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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。

IASB は、保険契約の会計処理に関
今後公表予定の公開草案につい

するためにスタッフに権限を付
することで合意した。審議会のメンバ
一名は、公開草案における提案に
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公開草案への投票に対する許可

はじめに

スタッフは、IASB に、保険契約の会計処理に的を

絞った再公開草案の投票の許可を求めた。スタッフ

は、再公開草案の公表に反対する意向の IASB メン

バーの有無を尋ねた。

新たな提案が広範囲な影響を及ぼすことが予想さ

れるため、スタッフは、新たな提案の影響を評価する

ために十分な時間を関係者に提供するため、120 日

のコメント期間を提案した。スタッフは、フィールドワー

クを含む、アウトリーチ活動をコメント期間に実施する

意向である。

IASB 教育セッション

スタッフは、IASB が保険契約の会計処理に的を絞

った再公開草案に対する投票の可否を決定するため

に、保険契約のプロジェクトの主要なステップに関す

る包括的な概要を IASB に提供した。

 保険契約の会計処理に関する審議会の提案

されたモデルの要約

 2010 年の公開草案に対する回答者からの主

要なコメントへの IASB が対応した方法を記載

したコメントレターの要約に対する IASB の仮

決定の比較

 2011 年 2 月の会合において議論された公理

（axioms）および前提（assumptions）に対する

IASB の決定を評価した、2011 年 1 月の会合

において説明が行われた、2010 年の公開草

案に対するコメントレターの要約

スタッフは、スライドを用いて、保険契約の提案の主

要な特性と、そして IASB がこれらにどのように対応し

たかについて解説した。スタッフは、提案されたモデ

ルが利用者にどのような情報を伝達するのか、そして、

財務諸表への予想される影響を説明した。

メンバーの一名は、キャッシュ・フローの見積りの変

更の取扱いとリスク調整に対する類似の変動の取扱

いが整合していない点について懸念を表明した。将

来のサービスに係るキャッシュ・フローの変動は、残余

マージンにより吸収されるが、不確実性の量と価格の

変動（すなわち、リスク調整における変動）は、即座に

損益において認識される。スタッフは、残余マージン

における不確実性の量および価格の変動を吸収する

場合には、たとえば、過去と将来のサービスを区別す

ることを試みるといった、複雑性が増すことになると回

答した。

数名の審議会メンバーが、スタッフに対し、保険契

約の主要な特徴の一つとして、重大な保険リスク調整

であることを明確化することを求め、そして、数名のメ

ンバーが、スタッフに対し、いずれの変動がその他の

包括利益において認識されるかを表示において明確

化することを求めた。

IASB の審議会

IASB は、スタッフに対し、コメント期間は、120 日と

予定される保険契約の会計処理に的を絞った再公開

草案に投票するための許可を全員一致で同意した。

メンバーの一名は、保険契約に関してその他の包

括利益を使用することに同意していないことを理由に、

反対の意向を表明した。審議会のメンバーの他の一

名は、包括利益計算書の表示に対して懸念を表明し

た。しかし、保険契約の会計処理に関する基準の策

定の必要性の方が、彼の懸念を上回っていた。

多くの審議会のメンバーが、公開草案および今後

の対応について質問を行った。これに対し、スタッフ

は以下の回答を述べた。

 公開草案における主要な質問は、著しく変更

された五つの項目（有配当契約、包括利益計

算書の表示、未経過利益（残余マージン）、そ

の他の包括利益における割引率の変動の取

扱い、および移行時の取扱い）となる。なお、

本公開草案が公表されることによって、コメン

トの提出者が、会計基準の異なる要素がどの

ように一体となって適用されるかについて検

討することができるようになる。

 公開草案の質問の一つは、割引率の変更に

対しその他の包括利益の使用に関連して、こ

れを強制適用とすべきか任意適用とすべきか

という点である。スタッフは、その他の包括利

益の強制適用に関する彼らの意向を結論の

根拠に記載すると述べた。

 スタッフは、アウトリーチ活動に、2010 年公表

の公開草案のアウトリーチ活動には関与する
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機会が与えられなかった地域も対象とすること

を目指している。

 FASB および IASB は、合同でアウトリーチ活

動を実施する予定はない。そのため、対象地

域は、FASB のモデルと IASB のモデルそれ

ぞれについて別のコメントを提供しなければ

ならない場合がある。

 IASB は、公開草案の公表を 2013 年の第 2

四半期に予定している。FASB は、包括的な

公開草案を、現行の米国基準の要件と比較し

た変更の概要とあわせて、2013 年の第 2 四

半期に公表予定である。FASB の公開草案の

コメント期間もまた、120 日間となる予定である。

 IASB は再審議を 2013 年の末までに開始し、

最終基準書を 2014 年に公表することを予定

している。

企業結合により獲得された契約に係る移行時の取扱

い

はじめに

1 月の審議会において、スタッフは、審議会では受

け入れられなかった、提案された公開草案の移行時

の取扱いの要件を企業結合に適用する提案を審議

会に対して説明した。今回の審議会において、スタッ

フは、保険契約に係る移行時の取扱いの要件の適用

に関して、保険者は、企業結合をとおして以前獲得し

た保有契約については、以下の方法を適用すると審

議会への提案を変更した。

 企業結合の日を、契約の開始日とする。

 企業結合日現在の保険契約の公正価値を、

保険料受領額とする。

これに加え、第二の論点として、スタッフは、移行時

前に企業結合が発生した場合には、いかなる企業結

合に関する移行時の調整も、のれんではなく剰余金

に反映させることを提案した。

IASB 審議会

IASB は、第一の論点について、全員一致で同意し

た。メンバーの一名は、保険者は、前回の審議会に

おいて説明されたリスク調整の決定に関してスタッフ

により提案された実務的取扱いではなく、公正価値の

リスク調整を企業結合時点で適用できるか質問した。

同メンバーは、公正価値のリスク調整は、ビルディン

グ・ブロック・アプローチにより決定される「現実的な」リ

スク調整に近いと主張した。スタッフは、客観的な情

報を使用する限り、保険者は、残余マージンを完全な

遡及的アプローチ（つまり、「現実的な」リスク調整を使

用）に基づき決定できると回答した。スタッフは、この

点について公開草案の作成において明確化する予

定である。

移行における調整をどのように会計処理するかとい

う質問に対して、スタッフは、企業結合において取得

した保険契約に異なるアプローチを適用する正当な

理由を見いだすことはできなかった。そのため、スタッ

フは、企業結合をとおして移行時前に取得した保険

契約に、現在検討している保険契約の会計基準を適

用する際には、いかなる調整も、のれんではなく、剰

余金に対する調整として取り扱うべきであると提案した。

これは、実質的には、保険契約に対して配分される公

正価値が、ビルディング・ブロック・アプローチによる測

定よりも少ない場合には、差異は、のれんではなく剰

余金に対する調整として取り扱われることになることを

意味する。

メンバーの一名は、のれんの測定期間は、IFRS 第

3 号「企業結合」に準拠して決定されるのかという点を

質問した。スタッフは、企業結合で獲得した保険契約

に係る移行時の取扱いの要件は、IFRS 第 3 号に対

する例外措置を認めることにあるのではないと回答し

た。スタッフは、この点について、公開草案において

明確にする予定である。

投票において、IASB は、のれんではなく剰余金を

調整するスタッフの提案について全員一致で賛成し

た。
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