外に関する提案を適用する取扱いが暫定的に決定されました。IASBメンバーは，

この決定はデビットカードの契約にも適用され，また，「カード」への言及は物理的なカ

ードが存在する状況に限定されるわけでないという IASBの意図を基準に明記すべきとの

見解を述べました。 

（2）IFRS第 17号への移行時におけるリスク軽減オプションの遡及適用の禁止  

IFRS第 17号のリスク軽減オプションにより，企業は，通常，契約上のサービス・マージ

ンを調整する直接連動有配当保険契約に対する金融リスクの影響の変化の一部または全部

を，直ちに純損益で認識する取扱いが可能となります。IFRS第 17号では，後知恵を利用

するリスクに関する IASBの懸念により，IFRS第 17号の当初適用日以前の期間について



は，リスク軽減オプションの適用を禁止しています。今回の会議において，IASBは，リス

ク軽減オプションの遡及適用の禁止を暫定的に決定し，変更は行いませんでした。 

利害関係者は，IASBの見解と異なり，リスク軽減オプションの遡及適用を認める対応によ

って，移行前後の情報の比較可能性が向上すると考えています。対照的に，IASBは，この

ような遡及適用を認めると，企業が，既知の会計上の結果に基づいて，どのリスク軽減関

係にオプションを適用するかを決定する機会を創出するため，主として開示情報の信頼性

を低下させると懸念しています。今回の暫定決定は，利害関係者からの提案が，それらの

懸念への対処に十分でないという IASBの結論を反映しています。 

（3）事業を構成しない保険契約の移転または IFRS第３号の範囲に含まれる企業結合によ

り決済期間中に取得した保険契約の会計処理  

決済期間中に取得した契約とは，契約者による有効な保険金請求を引き起こす保険事象の

発生後であるが，最終的な保険金額の判明前に企業が取得した契約を表します。このよう

な契約について，保険契約に明記された保険事故が発生するかどうかという不確実性はも

はや存在しないため，取得企業の保険事故は，最終的な保険金額の決定になります。IASB

は，事業を構成しない保険契約の移転または IFRS第３号の範囲に含まれる企業結合によ

り決済期間中に取得した保険契約について，IFRS第 17号の要求事項の維持を暫定的に決

定しました。 

IASBは，2019年 12月の会議において，修正遡及アプローチおよび公正価値アプローチに

関する移行時の救済措置を最終化しました。これは，企業が遡及アプローチを適用するた

めの合理的かつ裏付け可能な情報を有していない場合に，移行日以前の決済期間中に取得

した保険契約に係る負債を，残存カバーに係る負債ではなく，発生保険金に係る負債とし

て分類する取扱いを認める救済措置です。 

IASBスタッフは，アジェンダ・ペーパーが公表されて以来，コメント・レターでの反応と

同様に，スタッフの提案に対する反論を受け取っている事実を説明しました。それにもか

かわらず，IASBは，保険事故の決定に関する一般的な要求事項に免除規定を設けると，

「保険事故」および「カバレッジ」の定義の適用について財務諸表利用者に複雑性をもた

らし，他の取引の要求事項との比較可能性を低下させると結論付けました。 

（4）企業が年次報告期間において IFRS第 17号を適用する際に，過去の期中財務諸表で

行った会計上の見積りの取扱いを変更しないという，IFRS第 17号の期中財務諸表に関す

る要求事項  



IFRS第 17号 B137項は，企業が，期中財務諸表または年次報告において IFRS第 17号を適

用する際に，過去の期中財務諸表で行った会計上の見積りの取扱いを変更してはならない

と要求しています。IFRS第 17号は，通常，将来の期間に関する見積りの変更について

は，契約上のサービス・マージンの調整を要求しているのに対し，当期または過去の期間

における予想金額と実際金額の差異である実績調整については，直ちに純損益で認識され

ます。したがって，会計処理は，財務諸表作成の頻度および時期に左右されます。 

IASBは，IFRS第 17号 B137項の期中財務諸表に関する要求事項を修正し，IFRS第 17号を

適用する際に，過去の期中財務諸表で行われた会計上の見積りの取扱いをそれ以降の期中

財務諸表または年次報告において変更するかどうかについて，企業に会計方針の選択を認

める取扱いを暫定的に決定しました。会計方針の選択は，企業が発行したすべての保険契

約および保有する再保険契約に適用されます。 

IASBは，一部の利害関係者から示唆されたように，IAS第 34号「期中財務報告」で定義

されている期中財務報告を作成しない子会社が，連結レベルの報告頻度に基づいて保険契

約を会計処理する取扱いを容認するよう IFRS第 17号を修正するかどうかについて議論し

ました。しかし，IASBは，こうした IFRS第 17号の修正は，財務諸表の作成者および利用

者の双方にとって複雑性が増し，企業間の比較可能性を低下させ，子会社が２組の会計上

の見積りを作成する必要性を回避する結果にならないと結論付けました。 

（5）保険獲得キャッシュ・フローの会計処理に関する経過措置および企業結合の要求事

項  

2019年 12月の会議において，IASBは，保険獲得キャッシュ・フローの予想される回収に

関する IFRS第 17号の修正の最終化を暫定的に決定しました。IASBは，2020年１月の会

議において，経過措置および企業結合に関する当該決定の影響について対応を行いまし

た。 

（a）移行時における保険獲得キャッシュ・フローに係る資産の認識 

IASBは，実務上不可能な場合を除き，移行日において保険獲得キャッシュ・フローに係る

資産の遡及的な識別，認識および測定を企業に要求する取扱いを暫定的に決定しました。

このような資産は，保険契約ポートフォリオに関連する保険獲得キャッシュ・フローが，

まだ認識していない将来の更新契約グループに配分されており，したがって，IFRS第 17

号を遡及適用した場合に移行日時点で資産が存在する場合に発生します。企業にとって，

移行日に保険獲得キャッシュ・フローに係る資産の測定が実務上不可能な場合，およびそ

の場合に限り，企業は修正遡及アプローチまたは公正価値アプローチのいずれかを適用し



ます。IASBは，実務上不可能であるかどうかについては，保険契約グループのレベルで評

価すべきであると述べました。 

IASBは，保険獲得キャッシュ・フローに係る資産を遡及アプローチにより決定するための

合理的で裏付け可能な情報を有していない企業に対する支援となる，修正遡及アプローチ

および公正価値アプローチの追加的修正を暫定的に決定しました。IASBは，同様に，企業

が，保険獲得キャッシュ・フローに関する情報が不足しているという理由だけで，修正遡

及アプローチの使用が認められず，公正価値アプローチの適用が強制される状況を避ける

ために，修正遡及アプローチの追加的修正を行いました。 

（b）事業を構成しない保険契約の移転および IFRS第３号の範囲に含まれる企業結合にお

ける保険獲得キャッシュ・フローに係る資産の認識 

IASBは，IFRS第３号および IFRS第 17号を修正し，事業を構成しない保険契約の移転ま

たは IFRS第３号の範囲内の企業結合において保険契約を取得した企業に対し，取得日現

在の公正価値で測定した保険獲得キャッシュ・フローに係る別個の資産の認識を要求する

取扱いを暫定的に決定しました。 

（c）移行時における減損テストの検討 

IASBは，IFRS第 17号への移行時において，企業は，認識された保険獲得キャッシュ・フ

ローに係る資産の潜在的な減損を示す事実および状況が，移行日より前の期間に存在した

かどうかを遡及的に識別する必要はないと明確化しました。IASBは，移行日における回収

可能性の評価により，同様の影響が捕捉されると指摘しました。 

これらの修正によって，修正遡及アプローチを適用したいが，保険獲得キャッシュ・フロ

ーに関する情報が不足しているために適用できない企業に対する実務的な対応が図られま

した。しかし，この修正により，修正遡及アプローチと公正価値アプローチに関する要求

事項における複雑性が増しています。 

３．2020年２月の IASB会議で議論された内容  

IASBは，2020年２月の会議において，以下の項目について検討を行いました。 

（6）投資サービスに帰属する契約上のサービス・マージン 

（7）集約のレベル‐保険契約者の世代間でリスクを共有する保険契約の年次コホート 



（8）リスク軽減オプションの適用可能性‐純損益を通じて公正価値で測定される非デリ

バティブ金融商品 

（9）軽微な修正 

（10）追加の具体的な経過措置の修正および救済処置 

（11）公開草案への回答者から提起された他のトピック 

以下，（6）から（11）の各項目について議論の概要を説明します。 

（6）投資サービスに帰属する契約上のサービス・マージン  

IASBは，直接連動有配当保険契約以外の保険契約についてのカバー単位についての審議を

行い，軽微な変更とともに確認する暫定的な決定を行いました。IFRS第 17号は，以下の

ように修正されます。 

（a）直接連動有配当保険契約以外の保険契約についてのカバー単位を，保険カバーに加

えて，投資リターン・サービスがあればその給付の量および予想期間を考慮して識別する

よう企業に要求する。 

（b）保険契約が投資リターン・サービスを提供する可能性があるかどうかを決定する公

開草案の B119B項で提案された所定の要件を確認するが，当該要件における「正の投資リ

ターン」への言及を「投資リターン」に置き換える。保険契約は，次の場合にのみ，投資

リターン・サービスを提供するとみなされる。 

ⅰ．投資要素が存在する，または保険契約者がある金額を引き出す権利を有している 

ⅱ．投資要素または保険契約者が引き出す権利を有している金額に，投資リターンが含ま

れると企業が見込んでいる 

また，IASBは，以下について暫定的な決定を行いました。 

（c）保険契約が投資リターン・サービスを提供しないと企業が結論付けた場合であって

も，保険契約者の保険カバーによる給付を増加するために企業が投資活動を行っている範

囲において，そのような投資活動に関連する費用を保険契約の境界線内のキャッシュ・フ

ローに含める取扱いを，企業に要求する。 

（d）公開草案における，以下の開示を企業に要求する提案を確認する。 



ⅰ．企業が報告期間末日に残存している契約上のサービス・マージンを純損益にいつ認識

すると見込んでいるかに関する定量的情報 

ⅱ．保険カバーと投資リターン・サービスまたは投資関連サービスの相対的なウェイト付

けを決定するために用いられたアプローチ 

（e）IFRS第 17号の付録Ａにおいて定義する「保険契約サービス」が以下の項目を含むよ

うに，公開草案における提案を確認する。 

ⅰ．保険事故に対するカバー（保険カバー） 

ⅱ．直接連動有配当保険契約以外の保険契約について，該当がある場合には，保険契約者

のための投資リターンの生成（投資リターン・サービス） 

ⅲ．直接連動有配当保険契約について，保険契約者に代わっての基礎となる項目の管理

（投資関連サービス） 

（7）集約のレベル‐保険契約者の世代間でリスクを共有する保険契約の年次コホート  

IASBは，2019年 11月の会議において，アウトリーチおよびコメント・レターに基づく，

保険契約者の世代間でリスクを共有する保険契約に係る年次コホートの要求事項の費用と

便益との間のバランスに関する追加的な情報について言及し，再審議の一環としてこうし

たフィードバックをさらに検討すると決定しました。IASBは，この会議で，次の項目につ

いて検討しました。 

（a）保険契約者の世代間でリスクを共有する保険契約に年次コホートの要求事項を適用

するために必要なステップの分析 

（b）異なる特性を伴う保険契約者の世代間でリスクを共有する保険契約費用と便益の分

析 

（c）年次コホートの要求事項の費用が結果として得られる情報の便益を上回る可能性が

ある保険契約の特性の分析 

（d）IFRS第 17号において，そのような特性を有する契約についての年次コホートに係る

要求事項の例外を認めるべきかどうか，また，もしそうであれば，どのような形式をとり

うるかについての分析 



審議においては，特定の契約を例外規定の対象とするという主張と，基準における例外規

定の追加は，常に財務諸表の利用者および作成者にとって複雑さを増し，基準の導入を妨

げ，適用の便益を減少させるという，より広範な主張とのバランスをとる必要があるとの

見解が述べられました。審議の結果，IASBは，IFRS第 17号における年次コホートの要求

事項の維持を暫定的に決定しました。 

（8）リスク軽減オプションの適用可能性‐純損益を通じて公正価値で測定される非デリ

バティブ金融商品  

前述のとおり，IFRS第 17号のリスク軽減オプションは，通常，契約上のサービス・マー

ジンを調整する直接連動有配当保険契約に対する金融リスクの影響の変化の一部または全

部を，直ちに純損益で認識する取扱いを企業に認めています。 

IFRS第 17号のリスク軽減オプションが適用されるのは，特定の要件が充足され，企業

が，保険契約から生じる金融リスクを軽減するためのデリバティブの使用に関する予め文

書化されたリスク管理の目的および戦略を有している場合に限られます。公開草案は，企

業が再保険契約の保有により金融リスクの影響を軽減する場合にも，リスク軽減オプショ

ンを拡張すべきであると提案しました。今回の会議において，IASBは，企業が純損益を通

じて公正価値で測定される非デリバティブ金融商品の保有により金融リスクの影響を軽減

する場合にも，リスク軽減オプションが適用できるよう，さらなる拡張を行う修正を暫定

的に決定しました。 

ただし，IASBは，企業が純損益を通じて公正価値で測定される非デリバティブ金融商品を

使用して，基礎となる項目の公正価値に対する企業の持分の変動に係る金融リスクを軽減

する場合には，リスク軽減オプションの適用を企業に認めない取扱いを暫定的に決定しま

した。 

（9）軽微な修正  

IASBは，公開草案で提案した軽微な修正について，下記の変更を加えたうえで最終確定す

ると暫定的に決定しました。 

（a）IFRS第 17号 B128項の修正は，公開草案に示された「基礎となる項目の公正価値の

変動」ではなく「基礎となる項目の価値の変動」に言及すべきである。したがって，同項

は「基礎となる項目の価値の変動によって生じる保険契約グループの測定の変動（追加お

よび引出しを除く）は，貨幣の時間価値及び金融リスク並びにそれらの変動の影響から生

じた変動である」と定める。IFRS第 17号 B134項は，保険契約に含める金額は，純損益の



どこに当該収益または費用が表示される場合においても，基礎となる項目について純損益

に含められるすべての収益または費用を考慮して決定される旨を明確化する。 

（b）IFRS第 17号 B96項（c）の修正は，保険契約者に対する貸付金にも適用し，直接連

動有配当保険契約以外の保険契約について，契約上のサービス・マージンを下記の間での

貨幣の時間価値および金融リスクに関する仮定に関連する差異から生じる履行キャッシ

ュ・フローの変動について修正しない。 

ⅰ．当期において支払われると見込まれる保険契約者に対する貸付金 

ⅱ．当期において支払われる保険契約者に対する実際の貸付金 

（c）IFRS第 17号第 106項（a）および B124項の修正は，企業は「当期又は過去のサービ

スに関連する保険料の受取りに係る実績調整」を保険収益として表示する旨を定める。 

（d）IFRS第９号 2.1項（保有している保険契約は IFRS第９号の範囲に含まれない旨を明

確化している）の結果的修正を，公開草案で「発行した」という語が抜けていたのを訂正

するように修正する。 

（10）追加の具体的な経過措置の修正および救済措置  

今回の会議において，IASBは，IFRS第 17号で要求されている経過措置の修正について，

以下のとおり暫定的に決定しました。 

（a）開始時または当初認識時に行われたであろう，投資契約が裁量権付有配当投資契約

の定義を満たしているかの評価に関して，修正遡及アプローチにおける修正項目および公

正価値アプローチにおける救済措置の範囲を拡張する。 

（b）基礎となる保険契約が不利な契約である場合に，保有再保険契約に対する修正遡及

アプローチにおける修正項目の提案を修正する。この修正は，保有再保険契約が，保険契

約の発行より前または同時に取得されたかを識別するための合理的かつ裏付け可能な情報

を有していない場合には，企業は，保有再保険契約を保険契約が発行された後に取得した

と想定する取扱いを定める。 

（c）過去の期中財務諸表において行われた会計上の見積りの取扱いを変更しない会計方

針の選択を行った企業について，修正遡及アプローチにおける修正項目を追加する。当該

修正を適用する企業は，移行日における契約上のサービス・マージン，損失要素および保



険金融収益または費用の金額を，移行日以前に企業が期中財務諸表を作成していなかった

と仮定して決定する。 

IASBは，過去から，移行時における一定の救済措置を検討する意思を示してきましたが，

そのような救済措置は，財務諸表の利用者にとっての情報の有用性を著しく低下させず

に，導入を容易にする必要があると考えています。公開草案に対する回答者の一部は，

IFRS第 17号の遡及適用の際に，IASBは，企業が見積りを使用するとしている公開草案の

結論の根拠における説明を基準に記載するよう提言していました。ある IASBメンバー

は，このような記載を基準に含めるべきではないというスタッフの見解に同意しつつ，最

終化された修正に係る結論の根拠において説明を残す対応をするよう，スタッフに要請し

ました。 

（11）公開草案への回答者から提起された他のトピック  

IASBは，2019年 11月の会議で検討すると決定していた，回答者から提起された新たな懸

念事項および導入に関する疑問について検討し，以下の暫定的な決定を行いました。 

（a）IASBは，公開草案で提案した軽微な修正に限定的な変更を加えるとともに，公開草

案に対する回答者から提案された法人所得税の支払および受取りに関する追加の修正を最

終化し，IFRS第 17号 B66項（f）を，同項と B65項（m）との間の不整合を解消するよう

に修正しました。この IASBの暫定的な決定は，法人所得税の支払および受取りを保険契

約者に個別に請求可能な旨を明記する保険契約が一般的である，南アフリカ，英国，カナ

ダなどの国において歓迎されると見込まれています。 

（b）保険契約からの異なる利益の源泉についての表示が崩れてしまうという回答者から

の懸念への対応として，IASBは，IFRS第 17号 B113項（b）の要求事項を変更せずに維持

すると暫定的に決定しました。IASBは，契約はその性質に応じて整合的に会計処理される

という取扱いが重要な原則であり，有配当契約は，投資関連サービス契約と類似した方法

で運営されているという事実と整合的に会計処理されるとの見解を述べました。 

（c）一部の回答者は，例えば契約者が契約におけるオプションを行使した場合など，時

の経過に応じて性質が変化する一部の契約について変動手数料アプローチが適用される場

合，会計上のミスマッチが認識されるという懸念を表明していました。IASBは，各回答者

が IFRS第 17号の修正方法について異なった方法を望んでおり，さらに，これらの方法

は，IFRS第 17号の基本的な特徴を損なわないような修正が難しい点にも留意しました。

最終的に，IASBは，この懸念に対して，IFRS第 17号を修正しないという対応を暫定的に

決定しました。 



（d）IASBは，契約が変動手数料アプローチの範囲の要件を満たしているかを企業が評価

する際に，保険契約者に支払われる金額の変動性を，保険契約グループの期間にわたって

ではなく，保険契約の期間にわたって評価すると IFRS第 17号 B107項に規定する修正の

最終化を暫定的に決定しました。IASBは，この修正を文言修正とみなしていたのに対し，

一部の回答者は，IFRS第 17号の要求事項の大幅な変更とみなしていました。IASBがこの

論点に関して受領したフィードバックは，この要求事項の解釈に差異がある状況を示して

おり，それゆえ，この修正の必要性が強調されました。 

IASBは，回答者から提起された新たな懸念および導入に関する疑問に対して，IFRS第 17

号をこれ以上修正しない対応を決定しました。 

４．2020年３月の IASB会議で議論された内容  

IASBは，IFRS第 17号の発効日を，2023年１月１日以後に開始する年次報告期間に延期す

ると暫定的に決定しました。さらに，IASBは，IFRS第４号「保険契約」における IFRS第

９号の一時的免除の確定した期限満了日を，2023年１月１日以後に開始する年次報告期間

まで延長すると暫定的に決定しました。 

５．その他  

IASBは，最終的な IFRS第 17号の修正を 2020年第２四半期中に公表する予定です。 
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