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多数の観点が審議会において検討されていること、ならびに、IASB 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、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、将来の審議会における議論により変更される可能性がある。IASB 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、保険契約収益および今後の審議会にお

いて議論される論点のリストについて審議を行った。

審議会は、全ての保険契約に関する保険契約収

益の表示は、規定された計算への準拠を求めるとす

る再公開草案における提案に賛成した。投資構成要

素は、これらの金額が保険契約者に対して払い戻さ

れなければならないことを根拠に、収益から控除され

る。

審議会は、同様に、包括利益計算書において、一

般に理解されている収益の概念とは整合的ではない

保険料の情報の表示を禁止することを暫定的に決定

した。この暫定的決定は、再公開草案における開示

の提案のように、企業が、引受保険料もしくは支払期

日保険料の金額から開始し、その後、収益の金額へ

と調整を行うことを可能としない事を意味している。

審議会は、再公開草案に含まれている収益に関

する開示の要件に賛成した。

IASB は、再公開された五つの主要な項目の他に、

リストに記載された項目が、今後の審議会において

再審議されることに同意した。このリストには、固定報

酬サービス契約、重要な保険リスクのガイダンス、ポ

ートフォリオの定義と計算単位、長期契約に関する

割引率および観察不能な市場データ、再保険契約

の非対称的な処理、ポートフォリオの移転もしくは企

業結合により取得された契約の認識、および契約サ

ービス・マージンの配分パターンを含んでいる。

回答者により、再公開草案に対して自発的にコメ

ントされたその他項目は、審議会において再審議さ

れないでしょう。これらの項目は、割引率の決定に関

する他の側面および信頼水準の開示の要件を含ん

でいる。
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保険契約収益

背景

IASB は、再公開草案において、企業は、全ての

保険契約に関して保険契約収益を表示することを提

案した。ビルディング・ブロック・アプローチの下で測

定される契約に関して、再公開草案は、予想保険金、

リスク調整の変動およびマージンの償却に基づいて

収益を導く指定された方法の適用を求めた。このア

プローチは、多くの法域において、保険料が支払期

日に至った時に収益を認識する、生命保険契約に

関する現行の実務とは異なる。それに加え、提案は、

投資構成要素を収益から控除することを求めていた。

審議会は、これらの提案に対して、相容れない要

素を含むフィードバックを受け取った。多方面の知識

を有する多くの回答者は、保険契約を発行する企業

の財務報告と保険者以外による収益の財務報告が

整合的であるべきとする目的を支持した。しかし、作

成者を含む、より専門家的見通しを有する多くの回

答者は、再公開草案において求められるような保険

契約収益の表示が、有用な情報を提供するとの考え

に同意をしなかった。彼らは、このアプローチが過度

に複雑であり、そして、同様に、保険契約収益は、投

資構成要素を控除すべきであるとの提案に反対した。

投資構成要素は、保険事象が生じなかった場合に、

企業が保険契約者に対して払い戻されなければなら

ない金額と定義された。スタッフは、会計システム（お

よび収益の決定における相互作用）において把握さ

れる必要が生じるであろう、投資構成要素について

の追加的な情報は、複雑性を増し、保険者のコストを

増加させることを認識していた。しかし、彼らは、これ

が契約におけるより正確な収益と預り金要素を描写

すると信じていた。

2010 年の公開草案において、審議会は、保険料

を収益としないが、代わりに、マージンの稼得のみが

収益として報告される要約マージン・アプローチを提

案した。損益計算書上における取引量の情報は重

要であると主張する関係者には、このアプローチに

対する懸念が存在した。

多くが適用可能とされる単純化した保険料配分ア

プローチは、現行の実務から著しく異ならないことを

理由に、損害保険会社は、概ね、再公開草案におけ

る収益の提案に対して反対していなかった。

審議会に、収益の測定に関する再公開草案の提

案を再確認することを求める際に、スタッフは、審議

会に、保険契約を発効する企業とその他の企業との

収益の測定における比較可能性を有することの重要

性を気付かせた。スタッフは、保険料支払期日法は、

より現金主義の会計であるが、収益から生じたアプロ

ーチは、保険サービスが提供された各期間のおける

各期の収益をほぼ表していると考えていた。スタッフ

は、同様に、審議会に、銀行が顧客から受領した預

り金を収益から除外するのと類似する、預り金を収益

から除外する再公開草案の提案を再確認することを

求めた。

スタッフは、同様に、包括利益計算書において引

受保険料もしくは支払期日保険料のような、保険料

情報の開示の禁止を推奨した。これらは、一般に理

解されている収益の概念とは整合的ではないことを

理由としている。

スタッフは、IASB は、保険契約資産もしくは保険

契約負債の各構成要素の開始残高から期末残高へ

の調整表による開示を求める再公開草案における提

案のように、開示を再確認すべきであると考えている。

加えて、当期における受取保険料から当期における

保険契約収益への調整、保険契約収益の決定にお

いて使用されたインプット、および、当期において初

めて認識された保険契約が財政状態計算書におい

て認識された金額に対して与える影響が提供される

べきである。利用者はこれらの開示を支持しており、

それ故、スタッフは、これらの注記は有用な情報を提

供すると依然として考えている。

審議会

教育セッションにおいて、スタッフは、提案の影響

を説明するために、三つの例、基本例は定期生命保

険契約のポートフォリオであり、第 2 の例は預り金構

成要素を加えた例であり、そして第 3 の例は含まれ

る計算基礎を変更した例を審議会に提出した。目的

は、投資構成要素の控除を含む収益の計算のメカニ

ズムを更新し、そして、この方法が、サービスが提供

されるのに応じて収益を認識する概念と整合的であ

る方法を説明することにある。

教育セッションの最重要点は、以下のコメントおよ

び発言を含んでいた。

審議会のメンバーの一名は、コストは、必然的に、

提供されたサービスの良い指標ではないことを理由

に、このように費用を伴う収益に関する単純な「対応」

アプローチは、適切ではないと主張し、予想される保

険金に基づいて収益を認識することに反対した。

スタッフおよび数名の審議会のメンバーは、（実際

の保険金に対して）予想される保険金は、当該期間

において提供されたサービスに関する見積りとして

使用されると述べ、この見解に反証を挙げた。これは、

収益の測定に関して、顧客に対して提供されたサー

ビスを表すアウトプット方式、および当該期間におい

て保険者による負担されたリスクを同様に表すインプ
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ットの測定の双方の考え方によることができる。予想

された保険金に対応させる際に、実質的に予想され

るリスクを表し、収益は、当期において引き受けたリス

ク調整に関して保険契約者に対して請求される金額

を表している。

解約返戻金（預り金構成要素）および固定死亡給

付の構成要素を有する第 2 の例を検討している際に、

予想される保険金および保険収益は、預り金構成要

素が時の経過とともに増加するのに対して減少する

と意見が述べられた。つまり、死亡給付の金額が増

加する預り金構成要素から資金を提供されるのに応

じて、危険保険金が減少されているからである。

第 3 の例は、契約者が第 2 の例よりも長く生きる

であろうと予想される点を除き、第 2 の例と同じであ

る。全体的な、保険の利益は増加したが、収益は、

将来の期間において減少した。この例も同様に、多

額の預り金構成要素により、固定の死亡給付金に資

金が提供されていた。例において具体的に表されて

いないが、保険者は、預り金構成要素を表象するフ

ァンドに基づく運用収益の増加も稼得していると述べ

られた。

意思決定のセッションにおいて、二名の審議会の

メンバーは、スタッフに、損益計算書上に支払期日

保険料、受取保険料もしくは引受保険料を表示して

はいけない理由を尋ねた。この両名のメンバーは、

企業は、この情報を損益計算書上に開示することを

許容すべきであると提案した。例えば、保険者は、領

収済み保険料から預り金構成要素を控除して、領収

した純保険料を表し、その後、再公開草案に準拠し

て測定された収益までの調整を表すことを可能とす

る。

スタッフは、損益計算書の最初に記載されるこの

現金主義の取引量の情報は、利用者を困惑させ、そ

して、誤解させるであろうと述べた。スタッフは、審議

会のメンバーにより提案された情報は、事実、注記に

おける開示の要件として提案されていると述べた。

審議会のメンバーの一名は、国際的な保険企業

における IASB の保険収益の提案と支払期日保険

料を収益として表示されることを許容し続けるであろ

う FASB の保険収益の提案から生じる差異に関する

懸念を表明した。これは、米国における IFRS の利用

者に不利益をもたらす可能性がある。

審議会のメンバーの一名は、この収益の提案が、

どのように、裁量性のある有配当性を伴う投資契約

に適用するのか尋ねた。スタッフは、これらの契約は

保険リスクを含んでいないと述べた。それ故、これら

の契約は、主に、収益から控除される投資構成要素

より構成されるであろう。

他の審議会のメンバーの一名は、保険契約は、具

体的に、収益の会計基準の範囲から除外されている

が、なぜ収益は、産業間で比較可能でなければなら

ないのか尋ねた。スタッフは、実務では、収益は、

Fortune 500 のように多くの指標では産業間で比較

可能であり、そして、しばしば、比較可能な情報を提

供しないトップラインだけが含まれると述べた。

多くのメンバーは、収益の金額の情報の価値およ

びこの情報の提供の便益が費用を上回っていない

かについて議論を行った。スタッフは、保険業への投

資の障壁は高く、そして、収益の情報の提供が、保

険業に比較可能性をもたらし、そして潜在的な投資

家が、市場に参加することを容易にするでしょうと述

べた。

数名のアナリストによる保険収益の計算に関する

複雑な方法論に対する否定的な反応は、認識されて

いた。スタッフは、保険専門アナリスト群は、変更を拒

否する傾向があると述べた。同時に、スタッフは、望

みは、未だに定義されていない潜在的な多方面の

知識を有する投資家群が、提案された表示がより理

解可能であると気づいてくれることにあると述べた。

審議会のメンバーの一名は収益の金額は有用で

はなく、費用対効果の評価にはそぐわないと述べた

が、どの代替案を採用すべきかについては明確では

なかった。

投票において、16 名中 15 名の審議会のメンバー

は、投資構成要素を控除して、保険契約収益が表示

される再公開草案の内容に賛成した。

投票において、16 名中 13 名の審議会のメンバー

は、もし、情報が一般に理解されている収益の概念と

は整合的ではない場合には、企業は、保険料の情

報（例えば、領収済み保険料、支払期日保険料もし

くは引受保険料）を包括利益計算書に表示すること

を禁止すべきであると決定した。

数名の審議会のメンバーは、支払期日保険料お

よび引受保険料は開示に含まれていない理由を尋

ねた。スタッフは、引受保険料は開示に含まれている

と回答した。支払期日保険料は、金額の決定におい

て実務上に多様性が存在するため、開示で要求され

ていない。受取保険料は、要求されている調整表に

含まれており、モデルにおいて難なく利用可能であ

る。

投票において、16 名中 15 名の審議会のメンバー

は、再公開草案における開示要件について賛成した。
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コメント項目以外に関するプロジェクト・プラン

背景

回答者より、再公開草案における五つの主要な

項目以外に、多くの問題が提起された。スタッフは

今後の審議会において、以下の項目について議

論することを提案した。

 固定報酬サービス契約

 重要な保険リスクのガイダンス

 ポートフォリオの定義と計算単位

 長期契約に関する割引率および観察不能な市

場データ

 再保険契約の非対称的な処理

 ポートフォリオの移転もしくは企業結合により取

得された契約の認識

 契約サービス・マージンの配分パターン

スタッフは、同様に、今後の審議会において議論

を行わない多くの項目についてリストを作成した。

 開示

 保険料配分アプローチ

 保険契約の結合

 特定の契約に関する契約の境界

 分離処理の要件

 出再手数料の取扱い

 トップダウン・アプローチおよびボトムアップ・ア

プローチで算出する割引率

 保険契約負債の測定に含まれる税金

 契約サービス・マージンとその他の包括利益の

統合

審議会

スタッフが、将来の審議会において議論を行うこと

を意図している項目について、質問はされなかった。

投票の結果、全ての審議会のメンバーは、将来の審

議会において議論を行う項目のリストについて賛成し

た。

審議会のメンバーは、審議がされるリストに記載さ

れていない項目について幾つかの質問を行った。メ

ンバーの一名は、トップダウン・アプローチもしくはボ

トムアップ・アプローチは、長期契約に関する割引率

および観察不能な市場データを議論する際に取り上

げられるであろうと述べた。スタッフは、このような場

合には該当するが、トップダウンまたはボトムアップの

アプローチ自体は再考慮されないであろうと述べた。

数名のメンバーは、信頼水準は商品により異なり、

そして、合算での開示は有用もしくは比較可能では

ない可能性があるとして、信頼水準の開示に対して

懸念を表明した。計算を行うことが困難であると指摘

する回答者もあった。しかし、IASB は、これらの懸念

について再公開草案のための審議会において理解

し、そしてこの開示について評価した。それ故、スタッ

フがこれらの開示について確認することを推奨した。

これは、完全な開示ではないが、代替案が提案され

ないと議論された。

審議会のメンバーの一名は、契約サービス・マー

ジンが過大に見積もられ、そして、その他の包括利

益が負の残高となることを述べ、契約サービス・マー

ジンとその他の包括利益の統合について再審議を

望んでいた。彼は、契約サービス・マージンは、概念

フレームワークと整合的であるか尋ねた。彼は、その

他の包括利益と契約サービス・マージンは、未実現

の残高を表しており、それ故、契約サービス・マージ

ンとその他の包括利益を分離しておくのは意味がな

く、統合すべきであると考えた。スタッフは、契約サー

ビス・マージンそれ自体は負債ではないが、むしろ保

険契約負債の構成要素の一つであり、それ故、フレ

ームワークに準拠していると述べた。これらの統合は、

モデルに対する重大な変更をもたらすことを理由に、

他のメンバーの誰も、契約サービス・マージンとその

他の包括利益の統合に同意しなかった。契約サービ

ス・マージンは、過大計上されているのではなく、十

分に利益のある契約が過去において引き受けられて

いると述べられた。契約が引き受けられた後に、割引

率の変動はその他の包括利益において認識される。

金利低下局面においては、金利の変動が負のその

他の包括利益の金額をもたらす可能性がある。

投票の結果、16 名中 14 名は、如何なる追加的な

論点についても議論をしないことについて賛成した。
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