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再保険（IASB および FASB の合同審議会）

再保険に関する審議では、2011 年 5 月の審議会の際

に議論されなかった出再者および再保険者双方の会計処

理に関連した残りの論点に焦点が当てられた。最初の論点

として、正の予想ネット・キャッシュ・フローを伴う遡及的再

保険から生じる FASB の単一マージンもしくは IASB の残

余マージンを解放する期間について議論がなされた。

スタッフは、（基礎となる契約のカバレッジ期間が既に経

過しているため）他の代替案が利益の即時認識のみである

ならば、解放する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に基づい

て会計処理された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

おいて認識される典型的な IASB のビルディング・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

わたり事実上マージンが認識される IASB および FASB の

保険料配分アプローチからの例外である。

先週の FASB 単独の教育セッションにおいて、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を購

入した際に、おそらく「カバレッジ期間」は実際には経過し

ていないが、保険金の金額もしくは支払時期が変動するリ

スクが依然として存在するため、実質的にはカバレッジ期

間が支払期間となると提案した。FASB の教育セッションに

おいて、スタッフの一名はこの分析に同意し、さらに、これ

を理由に元受契約に関連する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の経過後に

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。保険料配分アプローチでは、カバレッジ期

間においてのみマージンを非明示的に認識することを

FASB が過去に決定した事実があるにもかかわらず、彼は

この議論を展開した。スタッフは、将来の期間に対して補償

する元受契約でさえ、保険金見積りに関する「発見期間」が

カバレッジ期間を超え支払期間にまで及ぶと述べ、彼の見

解を審議会で再度説明した。

投票において、IASB および FASB の全員が、残存する

支払期間にわたり、正の予想ネット・キャッシュ・フローを伴

う遡及的契約に関連した単一マージンもしくは残余マージ

ンを償却するというスタッフの提案に賛成した。

次に、スタッフは、保険金実績を反映する性質の影響を

どのように会計処理すべきか審議した。このような性質の例

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、これらすべては、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

な保険金実績を反映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。

審議会メンバーは、これ以外の論点を取り上げなかった。

投票において、すべての IASB および FASB のメンバーは、

保険金実績を反映する性質の影響を保険金および給付金

の一部として取り扱い、そして、保険金実績を反映しない保

険料の調整（例えば、カバレッジの拡大）の影響を他の保

険料の見積りの変更と同様に取り扱うとするスタッフの提案

に賛成した。

審議会において検討された再保険に関する次の論点は、

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 のアプローチにおいては、出再者は出再者が基礎と

なる元受契約に対し使用したアプローチと同じものを使用

して再保険契約を会計処理するべきであると提案した。スタ

ッフは、IASB のアプローチにおいては、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べきであ

ると提案した。スタッフペーパーではさらに、IASB と FASB

の双方のアプローチにおいて、再保険者は、元受保険契

約が評価された方法と同様の方法で、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評価すべきであると提案されて

いた。

FASB の議長は、再保険は一種のヘッジであると理解し

ていると述べた。彼女は、保険者が再保険契約に関して基

礎となる元受事業とは異なるモデルを使用することができ、
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それにより、再保険契約と元受保険契約の結果が異なる勘

定科目に表示された場合、同じリスクに対する残りのエクス

ポージャーが透明性を持って表示されないと懸念した。し

かし、スタッフは、表示の調整は今後の審議会で取り扱わ

れると述べた。

投票において、FASB の大多数は、（FASB のアプローチ

のもとでは）出再者は基礎となる事業に関して使用されたモ

デルと同じモデルを再保険契約に使用するというスタッフの

提案に賛成した。IASB の大多数は、IASB のアプローチに

おいて出再者が元受保険契約の評価方法と同様の方法で

再保険契約を評価することに賛成票を投じた。両審議会の

大多数はさらに、再保険者が元受保険契約の評価方法と

同様の方法で、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使用すべ

きか評価することに賛成票を投じた。

契約者貸付および特約（IASB および FASB の合同審議会）

スタッフは、IASB の公開草案および FASB の予備的見

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（契約の修正）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、スタ

ッフはこれらの論点に対する提案を作成した。

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。

さらに、スタッフは、契約の引受当初において特約を保

険契約の契約上の条件として会計処理すべきであり、それ

ゆえ、これら修正に対しては区分処理（アンバンドリング）お

よび細分化の原則が適用されるべきであると提案した。引

受後の契約を修正するこれらの特約は、この審議会の後半

で検討される修正および改定の提案の一部であると考えら

れる。

FASB のメンバーの一名から、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質問があがっ

た。彼は、これらの貸付金が死亡給付の予想支払日よりか

なり前に引き出される可能性が高いため、このタイミングの

差が予想キャッシュ・フローの現在価値へ重大な影響を与

えるかどうか検討したかスタッフに尋ねた。スタッフは、詳細

な分析は実施していないが、例えば、貸付金に対する低い

利率が、保険契約勘定残高に対する少ない金額により補

償されることになるので、多くの状況では、差は重大ではな

いであろうと述べた。

投票において、IASB の大多数および FASB の全メンバ

ーは、契約者貸付を契約者勘定残高から区分処理（アン

バンドリング）するのではなく、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したスタッフの提案を支持し

た。IASB および FASB の全メンバーは、区分処理（アンバ

ンドリング）および細分化の一般的な決定を特約に対して

適用する提案に賛成する投票を行った。

保険契約の改定、修正およびコミュテーション（IASB およ
び FASB の合同審議会）

公開草案および予備的見解における当初の提案は、保

険契約が消滅した際に、保険者は保険契約のすべての構

成要素を保険者の貸借対照表から控除すべきであるとして

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。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、修正直

前の帳簿価額と（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。これら二つの金額の差異が消滅による損益として計

上される。それゆえ、当初の単一マージンもしくは複合マー

ジンは戻入され、そして新しい単一マージンもしくは残余マ
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ージンを計算するために、入口価格として仮想的な企業固

有の現在価値が使用され、新しい契約が認識される。

スタッフは、さらに、仮想的な企業固有の価値とは、保険

者が実質的に修正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説明をした。この

評価は、他の保険契約負債との比較可能性を向上させる。

スタッフペーパーは、過度に主観的でありコストに見合わな

いことを理由に公正価値を認めず、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も認めなかった。

次に、両審議における議論の大半は、第三の要件であ

る「保険契約はどのポートフォリオに含まれるか」を契約の

消滅を判断するための決定的要因とすべきかという点に集

中した。審議会メンバーの数名は、この要件があまりに広範

であるため、消滅の会計処理が多用される結果となると述

べた。さらに、例えばポートフォリオ間の契約の再配分のよ

うに、実務上のポートフォリオの変更は、新しい契約の引受

けを意味せず、それゆえ、常に認識の中止をもたらすもの

ではないと審議会メンバーは議論した。

契約に対するすべての変更が提案された要件を満たし、

消滅とみなされるかもしれないという懸念を払拭するため、

FASB の議長は、FASB の教育セッションにおいて、既契約

に対して後日、特約が追加された状況について議論したこ

とに言及した。FASB は、特約は既存の契約に影響を与え

ることなく、独立した新契約として会計処理できると考えた。

IASB のスタッフは、これを補足するために既契約のカバレ

ッジの増加を例に挙げ、この種の統合されていない契約の

改定はおそらく特約もしくは第二の「階層」であるかのように

取り扱われ得る、つまり、新しい独立した契約であり、元の

契約は消滅しないと述べた。

しかし、FASB の議長は、場合によってはトリガーが十分

ではないという逆の懸念もあると述べ、スタッフペーパーの

パラグラフ 22 における指標を実際の要件に組込むべきで

あると提案した。パラグラフ 22 における指標は保険契約の

修正に関する現行の米国基準のガイダンスから抜粋されて

おり、保険事象、リスク、カバレッジ期間に加え、投資収益

に関する権利の特性に対する重要な変更の考慮事項を含

んでいる。彼女は、一方で、他の基準において認識の中止

はキャッシュ・フローの実質的な変更に基づく傾向があるが、

この概念はスタッフの提案に反映されていないと述べた。そ

れゆえ、彼女は、おそらくパラグラフ 22 の指標は「キャッシ

ュ・フローの見積りに実質的に影響を及ぼす方法で」との表

現を使い詳しく説明されるべきであると提案した。

実質的な修正が生じ、契約が消滅したかどうかを判断す

る際に適用する要件に関して投票が行われ、すべての

IASB メンバーがスタッフの提案に賛成した。FASB のメンバ

ーは最初の二つの要件に関しては概して賛成したが、第

三の要件が採用されるべきか、もしくは FASB の議長が提

案したように改訂されるべきかを明確にするため、再度審

議するようスタッフに依頼した。

消滅に基づく損益を修正前の帳簿価額と仮想的な企業

固有価値の差異とすることに関して、IASB と FASB の大多

数のメンバーがスタッフの提案に賛成票を投じた。

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。

数名の IASB メンバーは、スタッフの提案に反対はしない

が、当初の契約と修正された契約との間に存在する関係の

ため、保険者が修正に関する独立した値段を推定すること

は困難であるように、給付を増加させる非実質的な修正に

関する測定を行う際の懸念を示した。審議会メンバーの他

の一名は、実務上、各修正について残余マージンの記録

を維持するのは難しいと述べた。

投票において、大多数の IASB および FASB のメンバー

が、給付の減少をもたらす修正を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し、給付の増加

をもたらす修正を独立の契約であるかのように測定すると

するスタッフの提案に賛成した。

スタッフにより説明された最後の論点はコミュテーション

であり、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った。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。純額表示は保険金支払いと整合した

方法での取引を反映している。「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。

IASB と FASB のメンバーの大多数は「両建」表示に反対

し、スタッフが提案した保険金および給付金においてコミュ

テーションを純額表示することに賛成票を投じた。損益に
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関する開示は、後の審議会において提案されると説明され

た。

単一マージン（合同の教育セッション）

2011 年 9 月の審議会における単一マージンに関する

FASB の採択に伴い、この意思決定を行わない教育セッシ

ョンでは、FASB の単一マージンアプローチの原則と機能

的構造について議論がなされた。

スタッフは、このセッションの冒頭で、単一マージンが何

を表しているか説明した。単一マージンとは、ネット・キャッ

シュ・フローの不確実性に基づいてリスクに晒されている契

約に関するすべての潜在的利益である。スタッフは、これは

リスクの概念を認識するために予備的見解から変更したも

のであることを述べた。潜在的利益への言及は、保険者が

確実性を有するまでは、最終的な利益を確定することはで

きないという前提に基づいている。それゆえ、利益のすべて

は予想キャッシュ・フローの不確実性のためにリスクに晒さ

れている。FASB は、当初利益の認識を行わないという概

念を支持しているため、マージンは、保険料と予想キャッシ

ュ・フローの現在価値との差を表している。

保険者は履行義務の遂行に応じてリスクから解放され、

これはキャッシュ・フローの変動性の減少により証明される。

キャッシュ・フローの不確実性は、時期と金額の双方に関

係するため、これらの不確実性の形式がより確実になった

時点で、保険者はマージンを利益として認識する。

スタッフは、キャッシュ・フローの変動性が主に、i)保険事

象のタイミングによる場合、時の経過により、もしくは、著しく

異なる場合には不確実の逓減に応じてマージンが解放さ

れ、また、ii)保険事象の頻度(事象が発生するか)および重

要度（保険金支払額の最終的な影響は不明）による場合、

予想キャッシュ・フローの不確実性を逓減させる情報に応じ

てキャッシュ・フローの変動性が減少し、企業はリスクから解

放されると説明した。

キャッシュ・フローの変動性は、特定の事業やキャッシュ・

フローの見積りにおける企業の相対的な実績、特定の保険

商品の見積りに関する固有の難しさ、ポートフォリオの相対

的な同質性、将来の結果を示さない過去の実績、といった

多くの事実と状況に依拠しているかもしれない。

スタッフはまた、単一マージンを損益計算書に解放する

メカニズムを多くの例を使い説明をした。

スタッフは、損益計算書に影響を与える仮定の変更（例

えば、予期しなかった多額の保険金）がある場合、FASB の

アプローチでは、このような変更に対してマージンの再測

定は実施しないが、こういった場合に企業は残余リスクの再

評価に従いマージンからの利益の解放を遅らせる可能性

があることについて議論した。このように、企業は、損益計

算書に償却する金額の比率を変更する可能性がある。しか

し、償却される合計額に変更はない。さらに、予想キャッシ

ュ・フローの変動が、残余マージンの増減をもたらす IASB

の最新の提案とは異なり、単一マージンは予想キャッシュ・

フローの変動を吸収する緩衝材としての機能はない。

FASB のスタッフが準備したスライドを使い、単一マージ

ンの償却の計算例を説明している際、いくつかの質問があ

がった。生命保険契約の一例では、単一マージンが死亡

の可能性に基づき償却され、その結果、契約者が歳を重

ねるに応じて、後半でのマージンの認識が大きくなると説明

していた。IASB のスタッフは、単一マージンの償却パター

ンは、支払いの可能性ではなく、リスクからの解放（つまり、

予想キャッシュ・フローの変動性の逓減）に基づくはずであ

ることを考えると、なぜ例において、このパターンが提案さ

れているのかわからないとコメントした。その一方で彼は、

損害保険の例では、標準偏差の減少に基づいてマージン

の解放のための償却パターンが提案されており、これはリス

クからの解放という概念に合致しているようであると述べた。

これに加え、損害保険の例は、ビルディング・ブロック・ア

プローチと保険料配分アプローチの双方の専門用語と要

素を組み合わせていたため、どちらのアプローチを説明し

ているのかという質問が出た。スタッフは、どちらでも可能で

あると回答したが、後に、FASB の保険料配分アプローチ

はビルディング・ブロック・アプローチとは異なると指摘した。

ビルディング・ブロック・アプローチは単一マージンをカバレ

ッジ期間および支払期間にわたり認識するが、保険料配分

アプローチは単一マージンをカバレッジ期間にわたり非明

示的に認識する。スタッフは、審議会メンバーの一名がこの

差異について、保険料配分アプローチは収益認識アプロ

ーチであるとする FASB の見解と整合しているためであると

説明したと述べた。このようなアプローチにおいては、契約

の履行期間を超えてマージンを繰り延べない。例えば、建

設業者は、建物の完成後に品質保証や類似の費用が発

生する可能性があるにもかかわらず、建物が使用可能な状

態になった時点でプロジェクトに関するすべての収益を認

識する。FASB は、履行期間としてカバレッジ期間を考えて

おり、カバレッジ期間および支払期間とは考えてない。

IASB メンバーの一名は、FASB モデルにおける最大の

弱点として、保険料配分アプローチの契約において、カバ

レッジ期間終了後にマージンが欠如していることを挙げた。

彼は、カバレッジ期間終了後（支払期間）において不確実

性が存在し、それゆえリスクも存在するというケースは多い

と述べた。
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彼は、FASB のモデルの構成要素が変更されれば、（そ

して、IASB のモデルが支払期間にわたりリスク調整を保有

するとした場合）、これら二つのモデルがもっと近づくであろ

うと提案した。双方のモデルをお互いにさらに近づけるには、

IASB は残余マージンの償却期間を支払期間に拡張するこ

とが必要となると、後に述べられた。

FASB の議長は、教育セッションのまとめを述べている際

にも、両者のモデルの潜在的な妥協案について強調した。

しかし、FASB のモデルでは、マージンの金額は固定される

（しかし、必要であれば、償却のパターンをアンロックする）

一方、IASB のリスク調整モデルは、リスクの増加を調整し、

リスクの価格を変更するという事実を含め、差異が残ること

についても述べられた。これに加え、IASB のモデルは、予

想キャッシュ・フローの変動は残余マージンに対して相殺さ

れる一方、FASB のアプローチは、そのようなすべての見積

りの変更は発生した当期において認識される。

その他の包括利益における保険契約負債の変動の認識
（合同の教育セッション）

先月の IASB 単独での教育セッションに続き、IASB と

FASB は合同で、すべての変動を損益に反映することが提

案された公開草案に反対し、保険契約負債の特定の変動

についてはその他の包括利益を使用して報告する可能性

を議論する教育セッションを開催した。

セッションの目的は、（同じ論点が先月の IASB による教

育セッションで取り扱われたが）、意思決定を行う予定とな

っている来月の審議会に先立ち、その他の包括利益の使

用に関する論点を審議することであった。

スタッフは説明の際、後に「金融商品-分類および測定」

に関するペーパーにおいて金融資産の第三の分類、つま

り、公正価値で測定され、その他の包括利益において変動

を認識する適格性がある負債性金融商品について検討さ

れることを前提としていた。

背景 - 関係者からのフィードバック

公開草案では、すべての保険契約負債の変動が損益に

おいて認識される現行の測定方法が提案された。多くの回

答者は現行の測定そのものには同意したが、割引率の変

更による短期的な変動を損益に反映させることに反対した。

回答者は、これは保険契約負債の長期的な性質を反映せ

ず、長期的な業績を不明瞭にするとし、金利の変動の影響

は保険金の最終的な支払いに応じて自然に戻し入れられ

ると考えた。そのため回答者は、割引率の変動から生じた

短期的な変動は、その他の包括利益に表示するべきであ

ると提案した。

スタッフは、変動に対応するために異なるアプローチが

採用される可能性があることを説明した。そのうちの一つが、

割引率を固定するアプローチであるが、両審議会は過去の

投票においてこれに反対した。もう一つは、割引率の変動

による保険契約負債の変動を分離するアプローチであり、

損益計算書（実績を明確にするために損益計算書内の独

立したセクションで表示する。複数の審議会メンバーはこの

代替案を支持している）、もしくは、その他の包括利益の変

動として表示する。

損益計算書における分離で十分であるとの見解もあれ

ば、これでは不十分であり、損益計算書における会計上の

ミスマッチを両審議会において取り扱うべきであるとの見解

もあった。スタッフは、その他の包括利益をとおして適格性

のある負債性証券の公正価値測定を導入する可能性があ

ることから、IFRS 第 9 号に関する継続中の再審議では、資

本の部における変動を取り扱うことが期待されていると述べ、

また、一般的に利用者は損益計算書の変動よりも資本の部

の変動に関して懸念が低いことも付け加えた。

結果的に業界に受け入れられないモデルを開発するの

に、なぜ 7 年も両審議会は費やしたのかという懐疑的なコ

メントに対し、スタッフは負債の測定は変更されない（現行

の測定のままである）が結果として生じる会計上のミスマッ

チは排除されると明言した。

IASB のメンバーの一名は、問題は業績報告書に関して

であり、これは（当期利益およびその他の包括利益を）単一

の報告書において表示することを要求すれば解決できるか

もしれないという彼の見解を述べた。しかし、FASB の議長

は、（損益計算書とその他の包括利益による継続的な報告

が許容された）表示に関する米国会計基準が有効になった

ばかりであるため、表示要件を変更することに強く反対した。

その他の包括利益を使用するか

スタッフは、受取ったフィードバックから、多くの利用者が、

現在のレートで割引かれた保険契約負債を、財政状態計

算書における有用な情報であると考えていることが確認で

きたと述べた。しかし、すべての変動を損益に反映すること

は、利用者に有用な情報を提供しない。その他の包括利

益を使用すれば、会計上のミスマッチが減少し、市場の変

動により引受結果が影響を受けることもない。さらに、資産

と負債の総合管理（ALM）は保険業界にとって重要である

ため、測定の影響は、財務諸表の同じ項目において報告

することが望ましい。

その他の包括利益の使用に関する賛成意見および反対

意見がスタッフからあがった。しかし、複数の審議会メンバ

ーから、対応すべき重要な範囲と認識されているその他の
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包括利益のリサイクリングに関する議論がなされていないと

指摘があった。スタッフは、今後の審議会においてその件

を検討することを約束した。

IASB のメンバーの一名が提起した、スタッフにより作成さ

れた例や損益計算書、その他の包括利益において表示さ

れる金額には、そもそも意味があるのかという問いに、多く

のメンバーが賛同した。全員が、保険契約負債の貸借対照

表上の測定は意味があるものであり、数字は数学的に合算

されているという見解を共有したが、損益計算書とその他の

包括利益に金額を分離することに意味があるのか合意は

得られなかった。

複数の審議会メンバーは、IFRS 第 9 号の審議に言及し、

二つのプロジェクトの相互関係を理由に、IFRS 第 9 号に関

する第三のビジネスモデルの可能性への投票は、保険契

約負債に関するその他の包括利益の対応策の意思決定と

同時に行うことが望ましいと述べた。審議会メンバーは、セ

ッション全体をとおして資産サイドの決定事項がないがゆえ

に直面している困難について言及した。

割引率の短期的な変動により生じた負債の変動に関す

るその他の包括利益の使用には、割引率に直接関連する

仮定（例えば、解約率や組み込まれた最低保証利率の仮

定）の変更により生じた負債の変動を含むべきかというスタ

ッフからの質問に対応するに際し、審議会メンバーは、この

質問は、もともとその他の包括利益の対応策を検討する理

由となった会計上のミスマッチに関連して必要なのかスタッ

フに説明を求めた。スタッフは、この質問は、むしろ損益計

算書とその他の包括利益における数字を分離するための

測定方法に関連したものであると説明した。審議会のメン

バーは、保証の測定に対する疑問点に対応するだけでなく、

リサイクリングに関する代替案の調査の必要性をここで強調

した。また、彼らは、利用者がこの数字を理解できるのかに

ついても懸念を示した。

スタッフにより提起された次の論点は、その他の包括利

益の使用を強制とすべきか任意とすべきかであった。審議

会のメンバーは、IFRS および米国基準の文献間の整合性

に最も関心を持っており、また、企業が資産の裏付けを有

する負債を特定する必要があることから、企業の追加的な

負担についても懸念を示した。

議論は計算単位の論点に及んだ。スタッフは、その他の

包括利益の対応策においては、審議会の今後の決定によ

るが、（企業、ポートフォリオ、商品および契約の）異なる計

算単位が適用される可能性があるとした。審議会のメンバ

ーは、利用者に連絡し、どのように負債を資産に対応させ

るのか（また、動的シナリオにおいては、どのように資産と負

債のポートフォリオのリバランスを行うか）、そして、どのよう

に計算をモデル化するのか尋ねるようスタッフに依頼した。

スタッフは、さらに、その他の包括利益の使用に関する

決定や選択の頻度についても、両審議会はその他の包括

利益に対する決議を行う際に考慮すべきであると述べた。

損失認識テスト

スタッフは、さらに、（契約の料率設定の際に考慮された）

資産の利回りが予想より低い場合、損失を生じる契約とみ

なす「損失認識テスト」の概念について説明した。審議会メ

ンバーの一名は、短期および長期の金利変更の決定は主

観的な判断に思われるとし、収益管理の潜在的な問題点

を提起した。全体的な議論では、これは保険契約プロジェ

クトの限界に挑むものであり、その他の包括利益の全般的

な目的、当期利益の意味、そして単一の業績報告に関す

るものであると述べられた。

特定の保険契約の見積りの変更をその他の包括利益に

て表示することに関する教育セッション全般において、懐疑

的な意見が多かった。しかし、教育セッションの最後に、両

審議会の議長は、メンバーの懐疑的な見解にもかかわらず、

両審議会はその他の包括利益の対応策を提供するという

目標に向けて作業を進めるべきであると強調した。IASB の

議長は、関係者から提起された多くの反論が、すべての見

積りの変更は損益計算書において表示すべきであると提

案した公開草案および予備的見解に対してであり、その他

の包括利益を支持する合理的な議論が存在していると述

べた。さらに、FASB の議長は、現在実施しているように、プ

ロジェクト全体をとおして、審議の最後には全体像を考察し、

財務諸表が全体として意味をなしているか評価することが

審議会に期待されていると付け加えた。教育セッションであ

るため、意思決定はなされなかった。スタッフが 5 月の審議

会にその他の包括利益に関するペーパーを提出する予定

である。
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