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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 は、米国において「特別勘定」

ばれる取引、ならびに他の法域に

保険者により発効される類似す

（「分離勘定」）に関して意思決定

った。「直接業績連動型保険契約」

とみなされる保険契約に関して、FASB

関連する資産に、現在の特別勘定

する特有の会計処理を認めるこ

決定した。つまり、資産は公正価値

し、その変動を損益において認

一方で、保険契約者の代わりに

仕組みにより保有される支配持分

の対象とならない。現行の米国

会計基準とは異なり、特有の会計処理

適格性要件では一般勘定の債権者

法的隔離の要件を除いている。

さらに、FASB は、直接業績連動型保

険契約負債とそれに関連するリンク資

について貸借対照表上の個別表示

削除することも決定した。その代

、適格契約における資産は、財

政状態計算書上で個別に表示するか、

あるいは注記において開示するかのい

ずれかの方法で表示することが求めら

れる。資産

保険契約者

計算書上において

を求められる

は相殺されてゼロとなる

収益と費用

益や費用とともに

益項目と費用項目

ある。直接業績連動型保険契約

収益、およびそれに
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FASB は

与されるべきであることも

率は、契約

定したキャッシュ・フローを

使用される

使用して固定

いて調整しない

FASB は

2013 年第二

を公表する

審議を終了

いて公開草案

なものとして利用し、必要に応じて原文を参照

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

資産から生じる投資収益および

保険契約者に充当するリターンは損益

において総額で表示すること

められる（現行の米国会計基準で

されてゼロとなる）。しかし、この

費用は、契約から生じる他の収

とともに、類似するその他の収

費用項目に混在する可能性が

直接業績連動型保険契約の投資

およびそれに関連する保険契約

する費用の開示が求められる。

は、利息は単一マージンに付

されるべきであることも決定した。利

契約ポートフォリオの開始時に決

したキャッシュ・フローを割引くために

されるのと同じイールド・カーブを

固定し、その利率は事後にお

しない。

は、審議を 3 月に終了させ、

二四半期末までに公開草案

する意向である。IASB は最近、

終了したので、第二四半期にお

公開草案の公開を予定している。
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直接業績連動型保険契約にリンクされる分離資産

現行の米国会計基準において、四つの特有の要

件に該当する特別勘定の商品は、貸借対照表と損益

計算書上での特有の表示と特有の会計処理が許容

されている。保険契約者のファンドを表す特別勘定の

資産部分は公正価値で測定しその変動額を損益に

おいて認識する。当該資産部分は合計額で表示され、

併せて、関連する負債に関してその同額が合計額で

表示される。要件に該当する特別勘定の契約の部分

については、関連する投資実績と対応する保険契約

者への繰入額は、同一損益計算書の表示項目にお

いて相殺され、ゼロとなる。さらに、保険契約者の代わ

りに特別勘定で保有される資産の支配持分は連結の

対象とならない。保険者が特別勘定の投資（シードマ

ネーと呼ばれる）に対して比例持分を保有している場

合、これらの資産は、一定の実務上の取扱いで、保

険者によって他の一般勘定の資産と同様に会計処理

される。

2 月 20 日の審議会において、FASB は、固有の要

件を充足する契約に関して、先に述べた特有の資産

測定を維持することを決定した。さらに、審議会は特

有の会計上の取扱いが適格とされる取引の種類の範

囲を拡大したので、他の法域で発効される一部の契

約はこの取扱いが適格であるとされる可能性がある。

要件に該当する直接業績連動型保険契約に関連す

る投資資産は、現行の米国会計基準と同様に、公正

価値で評価しその変動額を損益において認識するこ

とが求められる。また、現行の米国会計基準から繰り

越されたのが、保険契約者の代わりに特別勘定で保

有される投資の支配持分については連結の対象とし

ないという取扱いである。しかし、FASB は、「シードマ

ネー」に関する会計処理を変更し、これらの資産につ

いても公正価値で評価し、その変動額を損益におい

て認識することを求めることを決定した。

特有の会計処理を適用するために改訂された要件

は、現行の会計基準上で用いられている四要件のう

ち二要件を含んでいるが、特別勘定を法的に認識す

る、および保険者の一般勘定の負債とは法的に隔離

するという二要件は排除された。分離されたファンドの

契約に関して繰越された要件（斜字体で表示した改

訂を含む）は以下のとおりであり、双方を充足すること

が求められる。

1) 契約上、法定上、もしくは監督上の要件によ

り、保険者は、契約保有者によって指示され

た契約保有者のファンドを、指定された代替

的な投資に、もしくは個別の投資目的または

投資方針に準拠して投資しなければならない。

保険契約保有者ファンドの一部の投資部分

はこの要件に該当しない。

2) 契約手数料および負担金を差引いた、すべ
ての投資実績は、契約上、法定上もしくは監
督上の要件により、各契約保有者にパススル
ーされなければならない。

a. 上限があることにより、すべての投資実績
を保険契約者にパススルーすることが禁
止されていることを理由に、契約は、最低
保証はあるが上限はないという条件を定
めることができる。

b. パススルーの金額とそのタイミングについ

て保険者に裁量を与える契約上の性質

は、本要件に該当しない。

上記(1)における追加的な文言は、数理上のファン

ディング対象となる契約を除外すること、すなわち、実

際に支払われた保険料が投資されない場合、保険契

約者に充当される金額がこれらの投資のパススルーと

ならないことを意味する。

(2)(b)の例で、投資実績がパススルーされたとみな

されない場合とは、投資ポートフォリオにおいて実現

した利益を基準として、もしくは保険者が「配当」を宣

言する場合に、投資実績を各保険契約者にパススル

ーする場合である。

測定の論点に関する FASB の議論には審議会から

の質問が含まれた。その質問とは、明示的な特有の

会計を求めるよりも、金融商品の分類と測定にかかる

要件を、通常実施することによって、公正価値で評価

し、その変動を損益において認識することが可能かど

うかという内容であった。スタッフは、少なくとも負債性

証券および資本性証券に関して、これは可能である

かもしれないと主張する者もいるが、不動産などその

他の投資資産では不可能であろうと述べた。また、保

険者は、特定の特別勘定の資産を売却し、特別勘定

の保険契約者の負債を充足することを求められてい

ないが、その代わりに、一般勘定の資産を使用して債
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務を決済することができるために、これらの資産に関

する保険者の事業戦略がすべての場合において売

却することではない可能性があると主張する者もいる

可能性がある。

数名の審議会メンバーは、特別勘定の資産に対す

る保険者の比例持分について、金融商品モデルの通

常の過程に従うのではなく、公正価値で評価しその変

動を損益に反映することを提案する理由についてスタ

ッフに質問した。審議会メンバーは、保険者の比例持

分に相当する資産部分は、特有の会計処理要件を充

足しないようであると述べた。すなわち、その部分は保

険契約者によって投資の意思決定がなされた投資で

はなく、その実績は保険契約者にパススルーされない。

スタッフは、保険者の特別勘定持分を公正価値で評

価し、その変動を損益に反映するための要件は複雑

性の低減を意図していると考えると回答した。審議会

は、最終的に、スタッフの提案に賛成した。

貸借対照表と損益計算書の表示に関しては、

FASB は現行の会計基準から一部改訂することを決

議した。FASB は直接業績連動型保険契約の負債と

関連するリンク資産を貸借対照表上で別個に表示す

る要件を削除することを決定した。代わりに、審議会

は、適格な契約の資産は財政状態計算書で別途表

示するか、あるいは注記において開示することができ

ることを決定した。注記による開示では、分離されたフ

ァンド契約の適格資産の金額のうち、一般勘定から法

的に隔離される金額と隔離されない金額、ならびに保

険者の比例持分に相当する金額を別個に表示すべ

きである。分離されたファンドの契約に直接リンクする

負債についても、注記において開示すべきである。

スタッフは、保険契約負債全体について、保険契

約負債の保険契約者勘定残高を、債務で構成される

その他のオプション、保証および保険給付と区分する

のではなく、貸借対照表上において独立した貸借対

照表項目として表示することを審議会に提案した。彼

らは、この変更は現行の米国会計基準を改善すると

考えている。

数名の審議会メンバーは、保険契約負債は保険契

約者勘定残高とその他の要素の間で区分して表示す

べきではないとするスタッフの見解に同意した。しかし、

それにも拘わらず、これらの契約に関しては、彼らは、

資産の独立した表示と負債の独立した表示が貸借対

照表上で維持されるべきであると提案した。例えば、

直接業績連動型保険契約に関連する 100 万ドルの

資産を独立して表示し、（オプション、保証、および保

険給付に関連する債務を含む）120 万ドルの直接業

績連動型保険契約の負債を独立して表示することが

可能である。最終的に、審議会メンバーの大多数は、

貸借対照表上、資産と負債についてそれぞれ独立し

た表示を求めないことを決議した。代わりに、保険者

は、この情報について、財務諸表の注記にて開示す

ることを認められる。

損益計算書に関して、FASB は、投資活動および

それに関連する保険契約者への充当に関して現在

求められている純額表示ではなく、むしろ、総額表示

によるアプローチを決定した。すなわち、資産から生

じる投資収益および保険契約者へ充当されるリターン

は、損益計算書上、収益と費用としてそれぞれ総額で

表示することを求める。しかし、この収益と費用は、契

約から生じるその他の収益および費用（例えば、危険

保険料および経費収入および関連するコスト）とともに、

その他の類似する収益および費用と混在する可能性

がある。直接業績連動型投資収益およびそれに関連

する保険契約者に関する費用の開示が求められるで

あろう。

単一マージンに対する利息の付与

2 月 20 日の審議会において、FASB は、保険者が

貨幣の時間価値を反映するために単一マージンに対

して利息を付与すべきことを決定した。付与される利

息の利率は、保険契約のポートフォリオの開始時に決

定されるキャッシュ・フローを割引くために使用される

のと同じイールド・カーブに基づくべきである。この利

率は事後において調整されるべきではない。

さらに、スタッフは、マージンの割引に使用すべきイ

ールド・カーブはマージンの各部分の解放が予想さ

れる期間に対応すべきであることを提案した。しかし、

審議会は、スタッフの提案のこの部分が割引と利息の

付与について規定している他のガイダンスよりも詳細

であることを理由に、スタッフの提案のこの部分につ

いては却下した。
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審議会の投票に先立つ詳細な議論において、スタ

ッフは、保険契約における FASB の予備的見解では、

利息は複合マージン（単一マージン）に対して付与さ

れるべきではないと提案していたと述べた。多くの回

答者は、利息の付与はモデルを過度に複雑にすると

述べ、このアプローチに同意した。また、一般に認め

られた会計基準の他の部分では、利息は繰り延べら

れた収益に対して基本的に付与されないとあると述べ

る者もいた。

その一方で、マージンに対する利息の付与は利益

の創出とリスクからの解放をより良く反映すると考え、

マージン自体は現在価値で算出されるので、利息が

付与されるべきであると述べる者もいた。彼らは、利息

の付与の欠如は、投資マージンを過大計上し、引受

マージンを過小計上することとなると主張した。

スタッフは、いくつかの理由から、マージンに対する

利息に付与について賛成した。その理由の一つは、

予備的見解の公表以降に、審議会が既経過保険料

アプローチに同意したことである。このアプローチに

おいては、利息は保険金および関連する費用の積み

立てに帰属する収益の部分に対して付与される。保

険料の残りの部分（つまり、マージン）に対する利息の

付与は整合性を確保し、収益全体の金額に意義を与

える。すなわち、利息の付与されたマージンと利息の

付与された予想保険金の合計額は総収益額と等しく

なり、理論的には、カバレッジが提供される時点で保

険構成要素に帰属する、受取った保険料（および、将

来において受取る保険料があれば当該保険料も含む）

の現在価値に相当する。

このアプローチは、収益認識に関する提案とも整合

している。このアプローチは、「貨幣の時間価値を反

映するために、約束された対価の額を調整する場合

の目的は、約束された財またはサービスが顧客へ移

転した時点で顧客が当該財またはサービスに対して

現金を支払ったとしたならばその現金販売価格がいく

らであったかを反映した額で、企業が収益を認識する

こと」を意味している。作成者は、利息が収益の残りの

部分に対して付与されるのであれば、マージンに対

する利息の付与を支持することを最近表明したと、ス

タッフは述べた。
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