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裁量権のある有配当性を有する投資契約

背景説明のために提供された FASB のスタッフペーパー

には、裁量権のある有配当性を有する投資契約の定義に

ついても記載されていた。それによると、これは保険リスク

が低い契約であり、保証された給付を補うものとして、追加

的な給付を受け取る権利を有する契約である。この追加的

な給付の額または支払時期は、契約の際に保険者の裁量

で決定される。この追加的な給付は、特定の保険契約プー

ルの業績、契約発行者が保有する特定の資産プールの実

現および（または）未実現の投資リターン、契約を発行した

会社、ファンドまたはその他の事業体の純損益によるもの

である。このような契約を発行する保険事業体は、一般に、

裁量権のある有配当性を有する保険契約も発行している。

FASB のスタッフは、先週、裁量権のある有配当性を有

する投資契約を保険者が引受けた場合、その契約を保険

契約の会計基準の範囲に含めることを IASB が決定したと

述べた。これらの契約は、フランス、ドイツそして英国のよう

に世界のある特定の地域では広く流通しているが、米国で

は一般的ではない。IFRS を適用する米国以外の作成者は、

現在、このような投資契約を IFRS 第４号に従い記帳してお

り、裁量権のある有配当性を有する保険契約と整合した方

法で会計処理することが許容されている。

FASB のスタッフは、裁量権のある有配当性を有する投

資契約が保険契約の要件に該当しない限り、保険契約の

会計基準の適用範囲から除くことを FASB 審議会へ提案し

た。スタッフは、このような契約は、金融商品のガイダンスに

基づいて会計処理されるべきであり、彼らの分析によれば、

裁量権のある有配当性が契約上のもしくは推定的な債務

を表している限り、裁量権のある有配当性とともに金融負債

として結果的に分類されるとの見解を説明した。スタッフは、

FASB が提案した金融商品に関するガイダンスによれば、

このような契約は、おそらく公正価値により会計処理される

と述べた。

審議会メンバーの一名は、IASB の直近の決議を考慮す

ると、新たに保険者特定の概念が定義に加えられたことに

より、IASB は「保険者(insurer)」を定義する必要が出てきた

と述べた。複数のメンバーは、IASB の提案のもとで、保険

会社以外の親会社は、保険子会社が発行した裁量権のあ

る有配当性を有する投資契約をどのように会計処理するの

か尋ねた。

スタッフは、裁量権のある有配当性を有する投資契約の

定義は広く、もし定義に該当する金融商品が保険契約の

会計基準の範囲に含まれた場合、意図せざる結果となる可

能性があるとの懸念を示した。

例えば、複数のバミューダの会社から、特別目的保険事

業体に投資している特定のヘッジファンドに保険会社のモ

デルを適用する必要が出てくるとの懸念の声が上がった。

審議会メンバーの一名は、ヘッジファンドが再保険事業体

に投資した場合でも、保険モデルは発行者用の会計処理

であり、投資者用の会計処理ではないため、適用されない

であろうとの見解を示し、この点に疑問を示した。しかし、審

議会メンバーの他の一名は、彼らの懸念は、ヘッジファンド

が裁量権のある有配当性を有する投資契約を引受けてい

ると見なされることであると説明した。しかし、彼は、適用を

保険者に限定するとした改訂後の IASB のモデルでは、ヘ

ッジファンドが裁量権のある有配当性を有する投資契約を

発行したとしても保険契約の範囲から除外されるが、保険

会社が発行した場合には保険契約の範囲に含まれると理

解していると述べた。

審議会メンバーの他の一名は、重要な保険リスクのない

契約をどうしたら保険契約の会計基準に準拠する保険契

約とみなすことができるのか苦慮していた。彼は、裁量権の

ある有配当性を有する投資契約は優先株式に似ている、

つまり、裁量性の構成要素は、一定の固定利回りに加え、

追加的な配当の機会がある優先株式に類似した資本のよ

うなものであると述べた。

審議会において詳細に議論されなかったスタッフペーパ

ーには、他の現行の米国基準が、仕組債、強制償還優先

株、利益参加権付き不動産抵当を含む、裁量権のある有

配当性を有する投資契約に類似した特徴を持つ金融商品

に対して、ガイダンスを提供していると記載されていた。スタ

ッフペーパーにおける見解は、現行および提案された米国

基準においては、裁量権のある有配当性を有する投資契

約は資本ではなく、負債であるとしている。

短時間の議論の後、審議会は、裁量権のある有配当性

を有する投資契約は、保険契約の定義に該当しない場合、

保険契約の基準の範囲外とすべきとする FASB のスタッフ

の提案に全員一致で賛成した。

ポートフォリオの定義および特定の保険契約の測定に関す
る計算単位-FASB 教育セッション

スタッフは、3 月２１日に IASB と合同での審議を予定し

ているペーパーの背景について、FASB に説明を行った。

ペーパーではポートフォリオの定義と(1)残余マージン/

単一マージンの決定、(2)不利な契約テストの実施、(3)残余

マージン/単一マージンの解放の際に使用される適切な計

算単位について議論されている。二つの代替的なスタッフ

の見解がペーパーに記載されていた。FASB の議論は、残

余マージン/単一マージンの決定、残余マージン/単一マ
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ージンの解放および不利な契約テストの実施時に使用され

る計算単位をポートフォリオとすべきと提案している第二の

代替案に集中した。ポートフォリオは、以下の契約であると

定義された。

 類似したリスクの影響下にある

 一つのプールとして管理されている

 引受けたリスクに応じて、同様に料率が設定されている

 類似したデュレーションおよび類似したマージンの予

想解放パターンを有する

もう一方のスタッフの提案は、残余マージン/単一マージ

ンの解放に関する計算単位を規定せず（原則に基づいて

決定するとし）、上述の四番目の要件が存在しなかった。

IASB の公開草案および FASB の予備的見解において

使用されているポートフォリオの定義は、IFRS 第４号の定

義を引き継ぎ「おおむね類似したリスクに晒され、単一のプ

ールとして一括して管理される保険契約」であった。スタッ

フは、この定義にはさまざまな解釈が存在し、すべての財

産/災害の保険契約商品を類似したリスクに晒されていると

考える人もいると説明した。この定義を明確にするため、引

受けたリスクに応じて同様に料率が設定されているという要

件が加えられた。したがって、例えば、労働者災害補償や

保証事業のように予想される利益マージンが大きく異なる

契約は統合されないであろう。もう一つの例として、今日の

実務において、財産/災害の保険契約の引受者は、保険

料不足の判定目的のために、企業向け商品ラインと個人向

け商品ラインを区分しているかもしれないが、この提案にお

いては、予想される利益マージン別に商品レベルでのより

詳細な分解が必要となるとスタッフは説明した。

審議会メンバーの一名は、新しい要件を一つずつ読ん

でいった場合、あまりに多くのポートフォリオを要求している

と解釈されるのではないかと懸念を示した。例えば、（特定

の種類のリスクが考慮された）自動車保険が、その後、（ニ

ュージャージー州とコネチカット州といった）個別に管理さ

れている地理的地域に分割され、さらに、これらの地理的

なプール内において、19 歳の自動車保険と 45 歳の自動

車保険は、潜在的に異なる料率設定であり、後者より前者

のほうがリスクが高いという理由で、別のポートフォリオに分

類することが要求されるのだろうか。

スタッフは、ポートフォリオの分類を慎重に行うことを要求

しているわけではないと回答した。請求される保険料はそ

れぞれの例における二つの分類の間で異なるかもしれない

が、料率の設定はリスクに比例し、それゆえ、相対的な利益

マージンは同様になることをスタッフは期待している。地理

的な場所に関しては、スタッフは、保険会社が同商品を扱

っている市や州ごとに必ずポートフォリオを分けることを期

待してはいないが、自動車保険に関して、例えば米国と欧

州それぞれの地域的なポートフォリオが存在する事例があ

るかもしれないと述べた。

スタッフは、追加的な要件のポイントは、過度に概括的な

合算を避けることにあると述べた。この追加的な要件がもた

らす主要な結果のひとつは、不利な契約テストによる費用

や当初損失を避けるために、損失を見込んだ契約と利益

が生じる保険契約とを不適切にグループ化しないことを確

実にすることであった。しかし、彼らはまた、個々の契約レ

ベルはやはり理論的な会計単位であることを前提に、保険

者が望むのであれば、より詳細なレベルでポートフォリオを

分類することを要件は禁じていないと述べた。

数名の FASB メンバーは、類似したリスクとリスクに応じた

同様の料率設定に関する要件のみで十分であると考え、

一つのプールとして管理されている契約という要件が必要

なのか尋ねた。さらにいくつか質問が上がり、まず、類似し

たデュレーションおよび類似した残余マージン/単一マージ

ンの予想解放パターンという第四の要件がなぜ必要か質

問がなされた。しかし、FASB のメンバーは、結局、保険者

がリスクから解放されるのに応じて単一マージンが解放され、

定額法とは大きく異なる FASB のモデルにおいては、リスク

の解放パターンの異なる契約が異なるポートフォリオに属

すことは理にかなっているとの見解に達した。

これに対して、多くの保険契約に関する残余マージンが

定額法により解放される IASB のモデルでは、加重平均し

たデュレーションを使用して定額法により潜在的に償却を

行うことができるため、異なるデュレーションの契約であった

としてもグループ化することは容易である。

保険契約の投資構成要素の分離-FASB 教育セッション

スタッフは、保険契約における預り金/投資構成要素を

分離すべきかどうか、また、どの程度分離すべきかという論

点に関して、従前の審議会における議論のみならず、関係

者からのコメントを考慮したうえで、最新の提案を行ってい

ると述べた（この議論の残りの部分では、「預り金」と「投資」

とを互換性を持って使用する）。スタッフは過去に、区分処

理（アンバンドリング）と細分化の二つの異なる種類の「分離」

を潜在的な代替案とみなした。この二つの違いは、「細分

化」が全ての構成要素を保険契約のモデルで測定し、その

測定後に財務諸表の表示目的で預り金構成要素を分離す

るのに対し、「区分処理（アンバンドリング）」は、預り金構成

要素を分離し、それを金融商品のモデルで測定することで

ある。
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現在のスタッフの提案における重要な論点は、(1)預り金

構成要素の分離は区分処理（アンバンドリング）ではなく細

分化の概念に基づいており、(2)分離の主な目的は、貸借

対照表における比較可能性や流動性の情報提供ではなく、

包括利益計算書において保険料として計上されるべき金

額の決定にある、という二つであると説明があった。

預り金要素を収益として認識することに対する審議会メ

ンバーの懸念を緩和するために、提案された損益計算書

上において開示される取引量の情報では、預り金構成要

素は保険料として表示されない。保険契約から預り金構成

要素およびそれに関連する手数料やコストを区分処理（ア

ンバンドリング）し、金融商品として別個に測定するという公

開草案と予備的見解の提案に伴うコストと複雑性に対し、

作成者が示した懸念を緩和する手法として細分化が提案さ

れた。スタッフの提案は、貸借対照表における分離表示の

必要性について利用者が強くコメントしなかったことを理由

に、貸借対照表において（保険モデルで測定された）預り

金構成要素の残高を個別に分離するものではない。

さらに、預り金構成要素は、金融商品の会計基準ではな

く保険モデルに準拠して測定されるため、例えば、償却原

価またはキャッシュ・バリューのフロアーを伴う公正価値で

測定された銀行の預り金残高と、預り金構成要素の予想価

値に基づく残高との間には比較可能性はない。

スタッフは、保険契約内の預り金構成要素を決定し分離

するための四つの代替案を紹介した。

(a) 分離なし

(b) 明示的な保険契約勘定残高の分離

(c) 保険事象の発生の有無にかかわらず、保険者が保険

契約者に対し支払義務を有する金額（伝統的な終身

保険の解約返戻金、期間確定年金、損害保険の経験

勘定を含む）の分離

(d) 保険者が、（保険金や給付金を含め）保険契約者に払

い戻すであろうと見積る受取保険料の金額の分離

スタッフペーパーは代替案（ｃ）を支持し、この代替案に

おける典型的な生命保険および損害保険の投資構成要素

の例を掲載している。代替案（ｃ）は、解約返戻金および保

険事象が発生しなかった場合にも保険契約者が現金を受

け取ることができる契約は、実質的に預り金の要素を表す

ため、預り金を明示的な保険契約勘定残高に限定すべき

ではないとする従来の審議会におけるメンバーからの提案

を反映している。代替案（ｄ）は、実行が複雑かつ困難であ

る預り金要素の極端な見解であるとみなされ、利用者が包

括利益計算書において要求した取引量の情報の表示を埋

没させるであろう。

FASB のメンバーの一名は、最新の提案では、預り金構

成要素は単に細分化され、包括利益計算書から控除され

るが、個別に測定および貸借対照表における表示をしない

としている、しかし、これは組込デリバティブを区分処理（ア

ンバンドリング）し、金融商品として測定するとした審議会の

従前の仮決定と矛盾していないかと尋ねた。スタッフは、デ

リバティブに関する審議会の決定は（現行の会計基準が要

求しているように）区分処理（アンバンドリング）であり、区分

処理（アンバンドリング）の下では、（契約獲得費用などの）

いかなる関連費用も配賦することは考慮されていないと回

答した。預り金の要素に関しては、区分処理（アンバンドリ

ング）および個別の測定の際に、保険契約獲得費用と投資

管理費用の配賦を求めることが想定されており、これはきわ

めて難しい。

審議会メンバーは、保険契約の預り金の要素とそれに関

連した手数料およびコストを、他の金融機関により発行され

た預金契約と異なる取り扱いにすることに悩んでいると答え

た。例えば銀行が投資管理手数料を伴う預金契約を発行

した場合、この投資管理手数料は収益認識のガイダンスに

基づき会計処理される必要があり、保険モデルが要求する、

すべての予想キャッシュ・フローの現在価値アプローチは

使用しない。スタッフは、保険契約に組み込まれた投資管

理手数料を、同じく保険契約に組み込まれた管理手数料

や死亡手数料から客観的に分離することは困難であると回

答した。審議会メンバーの他の一名は、以前、金融商品会

計を議論した際に、銀行の負債に基づく利回りに含まれる

管理手数料についても、分離しないようにすると審議会は

決定したと述べた。

審議会メンバーの他の一名は、包括利益計算書から預り

金構成要素を控除することに同意したが、貸借対照表にお

いても同様に、その金額を細分化すべきではないかと考え

た。審議会メンバーの他の一名はこの意見に同調し、預り

金負債の構成要素の情報は、利用者が資産と負債のミス

マッチと流動性の問題を分析する際に役立つと述べた。ス

タッフは、要求払いの負債額を含めた流動性の情報は、注

記の一部として開示され得ると回答した。

スタッフは、預り金構成要素に保険の測定モデルを適用

することの利点には、金融商品モデルでは必ずしも測定さ

れるとは限らない最低金利保証や解約手数料を含め、構

成要素に関連するオプションおよび保証の現在価値が測

定される点であると述べた。

審議会の他のメンバーは、最も重要な目的は包括利益

計算書から預り金の要素を控除することであり、残高の情
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報に対する懸念はそれほど高くなく、スタッフが提案したよ

うに注記での開示で対応可能であると理解していた。

預り金要素を区分処理（アンバンドリング）し、金融商品と

して扱う可能性について議論している審議会メンバーは、

保険の預り金要素は割引かれるのに対し、なぜ銀行の預り

金に関しては、要求払いの負債額を認識することが会社に

強制されるのか尋ねた。しかし、このメンバーは、保険者が

投資構成要素を要求払いの負債額として開示することには

問題があると述べた。なぜならば、この方法は、当該契約

の残りの保険構成要素に対して資産を計上する結果となる

可能性が高いからである。審議会メンバーの他の一名は、

保険者に預り金構成要素を割引予想金額ではなく要求払

いの負債額として計上することを求めた場合、極端に考え

ると、全員が即死する場合があれば、死亡給付を要求払い

の負債額として割引かず計上することも要求される可能性

があると述べた。
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