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予想される資産の運用実績の影響を受けるがミラー

処理を適用しない契約への割引率の適用

両審議会は、従前に、「ミラー処理」は基礎となる固有項

目からの運用実績を共有する契約上の権利を保険契約者

に提供する有配当性をともなう契約の一部にのみ適用され

るべきであることを仮決定した。彼らは、同様に、従前の審

議において、割引率は保険契約負債の性質を反映するべ

きであるとの結論に至った。両審議会は、割引率の決定方

法について規定するのではなく、ボトム・アップ・アプローチ

もしくはトップ・ダウン・アプローチのいずれかの方法を許容

することを仮決定した。

一部の契約に関しては、ミラー処理は適用されないが、

キャッシュ・フローは、資産の運用実績の移転が保険者の

裁量による場合、基礎となる資産の運用実績の影響を受け

る。この例としては、米国および中国で一般的なユニバー

サル生命保険契約である。提案は、例えば、インデックス・

リンク保険契約のように、運用実績が保険者により直接保

有されていない個別投資に契約上連動する保険契約につ

いても関係する。

議論の目的は、これらの契約に関する割引の仮決定、お

よび包括利益計算書における金利費用の表示に使用され

るべき割引率を明確にすることである。

ユニバーサル生命保険契約の例が議論において使用さ

れたが、仮決定は類似したタイプの契約にも関連性がある

可能性がある。

ユニバーサル生命保険契約の割引率は、競合的に設定

されそして様々な要因に左右される。割引率は、短期の公

正価値の変動により調整されることはないが、死亡率を含

む、保険者の一般的な業績に関連する。資産の債務不履

行リスクは、保険契約者勘定に適用される保証利率

（crediting rate）において、契約者に移転される。

合同の審議において、スタッフは、ミラー処理は適用され

ないが、資産の運用実績の影響を受ける契約に関して、契

約のキャッシュ・フローの性質を反映する割引率は、予想キ

ャッシュ・フローがこれらの資産からの運用実績により影響

を及ぼされる程度を反映することを明確にする提案をした。

これは以下に関係なく該当する。

a) これらの予想される資産の運用実績の移転は保

険者の裁量を実行した結果であるか。

b) 固有の資産が保険者により保有されていないか。

IASB メンバーの１名は、キャッシュ・アウト・フローが影響

を受ける範囲は主観的ではあるかもしれないが、キャッシ

ュ・アウト・フローは資産の性質の影響を受けると述べた。実

務における判断をどの様に行うのか、そして、これらのタイ

プの契約を評価するためにその対象をどの様に設定する

のかという疑問が投げかけられた。スタッフは、この提案に

関して過度に規範的な規定を置くことを望んでいないが、

割引率の適用については明確にしたいと説明した。スタッ

フは、保証利率（crediting rate）の更新は予想キャッシュ・フ

ローの更新と類似した動的プロセスであると述べた。

二名の IASB メンバーおよび１名の FASB メンバーは、そ

の明確化がそもそも必要であるかと尋ね、負債の性質を反

映した割引率の使用に関する一般的な原則が十分なはず

であると感じていると述べた。FASB メンバーは、さらに、ユ

ニバーサル生命保険契約に関する提案は、資産を裏付け

とした割引率を使用する扉を開く機会にならないか懸念を

表明した。キャッシュ・イン・フローに関する割引率を適用す

る便法は、他の商品に関して白紙委任状を与えるかもしれ

ない。スタッフは、この論点を審議会へ持ち込む理由は、

新たな測定基準を設定するためではなく、ミラー処理の決

定を適用しない有配当契約に対して原則をどの様に適用

するかについて明確化するためであるとコメントした。この

提案は、適切な割引率の使用にかかる適用ガイダンスとみ

なすべきである。

FASB メンバーは、仮に裁量性がある場合、どの資産が

資産プールから使用されるべきか明確ではないと述べた。

１名の IASB メンバーは同意しなかった。その理由は、保険

者はどの資産が連動するか把握しているからであり、そうで

なければ、保険者は保険契約者に対する保証利率

（crediting rate）を決定することができないからである。スタ

ッフは、この提案は基本原則に対するガイダンスを提供す

るにすぎないと述べた。これは、資産を裏付けとした割引率

の使用に対して白紙委任状を与えることを意図するもので

はない。

審議会メンバーの１名はこれらの契約は経営者の予想を

使用して会計処理されるという懸念を表明した。スタッフは、

これは保険契約負債の測定モデルと整合しており、契約の

予想キャッシュ・フローに基づいているとコメントした。割引

率は、キャッシュ・アウト・フローの性質を反映すべきであり、

そして、キャッシュ・アウト・フローが固有資産の運用実績に

依存している範囲において、これは割引率に反映されるべ

きである。

FASB メンバーの１名は、経営者の予想に基づいている

ためモデルにおける秩序は何であるか尋ねた。割引率に

対する僅かな変更が保険契約負債に大きな影響をもたら

す可能性がある。スタッフは、キャッシュ・フローも予想に基



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頂くようお願い致します。

PwC Page 3 of 6

づいているので、これはキャッシュ・フローにおいても適用

されると回答した。ユニバーサル生命保険は、保証利率

（crediting rate）を設定する裁量性を保険者に与えている。

しかし、多くの場合、保証利率（crediting rate）のスプレッド

は固定されるか、もしくは商業上の理由のために時の経過

と共に減少する。これは保証利率（crediting rate）の設定に

際して保険者の裁量性を幾分か制限している。審議会メン

バーの１名は、インデックス・リンク商品に主に関連している

ことを理由に、スタッフの提案の二つ目を、「固有の資産は

保険者により直接保有されていない」に変更することを求め

た。

投票において、FASB は６名そして IASB は 12 名がスタ

ッフの提案に同意した。

両審議会は、資産の運用実績の影響を受ける契約に関

する金利費用の表示に使用されるが、キャッシュ・フローは

ミラー処理しない場合に、ロック・インされた割引率の再設

定を保険者に求めるスタッフの提案について議論を続けた。

2012 年５月に、両審議会は、保険者が実施すべきことを

以下のとおり仮決定した。

a) 保険者は、その他の包括利益において、割引率

の変動から生じる保険契約負債の変動を表示

すること（有配当保険契約の取扱いに関しては

将来の議論に従う）。

b) 保険者は、その他の包括利益には、金利感応の

キャッシュ・フローの仮定の変更から生じる保険

契約負債の変動を表示しないこと。

c) 保険者は、保険契約の開始時点においてロッ

ク・インされた割引率を使用して金利費用を損益

計算書において表示すること。

2012 年 10 月に、両親議会は、ミラー処理の決定はその

他の包括利益の決定に優先することを決定した。これは、ミ

ラー処理の決定が適用される場合、有配当性からのキャッ

シュ・フローは、契約上連動した資産の表示と整合的であ

ることを意味する。

ユニバーサル生命保険契約のキャッシュ・フローは金利

の変動の影響を受けるので、ロック・インされた利率は契約

の経済性を反映しない。スタッフは、この論点を解決し、利

率を再設定する三つの代替案について説明した。

１ａ 保証利率(crediting rate)に変更がある場合

１ｂ 保証利率(crediting rate)の予想に変更がある場合

２ 帳簿上の利回りに変動がある場合

代替案２は、帳簿上の利回りは客観的に測定可能である

ので、作成者の提案に基づくものである。しかし、これは負

債の割引と整合しておらず、再設定は理解しがたい。

代替案１ａは保証利率(crediting rate)の変更が公式に承

認された時点で割引率を再設定するものである。欠点は、

保険契約負債の測定において、保証利率(crediting rate)

の実際の調整と資産の期待運用実績の変更との間に時差

が生じることである。この時差は、これらの契約からの投資

収益と金利費用との間の非整合性をもたらす。

代替案１ｂは、スタッフの提案であり、代替案１ａに類似し

ているが、保証利率(crediting rate)の予想に基づいている。

それ故に、キャッシュ・フローの変動の認識の時期は割引

率の変動とより精密に調整される。

IASB メンバーの１名は、スタッフの提案の下では、資産

関連のキャッシュ・フローの変動、もしくは、資産への連動

を反映した割引率の変動のいずれかによる保険契約負債

の変動は損益計算書において認識されるが、一方で、非

資産関連の割引率の変動による保険契約負債の変動はそ

の他の包括利益において認識されることを確認することを

求めた。スタッフは、それは、保険者が保険契約負債の割

引のために単一イールドカーブを使用するか、もしくは、保

険契約負債を資産関連と非資産関連に区別し、二つの異

なるイールドカーブを適用するかに左右されると説明した。

ほとんどの場合、多数のキャッシュ・フローが相互に関係す

るため、保険者は一つのイールドカーブを保険契約負債に

適用する。

FASB メンバーの１名は、保険者が一つの割引率を保険

契約負債全体に適用し、損益において認識するか、あるい

は、キャッシュ・フローを区分して、一部をその他の包括利

益において認識するという選択肢を望んでいないと述べた。

指摘されたとおり、従来の仮決定に基づけば、ミラー処理

は契約上連動したキャッシュ・フローを区分すべきことを求

める。IASB メンバーの１名は、償却原価で評価するか、あ

るいは公正価値により評価を行い、その変動をその他の包

括利益において認識する場合には会計上のミスマッチが

生じると述べた。

IASB メンバーの１名は、キャッシュ・フローの区分はここ

においても求められるのかについて確認を求めた。スタッフ

は、保険者が加重平均した割引率をキャッシュ・フロー全体

に使用するのか、もしくは、二つの異なる割引率および区

分されたキャッシュ・フローを使用するのかについて、参加

者においても見解が分かれていると回答した。キャッシュ・

フローを区分するのであれば、加重平均された割引率は使
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用されない。しかしながら、キャッシュ・フローを区分しない

のであれば、加重平均された割引率は使用可能になる。

審議会メンバーの１名は、資産関連キャッシュ・フローは

単一の割引率を適用するのにどの程度十分であるのかに

ついて尋ねた。スタッフは、スタッフペーパーを作成する際

に、「大部分は（predominantly）」という用語を使用すると回

答した。この用語を使用することによって、「大部分は

（predominantly）」という許容範囲において、完全にその他

の包括利益に分類するか、あるいは完全に損益に分類す

ることになる。スタッフおよび数名の審議会メンバーは、キャ

ッシュ・フローに相互依存がある場合、キャッシュ・フローの

区分と異なる割引率の適用に関して実務上の懸念を表明

した。彼らは、保険者は、今のところ、キャッシュ・フローを区

分していないことを加えた。

審議会メンバーの１名は、キャッシュ・フローの区分と異

なる割引率の適用に関して適切な開示が含まれるべきであ

るかについて尋ね、スタッフはそれを承認した。

投票において、FASB は７名そして IASB は 14 名がスタ

ッフの提案に賛成した。

表示、開示およびフィールド・テスト

IASB セッションのみが、表示、開示、および公開草案の

コメント期間に実施予定のフィールド・テストに関するプロジ

ェクト・プランに対する三つのペーパーを取扱った。審議会

は、従前の審議会において開示パッケージを仮決定して

以降、追加で仮決定された論点に関する開示要件につい

て議論を行った。これらの論点は、財務諸表における保険

契約に関する表示、ならびに有配当契約、既経過保険料

および移行時の取扱いに関する開示であった。

公開草案では、保険者は保険契約の各ポートフォリオ内

におけるすべての権利および義務を単一負債もしくは単一

資産として純額表示することを提案した。負債残高となるポ

ートフォリオと資産残高となるポートフォリオは互いに相殺

すべきではない。

再審議の過程で、多数の変更がビルディング・ブロック・

アプローチと保険料配分アプローチ両方に関して提案され

た。スタッフは、保険契約の各ポートフォリオ内におけるす

べての権利および義務を純額で表示すべきか確認するこ

とを審議会に求めた。

多数の審議会メンバーは、区分処理（アンバンドリング）

され、金融商品に関する会計基準に基づいて会計処理さ

れた構成要素の表示について議論を行った。一般的な見

解は、区分処理（アンバンドリング）された預金構成要素は、

保険契約から分離して表示すべきであるが、IAS 第１号に

従って他の預金構成要素と合算可能であるというものであ

った。

審議会メンバーの１名は、財政状態計算書における保険

契約の開示に関する提案が保険者に対する禁止事項のみ

を記述している理由について尋ねた。スタッフは、IAS 第１

号の最低限度の開示は保険者にとって十分なものであり、

スタッフの提案は IAS 第１号と併せて読むべきであると回答

した。スタッフは、表示は各ポートフォリオの処理と区別され

るべきではないことを明確にした。

投票において、審議会は保険契約からのすべての権利

および義務の表示は純額とすべきことを全員一致で承認し

た。さらに、14 名の審議会メンバーは、保険契約と再保険

契約を別に表示することに賛成した。

14 名の審議会メンバーは、IAS 第１号における包括利益

計算書の要件は保険契約の表示要件を定めるために十分

であることにも同意した。

続いて、両審議会は、有配当契約に関してこれまでに下

された決定に基づいて追加的な開示が要求されるべきか

否かについて議論を行った。スタッフは、ミラー処理が適用

される保険契約負債の帳簿価額の開示を除き、追加的な

開示を求める提案はないと述べた。加えて、スタッフは、保

険者が有配当契約の基礎となる項目を公正価値以外の測

定基礎により評価し、基礎となる項目の公正価値を開示す

る場合には、保険者は基礎となる資産の公正価値と帳簿残

高との差額が保険契約者に移転される範囲について開示

することを求められることを提案した。

審議会メンバーの１名は、保険者は何が保険契約者に

移転されたかを常に把握しているか否かについて尋ねた。

スタッフは、これは契約上連動しているので、保険者は把

握しているべきであると回答した。審議会メンバーの１名は

これらの開示の必要性について尋ねた。スタッフは、異なる

測定基礎を理由に、開示は有用であると説明した。さらに、

審議会メンバーの１名は、ミラー処理が適用される場合、開

示は有配当契約に関するものであることを明確にすることを

求めた。投票において、審議会メンバー全員がこの提案に

同意した。

次の論点は、包括利益計算書に対して調整項目を簡単

に関連づけるために保険契約残高に関する調整に関係す

るものであった。スタッフは、保険契約負債の帳簿価額およ

び保険契約資産の帳簿価額について固有項目を表す調

整表の開示を保険者に求めることを提案した。
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審議会メンバーの１名は、開示が過度に多くないか尋ね

た。スタッフは、保険者には一部の情報を合算する能力が

あると述べた。審議会メンバーの１名は、開示が負担になっ

ているか否かを確認するために、特に、フィールド・テストに

開示要件を含めることを提案した。投票において、審議会メ

ンバー全員はスタッフの提案に同意した。

次に、審議会は収益の認識金額の細分化に関して議論

した。スタッフは、ビルディング・ブロック・アプローチを使用

して会計処理される契約に関して、保険者は、保険契約の

収益を、会計期間における保険契約の収益の測定のイン

プットである確率で加重した保険金および経費、配分され

た契約獲得費用、リスクマージン、および残余マージンに

細分化すべきであることを提案した。１名のメンバーは、提

案された開示は過度に計算を要するものと考え、保険契約

負債の変動額に応じて調整された未収保険料が開示され

るべきであると提案した。審議会メンバーの他の１名は、利

用者は多くの情報を望み、作成者はより少ない情報を望む

ため、審議会は厄介なジレンマにあると述べた。審議会に

おいても、見解に同様の差異が見られた。投票において、

13 名の審議会メンバーがこの提案に同意した。

審議会は、ビルディング・ブロック・アプローチを使用して

会計処理される契約に関して、(a)履行キャッシュ・アウト・フ

ロー の予想現在価値、(b)予想契約獲得費用の配分、 (c)

リスク調整、 (d)残余マージンへの影響を個別に表わすこと

で、会計期間において引き受けた契約が保険契約負債に

与える影響を開示することを保険者に求めるスタッフの提

案に対する投票により、審議を続けた。スタッフは、この提

案は引受保険料に関する情報を提供するので、取引量情

報の開示に対する要求に対処することになると強調した。

投票において、審議会メンバー全員がこの提案に同意した。

加えて、審議会メンバーの１名は、スタッフが受取保険料か

ら既経過保険料への調整計算を求めない理由について尋

ねた。追加投票において、９名の審議会メンバーは、スタッ

フにより当初提案されなかった追加的な開示を求めること

に同意した。

開示に関する最後の論点は移行時の取扱いに関連する

ものであった。スタッフは、新しい保険契約に関する基準書

を最初に適用する期間において、IFRS 第４号における従

来の会計方針に準拠して報告されたであろう、現在の期間

における財務諸表の表示項目の金額の開示を要求しない

ことを提案した。IAS 第 8 号は、通常、これを求めるが、スタ

ッフはこの情報は有用では無いと考えている。投票におい

て、審議会メンバー全員はこの提案に同意した。

最後に、スタッフは３巡目のフィールドワークに関するプ

ランについて説明した。審議会は意思決定を求められなか

ったが、スタッフにコメントを提供した。審議会メンバーの１

名は、すべての決定がまとまりをなすかを理解するために、

仮の財務諸表を作成することを提案した。審議会メンバー

の他の１名は、開示が実務上可能であり、過度の負担がな

いことを理解するために、開示のフィールドワークを提案し

た。スタッフは、もしこれを追加するのであれば、多数の開

示項目は現行の IFRS 第４号にすでに含まれているので、

フィールドワークは新しい開示要件に焦点を当てるべきで

あると述べた。審議会メンバーの１名は、公開草案に開示

に関する質問を含むことを提案した。スタッフおよび審議会

メンバーは、他社が興味を示す場合には、フィールド・テス

トに関する 15 社のグループを拡大する可能性があるこ

とに同意した。
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