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IASB education session on 20 May and
meeting on 21 May 2014

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、これらの要約は、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

５月 20 日、審議会は、有配当性を伴う契約に関し

て意思決定を伴わない教育セッションを開催した。審

議会は、2013 年の公開草案 (以下「再公開草案」と

する)における一般的なビルディング・ブロック・アプロ

ーチが、有配当契約の独自の性質に適応可能であ

るかを探求した。

5 月 21 日に、審議会は、残存する契約サービス・

マージンは、保険のサービスの提供を反映する一定

の方法で損益において認識されるという再公開草案

の提案を確認した。審議会は、同様に、無配当契約

に関して、契約サービス・マージンにより表象される

サービスは、保険カバレッジであり、時の経過を基礎

として提供され、そして、予想される有効契約数を反

映することを特定化するガイダンスを追加することに

暫定的に同意した。

再審議を実施することについて同意した、コメント

項目以外の論点に関して、審議会は、企業は収益

認識の基準を、保険契約の定義に一致し、同様に、

再公開草案における適用範囲からの除外要件に一

致する固定報酬サービス契約に適用することを許容

されるべき（しかし、強制されない）ことに暫定的に同

意した。

審議会は、重要な保険リスクは、保険者が現在価

値ベースで損失を負担する可能性が存在する場合

に発現するとした、再公開草案におけるガイダンスを

明確にすることに暫定的に同意した。

審議会は、ポートフォリオの移転もしくは企業結合

を通して取得した保険契約は、ポートフォリオの移転

時もしくは企業結合時に、企業がこれらの保険契約

を発行したかのように会計処理されるべきことを明確

にするために、これらに関する要件を改訂することに

暫定的に同意した。
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有配当性を伴う契約

IASB の教育セッションにおける詳細

審議会は、再公開草案における五つの主要な項

目の一つである、有配当性を伴う保険契約について

の意思決定を伴わない教育セッションを開催した。

再公開草案において提案されたミラー処理につい

て、保険契約の内部のキャッシュ・フローを分離する

ことを求め、異なる割引率のイールド・カーブを適用

し、そして、いくつかの法域において共通な有配当

保険契約が除かれるとして、著しく否定的な見解が、

回答者から提供された。

教育セッションの目的は、有配当契約の独自の性

質に一般的なビルディング·ブロック·アプローチが適

応するか、そして、どのような適応が可能であるかを

探求することであった。議論した範囲には、（１）割引

率の検討を含む履行キャッシュ・フローの測定（２）内

在的な資産管理報酬としての有配当契約における

株主の所有分についての検討を含む契約サービス・

マージンの調整と解放（３）オプションおよび保証の

価値の変動に関する認識（つまり、即時に損益とする

か、契約サービス・マージンもしくはその他の包括利

益の調整とするか）そして（４）提案された「簿価利回

り（book yield）」概念の検討を含む、金利費用の決定

の方法を含んでいた。

多くのコメント提出者は、いくつかの有配当契約は、

保険者に基礎となる項目を保有することを契約書に

特定することを要求せず、それ故、ミラー処理の提案

の対象とならないことを考えれば、範囲が過度に限

定的であるとして、再公開草案において提案されて

いたミラー処理を却下した。加えて、再公開草案の

提案は、履行キャッシュ・フローが、（ミラー処理が適

用される）基礎となる項目のリターンに伴い直接変動

する部分と、基礎となる項目のリターンに伴い直接変

動しない部分に区分することが求められ、直接変動

しない部分は、一般的な測定モデルと割引率のガイ

ダンスに準拠することが求められる。さらに、有配当

契約のオプションと保証の変動については、再公開

草案においては、損益において認識されることが求

められた。

有配当契約の履行キャッシュ・フローの測定に関

して、スタッフは、再公開草案における一般的なモデ

ルを準用できると提案した。この論点に関する審議

会の議論は、これらの有配当契約の中の資産への

依存性がさまざまである場合、単一のイールド・カー

ブが使用される可能性に焦点が当てられた。スタッフ

の提案では、再公開草案の目的は、単一のイール

ド・カーブを使用することで潜在的に達成されるかも

しれないが、いくつかの事例では、キャッシュ・フロー

を変動するキャッシュ・フローとそうでないキャッシュ・

フローに分離し、適切なイールド・カーブを適用する

必要があると考えられるかもしれないと述べた。審議

において、審議会のメンバーの一名は、適切な割引

率を決定するに使用される可能性のある特定の数理

上の技法を記載するのではなく、その代わりに、ガイ

ダンスは、測定の原則と対象に焦点をあて、そして、

単一の割引率を使用することが可能ないくつかの事

例を示すべきであると述べた。

第二の論点は、（一般に、株主の所有分と言われ

ている）契約者への支払いが要求されない有配当契

約のリターンの部分の性質をユニットリンク保険契約

の保険契約者および投資信託における投資家に対

して負荷される明示的な報酬に類似する、内在的な

資産管理報酬であるかのように取り扱った。再公開

草案における提案は、将来のサービスに関連する明

示的な資産管理報酬の変動の影響は、契約サービ

ス・マージンを調整すると述べている。

保険業界の提案を支持する者は、契約サービス・

マージンは、内在的な資産管理手法であることを理

由に、基礎となる資産のリターンにおける株主の所有

分の変動についても同様に調整されるべきであると

提案している。数名の支持者は、ボーナスが宣言さ

れた、もしくは保険契約者勘定に反映された際に契

約サービス・マージンは、解放（稼得）されるべきであ

ると提案した。

数名の審議会のメンバーは、有配当契約のリター

ンにおける株主の所有部分を、内在的な資産管理

報酬として取り扱う保険業界の提案に共感を表明し

た。しかし、他の審議会のメンバーは、この取扱い、

および、ボーナスが宣言されるに応じた、契約サービ

ス・マージンの認識が、損益の調整をもたらし、そし

て、潜在的に損益計算書をより合理性のないものに

するのではないかと言う点を懸念していた。

数名の審議会のメンバーは、株主の所有部分が、

（１）裁量性によるのではなく契約上により、そして（２）

明示的な資産管理報酬として認識される金額と、合

理的に整合しているのであれば、受け入れは容易で

あると述べた。例えば、審議会のメンバーの一名は、

株主の所有部分が、50％ではなく５−１０％である場

合、この類推は受け入れが容易であると提案した。ス

タッフが、内在的な報酬として株主の所有部分を取り

扱うためのパラメータを設定する手段を探ることが提

案された。

数名のメンバーは、同様に、基礎となる資産にお

けるリターンの株主の所有部分が認識されるタイミン

グが、ボーナスの宣言に紐づけられているアプロー

チに懸念を表明した。スタッフペーパーは、このアプ
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ローチは、いくつかの法域において現在使用されて

いるアプローチに類似していると説明した。しかし、ス

タッフは、ユニットリンク保険契約のような明示的な資

産管理報酬を伴う保険契約に関する報酬の稼得は、

一般に、資産管理サービスが提供される期間にわた

ると指摘した。

審議会は、次に、オプションおよび保証の価値の

変動は、損益において認識されるか、契約サービス・

マージンとして調整されるか、もしくは、その他の包

括利益の調整とするかを探求した。改訂された公開

草案では、ミラー処理の例外処理を適用する有配当

契約に関して、（オプションおよび保証に関する変動

を含む）基礎となる項目のリターンに間接的に変動

することが予想されるキャッシュ・フローの変動は即

座に損益において認識することが提案された。ミラー

処理が適用されない保険契約におけるオプションと

保証については、固有のガイダンスは提供されなか

った。しかし、一般的なモデルでは、市場変数の変

動から生じる変動は、包括利益計算書において認識

され、基礎となる項目のリターンにおける見積の変動

は損益、そして割引率の変動はその他の包括利益

において認識される。

スタッフは、再公開草案に対する多くの回答者は、

有配当契約と無配当契約に関して、オプションと保

証の異なる取扱いについて同意しなかったと述べた。

しかし、彼らは、同様に、オプションと保証の変動が

どこに記帳されるべきかについて多様な見解があっ

たと述べた。

審議会のメンバーの一名は、金融オプションと保

証はデリバティブに類似し、それ故、それらの変動は

損益において認識されるべきであると提案した。彼は、

金融オプションおよび保証は、死亡保証とは異なり、

サービスには関連せず、それ故、金融オプションと保

証に関連する変動は契約サービス・マージンを調整

するべきではないと述べた。スタッフは、金融オプショ

ンと保証の変動は割引率の変動により等しいため、

その他の包括利益において認識されるべきであると

の見解もあると述べた。審議会のメンバーの一名は、

その他の包括利益における金融オプションと保証の

変動の記帳は、結果的には、以下に議論する「簿価

利回り（book yield）」が採用された場合は、その他の

包括利益におけるデュレーション・ミスマッチの会計

に類似していると述べた。

議論された最後の論点は、損益計算書における

金利費用の決定方法であった。キャッシュ・フローが

基礎となる項目とともに変動しない一般的モデルに

おいては、開始時の割引率が、損益計算書における

表示の目的のために、履行キャッシュ・フローの金利

の付与に使用される。

投資リターンの見積の変動が、保険契約者への支

払金額の変動をもたらすが、ミラー処理の例外を適

用しない契約に関して、再公開草案は、金利費用を

決定するための割引率は、見積が変動する度に、直

近のレートに再設定するとしている。このアプローチ

の理由は、支払いが金利により異なるため、保険契

約負債は固定金利付きの商品よりもむしろ変動金利

付きの商品により類似するからである。

しかし、多くの回答者は、損益計算書における直

近のレートの使用は、資産に関連して会計上のミス

マッチを生じさせると述べた。彼らは、代替的なレート

の使用が、より経済的実態を表すと提案した。二つ

の代替案は、保険業界の数人により提案されたよう

に「簿価利回り（book yield）」と、IFRS 第 9 号におけ

る実効利回り法が含まれている。

保険業界の提案では、簿価利回りは、保険者によ

り保有されている基礎となる項目が、損益計算書に

おいてどのように報告されているかにより決定される。

例えば、公正価値で評価されその変動が損益を通し

て認識される資産は市場利回りが使用され、そして、

償却原価および公正価値で評価されその変動がそ

の他の包括利益において認識される資産は償却原

価ベースの利回りが使用される。キャッシュ・フローが、

保有された資産の現在のデュレーションの範囲を超

える際には、簿価利回りの決定において、これらのキ

ャッシュ・フローに予想リターン利回りを使用するとの

見解もあった。基礎となる項目が売却もしくは満期を

迎え、そして再投資もしくは新規に基礎となる項目が

加えられ場合には帳簿利回りは、再設定および再決

定される。

提案者は、簿価利回りアプローチは、基礎となる

項目における金利収入がどのように記録されるかに

整合する方法で金利費用を報告すると考えている。

彼らは、それ故、会計上のミスマッチを低減もしくは

取り除き、そして、情報の有用性を改善すると述べた。

数名の審議会のメンバーは、簿価利回りの概念に

喜んで応じているようであったが、彼らは、他のメンバ

ーとともに、基礎となる保有された資産に対する固有

の契約上リンクが存在する場合以外の状況における

適用について懸念を有していた。例えば、ある法域

においては、保険契約者に対して、リターンを移転

する金額および/もしくは時期についての裁量性があ

り、他の法域では、裁量性は、内部管理目的にのみ

存在するかもしれず、そしてその他の法域では、企

業は、固有のタイプの基礎となる項目（例えば、株式

のインデックス）に基づいてリターンを約束することが

できるが、いくつかのその他の資産（例えば、債券や

デリバティブの組み合わせ）における保険契約ファン

ドの投資を選択する。



www.pwc.com/insurance

Page 4 of 6

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。

簿価利回り法に対する審議会の懐疑心を表すの

に使用された極端な例は、以下のとおりである。保険

者は、保険契約者に対して、S&P５００のインデックス

に対応した利回りを約束しているが、実際には不動

産に投資した場合を仮定している。簿価利回り法の

下では、金利費用は、不動産投資の実際の帳簿利

回りに基づいて決定されるであろう。負債の測定の

目的で使用された金利とこの帳簿利回りによる金利

の差額はその他の包括利益において記帳される。

ユニバーサル生命保険契約のように、保険契約負

債の裏付けとなる資産のポートフォリオの指定がされ

ていない状況では、帳簿利回りのアプローチは、不

適切であろうとも述べられた。スタッフは、数名の審

議会のメンバーの反応に基づき、帳簿利回りのアプ

ローチは、保有された資産との間に明確な契約上の

リンクが存在する場合にのみ適切であるかもしれない

とコメントをした。これは、ミラー処理が適用されるで

あろう保険契約の種類に類似する有配当契約の極

めて限定された部分集合に戻ってしまう可能性があ

る。

有配当契約に関するさらなる議論は、今後の審議

会において予定されている。

無配当保険契約に関する契約サービス・マ

ージンの損益における認識

スタッフの提案および IASB の決定

IASB は、損益において契約サービス・マージンの

認識について、原則をどのように適用するかについ

てのガイダンスを提供すべきかについて審議を行っ

た。スタッフは、保険契約に関して、保険事故が発生

した場合には、企業が、保険契約者に補償する準備

ができているというサービスを提供するという主張をし

た。「準備ができている」ことが期間にわたり履行され

ることを根拠に、スタッフは、時間を基礎としたアプロ

ーチが適切であり、そして、期間にわたる有効契約

数に基づくべきであると考えている。この償却パター

ンは、予想される契約の終了（解約および失効など）

に関して調整されるべきである。契約サービス・マー

ジンの解放のパターンは、リスクは、リスク調整として

取り込まれていることを理由に、各期間に関するリス

クの金額に基づくべきではない。

全員一致で、IASB のメンバーは、企業が、保険契

約の下で提供されるサービスの移転を最も良く反映

した一定の方法でカバレッジ期間にわたり損益にお

いて残存する契約サービス・マージンを認識すべき

であるとする、再公開草案における原則を確認した。

16 名中 13 名のメンバーが、無配当契約に関して、

契約サービス・マージンにより表象されるサービスは、

保険カバレッジであり、時の経過を基礎として提供さ

れ、そして、予想される有効契約数を反映することを

最終基準書において明確化すべきであると決定した。

IASB 審議会の詳細

数名の IASB のメンバーは、広範な収益認識の原

則に依拠するのではなく、むしろ、ルール・ベースの

アプローチを採用することについての懸念を表明し

た。しかし、スタッフは、多くの関係者は実務の多様

化と原則が広範囲に残されている場合にもたらされ

る比較可能性の欠如についてコメントをしていたと指

摘した。潜在的な方法の制限は、整合性をより保証

し、そして損益調整のリスクを低減させるであろう。

数名の審議会のメンバーは、当初、保険金のパタ

ーンが、契約サービス・マージンの解放のより良い方

法である可能性があり、利用者により良く理解される

であろうと提案した。しかし、他の審議会のメンバー

は、リスク調整が、すでに、予想される保険金におけ

る固有のリスクの補償を取り込んでいると指摘した。

予想保険金のパターンは、契約サービス・マージン

の解放の基礎を、リスク調整と区別するために、排除

されるべきである。契約サービス・マージンは、キャッ

シュ・フロー、貨幣の時間価値およびリスクのような、

他のビルディング・ブロックにおいて取り込まれている

すべてのその他の要素の後の残余であり、それ故、

時の経過が合理的な償却の方法であると考えられる

かもしれない。

保険契約収入（保険リスクのエクスポージャーの近

似とされる）が主に予想発生保険金のタイミングに応

じて認識されるが、収益の構成要素である契約サー

ビス・マージンの認識が定額法によるため、審議会は、

非整合的ではないかとの論点が提起された。しかし、

先に述べたとおり、契約サービス・マージンは、すべ

ての保険リスクがリスク調整を通して取り扱われた後

の残余を表している事を理由に、双方の提案は、収

益認識の原則に整合的であると結論が出された。契

約サービス・マージンは、損益を表す保険契約収益

の構成要素であり、そして、保険リスクが他のビルデ

ィング・ブロックにおいて考慮された後の準備ができ

ているサービスを表している。利用者は、この残存す

るサービスが何を表象しているのか困惑している様

であるが、それ故、「準備ができている」という概念を

取り込むことが重要である。

スタッフは、単純な保険契約の残数ではなく、むし

ろ、カバレッジの相対的な金額が償却には重要であ

ることを理由に、（時の経過とともに）保険契約の数を

使用することは適切であるかを検討したか尋ねられ

た。スタッフは、保険契約の数に関する合理的な理

由は、計算単位に関する将来の審議においてさらに

明確化されるであろうと述べた。しかし、簡単ではあ
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るが、スタッフは、定額法のパターンによる契約サー

ビス・マージンの認識は、個別の契約レベルにおい

て行われるかもしれないと仄めかした。

固定報酬サービス、重要な保険リスクおよび

ポートフォリオ移転と企業結合

スタッフの提案および IASB の決定

IASB は、固定報酬サービス契約、重要な保険リス

クおよびポートフォリオ移転と企業結合を含む保険契

約の再審議会において再審議を予定する七つの論

点のうちいくつかについて審議を行った。

投票の結果、16 名中 15 名の審議会メンバーは、

企業が、保険契約の定義に該当し、同様に、再公開

草案における保険契約の範囲除外の要件に該当す

る固定報酬サービス契約について、収益認識の基

準を適用することを許容するが、強制はしないことを

決定した。

これは、固定報酬サービス契約の範囲除外の結

果、そうでなければ、保険契約の基準書の範囲の外

側に置かれる固定報酬サービス契約を発行する保

険者が、これらの契約に対して保険契約を適用する

ことを可能とすることを暗示している。

投票において、IASB のメンバーは全員一致で、

重要な保険リスクは、保険者が現在価値ベースで損

失を負担する可能性が存在する場合に発現する再

公開草案におけるガイダンスを明確にすることを暫

定的に決定した。これは、基礎となるファンドの価値、

もしくは、支払済み保険料の価値を死亡における支

払いとして提供する契約が、ファンドの価値が支払い

済み保険料の価値よりも低い場合でも、現行実務と

整合的に、依然として保険契約として適格であること

を可能とすることを意味している。

IASB のメンバーは、ポートフォリオの移転もしくは

企業結合を通して取得した契約に関して、このような

契約を、ポートフォリオの移転時点もしくは企業結合

の時点で、企業により契約を発行したかのように会計

処理されることを明確にするために、改訂することを

（それぞれ、14 対 2、15 対１の投票で）決定した。

IASB における審議の詳細

ポートフォリオの移転と企業結合の議論において、

保険事故およびこれらの契約の契約サービス・マー

ジンを解放するカバレッジ期間は、保険金が発見さ

れる、もしくは、過去の事象に関連する保険金の負

のディベロップメントが生じると述べられた。保険事故

が、最終損害保険金の発見であることを理由に、支

払期間において取得された契約は、保険料配分ア

プローチ採用に適格ではない可能性がある。それ故、

ある種の契約に関しては、カバレッジ期間が 1 年を

超過し、保険料配分アプローチがビルディング・ブロ

ック・アプローチの近似であることを立証する事がで

きなければ、保険料配分アプローチは適用できない

であろう。

企業結合の議論において、審議会のメンバーの

一名は、この改訂は、企業結合において取得した負

債を公正価値で評価する IFRS 第 3 号の要件に優

先するのか尋ねた。スタッフは、保険契約の公正価

値が保険契約の基準書に準拠して測定された保険

契約よりも小さい場合には、IFRS 第 3 号の要件より

も優先されることを述べた。超過部分は、再公開草案

における提案と整合的に、のれんの追加的な金額と

して記帳される。
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