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IASB は保険負債の一部として表示することに賛成した。

FASB は、概念的に資産と考えるが、コンバージェンスを達

成するために、代替案として保険負債のマージン構成要素

と相殺するというアプローチならば支持できると述べた。損

益計算書の表示に関して、FASB は、「発生時」に直接契

約獲得費用を即時に費用として認識し収益と相殺するとい

う新しいスタッフの提案を否決した。IASB は、全体的な損

益計算書の表示の提案が整い、この論点に関する議論が

可能となるまで審議を延期することを決定した。

IASB 単独のセッションにおいて、審議会は、明示的リス

ク調整の更新とその変動を損益において認識するという

IASB の現在の仮決定を維持することに賛成票を投じた。さ

らに、大多数が、IASB の暫定的な提案と整合して、将来キ

ャッシュ・フローの見積りの変更を残余マージンにおいて相

殺することを支持する投票を行った。

区分処理（アンバンドリング）および細分化

３月に、両審議会は、保険者が保険事象の発生の有無

にかかわらず保険契約者に支払う義務がある金額を投資

構成要素として分離（もしくは「細分化」）することについて

決議を行った。この金額は、包括利益計算書における保険

料の表示から控除される。しかし、投資構成要素は保険契

約モデルにおいて測定される。

この結論にかかわらず、スタッフは、相互関係がなく二つ

の完全に別々の契約が一つの契約として提供される（例え

ば、五年の預金契約に一年の定期保険契約が付帯し、一

方が解約または満期になった場合でも、他方が存続できる）

という稀な状況において、どのように投資部分の構成要素

を区分処理（アンバンドリング）するかという提案を後の審議

会の議題として提出することを求められた。投資構成要素

が保険モデルに基づき測定され続ける「細分化」に対し、

「区分処理（アンバンドリング）」は投資構成要素を保険要

素と分離し、保険契約の基準ではなく金融商品の基準を適

用して認識および測定することが求められる。この提案の

目的は、商品が会計上のアービトラージを達成するために

設計されることを避けることにある。

５月のスタッフペーパーでは、二つの代替案が提示され

た。

A) 商業実態を欠いていることを理由に統合されている契

約上の構成要素を区分処理（アンバンドリング）する。

B) （財またはサービスを区分処理するために用いられる

基準と類似した基準に準拠して）保険構成要素から区

別できると見なされる投資構成要素を区分する。

スタッフペーパーは、区分処理（アンバンドリング）の要件

を、従前に両審議会で暫定的に決定された財またはサー

ビスの区分要件と出来る限り類似させることが目的であると

して代替案Ｂを推奨している。

スタッフの提案では、保険者もしくは第三者が同一の市

場および管轄区域において、本質的に同等の構成要素か

らなる契約を通常別々に販売している場合、投資構成要素

は区分できると考えられている。しかし、もし投資構成要素

が保険構成要素と強い相互関係を有している場合、保険

契約における投資構成要素もしくは保険構成要素は区別

できず、それゆえ、保険者はその構成要素を区分しない。

これを示す状況としては、一方の構成要素が失効または解

約で消滅することなく、契約の他方の構成要素が失効もし

くは満期となって消滅する可能性が存在しないことである。

FASB 教育セッション：

スタッフの提案の詳細な文言は、投資構成要素と保険構

成要素の双方が区分できることを求めていた。FASB の審

議会メンバーは、これは、構成要素のうちの一つについて

区分できることを求めている収益認識の提案要件よりも厳し

いため、結果的に区分処理（アンバンドリング）の適用が少

なくなるのではないかとの懸念を示した（しかし、スタッフの

一名は、収益認識の提案においても双方について区別で

きることが求められているという自己の解釈を述べた）。数

名の審議会メンバーは、スタッフの提案は、投資構成要素

のみについて区分できる必要があるという文言へ変更すべ

きであると提案した。

保険者が通常は保険構成要素を別々に販売している場

合、もしくは第三者が「同一の市場および管轄区域で」保

険構成要素を通常別々に販売している場合、構成要素は

区別可能であるというスタッフの文言に関して、議論が続い

た。数名の審議会のメンバーは、「同一の市場もしくは管轄

区域において」通常販売されているという説明は、保険市

場ではなく、例えば銀行市場において販売されているかも

しれない投資構成要素を区分処理しない不適切な結果を

もたらすのではないかと示唆した。

スタッフは、双方の構成要素が、市場において存在しな

い商品に対して恣意的に配分されるよりも、有意義かつ関

連性に基づいて測定される結果となる場合においてのみ

区分処理（アンバンドリング）されることを確保する手段とし

て、双方の構成要素が区別できるという要求事項および同

一の市場で通常販売されることに言及したと主張した。しか

し、彼らは審議会メンバーから提案された文言の改訂を検

討することに同意した。
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スタッフは、契約上で示された利率によって保証された

年金化オプションを伴う据置年金の例を提示した。スタッフ

は、区分処理のためには投資構成要素のみが区別可能で

ある必要があるという審議会が改訂した要件を用いると、実

質的に投資信託への投資に類似していると考えられ、投資

構成要素を区分処理することが求められるかもしれない（つ

まり、年金購入の将来の権利は区別できなくても、投資構

成要素は区別できる）と懸念を示した。これに対して、投資

構成要素と保険構成要素との双方が区別できることを求め

るスタッフペーパーの提案においては、将来に開始する年

金化オプションは、通常、市場において個別に提供される

商品ではないため、保険構成要素は区別できると見なされ

ず、区分処理（アンバンドリング）は要求されない。しかし、

審議会メンバーは「相互関係がある」要件および関連する

指標を削除することを提案するものではないと述べた。この

要件においては、保険契約者勘定がゼロとなって年金化

の保証を行使する能力が消滅した場合、契約は区分処理

（アンバンドリング）が不要となる。

スタッフによる最後の提案は、区分処理（アンバンドリン

グ）の要件に該当しない場合には自発的な区分処理（アン

バンドリング）を許容すべきではないというものであった。ス

タッフの提案に対して審議会から懸念は示されなかった。

IASB 教育セッション：

IASB の議論は、主に実際の要件の文言および区分処

理（アンバンドリング）を提案する原則に含まれる条件の序

列であった。もし、保険者もしくは第三者が同じ市場および

管轄区域において構成要素にとって「本質的に同等」であ

る契約を通常別々に販売するのであれば、構成要素は区

別できると考えられる。審議会により提起された重大な懸念

の一つは、「本質的に同等」が何を意味するかである。二つ

の構成要素に関連性がある場合（完全には同じではない

構成要素が分離され、保険者もしくはその競争者により販

売されていることを意味しているため）、この要件のもとでは

区分処理（アンバンドリング）しないことになるのか。すべて

の契約が、このテストによりすでに失格となっていないのか。

区分処理（アンバンドリング）を避けるために構成要素間の

相互関係に関する追加の条件は果たして必要なのか。一

つの条件では不十分なのか。

スタッフは、（本質的に同等な構成要素が販売されるとい

う）第一の要件は削除可能であると回答した一方で、後半

の質問に対しては、相互関係がないが個別に販売されな

い、それゆえ、比較すべき単一の商品ではないため区分処

理（アンバンドリング）を行えば人為的となるであろう構成要

素の区分処理（アンバンドリング）を避けることに役立つと付

け加えた。この質問を提起した IASB のメンバーは、この要

件の削除を支持せず、第一の要件を「簡易的」なテストとし

て表現し、このテストを満たした場合の第二の要件としてよ

り複雑な質問および評価を含める可能性を提案した。

「強い相互関係」があるという用語についても質問がされ

た。これに関する定義は提供されるのか、また、これは「密

接に関連する」という用語と同じ意味であるか。「強い」とは

どのような意味か。スタッフは、関係者が「密接に関連する」

という用語に困惑していたと述べ、用語の定義または定義

を明確にするための例示を追加する必要があるかもしれな

いと回答した。加えて、スタッフは同じ文言が収益認識プロ

ジェクトの公開草案に使用されていると述べた。FASB のス

タッフは、FASB のメンバーが先日開催された FASB の教

育セッションでの検討において、要件の最後の文章で言及

されている、ともに失効もしくは満期を迎えるという文言が大

変有用であると考えたと付け加えた。

審議会メンバーの一名は、究極の例を使ってこの要件を

テストすることを提案した。彼は、スタッフが提案した代替案

B においては非常に狭い範囲での契約の構成要素が区分

されるため、要求払いによる投資構成要素が、要求払いの

支払額よりも保険契約の基準に基づくより低い割引価値で

測定される可能性があることに懸念を示した。彼は、そのよ

うな状況を回避したかった。

他の審議会メンバーは、細分化と区分処理（アンバンドリ

ング）の潜在的な重複について懸念を示し、スタッフに対し、

どのように（契約獲得費用、手数料、保険金を含む）契約の

すべてのキャッシュ・フローを計算時に区分された構成要

素および細分化された残高に分解すべきかを含め、現在

までに採択されたすべての仮決定との整合性を検討するよ

う指示した。彼らは、構成要素間に強い相互関係があるた

め契約を区分処理（アンバンドリング）しない場合、何が細

分化のための基礎となるのか質問した（もし強い相互関係

を有している場合、表示の目的としても、どのように構成要

素をそれぞれ区分し独立して測定するのか）。

全体として、スタッフは代替案 B が非常に狭い範囲とな

ること述べ、保険者は区分処理（アンバンドリング）よりも広

い範囲の契約に対し細分化を適用することが予想されると

強調した。

スタッフはさらに投資サービスに関して固有の要件を設

定する予定はないが、財またはサービスの一般的な区分要

件が適用されるべきであると提案した。審議会はこの問題

に対して懸念を表明しなかった。

スタッフによる最後の提案は、区分処理（アンバンドリン

グ）の要件に該当しない場合、自発的な区分処理を認める

べきではないというものであった。スタッフの提案に対して

審議会から懸念は表明されなかった。
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FASB/IASB 合同審議会：

審議はスタッフの提案における代替案 B に集中した。審

議の後、IASB（12 票）および FASB（7 票）は、審議におい

て提起された懸念に対応するための文言の修正を含め、ス

タッフペーパーの代替案 B を採用することを仮決定した。

改訂されたアプローチでは、投資構成要素が区別できる場

合には、保険者は、投資構成要素を区分処理（アンバンド

リング）し、そして適用可能な IFRS もしくは米国会計基準を

投資構成要素に適用することが求められる。投資構成要素

と保険構成要素に強い相互関係がないならば、投資構成

要素は区別できると考えられる。投資構成要素が保険構成

要素と強く関連していることを示す指標としては、(1)一方の

構成要素は、他方の構成要素の失効もしくは解約なしに、

失効もしくは満期となる可能性がないこと、(2)同一市場およ

び管轄区域において商品が区分して販売されない、もしく

は(3)保険構成要素の価値が投資構成要素の価値に依拠

している場合、またはその逆の場合、がある。もし、投資構

成要素が区別できないのであれば保険構成要素とともに

保険契約の基準のもと会計処理される。

スタッフの提案は、上述のとおり、FASB および IASB の

各教育セッションにおいて、それぞれのメンバーから提起さ

れた相互関係に関する定義が不明瞭なことに対する懸念

を考慮して、修正された。IASB のメンバーの一名は、「相互

関係がある」という用語が、以前の審議会における議論で

言及された「相互に依存する」を指しているかどうか明確に

するよう求めた。例えば、保険構成要素が投資構成要素を

参照しなければ測定できない場合（例えば、死亡給付が勘

定残高の一部に基づいている場合）、保険構成要素およ

び投資構成要素は相互関係があると考えられるべきである。

審議のかなりの部分で、IASB の審議会メンバーが紹介

した、生命保険契約を伴う要求払い預金において預金の

払戻しには生命保険の解約を伴うという例に焦点が当てら

れた。現存の適用可能な会計のガイダンスは、要求払い預

金を要求時の支払額で評価することを求めている。しかし、

この契約がスタッフの提案に基づいて評価された場合、区

分処理（アンバンドリング）されず、要求払い預金は保険契

約の測定と整合的に実施され、額面での即時の支払いが

要求されたとしても、割引かれた額面未満の金額で評価さ

れる。この審議会メンバーは、投資構成要素の区分処理

（アンバンドリング）および測定は少なくとも要求払いの支払

額を計上することを支持しているようであった。しかし、スタ

ッフは、提供された例において区分処理（アンバンドリング）

を行った場合、当初損失が認識されることになるとの懸念を

示した。さらに、区分処理（アンバンドリング）における二つ

のモデルに使用されたデュレーションの仮定の非整合性に

ついても懸念していた。つまり、保険モデルにおいては契

約の予想期間を使用することが要求されているが、投資構

成要素においては（技術的には、保険契約を解約し）即時

に負債になると仮定される。

両審議会は、明示的な保険料の支払いが要求されてい

ない生命保険契約が付帯した$1,000 の要求払い預金の数

値例をもとに、この論点に関し更に検討を行った。数値例

では、預金のキャッシュ・フローの予想現在価値が$950 と、

保険契約のキャッシュ・フローの予想現在価値が＄30 と仮

定された。統合した場合、これは単一/複合マージンの$20

をもたらす。しかし、投資構成要素が区分された場合、要求

払い預金は$1,000 で評価される必要があり（要求時におけ

る必要支払額）、そして、保険契約の測定は＄30 の当初損

失となる。それゆえ、スタッフは、この商品を区分処理（アン

バンドリング）しない彼らの提案のほうが、異なる二つの測

定モデルを組み合わせ、それにより当初損失を認識する結

果となる区分処理（アンバンドリング）のアプローチよりも優

れていると主張した。

審議会メンバーの一名は、同じ市場および管轄区域に

おいて商品が別々に販売されていないという追加的な指標

が、強い相互関係を有するという要件とどのように関連する

のか確信が持てなかった。スタッフは、構成要素に相互関

係があれば、個別に販売されないと明言した。彼らはさらに、

このテストが、被保険者に販売を行っている保険会社以外

の第三者を含むことを意図していることを明らかにした。あ

る IASB のメンバーは、他の管轄区域では販売できる商品

でも、国によっては監督規制またはその他の理由により、特

定の商品の販売を許可していないと述べた。彼は、そのよ

うな状況で、同じ管轄区域において商品が別々に販売され

ていないという指標は合理的であると考えている。しかし、

別のメンバーは、特定の商品を扱っている国に所在する保

険会社は、その商品を区分処理（アンバンドル）する必要が

あるのに対して、当該商品を扱っていない別の国に所在す

る保険会社は区分処理（アンバンドル）する必要がないこと

になり、これは合理的ではないと回答した。二つの保険会

社が本質的に同じ契約に対して異なる会計処理を得ること

ができるという考えは、コンバージェンスの目的に反する。

スタッフは、「同一の市場」の用語を明確にする必要がある

ことを認識し、この論点に関する適用ガイダンスの発行を示

唆しているようであった。

審議会メンバーの一名が細分化は複雑であり、そして区

分処理（アンバンドリング）もこれにより更に複雑になると述

べたが、スタッフは、多くの保険契約が区分処理（アンバン

ドリング）されるとは予想しておらず、それゆえ、区分処理は

重大な複雑性を付加するものではないと再度強調した。

このセッションの終盤において、ある審議会メンバーは、

審議中に修正された代替案 B の用語を適用した場合、生

命保険契約を伴う要求払い預金の例の区分処理（アンバ
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ンドリング）の結論はどうなるのか尋ねた。改訂された用語

が不明瞭に、もしくは、恐らく原則に対する強い支持がない

ように感じたためか、少し躊躇した後に、審議会は区分処

理（アンバンドリング）しないことに同意した。

両審議会は、次に、現行のデリバティブのガイダンスを使

用した組込デリバティブの区分処理（アンバンドリング）、履

行義務が区別できる場合の財またはサービスの区分処理

（アンバンドリング）、そして、特定の投資構成要素の表示

目的のための細分化に関する過去の決定について確認し

た。

両審議会は、さらに、区分処理（アンバンドリング）の要件

に適合しない場合、保険者が収益認識もしくは金融商品の

基準を適用することを禁止すべきかについて決議を行った

（つまり、自発的な区分処理（アンバンドリング）は許容しな

い）。ある IASB のメンバーは、区分処理（アンバンドリング）

は概念的には正しい解決策であるため、許容されるべきで

あると主張したが、スタッフはこれは比較可能性を低減させ、

そして、相互に関連する構成要素を主観的に分離すること

が必要となるため、表示上、信頼できる情報とならない可能

性もあると回答した。

割引率より生じる負債の変動におけるその他の包括利

益の使用

5 月の教育セッションおよび合同の意思決定セッション

において、保険負債における特定の変動を報告する際に

その他の包括利益を使用する可能性について議論がなさ

れた。一方で、公開草案および予備的見解においては、こ

のような変動は損益において報告することが提案されてい

た。

最新のスタッフペーパーは、保険モデルでその他の包

括利益を使用する三つの主な目的を、以下のとおり要約し

ていた。

 時の経過とともに解消されることが予想される割引率の

変動により生じる短期的な変動性の低減

 市場金利の変動により影響を薄くされることのないよう

中核となる引受の透明性の強化

 保険負債の測定と、償却原価もしくはその他の包括利

益において売却可能資産として計上された関連する

資産との間の損益計算書における会計上のミスマッチ

の軽減

FASB 教育セッション：

スタッフは、割引率の変動から生じる保険負債の変動を

その他の包括利益において表示することを提案すれば、こ

れら三つすべての目的が達成されると考えていた。審議会

メンバーは、各目的に対してどの程度重きを置くか検討を

行った。金融商品の分類と測定のプロジェクトの結果、資

産が三つの分類のうちの一つに該当することになったとし

ても、償却原価で評価される資産や損益をとおして測定さ

れることが要求されている資本性金融商品にはミスマッチ

が存在することを考慮した場合、第三の目的を完全に満た

すことはなお困難であろう。

数名のメンバーは、その他の包括利益を使用する提案

は会計上のミスマッチに対する部分的な解決策と考え、損

益の変動性を低減させるという第一の目的にも適っている

と述べた。もし会計上のミスマッチへの懸念が他の目的より

も低いのであれば、割引率の変動による負債の変動をその

他の包括利益に表示することにより、変動性の低減もしくは

中核となる引受の透明性の強化に焦点を当てるべきである。

IASB 教育セッション：

スタッフは、その他の包括利益の使用に関する彼らの提

案が、説明された目的にどのように合致するかを説明しな

がら、この論点に関する英国およびアジアの利用者に対す

るアウトリーチ活動のアップデートを行った。スタッフは、最

近調査したこの二つの地域では、市場における業績から区

分して経営者の業績を反映することを理由に、利用者がそ

の他の包括利益による解決策を支持しているようであったと

述べた。

しかし、彼らはデュレーションのミスマッチが目立つ形で

確実に表示されることを望み、そして、失効率の変更のよう

な金利に感応する計算仮定の変動額を損益に表示するこ

とを望んだ。

ある審議会メンバーは、保険者は業務の一環として金融

市場を評価するため、運用実績と経営者の業績は別物で

あるとする発言に異議を唱えた。彼は、また、その他の包括

利益を許容することは、本質において、提案された保険契

約の現在価値による測定モデルの考えを否定することにな

ると述べた。スタッフは、その他の包括利益による解決策の

利点は、貸借対照表の測定が現在価値を反映し、損益計

算書が現在の引受結果を反映することであると回答した。

しかし、期間にわたり解消することが予想される割引率の変

動は、これら引受結果からは区別して表示される。

会議の残りの時間で、スタッフペーパーの例題が取り上

げられ、それら例題は、後の合同審議会において議論され

た。
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FASB/IASB 合同審議会：

背景として、スタッフは、月曜の合同審議会において議

論された金融商品の分類と測定に関して、IASB は、FASB

の最新の見解と整合的な、特定の資産の公正価値の変動

をその他の包括利益において反映することが可決されたと

報告した。スタッフは、保険者の大多数において、彼らの資

産の多くがその他の包括利益の要件を充足すると予想した。

スタッフは、先日、保険契約の測定にその他の包括利益

を使用する三つの目的に関して、重要度順に評価すること

を利用者に求めた。反応はまちまちであったが、彼らは、引

受結果の透明性を他の二つの目的よりも重要視しているよ

うであった。利用者は、測定における割引率の変動の影響

が判別できることに興味はあるが、損益において認識する

必要はないと述べた。

スタッフペーパーは、多くの質問に対する審議会の回答

を求めるものとなっていた。

 割引率の変動から生じる保険負債の変動をその他の

包括利益において表示すべきか。

 （割引率のみの変動に対し）金利に感応するキャッシ

ュ・フローの仮定の変動から生じる保険負債の変動を

その他の包括利益において表示すべきか。

 両審議会が、割引率の変動から生じる保険負債の変

動をその他の包括利益において表示することに同意し

た場合、これらの変動の損益における表示が会計上の

ミスマッチを排除もしくは著しく低減しない場合におい

ても、すべての変動をその他の包括利益において認

識すべきか。

 割引率の変動から生じる保険負債の変動をその他の

包括利益もしくは損益において表示することを決定す

る際、どの計算単位を使用すべきか。ポートフォリオか、

もしくは資産の配分に基づく個別の契約レベルか。

 保険契約債務に関し損益計算書において金利費用を

表示する際、どの割引率を使用すべきか。契約引受時

にロック・インされた割引率か、もしくは、会計期間の期

首における現在の割引率か。

 両審議会が、割引率の変動から生じる保険負債の変

動をその他の包括利益において表示することに同意し

た場合、損失認識テストを実施すべきか。

審議会メンバーの一名は、すべての変動を損益におい

て認識することを好むが、貸借対照表において負債を現在

価値で表示し、割引率の変動をその他の包括利益におい

て表示することは、透明性を向上し、現在の実務を改善す

ることになるため、その他の包括利益を使用することは妥協

策として支持できると述べた。

多くの議論が、スタッフにより提案された「その他の包括

利益を使用した解決策」は損益計算書とその他の包括利

益において潜在的に「相当のミスマッチ」を生じる影響を実

際には有しており、それゆえ、透明性が低下し、誤った情

報の表示をもたらすとした、ある IASB の審議会メンバーが

表明した見解に集中した。彼は、割引率の見積り方法であ

る「トップ・ダウン・アプローチ」のようなモデルに対する他の

改訂により変動性の低減の目的が対応され、おそらく変動

性の論点に対するその他の包括利益の解決策の必要性は

なくなると考えていた。

その他の包括利益の解決策に反対する審議会メンバー

は、資産と保険負債のデュレーションにミスマッチが存在す

る場合、損益計算書の表示結果は意味がないものとなると

反論した。

彼は、資産と負債のデュレーションがマッチしていたとし

ても、負債の減少前に資産を売却した場合、損益計算書が

意味のないものとなると述べた。

彼の見解を示すために使用された例は、デュレーション

がマッチした負債性金融商品が購入されている 10 年の保

険契約であった。仮に負債性金融商品が 5 年目で売却さ

れ（例えば、７％から５％に金利が低下したことにより）利益

が計上され、新しい負債性金融商品が保険契約の残り 5

年のデュレーションに対応するために購入された場合、利

益は売却時に損益計算書において認識される。しかし、金

利の低下による保険負債の未実現損失は継続してその他

の包括利益に表示される。さらに、増大する保険債務の高

い金利費用に対し、新しい有価証券（負債性金融商品）は

金利が低いため、投資収益が減少することになる。保険債

務の期間全体にわたり資産の売却がない場合に限り、損益

およびその他の包括利益において対応したポジションが存

在することになる。彼は、資産および負債の双方が公正価

値または現在価値で評価され損益にて認識されることと比

べた場合、その他の包括利益による解決策が機能しないこ

とをこの例が証明していると主張した。

スタッフペーパーの第二の例は、彼の見解において同

様に問題となる結果を示していた。その例は、保険者が五

年の保険契約を引受けた際に、（同じデュレーションの債

券がなかったため）三年の債券を購入すると仮定した。金

利は三年にわたり下落し、その後、保険者は保険債務の残

りの二年のデュレーションに対応するためにより低い利率で

再投資を行う。（契約引受時から会計期間のミスマッチが存

在するとしても）最初の三年間においてはスプレッドを稼ぐ
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こととなり、最後の二年間は、デュレーションは対応している

が損益計算書において負のスプレッドを表すこととなるため、

彼の見解では損益計算書は意味のないものとなる。その一

方で、包括利益の合計は、金利の低下に伴う損失の増加

を示し、デュレーションのミスマッチの経済的現実を表す、

そして、期間のミスマッチが解消された最後の二年間は正

の包括利益となる。

審議会メンバーとスタッフは、この審議会メンバーの議論

にさまざまな観点から反論した。ある審議会メンバーは、強

調されたミスマッチは、資産に関する償却原価もしくは売却

可能の指定を受容した結果であり、損益計算書は投資した

資産の契約上のリターンを正確に反映していると述べた。

このモデルに問題があるとすれば、それは公正価値評価を

損益で認識する資産分類以外の資産評価のモデルの問

題であるが、両審議会は既にこの論点について結論に達し

ており、最近も再審議を行っているため、見解を変更する

意思は明らかにない。包括利益ベースでは、第二例のデュ

レーションのミスマッチを含み影響額のすべてを表示できる。

しかし、別のメンバーは、両審議会が包括利益の概念に取

り組んでいるが、多くの利用者はいまだに損益計算書に注

目していると警告した。別のメンバーは、デュレーションが

対応していたが資産が売却された最初の例では、デュレー

ションが対応したポートフォリオにおける可能性が高いシナ

リオは、負債が同時に支払われることであり、それゆえ、利

益が相殺されると述べた。

他の審議会メンバーの一名は、その他の包括利益の表

示に対する代替的な解決策は、割引率の変動を損益計算

書の独立したセクションにおいて表示することであると指摘

し、その他の包括利益を「やみくもに」使用することを一つ

の業界に許容することは適切ではないと述べた。しかし、ス

タッフは、両審議会は他のすべての業界に対して、負債を

公正価値で評価し損益において計上するという結論には

至っておらず、それゆえ、保険業界に負債を現在価値によ

り評価し損益において認識することを求めることは同様に

不公平であると後に述べた。

審議会メンバーは、二つの「ミスマッチ」の例を挙げた

IASB のメンバーに、彼が考える解決策は何であるか尋ね

た。彼は、より良いアプローチは IFRS における年金会計に

類似するモデルの採用であると提案し、そのモデルにおい

ては、年金負債の金利費用を計算するために使用される

金利は、期首時点での現在の金利であると述べた。残りの

変動部分がその他の包括利益において認識される。スタッ

フは、この方法は複雑であり、原価会計アプローチに焦点

を当てている利用者が理解するのは難しいと考えられると

回答した。FASB のメンバーの一名は、保険会社が各期の

契約上の金利フローに基づいて事業を行っているにもかか

わらず、IASB のメンバーが提案した方法は、損益計算書に

おける純額の金利に対する公正価値の表示であり、残りの

部分をすべてその他の包括利益において認識すると述べ

た。別の IASB のメンバーは、平準化のメカニズムを理由に

年金会計の方法に反対し、他のメンバー同様、償却原価

の構成要素を見ること、すなわち実際の契約利率で損益計

算において計上することを好むと主張した。

投票において、FASB（全員一致）および IASB の大多数

が、割引率の変動から生じる保険負債の変動をその他の

包括利益において表示することに賛成した。

第二の質問は、（割引率よりむしろ）金利に感応するキャ

ッシュ・フローの仮定の変動から生じる保険負債の変動に

ついてもその他の包括利益において表示をするべきかとい

う論点であった。例示として、失効もしくは解約の仮定と、

（最低保証利率のような）オプションおよび保証が挙げられ

た。

IASB のメンバーの一名は、割引率を変更する際に、金

利に感応する仮定の変更を含めてモデルを再計算すれば

実務上簡単であると言うスタッフもいれば、これらを除いた

方が簡単であると言うスタッフもいると述べた。IASB のスタ

ッフは、どちらの方法も追加的な計算が必要であると明言し

た。

ある FASB のメンバーは、オプションと保証における割引

率の変動は、損益において認識されるべきキャッシュ・フロ

ーの変動と類似しており、実際には保険者が負担すべき金

額の変動であると指摘した。別の FASB のメンバーはこれ

に同意し、損益の表示は引受結果を理解するために必要

であると述べた。

IASB のメンバーの一名は、もし会社が異なるモデルを保

有し、それらモデルを計算および再計算する能力があるな

らば、両審議会は異なるアプローチの使用を許容するのか

尋ねた。スタッフは、どちらかの方法が決定されることになる

が、どの方法を適用するか会社の選択に委ねるよりも、一

つの方法を要求することを提案すると回答した。

投票において、FASB（5 名）および IASB(13 名)の両審

議会は金利に感応するキャッシュ・フローの仮定の変動か

ら生じる保険負債の変動について、その他の包括利益で

はなく損益をとおいて認識することを支持した。

両審議会に提出された第三の質問は、割引率の変動か

ら生じる保険負債のすべての変動をその他の包括利益に

おいて表示することに同意した場合、これらの変動の損益

における表示が会計上のミスマッチを排除もしくは著しく低

減しない場合においても、すべての変動をその他の包括利
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益において認識すべきかであった。この論点を審議する際

に、計算単位の論点についても間接的に取り扱われた。

IASB のメンバーの一名は、標準的な取り扱いとしてその

他の包括利益を使用することは、金融商品のガイダンスと

整合しないと述べ、スタッフの提案に強く反対した。彼は、

その他の包括利益における計上が改善である（つまり、ミス

マッチを防ぐ）ことを証明できなければ、保険者は損益をと

おして変動を認識すべきと考えている。別の審議会メンバ

ーは、保険者が売買目的有価証券を保有し、変動を損益

において報告する場合に、そして、また別の審議会メンバ

ーは、保険契約に対応する固有の資産を保有していない

保険契約を発行している非保険会社に対して懸念があると

して同意した。スタッフは、その他の包括利益の使用を標

準とする理由は、会議の冒頭で述べたように、その他の包

括利益を使用することで、会計上のミスマッチ以上に他の

二つの目的（損益の変動性の低減および引受結果の区分）

を達成することを目指しているからであると回答した。さらに、

保険者の資産には償却原価で評価される抵当貸付金もし

くは公正価値で評価され変動が損益において認識される

売却目的の有価証券も低い割合で存在するが、多くはそ

の他の包括利益をとおして売却可能資産として計上される

ことが予想されると述べた。

FASB のメンバーの一名は、投資資産と関連する保険負

債の間に会計上のミスマッチが存在するか否かの第二のテ

ストを実施せず、公正価値での評価とその他の包括利益に

よる変動の認識を要求することを提案した。これは、ミスマッ

チをトラッキングし続けることが困難だからである。別の

FASB のメンバーは、保険者は時には資産ポートフォリオの

調整（リバランス）を行う可能性があり、そして、保険者が資

産を売却する都度、割引率の変動をどこで認識するかを再

決定する方法を要求することには問題があると述べ、この

見解に好意的であるように思われた。継続的な調整をとも

ない、操作もしくは資産売却の「えり好み」を行う能力が必

要なため、トラッキングは困難すぎて実施できないであろう。

IASB のメンバーの一名は、ポートフォリオ・レベルであっ

てもトラッキングは困難であろうと述べた。FASB のメンバー

の他の一名は、有配当保険契約のように契約との関連性

がある場合以外は、会計上のミスマッチが生じた場合、トラ

ッキングすることは困難かもしれないと付け加えた。

スタッフは、有配当保険契約に関しては、両審議会はす

でに、保険負債の価値は、資産の価値と整合した会計処

理を行う（「ミラー・アカウンティング」）と結論を出していると

説明した。スタッフは、この割引率の変動のようなその他の

決定が、有配当保険契約に関する決定とどのように相互に

影響し合うかを今後の審議会において検討する予定である。

議長が採決を行った改訂後の提案は、割引率の変動か

ら生じる保険負債の変動をその他の包括利益において表

示する際、すべてのこのような変動をその他の包括利益に

おいて認識すべきかであった。これは、「これらの変動の損

益における表示が会計上のミスマッチを排除もしくは著しく

低減しない場合」とスタッフペーパーにおいて提案されてい

る第二の構成要素を削除するものである。

7 名中 5 名の FASB のメンバーがこの提案を支持し、最

初の採決において IASB の１４名中７名のみがこの提案を

支持した。しかし、結論を出すために、IASB メンバーの一

名が見解を変更し、議長の提案を支持した。すべての割引

率の変動から生じる保険負債の変動をその他の包括利益

において表示すると決定したため、スタッフペーパーに当

初提案された計算単位の論点について取り扱う必要がなく

なり、両審議会は適用の機能的構造の論点に進んだ。

スタッフにより提案された次の論点は、保険契約債務に

基づき損益計算書において認識される金利費用を表示す

るためには、どのような割引率を使用すべきかであった。契

約引受時にロック・インされた割引率とするか、もしくは、会

計期間の期首における現在の割引率とするか。

IASB メンバーの一名は、（以前の議論と整合して）現在

の割引率のほうが関連性があると主張したが、他の IASB

および FASB のメンバーは契約引受時の割引率を支持し

た。スタッフは、契約引受時の割引率こそが保険者の料率

設定に固有の割引率であり、また、償却原価のモデルによ

り整合的であると述べ、契約引受時の割引率を支持した。

両審議会は、保険契約の引受時における割引率を使用す

べきとするスタッフの見解を支持する投票をした。

これに付随して、損益計算書に表示される金利費用の

計算において、予想キャッシュ・アウト・フローの増加のよう

な仮定の変更に対してどの割引率を適用するかという論点

があった。スタッフは契約引受時の割引率に固定すること

を提案した。

スタッフは、現在の割引率を使用することは過度に複雑

であり、追加的な便益は得られないと考えた。会社は、当

初に認識した負債に使用したキャッシュ・フローおよび割引

率と、各キャッシュ・フローの変動を階層に区分する必要が

ある。そして、これらの階層は、将来の期間においてトラッ

キングされ、また、その他の包括利益の調整を決定するた

めに、新しい現在の割引率を使用したキャッシュ・フローの

現在価値と比較される必要がある。その後、この階層を、キ

ャッシュ・アウト・フローに応じて一定の法則で逓減させる必

要がある。
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投票において、両審議会の大多数が、固定された割引

率を使用するスタッフの提案に同意した。

その他の包括利益の議論における最後の論点は、提案

されたその他の包括利益の解決策において、損益計算書

が現在の割引率を使用した負債の価値を反映しない（しか

し、代わりに引受時の割引率を使用する）という事実を考慮

して、損失認識テストを必要とするのか否かという点であっ

た。これは、資産の運用利回りが予想よりも低く、負の金利

差となっている場合には、潜在的に損益計算書における損

失の認識が遅れる可能性がある。このような損失認識テスト

なしでは、負の金利差は、残りの契約期間にわたり金利費

用および金利収益が認識された時点で損益計算書に反映

されることになる。

損失認識テストへの反対は IASB および FASB の双方か

らあった。審議会メンバーの一名は、審議会は先に述べた

理由によりその他の包括利益の使用を要求すべきであると

決定したばかりであり、これはその決定と整合性がないと述

べた。別の審議会メンバーは、保険のプロジェクト全体をと

おして、資産と負債の測定は独立して行われるべきである

と強調されてきたと述べた。あるスタッフは、金融機関にお

いて、例えば金融負債の契約上の利回りが５％であり、金

融資産の利回りが３％のみである場合、または、他のいか

なる業種においても資産の利回りが借入利率を下回る場

合においては、このような損失を認識しないと述べた。

FASB の審議会メンバーの一名からあがった反対意見は、

損失認識テストを実施しない場合、株主に分配可能な剰余

金が過小評価されるというものであった。

投票において、両審議会の大多数はその他の包括利益

モデルにおける損失認識テストを棄却した。

契約獲得費用の表示

保険契約獲得費用の表示に関する論点が再度、審議会

に提出された主な二つの理由は、(1)FASB の複数のメンバ

ーが契約を獲得するために第三者に支払うコストを、保険

契約者に対して義務を履行するために発生すると予想され

るキャッシュ・フローと同じように表示することに対して懸念

を示したこと、そして、(2)両審議会が包括利益計算書にお

いて取引量の情報を含めることに仮決定を改訂したため、

どのように契約獲得費用を表示するべきかという問題が生

じたことである。

スタッフは、ビルディング・ブロック・アプローチにおける

財務諸表の表示に関して三つの代替案を作成した。

A) 契約獲得費用を回収する権利を資産として計上する

（これは現在の実務および最新の収益認識プロジェク

トの提案と整合している）。

B) 契約獲得費用をマージンを決定するために使用する

キャッシュ・フローに含めるが、これらの予想キャッシュ・

アウト・フローは保険契約者への義務とは区別して表

示する。（潜在的には、マージンと共に表示される可能

性がある）この負債は包括利益計算書へ直ちに影響を

与えることなく、契約獲得費用の発生に応じて逓減さ

れる。この費用を独立して償却せず、マージンの一部

として償却する。もしくは、

C) （公開草案および予備的見解と整合的に）契約獲得費

用をマージンを決定するために使用するキャッシュ・フ

ローに含める。包括利益計算書においては、契約獲得

費用を費用処理し、契約獲得費用が「発生した」際に、

同額の収益を認識する。

代替案 B および C における「契約獲得費用が発生した

際」という文言は、スタッフペーパーには記載されていない

が、これは、特定の契約獲得費用を支払う契約上の債務が

存在する時点を意味しているようである（例えば継続保険

料の支払期日に、継続手数料の支払いが生じる）。

FASB 教育セッション：

審議会メンバーの一名は、スタッフペーパーは代替案 A

を否定しているが、資産分類に反対することは、収益認識

プロジェクトにおいて無形資産の認識に関し至った結論に

ある両審議会の最新の見解と整合していないと述べた。ま

た、繰延契約獲得費用を資産として独立して表示すること

は、主要な業績指標として重要であるとする複数の利用者

からの見解とも整合していない。

FASB のスタッフは、代替案 A を好むが、契約獲得費用

を独立した無形資産ではなく契約に関連するキャッシュ・フ

ローの一部と考える IASB の公開草案の見解とのコンバー

ジェンスを図るための妥協策として、代替案 B を勧めると述

べた。しかし、代替案 B は、保険契約者への債務を契約獲

得費用の支払債務と区分すべきであるとする FASB の目的

にも合致している。つまり、予想される将来の契約獲得費用

の債務は、保険契約者への債務から区分して表示され（代

わりにマージンと統合され）、そして、この負債は契約獲得

費用の発生に応じて逓減される。発生した契約獲得費用

は、マージンの調整表において個別に表示される（これに

より、要求された新契約を得るために発生した契約獲得費

用の情報を利用者に提供する）。この取り扱いは、契約獲

得費用が支払われた際の保険契約者への負債の減少、も
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しくは契約獲得費用の見積りの変更があった際の保険契

約者への負債の変動を示すことを回避している。

包括利益計算書における総額での保険料および費用情

報の表示についての提案はまだ最終化されていないが、

包括利益計算書の観点からビルディング・ブロック・アプロ

ーチにおいては、代替案 B は時の経過とともに契約者から

受け取る保険料の累積額よりも少ない金額が表示されるた

め、包括利益計算書における表示には不利であるとスタッ

フが説明した。スタッフは説明していないが、これは恐らく

純額でのマージンの開始地点となる金額を保険料として表

示することに起因する。審議会メンバーの一名は、なぜ契

約獲得費用を保険料と相殺するのではなく、費用として総

額で表示できないのか尋ねた。スタッフは、可能であるが、

実務的には難しいであろうと回答した。

代替案 C は契約獲得費用をその他のキャッシュ・フロー

として取り扱い、改訂された包括利益計算書における保険

料、保険金および費用の「総額」表示のもとでは、これらは

発生した際に費用として表示され、同額の収益と相殺して

表示される。FASB のメンバーは、保険契約者に対する契

約上の債務の履行（収益認識の概念）とは関係のない事象

（例えば、代理店に対する手数料の支払い）に関して保険

料を認識する論理的根拠はないと述べ、この取り扱いに強

く反対しているようであった。

審議会メンバーの一名は、契約獲得費用は収益と相殺

せず即時に費用処理するべきである（つまり、保険契約の

測定モデルに含めない）と述べたが、このアプローチにつ

いては既に議論され、以前の審議会において棄却されたこ

とを認識していた。しかし、別の FASB のメンバーは、すべ

ての契約獲得費用を費用化する方法の支持者は、契約獲

得費用を事実上費用化する代替案 C を好むかもしれない

と述べたが、後に、引受時のすべての収益を繰り延べること

は合理的ではないと気付き、収益がこのような費用を補う限

りは相殺を許容した。別の審議会メンバーは、彼の見解で

は、契約獲得費用は期間費用であり、それゆえ、繰り延べ

られた収益との相殺は適切ではないと述べた。

保険料配分アプローチにおいて、FASB のスタッフは、

契約獲得費用を無形資産として表示するのではなく、その

代わりに、負債と相殺するというビルディング・ブロック・アプ

ローチと類似した取り扱いを提案した。しかし、保険料配分

アプローチにおいては、マージンは残存カバレッジに関す

る負債に内在的に存在しており、それゆえ、契約獲得費用

は貸借対照表において残存カバレッジの負債に対して相

殺される。包括利益計算書においては、保険料は総額ベ

ースで計上され、契約獲得費用の償却も総額で認識される。

契約獲得費用の総額表示がビルディング・ブロック・アプ

ローチではなく保険料配分アプローチにおいてなぜ可能な

のかと尋ねる声もあったが、FASB のメンバーは全体的にこ

のアプローチを支持しているようであった。スタッフは、保険

料配分アプローチにおいては総額表示は複雑ではなく、

経費率を算出するために必要であるとの利用者の希望を

反映したと述べた。

IASB 教育セッション：

スタッフは、包括利益計算書において取引量の情報を

含めるとした両審議会の従前の仮決定を受けて、どのよう

に包括利益計算書において契約獲得費用を表示するか再

度検討する必要が出てきたと述べた。

スタッフペーパーは、無形資産として表示する代替案 A

を却下しているが、数名の審議会メンバーはこの件に関し

明確な理由を求めた。彼らは、契約獲得費用が資産の定

義に該当するか否かで、明確な結論を得るべきであると主

張した。

スタッフは、収益認識の議論における審議会の結論は独

立した資産を認識するということであったと回答した。しかし、

スタッフは、収益認識プロジェクトでは顧客からの収益の配

分（つまり、履行義務の稼得）が焦点となるが、保険契約プ

ロジェクトでは負債の測定が焦点となると付け加えた。数名

の審議会メンバーは、契約獲得費用に関連するキャッシ

ュ・フローは保険事象に関連しないため、保険負債の測定

からは控除すべきであるという懸念をここで述べた。しかし、

他の審議会メンバーは、資産としての認識に対して反対す

る意向を明確に示した。

議論の中で、審議会メンバーは、この論点に関して審議

会が決定すべき主な事項を以下のとおり特定した。

 貸借対照表における総額表示もしくは純額表示

 包括利益計算書における顧客からの入金の全額認識

もしくは部分認識

 潜在的な契約当初における収益の認識

 ビルディング・ブロック・アプローチと保険料配分アプロ

ーチにおける異なる取り扱いの可能性

スタッフはどの代替案にも欠点があると述べ、審議会メン

バーもこの発言に同意した。このような状況ではあるが、数

名の審議会メンバーは、代替案 C に類似する解決策を支

持し得ると述べたが、保険料を契約当初に認識するのでは

なく時の経過によるべきであるとした。
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しかし、他の審議会メンバーは、契約当初の保険料を認

識しないという提案に反対した。彼らは、契約獲得費用との

相殺を目的とした収益の契約当初における認識は、代理

店がサービスを履行し、その結果、会社に利益をもたらした

という事実により正当化できるという強い見解を持っていた。

審議会メンバーから問題が提起されなかった補助的な

論点は、保険料配分アプローチにおいて異なる表示を必

要とするかという点であった。スタッフペーパーにおいても

議論されていない。これは IASB のメンバー（および IASB

のスタッフ）が保険料配分アプローチをビルディング・ブロッ

ク・アプローチの近似とみなしており、契約獲得費用に関し

ても同じ表示の原則を適用すべきであると合意しているた

めである。

FASB/IASB 合同審議会：

スタッフは、収益に関連して多額の費用が発生する場合、

契約獲得費用は保険者にとって特に重要であることを両審

議会に再確認させた。例えば、長期間の生命保険契約に

関する手数料は初年度の保険料を上回る可能性がある。

スタッフはさらに、二つの審議会は測定の一部とすべき

費用の種類について異なる見解を有している（FASB は不

成功の活動に関する費用を除いている）が、この見解の相

違については今回の審議においては議論しない予定であ

ると述べた。

スタッフは、スタッフペーパーにおける三つの代替案の

差異を以下のとおり要約した。

 代替案Aは無形資産の総額を表示するが、代替案Bお

よび代替案Cは純額の契約資産もしくは契約負債を表

示する。

 代替案Aおよび代替案Cは契約獲得費用を損益計算

書の表示項目とするが、代替案Bは表示項目とはしな

い。

 代替案Aは契約獲得費用の償却を時の経過に基づき

行うが、代替案Cは発生時に費用を表示する。

 代替案Bはマージンおよびマージンの調整表に、契約

獲得費用を開示する。

 代替案Bは、少なくとも二つの負債（マージンの合計か

らは独立した保険契約者債務と契約獲得費用の債務）

を表示するが、代替案Cは一つの負債である。

IASB のメンバーの数名は、契約獲得費用の損益計算書

における表示に関する回答は、モデルのその他すべての

要素を損益計算書において総額表示するのか、その場合

どのように行うのかに左右されるとコメントした。例えば、保

険料が引受もしくは発生基準に基づき総額表示されるかど

うかは、契約獲得費用の認識のタイミングに影響する。スタ

ッフはこの論点について両審議会にペーパーを提出して

いない。

ある IASB のメンバーは、仮に取引量の情報が表示され

れば、代替案 C の方が代替案 B より望ましいと提案した。

FASB のスタッフは、代替案 B は、損益計算書において総

額で契約獲得費用を配分するよう修正することが可能であ

ると回答した。

議論は多岐にわたった。ある時点で、IASB のメンバーの

一名と FASB のメンバーの一名が、契約獲得費用は期間

費用として費用処理すべきなのではないか提案したが、別

のメンバーは彼らに、収益認識プロジェクトにおいて特定の

契約獲得費用を資産計上するとした現在の方向性と一貫

性がないと説明した。数名の FASB のメンバーは、収益認

識プロジェクトとの整合性から、契約獲得費用を保険契約

のキャッシュ・フローの一部とするのではなく、資産として計

上することが望ましいとの考えを述べた。即時に費用処理

することを支持していた IASB のメンバーは、費用処理しな

いのであれば、資産としての表示が代替案 B や代替案 C

よりも単純に思われると同意した。

FASB のメンバーの一名は、契約獲得費用を保険契約

の計算から控除するという FASB の他のメンバーと共有し

た見解を述べた。彼の見解によれば、費用が保険契約者

以外に対して支払われる場合、契約獲得費用は保険負債

から区分されるべきである。それでは保険金裁判費用もモ

デルから控除すべきなのかと質問が出たが、別の FASB の

メンバーが、保険金裁判費用は保険契約者に対する債務

を履行するために発生する費用であるため、保険契約の測

定には含むことができると説明した。

代替案 B が代替案 C と異なるマージンを算出するので

はないかと尋ねられた際、FASB のスタッフは、同様に計算

され同じマージンを算出すると回答した。つまり、マージン

は予想される保険料から（IASB においてはリスク調整を含

めた）予想キャッシュ・アウト・フローを控除することで算出さ

れる、そしてこれらのアウト・フローには直接契約獲得費用

が含まれている。スタッフの例示では、これは CU2400 に該

当する。しかし、代替案 B においては、CU1200 の代理店

に対する予想支払い債務は、保険契約者に対する支払い

債務の CU8400 に含まれるのではなく、支払が完了するま

ではマージンの CU2400 に含まれている。どの方法を採用

しても、損益計算書における各期の純額による結果は同じ

であるが、表示に関しては、代替案 C が契約獲得費用を

発生時に相殺する収益とともに認識する一方、代替案 B で
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はどちらも認識しない。代替案 B における収益の総額は代

替案 C の CU12000（期間にわたり実際に保険契約者より

回収した金額）に対して CU10800 となる。

FASB の議長および数名の審議会メンバーは、代替案

C に対する反対の意向を明確にし、特に契約獲得費用を

発生時に認識し、同期間に同額の収益を認識させる要件

に反対した。これは、ある期間において、費用が多く発生す

ればするほど、より多くの利益が生じるという直感に反した

結論がもたらされるからである。収益は時間とともにのみ稼

得されるべきである。彼らは代替案 A（資産計上）を好むが、

メンバーの一名は即時費用処理についても支持できると、

また、少なくとも 5 名のメンバーは、代替案 B を妥協策とし

て支持できると述べた。

IASB の議長は、少なくとも代替案 A を考慮すべき項目

から除くことができるか投票を求めた。IASB のメンバーの１

０名が代替案 A の除外に賛成の投票をした。FASB の議長

は、異なる方法で FASB の採決を行うと述べ、最初に代替

案 C を支持する者（なし）、次に代替案 A を支持する者（6

名の賛成）、最後に代替案 B を妥協策として支持できる者

（5 名の賛成）の順で投票を行った。

IASB のメンバーの一名は、コンバージェンスを達成する

ために、契約者からの受取保険料を全額、総額表示するこ

とと、契約獲得費用を時の経過とともに償却することを除い

て、代替案 B に IASB が賛成できるのではないかと提案し

た。IASB の議長はこの項目を未決項目とし、損益計算書

の表示に関する提案が準備でき、審議できるようになるまで

待つことを決定した。

IASB リスク調整および残余マージン（IASB 単独のセッショ
ン）

IASB は、リスク調整と残余マージンに関する仮決定に対

し、何らかの変更を行うべきか検討を行った。

スタッフペーパーにおいて、IASB により提案されたビル

ディング・ブロック・アプローチと FASB により提案されたビ

ルディング・ブロック・アプローチに関する主な三つの差異

が要約されていた。

 再測定：IASBのリスク調整アプローチは、リスクの増加

および減少の双方を反映するが、FASBの単一マージ

ンアプローチは、（契約の後半において償却が減速す

るにもかかわらず）リスクの減少のみを反映する。

 残余マージンの解放パターン：IASBはサービスのパタ

ーンに基づき解放することを提案しているが、FASBはリ

スクからの解放に基づき配分される。

 残余マージンへの調整：IASBにおいては、将来キャッ

シュ・フローの見積りの変更は残余マージンにおいて

相殺される。FASBにおいては、将来キャッシュ・フロー

の見積りの変更は単一マージンと相殺されない。

数名の審議会メンバーは、リスク調整の変動を損益にお

いて認識する一方で、将来キャッシュ・フローの見積りの変

動を残余マージンと相殺することを許可した根拠を尋ねた。

例えば、キャッシュ・フローが再見積りされ、そして、残余マ

ージンに対して将来キャッシュ・フローが減少した場合、こ

れらのキャッシュ・フローにおけるリスク調整の変動は収益

で認識される。それゆえ、彼らは、直観に反して、二つの要

素がそれぞれ異なって機能すると感じていた。スタッフは同

意し、リスク調整の変動に関連し考慮すべき論点が二つあ

ると述べた。第一に、保険者がより良い情報を入手するに

応じて（すなわち、時の経過に応じて、または、事業体が実

績を得るにつれ）、リスク調整の自然なラン・オフが存在し、

それゆえ、これは損益において認識される。しかし、リスク

量の増加もしくはリスクに対する料率の変動のいずれかが

存在するという第二のケースにおいては、残余マージンが

キャッシュ・フローの見積りに関してアンロックされた場合、リ

スク調整のこの要素が残余マージンに対しても概念的には

調整されるべきである。スタッフは、実務的な観点から、この

分離を決定するのは困難であると述べた。しかし、数名の

審議会メンバーは、後の議論においてこの点に立ち戻り、

審議会はリスク調整を分離するというオプションを検討する

ことを望むかもしれないと示唆した。

別の審議会メンバーは、容認された三つの計算技法へ

の限定が現在は削除され、リスク調整の計算に関して保険

者の裁量が大きいことに懸念を表明した。他の審議会メン

バーたちも同じ懸念を示し、経営者はいつでも自らのリスク

に関する考え方に基づき、リスク調整をどのように変更する

かについて完全な自由裁量を有するかもしれないと述べた。

しかし、審議会メンバーの一名は、信頼期間の開示が要求

されるため、この提案は問題ないと述べた。彼は、さらに、リ

スク調整は企業固有の測定であり、この提案は、経営者が

料率やリスク量ではなく特定の日に懸念があるという理由だ

けでリスク調整を再評価するという選択肢を効果的に提供

すると述べた。彼は、この選択性が除かれるのであれば、

信頼期間の開示を作成するという要件も削除されることを

望むであろう。他の審議会メンバーは、この論点に対応す

るために、リスクに対する企業固有の観点と対照的に市場

参加者の観点から議論を行ったが、彼らは、過去の議論に

おいて明らかとなった仮想的な市場参加者の見解を実務

的に決定することの難しさを思い出すこととなった。

審議会メンバーの他の一名は、リスク調整に賛成する彼

の見解を強く主張した。彼は、どの計算技法を企業が採用

しようとも、各期において継続的にその技法を採用すること
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が重要であると述べた。それゆえ、（彼は、リスクの観点が

企業固有であるため、保険者間においては整合的ではな

いことを認めているが）リスク調整は、読み手に対し保険者

が晒されているリスクの種類やどのようにリスクを管理してい

るかを伝えるため、利用価値の高い情報を提供することに

なる。彼は、この情報は既に内部的にビジネスの評価や契

約の料率設定のために使用されており、また、監督者や投

資家も使用している、そして、これらの数字を既に報告して

いる国もあるため、なぜこの情報が保険モデルにおいて使

用されないのか理解できないと付け加えた。別の審議会メ

ンバーは透明性の観点から明示的なリスク調整を支持した。

審議会メンバーの他の一名は、リスク調整は単一マージン

では取扱っていない、カバレッジ期間以後のリスクの変動

シナリオを取扱っていることを理由に、リスク調整を支持し

た。

多くの審議会メンバーは、主にリスクに基づく償却パター

ンを理由に FASB の単一マージンアプローチを支持してい

なかった。審議会メンバーの一名は、死亡構成要素が小さ

く実際は投資契約の要素が大きい生命保険契約の範囲で

は、この契約の利益の大部分は、投資管理において提供

されるサービスに関連したものであろうと述べた。保険契約

者からの受取保険料により管理される資産レベルの増加に

応じて提供されるサービスは増加し、それゆえ、より多くの

サービスが提供される契約の後半において、利益は増加

すべきである。しかし、FASB の単一マージンモデルにおい

ては、リスクの解放に応じて利益は認識されるため、契約の

後半において認識される利益が大きくなることはないであろ

う。しかし、審議会メンバーの一名は、単一マージンの単純

な性質は魅力的であると述べた。

投票において、大多数の審議会メンバーは、リスク調整

の変動は損益において反映し、更新された明示的なリスク

調整を含めるという、IASB の仮決定を維持することに賛成

した。

将来キャッシュ・フローの見積りの変更を残余マージンと

相殺すべきかについて、ある審議会メンバーが、見積りの

変更により残余マージンは初年度に一掃されるのか尋ねた。

それゆえ、彼女は、いかなる事態が生じても、実際には変

更は損益において認識される（つまり、残余マージンを使

い切った場合、すべてが損益に反映させる）ことになるのか

尋ねた。スタッフは、彼らの分析によれば、極めて多額の残

余マージンが存在しており、それゆえ、これらの変動を損益

に反映させず相殺した場合、大きな差異が生じることになる

であろうと回答した。

ロック・イン・アプローチを好む審議会メンバーは、これは

主にアンロック・アプローチの実務上の懸念に起因している

と述べた。これに対して、審議会メンバーの一名は、現在ま

でどのようなフィードバックが届いているか尋ねた。スタッフ

は、複雑性が懸念事項として述べられているが、それよりも

変動性の問題を解決するのに役立つと重要視されているよ

うであると回答した。

投票において、大多数が IASB の暫定的な提案と整合し

た、将来キャッシュ・フローの見積りの変更を残余マージン

と相殺することに賛成した。IASB は、その他の見積りの変

更（例えば、リスク調整のすべてまたは一部の変動）が残余

マージンと相殺されるべきかについて調査を行わないこと

を僅差で決定した。
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