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公開草案での提案よりも限定的ではない要件を開発するた

め、スタッフは１０月に提案した、間接的にそれぞれの審議

会の傾向を取り扱うことを想定した二つの構成要素からな

る最新の要件を適用し複数の試みを行った。その最新の

要件は、保険料配分アプローチが適切なモデルであり、二

つのいずれかの個別の要件に該当しない場合、ビルディン

グ・ブロック・アプローチを適用するという仮定から開始する

ようにも変更された。

第一の主な構成要素は、保険料配分アプローチはビルデ

ィング・ブロック・アプローチの代用として適用されるべきと

考える IASB の意向を反映したものとみられ、次の二つの

下位の要件を含んでいた： (1)保険金が発生する前の予想

キャッシュ・フローが、カバレッジ期間にわたり著しく変動す

ることが予想され、そしてこの変動が不利な契約の調整とし

て認識されないことが予想される、かつ、(2)契約における

負債の残存カバレッジに関連したリスクが著しく変動する可

能性があった場合には、保険料配分アプローチではなくビ

ルディング・ブロック・アプローチを適用する。

第二の主な構成要素は、保険料配分アプローチは収益認

識アプローチであり、ビルディング・ブロック・アプローチは

生命保険契約および年金契約に適用すべきものであると

する FASB の見解に暗に対応しており、契約に対する保険

料を信頼性のある合理的な方法で配分することが困難な

場合には、ビルディング・ブロック・アプローチを適用すると

いう要件であった。これは、区分処理（アンバンドリング）を

しない重要な預金的要素が存在する場合、もしくは、例え

ば更新オプションによりカバレッジ期間の長さに不確実性

がある場合の事例である。

10 月の審議会において、スタッフが向かうべき方向性につ

いて両審議会の一般的合意が得られたが、個々の審議会

メンバーは、契約がどのようにこれらの要件のもとで分類さ

れるのか異なる結論に至っていた。例えば、ある種の生命

保険契約では、ビルディング・ブロック・アプローチの適用

が適切であるとする意見がある一方、一般的には著しいキ

ャッシュ・フローの変動がないため保険料は配分可能であり、

保険料配分アプローチを適用するという意見もあった。異

常損害保険のようなある種の損害保険契約に対しては、保

険料配分アプローチが適切であるとする意見もあれば、ポ

ートフォリオレベルにおける不利な契約テストの結果に必ず

しも起因せず、予想キャッシュ・フローが劇的に変動する可

能性があるため、ビルディング・ブロック・アプローチに該当

するという意見もあった。それゆえ、両審議会はこの結論の

差を解決するために文言の改定を行うようスタッフに求め、

そして、要件が明確かつ実務的であり、そして合理的な結

果となるかを判断するために、異なる種類の契約に対して

要件の適用を試行することを求めた。

10 月の審議会後、スタッフにより改定された要件（上述の

要件に類似する）が作成され、試行のために 13 の異なる

契約種類が両審議会および（作成者、監査人およびアクチ

ュアリーを含む）関係者に提供された。

調査の結果、疑問点が挙がり、また、評価を行う際に使用

する計算単位について個人の解釈が異なったり、「著しく変

動することが予想される」の意味のようにその他の主観的な

判断に依拠した結果、多様な契約に対する分類結果にい

くつかの不一致が確認された。スタッフはより実務的なもの

とするためにさらに要件を改定し、最新のスタッフペーパー

（IASB/FASB スタッフペーパー2A/78A）において以下の

要件を提供した。

保険者は、保険契約の開始時点において、以下の条件の

いずれかに該当する場合には、保険料配分アプローチで

はなく、ビルディング・ブロック・アプローチを適用すべきで

ある。

(a) 保険金が発生する以前の期間に、保険契約の履行に

求められるネット・キャッシュ・フローの予想において、

不利な保険契約テストでは把握されない重大な変動が

ある場合（予想キャッシュ・フロー要件）

(b) 例えば、カバレッジ期間の長さに関して重大な不確実

性が存在するといった、各報告期間において認識され

るべき保険料の金額の決定に重大な判断が要求され

る場合（保険料配分要件）

スタッフは、上記に提案された要件にしたがった場合、例

示された契約の種類は、以下の測定モデルを適用すること

になると考えている（詳細は、スタッフペーパーにおいて提

供されている）：

1. 伝統的終身保険 BBA

2. 定期保険（１年） PAA

3. 定期保険（５年、更新権付） BBA

4. ユニバーサル生命保険 BBA

5. 年金 BBA

6. 個人自動車保険 PAA

7. 建設保証保険 PAA*

8. 異常損害保険 PAA

９. 労働者災害補償責任保険 PAA

10. 長期就労不能補償保険 BBA

11. 取締役賠償責任保険 PAA*

12. 健康保険 PAA

13. 火災保険（30 年） BBA

* スタッフペーパーは、これらの契約は特にマクロ経済の影響を受けるが、契約に

対する環境の著しい変動の影響は、不利な契約テストで補うことができ、それゆえ、

保険料配分アプローチの使用が適切であると述べている。
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スタッフは、要件の評価および分類の決定は（保険契約の

カバレッジ期間に先立ち）契約の引受時のみであるとし、こ

れは、保険者が即座に利用可能な料率と引受時の情報に

基づき判断を下すためであると述べた。

何が適切な計算単位かという疑問が試行の際に生じた。

個々の契約レベルを計算単位とした場合、保険の定義が

重大な損失の可能性を必要とすることから、保険の定義を

満たすすべての契約がビルディング・ブロック・アプローチ

に分類されるであろうとの見解もあった。仮にポートフォリオ

が計算単位として適用された場合、ある種の生命保険契約

は、キャッシュ・フローにおける著しい変動が予想されない

であろうとの見解もあった。スタッフペーパーでは、どちらの

計算単位も使用することを意図しておらず、その代わりに、

「代表的な契約もしくは平均的な契約の性質」に対して要

件を適用すると説明している。スタッフは、それが類似した

保険契約の群団を想定していることから、個別の契約より

高いレベルであると説明した。この説明は、数名の審議会メ

ンバーにとって明確ではなく、計算単位に関する十分な理

解が得られなければ、この論点に関する結論を出すことは

できないとのコメントが複数出た。スタッフは多くの計算単

位に関する論点について両審議会が結論に至っていない

ことを理解しており、これらは今後の審議会において検討さ

れるであろう。

スタッフは要件(a)に関し、試行時において「グレー」なエリ

アあった異常損害保険、保証保険、取締役賠償責任保険

のような契約に対処するための調査を実施し、その結果、

不利な契約のテストへの参照が追加されたと述べた。スタッ

フは、不利な契約のテストの文言を追加したことで、これら

の補償がさらに保険料配分アプローチに該当するように感

じていた。つまり、調査において、これら三つの契約タイプ

は、著しいキャッシュ・フローの変動が予想される可能性が

あるが、現在の実務とは整合していると考えられたため、未

経過保険料アプローチ（保険料配分アプローチ）を適用す

べきと考えた。スタッフは、これらの契約に関しては、キャッ

シュ・フローにおける著しい変動は、予想される不利な実績

の結果とほぼ同じであり、そして、そのような状況において

不利な契約の文言が追加された場合、契約自体が不利と

なり、保険料配分アプローチに分類されると説明した。議論

全体を通してのこの回答や類似の回答などから、調査の参

加者が提案したように、スタッフがビルディング・ブロック・ア

プローチもしくは保険料配分アプローチの分類を、最終的

には現在の会計である長期契約もしくは短期契約のいず

れかに整合させるよう後ろ向きの開発を試みているようにう

かがわれた。そのため、米国会計基準における長期契約も

しくは短期契約の定義のような、契約分類のための既存の

要件を代わりに使用すべきであると提案する参加者もいた。

要件(b)に関し、生命保険契約や年金保険契約において、

どのくらい保険契約者が生存するか、どの更新オプション

が行使されるか、そして契約者が解約するか否かにより、カ

バレッジ期間の長さについての重大な不確実性が生じる可

能性があるとスタッフは述べた。このような契約に関しては、

スタッフの観点によれば、保険料の配分が主観的かつ複雑

となる。

適格性の要件に関する審議会の議論は、主に、明確な計

算単位に関する記述がない要件の実務上の機能性、およ

び、要件(a)の予想キャッシュ・フローにおける不利な契約

テストの適用の二項目に集中した。

不利な契約テストに関して、審議会メンバーの一名は、不

利な契約の状況の要因となるネット・キャッシュ・フローの予

想される著しい変動が大きいのか否か（そして正なのか負

なのか）をどのように契約の引受時に保険者が判別できる

のか尋ねた。スタッフは、一般的には、ある種の損害保険

事業における変動は不利な状況であり、一度、事象が起き

た場合には契約から損失が生じると回答した。審議会メン

バーの数名は、（当初どのように料率が設定されたかにより）

変動が正の方向になる可能性もあり、さらに重要なことに、

個別の契約レベルにおいては負であっても、不利な契約の

テストが実施されるレベルにおいては負とはならない場合も

十分あり得るとし、スタッフの論理に疑問を持った。

審議会メンバーの一名は、｢グレーエリア｣の三つの契約以

外の例示において、保険者による生命保険契約の引受時

はいつでもキャッシュ・フローの著しい変動が予想され、自

動車保険契約のような損害保険契約の引受時には、キャッ

シュ・フローの著しい変動は想定しないという結論に至って

いるように見えるのはなぜか尋ねた。スタッフは、この要件

を真に左右するのは契約期間の長さに関する生命保険と

損害保険の違いであると回答した。契約期間が長ければ、

ネット・キャッシュ・フローの見積りが時の経過とともに変動

する可能性が高いであろう。この理由によれば、より長期の

定期生命保険はビルディング・ブロック・アプローチが適用

されるが、1 年の定期生命保険は保険料配分アプローチで

会計処理がされる。長期の生命定期保険であれば、死亡

率に関する保険者の予想は時の経過により変動することが

予想されるのに対し、1 年の自動車保険においては、被保

険者に不利な事象が生じるかどうかは、被保険者のリスク

特性に基づき契約期間にわたり概して同じである。

他の審議会メンバーは、スタッフの言う「期間にわたり」が何

を意味するのかを尋ねた。これは、年度を意味するのか、

それとも US の公開会社に対しては四半期を意味するのか。

例えば、もし年度会計の観点から四年間の定期生命保険

が保険料配分アプローチで会計処理される場合、（たとえ

ば、16 の個別の期間に対する保険料の配分のような）要件
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を満たすべき 16 の期間を有していると見なされた場合、潜

在的にはビルディング・ブロック・アプローチで会計処理を

行うことが可能であるかという点である。スタッフは、この点

に関しては検討していないと述べたが、この例に関しては、

年度報告の観点もしくは四半期報告の観点であろうと分析

結果は変わらないだろうと述べた。

適格性の要件に関する長時間の議論の結果、審議会は概

して、要件(a)における不利な契約のテストへの参照を上述

の不備を理由に削除することを好んでいるようであった。さ

らに、審議会メンバーにとって、スタッフの言う｢契約の種

類｣により要件を評価すべきとは何を意味するのか不明確

であるため、適格性の要件を記述する際に、計算単位を明

確にすべきであると審議会が提案しているように思われた。

保険料配分アプローチ： 機能的構造

審議会は、スタッフペーパー2B/78B において検討されて

いる保険料配分アプローチに関する次の三つの論点につ

いて議論を行った：公開草案での要件である残存カバレッ

ジにおける負債の割引と金利の付与、保険料配分アプロ

ーチを適用する契約に関する契約獲得費用に含むべき費

用の種類、保険料配分アプローチに関連する契約獲得費

用の貸借対照表における表示。

残存カバレッジに関する負債の割引と利息の付与

この論点に関しスタッフの意見は分かれた。あるスタッフは

収益認識の公開草案における提案と整合するよう、重要な

財務的構成要素を含んでいる保険契約の残存カバレッジ

に関する負債の測定においては、割引と利息の付与が要

求されるべきであると推奨した。これらのスタッフは、さらに、

実務的な対応策（そして収益認識に関する公開草案との整

合）として、保険契約のカバレッジ期間が１年以下であれば、

保険者は割引と利息の付与をする必要がないことを提案し

ている。しかし、その他のスタッフは、保険契約のカバレッジ

期間に関係なく、残存カバレッジに関する負債は割引かれ

るべきではなく、また利息も付与されるべきではないと提案

した。

スタッフは、重要な財務的構成要素の存在に関して検討す

る際には、収益認識の提案と整合して、保険者は、最初の

保険料の受領時からカバレッジ期間までの予想される期間

の長さや、顧客の支払いが一時払いなのか、カバレッジ期

間にわたるものなのかで考慮する金額が実質的に異なるの

か、そして、保険契約の利息が市場における金利と同じか

かどうかを考慮する必要があると述べた。

スタッフは、すべての保険料を契約当初に受け取る保険契

約において、割引と利息付与のモデルは、残存カバレッジ

に関する負債に対する支払利息をもたらし、そして、実際

の受取保険料を超過するこの利息部分の金額を、保険期

間にわたり保険料収入として認識することを明確にした。多

くの審議会メンバーは、保険契約者から受け取った現金以

上の金額を保険料収入として認識することは、収入金額の

｢粉飾｣であると言い反対しているようであった。

しかし、審議会メンバーの一名は、割引と利息の付与に関

して、「変動」が保険契約の重要な構成要素である場合、こ

の方法が最も取引の経済性を反映していると強く主張した。

審議会メンバーの他の一名は、現行モデルからこの方法へ

の変更に対する利用者からの抗議はなかったと述べたが、

最初の審議会メンバーはこの意見に対し、人は測定基準を

変更する際に生じる問題を経験するよりも、現状を維持す

る傾向があると答えた。彼はさらに、現在の矛盾する考えは、

低い金利水準の環境にも部分的に起因していると述べた。

スタッフは、詳細がスタッフペーパーに記載されているとお

り、負債に利息を付与することに関するいくつかの実務上

の複雑性を指摘した。審議会メンバーの一名は、カバレッ

ジ期間に関連し実務的対応の文言にいくつかの懸念点が

あると述べた。代わりに、彼は、実務的対応は、サービスが

提供される時点から保険料が支払われる時点までの期間

の長さに基づくべきであるとの見解を述べた。例えば、保険

料が月次払いである 18 ヶ月の保険契約に対しては、保険

料の受け取り時期とサービスの提供期間の間に重大なタイ

ミングの差異が生じないため、実務的対応を適用すべきで

ある。

保険料配分アプローチ： 契約獲得費用の取り扱い

保険料配分アプローチの測定において含まれるべき保険

契約獲得費用の種類についてもスタッフの見解は分かれ

た。数名のスタッフは、直接帰属する費用（FASB のモデル

においては成功した保険契約獲得活動に限る）を含めると

いうビルディング・ブロック・アプローチと整合した測定方法

を提案した。これに加え、彼らは、増分ではない直接帰属

する費用を保険会社が費用処理することを許容すべきであ

ると考えている。

審議会の他のメンバーは、保険料配分アプローチにおける

契約獲得費用の測定は、収益認識の公開草案の提案と整

合すべきであると提言した。このアプローチにおいては、契

約獲得費用の測定は保険契約レベルでの増分費用のみ

であり、カバレッジ期間が１年およびそれ未満であれば保

険者がすべての保険契約獲得費用を費用処理することを

認める。

数名の審議会メンバーが、ビルディング・ブロック・アプロー

チおよび保険料配分アプローチに含まれる費用の分類は、
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相互に整合すべきであると提案する一方、他の審議会メン

バーの一名は、より短い期間の保険契約に関しては追加

的な作業は不要であると考え、それゆえ、保険料配分アプ

ローチにおいては発生の都度、費用処理を認めるだろうと

述べた。

FASB の審議会で検討された最後の論点は、収益認識の

プロジェクトにおいて提案されたモデルと整合して、保険料

配分アプローチを適用する契約に関する契約獲得費用は

資産として認識し、残存カバレッジの負債は契約獲得費用

とグロスアップして表示するという、ED における契約獲得

費用を負債から控除する要件から変更したスタッフの提案

についてであった。この方法のもとでは、契約獲得費用は

保険料の認識と整合した方法で（つまり、カバレッジ期間に

わたり時の経過に基づくが、保険金や給付金の発生パター

ンが時の経過と著しく異なる場合には、予想される保険金

や給付金の発生する時期に基づき）償却される。

審議会メンバーは、スタッフのアプローチを合理的であると

し、直接契約獲得費用は、負債と相殺されるのではなく、独

立した資産として計上すべきと考えているようであった。審

議会に対し、ビルディング・ブロック・アプローチにおいても

適格とされる契約獲得費用について資産とすることを再検

討してはどうかと提案する審議会メンバーもいたが、スタッ

フは、ビルディング・ブロック・アプローチにおいてはネット・

キャッシュ・フローの一部として適格な契約獲得費用を含め

ることが既に決定されていると説明した。
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