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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

FASBの決定は、最終基準書を公表するための公式投票

は8月29日に教育セッションを開催

損益計算書から控除するべき投資

構成要素の金額の測定、および(2)キャッシ

ュ・フローの見積りの変更に関して単一マー

ジンはアンロックされるべきかという二つの

について議論を行った。

日のFASBの教育セッションにおい

審議会は、投資構成要素の測定に重点

いて議論を行った。同審議会では、提

測定に関する三つの代替案に関し

メリットとデメリットの検討がなされ、このう

つは、IASBと共同で開催した3月の審

においてすでに検討がなされた論点

当該論点については、教育セッショ

ンあるいはその後の審議会において、決定

ったものはなかった。これは、スタッフ

および分析における第三の提案を

する時間が取れるようになるまで、議論

ることの決定を受けたものである。
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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

におけるその後の審議会におい
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契約の当初認識により決定され、

されるが、実績もしくは予想キャ
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保険料および保険金並びに給付金の投資構成要素

の測定

FASBとIASBの両審議会は、3月の審議会においてすで

に、保険契約の保険料の投資構成要素を包括利益計算書

上の収益の総額表示から控除することをすでに決定してい

た。この提案では、保険金もしくは給付金という形態でなさ

れる投資構成要素の事後の支払いも、包括利益計算書利

益から控除される。しかし、FASBは、投資構成要素に関す

る測定について、その時点では、決議を行わなかった。

8月のFASBの教育セッションにおいて、スタッフは、投資

構成要素に関する三つの提案された測定の代替案に関し

て、メリットとメリットの検討を行い、このうち二つは、IASBと

共同で開催した3月の審議会においてすでに検討がなされ

た。最初の二つの方法は、保険者は、(a) 保険事象の発生

に拘わらず（代替案A）、もしくは(b) 保険事象が生じない場

合（代替案B）の何れかの状況において、保険者が保険契

約者または保険金受取人に対して支払い義務を負う金額

の現在価値を投資構成要素として測定するものであった。

IASBは、3月の審議会において代替案Aを支持したが、

FASBは、米国の利害関係者が代替案Aに関して懸念を有

しているため決議を先送りした。

これら二つの代替案の差異は、以下のとおりである。代

替案Aは、投資された額を超過して被保険者が受け取るで

あろう金額として保険金額を捉えているが、代替案Bは、支

払いの分類を決定するにあたって、保険事象に対する義

務的な支払いの100%を保険構成要素に帰属するものとし

て捉え、保険事象が生じない場合の支払いの100%を投資

構成要素に帰属するものとして捉えている。言い換えれば、

保険構成要素については、分離処理はなされない。

新しい代替案である代替案Cについても、教育セッション

において議論された。これは、明示的もしくは内在的な保

険コストおよび契約者勘定残高に対するその他の手数料

収入に等しい額を保険料として認識することを求めている。

（スタッフ・ペーパーにおける生命保険契約の例として示さ

れている）投資構成要素は、各期間における解約返戻金

（もしくは、解約時に保険契約者が受け取る権利を有する

その他の勘定残高）の増減に、実際の解約金額および死

亡給付に内在的に含まれる解約返戻金の金額を加算した

金額として、毎期、決定される。

FASBのスタッフは、この論点について一部の利用者から

意見を求め、投資構成要素と保険構成要素への分離に反

対を示した者もいたが、仮に分離が求められるのであれば、

利用者の見解は、彼らに提示された二つの代替案（代替案

AおよびB）で分かれた。また、彼らに対し代替案Cについて

手短に説明がなされたが、意見を求められた多くの利用者

（セルサイドのアナリストに集中していた）は、（予想キャッシ

ュ・フローの現在価値の計算ではなく、契約条件に基づくも

のであるため）この方法ではボラティリティが抑さえられると

考えられるため、これを支持した。代替案Cは、解約返戻金

が徐々に積み立てられていく生命保険のようなある種類の

保険契約においては、契約当初に保険料の負担が多額と

なるとの見解もあった。代替案Cは潜在的に契約期間の後

年において負の保険料をもたらすという短所を有している

ため、この代替案では（両審議会によりいまだ検討されてい

る）既経過保険料アプローチを適用することは難しいであろ

うと考えられた。

FASBの審議会メンバーのコメントは、各代替案に関して

は、見解が混在していた。代替案Cは、より契約に基づき

（つまり、より「実際」の数字であり）、単純であるが、代替案

AとBは、現在価値を用いて計算することから、複雑な計算

であり、よりボラティリティをもたらす可能性がある。しかし、

もし代替案Cが採用された場合、「保険料支払期日」アプロ

ーチが損益計算書において求められるかもしれないことか

ら、「既経過保険料」損益計算書アプローチにこの代替案C

を適用することはより困難であると考えられた。

FASBの審議会は、この論点についての結論を出す前に、

代替案A、BおよびCにかかわる様々な例示を含む、スタッ

フ・ペーパーについて追加のレビューが必要であるとの結

論に至った。

単一マージン - ロックかアンロックか

FASBのビルディング・ブロック・モデルにおいては、契約

当初において、予想キャッシュ・イン・フローと予想キャッシ

ュ・アウト・フローの差額が、正の場合には、繰延利益（単一

マージン）として認識される。当該マージンは、当初認識後、

保険者のリスクからの解放に基づき、保険者が保険契約者

に対する義務を充足するに応じて、将来の期間にわたって

償却される。

前回の審議会において、IASBは、IASB版ビルディング・

ブロック・アプローチにおいては、残余マージンは、サービ

スの提供に応じて、カバレッジ期間にわたって償却される

が、マージンは、最初のビルディング・ブロック・アプローチ

である予想キャッシュ・フローの現在価値が変動する範囲

において、将来の期間において、下方にも上方にも調整さ

れる。これは、マージンの金額（IASBの残余マージンもしく

はFASBの単一マージン）が契約時にロック・インされ、その

後単に償却されるという、IASBの公開草案（およびFASBの

予備的見解）の内容から異なる。利害関係者のコメントを考

慮し、IASBは見解を変更し、そしてFASBは見解を再検討し
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ている。これらには、マージンの固定は、モデルのその他の

すべての要素の事後測定と整合していないという議論、お

よび、状況が悪化した場合において、マージンの固定によ

って、ある会計期間においいては損失が認識され、将来の

期間においてマージンの解放から利益が認識されることに

なるという議論が含まれていた。

FASBの審議会メンバーは、従前の会議において単一マ

ージンのロッキングを支持すると述べ、これは主に、見積り

の変更は貸借対照表の勘定と相殺するよりもむしろ、見積

りの変更の発生の都度、透明性を持って損益として計上す

べきであると考えているためであった。彼らは、単一マージ

ンは、キャッシュ・フローの不確実性に基づくリスクに晒され

ている利益を表し、その利益はリスクの減少に応じてのみ

解放されるべきであり、キャッシュ・フローの変動に対して相

殺されるべきではないと考えた。

9月の会議において、FASBは、従前に表明した見解と整

合する決議を行った。保険契約のポートフォリオにおける単

一マージンの金額は、当初認識において決定され、その後

償却されることになるが、実際および将来のキャッシュ・フロ

ーの変更に対して調整されるべきではなく、それらの変更

は即時に損益に認識されるべきであると、全員一致で決議

した。このマージンの「ロック・イン」アプローチの例外は、保

険者が保険契約のポートフォリオが不利な契約（つまり、全

体として損失が生じる）となった場合である。この場合には、

追加的な負債は、残存するマージンを消去することで認識

される。追加的な負債が残存するマージンを超過する場合

には、保険者は超過額を費用として認識する。審議会はさ

らに、このようなマージンの消去額は、将来の期間におい

て戻し入れはできないと決定した。

審議会のメンバーのうち数名は、ポートフォリオが不利な

契約となった場合にのみ損失について単一マージンを調

整し、その他のキャッシュ・フローの変動については調整を

行わないという決定は、幾分整合性を欠く取り扱いであると

認識しており、僅かな見積りの変更であっても、マージンが

ロック・インからアンロックに変更する可能性があることを指

摘した。これについて、保険契約のポートフォリオに利益が

存在し、単一マージンに対する調整がなされない場合に対

し、同じポートフォリオについて、計算仮定を微調整し、損

失が生じることになる結果、不利な契約となり、単一マージ

ンと相殺されることになる、という例が提示された。

審議会は、多少煩雑となるものの、不利な契約において

マージンをアンロックすることは、（仮にマージンがロック・イ

ンされ、そして償却が継続された場合）不利な契約に関し

てある期間に損失を認識し、その後の期間において利益を

計上するという直観に反するような方法よりもより良い方法

であると結論付けた。スタッフは、より重要ではない損失（い

くらか正のマージンが残っている場合）については、不利な

契約の状況と同じとは考えず、のれんおよび長期性資産の

減損テストのように、他のモデルについても、損失を認識す

るトリガー・ポイントがある点を指摘した。
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