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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、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 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

この教育セッションにおいて、スタッフは、保険

契約の会計における集約の水準についての IASB

の暫定的な決定の適用の概略を説明し、そして、

配当性を伴う契約について、より簡潔に説明した。

審議会は、何らの意思決定も行わなかったが、保

険契約の基準書において適用される集約の水準

に関する原則について説明するために、いくつか

の例示について議論を行った。

審議会の見解によれば、個々の契約の測定と

比較すると異なる結果をもたらすため、著しく異な

る保険契約者のグループが統合される場合、契約

の集約は、基準書の目的に合致しない。これは、

契約の開始時において、また、事後に、見積の変

更に関するアンロックを行う際において、契約サー

ビス・マージンの測定において重要な点である。

多くの審議会のメンバーは、契約がもはや存在し

なくなった際に、契約サービス・マージンがゼロと

なることを確実にするため、契約の期間は同様に

重要であると述べた。

特に、有配当契約に関して、この原則は、契約

が、著しく異なる明示的な手数料、死亡リスクに対

する異なる水準のエクスポージャーおよび金融リス

ク（すなわち、組み込まれた金融保証）に対する異

なる水準のエクスポージャーを有する場合、契約

が集約されるべきではないことを含意している。し

かし、審議会は、裁量性および裁量性の制約の影

響は、有配当契約の集約の水準の決定において

考慮するべき重要な要因の一つであると述べ、そ

して、この論点は、更に検討されることが必要であ

ると認識している。
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有配当契約に関する集約の水準

一般モデルの適用

IASB は、集約の水準についての混乱は、ポート

フォリオの定義が、2013 年の再公開草案において

二つの異なる目的のために使用されたことにより

生じている可能性があると述べた。第一の目的は、

どのコストが予想価値を基礎とする履行キャッシ

ュ・フローに含まれるべきかを認識することであっ

た。第二の目的は、どの契約が、当初認識におい

て集約されるべきか、そして、契約の開始時およ

びカバレッジ期間をとおして、いつ損失が損益に

おいて認識されるかを決定することであった。

2014 年 6 月の審議会において、IASB は、提案

された基準書の目的は、個々の契約の測定に関

する原則の提供が目的であり、目的に合致した場

合にのみ、契約を集約できることを明確にした。ス

タッフペーパーは、ポートフォリオの定義は、例え

ば、間接費の配分のような、履行キャッシュ・フロー

の決定においてのみ使用されるべきであると述べ

た。

この原則は、基準書の目的と整合的でないこと

を理由に、損失と利益を有する契約とを相殺する

ことを防ぐべきである。企業は、契約についてポー

トフォリオを基礎として管理し、そしてしばしば測定

を行うが、保険契約上の権利と保険契約上の義務

は、個別の契約から生じる。

この原則は、契約が、ビルディング・ブロック・ア

プローチ、保険料配分アプローチもしくは有配当

契約として会計処理されるかに拘わらず、基準書

をとおして適用される。IASB は、集約の水準を明

らかにするのではなく、むしろ、原則を定義するだ

けである。

スタッフは、多くの例示について説明を行った。

これらの例示は、規範的なガイダンスを提供するよ

りもむしろ、何故、集約の水準が問題となるのかを

説明することを意図している。例示において、二つ

の異なる保険契約者のグループが認識され、そし

て、保険契約が引き受けられた時点で、ある種の

性質を伴う保険契約者とある種の性質を伴わない

保険契約者との間に、保険事象が生じるリスクに

つき重大な差異が存在することを示唆する、裏付

けが可能な情報が存在する。企業は、これらの性

質を伴う保険契約者と伴わない保険契約者とを認

識することを可能にする情報を収集し、そして、双

方の保険契約者のグループに対して同じ保険料

を負担させる。契約開始時点で既知の情報に基

づいて、企業は、保険契約者グループ双方の予

想キャッシュ・アウト・フローにおける重要な差異を

予想する。

例示は、契約開始時における保険事象のリスク

において著しい差異が存在する契約のように、異

なる状況における契約間の損失の相殺を許容す

ることは、基準書における目的と不整合であること

を示している。契約開始時に著しく異なるとして識

別された契約の相殺は、契約の開始時および事

後的な損失の測定の点からみると、キャッシュ・フ

ローの見積りが変動し、契約サービス・マージンに

影響を与えた時、同様に、二つの保険契約者のグ

ループの一方の損失が戻し入れられた際に異な

る結果をもたらす。例示は、同様に、個々の契約

（それ故、これらの個々の契約に関連する契約サ

ービス・マージン）は、カバレッジ期間の終了時に

認識が中止されるべきであることを示している。

審議会は、これは、保険事業の中心である大数

の法則と分散効果を重んじていると述べた。重要

な目的は、不利な契約は利益を有する契約により

覆い隠されるべきではないことである。

IASB は、企業が、合理的かつ裏付けが可能な、

（IFRS 第 9 号において言及されているように過度

のコストなしに）利用可能な情報を使用すべきであ

ることを受け入れている。審議会は、IFRS 第 9 号

の下では、集約の水準は、例えば、債務不履行の

予想が開始後に変動した場合、事後において変

更されるべきであることを議論した。保険契約に関

して、グループ化は、契約の開始時に行い、そし

て、状況が変わったとしてもグループは事後的に

分離されないことを意図している。数名の審議会

のメンバーは、これは、保険契約を発行する企業

に関する原則というよりもむしろ、譲歩を許容する

意識的な決定であると述べた。

正確な集約の水準は何かについて懸念が述べ

られ、そして、保険契約者のグループが著しく異な

る場合のみ、集約は、目的に合致しないであろうと

述べられた。しかし、数名の審議会のメンバーは、

モデルは実行可能である必要があると述べた。

多くの審議会のメンバーは、契約サービス・マー

ジンは、カバレッジ期間にわたり認識されるべきで

あり、そして、ある種の大きな契約のグループの平

均に含まれることはできないと繰り返し述べた。数

名の審議会のメンバーは、個別の契約が終了した

場合、契約サービス・マージンは残っていないとす
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る公開草案の原則を言及した。この発言は、集約

は契約の期間を反映すべきであることを示唆して

いる。しかし、数名の審議会のメンバーは、契約サ

ービス・マージンが、平均的な解放に基づく、契約

グループに関する認識の中止も可能であることを

理由に、この原則の適用に関する、さらに進んだ

ガイダンスを検討したいと述べた。

議長は、受け取ったレターにおける提案を、大

きなポットに入れられた多数の契約から契約サー

ビス・マージンの開放の平均が計算されるべきと特

徴付け、審議会は、この見解とは意見が異なると

述べた。審議会は、業界の提案は、一つの大きな

平準化のメカニズムであるが、有用な損益の表示

を提供しないと考えている。

有配当契約に対する特例

審議会は、会議の終盤にむけて、この原則が有

配当に対して適用されるかについて簡単に議論を

行った。

スタッフは、著しく異なる明示的な手数料、死亡

リスクに対する異なる水準のエクスポージャー及び

金融リスク（すなわち組み込まれた金融保証）に対

する異なる水準のエクスポージャーの場合、有配

当契約に対する基準書の原則の適用することは、

集約が、基準書の目的に合致しないことを意味す

るであろうとの暫定的な見解を説明した。

例示が、有配当契約のスタッフペーパーにおい

て提供され、少なくとも 90％のリターンが保険契約

者に移転されることを要求するが、契約 A と契約

B との間での配分について裁量を伴うものである。

スタッフペーパーは、このような契約は集約できる

であろうと結論づけた。

このスタップペーパーは、裁量性を有する契約

が保証を提供する異なる状況において、契約 A と

契約 B との間で保証の水準が異なる場合、これは、

異なるリスクに対するエクスポージャーおよび異な

る利益率を有していることを理由に、契約Ａと契約

Ｂは集約されるべきではないと続いて記述した。

しかし、スタッフは、審議において、いくつかの

有配当契約において固有の裁量性の要素と最低

保証との間に相互作用が存在することを理解した。

審議会は、裁量性が、保険者に契約の利益性

を影響させることを許容し、そして、異なる水準の

集約を正当化する可能性があることを理由に、裁

量性が、有配当契約に関する集約の水準に異な

る特質を追加することを議論した。数名の審議会

のメンバーは、いくつかの有配当契約の条項にお

いては、より新しい保険契約者の世代が、より古い

世代のリスクと報酬を共有することにより、現存する

契約に対して有効に助成することを指摘した。

審議会は、裁量性の要素を伴う契約に関して、

より良く表現された原則が、必要とされることを認

識した。この論点は、相互保険者による会計の検

討事項を含み、さらに検討されるであろう。
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