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ダイレクト・レスポンス広告宣伝費

新しい保険契約モデルに関する当初の議論において、
FASBは、ASC340の要件を満たすダイレクト・レスポンス広
告宣伝費を保険契約のキャッシュ・フローに含めることを仮
決定していた（これによって、現在のUS GAAPを適用すると、
有効に資産計上可能である）。しかし、FASBは、ダイレクト・
レスポンス広告宣伝費等、すべての広告宣伝費は発生時
に費用とすべきとする収益認識プロジェクトの最近の決定
を考慮して、この従来の結論について再検討することにし
た。

審議会は、ASC340の要件に適合するが、成功した活動
に限定されるダイレクト・レスポンス広告宣伝費は、保険契
約モデルにおいて適格な契約獲得費用として含まれるべき
であるとするスタッフの提案を却下した。スタッフの提案は、
「契約締結を達成する広告に対して顧客が応答した後、わ
ずかなマーケティング活動しかいらない」とする要件を現行
のASC340の要件に加えることも提案した。 スタッフは、これ
は現行のSECのガイダンスと整合的であると説明した。スタ
ッフはSEC解釈ガイダンスにおいて、広告宣伝費の資産計
上を可能にするために、ダイレクト・レスポンス広告宣伝費
は、顧客が契約の締結または製品の購入の決定をすること
ができるように十分な情報を提供しなければならないとされ
ていると述べた。スタッフの提案は、保険者が、ダイレクト・
レスポンス広告宣伝費を契約獲得費用に含めるためには、
将来の便益をもたらす可能性があることを示す必要がある
ことも提案した。

ダイレクト・レスポンス広告宣伝費を成功した活動に限定
するスタッフの提案は、ダイレクト・レスポンス広告宣伝費以
外の契約獲得費用に関する保険会計についてのFASBの
最新の考え方と整合していた。つまり、ASU 2010-26にお
いて、審議会はダイレクト・レスポンス広告宣伝費以外の契
約獲得費用は成功する活動に限定されるという結論を出し
た。しかし、このASUのもとでは、ダイレクト・レスポンス広告
宣伝費は成功および不成功の活動の 間に 差が 無い
ASC340 のガイダンスが適用される。スタッフの提案では、
成功および不成功の活動の双方を含めるASC340は、審議
会の現在の考えを反映していない過去のガイダンスである
ため、ASC340 のガイダンスを変更した。

この議論において、スタッフは、テレビ広告のような或る
状況においては、広告宣伝費が届く可能性のある潜在的
顧客の総数を決定することが困難であるため、企業が契約
獲得に成功した活動部分を決定することは困難である可能
性があることを認めた。また、スタッフは、ダイレクト・レスポ
ンス広告宣伝費の経済性は他の契約獲得の活動とは異な
り、全体の活動に対する成功比率は1％から2％程度と低い
ことを認めた。費用対効果の観点から、即時に費用化すべ
きかに関して議論がされた。

現在、どの種類のビジネスが、SECの追加ガイダンスを
含む、ASC340 におけるダイレクト・レスポンス広告宣伝費
に関する厳格な要件に該当しているかを尋ねた際に、スタ
ッフは、最も一般的な例は、1年間の定期保険、および限定

的な給付および最低限度の引受を行う入院補助であると
回答した。

現在、資産計上している費用の種類の点から見ると、ス
タッフは、広告宣伝活動に関連する応答を受け付けるコー
ルセンターの費用に加えて、メーリング・リストの費用、新聞
広告のスペースやテレビの放映時間等広告内容の提示に
かかる費用であると述べた。 後半の議論において、仮に
審議会がダイレクト・レスポンス広告宣伝費を範囲から除外
すると決定した場合、コールセンターにより発生した費用の
うち、成功した活動部分は、資産計上可能な引受コストもし
くは販売コストとして依然適格であることに言及された。

スタッフは、収益認識モデルにおいて、ダイレクト・レスポ
ンス広告宣伝費を即時に費用化する審議会の決定を認め
ているが、資産計上を可能とする契約獲得費用の種類の
観点で、収益認識モデルは、提案された保険契約モデル
とは異なることを指摘した。収益認識モデルは、契約獲得
費用を契約単位で増分することを求めているが、保険モデ
ルでは、保険者がポートフォリオ単位で契約を獲得する際
に発生する直接的なコストを含めることが提案されている。
これはより広い範囲のコストを意味するものである。

多くの審議会メンバーは、スタッフの提案を却下し、そし
てすべてのダイレクト・レスポンス広告宣伝費は費用処理す
べきことを決定するために、各自の理由を挙げた。これらの
理由の中には、ASC340は元来、保険者以外のための規定
であり、審議会が収益認識プロジェクトの議論において
ASC340を破棄することを既に決定したことに言及し、いか
なる種類の広告も勧誘としてみなされるのみであるという意
見があった。彼らはさらに、何が成功であり、それに対して
何が不成功であるかを決定することは、複雑すぎるか、もし
くは、その価値がない（スタッフの例によれば、活動におけ
る成功の比率は1％から2％である）ということも議論した。契
約締結を達成する広告に対して顧客が応答した後、わず
かなマーケティング活動しかいらないとする追加要件は、ハ
ードルが極めて高く、多くの場合は該当しないと思われる。

審議会は、スタッフの提案を却下し、ダイレクト・レスポン
ス広告宣伝費は、他の形態の広告宣伝費と整合させて、発
生時に費用処理することを圧倒的多数で決定した。

事務的には、収益認識に関するガイダンスが効力を発し
た際に、ダイレクト・レスポンス広告宣伝費に関するガイダン
スはASC340から保険セクション（ASC944）に一時的に移動
することになる。このガイダンスは、保険プロジェクトが完了
し、有効となるまでは、引き続き適用される。

適用範囲：権原保険

スタッフは、権原保険者が、権原（タイトル）に対する瑕疵、
先取特権もしくは異議申立てから生じる、損失もしくは損害
を補償するために、不動産の所有者/購入者およびモーゲ
ージ・ローンの貸し手に対して権原保険契約を発行するこ
とに言及しつつ、権原保険に関する背景について説明した。
スタッフは、権原保険とは保険契約者に対して契約が発行
される以前に存在したが、契約開始後まで発見されなかっ
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た過去の事象（つまり、現存する瑕疵、先取特権もしくはそ
の他の不動産上の負担）を補償するものであると述べた。こ
のような契約の期間は、一般的には、被保険者が不動産に
対する利害を留保している期間、もしくは被保険者が不動
産についてリファイナンスするまでの期間まで延長される。

現在の米国会計基準上、権原保険者は独特な会計モ
デルに従っている。契約に伴う多くのサービス（つまり、権
原の調査および関連する活動）が保険契約の有効日まで
に提供されるという理論に基づき、権原保険契約に関する
保険料は一般的に保険契約の有効日に収益として計上さ
れる。支払期日を迎えたときに、収益として保険料を認識
することは、米国会計基準上、伝統的な長期契約に関する
保険料の認識のタイミングと整合している。既発生未報告
事故に関する費用の見積りを含む、権原保険に関する見
積り保険金の負債は、権原保険の保険料が収益として認
識された時に計上される。

FASB審議会は、権原保険契約は、保険契約の定義を
充足し、保険契約に関する会計基準の範囲とするべきであ
り、つまり、明示的な範囲に関する適用除外を権原保険に
関しては許容すべきではないと決定した。審議会は、権原
保険者は、権原保険をサービス構成要素（提案されている
収益認識の基準を使用して会計処理される権原調査部分）
と保険構成要素（保険契約に関する会計基準を使用して
会計処理される権原の瑕疵をカバーする補償部分）に区
分処理することを、4対3の投票で決定した。

大多数の審議会メンバーは、サービス構成要素および
保険構成要素は相互関係を有するため、契約全体が保険
契約として取り扱われるべきであるとの見解を述べ、そして、
どの様に区分処理（アンバンドリング）が達成されるのかを
尋ねた。この見解に対応して、スタッフは区分処理（アンバ
ンドリング）方法の例示を適用ガイダンスに含めることが可
能であることを示した。

一部の権原保険者により提案された代替案は、権原保
険は、実質的に、顧客に対する瑕疵担保保証が付された
収益認識契約（サービス契約）に、より類似しているという見
解であり、双方とも提案された収益認識のガイダンスの範
囲となるべきである。FASBスタッフは、ペーパーにおいて、
この代替案を、権原保険に関する例外を許可する提案とし
て説明した。

瑕疵担保保証を伴う収益認識モデルで契約全体を取扱
う代替アプローチに対して反対する審議会メンバーは、通
常の瑕疵担保保証とは異なり、保証にかかる支払いが提供
された製品やサービスの再調達価額に限定される場合、補
償条項に基づいて支払われる金額（すなわち、権原に瑕疵
が存在すると判断される場合）は保険料の数倍にもおよぶ
と述べた。このため、彼らは、この補償は保険としてより適切
な特徴を有していると考えた。加えて、権原保険は、製造
者もしくはサービス提供者により引き起こされた瑕疵を補填
する製品もしくはサービスとは異なり、保険者ではなく、他
者により引き起こされた、既に存在する瑕疵をカバーするも
のであると論じるメンバーもいた。

サービス構成要素を区分処理（アンバンドリング）し、そし
て補償構成要素を保険として取り扱うという審議会の最終
的な決定は、他のビジネスや製品に対して幾つかの問題を
生じさせる可能性がある。すなわち、それは製品の取引価
格を超過しうる製品またはサービスに対する表明あるいは
保証は、組み込まれた保険契約としての取扱いを求められ
る可能性があるという懸念を生じさせる。審議においてスタ
ッフにより提供された例示は、サージプロテクタ装置のコスト
をかなり超過した、電子機器の損傷に対する保証を提供す
るサージプロテクタであった。典型的な製品およびサービス
の保証は、会社により実際に製造された製品および会社に
より提供されたサービスに対して補償を提供する一方で、
保険者によって作り出されていないが、すでに存在してい
たリスクの補償を提供するという点で、他の製品またはサー
ビスの保証とは異なるものとして、権原保険における補償と
区別する者もいる。

適用範囲：慈善贈与年金

審議会は、7月25日に教育セッションを、8月1日に投票
セッションを開催し、提案された保険契約ガイダンスを非営
利企業により発行される慈善贈与年金に適用する可能性
について審議した。慈善贈与年金においては、個人が税
務上の便益と終身年金を交換に、資産を慈善団体に譲渡
する。他の終身年金の様に受益者が死亡した場合には、
年金の支払いは停止し、慈善団体が残存する基金を留保
する。審議会は、これらの年金は、保険契約の定義に該当
する典型的な例であり、つまり非営利企業は贈与者が予想
よりも長く生存した場合には、重大な損失を被る可能性を
有していることを認めた。

慈善贈与年金が技術的には保険契約の定義を充足す
るという前提条件において、スタッフは、慈善贈与年金の会
計処理方法について、寄付要素も含まれることを所与とし
て、幾つかの代替案を審議会に提供した。全体を保険契
約と考え、区分処理（アンバンドリング）を適用せず（そして、
いかなる当初利益も繰り延べ）、保険負債をマージンなしで
ビルディング・ブロック・アプローチを使用して測定し、残余
部分については非営利企業ガイダンスに基づき貢献収益
（contribution revenue）として会計処理する案、もしくは、保
険契約を区分処理（アンバンドリング）し、それを独立した販
売価格に基づいて（単一マージンを考慮した）ビルディン
グ・ブロック・アプローチを使用して測定し、残余部分につ
い て は 非 営 利 企 業 ガ イ ダ ン ス に 基 づ き 貢 献 収 益
（contribution revenue）として会計処理する案が含まれる。

スタッフ・ペーパーには含まれていないが、議論された別
の見解は、これらの年金を保険契約から適用除外するもの
であった。その結果、この様な取引については、現行の非
営利企業ガイダンス（ASC958）に基づく会計処理が継続さ
れ、受け取った資産の公正価値が個人年金の予想支払額
の 現 在 価 値 を 超 過 す る 額 は 、 即 時 に 貢 献 収 益
（contribution revenue）として認識される。現行の米国会計
基準に基づき、負債の測定において使用される前提条件
は、後に改訂され、公正価値オプションが選択されなけれ
ば、契約始期においてロック・インされる割引率以外は、直
近の市況を反映させることになる。
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いくつかの議論の後、審議会は、ASC958の適用範囲の
非営利企業によって発行された、寄付要素を含む慈善贈
与年金を、提案された保険契約に関する会計基準の適用
範囲から除外することを決定した。多くの審議会のメンバー
から提示された適用範囲除外にかかる合理的な理由には、
現状のモデル（例：ASC958における割引率の定義やリスク
調整の勘案）から、測定上軽微な相違があるモデルへの変
更についての費用対効果の検討が挙げられた。

これに加えて、非営利企業はこれらの取決めは主に保
険構成要素を副産物とする寄付であると考えていると指摘
する審議会メンバーもいた。これは、利益を獲得するため
に保険契約を発行する典型的な保険者とは異なる。審議
会により票決された適用除外の例外措置は、相互保険者
または寄付要素を含まない保険契約を引き受ける非営利
企業には該当しないことを明確にするために、極めて限定
的な文言にされた。

開示

FASBは、提案された保険契約に関する会計基準におけ
る開示に関して8月1日に教育セッションを開催した。開示
は、2011年9月および保険プロジェクトをとおしてIASBとの
合同審議会において議論されてきた。両審議会は、IASB
の公開草案およびFASBの予備的見解で提案されている多
くの開示項目を維持することに従来同意していた。両審議
会は、従前の審議会において、異なる報告セグメントに関
する情報の合算を禁止している公開草案および予備的見
解では開示の細分化の最低限の水準を維持しないことを
決定した。加えて、彼らは、保険者が、保険契約負債の測
定に対するインプットおよび測定方法の変更がもたらす影
響、ならびに当該変更の理由について別個に開示すべき
であることに同意した。両審議会は、無配当保険契約に関
してはイールドカーブを開示することにも同意した。

8月1日の教育セッションにおいて、スタッフは、従前の決
定に基づいて提案された保険契約に関する会計基準に含
めるために、スタッフにより提案された開示を要約したペー
パーを審議会に提出した。これには、FASBにおいて最近
発行された金融商品の開示に関する公開草案（「流動性リ
スクと金利リスクについての開示」）で提案された、負債に関
連するリスクおよび流動性に関する開示が含まれていた。
保険契約に関するスタッフ・ペーパーはオブザーバーには
提供されなかった。

審議会のメンバーの一般的な反応として、提案された開
示は各々適切であるが、提案された開示の全体的な情報

量は過度な情報となりうることについて懸念が示された。審
議会は、最新のスタッフの提案について、利用者と作成者
からの意見を求めたか尋ねた。スタッフは、この最新の開示
に関する提案について、特段、意見を募集していないが、
コメント・レタープロセス中に提示された多くの提案を考慮し
たと述べた。開示の量に関して、スタッフは、現在のスタッフ
の提案は、既存の米国会計基準の要件を簡素化している
だけでなく、保険プロジェクトの審議プロセス全体をとおし
て審議会からのコメントを反映しているものであると述べた。

審議会は、利用者および作成者からのフィードバックは
不可欠な要素であると述べ、彼らとのアウトリーチ・ワークシ
ョップを計画するようにスタッフに求めた。他の審議会メンバ
ーの一名は、そのワークショップの準備の一環として、スタ
ッフは、例えば、損害保険会社および生命保険会社向け
に実例を準備するべきであると提案した。他には、提案され
た開示は四半期開示であるか年度開示であるかが不明瞭
であるとのコメントがあった。

提案された開示は膨大すぎるかもしれないという批判に
もかかわらず、一名の審議会メンバーは、彼の視点からす
ると重要な開示が漏れている、つまり、保険者の資産負債
管理戦略に関する記載の漏れを指摘した。彼は、金融商
品の開示に関する提案は、流動性の情報、すなわち、支払
期日到来時に債務を履行する能力の開示を要求している
と述べた。しかし、この開示は、デュレーション・ミスマッチに
対処するものではなく、そして、当該ミスマッチのダイナミッ
クな管理を勘案するものでもない。

受け取ったコメントを踏まえて、審議会は、次のステップ
として、投票セッションに進むのではなくて、スタッフが利用
者および作成者とのワークショップを計画することを決定し
た。正確な日程は提示されていないが、最短で9月を目指
しているようであった。

審議会は、FASB審議会を傍聴していたIASBスタッフに、
開示に関するIASBの計画について尋ねた。スタッフは、
IASBは9月の審議会において開示について議論する予定
であると回答した。IASBスタッフは、提案された開示の多く
は、現行のIFRS第4号の開示を基準としていること、そして、
FASBとは異なり、彼らは、おそらくリスク調整に対応する信
頼水準に関する開示を除き、開示の提案に関して肯定的
なフィードバックを受け取っていることを述べた。IASBスタッ
フは、10月中に審議を行い、願わくばドラフトの文書化を11
月に行う予定であると述べた。
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