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IASB meeting on 22 July 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（以下「審議会」とする）は、有配当性を伴

う保険契約について議論を継続した。審議会は、

2014 年 6 月に、有配当性を伴う契約に関して、

損益計算書における金利費用の表示に関するア

プローチに簿価利回り（Book yield）を適用するこ

とが決定された場合における決定の方向性が議

論された。審議会は、2014 年 7 月に、簿価利回り

（Book yield）アプローチの代替案である実効利回

り法について議論を行った。

審議会は、基礎となる項目に伴い変動するキャ

ッシュ・フローが、契約期間にわたり保険契約者に

対する給付の合計の実質的な部分の場合、損益

計算書において表示する金利費用に関する割引

率は、契約における全てのキャッシュ・フローに関

して再設定されるべきとするアプローチを検討す

ることを決定した。

審議会は、実効利回り法は、有配当性を伴わ

ない保険契約に適用されることが可能であるかを

検討した。

有配当性を伴わない保険契約に関して、審議

会は、保険契約の当初認識において適用された

割引率を契約サービス・マージンに対する金利の

付与およびマージンと相殺する金額の計算に適

用する 2013 年の公開草案（以下「再公開草案」と

する）を維持することを決定した。数名の審議会の

メンバーは、ロック・インした割引率と直近の割引

率との間の会計方針の選択を好んだが、審議会

は、多数の審議会のメンバーの提案により、この

提案は却下された。

損益もしくはその他の包括利益において割引

の変動を認識する会計方針の選択について、審

議会は、会計方針の変更は、IAS 第 8 号の会計

方針の変更の要件に準拠して認識されるべきで

あることを決定した。これは、割引率の変動の認

識の会計方針の変動に関して、遡及的に適用す

ることを意味する。

Insurance alert



www.pwc.com/insurance

Page 2 of 5

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。

有配当契約

審議会は、教育セッションにおいて、損益計算

書において表示される金利費用の決定に関する

実効利回りの検討により、有配当性を伴う契約に

関する論点の議論を継続した。審議会は、いかな

る決定も求められなかった。

審議会は、企業が、その他の包括利益におい

て有配当性を伴う保険契約における価値の変動

の一部を表示することを許容されるべきか、もしく

は、要求されるべきか、いまだに決定していない。

しかし、スタッフは、この決定は、損益もしくはその

他の包括利益において認識される金額の決定に

関するメカニズムの理解に依拠すると考えている。

審議会は、損益もしくはその他の包括利益にお

いて決定する金額に関して、二つのアプローチを

検討した。双方のアプローチは、貸借対照表にお

ける保険契約の測定に影響を及ぼさないが、包括

利益計算書の表示についてのみ影響を与える。

最初の方法は、2014 年 6 月の審議会で議論さ

れ、そして、損益において認識される金利費用の

決定に関して、簿価利回り（Book yield）アプロー

チの形式で主張された。今回の会議において、審

議会は、金利費用の決定に関する第 2 のアプロ

ーチについて検討を行った。スタッフは、このペー

パーに記載されたアプローチは、簿価利回り

（Book yield）アプローチの要件を満たさない契約

を含む、有配当性を伴う全ての契約に適用される

ことを予定している。

スタッフは、基礎となる項目が変動するキャッシ

ュ・フローが、契約の期間にわたり保険契約者に

対する給付の合計の実質的な部分である場合、

損益における金利費用の表示に関する割引のア

プローチは、全てのキャッシュ・フローに関して再

設定されるべきであると提案し、そして審議会は同

意した。

このような割引率は、投資リターンの見積りの変

動が、保険契約者への支払金額の変動（つまり、

基礎となる項目のリターンにより変動するキャッシ

ュ・フロー）をもたらす場合、再設定されるべきであ

る。これは、キャッシュ・フローを分離し、そして、損

益における金利費用の表示に関して適用される割

引率を適用する、再公開草案の提案に代わる取

扱いである。

このアプローチにおいて、損益における金利費

用の表示に使用される割引率は、実効利回り法に

類似するアプローチで決定されるべきである。これ

は、イールド・カーブを固定する再公開草案の提

案に変わるものである。

実効利回り法が、有配当性を伴う全ての保険契

約に関して適用される場合、このアプローチが、有

配当性を伴わない全ての契約についても同様に

拡張されるべきかという疑問が生じる。審議会は、

スタッフに、有配当性を伴わない契約に関する金

利費用の決定に関して、実効利回り法に類似する

アプローチについて調査することを求めた。しかし、

審議会は、有配当性を伴う契約についての決定を、

有配当性を伴わない契約に関する適用を評価す

る前に、最初に行うべきであると考えている。

審議会のメンバーの一名は、どのように金利費

用が決定されるべきかについて将来の審議会に

おいて決定される前に、より詳細に、簿価利回り

（Book yield）アプローチと実効利回り法とを比較

することを提案した。他の審議会のメンバーの一

名は、この分析において、現実的なシナリオがスタ

ッフにより考慮されるべきであると強調した。

審議会のメンバーの一名は、実効利回り法の範

囲を明確化することを提案した。スタッフは、給付

の合計の実質的な部分は、全てのキャッシュ・フロ

ーに適用し、例えば、死亡給付は、実質的アンロ

ッキング部分の検証に含まれるであろうが、単なる

投資構成要素は、含まれないであろうと述べた。

他の審議会のメンバーの一名は、なぜ、実質的

な部分について参照するのか理解していなかった。

有配当性が大きければ、より実効利回りは、割引

率の再設定による影響を、より大きく受ける。例え

ば、有配当性を伴う保険契約においては、割引率

が再設定されるが、有配当性を伴わない保険契約

に関しては、基礎となる項目が無く、そして、割引

率を再設定する必要がない。スタッフは、契約に

おける全てのキャッシュ・フローに関して、割引率

は再設定され、そして、基礎となる項目に関係した

キャッシュ・フローだけではないことを明確化した。

他の審議会のメンバーの一名は、実効利回り法

は、基礎となる項目とともに変動するキャッシュ・フ

ローが、給付の合計の実質的な部分である契約に

ついてのみ利点があると述べた。給付の合計の実

質的な部分よりも小さい基礎となる項目とともに変

動するキャッシュ・フローを伴う保険契約を発行す

る企業は、キャッシュ・フローを分離し、そして、こ

れらのキャッシュ・フローに異なる割引率を適用す
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るよりも魅力的ではないが、ロック・インした割引率

を適用するであろう。

無配当保険に関する金利の付与および契約

サービス・マージンと相殺される金額の計算

スタッフの提案および審議会の票決

再公開草案は、当初認識において決定された

ロック・インした割引率により契約サービス・マージ

ンへの金利の付与を行うことを求めた。契約サー

ビス・マージンの相殺（アンロック）に行われるキャ

ッシュ・フローの現在価値の計算も、同様に決定さ

れたロック・インした割引率を使用する。しかし、審

議会は、割引率の変動を損益もしくはその他の包

括利益において認識する会計方針の選択を許容

していることを理由に、キャッシュ・フローに対する

割引率の変動を損益において認識する会計方針

を選択した場合、ロック・インした割引率の使用が、

契約サービス・マージンの金利の付与に使用され

ることについて疑問が呈された。

しかし、今回の審議会において、スタッフは、無

配当契約に関して、再公開草案における提案を

確認することを提案し、そして、契約サービス・マ

ージンへの金利の付与および契約サービス・マー

ジンと相殺する予想キャッシュ・フローの現在価値

の変動を計算するために、契約の当初認識時にロ

ック・インした割引率を使用することを求めた。投票

の結果 14 名中 9 名の審議会のメンバーが、スタ

ッフの提案に賛成した。

議論の詳細

メンバーの一名は、契約サービス・マージンの

金利の付与は、有配当契約についてどのような影

響があるのか尋ねた。スタッフは、無配当保険に

関する決定は、有配当契約の決定からは分離して

いるが、相互作用は、将来の審議会において評価

されるでしょうと回答した。

数名の審議会のメンバーは、費用対効果を理

由に、キャッシュ・フローの見積りに関する割引率

の変動をその他の包括利益で認識するか、もしく

は、損益で認識するかの会計方針の選択に関連

し、契約サービス・マージンへの金利の付与が、契

約開始時の割引率か、もしくは、直近の割引率か

による会計方針の選択に、賛成した。スタッフは、

金利の付与および契約サービス・マージンのアン

ロックに関して、ロック・インした割引率よりもむしろ

直近の割引率の使用は、各報告期末における契

約サービス・マージンと貸借対照表における保険

契約負債（資産）との間に差異を生じさせてしまう

でしょうと回答した。引受（営業）結果もしくは投資

結果として認識される金額は、各期および累積的

に異なるであろう。しかし、契約期間にわたり、認

識された包括利益の累計額は、同額となるであろ

う。

審議会のメンバーの他の一名は、割引率の変

動を損益において認識することを選択した企業が、

ロック・インした割引率を使用する管理上の負担が

著しいことを理由に、直近の割引率を使用すること

を提案した。さらに、ロック・インした割引率は、保

険契約負債と契約サービス・マージンとの間の変

動において直観に反した結果に結びつく可能性

がある。投資家へのアウトリーチにおいて、この点

は説明が難しかった。

スタッフは、契約サービス・マージンは将来キャ

ッシュ・インフローとキャッシュ・アウトフローの残余

として契約開始時に決定される金額であると述べ

た。将来の見積キャッシュ・フローと異なり、各期に

再測定されるのではなく、単に各期間に配分され

る。これは、どの割引率を適用すべきかについて

複雑にする。審議会のメンバーの一名は、何故、

この残高に金利を付与するのか尋ねた。他の審議

会のメンバーの他の一名は、契約サービス・マー

ジンは、依然として現在価値を表す金額であると

回答した。サービスは、IFRS 第 15 号と整合的に、

時の経過とともに提供され、金利は、付与されるべ

きである。

割引率の変更の認識に関する会計方針の

変更について

スタッフの提案および審議会の投票

審議会は、2014 年 3 月の審議において、IAS

第 8 号における会計方針の変更に関する要求に

基づき、いつ、企業が会計方針を変更することが

できるかについての厳格なガイダンスの策定を条

件とし、企業は、ポートフォリオ内における全ての

契約に関して割引率の変更に関する影響を損益

およびその他の包括利益において表示する会計

方針の選択を有すると決定された。

スタッフは、企業は、IAS 第 8 号のガイダンスの

追加的な解釈の修正を必要とすることなしに、割

引率の変更の影響を表示する際に IAS 第 8 号の

会計方針の変更における要件を適用すべきであ

ると提案された。投票の結果、12 名中 10 名の審

議会のメンバーは、スタッフの提案に同意した。
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議論の詳細

審議会のメンバーの一名は、基礎となる資産に

変動があった場合、これは会計方針を変更する理

由となるかもしれないと述べ、スタッフの提案に反

対した。遡及適用は、この場合、適切な情報を提

供しないであろう。

スタッフは、そのような基礎となる資産の変更は、

時の経過とともに徐々に生じ、それ故、そのような

懸念は発見されないであろうと反対した。
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