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レビュードラフトか再公開草案か（IASBのみ

の投票セッション）

スタッフは、保険プロジェクトにおける提案が完了
されるか（つまり、レビュードラフトが公表されるか）も
しくはIASBが改訂された保険契約の基準書を再公
開するかについて審議会メンバーの見解を求めた。
スタッフからの指摘によれば、基準書の草案であるレ
ビュードラフトは、IASBのウェブサイトをとおして提供
され、そして、関係者の試行やアウトリーチの基礎と
して利用されるが、質問は提起されない。他方、公
開草案においては、審議会がコメントを求めた論点
について再審議を行う。

スタッフは、本審議会のために作成した資料の一
つの中で、IASBがIASBデュー・プロセスハンドブック
に定める、ステップとは必須でありながら、’準拠しな
い場合はその理由を述べるべきというもの (comply
and explain)委であり、デュー・プロセスのステップに
適合していることを説明した。

この情報に基づいて、スタッフは、その資料にお
いて二つの代替案を概説した。

1. レビュードラフトの公表

2. 限定された公開草案の公表（つまり、限定さ
れた論点についてのみコメントを求める）

スタッフは、何故、この質問がこの時点で行われる
かについても説明した。第一に、依然として審議され
るべき論点は極めて限定的であるにすぎず、そして、
今週初めのセッションで移行および開示における仮
決定を行った後に、彼らは議論の終了が近づいてい
ると感じた。次のデュー・プロセス文書の種類を決定
することにより、関係者およびスタッフは、このプロジ
ェクトを終了させるために必要とされる残りのステップ
を促進する予想タイムテーブルの設定が可能である。

審議会メンバーの間では、見解が異なっていた。
数名の審議会メンバーは、比較可能性と透明性を定
める基準書が是が非でも必要であると感じていること
より、可能な限り早期に基準書を最終決定することを
望んだ。金利のさらなる低下が想定され、保険会社
にとって重要な10年間に向かって進む際、それは極
めて重要かもしれない。レビュードラフトを公表するこ
とを支持する審議会メンバーは、このプロジェクトの
長い歴史についても説明した。

文書は、完全な公開草案とすべきか、もしくは限
定的な公開草案（すべての論点についてコメントを
求めるか、数個の論点についてコメントを求める）と
すべきか、このグループにおいてでさえ見解が分か
れたが、他のメンバーは再公開草案を支持した。再
公開草案を支持する最も重要な議論は、公開草案
の公表以降に下された重要な意思決定およびこの
プロジェクトの複雑性であった。再公開草案を支持
するメンバーは、プロジェクトを完了するためには追
加的な時間を要するが、他の選択肢がないことを認
めた。

全体として、（2名を除く）すべての審議会メンバー
は、以下の論点に限定する特定の質問を行う再公
開草案を公表することについて賛成の票決をした。

• 有配当契約を測定するために使用されるキャ
ッシュ・フローは、基礎となる項目を会計処理
するために使用されるキャッシュ・フローに基
づくべきであるとする要件

• （投資構成要素に関連する保険料から控除さ
れる部分および包括利益計算書における保
険料の既契約ベースでの配分を含む）包括
利益計算書における保険料の表示

• 残余マージンを使用して将来キャッシュ・フロ
ーの見積りの変更を相殺するための要件

• 保険契約負債を測定するための割引率の変
動をその他の包括利益に表示するための要
件

• 今週初めに議論した移行における取扱い

公表すべき文書は、完全な公開草案とすべきであ
ろうが、スタッフは、審議会が設定された特定の五つ
の質問についてコメントを求めるだけであることを関
係者に対して明確にすることを求められた。コメント
を求めるため、公開草案が何時公表されるかについ
ては、議論もスタッフ・ペーパーへの記載もなかった。
しかし、最終の基準書に関しては、スタッフ・ペーパ
ーでは、最終基準の草案が作成されるのは最短でも
2014年の5月と見積っていた。審議会は、損益計算
書の表示と残りの論点について10月に審議を続ける
予定である。

移行時の取扱い

はじめに
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データの利用可能性がシステムの変更もしくは企
業結合により限定されていることを理由に、保険者は、
移行時において10年以上有効であった長期契約の
移行時の取扱いについて対処すべき問題点に直面
しているとスタッフ・ペーパーは述べている。また、そ
れは移行アプローチを決定する際に考慮すべき三
つの条件についても記載している。

• 有効契約と移行後に引き受けた契約との間
における保険契約負債とマージンの測定に
関する整合性

• 有効契約と移行後に引き受けた契約との間
における損益の比較可能性

• 費用対効果のテストに適合する測定

移行時の取扱いに関連する幾つかの質問は、両
審議会による検討が求められた。第一の質問は、履
行キャッシュ・フローの現在価値は、現行の繰延契
約獲得費用を償却し移行日における最新の見積り
で測定すべきかと言う点である。

第二の質問は、移行における残余マージンの決
定に関連するものである。IASBの公開草案および
FASBの予備的見解は、移行時において残余マージ
ン（単一マージン）をゼロとする提案をしていた。この
提案は、残余マージンが契約引受時に差額として計
算される金額であることに基づいていたので、それ
故、特に、数十年前に引受けた契約を保有している
可能性のある保険者にとって過度の負担になる要件
と考えられた。

マージンがゼロのアプローチは公開草案および予
備的見解ならびに保険ワーキンググループにおいて
も支持されなかった。この方法は、保険者が、移行
後に、移行時の有効契約のすべてに関してマージ
ンを認識しないことになるため、実務的対応であると
する以外、最初の二つの条件に該当しない。

スタッフは、六つの代替案を考案したが、以下の
どれも三つの条件を達成することはできなかった。

1. マージンを認識しない（公開草案および予備
的見解における提案のとおり）。

2. 新しい測定である履行キャッシュ・フローの現
在価値と移行前の帳簿価額との差額と同額を
マージンとして認識する。

3. 完全な遡及的適用

4. 遡及的アプローチ、しかし遡及的にガイダン
スを適用することが実務上可能な最も早い期
間より前に引き受けた契約に関する実務的対
応を行う。

5. 有効契約の公正価値と新しい測定である履
行キャッシュ・フローの現在価値との差額をマ
ージンとする。

6. 保険契約の有効契約ポートフォリオと同等な
契約に関して保険者が仮想的に保険契約者
に対して負担を求める現在の企業固有価値
と新しい測定による保険契約の負債との差額
をマージンとする。

スタッフは第四の代替案を支持した。実務的対応
は、保険者がIAS第8号およびASC250－10において
求める要件よりも可能な限り遡及的に処理を可能と
するためにスタッフにより提案された。実務的対応の
代替案においては、「完全な」遡及的適用が実務的
ではない場合、保険者は、マージンを見積もる場合、
マージンに関する既存の仮定を使用するか、もしく
は、平均マージン割合から外挿する。

移行時の取扱いにおける他の重要な考慮事項は
割引率である。契約の引受時の割引率が、マージン
の見積り、および損益をとおして保険契約負債に利
息費用を付与するために使用されるロック・インした
割引率、ならびにその他の包括利益に記録されるべ
き累積金額の計算のために必要とされる。

スタッフ・ペーパーは、遡及的適用が実務的では
ない場合（もし審議会が基準の遡及的適用に賛成
するのであれば）、どの様に割引率を遡及的に決定
するかについて取り扱っていた（それ故、実務的対
応が提供されていた）。

スタッフによって検討された代替案は、以下のとお
りであった。

1. 移行時の割引率

2. 現行の会計基準で適用されている割引率

3. 基準に準拠して決定された割引率に相当す
る観察可能なレート
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第一および第二の代替案は容易に決定されるが、
これらは有用な情報を提供していない。スタッフは、
実現可能であれば、第三の代替案が最も有用な情
報を提供すると考えている。

スタッフは、少なくとも三年間、基準に準拠した割
引率を算出するという実務的対応を提案した。次に、
観察可能なレートは、算出されたレートに近似するレ
ートに決定する。もしくは、これが可能でない場合に
は、保険者は算出されたレートと観察可能なレートの
スプレッドを算定する。遡及的な期間において契約
引受に適用される割引率は、適用可能であれば、ス
プレッドを加算もしくは減算した同様に観察可能な
参照レート（例えば、AA格付けの債券のレート）の契
約引受時のイールドカーブに基づくものとする。

最後の論点は、移行に関する開示である。スタッ
フは、マージン算定に関して、新しい会計原則を適
用する一般的な既存の要件(IAS第8号およびASC
250-10)に加え、第四の代替案を採用する場合には、
追加的な情報を提案した。これは、保険者が残存す
るマージンの見積りに適用する方法とともに、ガイダ
ンスを完全に遡及適用することが実務上可能な最も
早い日の開示を含める。

IASB教育セッション

一般的に、審議会メンバーは移行時の取扱いに
関する論点の重要性について理解し、数名はスタッ
フの実務的対応を支持していたが、残余マージンの
計算に必要な情報すべてが目的に適合し利用可能
でない場合、どの様に見積りが信頼をもって作成さ
れるのか懐疑的なメンバーもいた。審議会メンバー
の他の一名はこのような契約に関してマージンはゼ
ロとすべきであると提案したが、見積りが信頼をもっ
て作成されるのか懐疑的であるとコメントを述べた審
議会メンバーのうち一名は、遡及的取扱いにかかる
情報が利用不可能である契約に関しては、第五もし
くは第六の代替案を提案した。彼らは、実務的取扱
いは容易に操作される見積りであると考えた。

スタッフの提案を支持する審議会メンバーは、残
余マージンに関して、目的に適合した一部の情報の
みに基づいて見積っているとの追加的な開示を求め
る。

割引率に関して、審議会メンバーの一名は、現時
点では、トップ・ダウン・アプローチおよびボトム・アッ
プ・アプローチは同様な結論を導き出すが、（スタッ
フによって提案された実務的対応について理解して

いるが）20年前に遡り、現在の正もしくは負のスプレ
ッドを適用することは、トップ・ダウン・アプローチとボ
トム・アップ・アプローチとでは極めて異なる結論を導
き出すのではないかとの懸念を述べ、割引率の設定
はボトム・アップ・アプローチに限定すべきであると提
案した。

審議会メンバーの他の一名は、遡及的適用が実
務的ではない場合、ロック・インした割引率の決定の
複雑性がそれらの期間に遡らないという彼の提案を
正当化していると述べ、そして、代わりに、そのような
契約に関しては、残余マージンをゼロとすることを提
案した。

数名の審議会メンバーはこの論点の重要性、およ
び監督者がこのような見積りについてどの様に考え
ているかについて追加的な調査をスタッフに依頼し
た。スタッフは、（公開草案に関して受け取ったコメン
トレターから明らかなように）移行日より数十年前に
発行した長期保険契約を保有する生命保険者の場
合、生命保険契約においてマージンの大部分は、
完全な遡及的適用のためにはデータが不十分なの
で、実務的対応で見積られると考えると述べた。また、
このような計算が合算したレベルでは利用可能では
ないので見積額に基づく追加的な定量的情報（およ
び提案された代替案との比較）を審議会メンバーに
提供することは困難であると付け加えた。審議会メン
バーは、この論点に関してアウトリーチを実施するこ
とをスタッフに提案した。

FASB教育セッション

FASB教育セッションにおいて、FASBスタッフは、
契約の引受時点で遡及的に見積られるべきキャッシ
ュ・フローの見積りは直接契約獲得費用を含んでい
ると審議会に対して説明を行った。スタッフは、最近
公表された契約獲得費用に関するFASBのガイダン
ス(ASU2010-26)に基づけば、モデルに含めることが
できる契約獲得費用のタイプは、資産計上可能な契
約獲得費用と整合していると述べた。多くの生命保
険者は、このガイダンスを遡及的に適用しているた
め、遡及計算の構成要素で必要とされる情報をすべ
てすでに保有していると説明した。

IASBの公開草案におけるコメントと同様に、数名
の審議会メンバーは、「実務的対応の見積り」は潜在
的に相当重要な範囲の誤りを伴う「おおよそ」の見積
りもしくは「柔らか」な見積りになる可能性があるという
懸念を示した。スタッフは、作成者が見積りについて
計算可能な形式で記述すると回答した。
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審議会メンバーの一名からの、損害保険引受者
は移行においてどのような影響を受けるのかという質
問への回答として、スタッフは、保険料配分アプロー
チの契約およびビルディング・ブロック・アプローチ
の契約双方において遡及的適用が適用されると回
答した。つまり、保険料配分アプローチにおいて遡
及的に計算する必要のあるマージンは存在しないが、
発生保険金に基づく割引や利息の付与およびやそ
の他の包括利益に関連する影響は遡及的に計算す
る必要があると同時に、投資構成要素を区分しなけ
ればならない。

過年度における割引率の計算に関して、スタッフ
は、直近を除くすべての期間に関して、トップ・ダウ
ン・アプローチもしくはボトム・アップ・アプローチによ
る割引率の決定は困難であると述べた。つまり、多く
の場合、資産ポートフォリオ、およびそれに付随する
デフォルト率の調整に対して実際のイールドあるい
は仮想イールドを決定することは実務的ではないし、
ボトム・アップ・アプローチを適用する場合には流動
性の調整を決定することも実務的ではない。故に、ス
タッフは、直近の割引率の計算の3点の平均に基づ
いて決定された率を代用参照ポイントとすることを提
案した。IASBメンバーの懸念と同様に、FASBメンバ
ーは、今日のスプレッドが過去のスプレッドと比較す
ることができない可能性があるとの懸念を表明した。
より容易な実務的対応として、審議会メンバーの一
名はすべてにおいて単一の指標の使用を義務づけ
ることを提案した。

IASB/FASB合同審議会

移行の議論はIASB/FASBの合同審議会において
続けられた。議論は、主に、移行時における残余マ
ージン（単一マージン）および割引率の計算が実務
的ではない場合における割引率の決定に焦点を当
てられた。

移行時における負債の測定に関しては議論され
なかった。スタッフは、移行日時点における直近の
見積りを使用した履行キャッシュ・フローの現在価値
で保険負債を測定することを提案した。さらに、審議
会の現在の仮決定に準拠して契約獲得費用を会計
処理し、現在の繰延契約獲得費用の認識を中止す
ることを提案した。IASBおよびFASBの双方は全員一
致によりこれを支持した。

第二の質問は、移行における残余マージン（単一
マージン）の取扱いである。議論された代替案はす
でに述べたと方法である。数名のFASBメンバーがス

タッフの提案に対して懸念を表明したのに対し、
IASBメンバーでは見解が分かれた。

公正価値の使用可能性について長時間にわたる
議論がなされた。IASBおよびFASBにおいて、公正
価値アプローチを支持するメンバーは、公正価値の
使用は、スタッフの提案よりも複雑ではなく、そして、
より目的に適合していると考えた。彼らは、(スタッフ
によって提案された)実務的対応には、操作の可能
性の観点から懸念を認識している。他のメンバーは、
観察可能なデータが無い状況でどの様に計算する
のか疑問があるため、公正価値アプローチをあまり
支持しなかった。

審議会メンバーの一名により提案された新たな代
替案は、（第四の代替案のように）可能な限り遡及適
用するが、遡及適用が実務的ではない場合、ポート
フォリオの公正価値と新しい測定による負債との差
額に相当するマージンを設定するという異なる実務
的対応であった。

しかし、FASBメンバーの一名は、保険契約に関し
て遡及適用が不可能な場合、残余マージンは公正
価値を使用して計算されるが、異なるポートフォリオ
における測定は整合的ではないと述べた。

数名のIASBのメンバーは、何故、スタッフの提案
がIAS第8号(および FASB ASC 250-10)から乖離し、
それによって遡及的適用が実務上可能な限り溯るこ
とに限定されるのか疑問に感じた。移行日より前に
締結した契約は古い基準のまま残るであろう。

公正価値の代替案を提案している審議会メンバ
ーは、スタッフの提案が受け入れられれば、彼は少
なくともこれに付与される上限（例えば、マージンが
見積れる場合、特定の期間におけるマージンの平
均よりも大きくなることはない）を検討することを提案
した。これをどの様に表現するかについての提案は
なかったが、上限を設定する場合にはその前にアウ
トリーチが必要であるとのコメントがあり、数名の審議
会メンバーはこれを支持した。

最終的な投票において、11名のIASBメンバーは、
（スタッフがマージンの見積額における制約の可能
性を考慮することを前提に）スタッフの提案を支持し、
FASBは全員一致でそれに賛成した。

割引率の決定が別の面では実務的ではない場合
に遡及期間における割引率の決定に関する議論が
続けられた。三つの代替案が考案され、作成された
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三つの案のうち、スタッフは、基準に準拠して決定さ
れた割引率に相当する利率で遡及期間において観
察可能な利率を提案した。スタッフにより提案された
方法とは、最初に観察可能な利率を決定し、移行前
少なくとも直近三年に関して、基準に準拠し、割引
率を算出し、そして、観察可能な同一参照ポイントを
使用して遡及期間における一年毎の利率を（スプレ
ッドを加算および減算して）決定する。

審議会メンバーの圧倒的多数はスタッフの提案を
支持しているが、IASBメンバーの一名は、この提案
に関する例外的な取扱いを指摘した。仮に、信用ス
プレッドが時の経過により変わり（例えばある経済環
境においては、現在のスプレッドが過去のスプレッド
よりも広く、現在のレートを使って過去のレートを見
積もる場合）、現在の利率に基づき見積もられる調
整は、ボトムアップで計算される場合と、トップダウン
で計算される場合において、同じ結果を導かず、そ
して、割引率はリスクフリーレートよりも低くなる結果
が導かれる。例えば、リスクフリーレートを4％、割引
率を4.5％、AA格付けの社債を6％と仮定すると、AA
格付けの社債から150ベーシスポイントを控除した利
率もしくリスクフリーレートに50ベーシスポイントを加
えた利率が過去の観察可能な割引率に適用される。
彼は、絶対ベーシスポイントの調整の代わりに、（例
えば、リスクフリーレートとAA格付けの社債の利率と
の差の四分の一から四分の三を考慮する）比例的な
計算を考えている。FASBメンバーは、この比例アプ
ローチも操作可能であるようだと述べた。

投票により、IASBメンバーの13名およびFASBメン
バーの全員がスタッフの提案を支持した。

最後の質問は移行に関する開示であった。両審
議会は全員一致で、IAS第8号(もしくはASC 250-10)
のすべての開示に加え、本来の割引率の計算が実
務的ではない場合、過年度の割引率の決定および
マージンの見積りに関する追加的な固有の開示を
義務付けるスタッフの提案を支持した。

カバレッジ期間以前の契約獲得費（IASB/FASB合
同審議会）

保険契約の認識要件が変更され、カバレッジ期間
が開始されるまでは認識されなくなったことより、カバ
レッジ期間以前の契約獲得費用の会計処理につい
て議論された。保険者は、カバレッジ期間以前にお
いても、契約獲得費用（例えば、アンダーライターへ
の報酬や医務査定など）を生じさせる。スタッフは4
つの代替案を検討した。

1. カバレッジ期間が開始するまで認識しない。

2. 発生時に費用として認識する。

3. 契約獲得費用を前払資産として認識し、カバ
レッジ期間の開始において認識を中止する。

4. 発生時に保険負債の一部として認識する。

スタッフは最後の代替案を支持した。

相殺に関して幾つかの懸念が表明されたが、スタ
ッフは、提案された会計処理は一般的な相殺要件と
は整合していないが、この取扱いは、資産のポジショ
ンの契約と負債ポジションの契約とがポートフォリオ
内で互いに相殺されるというビルディング・ブロック・
アプローチに関する現在までの決定に準拠している
ことを確認した。

新規ポートフォリオの場合、何故このアプローチに
従うべきかという追加的なコメントが提起された。この
ケースでは、代替案3は経済性を適切に表していな
いのではないか。スタッフおよび他の審議会メンバ
ーは、スタッフの提案が実務的な解決策として支持
されるべきであると議論した。

（FASBメンバーの一名が反対したが）IASBおよび
FASBの双方が概ねスタッフの提案を支持した。

残余マージンへの利息の付与

IASB教育セッション

スタッフは、公開草案内の現在の提案を要約する
ことにより論点を紹介した。保険者は残余マージンの
帳簿価額に利息を付与すべきとしている。利息の付
与を支持する見解は、このアプローチは顧客との契
約から乗じる収益に関連する公開草案と整合してお
り、保険契約のその他の構成要素すべてが貨幣の
時間価値を反映していることとも整合している。さら
に、スタッフは、長期契約に関して、例えば20年とい
う時間にわたり解放される残余マージンは、利息が
残余マージンに付与されなかった場合、価値がほと
んどない可能性があると強調した。

スタッフは、公開草案におけるこの論点へのコメン
トは見解が分かれていたと説明した。貨幣の時間価
値の概念は、このモデルの残りの部分と整合してお
り、無視することができないと述べ、マージンに対す
る利息の付与を支持している見解もあったが、これ
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に反対している見解もあった。反対した者のうち数名
は、利息の付与の概念には同意するが、さらに過度
に複雑なモデルになると考えて実務的な理由により
反対した。他には恣意的および人為的であることを
理由に反対した者もいた。

矛盾する見解がIASBメンバーから表明された。利
息を付与しない単純化を支持する方に傾いているメ
ンバーもいれば、利息を付与しないことは論理上薄
弱であるということを理由に利息の付与を支持するメ
ンバーもいた。

利息の付与を支持しないメンバーの中には、利息
の付与が既に複雑なモデルに更なる複雑性を追加
することを強調し、それ故、このアプローチの費用対
効果について異議を唱えるメンバーもいた。彼らは、
利用者がモデルの機能的構造についての深い専門
性なくしては利息付与の影響を理解できないので、
このアプローチは利用者を混乱させるであろうという
懸念を抱いた。

メンバーの一名は、アウトリーチは実施されたか、
実務的な適用可能性を最初に検証する必要がある
のではないかと尋ねた。回答として、スタッフは、一
部の一般に公正妥当と認められた会計基準におい
ては、利息は（例えば、現在の米国会計基準におい
ては内在的に）現在においても付与され、記録を残
していると述べた。これは情報が利用可能であり、そ
して、この様なアプローチが適用可能であることを強
調している。スタッフは、従前のIASBの決定の結果、
保険者は既に、残余マージンの構成要素を相対的
に細かな水準で記録を残す必要があり、そして、残
余マージンに対する利息の付与は、モデルの複雑
性に重大な変動を与えないという説明を加えた。

利息を付与する見解を支持する審議会メンバー
は、保険者の財務諸表の典型的な利用者に関して、
彼らがモデルに関する知識を有することを前提とす
ると述べた。メンバーの一名は、利息の付与が与え
る重大な影響は発生する可能性が高く、それ故、重
大な意味を持つと強調した。これを踏まえて、彼は、
利用者がこの様な情報を利用価値が高いと理解す
るであろうと考えた。他のメンバーの一名は、利用価
値の高い情報であるためには、利用者が継続性を
求めるので、時間価値は残余マージンを含むビルデ
ィング・ブロック・アプローチにおけるすべての構成
要素において考慮される必要があることを強調した。
しかし、この様なアプローチは実行可能ではないと
感じている特定の回答者への回答において、彼は、
懸念事項を理解するためにアウトリーチの実施を提

案した。スタッフは、目的を絞ったアウトリーチが予定
されていると述べた。

次に、スタッフは、直近のレートを使用する代替案
ではなく、ロック・インした割引率を使用して、その他
の包括利益か損益のいずれかにおいて金利を認識
する提案を要約した。スタッフは、ロック・インした利
率は、残余マージンの金額は引受時に決定されるこ
とより、モデルと整合していると考え、また、残余マー
ジンはキャッシュ・フローの見積りの変更により調整さ
れるが、割引率の変動によりアンロックされないと考
える。割引率の変動に対して残余マージンのアンロ
ックをしないことより、残余マージンは引受当初に見
積もられたとおり時間価値を内在的に反映する。

スタッフは、直近のレートを使用したその他の包括
利益アプローチが代わりに使用されれば、残余マー
ジンはキャッシュ・フローを最新の状況に調整しない
ので、その他の包括利益の金額を自ら戻し入れない
と述べた。それ故、このアプローチは保険契約モデ
ルのその他の公正要素で使用される、直近のレート
を使用したその他の包括利益アプローチとは機能的
構造が異なり、それ自体、IASBは、当該金額を損益
においてリサイクルする必要があるか否かについて
検討する必要がある。ロック・インした利率の使用は
この様な表示上の問題を生じさせない。

審議会メンバーの一名は、利息の不要が契約引
受時にロック・インされる場合の情報の利便性につ
いて、例を挙げて質問した。彼の質問は、仮に、契
約開始の時点において、保険者が、例えば金利が
10％といった高金利の状況にあり、そして数年後に
金利環境が例えば1％に下降した場合を想定すると、
10％の金利を付与し続けることが、財務諸表の利用
者のためにどの程度有用であるかであった。他のメ
ンバーの一名は、直近のレートを使用したその他の
包括利益アプローチが代わりに採用された場合の表
示方法について質問し、スタッフは、10％から1％へ
の変動がその他の包括利益において補足されると
回答した。IASBメンバーは、代替案として仮に直近
のレートを使用した損益計算書アプローチが採用さ
れた場合には、これは損益に重大な影響を与えると
述べた。他のメンバーの一名は、残余マージンがキ
ャッシュ・フローの見積りの変更に対して現在アンロ
ックされるのであるから、ロック・インしたレートの使用
は依然として適切であるかと質問した。

議論は、保険者が利息の付与に使用される利率
をどのように計算すべきかについての議論に移った。
スタッフは残余マージン特有のガイダンスを提供す
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べきではなく、代わりに、負債の他の構成要素に関
する割引率を導き出すアプローチと整合させるべき
であると提案した。そうすれば、直感的には、他の構
成要素で算出したレートと同等になるはずである。

IASBのみの投票セッション

翌日、IASBは残余マージンに対する利息の付与
についての議論を続けた。(1) 利息は付与されるべ
きか否か、(2)付与すべきであるならば、どの様な割
引率（ロック・インしたレートか直近のレートか）が使
用されるべきかについての二つの質問は、それぞれ
が相互に関連するために同時に議論された。

教育セッションにおいて議論された論点が繰り返
された。審議会メンバーの一名が新しい意見を表明
し、このプロジェクトの最大の便益の一つは利益の
源泉を明らかにすることであると述べた。これは、残
余マージンについても利息の付与を義務付ける貨
幣の時間価値の検討を含むべきである。彼は、直近
のレートで計算することは貨幣の時間価値を測定す
る上でより良い方法ではあるが、直近のレートとその
他の包括利益を使用したアプローチを使用すること
はモデルの複雑性をさらに高めることになるとも加え
た。

他のメンバーは、直近のレートは経済性を反映し
ており、ロック・インしたレートの使用は意味のないも
のであるという彼の意見に同意した。これに同意した
メンバーは、ロック・インしたレートで利息を付与する
と、それは固定した前提条件（アンロックする予想キ
ャッシュ・フローの変動を除く）における残余マージン
の測定と整合すると考え、スタッフの説明を受け入れ
なかった。利息を全く付与しないという結論に達した。

議論において、数名の審議会メンバーは、この問
題については、妥協を選ぶべきであり、完全な解決
法を選ぶべきではないと強調した。それ故、彼らは、
割引率の変動に関する会計処理にその他の包括利
益を使用するという従前の仮決定は、実務的に利用
可能な代替案を制限することにより現在の議論に重
大な影響を及ぼしているという事実に言及した。

最終投票では、10名の審議会メンバーが残余マ
ージンに対する利息の付与に賛成し、同様に、10名
がロック・インしたレートの適用を支持した。

この論点に関する最後の質問に関しては、IASB
は全員一致で、残余マージンに対して利息を付与
するための割引率の見積りに関する追加的なガイダ

ンスを提供するべきではないとするスタッフの提案に
同意した。適用される利率は、保険契約負債の他の
構成要素の割引率と整合的に決定されるべきである。
スタッフは、単一混合利率のレートを使用するか、も
しくはマージンの解放を予測し、イールドカーブを使
用して適切な割引率を決定する等、利息を付与する
ための利率の決定の方法について異なる手法が多
数存在すると述べた。

開示

IASB教育セッション

スタッフは、公開草案において提案された開示に
反対した多くの回答者は、開示の作成が過度に負
担となり、そして、開示が利用者に対して過度の負
担をかけると述べ、組み合わされたパッケージの累
積的な影響のために反対したと要約した。しかし、ス
タッフは、年金の開示との類似性を述べ、その結果、
開示の要件は面倒であるが正当化できるであろうと
理解した。スタッフは、審議会の審議プロセスにわた
りモデル変更の連鎖的な影響に基づきいくつかの修
正を提案したが、今回の教育セッションにおいては
二つの追加的な開示要件の導入に焦点を当てた。

• 保険者は、監督上の要件に準拠するために
保持している資本の金額を開示すべきである。
この金額は、監督上の測定要件を使用した必
要資本、ならびに、監督上の測定要件で測定
した金額とIFRSの測定要件で測定した金額
に差異があればその差異の影響で構成され
るべきである。

• 保険者は、履行キャッシュ・フローの予想現在
価値、リスク調整および残余マージンを個別
に表した、保険契約負債と保険契約資産の
帳簿価額総額の調整表を開示すべきである。

このセッションにおいて、大半のメンバーのコメント
は規制資本の開示に集中した。スタッフは、この開
示はグループレベルにおける資本の利用制限を説
明することを目的にしていると述べた。

審議会メンバーの一名は、提案の根拠に異論を
唱え、その根拠が会計基準の一部を形成するか否
かについて尋ねた。他のメンバーの一名は、保険グ
ループが活動する法域において異なる規制ルール
が存在するので、グループレベルでこの情報を集約
することは意味が無いと述べた。他のメンバーの一
名は、監督当局は集約されたベースではこの情報を
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検査しないと述べた。スタッフは、この種の要件は財
務報告の境界にあたるが、この提案は回答者からの
コメントに基づいており、多くの保険会社は、現在、こ
の情報を或る形式で開示していると理解している。し
かし、例えば、他のプロジェクトにおいて、ストレステ
ストの開示が審議会で議論された際に、異なる規制
環境にためにこの提案は課題が多いことを理由に、
この開示の提案は先に進まなかった。

この開示は、規制資本がIFRSによる資本よりも大
きい場合には、どの様に表示するのか、そして、保
険者の財務諸表の公表時期と規制当局への書類の
提出時期との時差を実務上どの様に取り扱うのか等、
多くの質問が審議会メンバーから提起された。この
開示が銀行グループで合意されなかった場合に、保
険者においては作成されるべき理由について異議
を唱えるメンバーもいた。

スタッフは、当該規制資本の開示の概念に関して
審議会メンバーの間で一般的な合意が形成されて
いることを手短に述べた。しかし、教育セッションに
おける質問の水準を踏まえると、この提案について
更なる作業が必要であり、将来の審議会に再提出す
ることになることを認めた。

IASBのみの投票セッション

スタッフは、審議会が規制資本に関して提案され
た開示およびIFRSにおける資本への調整について
重大な懸念を依然として抱いているのであれば、当
該開示を保険プロジェクトの一部として要求するべき
ではなく、あらゆる業種に影響を与えるより大きなプ
ロジェクトとして検討すべきであると述べ、上述した教
育セッションの項目で提案された開示についてでは
あるが、前日の議論を反映し説明した。

審議会は矛盾した見解を表明した。一部の審議
会メンバーは、（あまり詳細ではないが）類似した開
示がIAS第1号で既に要求されているのでそれを補
完するにすぎないというスタッフの提案に賛成した。
その案に反対したメンバーは、異なる法域に子会社
を有するグループの場合、この要件は解釈しにくい
と反論を述べた。

議論の結果、14名のメンバーは、規制資本および
その調整を除く、開示パッケージを支持した。追加
投票において、審議会は、スタッフが保険契約負債
プロジェクトにおいて規制資本に関して提案された
開示を検討することに対して反対の決定をした（一
方、支持したのは7名にすぎなかった）。
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aaratapr@jp.pwc.com

本冊子は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナルからのアドバ

イスを受けることなく、本冊子の情報を基に判断し行動されないようお願いします。本冊子に含まれる情報は正確性または完全性を、（明示的にも暗示的にも）

表明あるいは保証するものではありません。また、本冊子に含まれる情報に基づき、意思決定し何らかの行動を起こされたり、起こされなかったことによって発

生した結果について、あらた監査法人、およびメンバーファーム、職員、代理人は、法律によって認められる範囲においていかなる賠償責任、責任、義務も負い

ません。

© 2012 PricewaterhouseCoopers Aarata. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers Aarata, which is a member

firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.


