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保険契約の改定、修正およびコミュテーション

IASB の公開草案および FASB の予備的見解は、保険

契約が消滅した際に、保険者は保険契約の全ての構成要

素を保険者の貸借対照表から除くべきであると提案してい

た。しかし、公開草案および予備的見解の双方において、

改定や修正が実質的にいつ契約の消滅をもたらすのか個

別に触れていなかった。複数の回答者は、収益の認識パタ

ーンが、契約の消滅によって残存する単一マージンもしく

は残余マージンが除かれることにより影響を受けるため、何

が契約の消滅となるかを決定するための一貫したフレーム

ワークを提供するガイダンスが必要であると述べた。

スタッフは、契約の改定および修正を取り扱っている現

行の GAAP のガイダンスは、（負債の変更に関する）金融

商品のガイダンスと、保険契約に関する US GAAP のガイ

ダンス（ASC 944-30-35、旧 SOP05-1）であると述べた。ス

タッフは、提案された要件には、SOP05-1 のガイダンスが

考慮されており、かつ、要件のいくつかには SOP05-1 の条

項が要素として反映されているが、提案された要件はその

ガイダンスと必ずしも同じ結果をもたらすとは限らないと述

べた（つまり、議論から察すると、SOP05-1 より限定的な改

定/修正が消滅と見なされるようである）。

スタッフの提案は、契約時点で保険者が実施した以下の

いずれかの評価の結論が、改定された条件に基づき契約

締結時にさかのぼって評価し直した場合に異なるか否かで、

契約の修正が消滅となるかを判断する、というものであった。

(i) 保険契約は、保険契約の会計基準の範囲内であるか。

(ii) 保険契約の会計処理は、保険料配分アプローチとす

べきか、ビルディング・ブロック・アプローチとすべきか。

(iii) 保険契約はどのポートフォリオに含まれるか。

上述の結論が一つ以上異なる場合の契約の修正は実

質的な修正と見なされ、保険会社は従来の契約を消滅さ

せ、新しい契約を認識する。

この論点に関する審議会の議論の多くは、現存する契

約へのある種の「追加」を消滅として会計処理すべきかとい

う点であった。紹介された例の一つは、15 年の定期保険に

変更された 10 年の定期保険である。従前の FASB の決定

では、類似したデュレーションの契約を同じポートフォリオ

に分類するため、15 年の契約は異なるポートフォリオへ分

類される可能性があり、それゆえ、スタッフの提案に従った

場合、このような契約の変更は消滅をもたらすことになる。も

う一つの例として、保険金額が 25 万ドルから 100 万ドルへ

と増額された生命保険契約が説明された。審議会メンバー

の一名は、追加のカバレッジに関して契約が再引受けされ

たとしても、現在のカバレッジは消滅したと見なすべきでは

ないと考えた。その代わり、追加の 75 万ドルは個別の追加

された契約として取り扱われるべきである。

消滅をもたらす実質的な修正が生じたと決定された際に

付随する論点は、消滅の損益をどのように測定すべきかで

ある。スタッフの提案は、帳簿価額と（移転された現金以外

の資産もしくは引受負債を含む）対価を比較する、そして、

この対価を、仮想的な企業固有の現在価値を使用して測

定するというものであった。この価値については、実質的に

変更された契約と同等な契約の契約者に仮想的に請求す

る企業固有の価格であるとさらに説明がなされた。スタッフ

ペーパーは、あまりに主観的でありコストに見合わないとい

う理由で公正価値を認めていない。さらに、新契約の対価

として契約価額の繰越を適用することについても認めてい

ない。

審議会は、この論点に関する確定的な見解を示していな

い。しかし、彼らは、スタッフの提案が概して保険契約の測

定モデルと整合的であると理解しているが、実務上どのよう

に仮想的な企業固有の現在価値を各契約単位で実際の

契約引受とは異なる時点において決定するのか疑問を感

じた。

スタッフペーパーにおける修正に関する最後の論点は、

消滅をもたらすほど重大ではない契約の改定および修正

をどのように会計処理するかという点であった。スタッフの提

案は、契約の給付額を減少させる改定や修正は、債務およ

び関連するマージンの部分的な認識の中止として会計処

理するというものであった。給付を増加させる改定や修正は、

独立した契約であるかのように測定される。

コミュテーション（契約の終了）に関する主要な論点は、

保険者が包括利益計算書においてコミュテーションを総額

表示するか純額表示するかという点である。この論点は、元

受契約および再保険契約の双方に関連しているが、再保

険契約においてより一般的である。スタッフは、保険者、再

保険者および出再保険者はコミュテーションに基づく損益

（つまり対価と契約に関する現在の帳簿価額との差額）を、

保険料と保険金もしくは給付金の両建てではなく、保険金

および給付金に対する純額の調整として表示することを提

案した。「両建」処理は、コミュテーションが当初の契約を解

約するものであり、それゆえ、コミュテーションの日に同じ勘

定科目に（反対に）記帳されるべきであるという理論のもと、

今日の実務においてしばしば適用されている。
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再保険

再保険の議論では、2011 年 5 月の審議会において検

討されなかった出再者および再保険者の会計に関連した

残りの論点に焦点が当てられた。

2011 年 5 月の審議会において、出再保険に関して両審

議会は、出再保険契約に対する（IASB においてはリスク調

整を含む）履行キャッシュ・フローの現在価値の状況により、

以下の仮決定に至った。

(i) ゼロより小さく（つまり、保険料の支払によるアウトフロー

が保険金の回収金額を上回り）、再保険契約によるカ

バレッジが将来の事象を対象とする場合、出再者は、

再保険資産の一部として前払再保険料を意味する金

額を計上し、基礎となる契約のカバレッジ期間にわたり

その費用を認識すべきである。

(ii) ゼロより小さく、再保険契約によるカバレッジが過去の

事象を対象（遡及的カバレッジ）とする場合、出再者は

損失を即時に認識すべきである。

(iii) ゼロよりも大きい場合、出再者は再保険の残余マージ

ンもしくは複合マージンを認識すべきである。

現在のスタッフペーパーが検討している論点は、（上記

の iii の状況にある）出再者もしくは保険者、再保険者から

見た場合に利益を生じる遡及的再保険からの FASB の単

一マージン（または、IASB における残余マージン）が償却

されるべき期間についてである。スタッフは、他の代替案が

利益の即時認識しかないとするならば、（基礎となる契約の

カバレッジ期間がすでに経過しているため）償却期間は支

払期間とすべきであると提案した。この提案は、FASB にお

けるビルディング・ブロック・アプローチだけでなく、IASB に

おけるビルディング・ブロック・アプローチおよび双方の保

険料配分アプローチで会計処理される遡及的再保険契約

に対しても適用される。これは、元受契約の残余マージン

がカバレッジ期間において認識される IASB の典型的なビ

ルディング・ブロック・アプローチ・モデルからの、また、同様

にカバレッジ期間にわたりマージンが事実上認識される保

険料配分アプローチからの逸脱である。つまり、保険料配

分アプローチでは、元受契約における残余マージンおよび

単一マージンは技術的に存在しないが、それにもかかわら

ず、カバレッジ期間にわたる保険料収入の認識および発生

ベースでの保険金の認識により間接的にカバレッジ期間に

わたり償却される。

スタッフは、提案された保険の定義においては、過去の

事象をカバーする遡及的再保険も重大な保険リスクを含ん

でいると見なされることは明らかであると指摘した。これは、

最終的な保険金の支払時期および（もしくは）支払額に関

して依然リスクが存在するからである。

審議会は、利益の即時認識は適切ではなく、それゆえ、

遡及的再保険契約の購入時もしくは再保険契約の引受時

の繰延利益の償却は支払期間にわたるべきであると賛成し

ているようであった。審議会メンバーの一名は、遡及的なカ

バレッジを提供する契約が購入された際には、おそらく「カ

バレッジ期間」は実際には経過していないが、保険金の支

払時期もしくは支払額が変動するリスクが依然として存在す

るため、実質的にカバレッジ期間が支払期間となると提案

した。スタッフの一名はこの分析に同意し、これを理由に、

元受契約に関する FASB の保険料配分アプローチにおい

てでさえ、マージンの一部はカバレッジ期間経過後におい

て繰り延べられ、支払期間にわたり認識されるべきであると

指摘した。しかし、FASB の審議会は、カバレッジ期間にわ

たりマージンを認識することをすでに決定しており、この結

論を再検討することを望まないように思われた。

カバレッジ期間が一年であるが長期の支払パターンを有

し、支払期間にわたり保険金の見積りの変更の影響を受け

やすい元受損害保険契約の遡及的再保険の例に関連し

た議論において、二名の審議会メンバーは、元受契約にビ

ルディング・ブロック・アプローチを適用すべきであると提案

した。スタッフは、審議会が最近決議した保険料配分アプ

ローチの要件においては、このような契約はビルディング・

ブロック・アプローチではなく、保険料配分アプローチとなる

ことを審議会メンバーに説明した。保険金発生前の一年間

のカバレッジ期間において、契約キャッシュ・フローの想定

される変動が著しく変化する可能性はないため、これは正

しいであろう。二名の審議会メンバーは、スタッフのコメント

に反対しているようであった。

教育セッションで検討された再保険契約に関するもう一

つの論点は、出再者が基礎となる元受契約に対して使用し

たアプローチ（ビルディング・ブロック・アプローチもしくは保

険料配分アプローチ）と同じアプローチを使用して、出再者

は再保険契約を会計処理すべきかという点であった。スタ

ッフは、FASB のアプローチのもとでは、同じアプローチを

適用すべきであると提案した。IASB のアプローチのもとで

は、保険料配分アプローチがビルディング・ブロック・アプロ

ーチの近似と考えられているため、再保険契約は元受契約

の評価方法と同様の方法で保険料配分アプローチに関し

て評価されるであろう。スタッフペーパーは、さらに、再保険

者は元受保険契約と同様の評価方法で、再保険契約にビ

ルディング・ブロック・アプローチもしくは保険料配分アプロ

ーチのどちらを適用すべきかを評価すべきであると提案し

た。
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審議会メンバーの一名は、遡及的出再保険契約に関す

るスタッフの提案では、いかなる利益も支払期間にわたり償

却されるとなっているが、保険料配分アプローチを適用した

元受契約が、単一マージンもしくは残余マージンをカバレ

ッジ期間にわたり実質的に償却する場合、FASB の提案は

最初の論点とどう関連するのか質問した。スタッフは、遡及

的再保険契約は特別なケースであり、償却される金額をマ

ージンではなく繰延利益として考えることが最善である回答

した。さらに、スタッフは、実際は、保険料配分アプローチを

適用した元受契約の単一マージンをカバレッジ期間だけで

はなく、カバレッジ期間および支払期間にわたり認識すべ

きであるという彼の見解を述べた。これは、ビルディング・ブ

ロック・アプローチにおける単一マージンの認識と整合して

おり、また支払期間においても予想キャッシュ・フローの不

確実性が存在するという考えとも整合している。

もう一つの論点は、保険金実績を反映する保険契約をど

のように扱うべきかという点である。例としては、遡及的保険

料調整、利益戻し、スライド制手数料および強制的復元保

険料があり、これら全ては一般的に不利な実績に対して出

再者に負担を課し、有利な実績に対しては報酬を与える。

スタッフは、投資構成要素として会計処理されないこれらの

性質を、（保険料配分アプローチにおける今日までの実績

の発生ベース、もしくはビルディング・ブロック・アプローチ

における見積りの変更にしたがって）保険金および給付金

の一部として取り扱うべきであると提案した。スタッフは、現

在の実務においては、このような保険金実績による調整を

（実質的なものではなく、契約が何に関連しているかに関

する契約用語に基づき）保険料もしくは手数料の調整とし

て保険者が会計処理する例もあるが、これにより統一的な

実務が確立されると述べた。その一方で、出再者が、将来

のカバレッジのために実際より多くの保険料を支払うことが

必要であれば（例えば、保険料が給与時間もしくは給与金

額に基づいて調整される労働者災害保障保険）、このよう

な保険金により変動する性質ではない保険料の調整は、

他の保険料の見積りの変更と同じ方法で取り扱われるべき

である。

契約者貸付および特約

スタッフは、公開草案および予備的見解にコメントを寄せ

た多くの関係者から、契約者貸付および特約に対して区分

処理（アンバンドリング）のガイダンスを適用するのか、また、

どのように適用するのかが明確ではないと指摘されたと述

べた。これを受けて、これらの論点に関する提案をスタッフ

は作成した。契約者貸付に関して、スタッフは、預り金構成

要素の区分処理（アンバンドリング）および細分化の決定を

適用するに際して、契約者貸付を全く別個の金融商品とみ

なすより、関連する預り金構成要素と連動していると考える

べきであると提案した。これにより、契約者貸付が、関連す

る保険契約勘定残高や解約返戻金と異なる基準に基づい

て測定される事態を回避することができる。保険モデルは、

保険者に対して、単に一時点での契約者貸付の残高の反

映ではなく、契約者貸付の発生確率を見積る（技術的には、

予想キャッシュ・フロー・モデルを適用する）ことを求めるの

か、そして、費用と労力をかけてこの要求を満たす価値が

あるのか審議会から質問があがった。

契約当初に付加された特約に関して、スタッフは、特約

を独立した契約ではなく、修正した保険契約の一部として

取り扱うことを提案した。しかし、組込デリバティブおよび財

またはサービスの区分処理（アンバンドリング）ならびに預り

金構成要素の細分化に関する一般的な考えとしては、これ

ら区分処理および細分化がいかなる契約条件に対しても

適用されるように、これらの特約に対しても適用される。
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