
本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがいまして

項目 IASB 公開草案

IASB

状況 • 公開草案(以下「ED」

が 2010 年 7 月に公表

た。

• 合同での審議が 2011

に開始した。

• 両審議会は、再審議を

年 9 月までに終わらせる

画である。

• 再公開草案もしくは最終

ュードラフトは、2012

予定している。

• 2012 年 5 月に明示的

調整を含める決定を

した。

保険契約の定義 • IFRS 第 4 号における

う一方の当事者（保険契約者

（保険事故）が保険契約者

者に補償を行うことを同意

き受ける契約」を踏襲している

重要な保険リスク • 保険リスクの評価は、

れるべきであるという要件

おける要件を踏襲している

を遅らせる契約条項は

可能性がある。

• リスクが移転されているかどうかにかかる

同じく、その結果の変動性

の重要性）に焦点を当

払われるネット・キャッシュ・アウト・フローの

現在価値を超過するという

る結果が、商業実態を

うに修正された。

範囲 • 保険契約の定義に該当

基準に含まれる。

• 保険契約の範囲から

る。

- 製造者、卸売業者

残価保証契約およびリース

し、ほかのプロジェクトにおいて

価保証契約は、保険契約

- 製造業、卸売業および

による保証は保険契約

IASB/FASB Insurance Contracts Project
PwC Summary as of June 14
Note: 以下の要約は、2010年7月30日に

ン・ペーパー「保険契約に関する予備的見解

手した情報に基づき作成した。(注: 前回

いまして、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を
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FASB

」とする)

公表され

2011 年１月

再審議を 2012

わらせる計

最終レビ

2012 年末を

明示的リスク

を再確認

• ディスカッション・ペーパー

（以下「DP」とする）が 2010

年に公表された。

• FASB の公開草案は、2012

年末を予定している。

• 2012 年 6 月、FASB の議

長は、明示的リスク調整お

よび契約獲得費用のような

重要な差異について両審

議会がコンバージェンスに

至ることはできないであろう

と述べた。

• FASB は、全く新しい保険

契約の基準を作成するの

ではなく、現行の米国基準

に対し対象を絞った改善

（改訂）を行うことを検討し

ている。

• 両審議会

せるために

る。

における定義である「一方の当事者（保険者）が、も

保険契約者）から、特定の不確実な将来事象

保険契約者に不利益を与えた場合に保険契約

同意することにより、重要な保険リスクを引

している。

• ED および

た。

、絶対額ではなく、現在価値を用いて行わ

要件の明確化が追加され、IFRS 第４号に

している。この結果、契約者への適時な支払

は、重大な保険リスクを消去することになる

されているかどうかにかかる分析は、IFRS 第 4 号と

変動性（すなわち、平均に対する結果の幅

当てるべきである。しかし、保険者により支

われるネット・キャッシュ・アウト・フローの現在価値が保険料の

するという、少なくとも 1 件は生じる可能性のあ

を伴って存在することを要件として求めるよ

• （主に IFRS

化と最低

る要件は

があった。

• ED および

た。

該当する金融保証契約は、保険契約の会計

から除外されている項目は以下のとおりであ

卸売業者ならびに小売業者により提供されている

およびリース契約における残価保証（しか

ほかのプロジェクトにおいて言及されていない個別の残

保険契約の範囲に含まれる）

および小売業の保証契約（ただし、第三者

保険契約の範囲に含まれる）

• IASB は金融保証契約

見解を変更

び IAS 第

維持する

• FASB は

証を含む

する範囲

• 両審議会

• 両審議会

提供する

IASB/FASB Insurance Contracts Project
June 14, 2012
に公表されたIASBの公開草案「保険契約」、2010年9月17日に公開

予備的見解」および2012年6月14日までに開催されたIASB/FASBミーティングへの

前回からの変更点はイタリックで記載されています)

を参照頂くようお願い致します。 1




両審議会における検討状況

両審議会は、未決事項の審議を終了さ

せるために引き続き共同で作業を進め

および DP における見解を再確認し

IFRS について）現在価値の明確

最低１件の損失が生じる結果に関す

は必要ないとコメントする関係者

。

および DP における見解を再確認し

金融保証契約に関して ED から

変更し、現行の IFRS 第 4 号およ

第 39 号のガイダンスを当分の間

する。

は金融保証契約（モーゲージ保

む）が金融商品プロジェクトに関

範囲に含まれるか審議を行う。

両審議会とも範囲除外を再確認した。

両審議会は、従業員に対して雇用者が

する健康保険給付を、雇用者が保

IASB/FASB Insurance Contracts Project

公開されたFASBのディスカッショ

ミーティングへの参加によりPwCが入
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項目 IASB 公開草案および FASB 予備的見解 両審議会における検討状況

IASB FASB

- サービスの提供を主たる目的としている固定報酬サービス

契約 たとえば、サービス提供者が、故障の後に、特定の

部品についての修理を行うことについて合意する契約

- 企業結合における条件付支払対価または条件付受取対

価

- 従業員給付制度における従業員の資産および負債、なら

びに確定給付型退職給付制度により報告される退職給付

債務

- ライセンス・フィー、ロイアリティー、偶発支払リース料および

類似の項目

- 保険契約者として企業が保有している元受保険契約（再保

険会計を除く）

険料の負担とみなし保険契約の発生とし

て会計処理するのではなく、むしろ従業

員給付のガイダンスに基づき会計処理を

行うとする FASB の決定を含んだ範囲の

除外について再確認した。

• 固定報酬サービス契約の適用除外を明

確化するために、以下の三つの適格性

要件を設定した： (a) 顧客別のリスク評価

に基づいて契約の料金設定がなされて

いない。 (b) 現金の支払いではなくサー

ビスの提供により顧客に対して補償を行

う契約である。 (c) 移転されたリスクの種

類は、主にサービスの過度な利用（もしく

は頻度）に関連したものである。

区分処理（アンバ

ンドリング）

• 認識と測定目的のため、保険契約の各構成要素（たとえば、保

険要素、預り金要素、組込デリバティブ、サービス要素）を区分

処理（アンバンドリング）を適用するかどうか、また区分処理（アン

バンドリング）を適用する場合にはどのようにするのかが、問題と

して挙げられている。

• 保険者は、契約において保険契約に基づく補償と密接に関連

しない構成要素を区分することが求められている。

• 公開草案では、以下の例が示されている。

- 運用利率により付利されることが明確であり、特定の要件に

該当する契約者勘定残高

- 現在の区分処理の要件に基づき、区分処理が適用されて

いる組込デリバティブ

- 商業実態がないという理由により保険カバレッジとして契約

に組み込まれているが、その保険カバレッジとは密接に関

連していない財またはサービスに関する契約条項

• 区分処理（アンバンドリング）が要求されない場合には、区分処

理（アンバンドリング）を禁止すべきである。

• IFRS および USGAAP は、保険契約に関連するある種の組込デ

リバティブ（例えば GMAB および GMWB）の区分に関して異な

る要件があり、これが異なる結果をもたらす可能性がある。

• IFRS および USGAAP にそれぞれ定義

されている組込デリバティブについて区

分し、デリバティブとして公正価値で評価

することを再確認した。

• 収益認識プロジェクトにおいて、区別で

きる履行義務を認識および区分するた

めに策定された要件に基づいて、財また

はサービスを区分処理（アンバンドリン

グ）し、収益認識のガイダンスに従って会

計処理を行う。

• 投資構成要素が（保険構成要素と強い

相互関係がなく）区別できる場合には区

分処理（アンバンドリング）を行い、金融

商品の会計を適用する。

• 投資構成要素の区分処理（アンバンドリ

ング）は一般的ではないと考えるが、これ

の意味するところは、会計上のアービトラ

ージを防止するための誤用への対応で

ある。区分処理を行う場合、独立した商

品であるかのように取引価格および費用

を配分する。

• 投資構成要素が保険構成要素と強い相

互関係があることを示す指標としては、

(1)一方の構成要素が、他方の構成要素

に失効もしくは解約をもたらすことなく、

失効もしくは満期となる可能性がないこ

と、(2)同じ市場もしくは管轄区域におい

て商品が別々に販売されていない、(3)

保険構成要素の価値が投資構成要素の

価値に依拠している、またはその逆の場

合、が挙げられる。

• 取引価格、契約獲得費用および履行費

用は、合理的かつ継続的な方法で保険

と財またはサービスの構成要素に帰属も

しくは配分される。

• 投資構成要素が区分処理（アンバンドリ

ング）の要件を満たさない場合、当該投

資構成要素は、保険者が保険事象の発

生の有無にかかわらず保険契約者に対

し支払義務を負う金額と定義され、保険

モデルにより測定されるが、損益計算書

において表示される保険料と保険金から

は除かれる。

• 区分処理されず、損益計算書から控除さ
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項目 IASB 公開草案および FASB 予備的見解 両審議会における検討状況

IASB FASB

れる投資構成要素の例としては、明示的

な勘定残高、（ユニバーサル生命保険の

ような）解約返戻金、期間確定年金、経

験勘定がある。

• FASB：概念的には、預り金構成要素を

控除することに同意したが、現在価値の

計算に関する二通りの可能な解釈につ

いての追加的な情報提供を求めた。

• 貸借対照表において、投資構成要素を

区分して表示することは要求されなかっ

たが、(a) 損益計算書から控除された受

取保険料（および支払保険金/給付金）

の合算部分を表す保険契約負債の額と

(ｂ)要求払いの負債額について開示を求

められた。

保険契約から生

じる権利および義

務の認識

• 保険者は保険契約から生じる権利ならびに義務について以下

のいずれか早い時点において認識すべきである。

- 保険者が契約条件に拘束された時点

- 保険者が契約に基づくリスクに初めてさらされた時（つまり、

保険者が保険カバーを提供する義務から免れられず、そし

て、特定の保険契約者のリスクについての再評価を行う権

利を持たない。その結果、保険者がリスクを十分に反映し

た保険料を設定できない時点）

• これは、保険期間より前に生じるかもしれない。

• ED および DP から見解を変更し、当初

認識はカバレッジ期間の開始時点、もし

くは契約が不利な状況であればカバレッ

ジ期間以前において認識することを求め

る。費用対効果および実務的な考慮に

基づく決定である。

• ビルディング・ブロック・アプローチを適用

する保険契約において、その契約から生

じる将来キャッシュ・アウト・フロー（IASB

の場合、リスク調整を加える）の予想現在

価値が、将来キャッシュ・イン・フローの

予想現在価値を超過する場合、カバレッ

ジ期間開始前おいて、その保険契約は

不利な契約である。現存する不利な契約

の測定は、各報告期間において更新さ

れる。

• 事実と状況が、不利な契約が存在する

可能性を示唆する場合、不利な契約テ

ストを実施する：適用ガイダンスが公表さ

れるであろう。

• カバレッジ期間以前の契約獲得費用の

取り扱いについては未決定である。

保険契約の認識

の中止

• 保険者は、保険負債が消滅した時点で、つまり、ＩＡＳ第 39 号

「金融商品：認識と測定」における消滅の定義と整合的に、義務

が免責、取り消し、または失効した時点で、保険負債（もしくは、

保険負債の一部）の認識を中止すべきである。これは、保険者

がもはやリスクにさらされておらず、かつ、その義務に対してあら

ゆる経済的資源の移転を要求されていない場合に、認識が中

止されることを意味している。

• IASB:契約締結時にさかのぼって契約の

修正内容を反映させた場合、(1)その契

約が保険契約の範囲内であるか、(2)会

計処理の分類は BBA か PAA か、(3)ど

のポートフォリオに属するか、のいずれか

の項目の評価結果が異なるならば、その

修正は契約の消滅として取り扱われる。

• FASB:最初の二つの要件に関しては同

意しているが、場合によっては、現行の

米国基準における保険契約の修正に関

するガイダンスを使用した追加的な要件

が必要か検討している。

• 消滅による損益は、(残余マージン/単一

マージンを含む)修正直前の帳簿価額

と、保険者が新たに認識した契約と同等

な契約の契約者に仮想的に請求する企

業固有の現在価値との差額に等しい。

• 実質的ではない（つまり、消滅の会計処

理が適用されない）修正に関しては、給

付の減少をもたらす場合は債務および

関連するマージンの部分的な認識の中
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項目 IASB 公開草案および FASB 予備的見解 両審議会における検討状況

IASB FASB

止として、給付の増加をもたらす場合は

当初の契約の測定に影響を与えず、独

立した契約であるかのように会計処理す

る。

測定アプローチ

ビルディング・ブロ

ック・アプローチ

（BBA）

• 測定アプローチは、以下のビルディング・ブロックを用いて、保

険契約の現在の評価を表現すべきである：

- 保険者が契約の義務の履行に際して、発生すると予想さ

れる、偏りのない確率により加重平均された将来キャッシ

ュ・アウト・フローから将来のキャッシュ・イン・フローを控除

した額

- 貨幣の時間的価値の反映する割引率

- マージン*

• これらのビルディング・ブロックは、保険契約から生じる権利を義

務から分離して測定するのではなく、権利と義務の組み合わせ

の測定について、使用すべきである。

• 権利と義務の組み合わせについては、純額で表示されるべきで

ある。

* 提案された 2 つの異なるマージン・アプローチは、明示的リスク調

整アプローチと複合マージン・アプローチである。いずれも契約開始

時における利益を排除している。 IASB の公開草案は明示的マージ

ン・アプローチを含んでいる。しかし、FASB は僅差ながら複合マージ

ン・アプローチを好んでいる。

Note: 両審議会は、審議において、それぞれのモデルについての

詳細な適用方法を検討することが求められた。結果として、契約

時およびそれ以降におけるマージンの測定に関する以下の議

論は、それぞれのモデルのもとでの審議会の見解を反映してい

る。

• 期待価値および貨幣の時間価値を織り

込む割引率を使用するビルディング・ブ

ロック・モデルを使用することを再確認し

た。

• 期待価値の測定の目的が、平均を意味

していることを再確認した。

• もし見積りが平均の測定の目的に整合し

ているのであれば、すべての可能性のあ

るシナリオは認識し計量化される必要が

ないことが再確認された。

• 当初認識において利益は認識されない

が、当初損失は即時に認識されることが

再確認された。

• 低い頻度で高い重要度を有する事象に

関して、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おけ

る不利な契約テストの双方において、予

想キャッシュ・フローを測定するという ED

のアプローチを再確認した。貸借対照表

日時点の予想キャッシュ・フローの見積り

を使用して測定し、報告期間末日より後

の保険事象の発生もしくは不発生による

調整は行わない。

リスク調整

明示的リスク調整

アプローチ

このアプローチは、以下の 2 つの項目を含む：

1) 市場参加者の観点ではなく、保険者の観点からの将来キャッ

シュ・フローの金額およびタイミングにかかる不確実性の影響によ

る明示的なリスク調整

2) 契約の締結時におけるあらゆる利益を除去するための額（残

余マージン）

リスク調整

• 明示的リスク調整は、最終的な履行キャッシュ・フローが予想値

を超えるかもしれないリスクから解放されるために、保険者が合

理的に支払うであろう金額の最大値である。

• 明示的リスク調整は、各報告期間において更新（再測定）される

だろう。

• 明示的リスク調整アプローチのもとでは、利用されるであろう容

認された技法は以下の 3 つに限定されている。すなわち、信頼

水準法（Value at Risk）、条件付テイル期待値法（Tail Values at

Risk ）および資本コスト法（規制資本ではなく経済資本を利用）

である。

• リスク調整は、概念上、ほかのビルディング・ブロック（キャッシ

ュ・フローおよび割引率）とは別ブロックとして測定に含まれる

が、これは、「複製ポートフォリオ手法」を排除することを意図して

いるものではない。なお、二重計上を避けるため、リスク調整は、

複製ポートフォリオに含まれるあらゆるリスクを含んでいない。

残余マージン

• 原則として、保険契約の当初認識は会計上の利益の認識をも

たらすべきではなく、残余マージンの認識をもたらすものであ

る。

• もし、予想キャッシュ・アウト・フローの現在価値に明示的なリスク

• IASB の過半数は明示的リスク調整アプ

ローチを支持したが、FASB は棄却した。

IASB は、2012 年 5 月においてこの見解

を再確認した。

• リスク調整の目的は以下のように変更さ

れた：保険者が保険契約を履行する際

に生じるポートフォリオのキャッシュ・フロ

ーに固有の不確実性を負うことに対し、

保険者が求める補償。

• 保険者が保険負債と不確実性の影響を

受けない同様な負債を保有するのに中

立的であることを反映する。

• IASB は、リスク調整の計算単位に関する

追加的なガイダンスを規定しないと仮決

定したが、リスク調整は、負担するリスク

に対して要求される保障を評価する際

に、保険者により考慮される範囲で分散

効果を反映すると述べた。

• 市場参加者というよりも保険者のリスク回

避を表していることを除き、IFRS 第１３号

および ASC820 の公正価値のガイダンス

におけるリスクプレミアムと大部分におい

て整合している。

• ED において存在する三つの許容された

技法に関する制限は削除された。

• 上述の三つの技法は適用ガイダンスに

例示として維持される。

• 反対はあったが、信用水準に相当する



本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがいまして、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 5




項目 IASB 公開草案および FASB 予備的見解 両審議会における検討状況

IASB FASB

調整を加えた金額が予想キャッシュ・イン・フローの現在価値を

超過した場合、損失が認識される。

• 企業は、当初認識時に、その損失を損益として認識する。

開示は維持される。

複合マージン・ア

プローチ/単一マ

ージン

（IASB 公開草案

結論の背景に記

載されている代替

的見解）

複合マージン・アプローチ

• 原則として、保険契約の当初認識は会計上の利益の認識をも

たらすべきではなく、複合マージンの認識をもたらすものであ

る。

• 当初認識における複合マージンは、予想キャッシュ・イン・フロ

ーの現在価値と予想キャッシュ・アウト・フローの現在価値の差

額である。

• 複合マージン・アプローチにおいては、明確なリスク調整は行わ

ない。これは、厳格な適用を進めるにあたり、目的が十分でない

ことを理由にしている。

• 複合マージン・アプローチでは、当初認識において、予想キャッ

シュ・アウト・フローの現在価値が予想キャッシュ・イン・フローの

現在価値を超える場合に、損失を認識する。たとえば、当初損

失はリスク調整を含まない。

• 企業は、当初認識時に、その損失を損益として認識する。

• FASB はこのアプローチを支持している。

IASB は棄却した。

• リスクにおける利益の金額を表すという

FASB の見解をより良く反映するために、

「単一マージン」と名称を変更した。

測定のレベル • IFRS 第 4 号における保険契約のポートフォリオに関する現行の

定義が、適用される予定である（広く同様なリスクに従い、単一

のポートフォリオとして管理される保険契約）

• 将来キャッシュ・フローの見積りは（増分契約獲得費用を除き）、

ポートフォリオ・レベルで行われる。この原則により認識されれ

ば、ポートフォリオからの予想キャッシュ・フローは、個別の保険

契約のキャッシュ・フローの合計額と等しくなる。

• 測定アプローチが明示的なリスク調整を含んでいるのであれ

ば、そのリスク調整は、個別の保険契約ではなく、保険契約のポ

ートフォリオを基礎としてとして決定されるべきである。

• 明示的なリスク調整は、ポートフォリオ間における分散効果もしく

は負の相関による影響を反映しないであろう。

• 残余マージンおよび複合マージンは、契約開始時および事後

において、(a)ポートフォリオ、(b) 同一のポートフォリオ内におけ

る類似の契約の開始日および(c)類似の契約期間（残余マージ

ンに対する保険期間、複合マージンに対する保険期間および

決済期間）により、保険契約を集約する群団において決定され

るであろう。

• 一般的にポートフォリオ・レベルにおいて

測定が行われる（例えば、将来キャッシ

ュ・フローの見積りおよびリスク調整）こと

を再確認した。

• IASB の保険契約のポートフォリオの定

義：(a)類似したリスクの影響下にあり、引

き受けたリスクに応じて同様に料率設定

される、そして(b)一つのプールとして管

理される。

• IASB：残余マージンの決定時および不

利な契約テスト実施時に使用される計算

単位がポートフォリオである。残余マージ

ンの解放時に使用される計算単位は規

定しないが、当初のマージンの解放の目

的と整合したものとすべきである。リスク

調整に関する計算単位は規定されなか

った。

• FASB の保険契約のポートフォリオの定

義：(a)類似したリスクの影響下にあり、引

受けたリスクに応じて同様に料率設定さ
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項目 IASB 公開草案および FASB 予備的見解 両審議会における検討状況

IASB FASB

れる、そして(b) 類似したデュレーション

および類似した単一マージンの予想解

放パターンを有する契約。

• FASB：単一マージンの解放の決定およ

び解放の際に、そして不利な契約のテス

トの際に使用される計算単位がポートフ

ォリオである。

インプットの利用 • 保険者の観点より、保険契約の履行に関係する入手可能なす

べての情報を考慮すべきである。しかし、市場による変数は観

察可能な市場価格と整合すべきである。

• 利用価値の高いデータの種類には、これらに限定されるもので

はないが、市場データ、個別企業のコストに関する過去データ

および市場からのインプットが含まれる。

• 棚卸資産の原価に関する現行のガイダンスや、提案されている

収益認識のガイダンスが、ビルディング・ブロック・アプローチに

含まれるべき費用の種類（直接費用、増分費用、配分費用）に

関する潜在的な原則として利用されるであろう。

• ビルディング・ブロック・アプローチに含まれるコストの例として

は、保険金および給付金、損害調査費、契約管理費および維

持費、手数料のような、契約獲得並びに継続に関する増分契約

獲得費用、解約返戻金、配当金、保険料税のような取引への課

税額、およびポートフォリオ単位では増分費用であるある種の配

分された直接費用である。一般管理費は含まない。

• ポートフォリオに配賦される履行ポートフ

ォリオの契約の一部として契約活動に直

接帰属するコストは、キャッシュ・フローに

含まれるべきであることが再確認された。

• IAS 第 2 号の棚卸資産の原価のガイダ

ンスが、キャッシュ・フローに含まれるコス

トの種類に関する基礎として使用される

べきであることが再確認された(直接費用

のみが含まれる契約獲得費用を除く)。

• （損害査定部門の家賃や、保険金処理

システムのソフトウエアのような）間接費と

考える人もいるある種のコストを含むよう

であるが、直接費のみを含む契約獲得

費用を除き一般管理費は含まない。

• 契約の当初から存在する特約および契

約者貸付は契約条件の一部として取り

扱われるべきであり、それゆえキャッシ

ュ・フローにも、区分処理（アンバンドリン

グ）および細分化の一般的な決定にも含

まれる。

契約の境界の定

義

• もし、保険者が保険契約者に保険料の支払いを強制できる、も

しくは保険料が契約の境界の内側にある場合には、保険者は、

保険料やその保険料からもたらされるキャッシュ・フローを含め

るべきである。

• 保険契約の境界は、保険者が以下の状況を満たす時点であ

る：

(1) もはや保険契約に基づく補償を提供することを必要とされて

いない；または、

(2) 特定の保険契約者のリスクを再評価する権利もしくは、実務

的な能力を有しており、その結果として、当該リスクを完全に

反映させた価格を設定することができる。

• この評価を行う際には、保険者は、商業実態がない制限事項

（たとえば、契約の経済性については影響を認識しない）を無視

するべきである。

• もし保険者が、市場水準よりも低い価格設定をするよう強制され

ているのであれば、これは、契約の境界の範囲内である。

• 契約の境界は、保険者がもはやカバレッ

ジを提供することが要求されない時点、

もしくは、現在の契約が保険者にいかな

る実質的な権利も付与していない時点、

と見解の変更を仮決定した。

• 保険者が特定の保険契約者のリスクを

再評価する権利もしくは実務的な能力を

有し、その結果リスクを完全に反映するこ

とができる料率を設定できる場合には実

質的な権利はない。

• 保険料率の決定が将来の期間に関する

リスクを含んでいない契約（例えば、財務

的要素）に関しては、保険者が契約を含

んでいるポートフォリオのリスクを再評価

することができる場合は実質的な権利は

なく、その結果として、ポートフォリオのリ

スクを完全に反映した料率を設定するこ

とができる。

• 改訂は、ポートフォリオ・レベルにおいて

料率を設定するある種の健康保険契約

が短期契約となることが予想される。

• 潜在的に意図せざる結果に配慮する。

契約者行動と契

約の境界

• 保険契約者のオプション、先物および現在の保険カバーに関

連する保証（区分処理が必要とされるものを除く）は、将来キャッ

シュ・フローの予想価値を使用し、ルックスルーベースにより、保

険契約の測定に含めるべきである（これらのオプションが既存の

契約の境界線の範囲内にある限りにおいて）。

• 既存の補償に関連しないオプション、先物および保証について

は、契約の測定から除外されるであろう。

• 公開草案および予備的見解の主張を再

確認した。



本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがいまして、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。 7




項目 IASB 公開草案および FASB 予備的見解 両審議会における検討状況

IASB FASB

• これらの特徴については、その性質に応じて、新たな保険契約

として、あるいは、ほかの独立した商品として認識および測定さ

れるべきである。

割引率 • 割引率は、保険者が義務を履行するための将来キャッシュ・イ

ン・フローおよびアウト・フローの時間価値の調整に使用される。

• 割引率は、たとえば、時期、通貨、流動性といった観点から、保

険契約負債の特徴を反映しているキャッシュ・フローを有した商

品における観察可能な直近の市場価格との整合性すべきであ

る。

• 割引率は、観察可能データに影響を与えるが保険負債の計算

に影響を与えない、いかなる要素（たとえば、国債とある種の保

険契約の流動性の差異）についても除外するべきである。

• キャッシュ・フローの現在価値は、保険者による不履行リスク（信

用スプレッドを含む）を反映するべきではない。

• 保険負債の裏づけとなる資産の予想運用利回りに基づく割引

率は、金額、時期および契約から生じるキャッシュ・フローの不

確実性が、すべてもしくは部分的に、特定資産の運用結果に基

づいている場合（この場合には、ポートフォリオの複製の技法が

用いられるのが適正かもしれない）にのみ使用することができ

る。

• 上記に記載の原則によれば、割引率は、流動性の調整を行うこ

とにより、投資家を信用リスクに晒していないか、もしくは無視す

ることが可能である商品のイールドカーブを反映する（キャッシ

ュ・フローが特有の資産の運用実績に基づく契約を除く）。

• 貨幣の時間価値に関してキャッシュ・フロ

ーを調整し、資産の予想利回りではなく

保険契約負債の性質を反映するための

目的を再確認した。

• 利率を決定するための方法を規定しな

いことを仮決定した（つまり、目的を達成

する限りボトム・アップ・アプローチおよび

トップ・ダウン・アプローチを使用すること

ができる）。

• トップ・ダウン・アプローチは、実際の資

産ポートフォリオもしくは参照ポートフォリ

オのイールドカーブから開始することが

できる。

• トップ・ダウン・アプローチにおいて予想

される調整の種類には資産の信用リスク

（予想される債務不履行および信用リス

クプレミアムの双方）が含まれる。

• トップ・ダウン・アプローチを使用する保

険者は、流動性、市場感情および市場

の非効率性を含む残りの差異について

調整する必要はない。

• 負債の測定は、保険者の信用力の変更

を反映すべきではないことを再確認し

た。

• 割引率の決定に関する実務的な取扱い

は準備されない。

• すべての負債（ショートテールの保険金

およびロングテールの保険金の双方を

含む）は割引の影響が僅少でないなら

ば、割り引かなければならないことを仮

決定した。

• 保険負債（もしくは保険資産）の測定の

ため、現在の割引率が将来の予想キャッ

シュ・フローを割引くために各期におい

て使用される。

• しかし、割引率の変動による保険契約の

測定の変動は、その他の包括利益にお

いて認識される。詳細は包括利益計算

書の項目を参照。

残余マージンまた

は複合マージン

に対する利息の

付与

• 残余マージン（明示的リスク

調整アプローチ）および複合

マージン（複合マージン・ア

プローチ）に対して利息を付

す。

• 金利は引受時の金利に固定

される。

• 残余マージン（明示的リスク

調整アプローチ）および複

合マージン（複合マージン・

アプローチ）に対して利息

を付さない。

• 未だ個別に審議されていない。

明示的リスク調整

アプローチにおけ

る残余マージンの

事後の取扱い

• 保険者は、事後の報告期間において、見積りの変化によって残

余マージンを調整すべきではない。

• 保険者は、時の経過に基づく保険カバーの提供から発生する

エクスポージャーを最も適切に反映するシステマティックな方法

で、残余マージンを保険期間にわたって解放すべきである。し

かし、時の経過とは著しく異なる様式で、給付金および保険金

が発生すると予想される場合には、残余マージンは、保険期間

にわたり、保険金および給付金の発生時期の予想に基づき、解

• IASB は ED から見解を変更し、投票にお

いて、契約引受時に残余マージンをロッ

クインすべきではないと決定した（そして、

2012 年 5 月に再確認された）。

• IASB は、有利および不利な将来キャッシ

ュ・フローの見積りの変更を反映させるた

め、将来に向かって残余マージンを増減

させて調整するが、実績の変動もしくはリ
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IASB FASB

放されるべきである。

• 残余マージンは、保険負債の一部として含められるであろう。

スク調整の変動に対しては、調整しない。

残余マージンは負の残高とはしない。

• FASB は、（リスク調整アプローチを採用し

た場合において）引受以後の残余マージ

ンについてアンロックをしない。

• 保険者は、残余マージンを、保険契約に

基づくサービスの移転のパターンと整合

する一定の方法でカバレッジ期間にわた

り解放する(ED の見解からの変更)。

複合マージン・ア

プローチにおける

複合マージンの

事後の取扱い

（単一マージンと

名称を変更）

（IASB 公開草案

結論の背景に記

載されている代替

的見解）

• 複合マージンは、保険期間および保険金支払期間の両方を通

じて“解放”あるいは“配分”される。

• 複合マージンは、保険契約に基づく補償と将来キャッシュ・フロ

ーの不確実性との組み合わせに基づき償却が行われる。

• このアプローチは、総保険料および総保険金・総給付金の金額

と当期に割り当てられた保険料および保険金・給付金のキャッ

シュ・フローとの比率を算出し、この比率を複合マージンに適用

するという算式を用いる。

• 比率が適用される複合マージンは、“再測定“は行われない（契

約開始時の認識額に対して変更は加えられない）であろう。

• 複合マージンは、キャッシュ・フローの見積りの変化によって、調

整されないであろう。いわゆる“ショックアブソーバー”ではない。

• しかし、配分のパターンや期間は、フォーミュラの変更における

構成要素の比率に基づき変わってくるであろう。

• 複合マージンは、保険負債の一部として含められるであろう。

• FASB は償却アプローチを改訂し、保険

料および保険金による算式ではなく、リス

クの解放に基づいたものとした。

• 生命保険のような、ある種のビジネスで

は、時の経過をとおして、リスクの解放が

生じる。

• キャッシュ・フローの変動性が事象の発生

の頻度と損失額に起因しているその他の

事業においては、保険者が、各期におけ

る予想キャッシュ・アウト・フローの総額に

対する保険金実績の基礎比率に調整を

加えたものを使用して決定した、キャッシ

ュ・フローの変動性から解放に応じて、リ

スクからの解放が生じる。

• 従来認識されたマージンを再計算するた

めの再測定もしくは再構築は行われな

い。

短期契約に関す

る未経過保険料

アプローチ

（保険料配分アプ

ローチ(PAA)と名

称を変更）

• ある種の短期契約に関する

保険金未発生負債に対す

る、未経過保険料測定アプロ

ーチ（簡便的測定アプロー

チ）は、許容されるのではな

く、強制されるべきである。

• 収益の認識は時の経過に基

づくが、発生保険金および給

付金の予想時期のパターン

が時の経過と著しく異なる場

合には、発生保険金および

給付金の予想時期に基づい

て収益を認識する。

• 簡便的アプローチの適用要

件として、保険期間が約 1 年

以内であることや、キャッシ

ュ・フローの変動性に重大な

影響をもたらす、組み込まれ

たオプションや保証（補償の

拡大）がないことが挙げられ

ている。

• 保険金負債に対するビルデ

ィング・ブロック・アプローチ

は、明示的なリスク調整は含

まれるが、残余マージンは除

かれる。

• 未経過保険料負債にたいし

ては、直近のレートによる付

利を行う。

• 簡便的アプローチにおける

契約獲得に関連する増分費

• FASB は予備的見解にお

いて“修正された“測定およ

び表示のアプローチにつ

いて言及しておらず、また、

どの保険契約がビルディン

グ・ブロック・アプローチで

はなく、このアプローチを適

用するのかについて述べ

ていない。

• このアプローチは単純化されたアプロー

チではなく、１年の要件は厳しすぎるとの

見解がある。

• 多くの US 関係者は損害保険に関しては

異なるモデルが必要であり、USGAAP に

おけるモデルを維持すべきであると考え

ている。

• 両審議会はカバレッジ期間が一年および

それ未満の保険契約に関しては、保険料

配分アプローチを適用することに同意し

た。

• しかし、IASB は保険料配分アプローチを

ビルディン・ブロック・アプローチの代用で

あると考え、カバレッジ期間が一年を超え

る期間であっても、ビルディング・ブロック・

アプローチの合理的な近似である場合に

は、保険料配分アプローチを（強制する

のではなく）許容する。

• FASB は、保険料配分アプローチを（収益

認識モデルに類似する）独立したモデル

であると考え、特定の要件に合致する場

合にはビルディング・ブロック・アプローチ

の代わりに使用することを強制する。これ

らの要件とは、現行の米国基準における

短期契約が FASB のアプローチにおける

保険料配分アプローチの要件に該当する

といったものである。

• IASB は FASB の保険料配分アプローチ

の要件を、補助的な適用ガイダンスとして

使用するであろう。

• 両審議会は保険カバレッジにわたる収益
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項目 IASB 公開草案および FASB 予備的見解 両審議会における検討状況

IASB FASB

用は、未経過保険料負債と

相殺され、保険契約に基づく

保険期間にわたり認識され

る。

• 負債十分性テスト(不利な契

約テスト)は必須とされる。

• 損益計算書は、保険料収

入、保険金、経費を表示す

る。

認識のパターンを再確認した。

• 重大な財務的構成要素を含んでいる場

合、残存カバレッジに関する負債の測定

時には割引と利息の付与が要求される。

実務的取扱として、保険契約者による保

険料の全額もしくはそのほとんどの支払

いから保険カバレッジを提供する保険者

の債務の充足までの期間が一年もしくは

それ未満であることが、契約の引受時点

において保険者が予想できる場合には、

割引や利息の付与は要求されない。

• FASB は、発生保険金（従来の保険事故

発生後保険負債）は、予想キャッシュ・フ

ローの現在価値で測定を行うべきであり、

単一マージンを含まないことを仮決定し

た。

• 割引の効果が重要でなければ割引は必

要とされない。

• 実務的取扱は、発生保険金が保険事象

の 12 カ月以内に支払われると予想される

場合には、保険者が発生保険金を割り引

かないことを許容する。

• 将来キャッシュ・アウト・フローの予想現在

価値（および IASB のアプローチにおいて

はリスク調整を加える）が残存カバレッジ

に関する負債の帳簿価額を超過する場

合には、その保険契約は不利となる。現

在する不利な契約の測定は、各報告期間

において更新される。

• しかし、保険料配分アプローチに関し

ては、割引前の発生保険金の実務的取

扱が選択された契約について、不利な

契約テストは割引前のベースで行われ

る（つまり、割引計算は、不利な契約

テストの判定と測定に関する予想キャ

ッシュ・フローに適用されない）。

• 事実と状況が、不利な契約が存在する可

能性を示唆する場合、不利な契約テスト

を実施する。適用ガイダンスが提供される

予定である。

契約獲得費用 • 契約獲得費用は、契約獲得並びに継続に関する「契約単位で

の増分」であり、ビルディング・ブロック・アプローチにおけるキャ

ッシュ・フローに含まれる。

• そのほかのすべての契約獲得費用は、発生時に費用される。

• 「契約単位での増分」とは、契約の獲得が行われなければ発生

しない契約獲得費用を意味する。

• ED および DP から見解を変更し、契約キ

ャッシュ・フローはポートフォリオ・レベル

における保険契約の獲得において生じた

直接費用を含むことを仮決定した。

• 直接費用は、手数料を含み、そして、ポ

ートフォリオ・レベルの直接費用は、契約

を販売する営業員、引受業務、医務査定

および検診、証券の発行、ならびに事務

処理機能に関連するコストおよびダイレク

トレスポンスの広告費を含む。

• FASB はこれらの費用のうち、成功した契

約獲得活動に関する費用のみを含め

る。

• IASB は、成功および不成功の契約獲得

活動に関する費用を含む。

• 次のような間接費は除かれる：契約獲得

活動のために使用されたソフトウエア費
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項目 IASB 公開草案および FASB 予備的見解 両審議会における検討状況

IASB FASB

用、設備維持費および減価償却費、代

理店および販売員の採用費および研修

費、管理費、賃借料および占有費、光熱

費、一般間接費、広告宣伝費。

• 契約獲得費用の種類の定義は、保険料

配分アプローチにおいてもビルディン

グ・ブロック・アプローチと同じである。し

かし、保険料配分アプローチにおいて

は、カバレッジ期間が一年もしくはそれ

未満であれば、すべての契約獲得費用

を即座に費用処理することが許容されて

いる。

企業結合および

企業結合以外の

契約の移転

• 企業結合以外の契約の移転（ポートフォリオ・トランスファー）に

おいては、受取対価が、ビルディング・ブロック・アプローチによ

って計算された保険負債よりも大きい場合には、その差額は、

残余マージン（もしくは複合マージン）として処理される。

• 上記の計算より生じた負の差異については、即時に損失として

認識される。

• 企業結合において、正の差異が生じた場合、つまり、公正価値

が、ビルディング・ブロック・アプローチによって計算された保険

負債よりも大きい場合、その差額は、残余マージン（もしくは複

合マージン）として処理される。

• 企業結合において、もし、ビルディング・ブロック・アプローチに

よって計算された保険負債が公正価値よりも大きい場合には、

公正価値ではなく、ビルディング・ブロック・アプローチによって

計算された金額が負債測定に使用される。その差額は、当初に

おいて認識されたのれんの計上金額の増加分として認識され

る。

 未だ審議されていない。

再保険 再保険者側の会計

• 再保険者は、発効した再保険契約についても、発効されている

保険契約に対してすべてのほかの保険者が適用しているのと

同じ認識および測定のアプローチを適用すべきである。

出再者側の会計

• 出再者は、再保険契約の測定にビルディング・ブロック・アプロ

ーチと同じ原則を適用すべきであり、発効した、基礎となる保険

契約の再保険部分に対して適用している認識および測定のア

プローチと同じアプローチを用いる。

• 再保険契約は、出再者により以下の合計として測定される。

- 予想キャッシュ・イン・フローの現在価値にリスク調整を加え

た金額（明示的リスク調整アプローチ）から予想キャッシュ・

アウト・フローの現在価値を控除した金額

- 残余マージン（負の値であることはない）

• これに加え、出再者は、再保険者による不履行のリスクを、キャ

ッシュ・フローの現在価値を見積もる際に、予想価値を基礎に考

慮しなければならない。

• 出再手数料収入は、再保険者への出再保険料と相殺される。

• もし、予想キャッシュ・イン・フローの現在価値にリスク調整を加

えた金額（明示的リスク調整アプローチ）が予想キャッシュ・アウ

ト・フローの現在価値を超過した場合、超過額は再保険契約の

当初認識において利益として認識される。

• 再保険資産と保険契約負債の相殺は認められない。

• ED および DP から見解を変更し、過去の

事象に対する再保険に関しては、損失

（履行キャッシュ・フローの純損失）を即座

に認識し、そして当初利益を繰り延べる。

• 将来の事象に対する再保険カバレッジに

関連した、純額で負の履行キャッシュ・フ

ローは、前払保険料として繰り延べ、カバ

レッジ期間にわたり費用化する。

• 正の予想ネット・キャッシュ・フローを伴う

遡及的再保険契約に関して、残余マージ

ンもしくは単一マージン（保険料配分ア

プローチにおける繰延利益）は、当初

利益の認識を避けるため残存する支払期

間にわたり償却されるべきであり、保険リ

スク（つまり、保険金の金額と時期に関す

る不確実性）が残っている場合において

FASB はこれが適切であると認識してい

る。

• ED および DP からのもう一つの変更とし

て、再保険が累計損失に基づくものでな

ければ、出再者は、基礎をなす元受契約

が認識されるまでは、再保険契約を認識

すべきではない。

• もし、累計損失に基づくものであれば、再

保険のカバレッジ期間が開始した時点で

出再者は再保険契約を認識すべきであ

る。

• IASB は、出再されたリスク調整を総額で

計算すべきか、もしくは、再保険の純額エ
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項目 IASB 公開草案および FASB 予備的見解 両審議会における検討状況

IASB FASB

クスポージャーの計算を実施するか実施

しないかにより、算出すべきかを規定せ

ず、リスク調整の出再部分は再保険契約

から控除されるリスクを表していることを暫

定的に決定した。

• 出再者は、基礎をなす契約の残余マージ

ン/単一マージンに関係なく履行キャッシ

ュ・フローの現在価値を見積るべきであ

る。

• 再保険資産の回収可能性を検討する際

に、出再者は、金融商品の減損モデルを

適用すべきであり、分析においては担保

を考慮すべきである。

• 最新の情報や事象から、出再者が契約の

契約条件に基づいた金額を回収すること

ができないと予想される場合は、係争から

の損失は回収可能資産の測定において

反映されるべきである。

• 再保険者が損失に晒されていない場合

でも、基礎をなす保険契約の再保険部分

に関する実質的にすべての保険リスクが

再保険者により引き受けられた場合、再

保険契約は重要な保険リスクを移転した

とみなされる。

• 「実質的にすべて」とは、基礎をなす契約

に対応する部分に関する再保険者の経

済的便益が、出再者の経済的便益に事

実上、等しいことを意味する。

• FASB：出再者は、出再者が基礎となる元

受契約に使用した測定方法(BBA もしくは

PAA)と同様の方法を用いて再保険契約

を会計処理すべきである。

• IASB：PAA を BBA の近似として考えてい

るため、出再者は、元受契約の評価方法

と同様の方法で PAA に関して再保険契

約を評価する。

• 再保険者は、元受保険契約の評価方法

と同様の方法で、引受けた再保険契約が

BBA もしくは PAA のどちらとして取り扱わ

れるか評価すべきである。

• 投資構成要素として会計処理されない保

険料調整、利益戻し、スライド制手数料お

よび強制的復元保険料のような保険金実

績を反映する特性を、（PAA における現

在までの実績、もしくは BBA における見

積りの変更に基づき）保険金および給付

金の一部として取り扱うべきである。

外貨建の保険契

約

• 保険契約は、貨幣項目であり、契約のすべての要素（キャッシ

ュ・フローの予想現在価値、リスク調整、残余マージンおよび複

合マージン）を含む。

• ここでの結論は、（ビルディング・ブロック・アプローチの代替とし

ての）未発生保険金負債に対する簡便化された未経過保険料

アプローチについても、適用可能である。

• 未だ審議されていない。

保険契約の有配

当性

• 保険契約に含まれる有配当性から生じるすべてのキャッシュ・フ

ローを、予想現在価値による保険負債の測定に含める。

• キャッシュ・フローには、現在の契約から発生し、現在および将

来の契約者に支払われることが予想される支払いを含む。

• 実績が保険者の特定の資産および負債

にすべてもしくは部分的に依存している

契約に適用する。

• 保険契約者が参加している基礎となる項
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項目 IASB 公開草案および FASB 予備的見解 両審議会における検討状況

IASB FASB

目と同じ基準による測定は、米国基準

/IFRS で測定する。

• 区分して会計処理されていない組込オプ

ションや保証は、現在の市場整合的な予

想価値アプローチを使用して測定する。

例としては、利率の保証、解約オプション

および最低死亡保証が含まれる。

• 包括利益計算書における保険契約負債

の変動は、関連する項目の表示と整合的

に表示する（すなわち、損益として計上す

るか、もしくは、その他の包括利益とす

る）。

• 負債の測定においては、現在および将来

の契約者に対して支払われることが予想

されるすべての金額を含むべきであり、

FASB は、相互保険会社に関する負債と

資本の表示問題を取り扱う予定である。

• IASB：会計上のミスマッチを排除するため

に、自己株式および自己保有の固定資

産に関する公正価値評価を許容する ED

の提案を維持する。

• 有配当契約には、ユニットリンクおよび変

額契約を含む。

• 両審議会は、保証性のない契約、例え

ば、ユニバーサル生命保険や負債に計

上する金額に裁量性を有する米国以外

の国の契約のように、運用実績に明確に

結びついていない契約に対し、決定事項

をどのように適用するか検討している。

有配当投資契約 • 有配当投資契約が保険契約

と同じ資産プールもしくは、

同じ会社、ファンド、もしくは

そのほかの事業体の損益に

参加しているのであれば、保

険契約の会計基準の範囲と

して取り扱われる。

• ほかの有配当投資契約は、

金融商品の会計基準の範囲

として取り扱われる。

• 残余マージンについては、

時の経過、もしくは、時の経

過とは著しく異なるのであれ

ば、管理対象としている資産

の公正価値に基づいて償却

を行う。

• 金融商品の会計基準の範

囲として取り扱われる。
• IASB：保険者が発行する場合、保険契約

の範囲に含める。

• FASB：明確に範囲内であるとはしない。こ

れらの契約は保険契約の定義に該当せ

ず、範囲内とすべきではない。

業績計算書上の

表示
• 要約マージン・アプローチは最も負債の測定モデルと整合的で

あると考えられている。そして、多くの点において従来検討した

拡張マージン・アプローチと類似している。

• 要約マージン・アプローチは、損益計算書上、以下の項目によ

り表示される。

- 引受マージン（リスク調整の変動分、残余マージンの償却）

- 当初認識における損益（引受時の損失、契約の移転（ポー

トフォリオ・トランスファー）の損失、出再保険の当初認識に

おける利益）

- 非増分契約獲得費用

- 実績に基づく調整および見積りの変更（実績と予想、キャッ

• ほぼ全ての作成者および利用者から保険

料や保険金支払額のような取引量情報を

主要な業績指標と考えるコメントがあっ

た。

• 保険者の業績報告は、他の産業との比較

可能性を有する基礎（つまり、伝統的な、

収益の稼得と費用の発生）に基づくことを

望む利用者もいる。

• 両審議会は、保険料、保険金、給付金お

よびグロスベースでの引受マージンを包

括利益計算書において開示すべきとする

仮決定を行った。
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シュ・フロー割引率の変更、再保険資産の減損）

- 保険契約負債に関する利息

• 要約マージン・アプローチは、負債の繰入額や新契約の金額と

の調整計算を含む追加的な情報により補足説明がされる。

• 簡便化された未経過保険料アプローチにおいては、以下の項

目について開示を行う

- 引受マージン（増分契約獲得費用控除前保険料、発生保

険金、発生費用、増分契約獲得費用の償却額）

- 不利な契約に関する追加負債の変動

• 再保険から生じる収益と費用と保険契約から生じる収益費用の

相殺の禁止

• 両審議会は、既経過保険料アプローチを

検討している。このアプローチでは、保険

者は、各履行義務の充足に対する進捗

状況を測定することにより徐々に既経過

保険料を認識する。

• 既経過保険料アプローチのもとでは、保

険金および関連する費用が発生すると予

想される時点および単一/残余マージン

（および IASB においてはリスク調整）の解

放に基づき、保険料が収益として認識さ

れる。

• （例えば、明示的な保険契約勘定残高や

解約返戻金、期間確定年金の支払い、経

験勘定のように）保険事象にかかわらず

保険者が保険契約者に対して支払義務

を負う金額として定義されている保険契約

における投資構成要素は、保険料および

保険金の支払いから控除される。

• 両審議会は、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を使

用して測定された契約を、区分して表示

すべきか、いまだ検討中である。

• 割引率の変動より生じる保険契約の測定

の変動は、その他の包括利益において認

識される。

• 損益計算書における金利費用の認識に

利用される割引率は、契約引受時に固定

されたものである。

• オプションや保証、解約のように金利に感

応するキャッシュ・フローの計算仮定の変

動から生じる保険負債の変動は、損益に

おいて認識される。

• 契約引受時に固定された割引率は、予想

キャッシュ・フローの変動に適用される。

• 保険契約に関するその他の包括利益に

計上された金額について損失認識テスト

を行わない。

• 両審議会は、未だに契約獲得費用の表

示に関して検討を続けており、契約獲得

費用を独立した費用項目として表示する

アプローチを好むようである。

ユニットリンク（変

額）契約の表示

• いくらかもしくはすべての給付が、内部または外部のファンド（た

とえば、保険者または第三者により保有され、投資信託と同様

の方法で運用されている特定化された資産プール）のユニット

の価格により決定される契約として定義される。

• 変額およびユニットリンク契約に関係する資産および関連負債

は、財政状態計算書で保険者の資産および負債として報告さ

れるべきである。

• ユニットリンク契約の基礎となる資産プールは、独立の項目とし

て報告されるべきであり、保険者の他の資産と混在させない。

• 資産プールにリンクしているユニットリンク契約の負債は、独立

の項目として報告されるべきであり、保険者の他の負債と混在さ

せない。

• ユニットリンク契約についても区分処理の条件を適用する。

• ユニットリンク契約から生じる収益および費用は、独立の項目と

して報告され、保険者の他の収益および費用と混在させない。

• ユニットリンク契約の基礎となる資産から生じる収益および費用

• 配当性を有する保険契約と同様の測定

アプローチを適用する。

• IASB:会計上のミスマッチを排除する

ために、自己株式および自己保有の

固定資産に関する公正価値評価を許

容する ED の提案を維持する。
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は、独立の項目として報告され、保険者の他の資産から生じる

収益および費用と混在させない。

• 自己株式や自己占有の不動産の公正価値評価およびその変

動額の損益による認識を必須とした。これは、資産プールにお

けるユニットリンク契約の保有者の持分と対応し、負債との会計

上のミスマッチを消去することを目的としている。

財政状態計算書 • 保険契約のポートフォリオそれぞれを、保険契約資産もしくは

保険契約負債における一つの項目として表示する。

• 再保険資産と保険契約負債を相殺しない。

• ビルディング・ブロック・アプローチを使用

して測定された保険契約に関する負債

（もしくは資産）は、保険料配分アプロー

チにより測定された負債（もしくは資産）と

区別して表示する。

• 残存カバレッジ期間に関する保険料配分

アプローチの負債と発生保険金に関する

負債は区別して表示する。

• 受取勘定として表示されるべき保険料お

よびその他の対価に対する無条件の権

利を除き、ビルディング・ブロック・アプロ

ーチに関しては、権利と義務を相殺して

表示する。

• 保険料配分アプローチに関しては、（条

件付きの受取勘定である資産を含め）す

べての権利および義務を総額で表示す

る。

• 資産残高となっているポートフォリオは、

負債残高となっているポートフォリオとは

合算すべきではない。

• 両審議会は、貸借対照表において、契約

獲得費用をビルディング・ブロック・アプロ

ーチにおける残余マージン/単一マージ

ンと相殺する、もしくは保険料配分ア

プローチにおける残存カバレッジ期間

に関する負債と相殺して表示するか、

または、総額で無形資産として表示す

るかを検討している。論点は、このよ

うな費用を保険契約者に対する予想キ

ャッシュ・フローの現在価値から区分

すべきかという点である。

開示 いくつかの点における開示の強化を含み、現行の IFRS 第 4 号なら

びに IFRS 第 7 号に基づく広範な開示要件が提案されている。

• 保険者は、異なる報告セグメントに関する情報を合算してはなら

ない。

• 保険契約負債、保険契約資産、リスク調整、残余マージンなど

保険契約に関連する主な構成要素に関する、期首残高から期

末残高への変動表。再保険契約についても同様な情報の開示

が求められる。

• 最も大きな影響をもたらす測定を生じさせるために使用される方

法ならびにインプット。実務的に可能である場合にはそれらのイ

ンプットに対する定量的情報。これには、リスク調整の測定に利

用された方法やインプット、および信頼水準を含む。

• 信頼水準法ではなく、条件付テイル期待値法や資本コスト法

が、リスク調整の測定に利用されている場合には、リスク調整に

対応する信頼水準を開示する。

• 測定に重大な影響を与えるインプットに関する、測定不確実性

分析を開示する。

• 保険リスク、市場リスク、流動性リスク、信用リスクを含む保険契

約から生じるリスクに関する性質と量を開示する。

• 満期分析においては、残存する契約満期もしくは予想満期によ

• 以下に定める変更を除き、提案における

開示を維持する：

• 報告セグメントの最低限度の細分化の要

件を削除し、開示の原則に従う。しかし、

細分化の例の一つとして報告セグメントを

残す。合算の水準は、質的および量的な

開示の種類により異なる可能性がある

• 以下の構成要素を、財政状態計算書もし

くは注記において、財政状態計算書に含

まれる金額と一致した形で、細分化する：

予想将来キャッシュ・フロー、リスク調整

（IASB）、残余マージン（IASB）、単一マー

ジン（FASB）、割引による効果。

• インプットおよび手法の変更の影響、変更

の理由、影響を受ける保険契約の種類を

個別に開示する。

• 無配当契約に関するイールドカーブもしく

はイールドカーブの範囲を開示する。

• IASB は、不確実性分析を開示するため

の提案された要件を削除したが、FASB
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り開示を行う。

• 保険者の事業に関する規制のフレームワークによる影響を開示

する。

は維持した。

• 満期分析は、（契約満期を使用できるとす

るオプションに反対して）予想満期により

開示すべきこととした。

• IASB は予想満期を最初の 5 年間は毎

年、その後は合算とすることを最低限度の

開示要件として求める。

• FASB は、金融機関のリスク開示プロジェ

クトの決定に依拠する。

発効日および経

過措置

• IASB の公開草案には、発効日についての提案はされていな

い。

• 移行時の調整は、開示される一番早い時点の開始貸借対照表

の剰余金に対する調整として認識される。

• 移行時の影響の測定は、保険契約ポートフォリオを計算単位と

して行われる。

• 各ポートフォリオは、（確率により加重平均された）キャッシュ・フ

ローの予想現在価値および明示的リスク調整を含むビルディン

グ・ブロック・アプローチにより測定される。

• 各ポートフォリオの上記金額と従前適用された会計原則により

計上された移行時点における正味保険負債（すなわち、繰延契

約獲得費用の未償却残高および保有契約にかかわる無形資産

の現在価値を差し引いた正味負債）との差額は、期首剰余金に

加減される。

• 明示的リスク調整アプローチによれば、移行時に計算されたリス

ク調整は、移行後の各期間において再測定される。

• 代わりに、複合マージン・アプローチによれば、移行時に計算さ

れたリスク調整は、移行後の期間においては複合マージンとし

て扱われ、残存する補償ならびに保険金支払い期間にわたっ

て償却されるが、再測定は行われない。

• 開示される期間の開始時点において、移行時に、企業は、保有

する金融資産を、損益を通じて公正価値で測定される区分

（FVTPL）に再分類することが要求されないが、許容されてい

る。もしこれを適用すれば、測定もしくは認識の不整合を解消で

きるか、もしくは著しく削減できる。

• 企業は、基準を適用した場合の事業年度末より 5 事業年度以

前の過去において開示を行わなかったクレーム・ディベロップメ

ント情報については開示を行う必要はない。

• 発効日は変更が必要となる項目および移

行方法の重要性を考慮し決定されるであ

ろう。

• IASB：発効日は、最終基準が公表されて

から三年後となる可能性があると再審議

において述べた。
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