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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、FASB 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、FASB の暫定的決定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。FASB 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

長期保険契約の目標を定めた改善 - 背景

これは、長期契約に関する計算仮定の更新

に焦点を当てた 2 回目の FASB の審議であっ

た。前回の会議は 8 月であり、審議会は、ある

種の長期契約の将来の保険給付に関する負債

の決定に使用されている計算仮定の更新につ

いて、全員一致で、賛成した。これらの契約は、

伝統的な長期契約、短期払い契約および有配

当契約ならびにユニバーサル生命型契約を含

んでいる。更新は、年次で第 4 四半期において

行われ、割引率の更新の影響を含む、計算仮

定の更新の影響額は、即座に損益において認

識される。負債の計算仮定の更新のために、審

議会は、これらの契約に関する安全割増および

保険料不足の概念を取り除いた。

8 月の審議において、審議会は、さらに、長

期契約の将来の保険給付に関する負債の計算

における時間価値を反映するために負債に基

づく割引率の検討を追求することを決定した。こ

れは、現在の会計基準において求められている

現在の資産に基づく割引率を置き換えるであろ

う。この決定は、FASB の 2013 年の公開草案に

おいて提案されたトップダウンもしくはボトムアッ

プによる割引率よりも簡単に決定されるであろう、

負債の割引率を確立するのに十分に実務的な

アプローチを認識することが可能であるとする説

明に基づいている。

11 月 19 日の審議会の要約

11 月 19 日の会議において、審議会は、長期

契約の将来の保険給付に関する負債の計算に

おける時間価値を反映させるために使用される

割引率は、高品質の固定利付投資のポートフォ

リオを参照して決定されるリターンとすべきであ

ることが決定された。この利率は、負債の割引率

の近似値を意味し、そして、このアプローチは、

年金負債の割引に使用される利率の決定に使

用されるアプローチと整合的である。

今後の会議において FASB により審議が期

待される追加的な論点は、繰延契約獲得費用

の償却計算の単純化および最低保証保険給付

に関する会計である。審議の早期にあることを

考慮すると、審議会は、最終基準もしくは公開

草案の時期については議論をしていない。
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11 月 19 日の審議会における議論の詳細

スタッフは、審議会に対して、長期契約の将

来の保険給付に関する負債の見積りに使用さ

れる割引率の（年次における）更新について 5

つの代替案を説明した。

A. 契約上のキャッシュ・フローの基づく、保険

契約に内在する利率（審議において議論さ

れていない）

B. 保険会社の追加的な借入利率（審議にお

いて議論されていない）

C. 無リスク金利に流動性リスクに関する調整を

加える

D. 参照先の、高品質の固定利付投資のポート

フォリオの収益率

E. 現在の会計基準で要求される利率（伝統的

な長期保険契約は予想投資利回りによって

いる）

数名の審議会のメンバーは、代替案Ｃは、お

そらく、理論的に説得力があるが、適切な流動

性に関する調整を設定する実務的な難しさを伴

う関係者の懸念を認識していた。その結果、１名

の審議会のメンバーがこの代替案を支持した。

彼は、同様に、AAA 格の社債の利率をこのアプ

ローチの実務的対応として提案し、そして、AAA

格の国債は、近似としては、あまりに流動性が高

いとして却下した。

審議会のメンバーのうち 2 名は、利用者は、

現在の会計基準で要求される予想投資利回り

に関して、問題視していないようであり、そして、

割引率への変更は、利用者のモデルや分析に

ついて変更が必要であり、利用者にとって費用

負担が大きいと述べ、代替案 E を支持した。こ

れらのメンバーの 1 名は、利用者は、この情報

をすでに利用可能であり、そして、単に、当年度

の「ニューマネー」の割引率を過去の年度の事

業に適用するだけであることを理由に、このアプ

ローチが作成者にとって最も容易であると考え

た。同様に、予想投資利回りは、より長期間の予

想の利率以上であることより、他の選択肢よりボ

ラティリティが低いであろうと述べた。

審議会の多数のメンバーは、代替案 C にお

ける負債に基づく割引率の実務的な方法として、

代替案 D を支持した。数名は、流動性に関して

調整された無リスク金利に最も近いことを根拠に

AAA 格の社債の利率は、より良いアプローチで

あると述べたが、AAA 格の会社の数は限定的

であり、それ故、利率は観察可能ではないことを

理解していた。

これら代替案 D の支持者は、長期契約の将

来の保険給付に関する負債を見積る整合性お

よび比較可能性をもたらすよりも、現在の実務の

存在を考慮している。彼らの理解は、どのように、

キャッシュ·フローを割り引くために使用される長

期における予想投資利回りが確立されたかにお

いて、実務上、多くの主観性と多様性があるとい

う、実施されたアウトリーチに基づいている。

代替案 E を好む審議会のメンバーの１名は、

代替案 D は、この保険契約の経済性を反映し

ないボラティリティをもたらすであろうと考えた。さ

らに、スタッフは、ボラティリティを低減させること

を意図し、資産が公正価値により評価しその変

動を損益を通して認識される場合、負債が更新

されるのは第 4 四半期だけであり、審議会のメ

ンバーの他の 1 名は三つの四半期は、ミスマッ

チが生じることを指摘した。

「高品質の固定利付投資」は、例えば、AA 格

を意味するか、もしくは AAA 格を意味するのか、

その定義についての詳細なガイダンスが提供さ

れるべきか、質問がされたが、FASB は信用格

付への参照をガイダンスに組み込むことは気が

進まなかった。この用語は、追加的な詳細な検

討なしに、すでに退職給付の会計基準のガイダ

ンスに存在していると述べた。SEC のスタッフは

EITF D-topic（現在の ASC715−20−S99-1）に

おける退職給付の要件の「高品質」を、Moody's

の Aa 格またはそれ以上の格付であると解釈し

ていたと説明された。

11 月 19 日の会議において、第 4 四半期の

みにおいて計算仮定を更新する、もしくは、割

引率の変動の影響は、その他の包括利益では

なく、むしろ、損益において認識する従前の決

定について、直接の決定はなかった。双方の論

点は、多くの作成者により受け入れられていな

い。私どもは、これらの論点については、今後の

会議においてさらなる議論がされることを期待し

ている。

現在の議論の焦点は、長期契約の将来の保

険給付に関する負債が予想投資利回りに基づ
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いている、伝統的な保険契約に置かれていた。

次のステップとして、スタッフは、他の種類の保

険契約および割引の他の範囲において使用さ

れる適切な割引率について検討すると述べた。
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