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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

定的結論を明確化することが難しい場合が多いため、

ACTION ALERTおよびIASBのOBSERVER NOTEにおいて

がある。加えて、暫定的結論は、将来の両審議会

可能性がある。IASBおよびFASBの決定は、最終基準書

完了を受けて最終化される。

FASB および IASB は、ビルディング・

ブロック・アプローチの下では、保険者

予想保険金の見積りのパターンが

された場合には、保険契約収入の

パターンを将来に向けて更新すべ

きであることを仮決定した。

移行時の処理に関して、IASB は、以

合意した遡及的な移行方法の下で

リスク調整の見積りに関して簡便的

なアプローチを決定した。IASB は、既

有効保険契約に関して移行時に

されるリスク調整は、契約開始時に

おけるリスク調整の近似として使用され

るべきであることを仮決定した。

調整の簡便的な計算の結果、

は、保険者が遡及的に残余マ

ージンを見積もること、もしくは、客観的

データを最大限使用して残余マージン

ることが可能であるべきことを仮

した。その結果、従来の一般に公

と認められた会計基準に合わせ

て調整するという

る IASB の従来

この移行時処理

FASB は、

るべき保険契約収入

する方法を

IASB スタッフは

（sweep issues

議会に提出

れた論点は

会は、企業結合

険契約に関

別にすれば

に同意した

IASB は、

せるために

ほぼ完了している

いて、審議会

決定し、投票

れる予定である

なものとして利用し、必要に応じて原文を参照

IASB/FASB Board Meetings and

がなされており、IASBおよびFASBの暫

、これらの議事録は、FASBの

において公表される決定とは異な

両審議会における議論により変更さ

最終基準書を公表するための公式

するという実務的取扱いを認め

従来の決定は覆された。

移行時処理の審議において、

、保険者が移行後に稼得され

保険契約収入の残存金額を算出

を仮決定した。

スタッフは、多くの論点整理

sweep issues）に関するペーパーを審

提出したが、審議会により議論さ

は数個に過ぎなかった。審議

企業結合をとおして獲得される保

関する移行時のガイダンスを

にすれば、スタッフの提案に暫定的

した。

、改訂した公開草案を完成さ

せるために必要とされる決定について、

している。2 月の審議会にお

審議会は、コメント期間の長さを

投票を行うための許可を求めら

である。
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予想保険金パターン変更時における保険契約収入の

配分

両審議会は、予想保険金の見積りパターンが変更

される場合、ビルディング・ブロック・アプローチを適用

する保険者が保険契約収入の配分パターンを変更す

べきか否かについて検討した。

従前の審議会において、両審議会は、保険契約収

入の測定に使用される予想保険金は、予想保険金の

見積り金額の変動が損益において即座に認識される

のであれば、当該変動を除くべきであると結論づけた。

しかし、予想保険金の見積り金額の変動が残余マー

ジンと相殺される場合には、保険契約収入の測定に

使用される予想保険金は当該変動を含めるべきであ

る。

スタッフは、予想保険金のパターンの変更に関して

二つの代替案を提示した。第一の代替案は、収益の

配分パターンを当初認識において固定する。第二の

代替案は、予想保険金の見積りのパターンが変更さ

れた場合には、収益の配分パターンを将来に向けて

更新する。スタッフは、これらの代替案を収益認識プ

ロジェクトと比較して、第一の代替案はカバレッジの各

期間を個別の履行義務として取扱うが、第二の代替

案は、カバレッジの各期間を、単一の履行義務の充

足を完了させるための推移として取扱うと説明した。

彼らは、第二の代替案が保険契約の性質をよく表し

ていることを示唆した。

当初の見積りを後の改訂から区分するために、最

新の見積りの過年度の動向を追跡する必要がないと

いう理由から、第二の代替案の適用は、より簡便的で

あると述べられた。

IASB 教育セッション

全体として、審議会メンバーは、現在価値モデルに

おいては、保険金の見積りが変動した場合、収益の

パターンを変更すべきであることは合理的であると述

べ、第二の代替案に対して賛成しているようであった。

しかし、審議会メンバーは、以下に挙げるとおり、スタ

ッフ・ペーパーに関していくつかの質問を提起した。

IASB 教育セッションにおいて、審議会メンバーの

一名は、従前の審議では、包括利益計算書上の保険

料の表示にどの収益配分アプローチを選択しようとも、

利益のパターンは同じとするという仮定であったと指

摘した。しかし、現在の例は、収益配分アプローチの

選択が契約期間にわたり利益に影響を与えることを

含意しているようである。スタッフは、現在の例におけ

る利益認識パターンの変更は、予想保険金の見積り

の変更であり、残余マージンの償却をもたらすもので

あるが、収益配分アプローチに依存するものではない

と回答した。過去の審議会においては、スタッフは、

審議会に対し、予想保険金の金額もしくはパターンの

変更が残余マージンの償却パターンにどのような影

響を与えるかについての検討を求めていなかった。

審議会メンバーの一名は、将来アプローチを使用

する第二の代替案と収益認識の基準草案で提案され

たキャッチ・アップ調整とをどのように比較するのか質

問した。スタッフは、保険契約に関しては、当期にお

いてキャッチ・アップ調整を行うよりも、将来に向かっ

た調整の方がより適切であり、それはビルディング・ブ

ロック・アプローチとも整合的であると感じていると回

答した。

しかし、数名の審議会メンバーは、予想保険金のパ

ターンの一部の変更に関して、たとえば、保険契約者

が予想よりも早く死亡するような場合、将来アプローチ

が適切であるか否かについて質問した。審議会メンバ

ーは、いかなる残存未経過収益であっても保険契約

者の死亡時に即座に認識されることが合理的であると

考えていた。しかし、スタッフは、スタッフの第二の代

替案の「将来に向けて認識する」という提案では、収

益は即座に認識されるのではなく将来の期間におい

て認識されるであろうと述べた。

最後のコメントとして、審議会メンバーの一名は次

の意見を述べた。各期間において保険契約収入の配

分パターンを更新することは彼にとっては合理的であ

るが、彼の主な懸念は、会社の内部的な見積りの将

来キャッシュ・フローに基づいて変動した収益が利用

者にとって利用価値があるかどうかという点である。

合同意思決定セッション

IASB スタッフは、第一の代替案の適用は最新の見

積りの過年度の動向の追跡を作成者に求めることに

なるので、より複雑となることを理由に、第二の代替案
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が望ましいことを強調する数名の作成者から、教育セ

ッションの後にフィードバックを受けたことを述べた。

IASB メンバーの一名は、収益は業績を表す指標

であり、金額は財務諸表利用者にとって意味のあるも

のであるべきであると述べた。したがって、彼は、収益

は第二の代替案で提案されるように将来に向けて再

配分されるべきではないと考える。 さらに、彼は、費

用に基づく再配分方法は正しい収益の金額を反映し

ていないと考える。他のメンバーは、費用は保険者に

よって提供されるサービスを適切に反映するものであ

ると主張し、同意しなかった。

多くの IASB メンバーは工事進行基準と比較して議

論を行った。数名のメンバーは、双方が費用の情報

に基づいているため、工事進行基準は第二の代替案

に類似していると考えた。他のメンバーは、費用は必

ずしも提供されたサービスを反映するものではないと

主張し、同意しなかった。

IASB メンバーの一名は、予想保険金のパターンの

軽微な変動が与える潜在的な影響について懸念を示

し、「重大な」変動こそが収益の再配分を求めるべき

であると述べた。スタッフは、軽微な変動は重要性の

ある影響をもたらすべきではないので、この用語は大

きな差異をもたらさないと回答した。

FASB メンバーの一名は、提案は保険契約プロジェ

クトおよび収益認識プロジェクトと整合しているので、

スタッフの提案に同意すると述べた。

投票において、13 名の IASB メンバーは、予想保

険金の見積りのパターンが変更された場合には収益

の配分パターンを将来に向かって更新するというスタ

ッフの提案に同意した。FASB は全員一致でスタッフ

の提案に同意した。

移行時の取扱い

移行時の処理および保険契約収入の表示に関す

る従前の仮決定に続き、IASB は、リスク調整の見積り

に関する追加的な質問を考慮し、移行時における残

余マージンの見積りに関連する実務上の例外事項に

関する従前の仮決定について再検討した。

スタッフは、保険者により受け取られた保険料（金

利を付与した金額）以上の収益を認識しないという既

経過収益アプローチの重要性を強調した。これを達

成するために、契約開始時の潜在的な損益、または、

契約開始時点から移行時までの間に損益計算にお

いて直接認識された保険金・給付金や費用の見積り

の事後的な変更は、残存契約期間にわたって収益を

認識するための基礎となる残存カバレッジの保険契

約負債から控除されるべきである。

IASB のアプローチの下では、遡及的に契約開始

時の損益を計算するために、保険者は当時のリスク調

整を計算しなければならない。しかし、それは、不可

能ではないにしても、後に明らかとなった情報を利用

することなしには大変複雑なものである。この問題に

対応するために、スタッフは、移行時の有効契約に関

して契約開始時のリスク調整の計算の簡便的な方法

を提案した。IASB は、従前、移行時におけるキャッシ

ュ・フローの遡及的見積り計算の簡便化として、保険

者が契約開始時から移行時までの期間におけるキャ

ッシュ・フローの見積りのあらゆる変動を契約開始時

に既知であったと仮定することを仮決定していた。こ

の単純化と整合させて、スタッフは、保険者が当初の

認識時と移行時の間に生じたリスク調整の見積りのあ

らゆる変更を契約開始時に既知であったと仮定すべ

きであることを現段階で提案した。これは、保険者が

契約開始時のリスク調整は、移行時のリスク調整と同

じであると仮定することを意味する。

さらに、スタッフは、契約開始時と移行時の間のキ

ャッシュ・フローに関してリスク調整を不要とした仮定

は、契約開始時と移行時の間のすべてのキャッシュ・

フローが確実性を伴いすでに知られている、つまり、

キャッシュ・フローに変動性がないので、キャッシュ・フ

ローはリスクとの関連性がないと仮定した結果であると

説明した。この論点は、リスク調整がないために、

FASB のアプローチにおいては適用されない。

IASB スタッフは、IASB に対し、移行時における残

余マージンの見積りに関する従前の決定を変更する

ことを求めた。リスク調整の簡便的な計算の結果とし

て、スタッフは、保険者が残余マージンを遡及的に計

算することができない状況はあるべきではないと考え

ている。その構成要素は、将来予想キャッシュ・フロー、

移行時のリスク調整、ならびに、契約開始時から移行
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時までの実際のキャッシュ・イン・フロー（保険料）とキ

ャッシュ・アウト・フロー（給付の支払い）を含む。従前

の決定は、従来の一般に公正妥当と認められた会計

基準に合わせて調整するという実務的取扱いを認め

るものであった。

FASB の観点からは、リスク調整の論点は適用され

ない。しかし、FASB スタッフから FASB に提起された

移行時の論点は、移行後の期間において保険者がビ

ルディング・ブロック・アプローチに準拠して認識すべ

き保険契約収入の残存金額を計算する方法に関連

するものである。

スタッフは、既経過保険料アプローチを収益認識

に適用する際、保険者は、各期間の保険カバレッジ

および各期間で提供されるその他のサービスの相対

的価値に比例させて、一定の期間にわたり既経過保

険料を認識することに言及した。この配分のドライバ

ー（は、（契約開始時に見積られた）各期間に発生が

予想される保険金・給付金や費用、契約獲得費用の

配分、および単一マージンの解放である。ビルディン

グ・ブロック・アプローチと既経過保険料アプローチの

下では、保険契約負債は発生保険金に対する負債と

残存カバレッジに対する負債であるとみなされる可能

性があり、残存カバレッジに対する負債は収益を見積

るために使用される可能性がある。したがって、保険

者は、残存カバレッジに対する負債を、いくつかの構

成要素、たとえば、当初の予想見積り、見積りの事後

変更、当初認識時の損失に分けて認識する必要があ

る。上記構成要素のうち、第二および第三の構成要

素は、既経過保険料に関連する計算から除外される。

スタッフは、移行時に認識されるべき未経過収益の

金額は次の二つの方法のいずれかによって計算され

るべきであると提案した。

1) 遡及的適用をとおして単一マージンが決定

される契約に関しては、移行時における未

経過の保険契約収入は、単一マージンの遡

及的計算に適用された仮定を使用して遡及

的に計算されるべきである。

2) 客観的な情報のみに基づかない重要な見

積りが求められるために完全な遡及的適用

が不可能な契約に関しては、移行時におけ

る未経過の保険契約収入は、残存カバレッ

ジに対する保険契約負債の金額と同額であ

ると仮定すべきである。

二つ目のアプローチは実務的取扱いである。簡便

化と高い客観性のために、残存カバレッジに対する負

債は、当初認識時の損失もしくは契約開始後に損益

において認識される将来キャッシュ・フローの見積りの

変動で構成されるものではないと仮定される。金額は、

ポートフォリオの有効保険契約に関して予想される累

積対価（金利は含むが、投資構成要素収入は除く）の

合計額に限定される。

IASB 教育セッション

数名の審議会メンバーはスタッフの提案に同意し

ているが、メンバーの一名は、その提案では、契約開

始時のリスク調整が過小計上されるので、契約開始時

と移行時のリスク調整が過大計上されうることを根拠に

異議を唱えた。この過大計上は、（契約開始時のリス

ク調整の「実際」の金額、契約開始後の経過期間と残

存契約期間の比較方法、および、残余マージンの解

放パターンとリスク調整の解放パターンの違いによっ

ては）潜在的には重大である可能性がある。

過大計上されることに対応するために、審議会メン

バーの一名は、移行時のリスク調整は、リスクの定額

的な満了という簡便的な仮定を使用して契約開始時

に遡及できることを提案した。スタッフは、当初の提案

よりも、新たな代替案に利点があるとは考えることがで

きなかった。

合同意思決定セッション

IASB メンバーの一名は、スタッフの提案に同意し、

公正価値の測定のように、過去の再見積りを試みるこ

とは不可能であると述べた。メンバーの一名は、移行

時の処理においてリスク調整が過小計上されるので、

残余マージンが過大計上されると考えるという教育セ

ッションで述べられたのと同じ理由で、スタッフの提案

に同意しなかった。残余マージンのランオフは、長期

間、保険者に利益をもたらす。保険者はリスク調整か

ら解放されていくので、直感的には、リスク調整は、通

常、契約開始時に大きく、移行時点までの一定の期

間にわたり解放される。
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審議会メンバーは、教育セッションにおいて議論さ

れたリスク調整の遡及など、スタッフの提案に対する

いくつかの代替案について議論した。しかし、大多数

は、いかなる代替案にも主観性が入ることに同意した。

スタッフの提案は実務的ではあるが、客観性が少ない

ようである。

投票において、14 名の IASB メンバーは、契約開

始時のリスク調整は移行時のリスク調整と同等である

ことを仮定するというスタッフの提案に賛成した。

従来の一般に認められた会計基準に合わせて調

整することを移行時の実務的取扱いとして認めるとい

う従来の決定を覆す提案について、質問は提起され

なかった。投票において、IASB は全員一致で IASB

スタッフの提案に賛成した。

FASB は、移行後に稼得されるべき保険契約収入

の残存金額を計算する方法にかかる FASB スタッフ

の提案に関して質問をすることなく、全員一致でこれ

に同意した。

論点整理（IASB のみ）

スタッフ・ペーパーは多くの論点を挙げているが、

審議会によって審議された論点は数個のみであった。

審議されなかったその他の論点には、すでに公表さ

れている保険契約の定義の使用、再保険契約に関す

る残余マージンの調整、ならびに保険料配分アプロ

ーチでの保険料の配分パターンをビルディング・ブロ

ック・アプローチでの保険料の配分アプローチに合わ

せることなどがある。

審議会は、企業結合をとおして獲得された保険契

約に関する移行時のガイダンスを別にすれば、スタッ

フの提案に暫定的に同意した。しかし、いくつかの提

案に関して、審議会は、スタッフに対し、提案された文

言の再検討を求めた。たとえば、据置年金に関する

認識時点の明確化、および、履行キャッシュ・フロー

に含めるべき税金の支払いの明確化などである。

メンバーの一名は、保険契約の定義の適用方法に

関する実務ガイダンスを繰り越さないというスタッフの

提案に対して異議を唱えた。スタッフは、定義は著しく

変更されていないので、従来の一般に公正妥当と認

められた会計基準に戻り参照および検討できると回

答したが、作成者や利用者がすでにこの要件につい

て詳しいという彼らの期待に基づき、これを新しい基

準に繰り越すことは提案しなかった。審議会はスタッ

フの提案を受け入れた。

税務

コメントレターの中で、審議会は、保険契約から繰

延税金が生じる場合には割引かずに計算すべきであ

るという IAS 第 12 号 の結論を再検討すべきであるこ

とが提案されていた。しかし、スタッフは、このような提

案はプロジェクトの範囲を超えていると結論づけた。

教育セッションにおいて、スタッフは、保険契約者の

代理で支払われた税金等、履行キャッシュ・フローに

含まれる税金の支払いはビルディング・ブロック・アプ

ローチ・モデルにおいては割り引かれるべきであること

を明確にした。キャッシュ・フローに含まれない保険契

約から生じる IAS 第 12 号の範囲内の繰延税金に関

してのみ、更なる検討は取り下げられた。

出再者の財務諸表における出再保険料の取扱い

スタッフは、審議会が出再者の財務諸表における

出再手数料の取扱いに関して従来の公開草案で概

略が述べられた取扱いを確認すべきことを提案した。

したがって、保険者は、出再手数料を、再保険者への

出再保険料の控除項目として取扱うべきである。

審議会メンバーの一名は、このような取扱いは、出

再者の包括利益計算書に表示される情報を歪め、一

部の比率に影響を与えるという懸念を表明した。彼は、

少なくとも比例再保険契約に関しては総額表示を行う

ことをむしろ支持した。

しかし、その他の審議会メンバーは彼の懸念を共

有せず、審議会はスタッフの提案を受け入れた。

移行時の取扱い − 企業結合

スタッフは、企業結合をとおして取得された保険契

約に関して、移行時のガイダンスの適用方法につい

て検討した。二つの案がスタッフによって策定された。

1) 企業結合日における保険契約の公正価値

を計算し、履行キャッシュ・フローと公正価値

との差額を、残余マージンもしくは（負の金
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額の場合には）のれんを計上し、企業結合

日時点で割引率をロック・インする。

2) ポートフォリオの残りの部分と同様の方法で、

当該契約を取扱う。つまり、遡及的適用をと

おしてマージンを確定し、企業結合日では

なくむしろ契約取得時に割引率をロック・イ

ンする。

選択肢 1 は基準の遡及的適用と整合しているだけ

ではなく、IFRS 第 3 号とも整合しているにもかかわら

ず、スタッフ・ペーパーは選択肢 2 を提案した。スタッ

フは、公正価値の情報が利用可能でない可能性のあ

る「かなり昔に」生じた企業結合等、一定の状況にお

いては、案 2 の方が簡便的であると考えたと説明した。

数名の審議会メンバーは、選択肢 1 が概念上は適

切な回答であると述べ、公正価値は取得日の会計処

理を支持するために一般的に要求されるものなので、

特に最近の取得においては簡単に入手できるようで

あると述べた。さらに、取得者が、取得したビジネスに

関して契約開始時に遡って情報を得ることはより難し

そうであると主張した。

数名の審議会メンバーは、のれんは、企業結合の

会計基準に従い計算されるものなので、将来の保険

契約の基準の初度適用の影響を受けるべきではない

ことを提案した。

審議会メンバーの一名は、選択肢 2 において、資

産サイドの当初認識は企業結合日の公正価値である

が、一方で、負債サイドの割引率は契約開始時にロッ

ク・インされていた場合、選択肢 2 において、資産サ

イドと負債サイドのマッチングはどうなるのかについて

スタッフに質問した。スタッフは、ミスマッチが生じるこ

とを認めた。

審議会メンバーの一名は、仮に選択肢 2 を受け入

れるとするならば、選択肢 2 は、取得した契約の公正

価値がどういう訳か入手できないが契約開始日の情

報が入手可能であるという状況において実務的取扱

いとされるにすぎないと述べた。

審議会はこの質問に対して決定を下さずに、2 月

の審議会に持ち越した。

最後のコメントとして、審議会メンバーの一名は、ス

タッフは、有配当契約について（将来の審議会におけ

る議論の一環として、もしくはコメント期間中に行われ

るフィールド・テストのいずれかにおいて）追加的な作

業の実施を予定しているのかについて質問した。彼

がこのような質問をした理由は、モデル全体が当該契

約にどのように適合するのかについて質問を受けて

いたからである。スタッフは、有配当契約に関する決

定を要約した資料を、近い将来ウェブサイトで公表す

ると回答した。彼らは、次回の審議会で、公開草案起

草の許可を審議会に求める際に、決定事項の要約と

ハイレベルの図表を審議会に提出する予定である。さ

らに、有配当契約は再公開草案の範囲であるので、

コメントレターにより関係者からの見解を得ることが期

待されている。
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