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はじめに：
IFRS第17号が導入されると、なぜ
AOPを現在のIFRS から継続でき
ないのか。

「新たな測定、新たな視点： IFRS第17号が保険の業績評価および報告に与える影

響」において、私たちは、IFRS第4号とIFRS第17号の収益および利益測定の主な

違いを含め、欧州の保険会社が報告する業績評価指標（KPIs）に対するIFRS第17
号の影響を調査した。本レポートでは、IFRS第17号に基づき、AOPがどのように変

わりうるのかを考慮した上で、初期分析を行っている。

1
まず保険会社が現在行っている IFRS第4号の利益からAOPまでの調整を概観し、

次に、新しいIFRS第17号の利益測定に対して必要となりうる追加的または新規の

調整について検討する。私たちの分析により明らかになったことは、IFRS第17号に

よる調整は、現在のIFRS第4号の場合よりもはるかに複雑であり、特に利益発生の

タイミングと推移の変化への対処について、一層複雑になるということである。信頼

性が高く比較可能なAOPを作成するには、さまざまな調整の選択肢の長所と短所

を明確に理解する必要がある。また、モデル、データ、システム、プロセスへの投資

が必要となる可能性もある。

2

調整後営業利益（AOP：Adjusted operating profit）は、今日の保険会社にとって、

重要な業績評価指標（KPI：Key performance indicator）である。AOPは、

IFRS利益を調整し、自社の長期的なシナリオを市場によりよく伝えることを目

的としている。欧州の主要保険会社に関する私たちの調査では、IFRS第17号
に基づくAOPの準備が、新たに重大な課題を生じさせうることが明らかとなって

いる。一部の保険会社では、こうした課題を既に考慮し始めているが、多くの保

険会社ではまだ考慮されていない。どのようなIFRS利益の調整が必要となり、

その調整が信頼性と比較可能性を維持できるのか？ また、社内システムはそ

れに対応しているのか？ どのようにすれば、自社のシナリオを市場によりよく

説明することができるだろうか？
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図表1 - 短期的な市場変動調整の種類
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出所: PwCによる分析

2. ディール活動の除外

PwCがベンチマークとした保険会社のうち、全ての会社が、AOPから、ディールにおける取得または処分 （年金の包括取引を除く） による一

定の影響を除外している。例えば、買収した無形資産の減損および償却ならびに処分損益が含まれる。前年同期に起こったディール活動は、

当年度再び起こることはないと考えられている。私たちは、このような調整が、関連する範囲内で今後も続くと考えている。

1. 短期的な市場変動の除去

私たちが分析した欧州の保険会社は全て、

短期的な市場変動を調整している。図表1で

は、この調整で使用されるさまざまなアセット

クラスの、予想される長期投資収益率の範囲

を示している。各アセットクラスにおける範囲

は狭く、現時点で、業界全体に高い整合性が

あることを示唆している。このような業界コン

センサスのレベルが、新しい測定基準のもと

で続かないという理由はなく、実際、一層の

信頼を得るために望ましいことであると考え

ている。

出所: PwCによる分析
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図表2 - 2018年末に報告された一過性の項目の調整3. 一過性の項目の除外

私たちが分析した保険会社は、全て一過性

の項目について調整を行っており、「取締役

の見解では、一過性の項目は通常の営業活

動外で生じるものであるため、個別に開示さ

れるべき項目である」という一貫した定義に

なっている。

2018年末の一時的な調整は図表2に示し

ているが、こうした調整は、公開情報のみか

ら得られるため、詳細な情報は、各社の公開

される情報のレベルによって異なってくる。

AOPを採用している保険会社間の相対的

な収益性を比較する価値は、会社間や年度

ごとの一貫性に大きく依存している。短期的

な反動性とディール活動の取り扱いには高

い一貫性があるが、何が一過性であるかどう

かの判断は、一貫性が低い。このため、アナ

リストや投資家が同様の基準で保険会社を

比較することは難しくなる可能性がある。

一過性の調整

企業5

• 所有者関連費用

• 規制変更の影響

• 非支配株主関連融資

• 再編および一過性のプロジェクト

企業1

企業2

企業3

企業4

• リストラおよび退職関連費用

• リングフェンス規制を含む規制変更の影響

• 返済補償保険（PPI）に関する引当金

• 法人取引に係る損益

• 技術的準備金の精緻化の影響

• 開業費

• 最低保障年金の均等化から生じる追加の負債に関する費用

• 株主に対するのれんの支払いに関連する費用

• 売却による引当金の戻し入れ

AOPの計算における現在のマーケットアプローチ

2018年末に欧州の主要保険会社5社がAOPを決定する際に、IFRS第4号の利益に適用された現在の調整を分析した。この調整は、主に3つ

のカテゴリーに分類される。

短期的な市場変動の除去1 ディール活動の除外2 一過性の項目の除外3
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ミスマッチ利益解放のタイミング 変動性

21 3

IFRS第17号に基づく利益の性質およびタイミングは、現在のIFRS第4号とは異なるため、将来的な業績予測のシナリオを説明し、アナリスト

および投資家に一層意味のある洞察を提供するために、さらなる調整が必要となる可能性がある。

私たちは、保険会社のビジネスにおいて、IFRS第17号に基づく調整を検討する可能性のある主な領域は、以下の3つであると考えている。

IFRS第17号に基づくAOPの見え方
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AOPを導出する際のIFRS第17号の利益に対する潜在的な調整

では、これらのタイミング、ミスマッチ、変動性の問題を考慮するにはどのようにす

ればよいのだろうか。次の表では、IFRS第17号の貸借対照表全体にわたって考

慮される可能性のあるいくつかの具体的な調整を示している。潜在的な調整のい

くつかは、システムに負担をかける可能性もあり、他はIFRS第17号の基本的な目

的に反し、信頼性に疑問を投げかける可能性もある。信頼性と運用の困難さを評

価するために、赤、黄、緑で格付けを行った。

CSMが契約期間を通じて利益を解放するこ

とで現在の変動性が軽減されるはずである

が、これは利益が予測可能で安定しているこ

とを意味するものではない。例えば、仮定の

変更が非常に極端な場合には、CSMがなく

なり、契約グループは不利になり、CSMが再

認識されるまで、さらなる変動性は損益計算

書において直ちに認識される。

同様に、変動手数料アプローチ（VFA：

Variable fee approach）モデルの下での

CSMは、全ての金融面の変動を吸収するた

め、これは安定とはかけ離れたものであり、

償却により反映される。

ミスマッチが生じるのは、資産および負債

の測定要件と表示要件の間に一貫性のない

処理があり、それが損益計算書で認識され

た金額に影響を与える場合である。IFRS第
17号では、これがいくつかの点で発生する

可能性がある。例えば、グロスの保険契約

負債と再保険資産・負債の間、また、ある状

況下で金融リスクを軽減するためにデリバ

ティブを利用している場合である。

一般計測モデル（GMM：General meas-
urement model）では、現在の割引率が開

始時に固定されたロックイン金利と異なる

ため、最良推計負債（BEL：Best estimated
liability）は現在のレートで測定されるが、

CSMはロックイン金利を用いることとなり、利

益と株主資本の変動性が生じることになる。

これにより、CSMに対する調整が異なる基

準で測定されるため、開示が複雑になる。

ミスマッチは経済的なものもあれば損益に

反映されるべきものもあるため、ミスマッチを

完全に回避することは不可能、あるいは望ま

しくない可能性がある。IFRS第17号に基づく

KPIの評価および計画策定の一環として、

AOPにおいてこれらの望ましくないミスマッ

チを調整し、そのためにシステム、データお

よびプロセスを対応させるのか、あるいはこ

れらのミスマッチが生じる理由を説明するた

めに開示を活用するのかといった選択をす

ることが重要である。

IFRS第17号では、契約が履行された時点

で利益は認識されない。その代わり、契約上

のサービスマージン（CSM）は、契約の将来

の期待利益を表し、それがその存続期間に

わたって解放され、認識され、報告される。

資金生成の観点と整合的なAOPを開示し

たいという要求があるかもしれない（そして

IFRS第4号は現在、IFRS第17号が示すより

はるかにこれに近い）。利益解放のパターン

は、IFRS第17号では大きく異なるであろうが、

資金生成を反映する、IFRS第17号から派生

したAOPは、おそらく投資家にとってより意味

のあるものになるだろう。しかし、IFRS第17
号の主な目的は、提供されたカバーと利益の

解放を一致させることであるため、AOPを通

じて利益を調整しようとすると、信頼性を欠く

恐れがある。利益の推移の変化は、投資家

が新しいアプローチを理解できるよう明確な

開示を通じて伝えられるべきである。さらに、

IFRS第17号のアプローチから大きくかけ離

れた調整は、一貫性を欠き、信頼を得られな

いかもしれない。
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調整 説明 メリット デメリット 運用上の
困難性

信頼性

CSMを除外 CSMを新契約の負債として計上

せずに開示し、利益をAOPの一

部として事前に認識し、それに

応じて保有契約の取り扱いを調

整する。

IFRS第17号の利益繰延

効果を排除する。

それによって結果として、

経済価値、資金、規制の

観点により近づくことが

できるかもしれない。

カバー期間にわたって利益を

認識するという IFRS第17号
の目的からあまりにかけ離れ

ている可能性があるため、正

当化が困難である。

● ●

純資産とCSM
の統合といった
代替指標の開示

事業の「本当の」価値の測定値

として、CSMを加えた純資産を

開示する。したがって、AOPはこ

の指標の変動となる。

修正純利益（解放された

利益）とCSM（繰延利益）

は、株主に事業価値に

関する情報を提供し、

IFRS第17号への移行お

よびCSMによる繰り延べ

に起因する諸問題の影

響を低減する。

全ての保険会社がこの調整

を採用しない場合、企業間比

較が困難になる可能性があ

り、利用者への説明がより困

難になる可能性がある。

● ●

再保険を調整 グロスの保険契約と一貫した基

準で再保険に関して再計算する

ことにより、再保険の取り扱いを

調整する。例えば、会計単位、

契約の境界線における整合性、

再保険契約における負のCSM
に関する引き当てを行わない調

整、およびグロスの保険契約と

整合的なカバー期間を使用する

などである。

再保険の会計モデルに

よって導入されたミスマッ

チを取り除く。

グロスのキャッシュフ

ローと再保険キャッシュ

フローの関連性について

のより経済的な見方を

示す。

追加的に複数回のモデルの

実行が必要になる可能性が

ある。モデルのアウトプットの

さらなるレビューと検証が必

要になる。

追加的なインプットが必要に

なるだろう。

その結果には、透明性が欠

け、IFRS第17号の基準から

あまりにかけ離れている可能

性がある。

追加的な開示のアプローチと

適切なレベルを決定するため

には、判断が必要である。こ

の判断を導入することによっ

て、同業他社との整合性が

失われる可能性がある。

この変更によって、利用者と

効果的なコミュニケーションを

とりづらくなるかもしれない。

また、保険会社間で実務慣

行の相違が生じる可能性が

高い。

● ●

異なる
集約レベル

基礎となるパフォーマンスを反

映するために異なるレベルの契

約の集約による再計算を行う。

例えば、ポートフォリオに不利な

契約がある場合に、リスクを一

体管理している実態を表す方法

を採用したいと考えるかもしれ

ない。

リスクを一体管理されて

いるといった、基礎となる

パフォーマンスを反映

する。

● ●

長期の（リアル
ワールドの）仮
定を使用して
VFA残高を再
計算する

長期的な金融仮定を使用して計

算される、もう一つのBEL、リス

ク調整、CSMの期末残高（およ

びそれらのロールフォワード

表）。

長期ベースと IFRS第17

号ベースの差異は特定

され、短期的なボラティリ

ティを軽減するために、

営業外利益に取り入れら

れる。

● ●

現在の
市場レートを用
いてGMM残高
を再計算する

GMMを適用する契約では、ロッ

クイン金利の使用によって導入

された会計上のミスマッチを排

除するために、現在の市場レー

ト を 使 用 し て BEL 、 RA(Risk
adjustment)、CSMの期首と期

末残高を再計算する。

CSMの動きと基礎となる

負債の測定を一致させ、

ミスマッチを減少させる。

● ●

潜在的な調整：
メリットとデメリットの比較検討
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さらなる可能性としては、経営陣の見解と

IFRSの立場を示すもう一つのバランスシー

トを開示することが挙げられるが、これはさら

なる重要な複雑性をもたらすことになりうる。

もう一つの検討事項は、保険会社が保有し

ている無配当の投資契約の程度であろう。こ

れらの契約はIFRS第17号では会計処理さ

れていないため、特段の変更はない。よって

これらのためにAOPの枠組みが変更される

可能性は低いが、これは新しいIFRS第17号
の調整と比較してどのように説明されるだろ

うか。

IFRS第17号からAOPを導出することは、

比較的単純なIFRS第4号よりもはるかに

複雑な作業である。市場整合性と比較可

能性という要求の一方で、長期的なパ

フォーマンスを適正に表すと考えられる数

字を導き出すには、多くのことを考慮しな

ければならない。そして、これらは全て、

運用可能なプロセスを通じて達成される

必要がある。

何が最も効果的かの判断や、必要なシステムのアップグ

レードやプロセスの変更の実施は、時間のかかる作業であ

る。それ自体が、現時点から評価と計画を推進する重要性

を強調するだろう。重要なことに、先行者は、AOP調整の枠

組みを開発し、アナリストや投資家と共有する機会を得るで

あろうし、他社は追随するか、少なくとも、先行者とは異なる

手法を用いた理由を説明する圧力にさらされるだろう。

本シリーズの次のレポートでは、IFRS第17号に基づく潜在

的な新しいKPIsを模索する。

結論：
機会と課題

より広範囲には、一定の調整の選択に影響

を与える、AOPのフレームワークの外部開示

が必要になるであろう。

欧州の保険会社は、2016年から適用され

た、欧州証券市場監督局（ESMA：The Eu-
ropean Securities and Markets Authority）
が公表する「代替的業績指標に関するガイド

ライン」に慣れてくるだろう。ガイドラインへの

準拠には、AOPの明確な定義、それが関連

する理由およびIFRS第17号の利益への調

整の開示が含まれる。

さらに、国際会計基準審議会(IASB)は、

2019年後半に、AOPなどの非IFRS指標

に対する透明性を向上させるための公開

草案を公表する予定である（このレポート

は、2019年10月時点の情報に基づいて

いる) 。特に、会計における別個の注記と

しての説明の開示を求めている。現在、

保険会社によるこれらの開示は、一般に

年次報告書の内および外の両方で行わ

れている。
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