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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

を明確化することがしばしば難しいことより、これらの議事録

およびIASBのOBSERVER NOTEにおいて公表される

えて、暫定的結論は、将来の両審議会における議論により

およびFASBの決定は、最終基準書を公表するための公式投票

最終化される。

およびFASBは、包括利益計算

における保険料および保険金の表示

既経過保険料配分アプローチを適

すること、ならびに、包括利益計算

において、提案された残余マージン

マージンの配分の方法と整合す

により契約獲得費用を認識する

仮決定した。

は、契約獲得費用は、資産と

ではなく、マージンの一部として

すべきであり、保険契約者に対す

に関連する保険契約負債は貸借

対照表上において未経過マージンから

されるべきであることも決定した。

保険料配分アプローチの下では、

およびFASBは、契約引受時の割

使用して、残存カバレッジ期間

保険契約負債の測定および発生保険

する保険契約負債について損益

としての保険金および金利費用の金額

するとした。
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ならびに、IASBおよびFASBの暫定

議事録は、FASBのACTION

される決定とは異なる可能性があ

により変更される可能性がある。

公式投票の完了においての

配当契約に関しては、議論により、

にかかる決定は、割引率の

他の包括利益に表示すると

優先することが明確にされ

、ミラー処理にかかる決定

、保険契約者に対する契約

基礎となる項目の公正価値

づけられている契約に関し

保険契約負債の変動は損益に表

すべきであると決定した。

取扱いに関して、IASBおよ

金融資産の再指定もしく

許容されるであろう範囲に

なる結論に至った。IASBは、

最終基準の公表後から3年後

比較財務諸表についての修

義務付け、早期適用を許容

決定した。

保険契約に関する会計基準の

まれる裁量権のある有配当性

金融商品に関して必然的な修正

とされることに同意した。
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包括利益計算書における保険料の表示

はじめに

公開草案は要約マージンアプローチによる表示を

提案していたが、2011年10月の審議会において、審

議会は、ビルディング・ブロック・アプローチを適

用する保険者は、保険料、保険金、給付金および総

引受マージンを包括利益計算書に表示することを仮

決定した。これは、包括利益計算書における取引量

に関する情報が有用であり、保険料配分アプローチ

による契約とビルディング・ブロック・アプローチ

による契約をより比較可能にするという回答者から

受け取ったフィードバックへの対応である。これに

加え、損益計算書における保険料等の収益の金額は

保険セクターと他の業種の比較をより容易にする。

スタッフ・ペーパーは、（従前の審議会において

実行可能な選択肢と認識された）既経過保険料アプ

ローチに加え、他の二つの測定方法である（最近、

作成者によってより良い代替案として提案されてい

る）、保険料支払期日アプローチと引受保険料アプ

ローチについても説明した。

既経過保険料アプローチは、各期間において提供

が予想される保険カバレッジおよびその他のサービ

スの相対的価値に比例して保険料を各期間に保険料

を配分する。この配分のドライバーは、各期間にお

いて発生が予想されている保険金/給付金や経費、契

約獲得費用の予想額の配分、およびマージンの解放

（ならびにIASBモデルにおいては、リスク調整）で

ある。実績としての保険金/給付金および経費は発生

時に包括利益計算書に計上され、契約獲得費用は残

余マージン（もしくは単一マージン）と整合した方

法で時の経過に亘って配分される。

スタッフ・ペーパーには、既経過保険料アプロ

ーチは「稼得した収益の概念」に最も近いと考え、

保険者が特定の期間におけるカバレッジに負担させ

たであろう料率にある点で近似すると主張する者が

いるとの記述がある。しかし、これは、オプション

や保証の価値、ならびに将来の更新の権利を保険料

配分の計算式に明示的に織り込むものではない。

保険料支払期日アプローチは、保険料を各期間に、

その支払期日（すなわち、請求もしくは回収可能）

をもって配分する主張であり、現在、長期契約の保

険料の認識に関して多く使用されている方法と類似

する方法である。同時に、相殺される金額は、純額

のマージンに対して調整するために配分され、保険

金/給付金、費用、（IASBにおいてのみ）リスク調

整の変動、およびマージンの変動として表示される。

引受保険料アプローチは、保険料とコストを、契

約が当初に認識（引受けられた）期間に配分する。

これにより、保険金/給付金と経費に関するすべての

予想キャッシュ・アウト・フロー、および、リスク

調整とマージンを即座に費用として認識するととも

に、保険契約引受時において保険料からのすべての

予想将来キャッシュ・イン・フローの現在価値を即

座に保険料として認識することで、引受時にすべて

を相殺してゼロとすることになる。このアプローチ

は各期間中に引受けられた新契約についての情報を

提供する。

既経過保険料アプローチは、予想金額に基づいて

いるが、見積りの変更、および従来の見積りの変更

の戻し入れを包括利益計算書利益計算書において区

分して表示することを求める。しかし、これは保険

料支払期日アプローチにおいても保険料引受アプロ

ーチにおいても求められない。その理由は、これら

のアプローチにおいて保険料は契約上の条件に基づ

くからである。

これら三つのアプローチは保険料を各期間に配分

する方法に異なる点があるが、費用として表示され

る金額の差異を埋め合わせているので、純損益の認

識方法は一部類似しており、各期間はこれら三つす

べてのアプローチにおいて同一である。加えて、三

つのアプローチの下では、契約期間に亘り表示され

る保険料は保険カバレッジに対する保険料総額と同

額であり、契約期間に亘り表示されるコストは（貨

幣の時間価値に関する調整次第ではあるが）発生し

たコストの金額と同額である。すべてのアプローチ

において投資構成要素を最初に区分処理（アンバン

ドリング）する。

スタッフ・ペーパーに対する個別補足情報では、

既経過保険料アプローチにおいて、予想保険金/給付

金をドライバーとして使用することに加え、保険料

は予想保険金以外の履行費用（保険契約者管理費用

および契約維持費用ならびに損害査定費用）を対象

とするために配分されるべきであることを提案して

いる。保険金/給付金と同様に、実際の保険金以外の

履行費用は発生時に費用として認識される。損害査

定費用の「発生時点」とは、損害査定費用が支払わ

れた時点ではなく、むしろ、基礎となる保険金が発

生した時点と考えられる。

FASB教育セッション

スタッフが述べた既経過保険料アプローチの利点

の一つは、他の業界における収益認識の概念と大枠

と整合している点である。審議会のメンバーは、こ

のアプローチは配分であるので、例えば、更新の権

利を要素に含めていないなど、その期間で個別に販

売する保険契約の近似を表さない可能性があること

を、スタッフに注意喚起した。
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次に、審議会は、このアプローチにおける保険料

配分のドライバーは予想保険金/給付金および費用で

あるという概念について議論した。数名は、サービ

スの提供は保険金発生時に保険金の支払いと考える

ことができるので、上記ドライバーは適切なドライ

バーであると考えている。クローズド・ポートフォ

リオにおいては、これは保険料の認識においてバッ

ク・ローディングとなる。しかし、保険者がカバレ

ッジを提供する準備ができており、各期間に平準化

された金額であれば、おそらく保険料の金額は定額

であると異なる見解を有するメンバーもいる。その

他のメンバーは、リスクに晒されている純額は、通

常、期間の早い時期にはより大きいので、契約期間

の早い時期に保険料が多く認識されるという事実を

指摘した。

スタッフが述べた既経過保険料アプローチの利点

は、このアプローチは財政状態計算書と包括利益計

算書に関連性を持たせる点である。この点は保険料

配分アプローチと整合している。スタッフは、負債

は次の二つの構成要素から構成されると考えている。

一つは、時の経過に亘って自然に移行される場合、

残存カバレッジに対する負債が減少すると、既経過

保険料が増加するという構成要素であり、もう一つ

は、保険給付の認識時期は、保険金の発生時期、も

しくは、発生保険金に対する保険契約負債が増加す

る時期と一致するという構成要素である。

引受保険料アプローチは、最も複雑なものではな

く、新契約について情報を提供するものであると述

べられた。しかし、このアプローチでは、保険者が

サービスを提供する前、もしくは履行義務を充足す

る前に、保険料と費用を認識する。このアプローチ

も包括利益計算書により大きな変動性をもたらす。

審議会メンバーの一名は、もし主要目的が取引量に

関する情報であるならば、引受保険料アプローチは

その目的に最も対応した方法であると述べた。

審議会は、包括利益計算書におけるビルディン

グ・ブロック・アプローチと保険料配分アプローチ

の別個の表示は、金額を合理的なものにするために、

引受保険料アプローチまたは保険料支払期日アプロ

ーチにおいて必要であるかもしれないが、既経過保

険料アプローチにおいては必要ではないかもしれな

いことについても議論した。

審議会は、見積りの変更は既経過保険料配分アプ

ローチにおいて総額で表示されるが、引受保険料ア

プローチまたは保険料支払期日アプローチではそう

ではないとも述べた。

FASBスタッフの利用者向けアウトリーチ活動の結

果は様々であった。調査対象の利用者の半数は既経

過保険料アプローチを受け入れたが、強く支持した

わけではなかった。既経過保険料アプローチに対し

て強く反対した利用者は、このアプローチはキャッ

シュ・フローと関連性がなく、過度に技術的であり、

契約期間に亘り等しく発生する保険会社の義務を反

映せず、事業の運営にも使用されないこと、そして

費用が便益を超過することについて懸念を示した。

代替案として、彼らは、上記で述べた理由のいくつ

かと同じ理由で、保険料支払期日アプローチを支持

した。加えて、このアプローチはより単純であり、

現在広く利用され、そして成長に関する売上高（top

line number）を提供する目的としては十分であると

も述べた。

スタッフは、既経過保険料アプローチに関して一

部の関係者が述べている実務上の複雑性は、必要と

される記帳上のことであり、既にそのアプローチに

存在するものを作り直すことになる予想キャッシ

ュ・フローの複雑性ではないと述べた。

IASB教育セッション

IASBは同じ論点について教育セッションを開催し

た。数名の審議会メンバーは、商品ごとの情報を必

要とするかについて、ならびに、その情報は投資構

成要素を含むべきかそれともそれを除外すべきかに

ついての利用者からのフィードバックの明確化を求

めた。スタッフは、損益計算書に計上される保険料

の測定から投資構成要素を控除することが幅広く支

持されたと述べた。一方で、財務諸表の注記におい

て商品のタイプ毎に投資構成要素を含めた金額で取

引量に関する情報を見たいとの意見があった。

数名の審議会メンバーは、表示上のアプローチは、

ビルディング・ブロック・アプローチと比較すると、

保険料配分アプローチではどのように違うのか尋ね

た。審議会メンバーの一名は、既経過保険料アプロ

ーチにおいては表示上調整されるが、保険料支払期

日アプローチを適用するならば、包括利益計算書に

おいて二つの計算書による表示が必要とされること

を提案した。

保険料支払期日アプローチに関して、審議会メン

バーの一名は、金額が概念フレームワークと整合す

るのか尋ねた。彼は、表示された金額の多くは一致

しないと指摘し、他の業界が概念フレームワークに

従うことを求められる際に、何故、保険者は概念フ

レームワークからそれることを許容されるべきなの

かと異議を申し立てた。

2名のIASBメンバーは、より高額な保険金が保険料

の増加では相殺されないために、既経過保険料の計

算で実績調整の影響を考慮しないと保険料の金額を
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歪めるか尋ねた。実績が予想と異なる場合のミスマ

ッチに関連して類似した論点が残余マージンにおい

て存在する。実績調整を考慮すると、複雑性が増す

可能性はあるが（また、実績調整はすべての表示方

法において求められるかもしれないが）、影響度の

評価は無駄にならないと感じている。スタッフはこ

の点について今後の審議会で取り扱う必要があるこ

とに同意した。

数名のメンバーは、取引量に関する情報を表す一

行の金額情報を損益計算書に含めることを提案した。

スタッフは、利用者は包括利益計算書において表示

されるいかなる取引量に関する情報も収益の金額で

あると考えると回答し、この様なアプローチに賛成

しなかった。

議論は作成者から受け取った反対意見のフィード

バックに移った。議長は、多数のケースで現在実務

で利用されている方法は収益認識に関する基準に整

合していないことを理由に、審議会はこの反対を押

し切る必要があると述べた。スタッフは論点がいく

つかあると述べた。例えば、既経過保険料アプロー

チは完全に理解されているのか、既経過保険料アプ

ローチが実務上の複雑性を生み出しているかである。

スタッフは、既経過保険料アプローチがアウトリー

チ活動で適切に説明され、理解されれば、フィード

バックは支持されると述べた。複雑性について、ス

タッフは、既経過保険料アプローチは、いかなる場

合にも注記として開示される必要がある構成要素を

利用すると述べた。質問された時点では、スタッフ

は、仮に保険料支払期日アプローチが審議会により

許容されない場合、取引量に関する情報がそれでも

望まれるものか否かについて明確な見解を持ち合わ

せていなかったので、審議会の提案の公表をとおし

てのみ回答されると示唆した。

審議会において提起されたその他の論点は、区分

処理されない投資構成要素に関連する投資管理費用

を既経過保険料アプローチにおいて区分する方法、

ならびに、（このアプローチは引受時における予想

保険金に基づくため）移行時における取り扱いの困

難性であった。

IASB/FASB合同審議会

IASBとFASBは合同審議会の投票セッションにおい

て議論を続けた。全体としては、多くのメンバーは、

提案された三つのアプローチの中で、収益認識に関

する基準に準拠している唯一のアプローチであるこ

とを根拠に、既経過保険料アプローチを支持した。

これにより、業界間の比較が可能になる。

大多数がこのアプローチを支持したが、FASBメン

バーの一名は、既経過保険料配分アプローチが取引

量に関する情報の必要性にかかる公開草案に対する

回答者のリクエストに対して対応していないと付け

加えた。さらに、他のメンバーの多くは現在の実務

を続けるべきか疑問視していたが、彼は、保険料支

払期日アプローチがより現在の実務に合っていると

も述べた。IASBメンバーの一名は、費用認識の観点

からすると、既経過保険料配分アプローチのみが概

念フレームワークに準拠しており、その他の二つの

方法は費用が発生する前に費用が認識されることを

強調した。そして、このような表示を必要とするそ

の他の例は、IFRSのフレームワークにおいては存在

しないと付け加えた。

FASB教育セッションで述べられているとおり、そ

の他の配分方法が適切である可能性もあるが、FASB

メンバーは、既経過保険料アプローチは、ドライバ

ーが発生保険金や費用とされる観点からすると、規

範的すぎるという懸念を示した。FASBメンバーは、

会計基準自体は原則（例えば、FASBのアプローチに

おいて、その目的は、企業がリスクから解放された

時に保険料を認識することである等）を包含するべ

きであり、既経過保険料算定方法についてその規定

を一つにすべきではないと考えた。IASBスタッフは、

代替的方法が策定されたら、同じ目的を明確に示し

始め、その目的の達成方法を例示するためだけの仕

組みを加えると回答した。

審議会および最終の投票において、従前に詳しく

説明されたという理由から、保険料と保険金を表示

する既経過保険料アプローチが多く支持された。新

しい公開草案が公表され、その論点が再公開された

際に、関係者からの支持が無ければ、審議会は要約

マージンアプローチを唯一の他の合理的な回答であ

るとして再検討する必要があるかもしれないと、

IASBは付け加えた。

投票において、13名のIASBメンバーと5名のFASBメン

バーは既経過保険料アプローチを支持した。このアプロ

ーチにおいては、保険料は、保険者が各期間で提供す

るカバレッジ（およびその他のサービス）の価値に比例し

て、各期間に配分される。保険金は発生時に費用として

表示される。FASBは既経過保険料アプローチの原則に

合致している可能性のある（ドライバーに関して）他のア

プローチについての適用ガイダンスを含めることが可能

か否かについて、起草の際、検討することをスタッフに求

めた。

予想保険金以外の履行費用を対象とするための保

険料の配分に関する議論の続きとして、IASB審議会

メンバーとFASB審議会メンバーの多くは、（金額と

時期の観点から引受時に）予想される費用に合わせ

た保険料の配分は既経過保険料アプローチが技術的
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にどのように機能するかの結果によるとの見解であ

った。IASBメンバーの一名は、実際のコストは発生

時に認識されるべきであることを明確にした。

投票において、IASBメンバーとFASBメンバーはス

タッフの提案を支持したが一方で、FASBの議長は、

適用ガイダンスで詳細に説明する原則としてこれを

表明する可能性について再度提起した。

包括利益計算書における契約獲得費用の表示と認

識のパターン

はじめに

この論点に関する最初の質問はIASBにより指示さ

れ、そして、スタッフは、包括利益計算書において

カバレッジ期間に亘り契約獲得費用を認識するとい

う従来述べた選択について投票をすることを審議会

に求めた。

FASBに対するこの論点の最初の質問は、契約獲得

費用を資産として表示するのではなく、保険契約負

債の一部として認識すべきであるか否かであった。

IASBは、契約獲得費用は保険契約負債に含められる

べきであり、分離した繰延契約獲得費用として表示

されるべきではないことを従前に仮決定していた。

従って、現行セッションにおいてIASBはこの論点に

対する投票を求められなかった。

仮に、FASBが資産としてではなく、保険契約負債

の一部として契約獲得費用を認識することに決定し

た場合、続く論点は、未払の契約獲得費用は、保険

契約者に対する負債の一部ではなくマージンの一部

として個別に表示するか否かである。他の論点は、

貸借対照表上、保険契約負債は一項目として表示す

るか、もしくは、保険契約者への義務と（未払の契

約獲得費用を含む）マージンの二つに分離して二つ

の項目として表示するかである。

両審議会にとっての論点は、契約獲得費用は提案

された残余マージン/単一マージンの配分と整合する

方法で包括利益計算書において認識されるべきであ

るか否かである。

FASB教育セッション

審議会メンバーの一名は、契約獲得費用は、保険

契約者に対する義務を履行するコストに関連するも

のではなく、むしろ、資産とすべきであるので、保

険契約負債に含めるべきであるとは思わないと述べ

た。審議会メンバーの他の一名はどちらの方法を採

用しても財務諸表への純額の影響は同じであると述

べた。

次に、議論は、収益認識との比較、ならびにそれ

らのコストをそのモデルにおいて資産としてどのよ

うに取り扱うべきかに集中した。資産として取り扱

う場合には減損の分析が要求される。IASBは資産と

して取り扱うことを拒否すると述べた。審議会のメ

ンバーは、契約を獲得するために支払ったこれらの

費用を、保険契約のキャッシュ・フロー（例えば、

保険契約者との契約を履行するためのコスト）の一

部としてみなすことに対して懸念を表明し続けた。

それ故、彼らは、契約獲得費用に関連する未払金額

を保険契約者に対する負債として表示することに反

対したが、妥協することが可能であり、契約獲得費

用をマージンに含めて表示することを許容した。

IASB/FASB合同審議会

合同の意思決定のセッションにおいて、多くの審

議を行うことなく、14名のIASBメンバーが包括利益

計算書において契約獲得費用をカバレッジ期間に亘

り認識することに賛成した。

FASBについてのみの質問で、5名のFASBメンバー

は、契約獲得費用を、資産ではなくマージンから控

除するというスタッフの提案を支持した。未払の契

約獲得費用は保険契約者に対する負債の一部として

表示するのではなく、マージンに加えられることに

同意した。さらに、FASBメンバーは、保険契約者に

対する負債は、貸借対照表上、マージンから区分し

て表示すべきであることを決定した。

この論点に関する最後の共通の質問に関して、

IASBおよびFASBは全員一致で、提案された残余マー

ジン/単一マージンの配分と整合する方法で包括利益

計算書において契約獲得費用を認識するというスタ

ッフの提案を支持した。

保険料配分アプローチにおける金利の付与に関す

る割引率の決定

はじめに

二つの審議上の論点は、保険料配分アプローチの

下で使用される割引率に関連するものである。第一

の論点は、保険料配分アプローチの下での残存カバ

レッジ期間の保険契約負債の割引および利息の付与

に使用する割引率は契約引受時の割引率かあるいは

直近の割引率かである。第二の論点は、割引率の変

動がもたらす保険契約負債の変動をその他の包括利

益計算書利益に表示するという審議会の決定をどの

ように保険料配分アプローチに適用するかという点

である。つまり、「ロック・イン」される割引率、

ならびに、発生保険金に対する負債の金利費用の包

括利益計算書における表示に使用される割引率の決

定に関して、割引率は(a)保険契約引受時の割引率あ
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るいは(b)保険金が発生した際の割引率であるべきで

ある。

FASB教育セッション.

スタッフは、契約引受時の割引率は保険者によっ

て設定された基礎となる保険料率設定の仮定を反映

し、その概念は重要な財務構成要素が存在する場合

の収益認識と類似している概念であり、短期間に関

して直近の割引率の使用を要求するための費用は便

益を超過していると述べた。しかし、直近の割引率

を使用する議論は、ビルディング・ブロック・アプ

ローチにおける保険契約負債の現在価値の測定に類

似している。

スタッフは、残存カバレッジ期間の保険契約負債

には契約引受時の割引率の使用を提案した。

発生保険金に使用されるべき金利に関して、数名

のスタッフは、保険料率設定だけではなくビルディ

ング・ブロック・アプローチとも整合すること、な

らびに、実務上の容易さ（単一ポートフォリオにお

ける保険金が異なる時点で発生した場合、割引率が

異なる発生保険金のトランシェを避けること）を考

慮して、契約引受時の割引率を使用すべきであるこ

とを提案した。スタッフは、割引率が一定であれば、

混合した割引率がより整合的であると述べた。FASB

審議会メンバーはこの考え方に理解を示しているよ

うであった。他のスタッフは、発生保険金に対する

保険契約負債に関しては保険金発生時の割引率の使

用を提案した。

次の質問は、不利な契約テストにおいて使用され

るべき割引率に関連するものである。審議会メンバ

ーは計算を可能な限り単純化し続けることを望んで

いると述べた。数名は、発生保険金に対する負債に

適用する割引率と異なる割引率を不利な契約テスト

に使用することを望まないと述べた。審議会メンバ

ーの他の一名は、不利な契約テストについては、契

約引受時の割引率ではなくむしろ直近の割引率に基

づくべきであると提案した。一方で、他の一名は、

その他の包括利益を使用する主な目的の一つは、保

険者にとって、単なる金利の変動のみのために直近

の損失を損益に反映させる必要はないということで

あると回答した。

IASB/FASB合同審議会

ほとんど審議することなく、両審議会は、保険料

配分アプローチの下で、残存カバレッジ期間の保険

契約負債の割引および金利の付与にあたり、契約引

受時の割引率の使用について投票を行った。このア

プローチは、保険契約の固定金額という性質と整合

し、かつ、収益認識の概念とも整合しており、その

上、保険契約負債への金利の付与のために契約引受

時の割引率を使用するビルディング・ブロック・ア

プローチにおける決定とも整合的すると説明された。

議論は、「ロック・イン」されるべき割引率の決

定、および発生保険金に対する保険契約負債に関し

て包括利益計算書における金利費用の表示に進んだ。

FASBは契約引受時の割引率の使用に投票した。一方、

IASBメンバーは、保険金発生時の割引率の使用を支

持した。しかし、IASBメンバーは、コンバージェン

スのため契約引受時の割引率の使用に同意した。

FASBは、契約引受時の割引率を使用することへの

合理的な理由について説明した。彼らは、この割引

率は、ビルディング・ブロック・アプローチと整合

する上に、残存カバレッジ期間の保険契約負債に関

して決定された割引率とも整合すると述べた。IASB

スタッフの一名はこの見解に異議を申し立て、ビル

ディング・ブロック・アプローチとは異なり、発生

時点は、事実上、発生保険金に対する負債の引受時

点であると述べた。しかし、FASBは、保険料配分ア

プローチの下では（特に、ビルディング・ブロッ

ク・アプローチに近似するというIASBの見解の下で

は）、負債は二つの構成要素を持つと考えることが

できるものの、契約引受時点は、依然として、保険

契約のカバレッジ期間の開始時点であり、保険金が

発生した時点ではないと説明した。

FASBは、契約引受時の割引率の使用は、その他の

包括利益において、保険金発生時点において契約引

受時以降変更された利率の範囲内での補正のための

調整をもたらすと理解している。しかし、これは、

残存カバレッジ期間の負債の測定をロック・インし

た後、保険金発生時にビルディング・ブロック・ア

プローチに切り替えるとする審議会の従前の決定の

当然の結論であると考えられる。

FASBは、各保険金発生時に異なる利率が存在する

と指摘し、保険金発生時の割引率を使用する実務上

の複雑性について述べた。これに加えて、発生保険

金の戻し入れは、会計方針（例えば、先入先出法）

の選択と継続適用が求められるので、実務上の課題

となる。それ故、引受時の割引率は、より実務的な

アプローチであると考えられる。しかし、数名の

IASBメンバーは、発生時の割引率は引受時の割引率

よりも入手しやすいとの見解を述べた。

審議会の他のメンバーは、二つの割引率の差はど

の程度重要性があるかについて質問した。IASBスタ

ッフは、それは契約引受時と保険金発生時の間の金

利に影響を及ぼす要因に依存すると述べた。FASBス

タッフは、ロングテールの保険金がカバレッジ期間

後に何年にも亘り更新され続け、各リザーブの変動
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が更新された割引率に付随するものであると、その

割引率は契約引受時の割引率とは著しく異なる可能

性があるため、二つの割引率の差は重大である可能

性があると指摘した。

有配当契約

はじめに

この合同セッションの目的は、有配当契約に関す

るミラー処理（Mirroring accounting）にかかる従

前の決定、ならびに割引率の変動に関連する保険契

約負債の変動をその他の包括利益において表示する

という審議会によるその後の決定と従前の決定との

相互関係に関して明確にすることであった。

両審議会は、米国基準/IFRSの財務諸表において基

礎となる項目を測定する方法を反映した方法（ミラ

ー処理と呼ばれる）で実績に連動した有配当性に関

する義務を測定することを既に決定していた。つま

り、保険者は、基礎となる資産（例えば、償却原価、

その他の包括利益を通じて認識する公正価値、損益

を通じて認識する公正価値）の測定/表示と同じ基準

に基づき、基礎となる資産に関連する義務の部分を

測定/表示する。

FASBは、保険契約者に対する契約上の義務が（固

有の資産プールのユット価格等）契約上、連動して

いる基礎となる項目の公正価値に基づく場合等、一

部の項目にはミラー処理を適用しない追加要件を設

定している。この場合、保険者の財務諸表において

会計上の目的で基礎となる資産をいかに評価しよう

とも、負債は基礎となる項目の公正価値に基づいて

評価されることが要求される。論点は、これらのミ

ラー処理を行わない有配当契約に関して、割引率の

変動に関連する公正価値の変動を、損益において認

識するか、あるいは、その他の包括利益において認

識するかである。

ミラー処理の要件に該当する保険契約に関して、

スタッフの解釈では、ミラー処理はその他の包括利

益会計に優先し、保険契約は関連する基礎となる資

産と整合させて包括利益計算書において会計処理さ

れることを意味する。

FASBの要件の下ではミラー処理が適用されず、保

険契約者に対する契約上の義務が基礎となる項目の

公正価値と直接リンクする保険契約に関して、スタ

ッフは、保険契約負債の変動はその他の包括利益で

はなく損益において表示することを提案した。

FASB教育セッション

FASBは、ミラー処理の決定を適用しない契約に関

するFASBのみの論点について議論した。ミラー処理

にかかる決定を適用しない場合とは、保険契約の義

務が基礎となる資産の公正価値に基づく場合である。

スタッフは、米国の分離勘定がその例であると述べ

た。義務が参照資産の公正価値に基づいている場合、

義務の変動は、資産の会計処理方法に拘わらず、損

益において認識されるべきである。これは、義務が

基礎となる資産の価値をどのように参照しているか

を（すなわち、デリバティブもしくは組込デリバテ

ィブとして）記録することに類似している。この場

合、ミラー処理は適用されるべきではなく、従って、

資産に関して使用された会計モデルは合理的ではな

い。

スタッフは、分離勘定および類似する構造の商品

に関しては、関連する資産の会計は公正価値で評価

し、損益において認識することを意図すると述べた。

それ故、米国で一般に公正妥当と認められた会計基

準の下では、資産と負債のミスマッチはない可能性

が高い。分離勘定の資産を公正価値で評価し、その

変動を損益において認識することは、投資企業のプ

ロジェクトで期待される結果である。このプロジェ

クトは投資企業として分離勘定を含め、その指定は

保険者の会計目的のために保持されることが期待さ

れている。

IASB/FASB合同審議会

数名の審議会メンバーは、最終公開草案において、

その他の包括利益は有配当契約に優先することを明

確にすることの重要性を提起した。ミラー処理にか

かる決定が適用されない保険契約にかかるFASBのみ

の質問に関しては、FASBメンバー全員がスタッフの

提案を支持した。ミラー処理にかかる決定を適用せ

ず、保険契約者に対する契約上の義務が基礎となる

項目の公正価値に直接に連動しない契約に関しては、

保険契約負債の変動は損益に表示すべきである。

移行時の取扱い

IASB審議会

IASB 審議会では多数の論点を取り扱った。

 金融資産の再分類/再指定

 当初認識と最初の表示期間の開始時点との間の

キャッシュ・フローの見積りの変更に関する取

扱い

 IFRS初度適用に関する移行時の要件の適用

 移行時に固定資産および投資不動産を再指定す

る可能性

 発効日、比較財務諸表および早期適用

包括利益計算書における保険料、保険金および費
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用の表示に関して今週の審議会の前にあらかじめ仮

決定がなされ、その仮決定に関連して必要とされう

る移行にかかる要件は将来の審議会において議論さ

れる。

スタッフは、金融資産の再指定および/もしくは再

分類について議論する理由を要約することによりセ

ッションを開始した。スタッフは、IFRS第9号と保険

契約に関する提案された会計基準を同時に適用しな

いことを想定している。それ故、スタッフは、審議

会は、保険契約に関する提案された会計基準を最初

に適用するにあたり、保険者による金融資産の再指

定および/もしくは再分類を認めることを検討すべき

であると考える。

スタッフは、提案された保険契約に関する会計基

準は、それ自体は事業モデルの変更ではないので、

再分類を要求されることはないと述べた。しかし、

IFRS第9号適用後に保険契約に関する提案された会計

基準を適用する場合には、新たな会計上のミスマッ

チが生じる可能性があり、そして、従来の会計上の

ミスマッチはもはや存在しない可能性がある。

スタッフは、IFRS第9号で再分類に関するガイダン

ス（つまり、IFRS第9号のビジネスモデル要件の変更

に該当しなければ再分類を許可しない）を提案した

が、保険者に対しては以下の項目を許可した。

 新たな会計上のミスマッチが生じれば、適格金

融資産に公正価値オプションを適用する。

 会計上のミスマッチがもはや存在しなくなった

場合には、従来の指定を無効にすることを求め

る。

 売買目的で保有していない資本性金融商品のす

べてもしくはその一部公正価値の変動の表示に

その他の包括利益を使用することを新たに選択

する、あるいは従来の選択を取り消すことを許

可する。

審議会メンバーの一名は、「保険者」の定義が何

かを尋ねた上で、審議会は移行にかかる要件の誤用

に注意すべきである故に、例外は重大なミスマッチ

が生じる場合にのみ適用されるべきであると述べた。

何が重大であるかの定義については、さらなる議論

はされなかったが、移行にかかる要件の実務上の適

用について説明する例示が求められた。

多数の審議会メンバーは、（ここにおいて提案さ

れ、IFRS第9号において求められているように）再分

類の原則を将来的に適用することがどの様な意味を

なすのか尋ねた。数名の審議会メンバーは、再分類

にかかる要件の遡及的な適用は理論上存在する比較

上の金額を創り出すと述べた。しかし、他のメンバ

ーは、将来に向けての適用は意味のない比較上の金

額を提供することとなると述べた。遡及的適用は、

IAS第8号と整合するものではなく、あとになっての

判断（Hindsight）を伴うものでもある。

投票において、審議会は、上述したIFRS第9号の再

分類に関するガイダンスに対して三つの例外を含む

というスタッフの提案を全員一致で支持した。

先月、IASBとFASBは移行時においてマージンを計

算するために、遡及的適用の修正した形式を使用す

ることを仮決定していた。特に、IASBは、遡及的適

用が実務上不可能である場合の遡及的適用に関する

IAS第8号の一般的な要件を修正した。

この審議会のスタッフは、残余マージンの遡及的

決定に関して単純化を提案し、また、保険者が契約

当初時と最初の開示期間の開始時点との間のキャッ

シュ・フローの見積りの変更を契約当初において既

に知っていたと仮定して、移行時における残余マー

ジンを決定することも提案した。

スタッフは、直近の提案がなければ、企業は実績

調整（損益計算書をとおして認識）と将来キャッシ

ュ・フローの見積りの変更（残余マージンで吸収）

について分離することを求められると説明した。こ

れは困難であると考えられ、あとになっての判断

（Hindsight）を必要とする。

IASBは全員一致でスタッフの提案を支持した。初

度適用の保険者については、既にIFRSを適用してい

る保険者のために提案された移行にかかる要件は

IFRSの初度適用者に対しても適用すべきことに、

IASBメンバーは全員一致で賛成した。

公開草案では、保険者が保有する他の種類の資産

の再指定について取り扱っていない。例えば、次の

ものである。

 IAS第16号（有形固定資産）の範囲に含まれる有

形固定資産

 IAS第40号（投資不動産）の範囲に含まれる投資

不動産

現在、保険者は既に原価モデルもしくは公正価値

モデルを適用することができる。それ故、スタッフ

は有形固定資産と投資不動産の再指定に関して明示

的なガイダンスを含めないことを提案し、審議会は

全員一致でそれに同意した。

しかし、審議会メンバーの一名は、投資不動産の

公正価値が金利の変動に高度に依存している場合、

会計上のミスマッチが生じる可能性があると述べた。

割引率に関連する保険契約負債の変動はその他の包
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括利益において認識される一方で、公正価値モデル

の下での投資不動産の変動は損益計算書において認

識される。スタッフは、IAS第40号は現在このミスマ

ッチに関する解決法を提供しておらず、類似したミ

スマッチがストラクチャード負債性商品やその他の

投資の一部において存在すると述べた。

次に議論された論点は、保険契約に関する提案さ

れた会計基準の発効日、比較財務諸表および早期適

用である。投票において12名のメンバーが同意した。

審議会の見解と仮決定は次のとおりである。

 強制的な発効日は保険契約に関する会計基準の

最終基準書公表日後およそ3年後とし、猶予を

与える意向を述べた。

 強制的な発効日より前にその最終基準を適用す

ることを企業に許容することを仮決定した。

 最初の適用時において、比較財務諸表を修正再

表示することを企業に義務付けることを仮決定

した。

スタッフは、通常の発効日は最終基準書公表日後

およそ18ヶ月後であることを述べた。スタッフは、

回答者の懸念に対応すること、そして、期間を3年間

に拡張することを提案した。

三名の審議会メンバーは、早期適用が比較可能性

を提供しないと考えることを根拠に、保険契約に関

する提案された会計基準の早期適用に関して懸念を

抱いた。IFRS第9号と保険契約に関する提案された会

計基準の最初の適用時の多様性が金融市場に不確実

性を作り出す可能性があることを懸念しているので

ある。彼らは、基準書の早期適用は、高品質の経営

管理を有する企業か、あるいは、より良い結果を表

示するために早期適用について特定の日付を選択す

ることによって恩恵レートを得ることを望む企業に

関連するのか明確ではないと考えている。数名のメ

ンバーは、IFRS第9号と保険契約に関する提案された

会計基準を別個に適用することはコストがかかりす

ぎることを理由に、特に保険者について、IFRS第9号

の適用の延期を求めた。「保険者」の定義に関して

は議論されなかった。

他の審議会メンバーは、この基準書を可能な限り

早く完成させることが重要であると述べた。金融市

場はこの基準書を10年以上も待ち続けており、現在

の低金利の環境において、早期適用を許可すること

は比較可能性を減少させることよりも重要である。

スタッフは、その他の企業の場合、適用時に、再分

類に関して同じルールが早期適用者に適用されると

述べた。スタッフメンバーの一名は、或る法域は公

開草案の原則をすでに適用しており、新しいルール

にできるだけ早く追いつくことを希望していると述

べた。早期適用を許可しないと、このプロセスは遅

れていく。

FASB教育セッションと審議会

FASBにより取り扱われた移行時の論点は、仮に保

険契約プロジェクトが金融商品に関する基準書より

も後に有効となる場合の金融商品の再指定の可能性

に集中した。

IASBスタッフの提案とは異なり、FASBスタッフは、

保険契約に関する会計基準の最初の適用において、

保険者は、その時点で有効である金融商品に関する

分類と測定のガイダンスをその適用日に適用したか

のように、金融資産を指定/分類することができると

提案した。

スタッフは、この「リセット」という例外は、保

険者にとって、保険契約負債の「現在価値」測定ア

プローチを適用する際に別途生じ得る投資資産と保

険契約負債との会計上のミスマッチを縮小するため

に必要であると考えている。

数名の審議会メンバーは、許容されるべきである

単なる「リセット」とは（通常は禁止されている）

固有の金融商品の公正価値オプションの取消しと開

始であると述べた。これらの審議会メンバーは、分

類に関する他の決定（例えば、償却原価に対して、

その他の包括利益において認識される公正価値）は

事業戦略に基づくものであり、保険者の事業戦略は

いかなる保険契約に関する会計基準を適用すること

によっても単に変更されるべきではないと論じた。

つまり、保険者は負債とのデュレーション・マッチ

ングと流動性の目的で自社の資産ポートフォリオを

管理しているので、それらの目的は保険契約に関す

る新しい会計基準を適用することによって変更され

るべきではない。故に、彼らは、保険契約に関する

会計基準への移行において資産の再分類が何故正当

化されるのか理解できなかった。

スタッフは、再分類を許容すべきと考える場合の

例を示した。現在、モーゲージ・ローンを償却原価

により保有している保険者は、保険契約負債の「現

在価値」測定とより整合させるために、公正価値で

評価し、その他の包括利益において認識するように

再分類を希望する可能性がある。数名の審議会メン

バーは、「リセット」の概念を支持し、このプロジ

ェクトにおける審議会の目的の一つは会計上のミス

マッチの論点を縮小させることであり、「リセット」

という選択肢はこの概念に一致するものであると述

べた。

審議会は6対１でスタッフの提案を支持した。
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次に取り扱われた論点は、この例外の対象となる

金融商品の認識方法であった。スタッフは、「リセ

ット」は保険契約負債に対応する金融資産に限定す

べきであることを提案した。これらの金融資産を認

識する二つの可能な方法は、これらの資産が法律上

リンクされているか（例えば、保険会社により保有

されている）、もしくは何らかの形で内部的にリン

クしているか（例えば、「保険契約」が保険会社に

より発行されていないような状況）否かに基づくこ

とになる。

「リセット」という例外の操作の可能性にまつわ

る論点が提起されたので、審議会は合理的な水準に

その対象を狭めようと試みた。審議会は、法的事業

体もしくは内部的な指定のどちらかによって、なら

びに保険契約と新たにみなされた保険契約に関する

ファンディングに関連して、企業の保険事業に指定

された金融商品については、保険契約に関する会計

基準の最初の適用時において再指定/再分類を許可す

ることを仮決定した。

この影響は会計方針の変更として取り扱われる。

裁量権のある有配当性を伴う金融商品の測定への

適応（IASBのみ）

IASB審議会は、保険契約に関する会計基準の範囲

に、保険者により発行された裁量権のある有配当性

を伴う金融商品を含めることを決定した結果から必

要となり、間接的に生じる改訂について審議した。

審議会は、以前、保険契約に関する契約の境界を

再定義し、その境界は契約が保険契約者に実質的な

権利を付与しなくなる時点としていた。加えて、保

険契約に関して決定するための追加要件を定めてい

た。この審議会において、IASBは、裁量権のある有

配当性を伴う金融商品にその契約の境界を適応させ

ることに決定した。契約が実質的な権利を付与しな

くなる時点とは以下の時点である。

契約者は裁量権のある有配当性から生じる便益を

受け取る契約上の権利をもはや有していない。

請求された保険料は、未だに契約の保有者ではな

い者が同じ条件で利用可能な便益と実質的に同じ便

益を契約の保有者に与えている。

審議会は全員一致でこの提案を支持した。

裁量権のある有配当性を伴う金融商品の当初認識

にかかる論点に関して、保険契約の認識に関するガ

イダンスは「保険事故」に言及しているので、裁量

権のある有配当性を伴う金融商品には合理的なもの

ではないと議論された。その結果、スタッフは、裁

量権のある有配当性を伴う金融商品に、つまり、企

業が金融商品の契約上の条項の対象となった場合に、

IFRS第9号の当初認識にかかる要件を適用することを

提案した。

裁量権のある有配当性を伴う金融商品に、保険契

約に関する決定をさらに適応させることは必要でな

いと考えられた。例えば、審議会は、残余マージン

の配分をサービスのパターンを最もよく反映する方

法に変更することを既に仮決定していた。スタッフ

は、この原則は裁量権のある有配当性を伴う金融商

品も対象としていることから、特定のガイダンスは

不要であると考えている。結果、そのパターンが時

の経過から著しく異なる場合には、管理している資

産の公正価値に基づく分配を求めるという公開草案

上の要件は除外されている。スタッフは、実務上、

裁量権のある有配当性を伴う金融商品のマージンは

資産管理サービスの条件に基づいて配分されると考

えると述べた。しかし、公開草案とは異なり、これ

らのサービスにかかる条項は、管理している資産の

公正価値にリンクさせることを求められないであろ

う。
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