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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。

要約

IASB は、再公開草案の五つの主要な項目のうち

の二つである、契約サービス・マージンおよびその他

の包括利益における割引率の変動の認識について

審議を行った。

IASB は、将来のカバレッジおよびその他のサービ

スに関連するキャッシュ・フローの変動に関して契約

サービス・マージンをアンロックするための再公開草

案における要件を確認した。これは、再公開草案に

対するほとんどの回答者が支持をしていた。

再公開草案の変更としては、IASB は、将来のカバ

レッジもしくはその他のサービスに関連し、そして、損

益において損失が認識された後に生じる利益方向

への変動は、これらの従前の損失の戻し入れを限度

として、損益に即座に認識されるべきことを決定した。

IASB は、将来のカバレッジもしくはその他のサー

ビスに関連するリスク調整の変動に関して、契約サー

ビス・マージンは、アンロックされる再公開草案への

他の変更に同意した。IASB は、リスク調整と独立した

契約サービス・マージンは財務諸表の利用者に対し

て有用な情報を提供するとの考えを確認した。

IASB は、同様に、割引率の変動によるキャッシュ・

フローの変動の認識についての見解を変更した。再

公開草案は、その他の包括利益における取り扱いを

強制したが、審議会は、その他の包括利益と損益と

の間のオプションを許容することを暫定的に認めた。

しかし、オプションに関する適切な計算単位に関して、

そして、スタッフにより提案されたポートフォリオのレ

ベルは、あまりに粒度が細かいのではないかとの疑

問が呈された。議長は、スタッフに、オプションにつ

いての規則が存在し、そして、オプションの変更にお

ける十分な制限が存在することを確実にするために

文言の検討を行うように指示を出した。

IASB は、さらに、追加的な開示が、どの様に金利

費用と割引率の変動が認識されたかを、利用者が理

解するために必要であると決定した。

Insurance alert
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契約サービス・マージンのアンロッキング

背景

再公開草案は、将来のカバレッジおよびその他の

サービスに関するキャッシュ・フローの有利もしくは不

利な変動に関して契約サービス・マージンを調整、も

しくはアンロックすることを提案した。契約サービス・

マージンのアンロッキングへのフィードバックは、概ね

支持され、そして、スタッフペーパーは、３月の教育

セッションにおいて議論され、そして、審議会が、再

公開草案の提案を再確認することを提案した。

再公開草案に対して二つの提案がされ、双方は、

多くのコメント提出者により支持されていた。スタッフ

は、当初認識とより整合的であること（つまり、契約サ

ービス・マージンは、当初認識およびその後の双方

において、リスクに関する調整後であるべきであるこ

と）を根拠に、将来のカバレッジおよびその他のサー

ビスに関連するリスク調整の変動に関して、契約サー

ビス・マージンのアンロックを行うことを提案した。さら

に、スタッフは、将来のカバレッジ、もしくはその他の

サービスに関連し、そして、損益において損失が認

識された後に生じる利益方向への変動は、これらの

従前の損失を戻す範囲において損益に即座に認識

されるべきことを決定した。これに対して、再公開草

案は、このような損失認識後の有利な変動は、契約

サービス・マージンを増加させる調整として記帳され

ることが提案されていた。

スタッフは、コメント提出者により表明された懸念事

項は、「ポートフォリオ」の定義であり、契約サービス・

マージンの合算のレベルおよびアンロッキングは後

の IASB の会議で取り扱われるであろうと述べた。

IASB 会議

3 月 18 日の評決のセッションにおいて、IASB のメ

ンバーの１名は、再公開草案においては、契約サー

ビス・マージンに対して認識される金額は、ロック・イ

ンされた割引率により認識され、ロック・インされた割

引率は、使用されることが求められると述べた。仮に、

IASB が割引率の変動を損益において認識するオプ

ションを許可するのであれば、ロック・インされた割引

率による契約サービス・マージンの計算は、複雑性を

増すことになる。スタッフは、割引率の変動認識に関

するロック・インされた割引率の使用は、後の審議会

において議論されるであろうと述べた。

投票の結果、全員一致で、再公開草案に含まれ

ているとおり、契約サービス・マージンにアンロッキン

グが確認された。

損益において従前に認識された損失の戻し入れ

について、IASB は、そして、損益において損失が認

識された後に生じる利益方向への見積りの変更は、

将来のカバレッジ、もしくはその他のサービスに関連

し、従前の損失の戻し入れを限度として、損益に即

座に認識されるとのスタッフの提案に、全員一致で賛

成した。

契約サービス・マージンは、リスク調整の変動に関

してアンロックされるべきかの論点において、メンバ

ーの１名は、区分されたリスク調整と契約サービス・マ

ージンは、依然として正当化されるか、そして、この

情報は、開示において含まれるべきかと尋ねた。スタ

ッフは、分離されたリスク調整は、特に、ロング・テー

ルの保険金に関しては、依然として合理性があると

述べた。発生保険金に関して、発生保険金は過去の

保険金に関連するため、すべての変動は損益にお

いて認識されるであろうと述べた。他のメンバーの１

名は、同様に、リスク調整のランオフ（リスクの解放）

および契約サービス・マージン（サービスの移転）は、

通常は異なると述べた。リスク調整を含めることは、不

利な契約に関してより適切な測定をもたらすと述べら

れた。審議会のメンバーの１名は、同様に、リスク調

整を含めることは、IAS 第 37 号と整合的であり、収益

認識の提案において参照されていると述べた。

審議会のメンバーの１名は、契約サービス・マージ

ンおよびそれに対する事後の調整がポートフォリオ・

レベルで計算されるが、リスク調整の測定の水準は、

企業単位と同様に高位であり、どの様にリスク調整の

変動を、契約サービス・マージンに配分するかという

論点を創出すると述べた。審議会のメンバーの１名

は、分散効果はリスク調整の計算において考慮され

るが、彼の見解では、リスク調整は、概念的に契約レ

ベルもしくはポートフォリオ・レベルで測定されると明

確化した。スタッフは、この点について明確化するこ

とについて同意した。

審議会のメンバーの１名は、リスク調整は、割引率

の変動により影響を受けるか、そして、オプションが、

割引率の変動の認識に関して許容されるかに依存

するが、割引率の変動により生じるリスク調整の変動

をその他の包括利益もしくは損益において分離して

認識することは、この測定モデルの残りの部分とより

整合的であるか、について尋ねた。スタッフは、この

取り扱いは、異なる構成要素について記録を維持し

続けることは困難であると見なしており、モデルにお

ける妥協であると述べた。投票において、IASB は、

全員一致で、将来のカバレッジもしくはその他のサー

ビスに関連するリスク調整の変動に関する契約サー

ビス・マージンのアンロックに同意した。



www.pwc.com/insurance

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。従って、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照していただくようお願いします。

Page 3 of 5

割引率の変動の表示

背景

再公開草案は、予想キャッシュ・フローの割引に関

連する割引率の変動は、その他の包括利益におい

て認識されることが求められている。保険契約負債

への利息の付与は、保険契約引受時に決定された

割引率のカーブを使用し、損益において認識される。

しかし、多くの回答者は、保険契約負債に関する

強制的な、その他の包括利益による取り扱いに対す

る基礎となる資産に関する多様な会計上の取り扱い

からもたらされる潜在的な会計上のミスマッチに懸念

を有している。回答者は、投資結果から保険引受の

結果を分離することを支持することを明確に表明して

いるにも拘わらず、多くは、これらの会計上のミスマッ

チについて懸念を有している。それ故、彼らは、IASB

にその他の包括利益の取り扱いをオプションとするこ

とを求めた。スタッフは、現在の各国の財務報告の環

境において、資産に関して、割引率の変更がどの様

に認識されているかにより影響を受けると述べた。

さらなる検討と回答者からの要求の分析に基づき、

スタッフは、企業は、ポートフォリオのレベルで、会計

方針として割引率の変動の影響を損益もしくはその

他の包括利益における表示を選択することを可能と

する再公開草案の変更を提案した。その他の包括利

益において記帳された金利費用および保険契約負

債の割引率の変動の影響についての追加的な表示

が求められる。

会計方針としての選択を提案することにより、これ

は、IAS 第８号の適用を受けるでしょう。それ故、事後

における変更ができない金融商品の公正価値オプ

ションの選択とは異なるが、保険者は、保険ポートフ

ォリオの指定を、潜在的に変更する可能性がある。

例えば、資産の構成が時の経過とともに変更された

場合は、分類が変更される可能性がある。スタッフは、

このアプローチは、会計上のミスマッチを最小化する

オプションの意図と整合的であると考えている。仮に、

事後における変更ができなければ、この意図には合

致しないであろう。

スタッフは、オプションは、多くの回答者の依頼と

同様に、ポートフォリオ・レベルで適用されるべきであ

ると提案した。彼は、保険契約レベルでのオプション

の適用は実用的ではないと考えている。これに加え、

企業は、資産管理の方針を、個々の保険契約単位

では決定しないであろう。逆に、報告企業レベルでの

オプションは、多くの会計上のミスマッチを解決せず、

それ故、スタッフは、ポートフォリオ・レベルという両者

の中間の結論に至った。

スタッフの提案は、保険料配分アプローチもしくは

基礎となる項目からのリターンを保険契約者に提供

する保険契約に関するその他の包括利益の使用に

関するロック・インされた割引率の決定のために参照

される日付について議論していない。

IASB 審議会

オプションの導入

多くのメンバーは、損益を通して公正価値で測定

する資産により裏付けされる保険契約が存在する一

方、その他の包括利益を通して公正価値で測定され

る、もしく償却原価により測定される保険契約がある

ことを認識している。彼らは、会計上のミスマッチは、

これらの測定の混在した資産により裏付けられている

ポートフォリオにより生じることを認識している。メンバ

ーの数名は、資産に関する公正価値オプションが、

これらの会計上のミスマッチを排除もしくは低減させ

ると述べた。

数名の審議会のメンバーは、償却減価の観点から

利用可能な情報を提供するとは考えず、そして、ロッ

ク・インされた割引率の適用のような、一連の複雑性

をもたらすとその他の包括利益についての懸念点を

述べた。彼らは、追加的な複雑性は、（実効利回り、

フォワードレートもしくはスポットレートのように、）規定

されないであろう割引率の異なる計算方法について

のスタッフペーパーを読むことで明らかになると述べ

た。彼らは、デュレーションに関する経済上のミスマッ

チは明らかにされ、そして、その他の包括利益は、こ

の情報を提供しないと考えている。業界から提案され

た、有配当契約に関して簿価利回り（Book yield

approach）は、無配当契約にもおいても機能するか、

検討することが提案された。

その他のメンバーは、割引率の変動に関して、財

務諸表からノイズ取り除くことを理由に、その他の包

括利益は長期契約に関して合理性を有すると理解し

ている。基礎となる資産の測定が会計上のミスマッチ

を生じさせるとの見解もある。その他のメンバーは、

割引率の変動は、損益に反映するのがよい場合もあ

れば、その他の包括利益に反映させるのがよい場合

もあると考えており、それ故、オプションを支持してい

る。経済的な現実は、異なる地域が異なる割引率の

変動の認識を支持している。IASB はこの点について

認識し、そしてオプションを支持している。

投票の結果、15 名中 12 名のメンバーが、その他

の包括利益および損益における変動の認識のオプ

ションの検討を支持した。
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オプションを適用する場合

審議会は、どの様に、オプションが達成されるべき

かに移った。スタッフはポートフォリオ・レベルでの会

計方針の選択（それ故 IAS 第 8 号に準拠する）とす

べきであると提案した。

数名のメンバーは、オプションは、事後に変更可

能であり、損益の調整に使用される可能性があると

の懸念を有していた。他のメンバーは、意図は会計

上のミスマッチを低減させることであり、そして資産は

動態的であることより、事後に変更可能なオプション

の必要性を述べた。数名のメンバーは、保険者は、

どちらが最善の報告結果をもたらすかにより、高い頻

度で、その他の包括利益と損益との間の変更を行う

可能性があると述べた。しかし、他のメンバーは、IAS

第 8 号は、例えば、企業に、変更が信頼性のある、

より目的適合性を有する情報をもたらすことを示すこ

とを求めており、会計方針の変更の制限を設けてい

ることから、そのような実務を防止することが可能であ

ると述べた。数名の審議会のメンバーは、おそらく、

この会計方針の選択に対する IAS 第 8 号の適用は、

保険契約の会計基準に追加される可能性があること

を示唆した。原則的な方法が規定されるべきである

か、または、自由に選択できるのか、多くの懸念事項

が提起された。後者は、IAS 第 8 号が比較対象期間

の修正再表示を求める極めて不利な点を含んでおり、

資産負債管理における変更が当年度に生じた場合、

経済状態の良好な反映を提供するものではない。

審議会のメンバーの１名は、契約開始時において

信頼性および目的適合性のある情報を提供するの

は何かが明確ではなく、そして、事後的に、信頼性

およびより目的適合性のある IAS 第 8 号の要件をど

の様に適用するのかが、さらに明確ではないと述べ

た。審議会のメンバーからの提案の一つは、従来の

状況に比べて、会計方針の変更後においては、証

拠は、会計上のミスマッチの存在が減少することを示

すべきであることが条件に含まれるかを検討すること

であった。

数名の審議会のメンバーは、割引率の変動により

認識された変動をその他の包括利益における認識

から損益における認識に変更した場合、その他の包

括利益において認識されていた金額に何が生じるか、

との疑問を提起した。これはスタッフにより、さらなる

検討が行われるであろう。数名の審議会のメンバー

は、その他の包括利益の使用を支持しないため、も

しくは、オプションが財務諸表の理解可能性を減少さ

せるため、割引率の変動の認識に関する会計方針

の選択を支持しなかった。

計算単位

（その他の包括利益もしくは損益の）オプションを

適用する計算単位について、大多数の審議会のメン

バーは、報告企業レベルでの適用は、多くの会計上

のミスマッチを解消せず、そして保険契約単位にお

ける適用は実務的ではないことに同意していた。しか

し、どの様な水準でオプションを適用するかについて、

異なる見解が表明された。数名のメンバーは、ポート

フォリオのレベルは、オプションを適用するのに十分

なサイズではないとの懸念を有している。数名のメン

バーは、資産負債管理の戦略についても同様な場

合、オプションは、同様の商品もしくは同様のポート

フォリオに適用可能か検討することを提案した。

おそらく、ポートフォリオの定義は明確ではないと

の懸念があった。審議会のメンバーの１名は、スタッ

フに、各々の新しいコーホートは、各々の新しいポー

トフォリオか尋ねた。スタッフは、新しいコーホートが、

現在のコーホートとは異なる料率設定を行わないの

であれば、そうではないと回答した。スタッフは、ある

いは、審議会のメンバーは、定義を明確化するため

に検討することが必要ではないかと認識した。現在ま

でのところ、明確化は、ポートフォリオが過度に高い

レベルではないことを確実にすることを目的としてい

る。審議会のメンバーは、おそらく、スタッフは、ポー

トフォリオの用語が過度に低いレベルを提案していな

いことを確実にすること必要があると述べた。

議長は、ポートフォリオよりも高い水準が適用され

るべきか、そして、オプションに対する多くの制限が

議論されたかを調査する提案をした。12 名の IASB

のメンバーは、議長の提案に同意し、そして暫定的

に、割引率の変動をその他の包括利益もしくは損益

のいずれかにおいて認識することに同意した。審議

会の投票が、オプションは IAS 第 8 号の会計方針の

選択とすべきであるとのスタッフの提案を含んでいる

かは明確ではなかった。数名の審議会のメンバーは、

比較対象期間について遡及的に修正再表示を行う

IAS 第 8 号の要件について懸念を有している。

開示

オプションの追加的開示について、なぜ、損益もし

くはその他の包括利益において割引率の変動を認

識するのと比較するように期間に計上される金利費

用の分解が必要とされるのか質問された。結局は、

彼らの大多数が、これが有用な情報であると信じて

おり、投票の結果、15 名中 14 名が追加的な開示を

含めるスタッフの提案に賛成した。
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