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保険ワーキンググループ(IWG)の会議からの報告

スタッフは、6 月 25 日および 26 日に開催された IWG の

会議の内容を要約した。スタッフの要約を受け、会議に参

加していた審議会メンバーが彼らの意見を述べた。

最初にスタッフは IWG の会議の目的を説明した。

1. IWG へ最近の IASB の仮決定の内容を報告する。

2. 意図せざる結果を検証する。

3. 今後の検討項目についてフィードバックを求める。

スタッフは、本会議から得た重要なメッセージの一つは、

収斂された会計基準への要望が高く、そして、会議の参加

者からは、IASB と FASB の見解の相違が、この収斂された

会計基準への期待を非現実的なものにしているという失望

であったと述べた。

また、スタッフは、IWG の参加者からの全体的なコメント

としてもう一つ重要な点は、意図せざる結果を検証する機

会を認めるよう IASB に要請したことであると述べた。しかし、

本会議の議長を務めた IASB メンバーは、潜在的な実務上

の難しさや意図せざる結果について検証する必要性は認

識しているものの、プロジェクトの現段階では、時間を浪費

する検証を避けるために、追加のフィールドテストから得ら

れるであろう追加的情報について慎重に検討すべきである

と述べた。他の審議会メンバーもこの見解に賛成した。

技術的な議論については、IWG の会議において極めて

異なる見解が存在した。

その他の包括利益による解決方法について、審議会が

見解を傾聴し、少なくとも一部の金融商品と保険負債の部

分的な変動をその他の包括利益において認識することを

仮決定したことに対して、参加者は歓迎したものの、現在そ

の他の包括利益を通じた公正価値の測定を認められてい

る金融資産の範囲を拡大するべきであるとの見解を示した。

さらに、IWG のメンバーは、割引率の変動による保険負債

の変動をその他の包括利益に表示することを強制すること

について懸念を表明し、保険負債をヘッジするために使用

されるデリバティブのように、保険負債からの変動のすべて

を損益において表示することによって、よりよい資産とのマ

ッチングがもたらされる状況においては、当該表示方法を

選択肢とするべきであると提案した。

損益計算書における取引量の表示に関する論点につい

て、審議会により現在審議されている既経過保険料アプロ

ーチは、作成者による計算も利用者による理解も困難であ

ると考えられるため、当該アプローチの有用性に関して

IWG のメンバーから強い懸念が表明された。審議会メンバ

ーの一名は、利用者は過度に加工された理論上の金額で

はなく、実際の保険料配分アプローチの金額を必要として

いると述べた。IASB メンバーの一名は、既経過保険料アプ

ローチが収益認識の公開草案と整合的であるため好ましい

と述べたが、審議会メンバーの他の一名は、一般的に利用

者は保険業の収益を、他の業界の収益とは比較しないで

あろうと述べた。審議会メンバーの中には、関係者への教

育が既経過保険料の一般的な理解に役立つであろうと述

べた者もいる一方で、別のメンバーは、利用者の中には引

受保険料の取引情報を、おそらく注記において開示するこ

とが望ましいと示唆する者もいると述べた。

経過措置において残余マージンを認識しないとする公

開草案における当初の提案に対して、関係者は一様に反

対した。IWG の会議において、IWG のメンバーは遡及的

適用を支持した。これに対し、遡及的適用における柔軟性

を提案したメンバーも数名いたが、二名の審議会メンバー

は、この提案に賛成したようではなく、調整に至るために

「数字をよく見せる」、あるいは「柔らかな数字」を使用する

保険者の能力を引き合いに出した。

細分化についても、投資家にとって無用であること、およ

び作成者が著しい作業を必要とすることを根拠に IWG メン

バーから酷評を受けた。

投資企業のプロジェクトに関する IASB の会議

いくつかの保険会社は、以前に仮決定された連結からの

免除規定を拡張すべきであり、保険会社は保険投資ファン

ドにおける支配持分（controlling interest）を連結するので

はなく、むしろ公正価値で測定するべきであると提案した。

しかし、スタッフの提案に沿って審議会はこの提案を棄却し、

免除規定を拡張しないことに同意した。
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