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観点が両審議会において検討されていること、ならびに

明確化することがしばしば難しいことより、これらの

およびIASBのOBSERVER NOTEにおいて公表される

暫定的結論は、将来の両審議会における議論により変更

FASBの決定は、最終基準書を公表するための公式投票

既経過保険料の測定方法の検討」に関

教育セッションにおいて、IASB および

の審議会は、保険料に関する収益タ

金額について包括利益計算書での

表示方法を検討した。実務上の課題

され、数値例を使用してモデルの説

がなされた。このような表示に有用性があ

また、注記における取引量の開示

じている公開草案の要約マージン・ア

プローチのほうが適切ではないかについて

分かれた。スタッフは、保険ワーキン

グ・グループにおいて作成者および利用者

論点を検討するために、これらのコメ

ち帰った。決定事項はなかった。

FASB および IASB は、保険契約におい

区分処理された構成要素へのキャッシュ・

配分について議論を行った。両審

議会は、投資構成要素

益認識の公開草案

払額を残りの

サービスに配分

加え、契約獲得費用

ッシュ・アウト・フローは

的な方法」で

IASB は、

関してフォローアップの

は、契約獲得費用

の表示に対

的な影響を検討

に至らなかった

得費用を契約期間

好んでいるようであり

討をさらに進

なものとして利用し、必要に応じて原文を参

Board Meetings and

ならびに、IASBおよびFASBの暫定的

これらの議事録は、FASBのACTION

される決定とは異なる可能性がある。

により変更される可能性がある。IASB

公式投票の完了においてのみ最終化

投資構成要素を個別に測定し、収

公開草案の提案に従って残余支

りの保険構成要素および財または

配分することを決定した。これに

契約獲得費用や履行費用などのキャ

ッシュ・アウト・フローは、「合理的かつ継続

で帰属もしくは配分される。

、さらに契約獲得費用の表示に

してフォローアップの審議を行った。IASB

契約獲得費用とそれに関連する保険料

対する保険料アプローチの潜在

検討した。この審議会では決定

らなかった。しかし、審議会は、契約獲

契約期間にわたり認識することを

んでいるようであり、このアプローチの検

進めるようスタッフに指示した。
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IASB/FASB 教育セッション
「既経過保険料の測定に関する検討」

教育セッションでは、「既経過保険料」の表示方法につ

いて理解を深めるという明確な目的のもと、「既経過保険料」

の表示に焦点が当てられた。スタッフは、この表示方法の

有用性、6 月後半に開催される保険ワーキング・グループ

において更なる検討を行うべき特定事項、そして、今後の

審議会において表示に関して両審議会が決定に至るまで

に必要とされるその他の情報の有無について審議会のメン

バーの見解を求めた。

公開草案では要約マージンの表示が提案されたが、

2011 年 10 月の審議会において、両審議会がビルディン

グ・ブロック・アプローチを適用する保険者は、保険料、保

険金、給付金および総額の引受マージンを包括利益計算

書において表示すべきことを仮決定した。これは、保険料

配分アプローチによる契約がビルディング・ブロック・アプロ

ーチによる契約と比較可能となるため、包括利益計算書に

おける取引量の情報が有用となるとのフィードバックへ対応

したものである。これに加えて、損益計算書における収益と

同様な保険料の金額は、保険セクターと他業種の比較を

容易にする。

スタッフは、（保険料に関し収益と同様な測定を行う）既

経過保険料法（earned premium method）に加え、他の二つ

の方法である保険料期日法（premium due method）および

引受保険料法（premium written method）も提案した。既経

過保険料法のもとでは、保険料は、保険金発生予想時期

およびマージンの解放（IASB のモデルにおいてはリスク調

整）に基づき収益として認識される。

スタッフは、すべての方法において、投資構成要素を最

初に区分することを確認した。

IASB のメンバーの一名は、保険料配分アプローチが既

経過保険料法を使用しているため、整合性の観点からこの

方法を支持する強い議論が起こるであろうと述べた。ビル

ディング・ブロック・アプローチに保険料期日法が採用され

た場合、損益計算書に二通りの区分が必要となるか、もしく

は、保険料配分アプローチにおける既経過保険料法から

保険料期日法への組み替えが必要となる可能性がある。

FASB のメンバーの一名は、引受保険料法は、認識時点

における引受保険料（つまり、取引量）を開示するため、収

益を表すアプローチというよりはむしろ活動を表すアプロー

チであると述べた。

多くの両審議会メンバーは、既経過保険料法と保険料

期日法の違いは、既経過保険料法が保険契約期間にわた

り発生する保険金に応じて保険料を配分しようとしている点

であると述べた。これに対して、保険料期日法は、保険料

の金額を期日に請求する実際の保険料に固定し、そして

保険金および給付金を請求した保険料に比例させて見積

る。双方の引受結果の合計は同じになるであろうと述べら

れた。

FASB のメンバーの一名は、既経過保険料法が合理的

であるが、記載をみると、契約獲得費用の取扱方法に関す

る説明が何もないと述べた。このメンバーは、両審議会は

収益認識に関するトリガーとしてこのような費用を含めること

を避けるために、モデルの作成においてこのような費用の

取扱いについて注意しなければならないとの懸念を示した。

当該費用が契約当初に収益に流れるようにした場合、収益

を増やすために費用を増大させる誘因が生じる可能性が

ある。これは意味があるとは言えない。

FASB のメンバーの一名は、スタッフにより提案された保

険契約負債の期首から期末への調整表による追加的な開

示についても支持を表明した。この調整表は受取保険料、

利息付与額、保険金、実績調整、そしてリスクマージン

（IASB に限る）と単一マージンや残余マージンの解放を表

す。

次に、スタッフは、既経過保険料法には実務上の課題が

あると述べた。その理由は、ビルディング・ブロック・アプロ

ーチを適用する保険者は、既経過保険料をカバレッジ期

間にわたり配分するために、残存カバレッジに関する負債

を発生保険金の負債から区分する必要があるからである。

FASB のメンバーの一名は、どの選択肢も理想的ではな

いと見解を述べた。この保険契約モデルは負債認識モデ

ルであり、収益認識モデルではない。IASB に関しては、保

険料配分アプローチの実務的取扱がビルディング・ブロッ

ク・アプローチの会計をもたらすべきではない。FASB に関

しては、二つのモデルが存在するため、異なる表示を容認

できる。さらに、利用者が取引量の情報を求めるのであれ

ば、これらの情報を注記に移動させることを可能とすべきで

ある。

FASB および IASB のメンバーの多くはこの見解を支持し

た。ある IASB のメンバーは、注記での補足情報の開示に

ついて論じている公開草案における要約マージン・モデル

を支持した。利用者は、おそらく、保険者の財務諸表と、例

えば製品製造会社の財務諸表を比較しないであろう。

FASB のメンバーの一名は、既経過保険料法の発生保

険金の項目には、契約を履行するためのビルディング・ブ

ロック・アプローチに組込まれた費用、例えば、税金、損害

査定費用および管理費用、間接費などのすべての費用が
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含まれるのか尋ねた。スタッフはこれを肯定した。次に、こ

の審議会メンバーは、これらすべての費用を期間に配分す

ることは難しいと述べた。契約当初に支払われる場合や、

期間にわたり支払われる場合、そして支払いが遅れる場合

もある。既経過保険料法においては、費用が固定的な要素

であり、そして収益が計算される要素であるため、何らかの

形で、発生した費用と収益を対応させる必要がある。

IASB のメンバーの一名は、既経過保険料法は保険者の

事業を理解する上で利点があると述べた。そして、これは

「収益」タイプの金額を求める声に対応するものでもある。し

かし、実務上の問題がある。彼の見解によれば、既経過保

険料法もしくは公開草案における当初の提案のいずれか

に存在する。問題は、既経過保険料の金額を算出すること

がどのくらい難しいかという点である。

スタッフは、次に、両審議会に対して終身保険および定

期保険についての多くの詳細な例を説明した。

データに変動のない事例においては、保険料の総額は、

将来に発生する保険金の発生確率に基づいて期間に配

分された。死亡の可能性が最も高い時点で、最も高額な保

険料が認識された。変動がある事例においては、死亡発生

時期の変動が数年後にあった。それゆえ、今後の発生確

率が変更された。保険料は一定であるが、仮定が変更され

る都度、保険料の配分が再計算される。言い換えれば、期

間に対する既経過保険料の金額は今後変動し続ける可能

性がある。この例においては失効の仮定や割引計算は考

慮されなかった。

FASB のメンバーの一名は、既経過保険料を測定する方

法は、保険者が顧客に対して保険適用範囲のサービスを

提供する方法を反映していると述べた。スタッフは、保険者

が契約始期において、その時点で予想される保険金およ

び給付金の見積りに基づいて保険料を算出することを確認

した。経過分として認識される各期間における保険料の金

額は、理論的には、保険者が、実際の契約の発行日を含

む各期間において別個の契約を発行したとした場合に、各

カバレッジ期間に対して負担する金額に近似する。

スタッフは、保険者は見積りの変更による戻入を識別し

なければならないという別の実務上の課題を述べた。これ

を行うためには、保険者は、将来の各期間に対する予想キ

ャッシュ・フローとリスク調整を、当初見積金額と事後の調整

金額の二つの構成要素に区分し、将来において解消され

るまで、双方の金額の履歴を記録することが要求される。

加えて、スタッフは、保険者は、見積りの変更を発生原因

に応じて別々に取り扱う必要があるという第三の実務上の

課題について述べた。当初の見積りであったかのように取

り扱う変更もあれば、事後の調整のように取り扱う変更もあ

る。

IASB のメンバーの一名は、将来に向けて前進するには、

実務的な側面から明確化することが重要であると述べた。

特に、彼は、どのような計算単位が適用されるのか疑問で

あると述べた。戻入を記録するための追加的な費用や過去

に策定してから長期間経過した計算仮定についても考慮さ

れるべきである。この論点は保険ワーキング・グループにお

いて検討される必要がある。

別の IASB のメンバーは、実務的な問題点が解決された

としても、通常の投資家にとって結論が理解可能なものとな

るのか懸念を示した。

スタッフは、審議会が保険料期日法および引受保険料

法にはあまり関心がなく、既経過保険料法を引き続き検討

することを支持していると理解したと述べた。彼らは、保険

契約負債モデルは収益認識モデルと調和せず、要約マー

ジン・アプローチを再検討する必要があるかもしれないこと

を理解した。スタッフは、契約獲得費用および保険金に関

連しない費用をそのモデルに組み込むという要望を理解し

た。失効率についても同様に組み込むべきである。計算単

位と履歴の記録にかかる実務上の費用についても保険ワ

ーキング・グループにおいて検討されるべきである。

IASB のメンバーの一名は、保険ワーキング・グループに

おいては特に費用対効果について議論されるべきであると

強調した。算出された収益の金額は利用者にとって本当に

有用なのか、彼らはそれを利用するのか、彼らはそれを理

解できるのか。

区分処理（アンバンドリング）：キャッシュ・フローの配分

過去の審議会において、両審議会は（過去の審議会に

て議論したとおり）特定の要件を満たした場合、投資構成

要素、組込デリバティブおよび財またはサービスの構成要

素を保険契約から区分することを決定した。今回の審議会

では、当該区分処理（アンバンドリング）を行う際のキャッシ

ュ・フローの配分方法について検討した。

両審議会は、配分方法に関してスタッフの提案を支持し、

変更点を明確にした上で以下の仮決定を行った。

a) 保険者は、投資構成要素と組込デリバティブにキャッ

シュ・フローを個別に帰属させる。これは、保険者が、

投資構成要素もしくは組込デリバティブを個別の契約

として発行したかのように測定することを意味する。そ

れゆえ、保険者は、投資構成要素に助成効果もしくは

割引/追加給付の如何なる影響も含めてはならない。
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b) 区分された投資構成要素および組込デリバティブに関

するキャッシュ・フローを控除した後に：

i. 対価よび割引/追加給付は、収益認識の公開草

案における提案に従い、保険構成要素および（も

しくは）サービス構成要素に帰属される。

ii. 一つの構成要素に直接関連する（費用および契

約獲得費用を含む）キャッシュ・アウト・フローは当

該構成要素に帰属し、そして、複数の構成要素

に関連するキャッシュ・アウト・フローは、仮にその

構成要素を独立した契約として発行した場合に

保険者が発生すると予想する費用を反映させ、こ

れらの構成要素に合理的かつ継続的な方法で帰

属させる。一度、キャッシュ・アウト・フローが構成

要素に帰属されたならば、保険者は当該構成要

素に適用される認識および測定の要件に準拠し

て会計処理を行う。

スタッフの提案に対し全般的な支持があったにもかかわ

らず、審議会のメンバーから複数の質問がなされ、その中

には究極的には上述の文言の改訂を求めるものもあった。

まず初めに、スタッフは、なぜ投資構成要素の測定におい

て助成効果を考慮しないのかと質問された。スタッフは、金

融商品測定の性質上（当初認識は公正価値で行われ）、

助成効果を含めることは、回避を望んでいる当初利益/当

初損失の認識をもたらす可能性があると回答した。

IASB のメンバーの一名は、スタッフに、投資管理手数料

の配分方法について尋ねた。スタッフは、（過去の審議会

において一般的ではないと述べたが）投資構成要素自体

に区分処理（アンバンドリング）が求められる場合にのみ、

投資管理手数料は区分処理（アンバンドリング）されること

が予想されると明言した。

審議会のメンバーは、「投資構成要素のキャッシュ・フロ

ーの配分はキャッシュ・イン・フローおよびキャッシュ・アウ

ト・フローについて明示的に言及すべきである」という投資

構成要素の区分処理（アンバンドリング）の文言に関してい

くつかの変更を提案した。つまり、契約獲得費用も、それが

独立した契約であるかのように金融商品の構成要素に帰

属もしくは配分される。金利だけではなくすべての投資収

益がこの構成要素に帰属されるべきことを明確にすべきで

あり、さらに、組込デリバティブのキャッシュ・フローは同様

にこの構成要素に配分されるべきであることを明確に記述

すべきである。スタッフは、提案された変更に同意した。

区分処理（アンバンドリング）された財またはサービスと保

険構成要素への費用の配分に関しては、広範囲な議論が

された。数名の審議会のメンバーは、「合理的かつ継続的

な方法」で配分するという提案は、明確さに欠けるとの見解

を共有した。スタッフは、文言と原則は棚卸資産や工事契

約を含む他の会計のガイダンスと一致していると述べた。

IASB のメンバーの一名は、配分方法が注記に記載される

のであれば、これは許容できると付け加えた。

FASB の複数のメンバーは、ガイダンスでは、キャッシュ・

アウト・フローの費用の配分を、関連する収益に基づくと仮

定すべきではなく、代わりに、構成要素が独立して提供さ

れたと仮定して、その構成要素に帰属し得る費用の金額に

基づくべきであると明確化する必要があると提案した。

結論として、審議会のメンバーは、「合理的かつ継続的」

という概念の目的もしくは定義を追加すべきであるとスタッ

フに提案した。スタッフは、これは、可能な場合には企業に

直接費用を構成要素に直接帰属させることを求め、可能で

なければ、（例えば、各構成要素の費用を見積るといった）

配分方法を企業に開発するよう求めることになるであろうと

回答した。IASB のメンバーの一名は、この提案は望ましい

が、実務上難しいとの見解を示した。

審議会において議論した明確化を反映して改訂を行うこと

を条件に、スタッフの提案を全会一致で可決して、審議会

は終了した。

契約獲得費用の表示（IASB のみ）

週の前半に開催された IASB および FASB の合同審議

会に続き、各会計期間においてどの程度の保険料が認識

されるかを決定するための既経過保険料法に焦点を当て

た審議がなされた。この審議会において、IASB は、契約獲

得費用および関連する保険料の表示に関する保険料アプ

ローチの潜在的な影響を審議した。スタッフは、この審議会

の目的は、保険契約負債の測定方法の変更もしくは保険

者が報告する収益の変更ではなく、表示方法の検討である

ことを明確にした。

審議会では、契約獲得費用および関連する保険料につ

いて、保険者にこれらの費用が生じた時点で認識するのか、

もしくは契約期間にわたりこれらの費用を認識するかの議

論に焦点が当てられた。今回の審議会では意思決定は行

われなかったが、審議会は、契約獲得費用を契約の期間

にわたり認識することを好んでいるようであり、このアプロー

チの検討をさらに進めるようスタッフに指示した。

審議会において、スタッフは、実際のところ保険契約者

に請求する保険料には（必要な維持費、事業費および保

険金支払費用を支払う債務を含めた）保険債務そのものと

契約獲得費用、そして適正な利益が含まれていることを念

のため説明した。受領した保険料の一部は発生が予想さ
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れる契約獲得費用をまかなうものであって、保険債務自体

をまかなうものではない。

審議会は、保険者に契約獲得費用が発生した時点で契

約獲得費用を認識し関連する保険料を総額表示すること

について議論したが、これは直感および収益認識の公開

草案における原則に反するようであった。審議会は、履行

義務が遂行されていないため、この例において保険料収

益の認識を正当化することは困難であると理解した。スタッ

フは、FASB がこのアプローチに関して 5 月の合同審議会

で反対したことを述べた。さらに、プロジェクトの早い段階に

おいて、このような費用を発生時に費用化することが提案さ

れたが、利用者から反対するフィードバックがあった。

費用を各期に配分する代替的なアプローチを検討した

際には、数名の審議会メンバーから、このアプローチでは

貸借対照表に何らかの資産を認識することになるとの意見

があった。数名は、契約獲得のために発生する費用と契約

履行のために発生する費用との間に直接の関係がなけれ

ば、この取扱いは直感的に合理性があると述べた。スタッフ

および審議会メンバーの他の一名は、明示的な資産では

なく保険契約負債の対照勘定であろうと述べた。さらにスタ

ッフは、審議会における過去の議論によれば、資産を独立

して表示した場合、当該資産を減損処理すべきかの議論

が後に必要となると述べた。

審議会は、モデルに含めるべき成功および不成功の双

方の活動に関連した費用に対する IASB の決定について

も簡単に触れた。スタッフは、関係者がこの決定を不成功

の活動にかかわる費用の資産化を許容するものであると見

なすかもしれないと述べた。しかし、スタッフは、この取扱い

は、内勤の営業職員による販売や外注した第三者との間の

契約獲得費用と同じ取扱いにするためであると説明した。
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