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残余マージンのアンロックの明確化

従来、IASB は、将来キャッシュ・フローの見積りの
変更について、残余マージンをアンロックすることを仮
決定した。すなわち、将来キャッシュ・フローの見積り
の変更は、即時には損益として認識されず、代わりに
残余マージンに加減され、将来の期間にわたり残余
マージンが解放されるのに応じて認識される。しかし、
これは意図せざる結果をもたらす可能性がある。

既発生であり将来の期間において支払われる保険
金に関しては、将来の支払いに係る見積りの変更は、
これらが既に提供されたカバレッジに関連する場合で
あったとしても、残余マージンと相殺される。

予想よりも高い失効率を有する保険会社の場合、
その控除を即時に損益として認識するが、予想保険
金よりも低い結果は、残余マージンに加算される。

投資構成要素の払い戻しの時期の差異から、当年
度における利益（実績調整）および（残余マージンに
対する）将来における損失が生じ得る。そして、資産
の運用実績に依拠する契約に関しては、資産から予
想よりも多額の利得が生じた場合、これが将来におけ
る収益性の低減を示していないにもかかわらず、残余
マージンに対して相殺される将来キャッシュ・フローの
見積りの増加がもたらされる。

したがって、スタッフは、将来のカバレッジまたはそ
の他の将来のサービスに係るキャッシュ・フローの現
在の見積りと過去の見積りの差異について、残余マ
ージンをアンロックすべきであると提案した。

IASB のメンバーの一名は、提案された変更のうち、
a)および b)の改訂提案には同意するが、c)について
示されている根拠は、幾分理解しにくいと述べた。ス
タッフは、解約返戻金の支払いの時期により保険契
約者への支払いの返戻率が異なり、そして保険者に
とっては、将来のサービスマージンが低くなると説明し
た。IASB の同メンバーは、スタッフにより提示された理
由を受け入れたが、この説明を結論の背景に記載す
べきであると提案した。

IASB の別のメンバーは、スタッフに対し、この提案
を業界の他の利害関係者と議論したか質問した。スタ
ッフは、この提案は前回の仮決定から生じた懸案事
項に基づくものであり、そして一部の利害関係者との
会合で既に議論を行い、利害関係者はこの改訂に納
得していたと述べた。スタッフはさらに、アンロッキング
について再公開し、追加の懸案事項があれば、コメン
ト期間にわたりそれらについてコメントを提供すべきで
あると述べた。

投票により、IASB のメンバーは、スタッフの提案に
暫定的に合意した。

有配当契約に係る変動残余マージン

このセッションでは、変動残余マージンと呼ばれる、
ミラー処理を適用する有配当契約に係る残余マージ
ンのアンロックに関する業界の提案を取り扱った。

有配当契約に関して、変動残余マージンの支持者
は、残余マージンは、資産管理報酬および資産の運
用実績に関連する利益に対する保険者のシェアを含
む、未経過の利益を表していると考える。

彼らは以下の点について主張している。

a) 変動残余マージンは、現在価値を測定の基
礎とするビルディング・ブロック・アプローチの
残りと整合的である。

b) マージンの調整は、当初利益を認識しないと
いう概念と整合的である。

c) 提案は、資産管理業務に係る収益認識の草
案と整合的であり、認識された収益の金額は、
「合理的に保証された」金額に制限される。

スタッフは、変動残余マージンアプローチをより良く
特徴づけると、当該アプローチは、マージンに表され
ているサービスの提供に係る未経過利益の金額の再
測定を目的とすると述べた。これは、IASB の仮決定
における、契約開始時における割引率を用いてマー
ジンに金利を付与することによって既に実施されてい
る。有配当契約の場合、保険者が当期において保険
を引き受けた場合に請求され、その結果、残余マージ
ンがアンロックされる保険料の更新された価値を算定
するにあたって基礎となる資産と契約上連動している
ため、連動した項目の価値を近似として使用すること
が可能である。したがって、スタッフは、変動残余マー
ジンアプローチは、マージンを決定するために使用さ
れる保険料の再測定に類似しているという見解であり、
有配当契約に係る変動残余マージンについては、
IFRS を適用して測定される基礎となる項目の価値の
変動についてマージンを調整することにより保険料の
価値の変動を調整すべきであると提案した。また、ス
タッフは、以下の点について追加で言及した。

a) 変動残余マージンは、金利の付与を裏付ける
根拠と整合的である。

b) 変動残余マージンは、契約開始時点の割引
率による金利の付与から生じる会計上のミス
マッチを低減させる。

c) 無配当契約に関しては、資産との契約上の連
動がないことから、金利の付与についてより簡
便的な代替案を使用することができる。

IASB のメンバーの一名が、変動残余マージンア
プローチに関する懸念を表明した。彼は以下の点
を指摘した。
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a) 典型的な 90 対 10 の有配当契約に対して保
険者が受給する権利を有する 10％のシェア
は、明確に定義されている。保険契約者が契
約を早期に解約した場合には、保険者は
10％のシェアを維持する必要がある。

b) 変動残余マージンアプローチは、無配当契約
との比較可能性を低減させる。他の契約は、
契約上は連動していないかもしれないが、資
産の運用実績は、多くの契約において保険者
が稼得する利益と本質的に連動している。

c) 残余マージンは、保険契約者に関連性のな
いキャッシュ・フローについて調整されてしまう。

IASB の別のメンバーの一名が、上記に挙げられ
た点について同意した。また、IASB の他のメンバー
は、資産は保険者により管理され、配当の宣言は
保険者の管理下にあり、収益認識を決定するため
に使用されるべきではないとさらに指摘した。IASB
の同メンバーは、資産の測定は、負債の測定に影
響を与えるべきではないと考えており、保険者は変
動残余マージンを平準化の仕組みとして使用する
ことができると繰り返し述べた。スタッフはまた、マー
ジンの配分は変動残余マージンアプローチとは別
個に検討されていると述べた。

IASB のメンバーの一名は、他のメンバーにより指
摘された上述の論点に同意しつつも、変動残余マ
ージンを支持した。同メンバーは、契約については
二通りの見方で検討することができると述べた。ま
ず、契約責任を、原資産からコールオプション（資
産の 10％）を控除し、プットオプション（保険契約者
が解約する権利）を加えた混合体として考えること
ができる。同メンバーは、これらが、金融商品契約と
みなされるのであれば、残余マージンは、コールオ
プションおよびプットオプションについて調整すべき
ではないという点に同意した。代わりに、これらの構
成要素の価値の変動は、残余マージンによって配
分されるのではなく、むしろ損益に反映すべきであ
る。

一方、契約を収益認識の観点から検討した場合、
変動残余マージンアプローチは、より合理性を有す
る。収益認識の提案自体は保険契約について実際
には適用されないものの、残余マージンをアンロッ
クすることにより、収益認識モデルに移行し、変動
残余マージンはこの原則の延長線上にあることにな
る。同メンバーは、残余マージンは、保険者のマー
ジンの変動を表すため、コールオプションの変動に
関して変動させるべきであるが、プットオプションの
変動は、損益として認識すべきであるという点につ
いて合意した。しかし、コールオプションとプットオプ
ションとに分離することは困難であるため、すべての
変動を残余マージンに反映させることを支持した。

審議会のメンバーの他の一名は、変動残余マージ
ンの支持を表明した。同メンバーは、これは、事業の
長期的性質の経済的側面を反映するものであると指
摘した。これは、資産管理報酬とは異なる点である。
保険者は、保険契約者に対し、保証された給付という
リスクを負担し続け、損益は個別には稼得されない。
保険は継続的に機能するものである。また、変動残余
マージンは、他のビルディング・ブロックの予想価値を
基礎とすることと整合する。

審議会の他のメンバーは、変動残余マージンアプ
ローチが、他の損失を潜在的に補填するための損益
の繰延手段として使用されることに関する懸念を述べ
た。資産が損益を通じて公正価値で測定される場合、
資産の運用実績益における不確実性は、他のビジネ
スと同様、毎年損益に反映すべきであるとの見方もあ
る。

僅差の投票ではあったが、最終的に、IASB は、有
配当契約に係るマージンについては、IFRS を適用し
て測定される基礎となる項目の価値の変動に応じて
マージンを調整することにより、保険料の公正価値の
変動を調整すべきであるという業界およびスタッフの
提案を却下した。

投票の後、審議会のメンバーの一名が、ミラー処理
は適用されないが、裁量性のある保証利率を通して
資産の運用実績の影響を受けるキャッシュ・フローを
ともなう契約に関連して、追加の論点を提起した。11
月の審議会では、保険契約負債の測定に使用される
保証利率の予想に変動がある場合、変動金利型金融
商品の利息の認識と同様、保険者は利息費用の提示
に使用するロック・インされた割引率を再設定すべで
あるという点で同意した。これに対し、メンバーは、そ
の他の包括利益モデルの下で割引率の変動を勘案
する場合に、どのようにして固定キャッシュ・フローを
変動キャッシュ・フローから区別すべきであるのかとい
う点についてスタッフに質問した。スタッフは、この論
点は依然として検討中であり、変動キャッシュ・フロー
から固定キャッシュ・フローを区別するための規範的
なガイダンスがやがて公表されるかもしれないと述べ
た。

残余マージンの配分の制限

メンバーは次に、収益認識の共同プロジェクトにお
いて提案された収益認識における制約は、保険契約
に適用されるのかという残余マージンに関する第三の
論点に移った。収益認識の提案の下では、収益は、
事業体が、合理的に受け取ることが保証されている金
額に制限されている。この制限の目的は、事業体が、
重要な収益の戻入の対象となるような金額について
は収益を認識しないことにある。この制限を、有配当
契約を含む保険契約に適用してしまうと、残余マージ
ンは、満期または契約の終了まで解放されないことに
なる。
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スタッフは、収益認識との整合性を図ることは望まし
いかもしれないが、保険契約は異なる目的を有してお
り、収益認識から「借用」することは適切ではないと指
摘した。この論点については、上述の変動残余マー
ジンアプローチの審議会においてある程度既に議論
されてきている。

メンバーの一名は、保険契約モデルにおける残余
マージンの配分方法（たとえば、定額法、資産の累積、
保険金支払いパターンなど）に関して、追加のガイダ
ンスを提供すべきであると述べた。大部分のメンバー
が、保険契約の残余マージンの保険料配分アプロー
チに収益認識の制約の原則を適用しないというスタッ
フの提案に同意した。また、一部のメンバーは、保険
契約は予想価値アプローチに従っているため、収益
認識とは別個の基準が必要であると指摘した。

投票により、IASB のメンバーは、収益認識プロジェ
クトにおいて提案された収益認識の制約は、保険契
約に関する残余マージンの保険料配分アプローチに
ついては適用すべきではないことを仮決定した。

再保険資産の減損

2011 年 5 月の再審議において、IASB は、信用リス
クないし紛争から生じる予想損失に起因する債務不
履行リスクを含む、すべての事実および状況を勘案の
上、保険者はキャッシュ・フローを見積るべきであると
する公開草案の提案を確認した。これに加え、IASB
は、出再者は、再保険資産の回収可能性の評価にあ
たって、減損プロジェクトの要件を適用すべきであるこ
とを仮決定した。

IASB は、再保険を再保険者が保険者に対して提
供するサービスから生じるコストであると考えているた
め、IASB は、前審議において、再保険のカバレッジ
が将来の事象に関連する場合には、出再者は当初利
益に対して残余マージンを、または当初損失に対して
負の残余マージンを認識すべきであることを仮決定し
ていた。しかし、再保険の審議の後に、審議会は、将
来のカバレッジまたはその他の将来のサービスに係る
キャッシュ・フローの現在の見積りと過去の見積りの差
異については、残余マージンをアンロックすることを決
定した。

残余マージンをアンロックするという保険契約プロ
ジェクトの決定の変更、および金融商品における減損
モデルの提案への変更の結果、幾つかの点において、
提案された金融商品の減損モデルと提案された保険
モデルの間に齟齬が生じている。第一に、金融商品
の減損アプローチにおいては、信用損失の見積りの
変更は、即時に損益として認識される（これに対し、保
険モデルにおいては、キャッシュ・フローの見積りの変
更については残余マージンをアンロックする）。第二
に、改訂された金融商品の減損モデルでは、（保険モ
デルでは全期間にわたる予想損失を測定するのに対

し）金融資産の信用損失の当初の測定にあたって、
12 ヶ月の予想損失の測定が要求されている。

スタッフは、これらの齟齬に対応するため、以下の
二つの代替案を提案した。

a) 予想信用損失の変動について残余マージン
を調整する。

b) 減損プロジェクトの要件を適用する（再保険資
産の当初認識後のキャッシュ・フローの見積り
にあたり予想信用損失の変動の影響を除く）。

メンバーは、予想信用損失の変動について残余マ
ージンを調整するという提案には同意しなかった。メン
バーは、再保険資産の当初認識は、（12 ヶ月の予想
損失ではなく全期間にわたって予想損失を適用する）
保険モデルに基づくべきであることに同意した。しかし、
予想信用損失の事後的な変動は、再保険資産に固
有なものである。また、マージンの増加に対しては制
限が課せられていないため、信用損失について残余
マージンをとおして繰り延べることを正当化することは
難しい。この代替案では、再保険者が契約を履行す
ることができない場合であっても、信用損失が継続す
ることによって残余マージンが増加し続け、カバレッジ
期間にわたって配分されるため、信用損失を損益に
認識させる明確なトリガーは存在しないと考えられる。

メンバーの一名は、なぜ、元受契約においては、不
利な契約は損益として認識されるのに対し、再保険契
約に関しては、負の残余マージンが認識されるのかと
いう点について質問した。メンバーは、会計処理は対
照的な処理ではないと述べた。スタッフは、保険者が
再保険契約を締結した場合に、当該契約から正のキ
ャッシュ・フローが生み出され、不利な契約ではないと
の予測を保険者は行わないと説明した。むしろ、これ
は、サービス期間にわたり反映される再保険費用を反
映しているのである。さらに、再保険契約は、元受保
険契約とは別個の契約であり、相互に対照的な会計
処理は求められない。IASB のメンバーは、この点に
ついて、より明確に説明し、結論の背景において説明
すべきであろうと付け加えた。

第一の代替案において、不履行リスクが悪化するよ
うな場合、メンバーは、再保険資産残高全体を変更す
ることなく据え置くことが合理的であるとは考えていな
い。保険モデルは、現在価値による測定であり、そし
て不履行および紛争は損益に反映させるべきである。

再保険資産は保険契約に関する残高であり、した
がって完全な予想価値キャッシュ・フローモデルを適
用すべきであるという点で合意に達していたため、メン
バーは、減損プロジェクトの代替案に関しても特段の
関心を示さなかった。メンバーは、再保険者の不履行
リスクの事後的な変動について残余マージンをアンロ
ックすべきではなく、その代わり、当該変動を損益とし
て認識すべきであると提案した。これを受け、メンバー
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は、スタッフに、審議に基づき提案を修正することを提
案した。投票により、IASB のメンバーは、出再者は、
予想信用損失の変動から生じる不履行リスクを損益と
して会計処理し、IASB が現在審議中の減損に関する
提案は適用しないことを仮決定した。

FASB アップデート

FASB のメンバーの一名は、11 月に FASB におい
て開催された保険契約に関連する審議会および教育
セッションの概要を説明した。特に、相互会社に関し
ては、資本または欠損金が発生し得ることが指摘され
た。IASB の見解は、永久に発生する全てのキャッシ
ュ・フローが含まれるため、相互保険会社に関しては、
資本または欠損金ではなく負債が発生するというもの
であった。
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