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IASB meeting on 23 September 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

審議会は、有配当性を伴う契約に関する損益

における金利費用の表示に関して、簿価利回りお

よび実効利回りの双方の利点および欠点に焦点

を当て、有配当契約の議論を継続した。

審議会は、同様に、割引率の変動の表示は、そ

の他の包括利益かもしくは損益かについて会計方

針の選択に依存するべきであるかの検討を行った。

審議会は、有配当契約についての決定を行わな

かったが、スタッフにとって多くの追跡調査を行う

論点が認識された。

さらに、保険料配分アプローチに関して、審議

会は二つの意思決定を行った。収益は、時の経過

および有効契約の予想件数に基づいて認識され

るべきである。しかし、予想されるリスクの解放のパ

ターンが時の経過と著しく異なる場合に、収益は、

保険金および給付金の発生の予想されるタイミン

グを基礎として稼得される。

審議会は、同様に、企業が、その他の包括利益

において割引率の変動の影響を表す場合、保険

料配分アプローチにおける発生保険金に関する

負債の金利費用の決定に使用される割引率は、

保険金が発生した日においてロック・インされた割

引率とするべきであると決定した。
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有配当契約

審議会は、簿価利回りアプローチおよび実効利

回りアプローチの双方に基づく、有配当性を伴う

契約に関する金利費用の決定に関する数値例お

よびより詳細な分析について議論した。

簿価利回りは、基礎となる項目のリターンの会

計を反映する。損益において報告された金額から

生じる、これらの会計上のリターンは、原価、償却

原価もしくは公正価値を基礎とする。例えば、基礎

となる項目は、純損益を通じて公正価値で測定さ

れる金融商品（以下「FVPL」とする）、償却原価も

しくはその他の包括利益を通じて公正価値（以下

「FVOCI」とする）を含む可能性があり、資本性金

融商品は、FVPL もしくは FVOCI で評価され、そ

して、投資不動産は原価もしくは公正価値で評価

される。

スタッフ・ペーパーは、二つの種類の実効利回

りを認識している。予想される投資リターンにおけ

る変動のために、保険契約者に対する支払いが

予想される金額が変動した際に、双方の実効利回

りが、再設定される。しかし、第一の実効利回りは、

平準的な利回りであり、予想将来キャッシュ・フロ

ーを負債金額の帳簿価額に割り引くために単一

のレートを使用する。第二の実効利回りは、スタッ

フにより提案されたもので、企業の予測した金利

付与の利率を反映した利率により割引が計算され

る。

スタッフ・ペーパーは、同様に、有配当契約の

三つの一般的な種類について認識をしていた。最

初の種類は、「セクター1」と呼ばれる契約で、基礎

となる項目に基づく投資リターンとともに変動する

キャッシュ・フローが、契約の期間にわたる全体の

給付における実質的な部分ではない契約である。

これらの契約は、一般的な、無配当契約の負債の

割引率を適用する。限定的な有配当契約がこの

種類に含まれることが予想される。

第二の種類である「セクター2」は、基礎となる項

目に基づくリターンとともに変動するキャッシュ・フ

ローが、全体の給付における実質的な部分である

契約である。スタッフの提案によれば、これらの契

約は、実効利回りアプローチが適切である。典型

的な例としては、ユニバーサル生命保険契約であ

る。

「セクター3」と呼ばれる、セクター2 の一部は、

保険契約者に付与される金利と基礎となる項目と

の間に最も直接的な関連付けを有している。典型

的な例は、個別に認識された資産からのリターン

の合計の 90％を保険契約者に対して渡す契約で

ある。他の例としては、（ユニバーサル型生命保険

契約の一種である）変額年金のような分離勘定の

商品である。スタッフの提案において審議会が簿

価利回りアプローチを採用する方向で進めるので

あれば、これらの契約は簿価利回りアプローチが

適切であるとされるであろう。

スタッフの提案は、セクター2 およびセクター3

の双方において、実効利回法を使用することであ

った。スタッフは、二つの方法（一般的な方法およ

び実効利回り法）に代わり三つの方法を適用させ

ることによる複雑性の追加を含む、いくつかの理由

により、簿価利回りアプローチを却下した。さらに、

スタッフは、簿価利回りアプローチは、会社の状況

において、当初認識におけるその他の包括利益

の調整を創り出すことになる可能性があると述べた。

例えば、現存する資産が新しい保険契約の裏付

けとして使用される場合、これらの資産の簿価利

回りは、保険負債を決定するために使用される市

場利回りとは異なる可能性があり、当初認識にお

けるその他の包括利益の調整を創り出す。

どのような金利費用の方法が採用されるにせよ、

審議会は、最終的な決定を行うが、スタッフ・ペー

パーは、有配当性を伴う契約に関して、企業は、

会計方針として、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表示すべきことを提案し、

そして、同様のポートフォリオにおける全ての契約

に関して、会計方針を提供すべきことを提案した。

これは、従前の無配当契約に対する決定と整合的

である。

教育セッションにおいて、審議会のメンバーは、

「セクター3」に関しては、スタッフが却下したにもか

かわらず、簿価利回りを好んでいるようであった。

審議会のメンバーは、基礎となる項目から生じる期

間損益が損益において認識される期間と金額が、

保険契約者に対して付与される期間との間に差異

が存在する場合、簿価利回りアプローチは、実効

利回りアプローチに比較して、会計上のミスマッチ

を低減すると述べた。さらに、支持者は、スタッフ・

ペーパーにおいて、簿価利回りアプローチは、投

資リターンの変動（例えば、割引率の低下など）が

予想される期間において、重要（かつ適切な）損

益が創り出されると述べた。実効利回りアプローチ

において、この影響は、当初において、その他の

包括利益において認識され、そして、将来の期間

に繰り越される。
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簿価利回りアプローチは、ミスマッチを創り出す

可能性があるとの懸念が、スタッフにより述べられ

た。例えば、リターンの全てが契約者勘定に付与

されるが、投資不動産が原価で繰り越され、株式

が FVOCI で評価される場合である。これに応じて、

帳簿利回りの支持者は、このような資産の種類に

関して、一般モデルにおいて適用される直近の負

債の割引率を使用することを推奨した。

数名のメンバーは、簿価利回りは、ある状況に

おいて、認識当初におけるその他の包括利益を

創出するとの懸念を表明した。メンバー間の見解

は、どのように、そして、いつこのような差異が損益

において認識されるべきかについて異なった。

同様に、実効利回り法にも欠点があり、スタッフ

により提供された、いくつかの例において、妙な結

果をもたらした。例えば、原価で測定されている基

礎となる項目が売却され、実現損益が損益におい

て表示されるが、損益が保険契約者に転嫁されて

いない場合、保険契約者に対して付与される対応

した即時の変動がないため、ミスマッチが生じる。

メンバーの数名は、実効利回り法は、このような欠

点を正すために調整可能であると提案した。スタッ

フは、ダウンサイド方向へのこのような調整は、複

雑性を増すと述べた。

有配当契約に関するその他の包括利益の使用

に関して、無配当契約に関する自由な会計方針

の選択に対して、審議会は、スタッフに、その他の

包括利益の使用に関して要件が必要とされるかに

ついて検討することを求めた。他のメンバーは、こ

れは無配当契約に関しては、過度に複雑であり、

それ故、同様に有配当契約についても複雑であろ

うと述べた。

審議会は、スタッフの提案に対して、個別に票

決を行わなかった。代わりに、スタッフは、以下の

特定のフォローアップ・ポイントを伴う簿価利回りと

実効利回りについてさらなる検討をおこなうことを

求められた。

 帳簿利回りおよび実効利回りの双方につい

てさらなる調査、ならびに、株主所有部分の

裏付けとなる資産の変動に関する契約サー

ビス・マージンのアンロッキングとの相互作

用について調査を行う。

 審議会が、株主所有部分の裏付けとなる資

産の変動に関して契約サービス・マージン

をアンロックすることを決定した場合、その

他の包括利益の必要性について調査する。

 投資不動産が原価で評価される場合およ

び株式が公正価値で評価され、その他の

包括利益を通して認識される状況において、

現在の割引レートが、帳簿利回りアプロー

チを適用する場合に使用されることができる

かを調査する。

 いくつかの修正が、会計上のミスマッチを低

減させるために、実効利回りアプローチに

対して行うことが可能かを調査する。

 保険契約者と基礎となる項目のリターンの

実質的な部分を共有する契約とその他の有

配当契約を区別する必要があるか調査する。

 簿価利回りを適用可能である契約と実効利

回りを適用可能である契約とを区別する必

要があるか調査する。

 （その他の包括利益を通した）割引率の変

動および（契約サービス・マージンを通した）

将来キャッシュ・フローを反映する順序につ

いて調査する。

保険料配分アプローチ

以前の会議において、IASB は、保険契約の一

般的な契約モデルにおける契約サービス・マージ

ンの配分パターンは、保険カバレッジの条項に基

づくべきであると明確化した。サービスは時の経過

に応じて認識される。

保険料配分アプローチに関して、スタッフは、

IASB は、サービスの移転は、時の経過および予

想される有効契約数を基礎として生じると明確化

した。しかし、仮に、予想されるリスクの解放のパタ

ーンが時の経過と著しく異なる場合に、収益は、

保険金や給付金が発生すると予想されるタイミン

グを基礎として認識されるべきである。投票の結果、

14 名の IASB のメンバーの全員がスタッフの提案

に同意した。

審議会のメンバーからの質問に対応し、定額法

の仮定が反駁可能な場合、収益認識のパターン

は、予想される保険金と定額法の組み合わせでは

なく、むしろ、予想される保険金を、完全に基礎と

すると述べた。例えば、全ての保険金が、カバレッ

ジ期間の残りの 3 カ月で発生することが予想され

た場合、収益は最後の 3 カ月間においてのみ認

識されるであろう。

さらに、審議会は、同様に、企業が、その他の

包括利益において割引率の変動の影響を表す場
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合、保険料配分アプローチにおける発生保険金

に関する負債の金利費用の決定に使用される割

引率は、保険金の発生の日においてロック・インさ

れた割引率とされるべきである。審議会は、投票の

結果、IASB のメンバー14 名全員が、スタッフの提

案に賛成した。

これは、契約開始時における割引率の使用を

求める 2013 年の再公開草案からの変更である。

この変更は、契約開始日に基づく発生保険金を捕

捉できない典型的な保険金システムを保有する作

成者に対して、実務的な妥協を提供した。
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