
本冊子は英語の原文を翻訳したものです。従いまして

項目 IASB 公開草案

IASB

状況 • 公開草案(以下「ED」とする

2010 年 7 月に公表された

保険契約の定義 • IFRS 第 4 号における

当事者（保険契約者）

契約者に不利益を与えた

ことにより、重要な保険

重要な保険リスク • 保険リスクの評価は、絶対額

あるという要件の明確化

いる。この結果、契約者

険リスクを消去することになる

• リスクが移転されているかどうかにかかる

の結果の変動性（すなわち

当てるべきである。しかし

ト・フローの現在価値が

件は生じる可能性のある

して求めるように修正された

範囲 • 保険契約の定義に該当

まれる。

• 保険契約の範囲から除外

- 製造者、卸売業者

契約およびリース

において言及されていない

囲に含まれる）

- 製造業、卸売業および

は保険契約の範囲

- サービスの提供を

えば、サービス提供者

を行うことについて

- 企業結合における

- 従業員給付制度

付型退職給付制度

- ライセンス・フィー

目

- 保険契約者として

除く）

区分処理（アンバ

ンドリング）
• 認識と測定目的のため

り金要素、組込デリバティブ

IASB/FASB Insurance Contracts Project
PwC Summary as of June
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。
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公開草案および FASB 予備的見解 両審議会

FASB

とする)が

された。

• 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。

•

•

定義である「一方の当事者（保険者）が、もう一方の

）から、特定の不確実な将来事象（保険事故）が保険

えた場合に保険契約者に補償を行うことを同意する

保険リスクを引き受ける契約」を踏襲している。

•

•

絶対額ではなく、現在価値を用いて行われるべきで

明確化が追加され、IFRS 第４号における要件を踏襲して

契約者への適時な支払を遅らせる契約条項は、重大な保

することになる可能性がある。

されているかどうかにかかる分析は、IFRS 第 4 号と同じく、そ

すなわち、平均に対する結果の幅の重要性）に焦点を

しかし、保険者により支払われるネット・キャッシュ・アウ

が保険料の現在価値を超過するという、少なくとも 1

のある結果が、商業実態を伴って存在することを要件と

された。

•

•

該当する金融保証契約は、保険契約の会計基準に含

除外されている項目は以下のとおりである。

卸売業者ならびに小売業者により提供されている残価保証

およびリース契約における残価保証（しかし、ほかのプロジェクト

されていない個別の残価保証契約は、保険契約の範

および小売業の保証契約（ただし、第三者による保証

範囲に含まれる）

を主たる目的としている固定報酬サービス契約 たと

提供者が、故障の後に、特定の部品についての修理

うことについて合意する契約

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

として企業が保有している元受保険契約（再保険会計を

•

•

•

•

のため、保険契約の各構成要素（たとえば、保険要素、預

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）

•

IASB/FASB Insurance Contracts Project
June 15, 2011
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2011年6月15日までに開催されたIASB/FASBミーティングへの

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

合同の審議会が、2011 年 1 月

より開始した。

IASB の最終基準および FASB

の ED の公表は、2011 年末の

予定である。

ED および DP における見解を

再確認した。

保険をサービス契約から区分

するために、保険の定義を明

確化する可能性がある。

（主に IFRS について）現在価

値の明確化と最低１件の損失

が生じる結果に関する要件は

必要ないとコメントする関係者

があった。

ED および DP における見解を

再確認した。

IASB は金融保証契約に関し

て ED から見解を変更し、現行

の IFRS 第 4 号および IAS 第

39 号のガイダンスを当分の間

維持する。

FASB は金融保証契約（モー

ゲージ保証を含む）が金融商

品プロジェクトに関する範囲に

含まれるか審議を行う。

両審議会とも ED および DP に

おける範囲除外を再確認し

た。

両審議会は、従業員に対して

雇用者が提供する健康保険給

付を、雇用者が保険料の負担

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。

IFRS および USGAAP にそれ

ぞれ定義されている組込デリ

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

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まれた項目

（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。

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。

• スタッフは IFRS 第 4 号の組込

デリバティブの適用ガイダンス

を繰り越すか検討している。

• 意図は、保険契約における財

またはサービスおよび明示的

な契約者勘定残高に関する区

分処理の要件を、収益認識プ

ロジェクトにおいて別個の履行

義務（performance obligation）

として認識するために開発され

ている要件に基づき作成する

ことである。

• 要件は、財またはサービスが

区別できる機能、もしくは契約

者勘定残高が区別できる価値

を有するかを含んでいる。

• 要件は、さらに、契約者勘定残

高が契約の残りの部分と統合

されているか否か（すなわち、

保険者が晒されている保険リス

クの金額が、契約者勘定残高

の投資実績により重大な影響

を受けるか否か）を含んでい

る。

• 明示的な契約者勘定残高は、

保険カバーにおける保険事故

がなくても契約者勘定残高を

引きだすことができる場合にの

み存在するか、さらに検討を行

う。

• FASB は、どのようにイン・フロ

ー/アウト・フローが各構成要素

に配賦されるか疑問に思って

いる。

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。

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。

• 再審議は予定されていない。

測定アプローチ • 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

• 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。
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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

- 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。

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。

• 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。

• リスク調整目的は以下のように

変更された：最終的なキャッシ

ュ・フローが予想されるキャッシ

ュ・フローを超過するリスクを負

担するために保険者が必要と

する補償。

• 適用ガイダンスは金額が望まし

い結果と望ましくない結果の双

方を反映し、保険者が保険負

債と不確実性に従わない同様

な負債を保有するのに中立的

であることを反映する金額につ

いて説明するであろう。

リスク調整

複合マージン・ア

プローチ

（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

しているが、不利な契約テスト

を適用すべきか検討する。

IASB は棄却した。
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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

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。

• 残余マージンおよび簡便法に

おける不利な契約のテストのよ

うな他の構成要素に関する測

定のレベルは未だ検討がされ

ていない。

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
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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

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。

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。

• 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。

• 未だ個別に審議されていな

い。

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。

• 割引率のロックインは許容しな

いことを仮決定した。

• 割引率に関する実務的な取扱

いを提供しないことを仮決定し

た。

• 割引率の変更に関するOCI

の取扱いを検討することが期

待される。

• 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
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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

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。

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。

• IASB は ED から見解を変更し、

投票における僅差の結果、契

約引受時において残余マージ

ンはロックインすべきではないと

した。

• IASB は、好ましいおよび好まし

くない将来キャッシュ・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。

• IASB は、割引率の変動を、残

余マージンの調整とすべきか、

もしくは資産との会計上のミスマ

ッチを避けるために損益に反映

させるか結論に至らなかった。

• 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

（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。
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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

• 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。

• FASB はリスクの増加が予想さ

れる状況においては、不利な

契約のテストを考慮するかもし

れない。

短期契約に関す

る未経過保険料

アプローチ

• 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。

• 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。

• FASB は“修正された“測定およ

び表示のアプローチが何につい

て言及したものなのか、およびど

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

いて結論に至っていない。

• 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。

• 両審議会は簡便法に関する目

的と適格性について合意して

いない。IASB は簡便法をビル

ディング・ブロック・アプローチ

の代用と考えているが、FASB

は簡便法を独立したモデル

（収益認識モデル）と考えてい

る。

• 両審議会は、契約における財

務的要素が重大でない限り、

将来保険料の割引を要求しな

い。

• 両審議会は簡便法の適用が

任意か強制かについて結論付

けていない。

• 両審議会は保険カバレッジに

わたる収益認識のパターンを

再確認した。

• 両審議会は契約獲得費用に

関して見解が分かれた。IASB

はビルディング・ブロック・アプ

ローチとの整合性を望んでい

るが、FASB は収益認識プロジ

ェクトとの整合性を望んでい

る。

• 指標として質的要素を使用し

た不利な契約テスト。

• 両審議会は保険事故発生前

の期間に関して審議を行った

が、保険金負債の測定がビル

ディング・ブロックによるか、もし

くはそれ以外の方法によるか

についてはまだ審議していな

い。

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

• 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

険契約の獲得に関連した直接

費用を含むことを仮決定した。
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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

獲得費用を意味する。 • 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。

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

• 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

残余マージン/複合マージンと

して繰り延べる。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・フローのみ、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。

• 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
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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。

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。

• 出再者は、カバレッジ期間以

前において不利な契約テスト

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/複合マージンに

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。

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・フローは、現在の契約から発生するが、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。

• FASB:保険契約者に対する契

約上の義務の現在価値により

負債を測定する。負債の測定

を反映するために、裏付けとな

る資産の評価を調整することを

検討する。
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• IASB：保険契約者が参加する

基礎となる項目と同じ測定基

準に基づいて測定する。

• 最低保証のために存在する契

約上の関連項目において、保

険者と保険契約者との間で共

有する非対称性のリスクも、現

在価値測定に基づいて反映す

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、その他の包括利益と

するか）

• 将来の契約者に対して支払わ

れる金額についてはまだ議論

されていない。

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。

• 未だ審議されていない。

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

• 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。

• しかし、提案された負債の測定

方法によれば、経過保険料に

基づき結果を表示することはス

タッフが述べたとおり問題点が

多く、認識されるべき収益の金

額を見積もるために第二のモ

デルが開発されることが事実

上求められる。

• 両審議会はスタッフに、実績の

調整の背後にある保険料、保

険金および経費の構成要素を

区分して表示する、拡張マー

ジン・アプローチに基づく保険

契約に関する表示モデルの更
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なる開発を指示した。

• 解決すべき主要な項目に、業

績報告書に含めるための保険

料の定義、および預り金要素

が保険料に含まれるべきかと

いう点が含まれている。

• スタッフは表示されるべき最低

限の項目を、IAS 第 1 号「財務

諸表の表示」に準拠して作成

する。

• 両審議会は、もし会計上のミス

マッチを排除もしくは実質的に

軽減するのであれば、現在の

割引率を適用して決定された

保険契約負債と契約引受当初

の割引率を適用して決定され

た保険契約負債との差額を、

その他の包括利益において表

示するというスタッフの提案を

今後の審議会において検討す

る。

• IASB は、金融資産一般に関

する会計を再検討するために

IFRS 第 9 号の審議を再開しな

いこと、そして、保険契約負債

の裏付けのために保有されて

いる資産に関する特有の要件

を導入しないことを再確認し

た。

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。

• IASB: 配当性を有する保険契

約と同じ取り扱いを行い、会計

上のミスマッチを排除するため

に、ED における自己株式およ

び自己保有の固定資産の公

正価値評価の提案を維持す

る。

• FASB:保険契約者に対する契

約上の義務の現在価値により

負債を測定する。負債の測定

を反映するために、裏付けとな

る資産の評価を調整することを

検討する。

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 号並びに 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

• 未だ審議されていない。
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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。

• 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

• 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。

• 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。

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 の基準の発効日は 2015

年より早くなることは想定されて

いない。
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