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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。

11 月の審議会において、FASB

提案された保険契約に関する会計

、モーゲージ保険契約や金融保

証契約等、現在、保険契約として会計

している保証契約に適用し、現在、

デリバティブとして会計処理している保

には適用しないことを決定した。

月 6 日の審議会において、FASB

保険者以外が実行する保証につい

することにより保険契約の範囲に

審議を完了した。FASB は、（「一

(one-off)」の取引など）一定の例

はあるが、一般的な米国会計基準の
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関する会計基準の範囲となるこ
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した。2 月 6 日の審議会にお

FASB は、現行の保険契約の修

するガイダンスの中から、その他
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範囲-保証に関する会計

保険契約プロジェクトにおいて、両審議会は、「保

険契約」という用語を広く定義している。その結果、両

審議会が個別の適用除外を選択しない限り、金融保

証および非金融保証の双方含む、多くの保証契約は

「保険契約」の定義を充足し、基準の範囲に含まれる。

両審議会は、製品保証や固定報酬サービス契約など、

一定の範囲除外についてすでに審議した。

11 月に、FASB は、提案された保険契約に関する

会計基準は、モーゲージ保険契約や金融保証契約

等、現在、保険契約に関するガイダンスの範囲内であ

る保証契約に適用するが、現在、デリバティブとして

会計処理している保証契約には適用しないことを決

定した。

2 月 6 日の審議会において、FASB は、現在、一般

的な米国会計基準の保証に関するガイダンス

(ASC460-20：保証、 従前の FIN45)と偶発損失に関

するガイダンスに基づき会計処理されている保証の多

くは、提案された保険契約に関する会計基準の範囲

となると決定することで、保証契約に関する議論を終

了した。現時点でこの範囲に含まれる例としては、銀

行信用保証が挙げられる。

一方で、ASC460-10 において保証に関する現行

ガイダンスに定められている範囲除外の多くを含み、

一定の範囲除外が適用される。たとえば、企業の自

己の業績保証、ならびに、リースに関するガイダンス

等、他の会計処理ガイダンスで個別に扱われている

保証は、提案された保険契約に関する会計基準の範

囲とはならないであろう。

(a)通常ではないもしくは非経常的、かつ(b)企業に

よって実行されたその他の保証の対象となるリスクの

種類とは関係がない保証に関しては、例外事項が定

められるであろう。たとえば、事業または資産の売却

等、通常ではない取引に関連する売主の保証は、企

業が当該保証を通常の事業活動として実行していな

ければ、範囲から除外される「一度限り(one-off)」の取

引とみなされるであろう。

関連当事者間、または共通支配下にある企業間の

保証もまた、当該企業が第三者に対して類似する保

証取引を実行していない場合には、提案された保険

契約に関する会計基準の範囲から除外される。一方

で、この基準は、第三者に対して保証取引を実行して

いる当該企業により実行された関係会社間の保証に

適用される。保証実行者が、第三者に支払い義務の

ある債務に対して類似する保証を実行していなけれ

ば、関連当事者もしくは共通支配下にある企業により

実行された第三者に対する債務保証は、提案された

保険契約に関する会計基準の範囲から除外されるで

あろう。

保証に関する FASB の決定は、IASB の金融保証

に関する仮決定とは異なる。IASB は、当該契約の引

受主体に対し、従来から保険契約として会計処理して

いる場合には保険契約として会計処理し続けることを

認め、そうでなければ、金融商品として会計処理する

ことを認めることに決定した。保険契約としてあるいは

金融商品として会計処理するかどうかについて「一度

限りの」取引に関する例外はない。また、共通支配下

にある企業間の金融商品に関する例外も存在しない。

企業は、当該取引に関して、開始時点で公正価値に

帰属することを求められる。

契約の修正

2012 年 4 月の審議会において、FASB は、保険者

が契約開始時に改訂条件を適用するとした場合に、

(a)保険契約として適格であるか否か、もしくは（b）この

保険契約の会計処理において、保険料配分アプロー

チかビルディング・ブロック・アプローチを適用するか

のいずれかにおいて評価が異なるような契約の修正

を行うならば、保険者は既存契約を消滅させ、新しい

契約を認識すべきであることを決定した。

2 月 6 日の審議会において、FASB は、現行の保

険契約の修正に関するガイダンスの中から、その他の

五つの条件を追加した。そのいずれにおいても、会計

上の目的のためには新しい契約を認識する。このガイ

ダンスの下では、以下の条件のいずれかに該当する

場合には、保険者は、既存契約を消滅させ、現在の

仮定に基づく入口価値で新しい契約を認識する。

 契約にかかる保険事故、リスクもしくはカバレッジ

期間が変更された。

 投資リターンの権利の性質が変更された。
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 当初の契約で特定されていない当初の給付もしく

はカバレッジに関連する預り金、保険料もしくはチ

ャージの追加が求められる（あるいは、当初の給

付もしくはカバレッジが減少する場合、預り金、保

険料もしくはチャージは給付もしくはカバレッジの

減少相当額と少なくとも同額分減少することはな

い）。

 保険契約者もしくは受取人への分配、または、新

規に購入したか、あるいは選択した給付内容やカ

バレッジに関連するチャージに起因するもの以外、

勘定価額もしくは解約返戻金が純額で減少する。

 配当もしくは配当の性質に変更がある。

外貨建取引

審議会は、外貨建取引の再測定に関して、保険契

約に関連する財務諸表上の構成要素はすべて貨幣

性項目に分類することを仮決定した。結局、審議会は

スタッフの根拠を受け入れた。その根拠は、すべての

構成要素を貨幣性項目として取扱うことは、適用がよ

り単純であり、会計上のミスマッチを回避し、この論点

に関する IASB の結論と意見が合致することになると

いうものであった。

スタッフおよび審議会は、外貨建取引の要件と整

合させて、未経過収益や繰延費用は非貨幣項目とし

て会計処理し、現金の受取りや支払いを将来生じさ

せる残高は貨幣性項目として取扱う場合、この提案は

現行のガイダンスからの変更となることを確認した。こ

の提案により、損益計算書上ミスマッチが生じる。その

理由は、非貨幣性項目が発生時の為替レートを使用

して記帳されるからである。典型的な例としては、短期

契約における保険料受取勘定（貨幣性項目）と未経

過保険料（非貨幣性項目）である。

スタッフの分析は、（保険料配分アプローチにおけ

る）発生保険金に関する負債とビルディング・ブロッ

ク・アプローチを適用する保険契約負債は貨幣性項

目として取扱うことを前提とした。彼らは、これは貨幣

性項目の概念と一致していると考えている。また、これ

は、短期保険契約モデルにおける発生保険金の現行

の会計処理、ならびに長期の生命保険契約に関連す

る負債の現行の会計処理と整合する。

したがって、問題視されていた項目について、審議

会メンバーは議論を実施し、最終的に貨幣性項目と

することを受け入れた。当該項目とは、残存カバレッ

ジに関する負債、単一マージン、および契約獲得費

用である。

残存カバレッジに関する負債について、スタッフは、

これは未経過収益であるので、非貨幣性項目との考

えもあるが、これは将来予想キャッシュ・フローの近似、

つまり、（内在的なマージンの要素を持つにもかかわ

らず）将来のいつの日かに支払うべき現金支払額で

あるとの議論もありうると述べた。故に、彼らは、貨幣

性項目の性質の多くを含んでいると考えることができ

ると主張した。

単一マージンに関しては、スタッフは、これは本質

的に利得の繰延であり、外貨建取引に関するガイダ

ンスでは、繰延収益を非貨幣性項目としていることを

確認した。審議会は、未経過収益は、収益認識プロ

ジェクトにおいて非貨幣性項目として取扱われるとコメ

ントした。一方で、スタッフは、多くの繰延収益項目は

過去に受取った現金より生じていると述べた。保険契

約の場合、単一マージンとは、前払いで受取る現金

（保険料）と、貨幣性項目として取扱われる将来予想

現金流入額から将来予想現金流出額を差引いた額と

の正味残額である。マージンを、既に受取った現金に

対する予想利益と、未だ受取っていない現金に対す

る予想利益に区分することは複雑かつ恣意的である。

測定モデルに含まれている契約獲得費用を貨幣性

項目として取扱う議論は、本質的に費用の繰延である

ことを全員が理解しているため、より実務的な議論に

なったようであった。提案されたモデルにおいては、

そのモデルに含むこととなる直接契約獲得費用は、

貸借対照表上、マージンから内在的に控除される。

損益計算書上、契約獲得費用は、単一マージンと同

じ基準で償却される。審議会メンバーは、仮に審議会

メンバーが「単一マージン」を貨幣性項目として取扱う

べきであると決定するならば、「繰延べられた」契約獲

得費用のうち、ネットマージンに内在するが、損益計

算書上独立して償却されるものは、整合性の観点か

ら、貨幣性項目として取扱うべきであると述べた。既発

生未払いの契約獲得費用に関して認識された負債に

ついても同様に、貨幣性項目として取扱うことを全員

が確認した。
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