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において公表される決定とは異な

両審議会における議論により変更さ

最終基準書を公表するための公式

は、保険契約負債およびマ

測定するために、移行時以

定義した「ポートフォリオ」を使用

することを保険者に許容する、移行時

、別の実務的取扱いの提供

した。

発効日に関して、6 月末を目処に

することを目標としている公開草

発効日の提案、または基準

から強制適用日までに必要と

最低期間については定めない。

わりに、審議会はこの件に関し

関係者からの情報を求める。しかし、

公開草案では、非公開会社に関して

1 年の適用延期を提案する。

早期適用は許容されない。審議会は

のコメント期間を計画している。

FASB は、教育セッションを開

分離勘定と「区分された勘定」に

資産の測定上ならびに表示

論点について議論した。審議会

マージンへの金利付与につい

した。投票セッションが 2 月

予定されているため、これらの

について結論には至らなかった。
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保険料収入から控除される投資構成要素の測定

FASB および IASB は両者とも、保険契約上の保険

料の「投資構成要素」を、包括利益計算書において

収益の総額表示から除くことをすでに決定していた。

この決定に基づき、保険金または給付金の支払いと

いう形で事後的に払い戻される「投資構成要素」も包

括利益計算書から控除されることになる。

従前の審議会において、FASB は投資構成要素の

測定方法について議論したが結論には至らず、それ

は、ビルディング・ブロック・アプローチの下ではどのよ

うな方法で保険料収益を各報告期間に配分するかに

ついての決定が完了するまで未決となった。後に、両

審議会は「既経過保険料」アプローチに同意した。

既経過保険料アプローチでは、保険料は、各期で

提供が予想される保険カバレッジおよびその他のサ

ービスの相対価値に比例して各期に配分される。この

配分のドライバーは、各期に発生することが予想され

る保険金/給付金および費用、予想契約獲得費用の

配分、ならびにマージンの解放（加えて、IASB モデル

ではリスク調整）である。実際の保険金/給付金および

費用は包括利益計算書において発生時に計上され、

契約獲得費用は残余マージン（もしくは単一マージン）

と整合させて期間にわたり配分される。保険者は、収

益の配分パターンについて、保険金の見積りパター

ンの予想される変更に応じて将来に向かい更新する。

今般の審議会において、スタッフは、投資構成要

素の測定に関していくつか異なるアプローチを、数値

例を示して、審議会に説明した。スタッフは、一部の

関係者から当初推奨され、審議会が当初支持してい

た方法は既経過保険料アプローチにおいてうまく機

能しないと述べた。この方法では、解約返戻金の金額

（もしくは、失効が生じた時点で、保険契約者が得る

権利があるその他の残高）の増減に基づき、各期の

投資構成要素の金額を決定する。スタッフは、この方

法は、収益認識上、保険料支払期日アプローチにお

いてはうまく機能するかもしれないが、一方で、審議

会により採用された既経過保険料アプローチにおい

ては矛盾が生じると説明した。他の論点において、こ

の方法は、計算仮定の変更がない場合でも、個別の

報告期間において保険料をマイナスにする可能性が

ある。

審議会が最終的に（全員一致で）同意したアプロー

チでは、収益から控除する投資構成要素の金額は、

保険者が、保険事故発生の有無にかかわらず、保険

契約者もしくは受益者に対して支払い義務を負うこと

になるキャッシュ・フローの保険者の見積り額として測

定される。これは IASB の決定と一致している。各事

後報告日において、これらのキャッシュ・フローは、提

供が見込まれる保険カバレッジおよびその他のサー

ビスの価値に比例して、将来に向かい配分される保

険契約上の収益が結果的に変更されることに伴い、

最新の計算仮定に基づき再見積りされる。

このアプローチの下では、保険給付が発生する場

合、保険給付が投資構成要素を超える部分のみが保

険構成要素として取り扱われる。たとえば、死亡保険

金が 100,000 米ドル、死亡予想時の解約返戻金が

60,000 米ドルである生命保険契約の場合、40,000 米

ドルのみが死亡保険金として取り扱われる。損害保険

契約に関して、保険料配分アプローチが適用された

場合であっても投資構成要素の細分化が適用される

ことになる。

移行時－ポートフォリオの定義

従前の審議会において、FASB は、保険契約の「ポ

ートフォリオ」は保険契約負債および単一マージンの

測定単位とすべきであることを決定した。FASB は、ポ

ートフォリオとは、類似するリスクの影響下にあり、引受

けたリスクに対して類似する料率が設定される契約、

かつ、単一マージンの解放の期間と予想パターンが

類似する契約であると定義した。従前の審議会にお

いて、FASB は移行時の遡及的な取扱いについても

決定した。

スタッフは、現行のデータは単一マージンを遡及的

に計算するために使用される点、ならびに、当該デー

タは保険者が現在定義しているポートフォリオに基づ

き累積される可能性が高い点を示唆した。故に、スタ

ッフは、契約開始時でマージンを見積る際、保険契約

負債およびマージンを測定するために、保険者が移

行時以前に定義したポートフォリオの使用を保険者に

許容することを提案した。移行時以後に引受けられる

契約、またはそれ以後に修正される契約は、提案され

たガイダンスに則って個別のポートフォリオにグルー

プ化されることが求められる。

FASB はスタッフの提案に同意した。
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発効日とコメント期間

スタッフは、IASB の公開草案および FASB の予備

的見解に対するコメントレター、ならびに再審議プロ

セスでの関係者との事後的議論において、作成者が

提案された基準書を実施するために十分な時間を必

要とすることを一様に聴聞していると述べた。提案ど

おりに実施する場合、基準書は、会計、データの蓄積、

システム、統制および報告に重大な影響を与えるであ

ろう。

提案が与える広範囲な影響に基づき、スタッフは、

要件はガイダンス公表後 3 年目の会計期間以降に発

効することを提案した。たとえば、最終基準書が 2015

年 3 月に公表されるとするならば、それは 2018 年 1

月 1日以降に発効される。

審議会は、スタッフの提案を却下し、公表日から発

効日までの最短期間を提案しないことを決定した。代

わりに、公開草案では、関係者に対し、実施時期に影

響を与える主な要因は何か、ならびに、適用にどの程

度の時間が必要となるかについて質問することとした。

大半の審議会メンバーは、多様な理由からこのアプロ

ーチが最善であると考えた。審議会メンバーの一名は、

FASB が提案された変更の一部分のみを公開草案か

ら変更して基準書を公表することを最終的に決定した

場合、3 年という期間にとらわれるべきではないと述べ

た。審議会の他のメンバーは、金融商品に関する提

案と保険契約に関する提案の実施の相互関係につ

いて関係者の見解の聴聞を希望すると述べた。

FASB は、強制適用の一年延期は、収益認識プロ

ジェクトにおける提案と類似すると述べ、当該延期が

非公開会社に与えられるべきであることを決定した。

審議会メンバーの一名は、非公開会社は公開会社の

適用に関する情報を利用できるという利点を持つこと

がよくあると述べた。

審議会メンバーの他の一名は、非保険会社は同様

に 1 年間の適用延期を与えられるべきであることを提

案した。一方で、審議会メンバーの他の一名は、審議

会が多数の「一度限りの取引」、ならびにその他商品、

たとえば、非保険者に影響を与えると当初考えられて

いた固定報酬サービス契約等を適用対象外としたこと

を理由に、この延期は必要ではないと述べた。また、

審議会メンバーの他の一名は、金融保証を引受ける

銀行等、適用範囲に含まれる非保険者は、保険者と

同様に、モデルに関して必要な情報を創出できる能

力があるとみられるとコメントした。

スタッフは、金融商品に関する新ガイダンスの適用

に併せて早期適用するのであれば、早期適用は許容

されるべきであることも提案した。しかしながら、これを

若干困難にさせてしまうこととは、保険契約に関する

提案は金融商品に関する提案において遡及的に適

用するものとされているが、企業は、提案されたガイダ

ンスが発効される報告期間の初年度開始時点の財政

状態計算書で累積的影響の調整することによって、

提案されたガイダンスを適用することである。 故に、

FASB の保険担当スタッフは、保険契約に関する提案

の早期適用を金融商品に関する提案と併せて実施す

る場合、それは、累積的影響をとおして適用するべき

であることを提案した。審議会は、この提案を却下し、

その代わりに、公開草案において早期適用を禁止す

るが、この論点について関係者にフィードバックを求

めることに決定した。

移行に関連して取り扱われた最後の論点は、公開

草案に関するコメント期間の長さであった。90 日が一

般的なコメント期間であるが、審議会は、保険モデル

に対して根本的な変更をいくつか提案していることを

理由に、120 日のコメント期間に同意した。さらに、審

議会は、提案の影響を理解するために、フィールド・

テストが必要とされることを関係者がコメントしたことに

ついても述べた。

分離勘定の測定と表示（FASB 教育セッション）

2 月 13 日開催の FASB の審議会において、審議

会は分離勘定の資産の測定、貸借対照表における分

離勘定の資産・負債の表示、ならびに収益・費用の認

識に関して多数の側面から検討する。

スタッフは、ASC944 の現行ガイダンスは、保険者

の投資測定の側面の一部について個別ガイダンスを

定めるものであると述べた。ただし、保険者の投資測

定は保険事業体ではなく保険契約を対象とする新た

な提案に置き換えられる。現在のところ、ASC944 は、

「分離勘定」に関する四つの固有要件に該当するもの

について、（有価証券、その他の金融商品、および不

動産を含む）関連資産は、公正価値で評価され、変

動額は損益において認識すると定めている。現行ガ

イダンスは、保険者の連結財務諸表において、「分離

勘定」は、法的な事業体ではないが、連結目的上、投
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資会社とみなされることも定めている。したがって、分

離勘定内のファンドで保有する支配持分は連結され

ない。その代わり、投資会社は、当該支配持分に対し

て公正価値の評価に基づく会計処理を適用でき、そ

れは保険者の財務諸表において計上される。

教育セッションでの議論に基づき、スタッフは、分離

勘定の資産の公正価値による上述の会計処理をいか

にして保持するかについて審議会に提案することを

計画している模様であった。たとえば、公正価値で評

価し、損益をとおして変動を認識するという会計処理

の選択は、負債性証券および資本性証券に関する金

融商品プロジェクトの結論としては当然のことである。

教育セッションにおいて、スタッフが不動産投資の公

正価値評価についてどのような提案をしているのかは

不明であった。

今後の審議会セッションにおいて、FASB が、分離

勘定の資産・負債の表示について、資産・負債それ

ぞれの単一表示が維持されるべきか、それとも、貸借

対照表において他の資産・負債と混在させて表示し、

注記において開示されるべきかについて議論すること

が予想される。スタッフは、分離勘定のリターン（運用

収益）に関して、保険契約者勘定残高に対して付与さ

れる金額と投資収益の双方とも損益計算書において

総額で表示することを提案している。これは、双方を

相殺し損益をゼロとする現行の要件と異なる。

スタッフは、現行の米国基準の要件から分離勘定

に関する要件を修正し、分離勘定の資産の法的隔離

に関する要件を除くことも提案した。この提案は、米国

の分離勘定は当該要件に該当とすることがよくあるが、

他の国・地域の類似する商品は（「区分された勘定」と

呼ばれることがある）該当しないことがあることに端を

発している。

単一マージンへの金利付与（FASB 教育セッション）

FASB の予備的見解において、FASB は、単一マ

ージンへの金利の付与を行わないことを提案した。金

利を付与しない理由は、マージンは非資金の繰延利

益項目であり、一般的に金利は付与されないからであ

る。金利の付与は過度に複雑であり、費用対効果が

ないと述べ、金利の付与を行わないことに対して賛成

する関係者もいた。

一方、スタッフは、提案されたモデルが、割引キャッ

シュ・フローモデルであり、それによって、その他の構

成要素はすべて、割引かれ金利が付与されると述べ

た。さらに、既経過保険料アプローチは保険料への

金利付与を行うことを求める。したがって、保険料収

入金額と保険金金額には金利が付与されることにな

るので、スタッフは、単一マージンについても金利を

付与すべきであることを、整合性の観点から主張した。

IASB の審議会は、残余マージンに金利を付与すべ

きであることをすでに決定している。

仮に、FASB が、単一マージンに金利を付与するこ

とを決定するならば、ポートフォリオの利率は、契約ポ

ートフォリオの開始時におけるイールドカーブを使用

して固定されることになる。マージンの一部が解放さ

れることが予想される場合には、イールドカーブから

抽出された利率は期間に対応することになる。



本冊子は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナルからのア

ドバイスを受けることなく、本冊子の情報を基に判断し行動されないようお願いします。本冊子に含まれる情報は正確性または完全性を、（明示的にも暗示

的にも）表明あるいは保証するものではありません。また、本冊子に含まれる情報に基づき、意思決定し何らかの行動を起こされたり、起こされなかったこと

によって発生した結果について、あらた監査法人、およびメンバーファーム、職員、代理人は、法律によって認められる範囲においていかなる賠償責任、責

任、義務も負いません。
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aaratapr@jp.pwc.com


