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Insurance alert
FASB Education Session and
Board Meeting,
November 7 and 14, 2012
両審議会においては、多数の観点から検討がなされており、IASBおよびFASBの暫

定的結論を明確化することが難しい場合が多いため、これらの議事録は、FASBの

ACTION ALERTおよびIASBのOBSERVER NOTEにおいて公表される決定とは異な

る場合がある。加えて、暫定的結論は、将来の両審議会における議論により変更さ

れる可能性がある。IASBおよびFASBの決定は、最終基準書を公表するための公式

投票の完了を受けて最終化される。

要約

FASB は、11 月 7 日に教育セッショ

ン、そして 11 月 14 日に出再手数料の

会計処理、企業結合ならびに損失が生

じているポートフォリオの移転、および、

相互保険会社が発行した有配当契約

について審議を行うために、FASB のみ

による審議会を開催した。

FASB は、出再保険料は、IASB の見

解と整合的に、出再保険料に対して相

殺されるべきであることを仮決定した。

企業結合の論点について、審議会は、

取得した保険契約に関しては、単一マ

ージンは、引き受けられた保険契約の

公正価値とビルディング・ブロック・アプ

ローチにおける予想・キャッシュ・フロー

の純額の現在価値との差異として測定

されるべきであることを暫定的に決定し

た。企業結合日における割引率は、損

益計算書をとおして保険契約負債に利

息の付与に使用されるロックインされた

割引率である。さらに、審議会は、企業

結合の要件を充足しないロス・ポートフ

ォリオ・トランスファーとして取得した保

険契約は、再保険契約の引受として処

理することが暫定的に決定され、そして、

共通支配下にある事業体もしくは事業

の結合をとおして取得された保険契約

は、Topic805 企業結合におけるガイダ

ンスを適用する。審議会は、さらに、保

険契約の会計基準の発効日以前に生

じた企業結合に関して、移行ガイダンス

の適用は、発効日時点における公正価

値のガイダンスを適用し、保険者に、保

険契約に帰属する構成要素に対して上

述の決定に準拠し、パーチェス・プライ

スの再配分を行うことを求めることを、暫

定的に決定した。

有配当契約に関しては、審議会は、

保険契約負債の測定において、保険契

約者に対する裁量権のある支払いは、

保険契約負債は予想に基づくべきであ

り、（企業は、継続企業であることを考慮

すると）、それ故、相互保険者に資本（も

しくは）損失をもたらすことを明確にする

仮決定を行った。

PwC による審議会の要約

 出再手数料

 企業結合およびロ

ス・ポートフォリ

オ・トランスファ

ー

 相互保険事業体に

より発跛行された

有配当契約
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出再手数料の会計

出再手数料の会計は、2010 年 7 月の IASB の公

開草案において取り扱われたが、2010 年 9 月の

FASB の予備的見解において取り扱われなかった。こ

の論点は、このような出再手数料は、以下の何れかの

取扱いが適用されるべきである。

1) IASB が結論を出したように、再保険者へ出再さ

れた保険料のからの控除とし取り扱う。

2) 元受保険契約の取引において生じた（マージン

に対する）直接契約獲得費用と相殺する、もしく

は

3) 両者の組み合わせ（たとえば、契約獲得費用の

回収を表すのであれば、元受け保険契約の取

引において生じた直接契約獲得費用と相殺し、

その超過部分を出再保険料と相殺する）。

代替案１を支持する論拠は、再保険者に支払いを

した出再金額および再保険者から受け取った出再手

数料の双方は、同じ契約の一部（つまり、実際は、相

殺後の金額が再保険者への支払額であり）、金額は、

純額の出再保険料の金額である。この見解の下では、

出再保険料と出再手数料に関して契約書において個

別に記載する金額には、裁量の余地がある。

FASB のスタッフは、代替案１は、再保険契約が（比

例再保険契約もしくは共同保険のように）比例的であ

る場合、もしくは再保険契約が（超過再保険契約のよ

うに）非比例的であるに場合に適用されると述べた。

代替案１への反対論者は、比例的なカバレッジの場

合、代替案１は、包括利益計算書において表示され

る出再保険料の金額および保険の業績指標を歪めて

しまうと考えている。たとえば、50％の保険料および保

険金が出再された場合、出再手数料が出再保険料と

相殺された場合、出再保険料は元受保険料の 50％

以下の金額となる。

代替案３は、妥協案として考えられているが、この

方法は、保険者に出再手数料の金額を区分して負担

させることを求めるという欠点が存在する。これは、明

示的な出再手数料がない非比例的は再保険契約に

関しては特に難しい可能性がある。スタッフは、第３案

は、現行の会計基準が技術的に現在求めているもの

に最も近いが、今日の実務において、保険者は、契

約に表示されている出再手数料について重大な調整

を行っていないと述べた。

審議会は、審議会が、どのように再保険契約が包

括利益計算書において表示されるのかを構想してい

るのかとともに代替案２および代替案３の非整合性に

ついて議論した。出再保険料、出再保険金および出

再マージンの償却は、元受保険から区分して表示さ

れる。

これに加え、代替案２および３に関しては、数名の

審議会のメンバーは、概念的には、再保険契約の利

益は元受契約の利益に影響を与えることに苦闘し、そ

して計算単位に関する懸念を提起した。審議会のメン

バーの一名は、三つの代替案において損益計算書

に記録される当期利益は、同じであり、そして、これが、

損益計算書の表示の論点に対する唯一の方法であ

ると述べた。スタッフは、各期間におけるボトム・ライン

は、代替案によって異なる可能性があるが、この点を

明示したこの見解に関するさらなる説明は、スタッフに

より提供されなかった。

他の代替案に関する実務上の懸念のため、および

IASB とのコンバージェンスのため、代替案１の単純性

に関しては、数名のメンバーが支持を表明した。また、

メンバーの一名は、出再保険料に対する影響が重大

である場合、利用者は、この情報を実際に利用するか

尋ねた。スタッフは、代替案１は保険料の分析を歪め

るが、追加の開示が適用される可能性があると述べた。

FASB は、代替案１について、メンバーの一名の反対

を伴い賛成された。

企業結合および損失が生じているポートフォリオの移転

FASB により審議された最初の論点は、企業結合に

より取得された保険契約に関する会計処理である。こ

の論点は、保険契約に関する企業結合について現在

の GAAP において既に記載されている要件を超えて、

特別な要件が求められるのかと言う点である。スタッフ

の提案は、やや複雑であり、契約獲得費用が負荷さ

れ、そして、取得した保険契約の測定において含まれ

る提案を含んでいた。この提案の目的は、企業結合

により取得した契約と事業において創出した契約を整

合的に取り扱うことを可能にすることである。
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しかし、審議会は、単純化されたアプローチを決定

した。現在の企業結合のガイドラインと整合的である

が、引き受けた保険契約負債および取得した保険契

約資産を公正価値で評価することが求められている。

公正価値が測定される構成要素は、以下のとおりで

ある。

a) 予想ネット・キッシュ・フローは、発効した保険契

約に関する保険者の会計方針に準拠して測定

され、現在の計算仮定を使用し、そして、取得日

に決定された割引率を使用する。

b) 単一マージンは、引き受けた保険契約の公正価

値と(a)において決定された予想キャッシュ・フロ

ーの差額として決定される。

単純化された数値例が提供され、545 百万米ドル

は、取得価格から保険契約に該当する公正価値であ

り、ビルディング・ブロック・アプローチに基づいて、こ

れらの保険契約に関する予想キャッシュ・フローの現

在価値は、425 百万米ドルであり、それ故、差異の

120 百万米ドルは、移行時に記録されるべき単一マ

ージンとなる。議長は、保険契約に帰属する公正価

値は、引き受けた保険契約に関して取得者によって

受け取られた仮想的な保険料の受取額である（つまり、

事実上、企業結合と受再保険取引を比較する）と考え

ることができると理解した。（保険契約モデルと整合的

であると見積もられる）取得日における割引率は、ロッ

クインされた割引率であり、保険契約モデルと整合的

に、損益計算書において取得した保険契約義務に対

する利息を付与すると説明された。保険契約に帰属

する公正価値が、提案により割り引いた予想キャッシ

ュ・フローの現在価値より少ない（つまり、負の単一マ

ージンである）場合に、どのように会計処理がされるか

に関して議論はされていない。

契約獲得費用を負荷するスタッフの提案に関して、

議長は、この論点は、丁度議論を終えた出再手数料

の論点に類似すると考え、このような配賦が裁量性を

有し、そして、二つの主体が支払い純額について交

渉された取引においては困難であると述べた。

審議会は、さらに、共通支配下において、事業体の

結合もしくは事業の結合により取得された契約は、

ASC 805-10 のガイダンスを使用すべきことを明確に

することを決定した。

審議会は、従来の企業結合に関する移行時の取

扱いの論点について議論した。審議会は、保険契約

のガイダンスの遡及的な適用は、保険者に、取得した

保険契約に関連する購入価格を審議会において先

に決定したように新しい保険契約の測定と整合的に

公正価値の構成要素に再配分することを求める。スタ

ッフは、これは取得日において購入された保険契約

に対して当初に帰属された公正価値の金額に影響を

与えないことを明確化した。つまり、公正価値は、契約

獲得時において適用される公正価値の見積に関して

は、権威ある文献に基づいている。それ故、移行時の

調整は、のれんや顧客リストのような認識可能なその

他の包括利益の無形資産のような企業結合のその他

の金額に影響を与えない。

対応すべき移行の問題は、公正価値の構成要素

の配分である、たとえば、前の例では、現行の一般に

公正妥当と認められている会計基準により 545 百万ド

ルの公正価値は、負債に関して純保険料式で計算し

た長期生命保険契約および将来利益の現在価値で

ある調整項目としての無形資産を伴い配分される。提

案された保険契約の基準の遡及的適用は、保険契約

にたいして帰属される 545 百万ドルの公正価値をもた

らし、ビルディング・ブロック・アプローチの下でのネッ

ト・キャッシュ・フローの現在価値である保険契約負債

が、調整項目としての単一マージンを伴い配分される。

数名の審議会のメンバーは、スタッフが、一般的な

移行措置のみならず企業結合に関する遡及適用の

潜在的な複雑性への懸念を有していると述べた。彼ら

は、暫定的決定は、プロジェクトに関する全体的な移

行のガイダンスの費用対効果の検討に関する審議会

のレビューに従うと述べた。

相互保険事業体により発行された有配当契約

相互保険会社により発行された有配当契約の発行

について、疑問点は、（保険契約者に対する配当を

含む）予想キャッシュ・フローの現在価値を測定する

ための要件は、相互保険者の資本/サープラスにゼロ

残高をもたらすかと言う点である。
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見解の１は、総てのサープラスは、結局、会社の存

続期間にわたり契約者に支払われることが求められる

ことを理由に、これらの金額は、保険契約者に対する

負債における予想キャッシュ・アウト・フローに含まれ

るべきである。その結果、相互保険者は資本/サープ

ラスがなくなる。

見解２は、会社が継続企業であると仮定した場合、

負債は、保険契約者に対して支払われると予想され

る金額のみを反映するべきであるとしている。継続企

業としては、会社は、最低限度の監督上の資本規制

に準拠し、資本の成長、未だ支払われていない予算

化された支出および予想できないリスクのためにある

程度の永続的な資本を維持する必要がある。予想さ

れた将来の配当の現在価値は、保有することを予想

されるサープラスも金額を考慮した後に、相互保険者

が保険契約者に対して支払われる金額に等しくなる

べきである。その結果、見解２の下では、会社はある

程度の資本/サープラスを保有することになる。保険

契約者に対する配当の支払いは、裁量性があり、業

績、その他の包括利益の資本の必要性および支出に

依存する場合、保険契約者の関係は、保険義務の構

成要素を有しているだけではなく、ある種の所有の関

係もあると考えられる。

FASB のスタッフは、審議会に対して、終身保険、

定期保険、ロングターム・ケア、就労不能所得補償保

険のみならず、非生命保険契約についても相互保険

会社により引き受けられた多くの保険契約は、「ミラー

処理」の決定を適用する種類の契約ではないとの説

明を行った。その代わり、相互保険者は、ビルディン

グ・ブロック・アプローチもしくは保険料配分アプロー

チを使用し保険契約者に対する支払う義務がある金

額を計算する。スタッフの見解としては、「ミラー処理」

は、ユニット・リンク契約や変額年金契約のように資産

と保険契約負債との間に直接に契約上の関連を有す

る契約について適用されることを意味している。

これに加え、FASB のスタッフは、保険者の、引受

結果、財務上の体力、将来における不利な進展を吸

収する能力もしくは事業を成長させる資本の利用可

能性に関する情報を提供しないことを理由に、見解１

は利用者に対して利用価値のある情報を提供しない

と考えている。

審議会のメンバーの一名は、おそらく、保険契約者

配当に関連する負債はこれが宣言されたときにのみ

記帳されるべきであると提案した。何故なら、宣言され

る以前であれば、保険者が配当を宣言する際に裁量

性が与えられるため。これは負債の定義を充足しない

こととなる。しかし、負債は予想キャッシュ・フローに基

づいて記帳されることにより（審議会のメンバーの一名

が、このモデルは一般に公正妥当と認められた会計

基準に下では、負債の定義と整合的ではないとの考

える見解もあると述べたが）、このアプローチは、残り

の保険契約のモデルと整合しない。

FASB のメンバーの一名はスタッフに、IASB はこの

論点についてどのような見解を保有しているのか尋ね、

そして、見解１を支持していると回答された。FASB の

会議に参加している IASB のスタッフは、有配当契契

約を有する保険株式会社は、総てのサープラスを保

険契約者西払う義務はなく、その一部が、株主の便

益となると述べ、この見解について説明を行った。し

かし、相互保険者にとっては、株主は存在せず、総て

のサープラスは、事実上、保険契約者に支払われる。

議論をとおりて、FASB は、見解２を好んでいるよう

であった。しかし、もし、これらの契約に対する配当が

本当に裁量権を有するのであれば、保険契約のモデ

ルにおいてどのように予想されるキャッシュ・フローが

測定されるかについての懸念が表明された。審議会

のメンバーの一名は、どのように、統制が計算に組み

込まれるかについて尋ねた。もし、特定の保険者が資

本の成長もしくはその他の目的を維持する意向か依

拠する場合、ボトム・ラインの決定において保険者に

著しい柔軟性を提供することを許可するようである。

予想キャッシュ・フローの測定における「現在および

将来の契約者」に対する支払いを反映する FASB の

従来の決定が達成しよう意味することと、それを見解２

においてどのように適合させるのかについて混乱が生

じていた。FASB のスタッフは、「現在および将来の契

約者」に対する支払いを反映することは、資産の特定

の割合もしくは保険契約負債ポートフォリオの実績が、

契約による保険契約者に支払い義務を負うような異な

る種類の契約を取り扱うことを意味していた。それにも

拘わらず、スタッフは、「現在および将来の契約者」へ

の参照は、相互保険者に関する予想キャッシュ・フロ

ーの金額の計算に影響を与えないであろうと述べた。



本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照いただくようお願いします。
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予想は配当の算式に基づき、そして、配当が最終的

に支払われるのとは無関係であると述べた。

FASB は、見解２に賛成の票決を行った。つまり、

有配当契約に関して保険契約負債を測定する際に、

契約上の有配当性の結果の裁量性を伴う支払いは、

（企業が継続企業であることを考慮し）保険者による保

険契約者に対する支払いの予想に基づく。言い換え

れば、保険者は、適格な有配当の保険契約者に対し

する配当において支われると予想される金額のみを

含む。

審議会は、修正が、どのように負債の認識を配当に

対する権限を有する予想に限定するのかに関連する

文言について必要とされると述べた。



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。
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お問い合わせ先

あらた監査法人

東京都中央区銀座 8丁目 21 番 1号

住友不動産汐留浜離宮ビル（〒104-0061）
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