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IASB meeting on 19 November 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

今回の審議会において European Insurance

CFO Forum（以下、「CFO フォーラム」とする）の代

表は、有配当契約の会計に関する彼らの代替的

提案について説明することを求められた。

代替的提案は、全ての有配当契約について適

用され、無配当契約に対して適用されるビルディ

ング・ブロック・アプローチに基づいている。オプシ

ョンと保証は、測定においてその他のキャッシュ・

フローとして含まれ、オプションと保証の本源的価

値の変動は、契約サービス・マージンにおいて認

識される。保険者が、その他の包括利益において

割引率の変動を認識することを選択した場合、時

間価値の変動は、その他の包括利益においても

認識される。

基礎となる資産が、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）で測定される場合、損益において認識される金

利費用は、直近のポートフォリオの簿価利回りを使

用して決定される。CFO フォーラムは、その他の

包括利益もしくは当期損益において割引率の変

動を認識する会計方針を許容している。

代替的提案において、契約サービス・マージン

は、将来のサービスに関連するキャッシュ・フロー

およびリスク調整の変動に関するアンロックと同様

に、株主の所有割合の裏付けとなる資産の変動に

関してアンロックされる。契約サービス・マージンは、

選択された契約における適切なドライバーに基づ

いて、提供されるサービスに対応して、損益に対し

て解放される。

これは、回答者によりほぼ完全に拒絶された、

2013 年の再公開草案の提案である有配当契約に

対するミラー処理に代わる提案である。

審議会は、代替的提案に関して多くの質問を行

ったが、暫定的な決定はなされなかった。審議会

は、今後、代替的提案について評価し、2015 年の

早い時期に有配当契約に関する会計のアプロー

チについての暫定的決定を行うであろう。
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有配当契約

審議会は、有配当契約に関する彼らの代替的

提案を説明するために CFO フォーラムからの代

表を招いた。CFO フォーラムは、2013 年の再公

開草案そして現在の再審議が、投資家に対する

保険事業の業績を説明するための適切な基礎を

提供しないこと、および、長期契約、特に有配当

契約についての性質を適切に反映していないこと

について懸念を持っている。審議会は、代替的提

案の背景とともに以下に記載されている代替的提

案についての異なる構成要素について質問を行

った。

範囲

CFO フォーラムは、有配当契約は、異なる形式

を採用していると考えているが、経済的に類似して

いることを理由に、代替的提案は、全ての有配当

契約に対して適用可能であると考えている。

有配当契約は、保証されている給付に加え、保

険契約者に、契約もしくは発行者の裁量による変

動性を有するリターンを受け取る権利を提供する

全ての保険契約を含む。リターンの変動性は以下

の項目の一つもしくはいくつかに基づいている。

(a)特定の保険契約のプール、もしくは、特定の保

険契約の実績

(b) 特定の資産のプールにおける実現および/も

しくは未実現の投資リターン

(c) 会社、ファンドもしくは契約を発効したその他

の企業の損益

2013 年の公開草案における「ミラー処理」にお

ける有配当契約に関する範囲の提案は、保険者

が、契約上、基礎となる資産を保有することが求め

られている契約に限定されている。

現在の IASB の再審議は、資産管理報酬が内

在する契約のみを範囲に含めることから、代替的

提案よりも有配当契約の範囲は狭くなる。

有配当契約の範囲および資産が、実務上、保

険会社により実際に保有されるかについて、多く

の質問がされた。保険者が、簿価利回りを適用す

るため、基礎となる資産を認識できることが必要と

なることより、この質問は重要である。CFO フォー

ラムは、彼らが資産の保有を求められた場合、いく

つかの有配当契約を範囲外とすることを理由に、

保険者は基礎となる資産を保有することを求めら

れるべきではないとする考えを反映することを望ん

でいると述べた。

審議会のメンバーの一名は、株主の所有割合

が（ヘッジ・ファンドにおける実績報酬に類似する）

30％もしくは 40％の契約が現在存在するか、そし

て、この報酬が、依然として内在的な資産管理報

酬として適格か否か尋ねた。CFO フォーラムは、

そのような契約については認識しておらず、そして、

ッジ・ファンドにおける実績報酬は、内在的な資産

管理報酬とは完全に異なるであろうと述べた。

CFO フォーラムは、同様に、有配当契約が範囲

の要件に該当するか否かの決定は、契約の開始

時に行うと述べた。数名の審議会のメンバーは、

契約の経済性が時の経過で変化する可能性があ

り、範囲の変更は行われるべきであるとの懸念を

表明した。例えば、最低利率保証は契約の期間に

わたり、イン・ザ・マネーの状況にあると予想されて

いた場合、資産への依存は関連性がなくなる。こ

の場合、契約は無配当保険に近くなり、再分類さ

れるべきである可能性がある。CFO フォーラムは、

いくつかの質問は理論的であり、実務においては、

発生しそうにもないと述べた。

計算の基礎

代替的提案は、2013 年の再公開草案における

ビルディング・ブロック・アプローチおよび履行キャ

ッシュ・フローの現在価値の原則、ならびに IFRS

第 9 号における金融商品の測定についての IASB

のアプローチに基づいている。

一つの割引率のイールドカーブが代替的提案

において使用されるが、CFO フォーラムは、企業

は、キャッシュ・フローの分離を禁止されるべきで

はないと述べた。CFO フォーラムは、同様に、一

つの割引率のイールドカーブが使用される場合に

は、この割引率のイールドカーブは、時の経過とと

もに変更されることを明確化した。

割引率と金利費用は損益において認識される

有配当契約におけるキャッシュ・フローは、代替

的提案におけるトップ・ダウンもしくはボトム・アップ

の利率を使用して割り引かれる。

保険者が、基礎となる資産に対して、償却原価、

FVOCI もしくは混合した測定モデルを適用する場

合には、損益計算書において報告される金利費
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用は、直近のポートフォリオの簿価利回りを使用す

る。

この直近のポートフォリオにおける簿価利回りは、

保険契約負債の裏付けとなる資産に関して損益

計算書において報告された投資リターンと整合的

に決定される。この簿価利回りは、代替的提案が

適用される有配当契約の全てに対して適用される。

CFO フォーラムは、会計方針の選択は、割引

率の変動を認識するために、その他の包括利益も

しくは当期損益のいずれにおいても利用可能とす

べきであると考えている。

CFO フォーラムは、基礎となる資産の混在は、

簿価利回りに反映されるべきであると述べた。基

礎となる資産が投資不動産もしくは FVOCI を適

用する資本性金融商品である場合には、数名の

審議会のメンバーは、簿価利回りアプローチは、

会計上のミスマッチを創り出すと述べた。加えて、

有配当契約が 100％資産に依存しない場合には、

簿価利回りをどのように決定するのかに関して懸

念を表明した。審議会のメンバーの一名は、何故、

金利費用は、損益計算書における投資利回りを単

純に反映しないのか尋ねた。

審議会のメンバーの一名は、簿価利回りアプロ

ーチが、貸借対照表における（オプションと保証を

含む）リスク中立の測定に適用されるのかに関して

尋ねた。簿価利回りが資産への依存を反映し、そ

して貸借対照表がリスク中立の場合には、これら

は、潜在的にミスマッチである可能性がある。CFO

フォーラムは、彼らは、もしリスク中立アプローチが

貸借対照表に関して使用されるのであれば驚くで

あろうと述べた。

議論において、数名のメンバーは、ポートフォリ

オ間の資産の移動、およびそれがどのように簿価

利回りアプローチに影響を及ぼすのかについてよ

り詳細なガイダンスを求めた。CFO フォーラムは、

これは、通常ではないが、例えば、ポートフォリオ

からのキャッシュ・フローが負となった場合には起

きるかもしれないと述べた。

契約サービス・マージンのアンロック

CFO フォーラムの代表は、この提案の中核は、

契約サービス・マージンの完全なアンロッキングで

あると述べた。しかし、質問に対する回答として、

CFO フォーラムは、実際は、各報告日における利

益の再測定であり、それ故、このモデルは、どのよ

うに全体の利益が異なる報告期間に配分されるか

を考慮していることを確認した。

代替的提案において、契約サービス・マージン

は、有配当契約におけるサービスの提供から将来

において稼得される全ての利益を表している。契

約サービス・マージンは、基礎となる資産の価値の

変動および再投資の仮定により影響を与えられる

非金融仮定および金融仮定に関してアンロックさ

れる。非金融仮定および金融仮定は、契約サービ

ス・マージンの事後測定において、整合的に取り

扱われる。

CFO フォーラムは、契約サービス・マージンの

アンロッキングは、契約開始時において契約サー

ビス・マージンが測定される方法と整合的であり、

保険者の長期の業績をより良く反映していると考

えている。審議会のメンバーからの質問への回答

として、CFO フォーラムは、各報告日に再評価す

ることを明確化した。各報告日において、契約サ

ービス・マージンは、報告日末と保険契約の終了

との間において提供されるサービスを意味する。

代替的提案は、企業が IFRS 第 9 号を適用する

方法に影響を与える提案ではないが、報告される

損益は、IFRS 第 9 号と IFRS 第 4 号の相互作用

による影響を受ける。審議会の現在の再審議は、

内在的な資産管理報酬を類推することにより、基

礎となる資産の株主所有割の変動を契約サービ

ス・マージンにおいて認識することを正当化する方

向付けがされている。

CFO フォーラムは、彼らは、契約サービス・マー

ジンが、基礎となる資産における株主所有割合の

裏付けとなる資産に関してアンロックされることを

正当化するために、資産管理報酬の類推につい

て、概念的に同意する可能性があると述べた。し

かし、IASB により議論された資産管理報酬を類推

する厳格な要件は、過度に厳格であり、限定的な

数の契約が範囲に含まれるだけであろう。

契約サービス・マージンが投資リターンに関して

アンロックされることを理由に、契約サービス・マー

ジンの測定は、(FVOCI もしくはＦＶＰＬのように)基

礎となる資産の測定により異なる可能性がある。こ

れは、投資家が、どの金額が、損益、契約サービ

ス・マージンおよびその他の包括利益において認

識されたかを理解する必要があることを理由に、審

議会の数名のメンバーの懸念となっている。
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審議会のメンバーの一名は、何故、CFO フォー

ラムは、この問題に対し、そして、契約サービス・マ

ージンを整合的に測定するために、割引率の変動

に関して契約サービス・マージンをアンロックしな

いのか尋ねた。CFO フォーラムは、無配当契約に

関しては、その他の包括利益が使用され、そして、

それらの契約との整合性が重要であると述べた。

この観点は、CFO フォーラムのリストにおける優先

順位は低い。

この論点における最後の質問として、審議会の

メンバーの一名は、無配当契約に関する契約サ

ービス・マージンは、再測定されるべきか尋ねた。

CFO フォーラムは、これは、選択肢としての可能

性があるが、いまだ議論されていないと述べた。

オプションと保証

オプションと保証が、組込デリバティブに関する

IASB の要件の下で分離されることが要求されなけ

れば、代替的提案において、オプションと保証を

含むキャッシュ・フローを分割する必要はない。保

険契約に組み込まれているオプションと保証は、

保険負債の他の要素と整合的に取り扱われる。保

険契約に組み込まれているオプションと保証を個

別に測定する必要なない。

CFO フォーラムのペーパーは、オプションと保

証の測定に関して、市場整合的アプローチもしく

はリアル・ワールド・アプローチが使用されるかに

ついては議論していない。

オプションと保証の測定および測定の変動はど

こにおいて認識されるかについて多くの質問がさ

れた。多くの審議会のメンバーは、全ての変動は、

契約サービス・マージンに対して認識され、そして、

その他の包括利益は、簿価利回りアプローチのた

めに使用されるだけであろうと考えた。CFO フォー

ラムは、時間価値のような割引率の変動に関連す

るいくつかの変動について説明し、保険者が、会

計方針の選択を行ったのであれば、それ故、その

他の包括利益において認識されるべきであると説

明した。オプションと保証の本源的価値の変動は、

契約サービス・マージンに対して認識される。

審議会のメンバーの一名は、仮に、カバレッジ

期間にわたりイン・ザ・マネーとなった保証付き有

配当契約は、基礎となる資産の実績による影響を

受けない支払いを伴う無配当保険に類似している

と述べた。代替的提案は、これらの保険契約を別

に取り扱うであろう。

有配当ファンドの範囲外で締結されたデリバテ

ィブについて懸念が生じた。CFO フォーラムは、

契約サービス・マージンは、有配当ファンドにおけ

るデリバティブに関してアンロックされ、そして、有

配当ファンドの範囲外に関するデリバティブは、保

険契約におけるエクスポージャーを管理すると説

明した。代替的提案は、無制限のヘッジ会計モデ

ルを導入しているようであり、そして、審議会と

CFO フォーラムは、全てに関して制限なく適用す

べきではないことおよび制限が適用されるべきこと

について同意した。

契約サービス・マージンの解放

契約サービス・マージンは、カバレッジ期間にわ

たり、保険契約にもとづいて提供される残存するサ

ービスの移転を最も反映する一定の方法で損益

において認識される。

それ故、代替的提案における損益に契約サー

ビス・マージンを解放するためのドライバーは、有

配当契約に基づいて提供されるサービスの性質と

なる。

有配当契約に関する代替的提案は、提供され

るサービスは、契約の管理および保険カバレッ

ジの提供だけでなく、資産管理サービスを含ん

でいると述べている。

数名の審議会のメンバーは、代替的提案にお

ける契約サービス・マージンの解放パターンは、概

括的に記載されており、そして、利益が契約の期

間にわたり発生していくのかについての実務上の

多様性を創り出すことになるのではないかとの懸

念を表明した｡CFO フォーラムは、サービスの組み

合わせは、有配当契約の性質により異なる。これ

は、当初において評価されるべきであり、そして開

示されるであろう。スタッフのメンバーの一名は、サ

ービスはどのように各期間に配分されるのか、そし

て、なぜサービスのパターンは更新されないのか

尋ねた。CFO フォーラムは、保険者は、各契約に

関して提供されるサービスを決定することができる

が、保険契約の期間にわたりこれを更新すること

は、実務上、複雑であると考えている。

審議会のメンバーの一名は、契約サービス・マ

ージンの解放パターンについてのさらなるガイダン

スなしに、保険者は、同じ契約について同じ解放

パターンを使用するか尋ねた。CFO フォーラムは、

彼らは、同様の契約については同様の結論に至

ることを期待していると回答した。
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計算の単位

CFO フォーラムのペーパーは、保険者は有配

当契約に関する保険のエクスポージャーと投資ポ

ートフォリオを、多くの保険契約者、そして、潜在

的には複数世代の保険契約を長期間にわたり管

理していると述べている。事業モデルを反映する

ために、CFO フォーラムは、契約サービス・マージ

ンは、保険者が契約を管理する方法と整合的な水

準で決定されるべきであると考えている。

これは、集約の水準については、無配当契約に

関する審議会による暫定的決定よりも、大きくなる

可能性が高い。

多くの審議会のメンバーは、代替的提案は、オ

ープンエンド・ポートフォリオを使用し、その結果、

負の残高になる可能性はないことに懸念を表した。

CFO フォーラムは、幾つかのケースにおいては、

異なる世代が考慮されなければならないと述べた。

契約が、使途が制限されたファンドにある資産によ

り裏付けられ、今日引き受けた契約と 99 年前に引

き受けた契約との間で相互助成が許容されている

場合、これらの契約は同じポートフォリオに含まれ

るであろう。ポートフォリオ間の相互助成はないで

あろう。

契約サービス・マージンは、契約の最後におい

て消滅されるべきであるとする要件に関連して、オ

ープンエンド・ポートフォリオが、どのように機能す

るか明確ではなかった。異なる世代は、契約サー

ビス・マージンではなく、履行キャッシュ・フローの

測定において反映されるべきである。異なる世代

に亘って不利な契約の認識が行われない、建設

会社に関する不利な契約の認識についての類推

が行われた。CFO フォーラムは、契約上の要件と

して、異なる世代間の損益を相殺することを許容し

ている場合、これらの契約は一つのポートフォリオ

に含まれるであろうと考えている。このポートフォリ

オの定義は、全ての異なるビルディング・ブロック

における測定モデル全体を通して使用される。

審議会のメンバーの一名は、異なる世代の契約

者間の相互化は、負債の最善の見積に影響を与

えるが、彼らは、契約における保険契約者の所有

割合よりもむしろ契約における株主の所有割合を

反映する契約サービス・マージンに、これを適用

することを考慮していないと述べた。

表示および開示

異なる構成要素もしくは異なる集約の水準につ

いての追加的な開示は、将来の収益性の見積り

の進展についての詳細かつ粒度の細い見通しを

提供する事が可能となるであろう。同様に、契約の

全体的な利益に対する異なる利益の源泉の貢献

を説明するさらなる分析（例えば、提供されたサー

ビスに関する解放）が、実施されるであろう。

審議会のメンバーの一名から、将来の期間にお

ける契約サービス・マージンの予想されるランオフ

および契約サービス・マージンの調整表における

オプションと保証の変動を見えるようにするように

要望が出された。彼は、同様に、ポートフォリオの

水準が、適切な集約の水準であるか尋ねた。CFO

フォーラムは、これは可能であり、そして部分的に、

既にエンベディッド・バリューの報告における現在

の実務であると回答した。
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