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多数の観点が両審議会において検討されていること、ならびに、IASB および FASB の暫定的結論を明確化す

ることがしばしば難しいことより、これらの議事録は、FASB の Action Alert および IASB の OBSERVER NOTE

において公表される決定とは異なる可能性がある。加えて、暫定的結論は、将来の両審議会における議論に

より変更される可能性がある。IASB および FASB の決定は、最終基準書を公表するための公式投票の完了に

おいてのみ最終化される。

FASB は、保険契約プロジェクトの範囲を限定する

要約

FASB は、2 月 19 日の審議会において、米国会計基準の長期保険契約に関する目標を定めた改善を識別

及び短期保険契約に関する開示の拡張のみの検討に、プロジェクトの範囲を限定する投票が行われ、保険契

約プロジェクトの方向性についての重要な決定がされた。

プロジェクト計画の変更の一部として、審議会は、このプロジェクトの全体的な範囲は保険会社のみを含むこ

とを決定したが、必要であれば、保険者以外により引き受けられたある種の契約を範囲に追加する可能性につ

いて未確定にしている。このプロジェクトの一部として、保険リスクに対する定義について改善を検討するかもし

れないことをほのめかした。これは、生命保険と損害保険の双方におけるリスク移転および再保険の要件に影

響を与える可能性がある。

審議内容

範囲

審議は、保険契約プロジェクトの全体的な範囲およびプロジェクトの方向性に関する代替案の二つの重要な

論点について焦点を当てた。

範囲に関しては、FASB および IASB の双方における 2013 年 6 月の公開草案では、特定の適用除外がな

ければ、保険契約の定義に該当する保険者および非保険者により引き受けたいかなる契約に対してもガイダ

ンスが適用されることが提案された。コメント提出者は範囲と適用除外は複雑でありそして明確でないことに気

づき、そして、コメントを提出した非保険者は、産業の固有のガイダンスにおいて保険と見做されるものを含める

ことに反対した。

FASB は、大差で、公開草案の範囲の提案を却下し、その代わりに保険契約の範囲の提案を保険業に限定

する提案を行った。審議会は、一般に、会計基準の設定の長期的な目的は、可能な場合には、同様の取引に

関して、業種にわたり整合的な会計を適用することを認識した。しかし、彼らは、同様に、明確性、単純性およ

び多くの範囲の除外がないことが、重要な目的でもあることを認識した。

変更の支持者は、範囲としてすべてを包含し、そして多くの例外を伴うよりも、むしろ、保険業を基礎に基準

の適用を開始することがより明確かつより効率的であると述べた。非保険者により引き受けられたある種の契約

が、保険契約に実質的に大変類似している場合に、同じモデルを適用すべきことが後に決定された場合でも、

将来において追加することは可能となるであろう。

審議会のメンバーの一名が、見積りの基礎をなす大量の取引量がない非保険者に関して、「大数の法則」の

見積りよりも FAS5 のアプローチの方が良いとおそらく考えられるであろうと指摘した。保険契約と FAS5 の適用
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との境界線が活動量による場合、範囲のアプローチを考え出すことが可能か疑問に思っている。このアイデア

は、検討が続けられなかったが、7 名中 6 名の審議会のメンバーが、保険者のみに適用する、公開草案からの

範囲の変更に賛成票を投じた。

プロジェクトの方向性

スタッフは、審議会に、プロジェクトの方向性に関する 4 つの代替案について検討することを求めた。

(A) 包括的なプロジェクトおよび（適切な場合には）IASB との合同の審議を継続する

(B) 長期保険契約に関するビルディング・ブロック・アプローチおよび（適切な場合には）IASB との合同の審

議については継続し、そして、短期契約モデルの目標を定めた改善を行う

(C) 現在の米国会計基準に対する目標を定めた改善を検討する

(D) IASB が最終基準書を公表するまで再審議を延期する

代替案 A はいくつかの理由により却下された。数名の審議会のメンバーは、IASB とのコンバージェンスは、

明示的なリスク調整が IASB の測定において含められるが、FASB の測定においては却下されたように、いくつ

かの主要な論点において達成されないと述べた。審議会のメンバーの一名は、コンバージェンスの欠如した包

括的な変更は、きわめて多額の費用が発生し、保険業界に対する阻害要因となり、便益の点で疑念を伴う可

能性があると強調した。加えて、審議会は、投資家が、現在のモデルが良く機能し、そして、よく理解されてい

ることから、短期の損害保険契約に関する米国会計基準のモデルを、変更する提案を却下したと述べた。現在

の長期保険契約のモデルには改善することができる要素が確かに存在するという、投資家およびその他から

受け取ったフィードバックを考慮して、代替案 D は却下された。

審議の多くは、代替案 B と C に集中した。審議において、長期契約は短期契約から区分して取り扱われた。

長期契約に関して、審議会は最終的に、4 対 3 で長期契約に対する特定の項目の変更を明らかにする代

替案 C を決定した。審議において、数名の審議会のメンバーは、代替案 B と代替案 C は開始地点が異なる

が、潜在的には同様な最終的な結果をもたらすと述べた。

長期契約に関する現在の会計基準の下で存在する複数のモデルには、問題点が存在することに全員が同

意した。審議会のメンバーの一名は、保険がグローバルな産業であり、そして、長期契約のモデルにおけるコ

ンバージェンスの欠如が、IFRS および米国会計基準の双方を適用する報告者にとって多額の費用が発生す

るのであれば、コンバージェンスは、立派な目的であると述べた。代替案 B の支持者の一名は、ビルディング・

ブロック・アプローチに基づくキャッシュ・フローの現在価値モデルは、現在の長期契約モデルの懸念事項へ

の対応として、良い出発点であり、そして、少なくとも、IASB の提案と部分的に収斂されている優位性があると

述べた。審議会のメンバーの一名は、さらに、多くの「標準的な」生命保険契約に関して、リスク調整は相対的

に少額であることが予想され、それ故、ビルディング・ブロック・アプローチが維持されれば、実質的なコンバー

ジェンスが達成できるであろうと述べた。代替案 B の支持者の一名は、スタッフは、代替案 C における「目標を

定めた変更」とは何を意味するのかという懸念があると表明した。彼は、スタッフ・ペーパーにおいて提案された、

いくつかの変更（ミーティングのオブザーバーには利用可能ではない）に焦点を当てるよりも、むしろ、審議会

は、現行のモデルにどのような弱点が存在し、どこが目標を定めた改善が必要になるか、現在のモデルに対す

る包括的な分析を実施すべきであると考えている。それ故、彼の見解によれば、「目標を定めた変更」であった

としても現行のモデル全体へのレビューが要求されることになる。議長は、彼の理解は、スタッフにより認識され

た「目標を定めた変更」のリストは、包括的である必要ななく、代替案 C においては、再審議の過程の一部とし

て、スタッフのリストが目標を定めた変更のすべてを構成しているかを、審議会が検討することを含んでいること

を明確にした。

代替案 C の支持者の一名は、代替案 B は、完全に異なるモデルをもたらす可能性があるが、このアプロー

チを、現在の長期契約モデルにもっとも緊急の論点のみに対応するアプローチであると考えた。しかし、彼は、

現存するモデルについてより深く検討すれば、代替案 B と整合的な長期契約に関する新しい単一モデルが結

局はもたらされると述べた。
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要約すれば、審議会による僅差の賛成により同意された、審議会の長期契約に関する代替案 C の「目標を

定めた変更」のアプローチが、実務的な立場からスタッフにより継続されるのか、明瞭性を欠く部分がある。現

在、スタッフにより認識された目標を定めた変更案のリストは、スタッフ・ペーパーには含まれていたが、公表さ

れなかった。

審議会は、短期契約に関して追求する目標を定めた変更の性質について評決を行った。7 名中５名の審議

会のメンバーは、現行の米国会計基準の測定モデルを再検討するよりも、むしろ、短期契約の開示の拡充の

みを考慮すべきであると、投票において賛成した。この決定に関する合理的な理由は、投資家が、現在の短期

契約の測定は、利用者が必要とする情報を与えるが、開示の強化については、望ましいと考えていると述べた

ことにある。たとえば、公開草案に対応して、開示の強化には、未割引のクレーム・ディベロップメント・テーブル

を含むことを提案する作成者もあった。審議会のメンバーの一名は、開示に加え、測定および認識について再

検討すべきことを支持し、そして他の審議会のメンバーの一名は、短期契約および開示について何らの変更も

しないことを指示した。

保険の定義の変更について、明確な投票は実施されなかったが、議長の総括において、彼は、再審議の一

部として、審議会は、生命保険および損害保険の双方に関してリスクの移転および再保険の定義の影響を与

える可能性のある、保険もしくは保険リスクの定義の変更を検討すると述べた。これは、審議会は多様な再保

険契約の論点に対応することが求められるという 2005 年における審議を思いした、審議会の一名のメンバー

による、議論の当初におけるコメントへの対応であった。審議会のメンバーは、直近において、再保険に関する

論点が減少しているようであるが、金利の上昇が、組成された取引における潜在的なアービトラージをもたらす

ことを予想していると示唆した。

次のステップに関して、この FASB の意思決定が、保険契約について IASB 合同の審議が予定されている 3

月の審議会にどのような影響を与えるのか、審議会の最後に質問が提起された。議長は、この点については

再検討が必要であろうと述べた。FASB の側からすれば、次のステップは、長期契約に関する追加的な目標を

定めたリストの作成と同様に、短期契約に関する開示の改善のリストの作成である。
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