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二日目に、IASB は、裁量権のある有配当性を有する金

融商品を保険契約の範囲に含めることに賛成した。しかし、

これは保険者により発行された契約に限定されるであろう。

保険料配分アプローチ：適格性の要件および実務的取扱

スタッフは、2012 年１月の教育セッションを受けて、保険

料配分アプローチの適格性の要件を改訂したと説明した。

今回のセッションにおいて、スタッフは、改訂された適格性

の要件に対する両審議会の見解、保険料配分アプローチ

を適用するための実務的取扱、要件が合致した場合に保

険料配分アプローチを「許容するか、もしくは、強制するか」

について審議することを望んだ。

要件自体に関して、IASB および FASB のスタッフは要件

の文言に同意はしているが、IASB のスタッフは、全体的な

原則と共に実務的取扱を含めること、そして、適用ガイダン

スにのみ適格性の要件を含めることを提案した。IASB のス

タッフが考える原則は、結果がビルディング・ブロック・アプ

ローチの結果と近似する場合に限り、保険料配分アプロー

チが使用できるというものであった。

IASB および FASB の双方のスタッフは、カバレッジ期間

が一年およびそれ未満であれば、追加的な評価なしに保

険料配分アプローチを適用すべきとする実務的取扱に同

意した。カバレッジ期間が一年以下の場合、ネット・キャッシ

ュ・フローにおける重大な変動が生じる可能性は低く、また、

カバレッジ期間にわたる不確実性は存在せず、保険料の

期間配分における重要な判断も不要であろうというのが理

由である。

スタッフペーパーにおける改訂された適格性の要件は以

下のとおりである。

保険者は、契約の引受時において以下のいずれかの要

件に合致した場合には、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：

(a) 保険金が発生する前の期間において、契約の履行に

必要とされるネット・キャッシュ・フローの予想に重大な

変動が生じる可能性がある。もしくは、

(b) 各報告期間の保険者の債務に対して保険料を配分す

る際、重大な判断を要する。これは、例えば、以下に関

して重大な不確実性が存在する場合が該当する。

(i) 各報告期間に関して保険者が有するエクスポ

ージャーやリスクを反映する保険料。もしくは、

(ii) カバレッジ期間の長さ

FASB メンバーの一名は、三年間のハリケーンの保険契

約の場合、要件(a)はどのように解釈するのか尋ねた。

FASB のスタッフは、ハリケーン被害を受ける 1 日か 2 日前

まで保険金が発生するか否かを知る由がないため、異常損

害保険契約は、要件の適用に関して最も難しい契約である

と述べた。しかし、保険者は、ハリケーンの季節には損失を

予想する。保険事故が発生した際の金額の変更は、当初

の予想と比べて著しくキャッシュ・フローを変えることが可能

であるとしても、変更する、しないの引受当初の予想がなお

存在する。FASB のメンバーは、当初の予想は見積りだけ

であり、かつ、キャッシュ・フローにおける重大な変更が存

在する可能性が高いため、この契約例（および異常損害保

険契約一般に）は、保険料配分アプローチの要件を満たさ

ないと考えていた。

FASB のスタッフは、契約の引受時に要件が適用され、

また、契約の引受時および異常損害が生じる直前まで、保

険者が行った見積りを変更する理由やより良い見積りは存

在しないため、異常損害保険契約に対しては保険料配分

アプローチを適用すべきというのが一般的な意見であろうと

説明した。したがって、この要件を単独で考えると、その契

約は保険料配分アプローチの要件を充足するべきである。

FASB メンバーの他の一名は、適用ガイダンスのいくつ

かの文言を条件に要件を支持した。彼は、異常損害が生じ

るまでは保険者が見積りを更新する理由はないと主張した。

それゆえ、重大な変更が存在する可能性があるとはいえな

い。

IASB メンバーの一名は、要件(a)に含まれている「可能性

(likely)」の意味をスタッフに尋ねた。スタッフは、この点に関

して定量的な基準はないが、定性的は要素を反映させるべ

きであると述べた。引受時に問われる問題は、ネット・キャッ

シュ・フローに重大な変更が存在する可能性があるか否か

である。

適用ガイダンスはこの点に関して提供され、例えば、長

期契約は見積りの変更の影響を受ける可能性が高い。更

に、もしカバレッジ期間において類似した保険契約に関す

る料率変更を保険者が予期した場合、これはネット・キャッ

シュ・フローに対する著しい変動を示すものとなるかもしれ

ない。キャッシュ・フローの見積りの更新により、個々の契約

が保険料配分アプローチとビルディング・ブロック・アプロー

チの間を行き来することを意図していないとスタッフは説明

した。加えて、実務的取扱が受け入れられた場合、多くの

契約は、追加的な評価なしに保険料配分アプローチに該

当するであろう。

IASB メンバーの一名は、適格性の要件の詳細を決定す

る以前に、まずは、両審議会が保険料配分アプローチをビ
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ルディング・ブロック・アプローチの代用とみなすのか、もし

くは、二つの別モデルとするのか、どちらを支持するかを決

定することが重要であると述べた。これにより、基準におい

て原則を、そして適用ガイダンスにおいて例示を含めること

が可能となる。例示や関連したガイダンスが確実なものでな

ければ、保険者は原則に戻るであろう。それゆえ、保険料

配分アプローチかビルディング・ブロック・アプローチかの

決定が、適用ガイダンスにおける明確な要件を伴った原則

によって対応されるのか、もしくは原則ではなく基準書に適

格性の要件を追加することによって対応されるのかで、違

いが生じることになるであろう。

FASB のスタッフは、FASB と IASB が 1 モデルなのか 2

モデルなのかに関し同意に至らなかったとしても、この要件

は双方の観点において機能するため、合意点に至ることは

可能かもしれないと考えていると述べた。

IASB メンバーの他の一名は、両審議会の間の基本的な

差異は、要件そのものではなく、保険金負債の測定にある

と考えていた。IASB が 1 モデル・アプローチを好む理由は

リスク調整にある。IASB は、保険金負債をビルディング・ブ

ロック・アプローチに基づいて計算し、それゆえ、保険料配

分アプローチとビルディング・ブロック・アプローチの測定は、

その時点において同じであるため、アプローチを１モデル

であると考えている。それ以前は、要件の適用において重

大な差異は存在せず、それゆえ、1 モデル・アプローチは

合理的である。

しかし、リスク調整がなく、保険金負債に関して全く異な

る測定を行うため、FASB には二つのモデルがある。仮に

異なる測定、つまり契約期間にわたり利益認識に関する異

なる測定があれば、1 モデルもしくは、一つのモデルが他

のモデルに近似しているという必要性がない。すべてを解

決するため、利益の認識パターンと同様にリスク調整につ

いても解決する必要がある。IASB の審議会メンバーは、自

身の見解ではこれらは正しいアプローチを表しているとして、

いまだにこの要件を支持していると述べた。要件が最終的

に適用ガイダンスに記載されるか、もしくは、基準に含まれ

るかは、二次的な考慮事項である。

FASB の議長はこの意見に同意した。彼女は、要件が合

意されれば、IASB は原則を基準書に含めることができるで

あろうと述べた。FASB は原則を基準書に含めるのではなく、

おそらく結論の背景（Basis of conclusion）に含め、そして、

存在する差異やなぜ FASB が代替的見解を支持したのか

を説明するであろう。「許容もしくは強制」に関する問題は

引き続き議論されるべきであり、必ずしも差異を生じさせる

ものではない。

FASB メンバーの一名は、適格性の要件の詳細につい

て集中することに同意した。しかし、彼は、保険料配分アプ

ローチの要件とビルディング・ブロック・アプローチの要件の

議論において、リスク調整の論点が考慮すべき唯一の差異

ではないと指摘した。例えば、財政状態計算書では、保険

料配分アプローチを適用した場合、発生保険金に関する

負債と残存カバレッジに関する負債の二つの独立した負債

が計上されるが、ビルディング・ブロック・アプローチではそ

の区分はない。さらに、区分処理（アンバンドリング）と細分

化（disaggregation）の議論の結果によっては、保険料の金

額が異なる可能性がある。彼は、さらに、要件との関連で、

スタッフペーパーにおける追加の適用ガイダンスは要件（a）

に焦点を当てているのではないかとの考えを述べた。それ

ゆえ、彼は、要件（b）がそもそも必要であるのか尋ねた。要

件（a）が実際の基準ではないのかと尋ねた。FASB および

IASB のスタッフは、双方の要件が重要であり、そしていくつ

かの適用ガイダンス内の指標は、双方を参照していると述

べた。

IASB メンバーの一名は、現在の二つの要件に概ね賛成

していたが、彼が適切に反映されていないと考えている契

約期間の長さや貨幣の時間的価値への参照を含む追加

的な要件の加筆が可能だと考えていた。彼はさらに、（保険

料配分アプローチでは、残存カバレッジに関する負債に対

して、残余マージンは効果的にロック・インされるが）、IASB

が、ビルディング・ブロック・アプローチにおける予想キャッ

シュ・フローの変動に関して残余マージンをアンロックすべ

きと考え続ける限り、ビルディング・ブロック・アプローチと保

険料配分アプローチとの間の著しい差異は解消されない

であろうと述べた。それゆえ、残余マージンのアンロックは、

保険料配分アプローチがビルディング・ブロック・アプロー

チの代用であるとする原則を崩すことになる。

IASB の議長は、要件に関し決議を希望する旨を述べた。

FASB のスタッフは、第一の要件に関する現在の文言では、

暴風に対するカバレッジが、保険料配分アプローチの適用

を意図しているにもかかわらず、ビルディング・ブロック・ア

プローチの適用を強制するような結論をもたらす可能性が

あるという懸念が数名から表明されたことを考慮して、文言

を変更すると述べた。例えば、「不利な事象が生じる以前の

期間において、契約の履行のために必要とされるネット・キ

ャッシュ・フローの予想において重大な変動が生じる可能

性がある」と変更することができる。数名の IASB のスタッフ

は、付保される事象と比べて、何が不利な事象かを定義す

ることは困難かもしれないと述べた。新しい参照先は事態を

混乱させる可能性もある。

IASB メンバーの他の一名もまた要件を支持していたが、

異常損害の例はビルディング・ブロック・アプローチの契約



本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、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。

PwC Page 4 of 11

であると考えていた。彼は、詳細な要件ではなく、まずは原

則について投票を行うことを望むと述べた。

IASB は、原則を基準内に含めることを、そして、一年お

よびそれ未満のカバレッジの契約に対する実務的取扱に

ついて全員一致で可決した。

IASB メンバーの一名は、例えば異常損害保険契約を分

類する意思決定のプロセスにおいて、原則が役に立つで

あろうと述べた。要件が特定の例に対し完全に対応してい

なくても、原則が企業にとっての指針となるであろう。IASB

のスタッフは、ビルディング・ブロック・アプローチか保険料

配分アプローチかの決定は、契約当初に行うべきであると

述べた。契約が引き受けられた時点で、保険金発生に関

する最適な見積りが存在しない場合には、保険料配分アプ

ローチの契約となるかもしれない。逆に、カバレッジ期間に

おいて、ネット・キャッシュ・フローに影響を与えるような見積

りの変更が予想される場合、契約は保険料配分アプローチ

とはならないであろう。

FASB メンバーの一名は、カバレッジ期間中に反映でき

るようなより信頼できるデータがあまりないため、異常損害

のカバーをビルディング・ブロック・アプローチに含めるとい

う論法はないと述べた。つまり、（ビルディング・ブロック・ア

プローチに含めるのであれば）ハリケーンが上陸する前に、

契約引受時に反映したデータと異なるデータを反映するた

めに、誰かが推測することになる。

IASB の議長は、それならば、ハリケーン保険契約が保

険料配分アプローチに区分されるように要件を調整するこ

とができるかスタッフに尋ねた。FASB のスタッフは、多分可

能であろうと回答した。

FASB はビルディング・ブロック・アプローチと比較して保

険料配分アプローチを別モデルと考えるとした上で、FASB

の議長は FASB のメンバーに対し、まずは実務的取扱の投

票を求めた。反対票が３票と賛成票が４票であった。改訂さ

れた保険料配分アプローチの要件自体に関しては、異常

損害保険契約を含めるための明確な文言の追加を条件に、

FASB メンバーの過半数が賛成票を投じた。そこで、FASB

の議長は、IASB において先ほど可決された原則を覆すべ

きか投票を求めた。これに対しては、一名の FASB メンバ

ーが賛成するのみであった。

IASB は、ハリケーン保険契約の適用を明確化するため

の修正を伴う、改訂された保険料配分アプローチの要件を

受け入れることを全員一致で可決した。

保険料配分アプローチ：許容もしくは強制

IASB メンバーの一名は、ビルディング・ブロック・アプロ

ーチの代わりに保険料配分アプローチを許容するのか、強

制するのかという質問は、1 モデルか 2 モデルかの投票に

内在していると述べた。つまり、IASB は、ビルディング・ブロ

ック・アプローチと同様の結果が得られる場合にのみ保険

料配分アプローチの使用が可能であり、それゆえ、強制で

はなく許容されるという実務的取扱である。

IASB は、適格性の要件に合致する保険契約に対し、保

険者が保険料配分アプローチを適用することを強制するの

ではなく許容すべきであるとの見解に全員一致で賛成した。

これに対し、大部分の FASB メンバーは、保険料配分ア

プローチを実務的取扱というよりはむしろ別個のモデルと

一般的に考え、条件に該当する場合には保険料配分アプ

ローチの適用を許容するのではなく強制することに投票し

た。FASB メンバーの一名は、IASB が保険料配分アプロー

チを「許容」する理由に理解を示しつつも、彼の考えでは、

２モデルの世界へ賛成票を投じており、保険料配分アプロ

ーチを使用するための「要件」とした方がより整合的である

と理由を述べた。

保険料配分アプローチ：割引および利息の付与

次に議論された論点は、残存カバレッジに対する負債に

時間の貨幣的価値の調整を要求するかという点であった。

スタッフは二つの代替案を提案した

代替案 A：割引および利息の付与を行わない。

代替案 B：重大な財務的構成要素を含んでいる場合に

は割引と利息の付与を必要とするが、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、実務的取扱として保険者は割

引や利息の付与を必要としない。

後者の代替案は、実務的取扱に関する文言が若干異な

るものの、収益認識の提案の精神と整合している。

両審議会は全員一致で代替案 B に賛成した。つまり、

貨幣の時間的価値の概念は、影響が大きい場合は適用さ

れるべきである。

実務的取扱について、収益認識の提案の文言において

意図しない不備があったため、提案された保険の文言は、

収益認識の提案と若干異なる旨をスタッフが説明した。両

審議会の議論からすれば、この不備を修正するため、収益
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認識における実務的取扱のガイダンスの文言改訂を求め

ることは明らかのようであった。

スタッフは、以下のシナリオにおいて、どのように保険の

実務的取扱が適用されるか例を提供した。

(a) カバレッジ期間が二年間で、保険料は前払いの月払

いである保険契約

(b) カバレッジ期間が三年間で、保険料は前払いの年払

いである保険契約

(c) カバレッジ期間が三年間で、保険料は初年度のカバレ

ッジ期間の開始時点において全額支払われる保険契

約

残存カバレッジに関する負債に対し割引および利息の

付与が要求されないという実務的取扱は、上記のシナリオ

(a)および(b)においては許容されるが、保険料の支払いか

らカバレッジの提供までの期間が一年以上であるシナリオ

(c)では許容されない。それゆえ、財務的構成要素が重大

であるかどうかシナリオ(c)を分析する必要があり、仮に重大

であれば、割引や利息の付与が必要となる。

保険料配分アプローチ：契約獲得費用の取扱

スタッフは、保険料配分アプローチにおける契約獲得費

用には三つの論点があると説明した。

 どのコストを含むべきか、つまり契約獲得費用の測定

 選択肢として、どのコストを費用処理するか、そして

 契約獲得費用の表示

スタッフは、保険料配分アプローチにおける契約獲得費

用の測定に関する以下の代替案を提案した。

 ビルディング・ブロック・アプローチにおける仮決定と

整合するように、直接帰属する費用（FASB に関して

は、成功した契約獲得費用についてのみ）を含める。

もしくは、

 （収益認識の提案と整合するように）増分費用のみを

含める。

選択肢の費用処理に関して、スタッフは、以下のいずれ

かについて費用処理をする代替案を提案した。

 直接帰属するが、増分ではない契約獲得費用。もしく

は、

 収益認識の提案と整合して、もし保険契約のカバレッ

ジ期間が一年もしくはそれ未満である場合、すべての

契約獲得費用。

IASB メンバーの一名は、1 月の教育セッションにおいて、

ビルディング・ブロック・アプローチに準拠して直接帰属す

る費用を含めて契約獲得費用を測定するが、保険契約の

カバレッジ期間が一年もしくはそれ未満である場合は、す

べての契約獲得費用を一度に費用処理するという代替案

を支持したと述べた。IASB メンバーの他の一名は、保険料

配分アプローチにおける契約獲得費用を即座に費用処理

する実務的取扱を認めるが、一方で、これは保険料配分ア

プローチの契約とビルディング・ブロック・アプローチの契約

が同様に取り扱われることを確実にするであろうと考え同意

した。

FASB メンバーの一名は、測定および表示における収益

認識のガイダンスとの整合性は、事実上、議論されている

ため、極めて難しい選択であると考えていた。保険料配分

アプローチの契約に関する表示が収益のガイダンスに従っ

ていれば、測定もこの同じ原則に従うべきである。それゆえ、

彼は増分契約獲得費用のみを含め、保険料配分アプロー

チに関する実務的取扱として、収益認識のガイダンスと整

合する費用処理を許容すると主張した。

これに対して、IASB メンバーの一名は、ビルディング・ブ

ロック・アプローチの保険契約と保険料配分アプローチの

保険契約で異なる契約獲得費用のモデルを適用すること

は利用者にとって複雑であるとの考えを述べた。

投票において、それぞれの 審議会の大多数は、ビルデ

ィング・ブロック・アプローチと同様に直接帰属する費用を

含めることを支持した。

IASB の大多数と FASB の全員は、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費

用処理することに賛成した。

保険料配分アプローチにおける直接帰属する費用の表

示について、スタッフは以下のいずれが適切であるか審議

会に尋ねた。

 契約獲得費用を資産として認識し（それゆえ、残余カ

バレッジに関する負債は契約獲得費用と両建てし）、

そして、残存カバレッジに関する負債を逓減させる審

議会の仮決定と整合するように契約獲得費用を償却

する。もしくは、

 当初提案されたように、契約獲得費用を保険債務と相

殺する。
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FASB メンバーの一名は、新しい代替案として以下を提

案し、また、彼はビルディング・ブロック・アプローチおよび

保険料配分アプローチの双方に対しこの新しい代替案を

提案しているようであった：契約獲得費用を残余(単一)マー

ジンの一部(もしくは、保険料配分アプローチにおいては残

余カバレッジに関する負債の一部)として含め、保険契約者

に対する負債（もしくは、保険料配分アプローチにおいて

は保険金負債）とは区別し注記における開示と共に個別に

表示する。

IASB メンバーの一名はこの代替案を支持した。彼はまた、

契約獲得費用は独立した資産として計上すべきではないと

強調した。他の FASB メンバーの一名も、予想キャッシュ・

フローの一部として契約獲得費用が含まれないというメリッ

トを根拠にこの代替案を支持した。契約獲得費用以外の予

想キャッシュ・フローは、保険契約者と保険者の取引に関

するものである。

しかし、収益認識プロジェクトでは増分契約獲得費用を

資産として扱っている。収益認識のガイダンスを再検討す

る必要があるかもしれないという影響が考えられる。コストを

保険契約に繰延べられたマージンと相殺することは、コスト

を負債と相殺するよりも賢明である。収益のガイダンスにお

いてマージンの繰り延べがないことは注目に値する。

投票において大多数の IASB メンバーおよび全 FASB メ

ンバーが、この新しい代替案である、単一マージンもしくは

残余マージンとの相殺に賛成した。

低い頻度で高い重要度を有する事象の予想価値の測定

両審議会は、低い頻度で高い重要度を有する事象の予

想キャッシュ・フローは、貸借対照表日後の事象を反映さ

せるために調整されるべきか検討を行った。この論点は、

不利な契約テストのみならずビルディング・ブロック・アプロ

ーチのもとで見積られた予想キャッシュ・フローに対しても

当てはまる可能性がある。

これに該当するような状況としてスタッフが挙げた例は、

期末時点でハリケーンが海岸沖にあり、貸借対照日後の数

週間で解決されるという暴風のカバレッジであった。この論

点は、貸借対照表日後の期間において知り得た暴風のダ

メージによる実際の損失を、前期末の保険契約負債の見

積りに使用すべきかという点である。

スタッフペーパーでは、いくつかの可能な代替案が提案

された。

(1) 保険者は、貸借対照表日後の保険事象の発生や未発

生の観点から、キャッシュ・フローの見積りを更新すべきで

はないとする IASB の公開草案における提案

(2A) 保険料配分アプローチを適用する場合には、貸借対

象表日の後で財務諸表の公表前に発生した事象に関し、

不利な契約の保険負債に関するキャッシュ・フローの見積

りを更新する。

(2B) すべての保険契約負債に関して、貸借対象表日の後

で財務諸表の公表前に発生した事象に関するキャッシュ・

フローの見積りを更新する。

(3) 後発事象の結果、貸借対象表日の後の期間に不利な

契約の保険負債が取り崩されると知り得た場合には、IASB

の公開草案における提案を改訂し、貸借対照表日におけ

る不利な契約を認識しない。

スタッフペーパーは、２A、2B および 3 は公開草案にお

いて記載されている概念的なモデルの例外であることを認

めた。公開草案のパラグラフ B40 では報告期間末日をまた

ぐ異常損害の例が提示されており、期末における予想キャ

ッシュ・フローを見積る際に各シナリオに割り当てた発生確

率は、報告期間末の状況を反映すべきあり、後になって判

断して、暴風が発生したことを知っているとすべきではない

と提案している。それにもかかわらず、スタッフは、代替案

2A、2B もしくは３がより意味のある、比較可能な情報を利用

者に提供すると提案している。

議論において、IASB および FASB メンバーの数名は、こ

のようなガイダンスがそもそも必要なのかと疑問に思ったよ

うである。高い重要度で発生頻度の低い保険事象を例外と

することは、これに類似したいくつかの論点について議論を

開始するきっかけとなるかもしれない。メンバーの一名は、

さらに、IASB が受けとったコメントレターの中で、これを問

題として提起しているものは極めて少なかったと述べた

（250 件中 4 件であり、すべて米国からのコメントであった）。

しかし、FASB のスタッフは、公開草案に対する回答者はこ

の論点に気づいていなかったが、審議やアウトリーチ活動

において、この潜在的な問題点について多数のフィードバ

ックを受けたと追加した。

個別のガイダンスは必要ではないと主張する審議会のメ

ンバーは、その代わりに、貸借対照表日の後に発生した事

象に関して、利用者が調整を行う事象(Type1)と調整を行

わない事象(Type II)の区分を記した IAS10/FASB ASC

Topic 855 を参照すべきであると提案した。

スタッフは、IAS10/FASB ASC 855 への参照が可能であ

ることは認識しているが、そのガイダンスは予想損失モデル
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ではなく、主として発生損失モデルにおいて適用され、そし

て、予想損失モデルに関しては限られたガイダンスしか提

供していないと指摘した。スタッフは、公開草案のパラグラ

フ B40 における例示は、IAS10/FASB ASC 855 への参照

と、このような状況は測定の事象ではなくタイプ II の開示と

して取り扱われるべき保険事象であるとの明確な記述ととも

に維持されるべきであると後に提案した。

代替案１の支持者は、期末時点で利用可能な情報に基

づく予想価値の測定において生じたいかなる変動性も経

済上のものであり、人為的なものではないため、削除される

べきではないと主張した。メンバーの一名は、問題は、期末

の公正価値が貸借対照表日直後に下落した場合における

株式の公正価値測定に対する類推であると述べた。それ

にもかかわらず、株式は貸借対照日の公正価値で評価さ

れ、貸借対照表日後に判明した情報は利用しない。

支持者は、代替案の 2A および２B の適用は大変複雑で

あるとも加え、選択される解決策は可能な限り単純なものと

すべきであると提案した。IASB および FASB の双方のメン

バーは、財務諸表の公表日が企業間で異なる場合、選択

肢２では次のような理由で比較可能性の欠如が生じるとの

問題を提起した：ハリケーンの損失に関する異なる情報をも

とに、期末の負債に対する異なる調整が結果としてもたらさ

れる可能性がある。

しかし、数名の IASB メンバーは代替案１に反対のようで

あった。彼らは、貸借対照表日の後に利用可能となった情

報が財務諸表の公開時に無視された場合、奇妙な結果を

もたらすかもしれないとの見解を示した。仮に、不確実性に

関するリスク調整を含めて予想価値の見積りを実施すること

が保険者に強制されるのであれば、保険者は財務諸表の

公表日までに発生しないであろうと想定される期末に予想

されたハリケーンに関して、重要なリスク調整を含めることが

できるかもしれない。

要するに、両審議会の過半数は代替案１を支持し、これ

は公開草案における提案と整合する。しかし、両審議会は、

IAS10 および FAS ASC Topic 855 の解釈は予想損失モデ

ルに関して不十分であり、それゆえ、未調整/タイプ II の事

象としての分類の観点から低い頻度で高い重要度の保険

金に関してのガイダンスを加えることを決定した。

不利な契約テスト

過去の審議会で議論されたように、不利な契約テストは

カバレッジ開始前の期間である契約および保険料配分ア

プローチを適用した契約の双方に適用される。仮に、将来

キャッシュ・アウト・フローの予想現在価値が、(1)将来キャッ

シュ・イン・フローの予想現在価値（カバレッジ開始前の期

間）もしくは(2)残存カバレッジに関する保険負債の残高（保

険料配分アプローチ）を超過する場合には不利な契約とな

る。

両審議会は、認識された不利な契約に関する負債の測

定を各報告期間末において更新すべきか否か、短時間で

審議した。両審議会は、全員一致で、各報告期間末にお

いて不利な契約に関する負債の再測定を行うことに賛成し

た。

（IASB のみにより）議論された第二の論点は、不利な契

約を認識する際にリスク調整を考慮すべきかという点であっ

た。

IASB メンバーの一名は、結論はリスク調整自体に関する

IASB の見解と整合させるべきであるとする彼の見解を示し

た。仮に、IASB が、リスク調整は負債測定の一部であると

いう現在の見解を維持するのであれば、認識と測定の双方

においてリスク調整を含めるというのが整合した回答となる。

しかし、リスク調整が未経過利益とみなされるのであれば、

場合によっては含めるべきではない。限定的な審議の結果、

9 名の IASB のメンバーが不利な契約の測定および認識の

際にリスク調整を含むというスタッフの提案に賛成した。

その後、両審議会は、第三の論点、実務的取扱である割

引前の発生保険金が採用されている保険料配分アプロー

チの契約に対し適用する不利な契約テストに関して合同で

議論した。議論された主要な論点は、損失を生む契約に対

する判定テストの実施時および損失額の測定時において、

予想キャッシュ・フローを割引くべきかという点であった。

スタッフは二つの代替案を提案した。

(1) 契約が不利であるかの特定は割引ベースで計算し、

不利な契約に対する負債の測定は割引前のベースで行う。

もしくは、

(2) 契約が不利であるかの特定は割引ベースで計算し、

不利な契約に対する負債の測定についても割引ベースで

行う。

議論の開始時点において、FASB の審議会メンバーは

次のような根本的な問題を提起しスタッフの見解に反論し

た：ペーパーは、貨幣の時間的価値が利益性を創出するよ

うな利幅の薄い料率設定をしている契約があると示唆して

いるようである。このような状況では、両審議会は従前の仮

決定を再検討し、12 カ月未満の発生保険金は割引かない

とする実務的取扱がこのような契約には不適切であると断

言し、それゆえ、このような契約は実務的取扱の適格要件

を満たさないとすべきである、というのが彼の見解であった。
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数名の IASB メンバーは彼の見解に同意したが、実務的取

扱の決定を覆すのは難しいと付け加えた。

両審議会の数名のメンバーは、保険者が発生保険金に

関して割引前の実務的取扱を選択した場合、不利な契約

のテストにおける判定テストの実施時、もしくは不利な契約

の測定時において予想キャッシュ・フローを割引くべきであ

るとするスタッフの見解に反論した。彼らは、例外を作るの

であれば整合的に適用されるべきとし、実務的取扱におけ

る負債測定の選択（割引なし）と整合的に、不利な契約テス

トも認識および測定されるべきと提案した。

スタッフは、未割引ベースに基づく不利な契約の認識は、

契約の料率設定の際に運用利回りを考慮していることから、

契約自体は不利な契約ではないが、契約の引受時に不利

な契約の負債を認識してしまう可能性があると回答した。

スタッフの抗弁にもかかわらず、両審議会のメンバーは

なお、割引前の代替案が、割引前の実務的取扱を選択し

た場合における発生保険金負債の測定と整合していると考

えていた。それゆえ、両審議会はスタッフの二つの提案を

棄却し、その代わりに、保険者が発生保険金について割引

かない実務的取扱を選択した場合には、不利な契約テスト

における予想キャッシュ・フローの割引も行わないという第

三の代替案に対して投票を行った。IASB の十一名および

FASB の六名がこの結論を支持した。IASB メンバーの一名

は、投票後に、この決定は、保険者が実務的取扱を適用し、

その結果、不利な契約の認識および測定を未割引ベース

で行うことが要求された場合において、不利な契約テストに

よる費用認識を避けるために実務的取扱から割引ベース

の測定への変更を認めないことも暗に示していると指摘し

た。

財およびサービスの区分処理（アンバンドリング）

過去の審議会で、両審議会は、収益認識プロジェクトに

おける独立した履行義務の認識に関して策定された要件

に基づき、保険契約における財およびサービスを区分処理

（アンバンドリング）することに暫定的に合意した。

このセッションで議論された最新のスタッフペーパーでは、

保険契約に馴染むように収益認識の文言がスタッフにより

変更されていたが、目的は同じである。保険者は、保険契

約における財またはサービスの提供の保証が、履行義務

の定義に該当するかどうかを判断すべきであり、そして、そ

のような履行義務が保険契約と区別される場合、これらの

履行義務に対し保険者は他の適用可能な会計原則を適用

するべきである。

保険者が定期的に財またはサービスを個別に販売して

いる場合、もしくは、保険契約者が財またはサービスからの

便益を、それ単独でまたは保険契約者にとって容易に利

用可能な他の資源と一緒に得ることができる場合、その財

またはサービスは保険契約とは区別される。容易に利用可

能な資源とは、保険会社または別の企業により個別に販売

されているもの、もしくは保険契約者がすでに入手している

ものである。

しかし、(1)財またはサービスが保険の構成要素と深く相

互に関連しており、それらを保険契約者に移転するには、

財またはサービスを複合保険契約に統合するという多大な

サービスを保険会社が提供する必要があり、かつ、(2)財ま

たはサービスが契約の履行のために大幅に修正もしくはカ

スタマイズされる場合、財またはサービスは保険契約と区別

できないとみなされる。

スタッフは、保険商品の保険契約勘定残高に関連して提

供される資産管理サービスの議論については、投資構成

要素の区分処理が議論される今後の審議会において独立

して議論されるため、現在のペーパーからは除外している

旨を説明した。

スタッフペーパーでは、主に、保険金処理サービスを提

供する健康保険契約で、健康保険のカバレッジの金額が

ゼロ（この場合、単にサービス契約として会計処理される）、

ストップ・ロスのカバレッジ（この場合、サービス要素の区分

処理が必要とされる）、そして、高い自己負担額（high-

deductible）のカバレッジ（この場合、区分処理は必要とされ

ない）と変動する例を取り扱っている。

IASB メンバーの一名は、収益認識の公開草案からコピ

ーされたいくつかの関連パラグラフは、保険契約と関連性

がないものもあるようだが、保険のガイダンスにおいて本当

に必要なのか尋ねた。例えば、彼は、財またはサービスを

区別するかを決定する際の「保険契約者は、その財または

サービスからの便益を、それ単独もしくは保険契約者にとっ

て容易に利用可能な他の資源と一緒に得ることができる」と

いうガイダンスは関連性がないと考えている。スタッフは、保

険契約に対する適用ガイダンスは、区別される保険金サー

ビス要素とともにヘルスケアの契約例を付表において説明

していると回答した。

FASB メンバーの一名は、同じ論点についての議論を行

った FASB の教育セッションを取り上げ、測定と表示の観

点で差異があるため、二つのモデルの間で契約獲得費用

を配分することは困難かもしれないとの見解を述べた。

FASB メンバーの他の一名はこの見解を支持し、保険契約

の測定モデルと収益認識における測定モデルでは、条件

付対価および割引の点でも差異があることを付け加えた。
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それゆえ、両審議会はこの影響を考慮し、今後の審議会に

おいて配分のアプローチを決定する必要がある。財または

サービスの構成要素が最初に評価され、そして、残余が保

険契約の構成要素として配分された場合、継続的に再測

定されるものであるため、再測定の際のいかなる差異も損

益計算書において認識されるという懸念が提起された。

採決において、IASB および FASB のメンバーの全員が、

スタッフが提案した独立した履行義務を認識するための文

言を支持した。しかし、FASB メンバーの一名は、条件付対

価や契約獲得費用、割引に関する会計処理などについて、

保険契約と収益認識のモデル間の差異の配分の影響につ

いてフォローアップすべきであると繰り返し主張した。

裁量権のある有配当性を有する金融商品- IASB のみの
セッション

IASB は裁量権のある有配当性を有する金融商品を保

険契約の範囲に含めるかについて審議を行った。スタッフ

は、これらの非保険契約の主な特徴と、類似した特徴を有

する保険契約と比較した場合における類似点を明らかにし

た上でセッションを開始した。彼らは、これらの金融商品は

主に保険会社により発行され、有配当保険契約と類似する

条件を有し、有配当保険契約と同じ方法で管理されている

と説明した。しかし、このような契約はある特定の地域での

み普及している。

スタッフにより提案された最初のペーパーは、裁量権の

ある有配当性を有する金融商品は保険契約の基準書の中

に含むことを提案した。スタッフはこの提案は以下の理由に

よることを強調した。

 有配当性を伴う金融商品と伴わない金融商品との間

の比較可能性よりも、有配当性を有する契約間での

比較可能性が重要である。

 多くは保険者により発行され、有配当保険契約ととも

に管理されているため、これらの契約を範囲から除外

することは実務的に煩雑となる。

 裁量権のある有配当性を有する金融商品の測定に、

金融商品の基準を適用することが困難である。

 保険契約の範囲内とした場合、契約者に支払われる

すべてのキャッシュ・フローを含め測定されるため、投

資家にとってより利便性の高い情報をもたらす（したが

って、他の投資家には利用されない）。

スタッフはまた、FASB の予備的見解は、裁量権のある有

配当性を有する金融商品は保険の定義を満たさないとして、

保険契約の範囲から除外すべきと提案していると述べた。

IASB メンバーの一名は、これらの契約が保険契約の定

義を満たさないという懸念があると述べた。彼は、また、銀

行のような他業種が保険契約の範囲に含むことを考慮して

いないのではないかとの懸念を示した。

他の IASB メンバーの一名は、この種の契約に対し金融

商品の基準書を使用した場合の問題点について理解を深

めたいと述べた。

スタッフは、金融商品の基準書における会計上の考慮要

件を要約した。保証要素は負債の定義に該当する。しかし、

裁量権の要素を考慮する際に問題が生じる。もし、いつ金

額が保険契約者に対して公表されるかという「時期」に関し

裁量権があるならば、この構成要素は負債の定義に該当

する。時期に関する不確実性のために、これは測定に不確

実性を生じさせる。保険契約者に支払われるべき「金額」に

関し裁量権があり、企業が実際に保険契約者への現金の

支払いを回避することができるのであれば、これは資本の

定義を満たす可能性が高い。この金額は資本の部に表示

されるため、保険契約者に対して支払われる金額が公表さ

れるまでは再測定されない。

IASB メンバーの一名は、保険契約の基準書の範囲に含

むことを強く支持した。彼は、これらの商品は有配当保険契

約と類似しており、また同様に管理されているため、同じ取

扱にしたいと述べた。

しかし、IASB メンバーの他の一名は、このような契約を含

めるために保険モデルを拡張することは、モデルを使用す

べきか否かに関し、過度の裁量権を与えることになると強調

した。彼はさらに、銀行がこのような契約を発行した場合、

義務が存在するか否かの疑問が生じると考え、そして、彼

は資本の構成要素は存在しないと考えた。

スタッフは、資本の構成要素は小さい、もしくは無視でき

ると回答した。しかし、資本は再測定できないため、商品の

測定方法と管理方法が切り離されてしまう。金融商品の基

準書が適用される必要があるならば、これは経済的な強制

についての審議を再度開始する必要がある。

IASB メンバーの一名は、保険契約者が契約を共有する

ことを期待して契約が販売されているのか、もしくは、監督

官庁が支払いを強制しているならば、それは推定債務が存

在し、したがって、これは負債であるという議論になるか尋

ねた。スタッフは、この論点を経済上の圧力の議論と分けて

議論することはできないと述べた。理論的には、企業はす

べての裁量権を有するため、支払いを回避することができ

る。しかし、他の競合他社が同様の契約で支払いを行った

場合は、その企業は支払いをする経済上の圧力を受けるこ

とになる。このような場合には負債となる。IASB メンバーの
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他の一名は、これは企業が株主への支払いを余儀なくされ

ている配当金と類似していると答えた。それゆえ、負債とし

ての認識を支持するために、同様の議論を使用できなかっ

た。

IASB メンバーの一名がこの商品が金融商品の基準書の

範囲となった場合、償却減価で測定するのか、公正価値で

測定するのか尋ねた。償却減価であれば、基礎となる資産

の測定との間で会計上のミスマッチが生じる。彼は、この結

果が有益であるか疑問を感じた。

IASB メンバーの他の一名は、リースや年金のように多く

の金融商品が金融商品の会計基準書の範囲外となってい

ることを理由に、この提案を支持すると表明した。これらの

商品はすべて金融商品であるが、このような商品の経済的

な特徴が会計処理を決定している。よって、同じ原則がここ

でも適用される。

IASB メンバーの一名は、提案された裁量権のある有配

当性を有する金融商品の定義が、銀行および一般業にお

いて発行された商品にも適用できるとのコメントを述べた。

それゆえ、保険契約以外の商品も保険契約の範囲へ含む

可能性がある。

スタッフは、裁量権のある有配当性を有する金融商品を

保険契約の範囲から除外した場合、金融商品の基準書を

測定の問題に対処するよう開発する時間が必要となると強

調した。

IASB メンバーの一名は、範囲への取り込みを保険者に

限定することが可能であると提案した。他のメンバーの一名

は、理想的な解決策ではないとしつつも、この見解を支持

した。他のメンバーの一名は、提案には反対しなかったが、

銀行と保険会社を含む連結グループにおいては問題が生

じ得るとし、この状況については検討すべきであると述べた。

他のメンバーの一名は、限定して範囲に含めることは、定

義を変更すれば対応可能であると提案した。

採決において七名がスタッフの提案に賛成した。一方、

範囲への取り込みを保険者のみに限定する提案に対し実

施された二回目の投票では、大多数が賛成した。

大多数が賛成した二回目の投票結果を考慮して、裁量

権のある有配当性を有する金融商品の定義を再検討し、ま

た、この変更がコングロマリットへ与える潜在的な影響を考

慮するために、審議会に再度ペーパーを提出することをス

タッフへ求めた。
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