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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 20 日に保険契約の

定義に該当する保証契約は、提案され

た保険契約の会計基準に準拠すべき

か、もしくは、ある種の保証については

排除すべきかについて決定するための

投票を行うため FASB のみによる投票

セッションを行った。

FASB は、部分的な決定のみを行い、

提案された保険契約の会計基準は、現

行の FASB の ASC Topic 944 金融サ

ービス-保険の範囲内にある保証契約、

たとえばモーゲージ保険契約や、モノラ

インの金融保証契約のように、適用す

べきであるとの仮決定を行い、そして、

Topic 815 デリバティブおよびヘッジの

範囲にあり、現在デリバティブとして会

計処理がされている契約には適用しな

いことが仮決定された。

しかし、FASB は、現在 ASC460-10

保証の下で会計処理されるようなその

他の保証は、範囲内とすべきか範囲外

とすべきかについて決定されていない。

これらは、銀行もしくは他の機関が行う

事業体の財務実績の保証を含む。

FASB は、今後の審議会において、この

論点を検討するであろう。

PwC による審議会の要約

 範囲-金融保証契約
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範囲：金融保証契約

保険契約は、提案において、「一方の当事者（保険

者）が、もう一方の当事者（保険契約者）から、特定の

不確実な将来事象（保険事故）が保険契約者に不利

益を与えた場合に保険契約者に補償を行うことを同

意することにより、重要な保険リスクを引き受ける契約」

と定義されている。保険リスクは、「金融リスク以外のリ

スクであり契約の保有者から保険者に移転される」と

定義されている。そして、金融リスクは、「１つもしくは

複数の特定された金利が将来変動するリスク」と定義

されている。

それ故、IASB および FASB は、保険契約プロジェ

クトにおいて「保険契約」の用語を極めて広く定義した。

これに加え、ガイダンスは、法的には保険企業である

か否かを問わず保険契約を発行した如何なる企業に

も適用される。その結果、両審議会が特有の範囲除

外を決定する選択をしなければ、多くの保証契約は

潜在的に保険契約の定義を充足することになった。

両審議会は、提案された基準書から、製品保証、サ

ービス契約のようにある種の除外について既に議論し

た。（FASB ではなく）IASB は、既に金融保証契約に

関して範囲の決定を行った。IASB は、これらの契約

の引受者に、もし、従来から保険契約として取り扱っ

ているならば、これらを保険契約として取り扱うことを

保険者に認めるが、そうでなれば、これらの契約を金

融商品として取り扱うことを求める。

FASB は、11 月 20 日に、どの保険契約の定義に

該当する保証契約が、提案された保険契約の会計基

準に準拠すべきか、そして、その代わり、存在するの

であれば、範囲からの除外が許容されるべきか、につ

いて決定するための投票を行うために審議会を開催

した。

FASB のスタッフペーパーは、保証を「特定された

条件または事象が発生した場合に一方の当事者が、

もう一方の当事者に支払いを承諾する契約の約定」と

して定義している。保証者が、被保証者に不利益を与

える事象に関して損失のリスクにある場合、特定の範

囲除外が認められていなければ、保証は保険の定義

を充足する。

FASB のスタッフは、現在の USGAAP の下におい

ては、三つの広範な保証の会計モデルの分類を認識

した。これらは、ASC 460-10 の保証、ASC815 のデリ

バティブとヘッジ、および、ASC944 の金融サービス-

保険に基づき会計処理される契約を含んでいる。スタ

ッフは、三つのタイプのそれぞれについて説明し、そ

して、それぞれが、提案される保険契約に含められる

べきか除かれるべきかについての提案を提供した。こ

の提案は、銀行およびその他の金融機関において引

き受けられている金融保証契約を現在においては含

む、ASC460-1 の保証について、主に、FASB の審議

会において審議された。

スタッフは、保証に関する ASC460 のガイダンスの

下では、リスクからの解放に基づく収益認識の概念は、

リスクからの解放に基づく単一マージンの認識、およ

び、稼得された収益パターン（つまり、カバレッジおよ

びその他のサービスに比例する）の提供に関して保

険契約の提案の要件に類似している。

ASC460-10 の範囲内における保証に関する保険

金負債の認識について、スタッフは、提案されている

保険契約モデルにおいては、予想価値アプローチが

求められるのに対し、実務としては、FAS5 の偶発事

象の測定を使用し、（発生保険金ベースで）支払いの

可能性が高い場合に義務を測定していると述べた。

スタッフは、貸付金の減損プロジェクトを例に、FASB

のガイダンスは、発生保険金モデルから離れ、より予

想価値アプローチに向かっていると述べた。スタッフ

は、さらに、発生保険金モデルの主な懸念の一つは、

当該モデルが、保険金の認識の遅延をもたらす可能

性であることを述べた。その結果、スタッフは、保険契

約モデルは、ASC460-10 に基づく保証に関する現在

の会計に関する改善をもたらすと考えている。

クレジット・デフォルト・スワップにように ASC815 に

基づき、現在、デリバティブとして会計処理されている

保証に関して、FASB のスタッフは、これらの商品の公

正価値を各期間において更新する要件は適切なモ

デルであると述べた。それ故、彼らは、デリバティブの

要件を充足している商品は、保険契約負債ではなく、

ASC815 に準拠して会計処理が継続されるべきであ

ると提案した。デリバティブの定義を現在充足する契

約は、金融リスクを含み、それ故、保険契約の定義に

は該当しないため、この論点が審議会で取り上げられ

理由は明確でない。

スタッフは、現在 ASC944（従来の FAS163 ）で取り

扱われる保証の最後の分類について分析を行った。
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スタッフは、（保険金の見積が増加した際に、

FASB163 モデルはマージンのアンロックの概念を含

んでいるにも拘わらず）FAS163 における保険料認識

モデルおよび、保険契約の提案のもとで提案された

保険料およびマージンの認識は類似していると述べ

た。保険契約における提案は、負債の性質を反映す

る利率を求めているが、FAS163 における割引は、無

リスク金利を求めている。FASB のスタッフは、現在

ASC944 の範囲内にある（モーゲージ保証契約を含

む）総ての保証契約は、提案された保険契約の会計

基準の範囲にあると提案した。

スタッフは、技術的には、保険契約の定義を充足

する多くのその他の契約が存在するが、審議会は（製

品保証契約およびリース取引に関するある種の保証

のように）、既に議論し、保険契約からの適用除外が

認められた契約か、もしくは、スタッフは、これらの契

約は、（販売者のリベートに関する収益認識のガイダ

ンスのように）固有の規定により定められていると考え

ると述べた。

スタッフペーパーは、これらの各種の契約に関する

分析を提供した。

FASB は、僅かな議論の後に、提案された保険契

約の会計基準は、現在 ASC944 の範囲にある契約に

ついて適用し、ASC815 のデリバティブおよびヘッジ

に範囲のある保証契約について適用しないことを全

員一致で決定した。

審議会は議論をしたが、現在 ASC460-10 の保証

に従い会計処理を行っているような、残りの保証につ

いては、提案された保険契約の会期基準の範囲内に

あるか否かについて一致した見解に至らなかった。こ

れは、金融保証契約および非金融保証契約の双方

の議論を含んでいる。

一般的に、審議会は、金融リスクもしくは債務不履

行リスクを有し、金融機関により引き受けられた、金融

商品は ASC815 のデリバティブの範囲にはなく、発生

損失モデルではなく、むしろ、予想価値モデルにより

会計処理を行うべきであると理解されている。提案さ

れた保険契約および提案された金融商品の減損損

失モデルの双方は、予想損失モデルである。それ故、

これらは、提案されている保険契約の会計基準の範

囲内に、債務不履行にリスクに関する金融保証契約

を含むスタッフが提案したポジションについて、一定

の指示があるようである。しかし、少なくとも、審議会の

メンバーの一名は、保険契約のスタッフが提案してい

る債務不履行リスクを伴う金融商品は、保険契約に含

まれるか、金融商品モデルに含まれるかの間に引か

れる線について明確ではなかった。

たとえば、スタッフは、ローン・コミットメント、信用状

およびスタンバイ信用状が技術的には、保険契約負

債契約の定義に該当していると、特定して述べた。つ

まり、彼らは、保険契約の提案における金融リスクの

現在の定義において、非金融リスクとみなされている

債務不履行リスクを移転している。しかし、スタッフは、

FASB は、このような商品が金融商品のガイダンスに

含めること、それ故、保険契約のプロジェクトの範囲か

らの除外を許容されることを決定した。多くの審議会

のメンバーは、審議会は、実際に、このような、オフ・

バランスシートリスクを伴う契約を、金融商品プロジェ

クトの範囲に含め（それ故、これらを ACS460-10 から

移動させ）たことを確認した。しかし、少なくとも、メンバ

ーの一名は、双方が債務不履行リスクからの補償を

提供するのに関連していることを理由に、金融保証契

約を保険契約の会計基準の範囲に含めることの潜在

的な非整合性に懸念があるようであった。保険契約の

スタッフペーパーは、金融保証契約は、（債務不履行

に対する商品で）現在の商品過去の取引に対する結

果への支払いを提供する。しかし、信用状は、将来の

契約に関するコミットメント（フォワード契約）であること

を示して、信用状を金融保証契約から区別しようと試

みていた。

メンバーの一名は、おそらく保険リスクおよび金融リ

スクの定義が変更されるべきであると提案した。現在、

債務不履行リスクは、非金融リスクとして考えられてい

る故に、保険契約負債リスク調整として考えられる。お

そらく、債務不履行リスクは、保険契約負債リスク調整

ではなく、信用リスク（金融リスク）の一形態としてみな

されるべきである。

審議会のメンバーの他の一名は、実務上の複雑性

の総てをともない非金融企業が発行した「一度限りの」

金融保証契約が、保険契約の範囲に含まれるかもし

れないとの懸念を表明した。彼は、供給者の貸付の

一部に関する保証を提供する製造者の例を説明した。

彼は、これが、費用対効果の観点で良いかもしれない

が、このような「一度限りの」、非金融企業により発行さ

れた非金融的な保証は、保険契約の提案の範囲に

含めることは必要ではない可能性がある。数名の他の
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審議会のメンバーは、異なる業種に関して異なる会計

モデルを保有しないようにする方針に注意する必要

があるが、少なくとも「一時的な」非金融企業により発

行された非金融的な保証を範囲外とするかについて

は未決のようであった。

審議会の最後に、議長は、（審議会が既に票決を

行った ASC944 および ASC815 の保証契約以外の）

どの保証契約が、審議会により提供されたインプット

に基づき、そして合理的な説明を形成することを目的

とすれば、提案されている保険契約の会計基準から

適用除外されるべきか、スタッフに求めた。FASB は、

将来の審議会において、この論手について検討を行

う予定である。



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。

© 2013 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.

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）
aaratapr@jp.pwc.com


