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IASB education session on 19 March 2015

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

今回の教育セッションにおいて、IASB は、有配

当契約に関する検討を続け、そして、契約サービ

ス・マージンは、投資リターンにおける保険者のシ

ェアに関して調整されるべきか、範囲、どのように

金利費用が認識されるべきか、および契約サービ

ス・マージンは損益に配分されるべきかについて、

特に議論を行った。審議会は、いかなる意思決定

も行わなかった。

審議会は、異なる会計上の波及効果をもたらす

潜在的に異なる二つの有配当契約の見解につい

て議論した。一つのアプローチは、一般的なモデ

ルに対する調節を要求するアプローチである。基

礎となる項目についての投資リターンにおける保

険者のシェアは、2014 年 11 月に議論された

CFO フォーラムの代替的提案に近く、契約サービ

ス・マージンに対して認識される。その他の方法は、

(有配当契約に関する)一般的なモデルである。

スタッフは、「変動手数料」アプローチに適合す

るために必要とされる特定の要件を提案した。この

要件は、従前において要求された提案よりも限定

的ではない。これらの要件は、保険契約者は、明

確に識別された基礎となる項目のプールからの分

配を受取り、企業は、契約からのキャッシュ・フロー

の実質的な部分が、基礎となる項目の変動ととも

に変動することを期待し、そして、企業は、保険契

約者が、基礎となる項目からリターンの実質的なシ

ェアを表す金額を受け取ることを期待することを含

んでいる。

スタッフは、ユニット・リンク、インデックス・リンク、

欧州大陸系の 90 対 10 の契約および英国の利益

付契約は、範囲に含まれる可能性が高いと述べた。

しかし、全てではないが、多くのユニバーサル生

命保険契約は、このアプローチの対象とはならな

いであろう。

スタッフは、特定された要件に適合する有配当

契約の限定された一部に関して「当期の帳簿利回

りアプローチ」を提案した。このアプローチの下で

は、保険契約負債における金利費用は、損益に

おいて報告された基礎となる投資収益の金額と貸

借が逆となるが、同額となるべきである。損益に報

告された金利費用と直近の割引率を使用して割

引くことにより生じる変動額とのいかなる差額も、そ

の他の包括利益において認識される。スタッフ・ペ

ーパーは、このアプローチは、対象は同じである

が、保険業界の「直近のポートフォリオの帳簿利回

り」提案における仕組みと異なる説明をしている。

その他の有配当契約は、実効利回り法を採用する

であろう。

審議会は、同様に、どのように、有配当契約の

契約サービス・マージンが損益に認識されるべき

かに関して議論を行った。最も複雑ではなく、かつ

最も主観的ではないアプローチは、すべての契約

に関する契約サービス・マージンについて、時の

経過とともに認識することである。この見解は、数

名の審議会のメンバーにより、サービスに関する

支配的なドライバーが認識されるべきであるとして、

説明を求められた。
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背景

有配当契約は、基礎となる項目の投資リターン

を、株主と保険契約者とで共有する仕組みを提供

している。スタッフは、基礎となる投資リターンにお

ける保険者のシェアをどのように考察するかにつ

いて、二つの見解を検討の対象とした。二つの見

解は、異なる会計上の結果をもたらし、有配当契

約モデルにおける重要な決定となる。

最初の見解は、基礎となる投資リターンの持分

は、基礎となる項目からの経済的リターンの共有

であり、これは、無配当契約に関する一般的なモ

デルに類似している。この提案の下では、保険者

が実際に保有する資産からのリターンが、基礎と

なる項目におけるリターンに正確に対応するにも

かかわらず、財務諸表は、純投資リターンを反映

する。

代替的見解として基礎となる投資リターンにお

ける保険者のシェアは、サービスに関する変動手

数料であるとしている。この見解の支持者は、すべ

ての変動リターンは、保険契約者に帰属し、そして

投資リターンが、企業が、契約者に対して約束さ

れたリターンに対応しない資産を保有する場合に

のみ、報告されると考えている。保険契約者は、基

礎となる項目における入金の部分により手数料

（保証の提供に関するコストを含む）を支払う。この

見解は変動手数料を含む、有配当契約に特有の

性質を適応させるために、一般的なモデルに対す

る調節が必要となるであろう。

数名のメンバーは、どのように最低保証がサー

ビスに関する変動手数料の一部であるかの明確

化を要請した。スタッフは、投資リターンと組み込

まれた保証に関する評価方法が相互に関連して

いることを理由に、保証を分離することは困難であ

ると説明した。審議会の別のメンバーの一人は、

過去にアクチュアリーが保証は、別個に説明でき

ると述べた。スタッフは、これが可能であることに同

意したが、保証が取り除かれた後の残余の価値が

何を表すのか尋ねた。

審議会は、投資リターンにおける保険者のシェ

アが、サービスに関する変動手数料であるという仮

定に基づき議論を続けた。

範囲

スタッフは、以下の性質を伴う有配当契約のみ

を「サービスに関する変動手数料」の範囲に含め

るべきであると提案した。

(a) 契約は、契約者が、明確に認識された基礎と

なる項目のプールにおいて分配の受取ること

を特定している。

(b) 企業は、契約からのキャッシュ・フローの実

質的な部分が、基礎となる項目の変動ととも

に変動することを期待する。

(c) 企業は、保険契約者が、基礎となる項目から

のリターンの実質的なシェアを表す金額を受

け取ることを期待する。換言すれば、企業によ

り請求される報酬は、リターンの実質的な部分

ではない。

スタッフは、ユニット・リンク、インデックス・リンク、

欧州大陸系の 90 対 10 の契約および英国の利益

付契約は、範囲に含まれる可能性があると述べた。

しかし、すべてではないが、多くのユニバーサル

生命保険契約は、このアプローチの対象とはなら

ないであろう。これらの契約について、一般的なモ

デルは、損益において金利費用の表示のために

実効利回りアプローチを適用する可能性が高いで

あろう。

スタッフの提案は、2014 年 11 月に審議会に対

して説明した CFO フォーラムの提案よりも、限定

的である。スタッフにより提案されたモデルは、保

険契約者に対する義務が、明確に認識された基

礎となる項目のプールに基づかない契約を、有配

当契約の範囲から除いている。

多くの質問が、審議会のメンバーによりスタッフ

の提案に対して提起された。これらは、以下の項

目を含んでいる。

 契約が特定する明確に認識された基礎となる

項目のプールを、どのように決定するのか。

 「実質的」とは何を意味するのか。

 保険者により、基礎となる資産を保有してい

なかった場合、どのように変動手数料が機能

するのか

スタッフは、このプールの基礎となる項目は、契

約もしくはその他（例えば、規制）のいずれかにより、

明確に特定されるべきであり、これにより法的に実
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施可能となると述べた。「実質的」を定義することに

関して、審議会のメンバーの一名が「実質的」の定

義を明確にすべきであり、そして 80％という潜在

的な数値基準が述べられた後に、スタッフは、当

初の意図ではないが、追加的なガイダンスが必要

となるかについて検討すると述べた。

数名の審議会のメンバーは、保険者により基礎

となる資産を保有していない場合、どのように変動

手数料が機能するのか明確化することを要請した。

スタッフは、このような場合、実際に保有している

資産と基礎となる項目のリターンの差は、契約サ

ービス・マージンに振り向けるのではなく、むしろ

損益において認識すべきであると述べた。

契約サービス・マージンおよびその他の包括利益

に関する会計

契約サービス・マージンを含む貸借対照表の測定

基礎となる投資リターンにおける保険者のシェ

アを変動手数料と考察することの意義は、変動手

数料の見積りの変動は、将来のサービスの関連す

る見積りの変動と整合的な方法で、会計処理され

ることにある。結果的に、このような見積りの変動は、

契約サービス・マージンに対して調整され、変動

は、それらが生じた期間に認識されるのではなく、

むしろ、将来の期間において認識される。結果とし

て、このアプローチは、契約におけるオプションと

保証の価値のいかなる変動も。契約サービス・マ

ージンに対して調整されるであろう。

多くの審議会のメンバーは、このモデルの利点

を理解し、そして、これは CFO フォーラムにより提

案された方法に近いと述べた。しかし、一名の審

議会のメンバーは、スタッフが提案したモデルは、

損益において認識されるのではなく、むしろ、契約

サービス・マージンに対して相殺されるため、最低

利率保証のような、経済的なミスマッチからの変動

は表されないことを指摘した。

さらに、最低利率保証の変動が、契約サービ

ス・マージンに対して認識される場合、このエクス

ポージャーをデリバティブでヘッジしている企業は、

デリバティブの変動が損益において認識されるた

めに、会計上のミスマッチを生じさせるというのが

直観に反した結論となるであろう。おそらく、ヘッジ

会計に関連する解決策は、この状況に関して、開

発することができるであろうと提案された。しかし、

この解決策に関しての制限は必要となるであろう。

審議会は、スタッフが提案したモデルは、同様

に、契約サービス・マージンに対する調整の現在

価値を決定するために使用される割引率が、直近

の割引率になることを含意することについて、手短

に議論した。これは、IASB が、ロック・インされた割

引率を使用することを支持した一般的なモデルに

おける以前の議論とは異なる。同様に、義務の測

定は、ロック・インされた割引率ではなく、直近の割

引率を使用した契約サービス・マージンへの利息

の付与を、既に暗黙の内に組み込んでいる。数名

の審議会のメンバーは、スタッフに、これは無配当

契約に対しても適用される可能性があるか、スタッ

フが今後検討するのか尋ねた。

一名の審議会のメンバーは、契約サービス・マ

ージンに対して保証を認識することを支持する他

の主張を議論した。彼は、IFRS 第 15 号に基づく

履行義務を伴う建設契約の類推を用い、そして、

このような契約に対する保証を適用することは、建

設契約のマージンに対して、事業を行う上でのコ

ストを効果的に控除していると見ることができると述

べた。

損益計算書における金利費用

会議において詳細に議論されなかったが、スタ

ッフ・ペーパーは、今後の会議において検討する

多様な金利費用の提案を記述している。これらは

「当期の帳簿利回りアプローチ」と実効利回りアプ

ローチを含んでいた。

保険者の義務が、基礎となる項目の価値から変

動手数料を控除した金額と同額を保険契約者に

対して支払い、そして、企業が基礎となる項目を保

有する場合、スタッフは、「当期の帳簿利回りアプ

ローチ」が使用されるべきであることを提案する。こ

のアプローチの下では、金利費用は、損益におい

て報告される基礎となる項目から生じる投資収益

と対応する。損益において報告された金利費用と

直近の割引率を使用した割引による変動との差異

は、その他の包括利益において認識される。

一名の審議会のメンバーは、投資リターンの反

映は、同様に利得(gain)についても結果的に含ま

れることを理由に、金利費用という用語が適切な

用語なのか尋ねた。数名は、「負債の変動」もしく

は「投資費用」という用語を使用することを提案し

た。

有配当契約に関する状況において、上述の厳

格な要件が示されてない場合（例えば、基礎とな
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る項目が保険者によって保有されていない場合）、

実効利回りアプローチが要求されるであろう。審議

会は、伝統的な平準的な利回りアプローチおよび

2014 年 9 月の審議会において以前議論された

「予測積増(projected crediting)」の方法を含む、

実効利回りアプローチの代替的な多様な方法に

ついて今後の議論を予定している。

適格性の要件の再評価

このトピックが会議において議論されなかったが、

スタッフは、スタッフ・ペーパーにおいて、当初認

識の後に、適格性要件を依然として適用するか再

評価することを企業に要求しないことを提案した。

これは、2013 年の公開草案と整合的である。

しかし、スタッフは、もはや基礎となる項目を保

有しない場合、企業は、当期の帳簿利回りアプロ

ーチを継続しないことを求められ、その代り、実効

利回りアプローチが適用されると考えている。

契約サービス・マージンの損益における認識

契約サービス・マージンの認識に関する原則は、

契約サービスが、サービスの移転を反映する一定

の方法により損益において認識されるべきであると

している。無配当保険に関する一般的なモデルに

おいて、審議会は、主たるサービスは、時の経過

に基づき提供され、そして、予想される有効契約

件数とともに変動する保険カバーであると決定した。

有配当契約に関して、保険カバーに加え、多く

は、投資関連サービスも同様に、提供されるサー

ビスのうち重要な構成要素であると考えている。一

つ以上のサービスが、潜在的に存在する場合、サ

ービスの提供パターンが何であるか、それ故、有

配当契約に関して、どのように契約サービス・マー

ジンが損益において解放されるべきかについて疑

問が生じた。

いかなる配分のアプローチも、裁量の余地があ

るが、最も単純かつ最も客観的な方法は、時の経

過に基づく方法であろうと説明された。議長は、こ

のアプローチは、潜在的な損益の調整を回避する

という利点を持っていると述べた。他の選択肢は、

支配的サービスに基づいて配分することであり、

投資関連サービスである可能性があり、管理下に

ある資産の金額に基づく配分について議論する

可能性がある。

審議会のメンバーの一名は、時の経過とともに

管理下にある資産が増加するが、企業が各期に

同じ金額のサービスを提供することを表しているた

め、単純な時の経過によるアプローチの欠点は、

契約の早期に稼得した手数料の過大計上をもた

らす可能性があると述べた。彼は、IFRS 第 15 号

が、蓋然性が高くない変動対価を認識することを

制限しているにもかかわらず、投資管理費用を回

収される時点以前、および投資マネージャーが、

その報酬を認識する以前において認識することに

不満であった。彼は、支配的サービス・アプローチ

を好んでいるようである。

しかし、他のメンバーは、勘定残高が増加する

場合でも、提供される保険カバーは、各期におい

て同じであると述べ、提供されるサービスは、各期

において同じであり、時の経過によるアプローチに

問題があるようには見えないと考えている。貨幣的

な条件における保険者に関するエクスポージャー

は、各期において異なるという事実は、保険者がこ

れらの期間において同じカバーを提供しないこと

を意味するのではない。

スタッフは、有配当契約において提供された支

配的サービスの評価する際の困難性は、これが、

契約の期間にわたり変動する可能性があるためで

あると述べた。例えば、契約（個人年金）は、契約

の積立フェーズ（据置期間）において重要な資産

管理サービスを含んでいる可能性があるが、年金

支払いフェーズ（年金支払期間）においては、主

なサービスは、保険カバーである。

一名の審議会のメンバーは、多様な契約サービ

ス・マージンの償却パターンは、多様な償却パタ

ーンが多様な契約の経済性を反映している限り、

悪いことではないと述べた。審議会のメンバー他

の一名は、単純な時の経過もしくは定額法は、適

切なサービスのパターンを識別しないことに関する

正しい誘導とはならないと述べた。他の数名は、ど

のように契約サービス・マージンを保険カバー（時

の経過）および管理している資産（管理対象資産）

に配分するのか彼に説明を求めた。

スタッフは、有配当契約の計算単位は、今後の

会議において再審議されると述べた。さらに、一般

的なモデルに関する有配当契約に基づく決定を

評価するため、今後の会議において包括的なペ

ーパーを説明する意向である。
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