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IFRS第17号 TRG Meeting Flash 
2018年9月に開催されたTRG（Transition Resource Group）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月、IFRS第17号の実務上の諸論点を議論するTRG（Transition Resource 

Group）が開催され、以下のテーマについて議論がなされた。 
 

テーマ 対応するアジェンダペーパー 

1． 発生保険金に起因するリスク AP01 

2． トップダウン・アプローチを採用する場合の割

引率の決定 
AP02 

3． 再保険手数料及び復元保険料 AP03 

4． 当初認識時に契約の境界線外となるキャッ

シュ・フロー 
AP05 

5． 団体保険 AP08 

6． 協会に管理される業界プールのリスク調整 AP09 

7． 年次コホート 

（基礎となる項目に係る特定されたプールから

のリターンを共有する契約に関するもの） 

AP10 

8． 貸付契約 AP11 

9． その他の論点 AP04、AP06、AP07 
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1. 発生保険金に起因する保険リスク 

論点の所在 

保険事故が発生しなければ保険リスクは存在しないが、保険事故が発生することにより
保険会社に対して保険リスクを生じさせる契約がある。 

具体例として、契約者が就業不能となった場合に特定の期間にわたりカバーを提供する
就業不能保険がある。保険金が請求された場合、契約者が就業不能の状態から回復する
か、特定の年齢まで達するか、もしくは死亡するまで、保険会社は契約者に対して定期的
な給付を要する。保険金の金額は不確実であり、保険リスクが存在するが、保険リスクを
どのように捉えるか、保険会社はこのような給付の義務を以下のいずれで処理するべき
かが論点となる。 

 発生保険金に係る負債（すなわち、保険事故は保険契約者が就業不能になった
．．．

ことと
捉える） 

 残存カバーに係る負債（すなわち、保険事故は保険契約者が就業不能になり、現在も
．．．．．．

就業不能である
．．．．．．．

ことと捉える） 

TRGの議論 

TRGメンバーは、IFRS第17号を適用する際に、このようなタイプの保険契約の保険事故
については異なる解釈を取り得ることを確認した。すなわち、当該義務は発生保険金に
係る負債、残存カバーに係る負債のいずれでも処理され得る。 

TRGメンバーはまた、適切な会計処理を決定するには、特定の事実および状況に基づき、
提供されるサービスの性質に関する最も有用な情報を提供するという観点で判断する必
要があることを確認した。なお、発生保険金に係る負債または残存カバーに係る負債と
して会計処理するという会計方針は、同様の取引に対し、以後の期間においても整合的
に適用されるべきである。 

今後の影響 

期待される定期的な給付が発生保険金に係る負債として処理されるか、残存カバーに係
る負債として処理されるかは、保険契約の測定に含まれるキャッシュ・フローに対して
は影響を及ぼさない。しかし、下表のとおり、契約上のサービス・マージン（以下、CSM）
の決定および損益への配分に対しては影響を及ぼす。 

会計処理 収益認識の影響 将来CFの変動の影響 処理の複雑性 

発生保険金に
係る負債 

短期での認識となる 
直ちに損益として認識
される 

低い 

残存カバーに
係る負債 

長期での認識となる CSMで調整される 高い 

 

また、上記の分類が、例えば、保険契約グループが保険料配分アプローチの適用要件を満
たすかといった、保険契約へ適用される測定モデルの論点へも影響を及ぼす場合もある。 

さらに、財務諸表利用者が保険会社の業績を理解し、比較できるようにするため、これら
の重要な判断に係る情報も含め、IFRS第17号で求められるような透明性のある開示を行
うことは、保険会社にとり極めて重要になるであろう。 
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2. トップダウン・アプローチを採用する場合の割引率の決定 

論点の所在 

保険会社は、保険契約を測定するために使用される割引率を、参照する資産ポートフォ
リオの現在の市場金利水準を反映したイールドカーブに基づいて決定する場合がある
（トップダウン・アプローチ）。 

この場合、保険会社は当該イールドカーブについて、保険契約には存在しない資産ポー
トフォリオの特性を除外するように調整を行う必要がある。（例：信用リスク。ただし、
流動性の違いは反映する必要はない。） 

ここで、以下のような論点が生じる。 

 保険会社は、保有する資産を参照ポートフォリオとして使用可能であるか。 

 上記が使用可能で、資産ポートフォリオとの流動性の違いを反映しない場合、保有
する資産ポートフォリオに基づくイールドカーブの変動は、保険負債の測定に使用
する割引率にも反映されるべきであるか。 

TRGの議論 

TRGメンバーは、IFRS第17号は参照ポートフォリオに対していかなる制約も課していな
いことを確認した。したがって、割引率が以下の目的を達成する限り参照ポートフォリ
オは会社が保有する資産も該当し得る。 

 保険契約の特性を反映する。 

 観察可能な現在の市場価格と整合的である。 

保険会社が保有する資産ポートフォリオを参照ポートフォリオとして使用した場合には、
IFRS第17号が許容するように、資産ポートフォリオとの流動性の違いを調整しないこと
ができる。そのため、たとえ保険契約の流動性の特性それ自体が変動しなくとも、参照
ポートフォリオの流動性の変動は、関連する保険契約の測定に使用される割引率の変動
へ反映されることになる。 

保険会社は参照ポートフォリオのイールドカーブについて、保険契約とは関係しない流
動性プレミアム以外の要素を調整する必要がある（例：信用リスクの変動）。したがって、
信用リスクに関連する変動は保険契約の測定に使用される割引率には影響を及ぼさない。 

今後の影響 

保険会社は一般に資産と負債をマッチングさせようとするものであり、それゆえ、保有
する資産ポートフォリオ（参照ポートフォリオ）は、その保険会社が発行する保険契約の
流動性のレベルと比較的近似していることが期待される。しかしながら、流動性の違い
についていかなる調整もなされない場合、資産と負債で流動性の違いが生じることや、
参照ポートフォリオの流動性の変動が保険契約の測定を通じて保険負債側へも影響する
こともあるだろう。これは、特に非流動的な資産が参照ポートフォリオの大部分を占め
ている場合に起こりうる（すなわち、保険契約の流動性特性が変動していないとしても、
市場における非流動性資産の状況が保険負債の測定に大きく反映される）。 

財務諸表利用者が異なる保険会社を比較できるようにするためには、IFRS第17号の開示
規定が適用される事が必須であり、特に、以下の開示が必要不可欠である。 

 保険会社がどのように参照ポートフォリオを定めているか。 

 資産ポートフォリオとの流動性特性の違いの調整も含め、割引率を決定するための
イールドカーブをどのように調整しているか。
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IFRS第17号においては、割引率に関するものも含め、保険会社は重要な判断や当該判断
の変更に関する開示が求められる。割引率の参照ポートフォリオである資産の変動の影
響を開示することは、保険負債の変動の原因に関する有用な情報を提供するであろう。 

 

3. 再保険手数料及び復元保険料 

論点の所在 

元受保険者へ支払われる再保険手数料や、保険事故が発生した後に再保険者が受け取る
復元保険料は、再保険契約に共通した特徴的な処理である。ここで、再保険者はこれらの
金額を以下のいずれで考えるべきかという論点がある。 

 保険料の一部（すなわち、収益として処理） 

 保険金の一部（すなわち、保険サービス費用として処理） 

TRGの議論 

TRGメンバーは、適切な表示を決定するために、再保険者も元受保険と同様に取引の経
済的な効果に注目すべきであるという事を確認した。経済的な効果を考慮することはす
なわち、参加者同士で最終的に交換されるキャッシュ・フローが保険金に紐づいている
か否かを検討することを意味する（それが「手数料」、「保険料」、「保険金」などという名
称であるかどうかにかかわらず）。 

TRGメンバーは以下の内容を確認した。 

キャッシュ・フローの 
経済的効果 

会計処理 

保険金に紐づいていない 

当該特性は、より低い（あるいはより高い）保険料が
チャージされ、保険収益の一部として表示されるこ
とと同様の経済的効果を有する。 

保険金に紐づいている 

当該特性は、より高い（あるいはより低い）保険金が
返還され、保険サービス費用の一部として表示され
ることと同様の経済的効果を有する。 

 

今後の影響 

TRGの議論では、契約上のキャッシュ・フローの形式・名称自体はそれらの表示方法を
決定せず、あくまでも経済的な効果によって表示方法が決定されることが強調された。
このような取り扱いは、現行実務を変更させる可能性がある。例えば、現行実務では再保
険手数料を費用として表示（新契約費として処理される固定費を含む）する再保険者も
いるが、これらの費用はIFRS第17号においては収益と相殺されるように表示する必要が
あるかもしれない。また、現行実務において復元保険料は追加の収入として表示される
ケースが通常であるが、IFRS第17号では保険サービス費用の控除として表示する必要が
あるかもしれない。 

表示方法の変更は、再保険者のパフォーマンスの評価にも影響を及ぼす可能性がある。 
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4. 当初認識時点で契約の境界線外にあるキャッシュ・フロー 

論点の所在 

将来の時点において保険契約を更新することができる保険会社の実務上の能力は、契約
の境界線内にて認識される将来キャッシュ・フローの見積もりに影響を及ぼす。9月の
TRGミーティングでは、TRGメンバーは当初認識時において契約の境界線外となる
キャッシュ・フロー、および当該将来キャッシュ・フローに関連する状況の変化について
どのように会計処理するかという点に焦点をあてた。 

例えば、以下のような点が論点となる。 

 当初認識時点で契約の境界線外にあったキャッシュ・フローについて、更新オプショ
ンが行使された場合に、どのように会計処理するべきか。 

 更新後の契約は既存契約の延長として処理するか、新契約として処理するか。 

TRGの議論 

TRGメンバーは、例えば更新契約において、保険会社が、関連する将来カバーに係る保
険料を再設定する権利を有する場合には、更新後のキャッシュ・フローは契約の境界線
外となる可能性があることを確認した。このような更新キャッシュ・フローが生じた場
合には、新契約としての実質的な権利義務から生じたキャッシュ・フローになると考え
られる。これは、法的には同じ契約に係る更新後のキャッシュ・フローが、IFRS第17号
を適用した場合に複数の保険契約グループに帰属することになる可能性を示している。 

TRGメンバーはまた、保険料を再設定する保険会社の実務上の能力に何らかの制約があ
る場合、当該制約に商業実態がなければ、当初認識時点において契約の境界線外となる
キャッシュ・フローもあることを確認した。ただし、状況が変わり、これらの制約が商業
実態を有することになった場合には、かつて契約の境界線外であったキャッシュ・フロー
が契約の境界線内となる可能性もある。このように契約の境界線が再評価される際には、
既存の保険契約グループに係るCSMは調整される必要がある。 

今後の影響 

IFRS第17号においては、現行実務では単一の契約とされている保険契約について、短期
の保険期間を有する複数契約へと分解する必要があるかもしれない。（例えば、将来のカ
バー期間について、保険会社による一方的な更新オプションが存在する場合） 

今回および前回までのTRGの議論においては、契約の境界線に係る要求事項を適用する
際には、保険契約の実質的な権利義務に対する十分な理解が必要であることが強調され
ている。 

契約の境界線の決定にあたっては注意深い分析が必要であり、場合によってはシステム
やプロセスに関する重要な変更も必要になるかもしれない。 

 

5. 団体保険 

論点の所在 

保険会社は、団体の構成員や銀行の顧客などを保険証券保有者として、彼らに保険カバー
を提供する団体保険を発行することがある。この場合、保険会社は90日の通知期間をもっ
て、いつでも、すべての保険証券保有者に対する保険カバーを中止する権利を有するも
のとする。 
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ここで、3つの疑問が生じる。 

 保険契約者は団体や銀行か、あるいは個人の保険証券保有者か。 

 団体保険は単一の保険契約か、複数の保険契約か。 

 契約の境界線はどうなるか。 

TRGの議論 

（保険契約者の識別） 

TRGメンバーは、契約上、どの参加者に対して保険事故の補償がなされるかを検討した。
TRGメンバーは、保険会社が保険事故の結果として銀行に対して保険証券保有者への義
務を支払う場合、銀行がその支払いを受け取るとしても、個々の保険証券保有者が補償
を受けていることになることを確認した。したがって、この取決めにおいては保険証券
を保有する個人が保険契約者となる。 

（単一の保険契約か、複数の保険契約か） 

TRGメンバーは、関連する要素として以下が含まれることを確認した。 

 保険契約はそれぞれの保険証券保有者に対して別個に価格付けされ、販売されてい
るか。 

 保険証券保有者は相互に関係があるか。 

 保険カバーの購入は、各個人にとってオプションであるか。 

TRGメンバーは、団体保険が個々の保険証券保有者との複数の保険契約であるのか、団
体や銀行に対する単一の保険契約であるのかという実態を考慮するにあたっては、重要
な判断を含むことを確認した。 

（契約の境界線の定義） 

TRGメンバーは、アジェンダペーパーに記載されている特定のケースにおいては、契約
の境界線は90日となることを確認した（90日時点でカバーを終了させることができるの
であれば、その時点で保険会社の契約上のサービスを提供する実質的な義務が終了する
ため）。 

今後の影響 

団体保険の約款や契約条件は多様であることから、保険会社は、IFRS第17号の適用にあ
たり以下の事項を決定するためにすべての関連する事実および状況を分析する必要があ
る。 

 誰が保険契約者であるか。 

 実態として単一契約か複数契約であるか。 

 どの時点までのキャッシュ・フローが測定に含まれるか。 

 

6. 協会に管理される業界プールのリスク調整 

論点の所在 

ある地域においては、自動車保険を発行するすべての保険会社は特定の協会の構成員と
なることが法的に定められている場合があり、その目的は、協会制にしなければ保険サー
ビスを享受できないであろう保険契約者へカバーを提供することにある。 

このような取決めには、以下の2つの業界プールの種類が含まれる。 
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プール1 プール2 

一部の構成員が、他のすべての構成員の
代理で業界プールに帰属する保険契約を
発行する。 

構成員は、発行した保険契約の一部を業
界プールへ移すことを選択することがで
きる。 

それぞれの業界プールから得られた結果は、共通の配分方法に基づいて協会に属するす
べての構成員に配分される。現行実務においては、当該配分された結果は、各社の財務諸
表上は各社の元受契約として扱われる。 

ここで、以下の論点が生じる。 

 構成員は、業界プールの結果の共有についてどのように会計処理するか。 

 業界プールに属する保険契約のリスク調整は、協会レベルで決定されるか、構成員
レベルで決定されるか。 

TRGの議論 

契約上の権利義務の実態、および誰が保険契約の発行者であるかを確認するため、約款
および契約上の条件を分析する必要がある。関連する事実および状況が、業界プールの
保険契約がすべての構成員によって発行されていることを示す可能性もある。 

IFRS第17号は、複数の発行者が存在する保険契約について特定のガイダンスを提供して
はいないため、保険会社は財務諸表において業界プールの結果の共有をどのように反映
するかを決定するために、IFRS第11号「共同支配の取決め」も含め、他の会計基準が適
用されるかどうかを検討する必要があるかもしれない。 

非金融リスクに係るリスク調整（以下、リスク調整）は、保険会社が負担する必要がある
リスクの対価を反映する。したがって、リスク調整は、当該対価を決定する際に含める分
散効果の程度を反映する。 

TRGメンバーは、ある業界プールの取決めに基づく保険契約を発行することは、リスク
の分散効果に影響を及ぼす可能性があり、リスク調整にも影響を及ぼす可能性があるこ
とを確認した。2月のTRGで行われた議論と同様に、今回のケースにおいても、同じ保険
契約グループのリスク調整が、連結グループ内の報告単位によって異なる結果となりう
る。 

今後の影響 

業界プールは多くの地域で見られる仕組みであるが、適切に会計処理を行うためには、
それらの法的および契約上の形態の多様性について慎重に分析する必要があるだろう。
以下を決定するため、業界プールの取決めにおけるすべての関連する事実および状況を
評価することが重要である。 

 誰が契約の発行者であるか。 

 構成員はプールの共有についてどのように会計処理するべきか。 

 リスク調整の評価において、どのように業界プールの取決めの実態を反映するか。 
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7. 年次コホート（基礎となる項目に係る特定されたプールからの
リターンを共有する契約に関するもの） 

論点の所在 

契約上、基礎となる項目のリターンの一部が一つの保険契約グループから他のグループ
へ移転するような、基礎となる項目の特定のプールからのリターンを共有（一定の額や
比例的なポーションで）する保険契約がある。 

IFRS第17号の結論の根拠（BC138項）では、リスクを完全に共有する契約においては、
複数の保険契約グループを同時に考慮した結果は、リスクを共有する結合された一つの
保険契約グループと同様の結果となることを説明している。また、IFRS第17号は報告す
べき金額に対して使用される方法を特定しておらず、同様の会計結果を達成するために
は、必ずしもグループを年次コホートに制限する必要はないかもしれないとしている。 

ここで、年次コホートレベル（例えば、ポートフォリオレベル）よりも高いレベルでCSM

を測定した場合に、年次コホートレベルで測定した結果と同じとなるのはどのような場
合であるか、という論点がある。 

TRGの議論 

TRGメンバーは、基礎となる項目のプールから生じるリターンの100%を共有する保険契
約の場合、個々の発行された保険契約の期待キャッシュ・フローには影響はなく、また、
そのような保険契約グループのCSMはゼロになるであろうことを確認した。 

したがって、この場合に年次コホートよりも高いレベルで測定したCSMは、年次コホー
トの要求事項を適用した場合と同じ結果になる。 

TRGメンバーはまた、リターンの共有度合いが100%未満である場合は、期待キャッシュ・
フローは、保険会社におけるそれぞれの保険契約グループで認識されるCSMに影響を及
ぼし得ることを確認した。このような場合、保険会社は保険契約を年次コホートよりも
高いレベルで測定した場合に、依然として年次コホートの要求事項を適用した場合と同
じ結果になるか否かを決定する必要がある。 

今後の影響 

保険会社は、両者が同じ結果となる場合に限り保険契約を年次コホートよりも高いレベ
ルで測定することができる。したがって、そのように結果が同じになる範囲でリスクの
共有を評価する必要がある。 

また、保険会社は、異なる測定レベルが測定の結果に影響を与えないことを確認するた
めの何らかの分析を実施することが期待されるであろう。 

 

8. 貸付契約 

論点の所在 

貸付契約の中には保険要素を含むものがある（例：借手が死亡した場合に、一部またはす
べての貸付契約が免除になる場合）。 

IFRS第17号は保険契約から投資要素を分離する特定の要件を含んでいる。しかし、貸付
金は「いかなる場合でも保険契約者へ支払われる金額」というわけではないため、IFRS

第17号の投資要素の定義を満たさない。したがって、貸付金は保険契約から分離されな
い可能性があり、よって全体としてIFRS第17号の対象となる可能性がある。 
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TRGの議論 

TRGメンバーは、もしそのような貸付契約を保険要素から分離する特定の要件がなく、
当該貸付契約がIFRS第17号の対象となるのであれば、貸付契約全体がIFRS第17号の対象
として会計処理される必要があることを確認した。 

また、TRGメンバーは、そのような契約全体にIFRS第17号の要求事項が適用されること
は、それまでそのような貸付契約を保険契約として処理していなかった貸手にとって複
雑な処理となる可能性があることを確認した。 

今後の影響 

上記のような要求事項は現行実務を変更するものである。IASBスタッフは、IFRS第17号
を適用することによって、貸手は、比較的小さい保険要素を含む貸付金やその他の信用
契約全体を保険契約として扱うことになるかもしれないと述べた。IASBスタッフは、本
論点をIASB Boardへも展開するつもりであるとした。 

 

9. その他の論点 

(1) 現在または過去のサービスに関連する保険料の実績調整 

現在または過去のサービスに関連する見積り保険料と実際の保険料の差額をどのように
会計処理すべきかが議論され、TRGメンバーは、当該実績調整はCSMを調整せず、保険
収益として純損益計算書上で認識されることを確認した。 

(2) 保険獲得キャッシュ・フローの回収 

保険獲得キャッシュ・フローが契約ポートフォリオのキャッシュ・フローから回収でき
ない時に、当該保険獲得キャッシュ・フローおよび関連する保険収益を損益計算書で認
識するかが議論された。TRGメンバーは、IFRS第17号は予想される保険獲得キャッシュ・
フローの全額を保険収益として認識することを要求していることから、企業は各報告日
に保険獲得キャッシュ・フローを回収するかどうかを区分して識別することは要求され
ないことを確認した。 

また、保険獲得キャッシュ・フローの変動に関する会計処理についても議論されたが、
TRGメンバーは、将来のサービスに関連する保険獲得キャッシュ・フローの見積りの修
正はCSMで調整され、現在または過去のサービスに関連する実績調整は当期の保険収益
として認識されることを確認した。 

(3) 保険料免除 

契約者が特定の状況において保険料を支払わないことを認める保険契約の条件(保険料
免除)のリスクは、契約者から企業に移転されている既存の保険リスクなのか新たなリス
クなのかが議論されたが、TRGメンバーは、新たな保険リスクを生じさせることを確認
した。
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