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IASB meeting on 17 June 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

IASB は、時間価値に関して保険契約における

キャッシュ・フローの調整に用いられる割引率は、

保険契約と特性が一致するキャッシュ・フローを有

する金融商品の観察可能な現在の市場価格と整

合的であるべきとする原則を確認した。

2013 年の再公開草案（以下「再公開草案」とす

る）からの変更として、損益において即時に認識さ

れる基礎となる元受保険契約に関するキャッシュ・

フローの見積りの変更の結果、再保険契約のキャ

ッシュ・フローの見積りの変動が生じる場合、IASB

は、企業は、再保険に関するキャッシュ・フローの

見積りの変更を損益において認識することについ

て暫定的に決定した。

IASB は、提案された保険契約の基準書の目的

は、個々の保険契約の測定に関する原則を提供

することであるが、基準書の適用において、目的に

適合するのであれば、企業は保険契約を集約する

ことが可能であることを明確にした。IASB は、保険

契約のポートフォリオの定義を、「同様のリスクに関

するカバレッジを提供し、そして、単一のプールと

して一緒に管理する保険契約」と変更することに同

意した。

割引率の変動の認識に関する会計方針の選択

を許容する IASB の最新の暫定的決定に関して、

IASB は、企業は、IAS 第 8 号に準拠し、契約が含

まれるポートフォリオおよび企業が保有する関連す

る資産を考慮し、同様の契約に対して整合的に会

計方針を選択しかつ適用するべきであると明確化

した。

審議会は、同様に、有配当契約に関する審議を

継続した。契約サービス・マージンは、保険者シェ

アに関してアンロックをすべきか、もしくは、「簿価

利回り」アプローチを受け入れるべきかについて決

定を行わなかった。審議会は、今月の審議は、ス

タッフに、潜在的なモデルの機能的構造に関する

方向性を提供するためだけであることを明確にし

た。このモデルは、将来の概念的な議論および今

後数カ月中の審議会における潜在的な決定を裏

付けるために使用される。

IASB は、保険者のシェアが内在的な資産管理

手数料を表していることを理由に、企業に、基礎と

なる項目の保険者のシェアに関して保険者の契約

サービス・マージンを調整することを求める場合に

は、内在的な資産管理手数料は、企業が保有し

基礎となる項目から生じるリターンを契約者に移転

されることが予定され、企業が保持すべき（固定も

しくは変動する）最低の金額が存在し、そして、保

険契約者が、基礎となる項目に基づくリターンの実

質的なシェアを受け取るであろう場合にのみ、存

在すると考えられるべきであると暫定的に決定した。

IASB は、同様に、企業に損益における金利費

用を決定するために「簿価利回り」アプローチを適

用することを求める場合、企業が保有する基礎とな

る項目から生じるリターンを契約者に移転されるこ

とが予定され、そして、保険契約者が基礎となる項

目に基づくトータル・リターンの実質的なシェアを

受け取る場合にのみ適切である考えられるべきで

あると暫定的に決定した。
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観察可能なデータが欠如する場合の割引

率の決定

スタッフの提案および IASB の投票

スタッフは、時間価値を反映するための割引率

の決定に関して企業は、観察可能な取引と測定さ

れた保険契約との間の差異を適応させるために観

察可能なインプットに対して適切な調整を行う追加

的なガイダンスを提供することを提案した。加えて、

企業は、市場参加者がこれらのインプットを評価す

る方法を反映する目的と整合性を維持しながら、

利用可能な最善の情報を使用して観察不能なイ

ンプットを開発すべきである。結果的に、観察不能

なインプットは利用可能かつ直接的に関係のある

市場データと矛盾を生じさせるべきではない。

投票において、16 名の審議会のメンバー全員

が、時間価値に関して保険契約におけるキャッシ

ュ・フローを調整するために使用される割引率は、

保険契約の特性と整合的である特性のキャッシュ・

フローを伴う商品の観察可能な現在の市場価格と

整合的であるべきとする原則を確認した。審議会

のメンバーは、上述の追加的なガイダンスの提供

に同意した。

議論の詳細

再公開草案は、時間価値に関して保険契約に

おけるキャッシュ・フローの調整に用いられる割引

率は、保険契約と特性が一致するキャッシュ・フロ

ーを有する金融商品の観察可能な現在の市場価

格と整合的であるべきであると提案した。

スタッフは、保険契約の特性を呈していない項

目を削除する以前の満期までの資産のイールド・

カーブを延長することを提案した。メンバーの一名

は、代替的に、イールド・カーブを延長する以前に、

保険契約の特性を呈していない項目は、資産のイ

ールド・カーブから除かれるのか尋ねた。スタッフ

は、これについても同様に可能であると確認した。

審議会のメンバーの一名は、観察可能なデータ

をできるだけ使用するという要件は、企業に、ボト

ムアップ・アプローチもしくはトップダウン・アプロー

チのいずれかが、より重大な観察可能な市場デー

タに依拠している場合には、ボトムアップ・アプロー

チもしくはトップダウン・アプローチのいずれかを適

用することを強制するのか尋ねた。同様に、これは

モデル全体に影響を与えるのか、それよりもむしろ、

市場におけるデータが観察不能な期間だけなの

か質問がされた。スタッフは、この点について、検

討がされていなかったが、調査が行われるであろう。

スタッフは、割引率のイールド・カーブの概念は、

保険契約の特性を反映することであると述べた。

資産と負債の差異における流動性の調整は、ボト

ムアップ・アプローチ同様、トップダウン・アプロー

チにおいても必要になるであろう。

審議会のメンバーの一名は、保険契約は公正

価値で評価されないが、多くのインプットは現在の

市場データによっていることを明確にすることを提

案した。これらの測定に含まれる市場変数は、現

在の市場データに依拠している。スタッフは、IFRS

第 13 号は、契約全体を測定し、契約の構成要素

を測定するものではないと述べた、IASB のメンバ

ーは、依然として、IFRS 第 13 号との相互作用を

明確にすることは有用であると考えている。

再保険契約からの利益の非対称的な取

扱い

スタッフの提案および IASB の投票

再公開草案からの変更として、スタッフは、損益

において即時に認識される基礎となる元受保険契

約に関するキャッシュ・フローの見積りの変更の結

果、企業が再保険に関するキャッシュ・フロー見積

りの変更は、損益において認識することを推奨した。

投票において 16 名のメンバー全員がスタッフの

提案に同意した。この例外は、不利な元受契約か

ら生じる見積りの変更を適用する場合だけであり、

元受契約が開始時に不利な契約であった場合に

は、この取り扱いは適用されない。

議論の詳細

再公開草案は、企業が保有する再保険契約の

キャッシュ・フローが、不利な契約でありかつ即時

に損失が認識される基礎となる保険契約から生じ

る損失を企業に補填する場合でも、企業が保有す

る再保険契約のキャッシュ・フローの有利な変動は、

カバレッジ期間にわたり損益において認識されるこ

とを提案している。

スタッフは、再公開草案への回答者は、二つの

取引の間の経済的な関連を正確に描写していな

いと述べ、この取り扱いに反対した。スタッフは、元

受契約が開始時に不利な契約であった場合、回

答者がこの例外の適用を推奨しないのかに関して

の合理的な説明を提供しなかった。

審議会のメンバーの一名は、一つの再保険契

約が複数の元受契約を対象としている場合で、そ

のうちのいくつかが不利な契約である場合にどの

ように提案は機能するのか尋ねた。スタッフは、再

保険契約のいくつかの利得および損失は、損益に

おいて認識され、そして、その他は契約サービス・

マージンにおいて認識される。審議会のメンバー

は、不利な元受契約に関連する出再保険の適切



www.pwc.com/insurance

Page 3 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。

なキャッシュ・フローの構成要素を認識することは

難しいかもしれないと述べた。

集約のレベル

スタッフの提案および IASB の投票

スタッフは、IASB は、提案された保険契約の基

準書の目的は、個々の保険契約の測定に関する

原則を提供することであると明確化したが、基準書

の適用において、目的に適合するのであれば、企

業は保険契約を集約することが可能であると提案

した。

スタッフは、保険契約のポートフォリオの定義を、

「同様のリスクに対するカバーを提供し、そして、単

一のプールとして一括して管理されている保険契

約」に修正することを推奨した。それ故、ポートフォ

リオの定義は、もはや、契約のグループが引き受

けるリスクと比較して料率が設定されることには言

スタッフは、提案された基準書に、契約サービ

ス・マージンもしくは契約開始時の損失の決定に

おいて、企業が、不利な契約と利益を創出する契

約とを集約すべきではないとするガイダンスを追加

することを推奨した。

投票において、15 名中 14 名のメンバーが個別

の保険契約の測定に関する原則を明確にし、ポー

トフォリオの定義の変更および不利な契約と利益

を創出する契約とを合算すべきではないとするガ

イダンスを追加するスタッフの提案に賛成した。

スタッフは、事後の測定における契約サービス・

マージンの決定において、企業は、同様の解放パ

ターン、当初認識時における契約サービス・マー

ジンの絶対額、契約の開始時およびカバー期間

で合算できることを提案した。しかし、15 名のメン

バー全員が、契約サービス・マージンの事後測定

に関するガイダンスを追加することは、過度にルー

ルベースとなるとして、このスタッフの提案に反対し

た。審議会のメンバーは、その代わりに、当初のス

タッフペーパーにおいて言及された、幾つかの項

目についての例示を含めることに賛成した。

割引率の変動の認識に関する会計方針の選択

を許容する IASB の最新の暫定的決定に関して、

IASB は、IAS 第 8 号に準拠し、企業は、契約が含

まれるポートフォリオおよび企業が保有する関連す

る資産を考慮し、同様の契約に対して整合的に会

計方針を選択しかつ適用するべきであると明確化

した。

投票において、15 名中 10 名のメンバーは、割

引率の変更の認識に関する会計方針の選択に関

する集約のレベルを明確化することに同意した。

議論の詳細

IASB は、企業が、保険契約の測定の目的を達

成するために使用することができる集約のレベル

およびポートフォリオの目的における料率設定の

参照について議論を行った。さらに、割引率の変

動の認識に関する会計方針の選択を許容する

2014 年 3 月の審議会の決定の観点から、審議会

は、企業が保険契約のポートフォリオに適用する

会計方針を選択する際の集約のレベルを決定し

なければならない。

契約サービス・マージンに関する集約のレベル

数名の審議会のメンバーは、何故、契約開始時

の契約サービス・マージンの絶対額が、事後の測

定を決定するのに合理的な要素なのかと尋ねた。

審議会のメンバーは、一つの契約が 2 倍のサイ

ズであることを除けば、全く同じ二つの契約が、事

後の契約サービス・マージンの測定に関して集約

されないのか明確ではなかった。スタッフは、同様

の絶対額の契約のグルーピングが必要なのか，仮

に単位１の契約サービス・マージンが単位 10 の契

約サービス・マージンと混合された場合、企業は、

契約サービス・マージンの平均を単位 5.5 とし、そ

して、単位 1 の契約サービス・マージンの契約が

失効したとしても、単位 5.5 によって契約サービ

ス・マージンを減少させることは無いであろうと説明

した。その代わりに単位１の契約サービス・マージ

ンが解放されるべきである。

審議会のメンバーの一名は、契約が不利である

かどのように評価するのか尋ねた。例えば、保険

者は、100 の就労不能保険契約を保有し、その内

10 件の保険契約は異なる料率設定がされている。

スタッフは暫定的な回答を適用しなかったが、就

労不能保険の割引は、不利な契約をもたらすので

あれば、これらは、他の就労不能保険契約とともに

取り扱うことはできないと述べた。しかし、割引が、

保険料において相対的に小さい割合であれば、

契約は依然として同じポートフォリオとなる可能性

がある。

多くのメンバーは、契約サービス・マージンの事

後測定の目的に契約を集約する固有の要件に困

惑していた。

メンバーの一名は、これは再公開草案において

明確ではない領域であり、以下のように原則を明

確にすることを提案した。

 異なる水準の集約が、モデルにおける異なる

構成要素に適用され、そして、ポートフォリオの

水準は常に同一ではない。
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 契約サービス・マージンの解放は、平均値によ

ってはならない。失効に関する契約サービス・

マージンは損益において解放されるべきである。

 開始時においては、利益を創出する契約と損

失を生じさせる契約を混合させてはならない。

 スタッフにより提案された（同様の解法パターン、

当初認識時における契約サービス・マージンの

絶対額、契約の開始時およびカバー期間の）

指標は、基準書における集約の要件とするより

も、むしろ例示に組み込まれるべきである。

割引率の変動を認識するための会計方針の選択

に関する集約のレベル

数名の審議会のメンバーは、スタッフペーパー

は、割引率の変動に関する会計方針の変更を適

用するのには有用ではないと述べた。スタッフは、

会計方針の適用および制限は、後の審議会にお

いて取り扱うと述べた。今月の審議は、集約のレベ

ルについてのみ焦点を当てる。

メンバーの一名は、保険契約が基礎となる資産

と関連づけられていない場合、基礎となる資産に

依存するスタッフの提案はどのように適用されるの

か尋ねた。他の数名のメンバーは、会計方針の選

択の提供は会計上のミスマッチを低減することを

理由の一つとしていると述べた。それ故、基礎とな

る資産は、直接的に関係がある。スタッフは、これ

は考慮すべき要因の一つであると述べた。審議会

のメンバーは、基礎となる資産がどのように会計処

理されているかを考慮することは重要であると述べ

た。

有配当契約 -基礎となる項目の認識

スタッフの提案および IASB の投票

契約サービス・マージンは、保険者のシェアに

関してアンロックをすべきか、もしくは、有配当契約

に関して「簿価利回り」アプローチを受け入れるべ

きかについて決定を行わなかった。審議会は、今

月の審議は、スタッフに、可能性のあるモデルの機

能的構造に関する方向性を提供するためだけで

あることを明確にした。このモデルは、将来の概念

的な議論および今後数カ月中の審議会における

潜在的な決定を裏付けるために使用される。

保険者のシェア

スタッフは、企業が、基礎となる項目の保険者の

シェアに関して保険契約者の契約サービス・マー

ジンを調整することを求める場合には、保険者の

シェアが、内在的な資産管理手数料を表している

ことを条件に、内在的な資産管理手数料は、(a) 企

業が保有し基礎となる項目から生じるリターンを契

約者に移転されることが予定され、(b) 企業が保持

すべき（固定もしくは変動する）最低の金額が存在

し、そして、保険契約者が、基礎となる項目に基づ

くリターンの実質的なシェアを受け取り、(c)保険契

約者が実質的なシェアを受け取る場合にのみ存

在すると考えられるべきであると提案した。

投票において、11 名中 15 名のメンバーは、今

後の審議会において、要件(a)および(b)を伴う内在

的な資産管理手数料の提案されたモデルについ

て、検討を行うことを支持した。12 名中 15 名のメ

ンバーは、要件(c)を支持した。

「簿価利回り」アプローチ

スタッフは、企業に損益における金利費用を決

定するために「簿価利回り」アプローチを適用する

ことを求める場合、 (1) 企業が保有する基礎となる

項目から生じるリターンを契約者に移転されること

が予定され、そして、(2) 保険契約者が基礎となる

項目に基づくトータル・リターンの実質的なシェア

を受け取る場合にのみ適切である考えられるべき

であると提案した。

投票において、15 名中 12 名のメンバーは、上

述の(1)および(2)の要件に同意した。

議論の詳細

有配当契約に関する測定の要件の採用の可能

性は、基礎となる項目の認識に大きく依存する。

保険者のシェア

保険業界が審議会に有配当契約に関して検討

することを求めた提案されたモデルの範囲につい

て、審議会のメンバーにより多くの質問がなされた。

審議会のメンバーの一名は、スタッフの提案は、企

業が、基礎となる資産を保有することを要求するこ

とを含めていないと述べ、そして、保険者が基礎と

なる資産をこれ以上保有しないと決めた場合、どう

なるのか尋ねた。他のメンバーは、例えば、企業は

トラッカー・ファンド(Tracker fund)を購入し、資産の

実際のバスケットではない場合、インデックス・リン

クの商品は範囲内なのか尋ねた。

スタッフは、範囲は重要な質問であり、線引きは、

常に恣意的である。上述した三つの要件に基づく

現在の範囲の議論の方向性は、ユニバーサル生

命保険および（完全な裁量性の契約のように）ある

種のその他の有配当契約については、範囲外とな

る可能性があります。

保険者は、基本的に、自社のリスクで資産の管

理を行い、ある種のリターンを契約者に移転すると

いう議論からすれば、メンバーの一名は、内在的

な手数料の概念の懸念を述べた。しかし、企業が

常に一定の割合、例えば 90％を、移転する場合、

これは裁量性が薄れ、そして明示的な手数料によ
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り類似しているようであるから、これは内在的な手

数料であると結論付ける方向へ導く可能性がある。

数名のメンバーは、範囲は狭くするべきであると

提案した。他のメンバーの一名は、契約サービス・

マージンが主要な活動指標となるであろうが、同時

に変動を吸収する平準化の機能を果たすことに懸

念を表明した。

契約サービス・マージンに対する保険者のシェ

アの認識に関する議論の一つは、開始時と事後測

定との間の整合的な測定の保持である。スタッフ

は、開始時と事後測定との間の整合的な測定に関

して特別な意図はないと述べた。例えば、開始時

と事後測定との間の差異は、割引率の変動に関し

て、契約サービス・マージンがアンロックされていな

いことである。同様に、開始時において、保険料は

測定のためのアンカーである。新しい契約に関し

て請求される新しい保険料を決定することは過度

に複雑であることより、事後においては、保険料の

アンカーは利用できなくなる。それ故、異なる会計

が正当化されると考えている。

「簿価利回り」アプローチ

「簿価利回り」アプローチは、損益において認識

される金利費用およびその他の包括利益の金額

の決定に用いられる割引率を決定する。これは、

貸借対照表上の保険契約負債の測定には影響を

与えない。「簿価利回り」アプローチは、金利費用

の表示に関する割引率が、どのような基礎となる項

目であるのか（つまり、公正価値で評価し変動を損

益で認識する保有資産に関しては市場利回りで、

そして、償却原価および公正価値で評価し変動を

その他の包括利益で認識する保有資産に関して

は原価を基礎とする利回り）に由来する。

それ故、「簿価利回り」アプローチを適用するた

めには、簿価利回りのイールド・カーブは、各報告

日時点で保有する基礎となる項目、および、どのよ

うにこれらの項目が現在およびこれらの項目が売

却もしくは認識が中止されるまでの将来の期間に

おいて会計処理されるかに基づき各報告時点で

作成されなければならない。基礎となる項目の売

却もしくは認識の中止の後の期間に関しては、将

来の再投資の仮定は、売却もしくは認識の中止時

点の市場の情報に基づくべきである。

数名のメンバーは、「簿価利回り」アプローチは

どのように、株式や投資不動産において機能する

のか。スタッフは、この点はさらなる議論に依拠す

るであろうと述べた。

数名のメンバーは、「簿価利回り」アプローチは、

選択可能であるのかもしくは強制であるのか尋ね

た。数名のメンバーは、選択制は、利用者にとって

理解できない多様な表示の代替案をもたらすとの

懸念を表明した。審議会のメンバーの一名は、「簿

価利回り」アプローチが無配当契約についても同

様に適用できるかを検討するように提案した。
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