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保険契約からの投資構成要素の分離（IASB のみの教育
セッション）

スタッフは、IASB の要検討事項として、a)保険契約から

分離されるべき投資構成要素をどのように認識するか、b)

投資構成要素に配分される保険料部分および包括利益計

算書において保険料として表示されない金額をどのように

決定するか、c)貸借対照表において投資構成要素に関連

した負債をどのように測定および表示するか、に関する一

連の三つのペーパーを説明した。スタッフは、このセッショ

ンでは特定の報告期間に対する保険料の配分は取り扱わ

ないと述べた。

スタッフは、投資構成要素の分離は「区分処理（アンバン

ドリング）」ではなく「細分化」の概念に基づいて行われ、そ

して、分離の主な目的は貸借対照表の比較可能性もしくは

流動性の情報提供とは異なり、包括利益計算書において

保険料として表示されるべき金額を決定することである、と

する議論の基礎となる二つの大まかな仮定を説明した。

「細分化」と「区分処理（アンバンドリング）」は双方とも保険

契約における投資構成要素を分離することを意味している。

この二つの考え方の違いは、「細分化」が全ての構成要素

を保険契約のモデルで測定し、その測定後に投資構成要

素を分離するが、「区分処理（アンバンドリング）」は、投資

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。

スタッフは、保険会社が投資構成要素を決定する際に従

う四つのステップについて説明した。

ステップ 1: 契約が保険契約であるかの決定

ステップ 2: 従前に両審議会において仮決定された、組込

デリバティブおよび財またはサービスの区分

ステップ 3: 区分されるべき投資構成要素の決定

ステップ 4: 投資構成要素の測定

ステップ３および４は、このセッションにおいて取り扱われ

る。分離を増加させるために、スタッフは、保険契約におけ

る投資構成要素の決定および分離に関して四つの代替案

を説明した。

(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

代替案(a)は、以前両審議会に棄却されており、また、目

的も達成できないとしてスタッフにより否決された。代替案

(b)は、類似した契約に対し異なる会計処理が適用される可

能性があるという欠点を有する。

代替案(c)は、(b)の全ての構成要素を含むが、終身保険

や養老保険の投資構成要素および解約返戻金（この考え

は、非明示的勘定残高とされる）を有する契約の投資構成

要素をも分離する。スタッフは、明示的な保険契約勘定残

高の有無にかかわらず、類似した契約を一貫性のある方法

で保険者が処理できるとして、代替案(c)が好ましいと説明

した。

代替案(d)は、(c)の構成要素を含むが、保険金および死

亡給付金の予想支払額をも含む。

スタッフは、代替案(d)は包括利益計算書における取引

量の情報を不透明にするため適切な選択肢ではないと考

えていると説明した。保険料はマージンと契約獲得費用の

合計額に限定されてしまい、これは利用者が包括利益計

算書上において望む取引量の情報とはならない。

それゆえ、スタッフは代替案(c)を推奨し、保険契約に含

まれる投資構成要素を、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う義務を有する金額

と定義することに賛同するか審議会に検討するよう求めた。

さらにスタッフは、包括利益計算書における合算された保

険料から、保険契約者に対して支払われる金額の現在価

値を控除することに同意するか両審議会に尋ねた。

審議会メンバーの一名が、審議会が代替案(c)を受け入

れた場合、「区分処理（アンバンドリング）」ではなく「細分化」

を採択したことになるのかと尋ねた。スタッフは、その仮定を

設定した旨を確認した。スタッフは、IASB は以前「細分化」

を好んでいたが、FASB の意見は明確ではなかったと述べ

た。「細分化」が選択されなかった場合、新たな議論を行う

必要がある。

メンバーの一名は、取引量の情報を含めることを特に米

国の関係者は主張するとし、また、米国では現在、代替案

(b)に準拠していると述べた。審議会のメンバーは、関係者

が代替案（c）で満足するのか尋ねた。スタッフは、この特定

の論点に関しては利用者の見解は不明であるが、代替案

（c）は代替案（ｂ）の拡張であり、経済的に類似した契約間

でより整合的な取り扱いを可能とするであろうと述べた。



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 3 of 11

審議会メンバーの他の一名は、一般的に分離は、保険

料が収益の代用とみなされ、そのように開示される場合に

のみ重要であると述べた。

審議会のメンバーは、非保険事象に基づく予想支払額

の現在価値はいつ計算されるのか尋ねた。契約時に実施

されるのみか、もしくは継続的に更新されるのか。スタッフ

は、これは継続的に更新されるであろうと述べた。計算には

保険負債で用いられる確率で加重されたキャッシュ・フロー

が活用されるであろう。

審議会メンバーの一名が、勘定残高に基づく「手数料」

はどのように機能するのかスタッフに尋ねた。現行の米国

基準では、明示的な勘定残高に対する手数料は収益とし

て認識される。これはビルディング・ブロック・アプローチの

もとではどう機能するのか。ビルディング・ブロック・アプロー

チにおいては、残余マージンまたは複合マージンの解放に

より利益が発生し、勘定残高で負担する費用は無関係であ

ろう。

スタッフは、機能的構造について完全には検証していな

いが、ビルディング・ブロック・アプローチは機能するであろ

うと推測すると述べた。審議会メンバーの他の一名は、保

険者が細分化するにもかかわらず、投資構成要素を金融

商品モデルではなく保険モデルに基づき測定した場合、類

似した契約間の比較可能性がなくなるという懸念を示した。

つまり、銀行により発行された契約と保険会社により発行さ

れた契約が、性質は同じであるにもかかわらず、同様に会

計処理されない可能性がある。これは、保険リスクの存在の

有無の定義への不安材料となるであろう。

審議会メンバーの他の一名は、スタッフがオペレーション

の観点を考慮しているか尋ねた。彼の理解では「区分処理

（アンバンドリング）」は極めて困難である。このメンバーは、

どの程度「細分化」が難しいものとなるのか尋ねた。スタッフ

は、細分化は契約者へ戻されるキャッシュ・フローを特に考

慮しており、キャッシュ・フローに基づくこれら多くの見積り

には、ビルディング・ブロック・アプローチが活用できる可能

性があると述べた。

審議会メンバーの他の一名は、保険契約者に支払われ

るべき金額に関するキャッシュ・フローは、将来キャッシュ・

フローを含むのか、もしくは現在までに受け取った金額に

関するキャッシュ・フローのみを含むのか尋ねた。スタッフ

は、投資構成要素に関しては、現在までに受け取ったキャ

ッシュ・フローのみが細分化において考慮されると述べた。

細分化された金額は、保険契約者が現時点で払い戻しを

受けることができる金額であり、契約を継続した場合に将来

において受け取ることができる金額ではない。

審議会メンバーの他の一名は、分離に関して回答者が

コメントしており、賛否両論であったと述べた。両審議会は、

何らかの形で分離すべきであると暗に決定していたようで

ある。これは一般的に理にかなっており、もし保険契約の中

の収益と整合していないある種の構成要素が除外されるな

らば、より良い品質の情報を提供することになるであろう。し

かし、審議会のメンバーは、その提案がどの程度のコストと

複雑性を伴うのかを明確にした上で、再度審議会へ提出

することは可能かスタッフに尋ねた。スタッフは、一般に、多

くの非明示的な勘定残高を区分すればするほど、複雑性

は増すと述べた。

審議会メンバーの一名は、「区分処理（アンバンドリング）」

に反対し、「細分化」を支持すると表明した。しかし、銀行も

しくは保険会社により提供された商品は類似しているように

見えるかもしれないが、同様の会計処理を適用できるほど

類似していないかもしれない。それゆえ、全ての構成要素

の測定に保険モデルを使用することは十分であり、「細分

化」により追加的な有益な情報が提供できる。

審議会メンバーの他の一名は、契約期間の後半におい

て、契約を保険契約から分類変更することは可能か尋ねた。

例えば、おそらく保険契約における保証上限のために保険

契約の構成要素の割合が契約期間において徐々に小さく

なる場合、その契約はすべて金融商品会計の適用対象と

なるのか。スタッフは、公開草案はそのように分類を変更す

ることは想定していないと述べた。一度、保険契約に分類し

たのであればそのまま保険契約とする。その審議会メンバ

ーは、分類変更は意味があるのかと尋ねた。スタッフは、商

品分類の再評価は負荷が多いが、リスクの開示は追加的

な情報を提供するであろうと述べた。

審議会メンバーの他の一名は、取引量の情報の重要性

を理解しており、なぜ預り金を収益から控除するか理解で

きたと述べた。しかし、今までのところ保険料についてのみ

議論が集中しているが、費用や保険金などのコストはどの

ように取り扱うのか尋ねた。スタッフは、コストについても比

較可能な取り扱いが想定されると述べた。そして、預り金の

払い戻しは保険金からも控除される。審議会のメンバーは、

保険料からの投資構成要素の控除は実務的に機能しそう

であるが、保険金の分離は実務的に機能するか尋ねた。例

えば、保険契約者に対して支払いがなされる都度、保険者

は、どの金額が保険に関連したもので、どれが投資の払い

戻しかを決定する必要がある。単純かつ明示的な契約もあ

るが、何が保険金の支払いであり何が投資の払い戻しなの

か判別できない可能性がある契約を彼は想像していた。

審議会メンバーの他の一名は、残余マージンがどのよう

に配分されるかによるが、契約がビルディング・ブロック・ア

プローチに基づいて会計処理された場合と金融商品の会
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計基準で処理された場合とでは、最終的な結果は酷似す

るのではないかと推測した。彼は、差異が存在するのであ

れば、結果的にどのような差異が生じるのか計算例を見た

いと述べた。

貸借対照表における投資構成要素の分離表示に関して

は、保険者に保険契約から投資構成要素を分離して表示

することを強制するべきではないが、(i)包括利益計算書か

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部分と(ii)要求払いの負

債額の双方について開示を行うべきであるとスタッフが提

案した。スタッフは、投資構成要素を貸借対照表上で分離

して表示すべきかについてスタッフ間で議論があったと述

べた。しかし、スタッフは、分離表示により、貸借対照表に

おける二つの項目のうち少なくとも一つが意味のないもの

になるのではないかと考えている。投資構成要素は、多く

の場合、独立した金融商品とは異なる方法で測定された金

額で表示され、また、保険構成要素には投資構成要素とは

関係ないことが明確でないキャッシュ・フローが反映されて

いる。それゆえ、比較可能性が十分ではない。

審議会メンバーの一名は、一般的に利用者にとって開

示は有用であると述べた。しかし、そのメンバーは、貸借対

照表上にて情報が比較可能でなければ、なぜ比較可能で

はない注記が有用なのか少し理解に苦しんでいるようであ

った。さらに、貸借対照表上においてこれを分離して表示

することが禁止されているのかと尋ねた。スタッフは、貸借

対照表上における更なる細分化は IAS 第 1 号において禁

止されていないが細分化を強制しないことにより、スタッフ

は、存在しないかもしれない比較可能性を示唆しないことを

確実にしたいと述べた。それゆえ、注記による開示の方が

望ましい。スタッフは、この開示を、貸借対照表上では原価

で表示され、注記において公正価値が開示されている資

産に類似した追加的なデータのようであると考えた。

その他の包括利益における保険負債の変動の認識（IASB
のみの教育セッション）

IASB は、全ての変動を損益で報告するという公開草案

での提案を変更して、保険負債のある種の変動に対しその

他の包括利益を利用する可能性について教育セッションを

行った。このセッションの目的は、スタッフが一連のペーパ

ーの提出を予定している来月の審議会に先立ち、その他

の包括利益の使用に関する問題点を議論することであった。

このセッションは、その他の包括利益の使用の是非、その

他の包括利益計算の使用に関する機能的構造、そして損

失認識テストに対する関係者からのフィードバックを反映し

たものであった。

今回の説明において、スタッフは、金融商品の「分類と測

定」に関する 4 月のペーパーで、第三の金融資産のカテゴ

リー「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する適格

性のある負債性金融商品」について検討することを想定し

ていた。この背景には関係者から受け取ったフィードバック

がある。

公開草案では、保険負債に関する全ての変動を利益も

しくは損失として認識する現行の測定を提案していた。しか

し、多くの回答者は、現行の測定自体には同意しているが、

損益計算において割引率の変動により生じた短期的な変

動を認識することに反対していた。彼らは、これは保険負債

の長期性に関する性質を反映せず、基礎をなす長期のパ

フォーマンスを不明確にすると考え、また、金利変動の影

響は保険金が最終的に支払われるまでの期間にわたり自

然に解消されると考えていた。それゆえ、彼らは、割引率の

変動から生じる短期的な変動は、その他の包括利益にお

いて認識されるべきであると提案した。

数名の審議会メンバーは、その他の包括利益の使用に

懸念を示した。そのうちの一名は、さらに、キャッシュ・フロ

ーが変動せず、割引率の短期的な変動の影響が自然に解

消される金融投資に関して、その他の包括利益を使用する

ことは理解できるが、保険負債に関しても同様に短期的な

変動の影響が自然解消されるのか疑問があると加えた。し

かし、他の審議会メンバーは、割引率の影響は、保険負債

に関しても同様に解消されるとの見解を述べた。

スタッフは、公開草案に対する回答者の見解はさまざま

であったと述べた。損益計算において短期的な割引率の

変動の影響を認識することに明確に反対する意見もあれば、

損益計算での認識を受け入れる意見もあったが、回答者

は実績に透明性を持たせるため、これを損益計算書にお

ける独立したセクションにおいて表示することを望んだ。

スタッフは、短期的な金利の変動による保険負債の変動

をその他の包括利益において表示することで、損益計算書

における全ての変動性が解消されるわけではないと付け加

えた。（割引率以外の）仮定の変動や実績の調整によって

も変動が生じると予想される。

その他の包括利益の使用の是非

スタッフは、多くの利用者が、財政状態計算書における

現在の割引率で割り引かれた保険負債を有用な情報と考

えていることが、集まったフィードバックから確認できたと説

明した。しかし、全ての変動を損益で報告することは、読者

に対して有用な情報を提供していることにならない。その他

の包括利益を使用した場合、会計上のミスマッチが逓減さ

れ、市場の変動により引受結果が不明瞭になることはない。
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その他の包括利益の使用に関する賛成意見および反対

意見がスタッフにより説明された。その他の包括利益にお

いて報告される項目の透明性については異なる見解が存

在し、透明性があるとする意見もあれば、全ての変動を損

益で表示するほうが透明性が増すとする見解もあった。

議長は、保険会社の財務諸表において、その他の包括

利益および財政状態計算書は欠くことのできない存在であ

り、全ての読者、利用者、そしてアナリストは、これら主要な

財務諸表に注意を払うべきであり、損益計算書からのみ得

られる情報に依拠するべきではないと、この最後のコメント

に対し意見を付け加えた。

審議会メンバーの一名は、その他の包括利益が注目さ

れていない現行の USGAAP と異なり、主要財務諸表の一

部となっている IFRS では、その他の包括利益の透明性に

関する問題は少ないと加えた。

審議会のメンバーは、その他の包括利益を使用した場

合、異なるデュレーションおよびオプションと保証により生じ

る経済上のミスマッチに、どのように対応できるのか多様な

見解を有していた。審議会メンバーの一名は、デュレーショ

ンのミスマッチの情報は、その他の包括利益と損益計算書

を共に検討する場合にのみ把握できると強調した。一方で、

他の審議会メンバーの一名は、オプションと保証は、損益

での表示を求める可能性がある割引率の変動の方向性と

程度によっては実際のキャッシュ・フローを変更させる可能

性もあると述べた。

スタッフは、さらに、短期的な割引率の変動により生じた

負債の変動に対しその他の包括利益を使用することに、割

引率に直接関連した仮定の変動（例えば、解約率の仮定

や組み込まれた保証利率）により生じた負債の変動につい

ても含むべきかどうか質問した。

審議会メンバーの一名は、これらの影響を完全に区分す

ることは実務的に可能か尋ねた。スタッフは、業界にとって

は、割引率の影響を区分せず、割引率の仮定に関連した

潜在的な影響と共に計算する方がむしろ容易であると説明

した。

審議会メンバーの一名は、この点に関し、次の二つの問

題に対応すべきであると述べた：スタッフと審議会は、どの

変動がその他の包括利益に理論的に反映されるべきか、

そして、配分を可能にする実務的取扱の必要の有無につ

いて、正確な回答を用意すべきである。数名の審議会メン

バーは、割引率の短期的な変動をその他の包括利益に表

示することの利点を理解していたが、他のメンバーからは、

最初のビルディング・ブロック（偏りのない確率で加重され

たキャッシュ・フロー）が影響を受けた場合、どこに線が引か

れるのかという質問があった。

同様に、審議会メンバーからリサイクリングの質問もあが

った。スタッフは、このペーパーではリサイクリングをカバー

していないと回答した。審議会のメンバーの他の一名は、こ

れは、ポートフォリオの売却時や損失認識テストの際に大き

な問題となるため、対応すべきであると述べた。

仮にその他の包括利益の解決策が適用された場合、ロ

ック・インされた割引率のトラッキングが必要となると審議会

メンバーが指摘した。

スタッフが次に提案したトピックは、その他の包括利益の

使用を強制とすべきか任意とすべきかであった。可能な四

つの選択肢がスタッフにより検討された。

 全ての状況において、その他の包括利益の使用を強

制する。

 会計上のミスマッチを低減させるのであれば、変動を

損益に表示するというオプション付きで、その他の包括

利益の使用を強制する。

 会計上のミスマッチが存在する場合は、その他の包括

利益の使用を強制する。

 全ての状況において、その他の包括利益の使用を許

容する。

さらにスタッフは、審議会が考慮すべき二つの追加的な

質問を説明した。

 何を計算単位とすべきか。

 その他の包括利益の使用の決定/選択はいつ変更さ

れるべきか。

最後の二つの質問に対し、数名の審議会メンバーは、金

融商品のプロジェクトと保険プロジェクトの結論は整合する

必要があるため、金融商品のプロジェクトが最終結論に至

るまでは回答できないとの懸念を示した。

審議会メンバーの一名は、もし、保険者が損益と資本の

双方のミスマッチに対して懸念があるならば、現在の提案

ではなく、双方に対応するモデルが必要であるとの見解を

述べた。スタッフは、金融商品のプロジェクトはどの程度、

保険プロジェクトの影響を受けるのか懸念を示した。

審議会メンバーの他の一名は、その他の包括利益の使

用を補完する明確に示された原則なしに合理的な回答を

得ることは不可能ではないかと懸念を表明した。スタッフに
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より開発された四つの代替案と、計算単位およびその他の

包括利益の選択／決定の変更の可能性に関する追加的

な質問は、関係者により提起された懸念に関する潜在的な

回答の多数の組み合わせを表している。ペーパーを審議

会に再提出する際には、明確な原則を作成するようスタッ

フに求めた。

その他の包括利益の使用の機能的構造

その他の包括利益の機能的構造に関して二つの代替案

がスタッフから説明された。

(a) 損益における支払利息は、保険契約獲得時にロック・

インされた割引率を使用し計算される一方、その他の

包括利益は、現在の割引率による負債とロック・インさ

れた割引率による負債との差異を含むことになる。もし

くは、

(b) 損益における支払利息は、現在の割引率を使用して

計算したものに、その他の包括利益に（もしくは、その

他包括利益から）移転された金額を加減算したものを

表示する。その他の包括利益の金額は、現在の割引

率による負債とロック・インされた割引率による負債との

差異となる。

スタッフは、代替案（a)および（b)は損益とその他の包括

利益に対して同じ結果をもたらすと指摘した。

審議会メンバーの他の一名は、代替案（b)と類似したア

プローチが金融負債の公正価値オプションの公開草案に

おいて提案され、関係者により棄却されたとコメントした。そ

れにもかかわらずスタッフは、提案した解決策にはメリットが

あると考えていると回答した。

スタッフは、さらに、負債の期間にわたりキャッシュ・フロ

ーが増加する場合、どの割引率（ロック・インされた割引率、

もしくは残りの期間を固定するように取り扱われる現在の割

引率）を使用すべきかに関連した質問を提起した。審議会

メンバーの一名は、キャッシュ・フローの予想が増加する都

度、現在の割引率を使用することは、複数の割引率を記録

しなければならず、これは実務的ではないとコメントした。

スタッフが作成した数値例を検討した際、審議会メンバ

ーの一名は、その他の包括利益の使用により業績の全体

像が把握できるのは、損益計算書とその他の包括利益の

双方を見た場合のみであると指摘した。彼は、損益計算書

のみで利用者に対し有用な情報を提供できるか疑問であ

ると述べた。

さらに、他のメンバーは、ある種の変動がその他の包括

利益に含まれた場合の損益計算書の有用性について質問

を行った。彼らは、現在の割引率の変動を排除した場合、

業績に理論上の区分が生じるとの意見を述べた。しかし、

ロック・インされた割引率と共にロック・インされたキャッシュ・

フローを損益計算書において見ることを望む人もいれば、

短期的な割引率の変動による保険負債への影響を表示す

ることを支持する人もいる。提起された質問は、どの表示が

引受マージンに関する有用な情報を提供するかであった。

損失認識テスト

スタッフペーパーにおいて、（契約の料率設定時に考慮

された）資産のリターンが 予想よりも低かった場合、損失を

生じる契約であるとみなされる「損失認識テスト」の概念が

紹介された。

スタッフは、損失認識テストに関連して以下の質問をした。

 損失認識テストを実施するべきか。

 いつ損失認識テストを実施するべきか。

 損失認識テストを実施する際には何をすべきか。

o どの金額が、損益に組み替えられるべきか。

o 割引率の変更は、損益計算書において再設定

されるのか。

審議会では、損失認識テストに関してさまざまな意見が

飛び交った。その他の包括利益における負債の再測定自

体が新しい解決策を必要とするかもしれない珍しい状況で

あるという事実にスタッフが注目する中、このテストがはたし

て必要なのかという懸念があった。

審議会メンバーの一名は、次のような矛盾を感じていると

付け加えた：その他の包括利益に関する前の議論では業

績を評価するためには当期利益とその他の包括利益の双

方を見る必要があるとする結論に至ったが、損失認識テスト

の提案により、利用者は当期利益がより重要と感じるかもし

れない。

審議会の他のメンバーは、資産に基づく負債の測定は、

IFRS において広く適用されていない概念であり、多くの混

乱を生じさせると述べた。

審議会の他のメンバーは、スタッフが作成した代替案の

いずれにも興味がなく、同様に損失認識テストを実施しな

い可能性についても興味がないと述べた。概論として、多く

の審議会メンバーが、その他の包括利益の解決策を決定

するためには明確な概念の目的が必要であるとの見解を

共有した。このような目的がないまま審議会が検討を進める

と、更なる問題に直面する。多くの懸念事項が明らかにな
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ったため、損失認識テストの機能的構造については議論さ

れなかった。

教育セッションであるため、意思決定はなされなかった。

スタッフは 4 月の審議会にその他の包括利益の解決策に

関するペーパーを提出する予定である。

保険契約からの投資構成要素の分離（IASB および FASB
の合同審議会）

スタッフは、両審議会に検討のための三つのペーパーを

提出した。

 保険契約から分離されるべき構成要素を認識するため

の原則

 投資構成要素に対する保険料の配分の決定

 財政状態計算書における投資構成要素の負債の測定

と表示

先週の IASB のみの教育セッションと同じペーパーが使

用された（上述の議事を参照）。

分離される投資構成要素

FASB は、最初の検討事項である投資構成要素の認識、

および、保険契約における投資構成要素は保険事象の発

生の有無にかかわらず保険者が保険契約者に対し支払う

義務を有する金額とするスタッフの提案について議論を開

始した。

FASB メンバーの一名は、区分処理（アンバンドリング）に

関連したいくつかの問題には気付いているが、細分化の提

案は行き過ぎではないかと感じていた。彼は、保険の構成

要素が失効し、預り金の構成要素が残った場合、預り金は

保険として会計処理されるのではないかと懸念していた。

彼は、二つの構成要素間に相互関係があれば細分化は適

切であると考えていた。しかし、保険契約者が双方を区別

できる構成要素として別々に受け取ることが可能な状況で

あれば、区分処理（アンバンドリング）が最も適切である。

FASB のメンバーは、企業が保険を引受け、さらに預金

を預かり、双方の要素が区別できる場合、一つの契約であ

ることを理由に、これらの構成要素を統合する必要はないと

考えていた。彼は、これらの構成要素が二つの別個の契約

として引受けられた場合、決して一つの契約に統合しない

であろうと述べた。それゆえ、彼は、構成要素が区別できる

際に区分処理（アンバンドリング）を要求するためには、範

囲の明確化が必要であると提案した（例えば、保険の構成

要素が解約されているにもかかわらず、投資構成要素から

のキャッシュ・フローを受け取る機会がある場合、もしくは、

一方の構成要素なしでもう一方の構成要素の契約ができる

場合）。彼は、これは、財またはサービスが区別できる際の

考え方と整合していると考えている。

FASB の議長は、この提案が実際に機能するかスタッフ

に尋ねた。スタッフは、区別できる構成要素を抽出すること

は可能であると同意した。さらにスタッフは「区別できる」を

定義する必要があり、そして、これは活発な市場があるかに

依存すると述べ、それゆえ、財またはサービスの区別を決

定するよりも難しいであろうと述べた。区別できる構成要素

を伴うタイプの契約がどのくらい一般的であるか尋ねられ、

スタッフは極めて一般的ではないと回答した。

FASB の議長は、FASB のメンバーが前述した、区別でき

る投資構成要素に関しては単なる細分化ではなく区分処

理（アンバンドリング）を求める追加的な「濫用防止」条項と

ともに、保険契約における投資構成要素は、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う

義務を有する金額であるとする FASB のスタッフの提案に

同意できるか尋ねた。FASB のメンバーは全員一致で賛成

した。

次に、IASB がその提案に関して検討を行った。IASB の

メンバーの一名は、表示より先に測定の問題に取り組む必

要があると述べた。彼は、区分できる勘定残高に関する

FASB の審議会メンバーの現在の提案によれば、明示的な

勘定残高のある契約は区分処理されるか（つまり、金融商

品の基準に基づいて会計処理がされるか）尋ねた。スタッ

フの一名は「分離」されるであろうと回答した。他の一名のス

タッフは、それぞれの構成要素が別々に購入できないユニ

バーサル生命保険契約のような商品の場合、投資構成要

素は分離（細分化）され、包括利益計算書の表示から控除

されるが、区分処理（アンバンドリング）されず、そして金融

商品として測定されないと明確に説明した。さらに、IASB の

メンバーは、保険者が区分処理できるのであれば、そうす

べきであり、その選択肢を知りたいと述べた。取引のように

区分処理が可能である場合は、同様の方法で会計処理す

べきであるというのが彼の意見であった。

IASB のメンバーの他の一名は、スタッフペーパーにおい

て、包括利益計算書上の数字を目的とした投資構成要素

の決定には問題ないと考えられているのに、なぜ貸借対照

表上では問題があるとされているのか理解できないと述べ

た。スタッフは、これは、なぜ細分化が行われるかという基

本的な目的によって決定されていると述べた。両審議会は、

以前に、保険料の取引量を損益計算書において表示し、

細分化はそれを達成する手法であることを決定した。しかし、

投資構成要素は、金融商品ではなく保険契約の基準を使

用して測定されるため、細分化が、金融商品の基準で測定
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される投資構成要素と比較可能な測定を得るための手法と

はならない。

IASB のメンバーの他の一名は、主観性の低い分離を表

していることを理由に、代替案(b)(明示的な保険契約勘定

残高のみの分離)が好ましいと述べた。

IASB の議長は IASB のメンバーに投票を求めた。多数

の IASB のメンバーは、保険契約における投資構成要素は

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

に対し支払う義務を有する金額であるというスタッフの提案

を支持した。

さらに、IASB の議長は、最初に FASB のメンバーが提案

したように区別できる残高は区分処理（アンバンドリング）を

すべきかメンバーの見解を尋ねた。FASB の議長は、この

点についてスタッフがより詳細に検討すべきことを提案した。

スタッフが区別できる勘定残高の分離に関するペーパーを

改めて提出することが同意された。

投資構成要素の測定

FASB のメンバーは、包括利益計算書における保険料か

ら控除する投資構成要素をどのように測定するかというペ

ーパー２G の質問２を検討した。スタッフは、保険者は包括

利益計算書における保険料から「保険事象の発生の有無

にかかわらず、全体的な保険負債の測定と整合的に測定

された保険契約者または保険金受取人への支払額の現在

価値」を控除することを提案した。

審議会の前半で、FASB の教育セッション後に提出され

たスタッフの提案に対する解釈について、米国の作成者か

ら得たフィードバックが紹介された。第一の解釈は、多くが

文章内の「かかわらず」という文言に焦点を当てていた。保

険事象が発生しなければ、投資構成要素は全てのキャッシ

ュ・フローを含むが、例えば、保険契約を解約できるような、

保険契約者がこの金額の一部に対し権利を有する場合は、

死亡構成要素についても含めるべきである。

第二の解釈は、「整合的に測定された」という文言に焦点

を当てたものだった。これは、分離を決定するために、保険

事象に関連する義務的な支払いの 100%は保険構成要素

に帰属すると考え、そして、保険事象が発生しなかった場

合の支払いの 100%は投資構成要素に帰属すると考える。

つまり、保険構成要素の区分は行われない。

FASB のメンバーの一名は、収益から控除される金額は、

保険契約者に対して支払われる、確率で加重された見積り

の金額とすることに同意を示した。

FASB のメンバーの他の一名は、US の作成者の二つの

解釈の違いを理解するよう求めた。スタッフは、ペーパーの

例２の注記６に示された投資構成要素の CU273 の数字が、

第一の解釈を表すと強調した。第二の解釈の下では、投資

構成要素はCU71 であろう。

IASB のメンバーの一名は、例２の注記６は預り金の概念

と整合しており、その中では、全ての状況下において金額

が払い戻され、生存し続ける場合のみに受取可能となる金

額ではない（つまり、死亡した場合に没取される預り金を保

有するのは、とても不自然である）。スタッフは、作成者が誤

解しているのか、また、好みを表しているのか尋ねられた。

スタッフは、二つの解釈に対する選好はないとし、そして、

一般に、全ての経済的なイン・フローは米国の作成者の好

みであると述べた。

FASB の議長は、全般的に IASB の提案を FASB は支持

していると述べた。しかし、彼らは、この解釈上の問題にど

のように対処すべきか確信がなかった。

次に IASB が提案について検討した。IASB のメンバーの

一名は、解約手数料はどうなるのか、解約手数料の控除前

もしくは控除後に投資構成要素を決定するのか明確化す

るよう求めた。スタッフは、投資構成要素は解約手数料控

除後の金額から算出されると回答した。つまり、投資構成要

素は、保険契約者に払い戻されることが予想される金額を

表すであろう。

IASB のメンバーの他の一名は、第二の解釈に同調して

いる。彼は、解約返戻金と死亡給付金では価値が大きく異

なることがあり得るため、義務的な金額よりも確率で加重さ

れた金額を使用することで、確率加重のシナリオの変更が

「クリフ効果（cliff effect）」を生じさせると考えていた。

IASB のメンバーの他の一名は、双方の解釈が論理的で

あるため、双方とも正しいかもしれないと述べた。

投票において全ての IASB のメンバーは、包括利益計算

書において表示される保険料から、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うべき金額の現在

価値を控除するというスタッフの提案を支持した。さらに、米

国の作成者による第一の解釈が最も適切であると結論付け

た。FASB のメンバーは、解釈に対する情報と分析は最近

受け取ったものであり、内在的な影響を把握するための時

間がさらに必要であると述べた。FASB の議長は、FASB の

投票を延期し、FASB のみの別の審議会の際に取り扱うこと

を提案した。
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財政状態計算書における表示

スタッフは、細分化された金額は貸借対照表上に表示し

ないが注記において開示を行うという彼らの提案を説明し

た。

IASB のメンバーの一名は、これは保険者が貸借対照表

上で分離表示を行うことを排除する提案であるか質問をし

た。比較可能性が欠如しているため、多様化が進む可能

性が懸念されること、そして、それゆえ、貸借対照表上にお

ける保険構成要素と投資構成要素の分離表示が禁止され

るのか質問をした。彼女は、表示の多様化が進行し続ける

のかどうか質問をした。スタッフは、追加的な金額の表示を

排除することは、IAS 第 1 号とは整合しないと述べた。

審議会の他のメンバーは貸借対照表上における分離の

有用性について議論をした。メンバーの一名は、スタッフが

注記による開示を提案すれば、なぜ貸借対照表上におい

て表示されないのかの疑問が生じると述べた。スタッフは回

答として貸借対照表上で現在開示されている表示科目の

数を強調し、そして、ビルディング・ブロック・アプローチの

残高と保険料配分アプローチの残高の分離表示により、さ

らに細分化した分離表示を要求しなくても十分に直接的な

情報を提供するか質問した。スタッフは、さらに、残存する

保険構成要素の「残高」に関し、企業間における比較可能

性についての懸念を述べた。

IASB のメンバーの一名は、表示された残高に比較可能

性がないことは同意するが、これら細分化された金額を貸

借対照表上で表示することは利用者にとって何らかの価値

があると述べた。IASB のメンバーの他の一名は、継続的に

は、細分化された表示は意味のある指標ではないであろう

と述べた。IASB のメンバーの他の一名は、審議会は単一

の金額を特定することはできないが、これは一つ以上の金

額に意味があるとみなされることを示しており、それゆえ、こ

れは追加的な開示で取り扱われるべきだと考えていると述

べた。

IASB の大多数が、細分化された金額は貸借対照表に

表示しないが注記において開示するというスタッフの提案

に賛成票を投じた。

次に、FASB が提案の検討を行った。議長は、仮に貸借

対照表において二つの表示項目アプローチが採用された

場合、どのようにロールフォワードの開示を表示するのか懸

念を示した。FASB のメンバーの他の一名は、より信頼性の

高い表示は、貸借対照表上におけるこれらの金額の分離

表示であると述べた。彼らは、さらに、このような開示の必要

性に関するフィードバックを得ているか明確な説明をスタッ

フに求めた。誰も説明をしなかった。

FASB のメンバーの他の一名は、判断を必要とする計算

に基づき分離を行うことは気が進まないと述べた。彼らは、

貸借対照表上では一つの科目を表示し、必要があれば、

注記において開示を行うということに同意した。

僅差での過半数で、FASB のメンバーはスタッフの提案

に賛成した。

計算単位（IASB および FASB の合同審議会）

スタッフは、ポートフォリオの定義に関連する提案を説明

した。

スタッフの第一の提案は、ポートフォリオを残余マージン

/単一マージンの決定および不利な契約テストの際の計算

単位とするものであった。ポートフォリオの定義は、以下の

ような契約である：

 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

第一の提案では、残余マージン/単一マージンの解放に

関する計算単位は規定されない。

代替的は第二の提案は、上述の三つの要件に加え、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

ージンの解放パターンを有する契約という第四の要件を追

加してポートフォリオを定義している。このポートフォリオは、

第二の提案において、残余マージン/単一マージンの決定

および不利な契約のテスト時だけでなく、残余マージン/単

一マージンの解放の際の計算単位としても使用される。

FASB は審議を開始した。FASB メンバーの一名は、これ

ら三つ（もしくは四つ）の独立した要件は、ポートフォリオの

より細分化された概念を意味しており、ポートフォリオの定

義に該当するかを判断するために一つ一つ特定の順序で

適用されることを意図しているのか、それとも、これらはポー

トフォリオを決定する際に考慮すべき一連の要件およびガ

イダンスとして考えるべきかスタッフに尋ねた。スタッフは、

要件それぞれの性質は概してお互いを補完していると回答

した。例えば、保険者がまとめて管理しておらず、同様の保

険料率を設定していない契約を系統的に分類する理由を

探すのは困難である。他のスタッフは、これら要件は、より

範囲の狭いポートフォリオの定義へ移行していく段階的な

アプローチでの適用を意図しておらず、それゆえ、これら要

件はポートフォリオを決定する際に役立つ特徴であると述

べた。
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FASB のメンバーの一名は、残余マージン/単一マージ

ンの解放に関する計算単位が規定されているか否かで、こ

の二つのアプローチに差異が生じると考えているかスタッフ

に尋ねた。スタッフは、おそらく、提案のいずれにおいても

異なる考えに至るものではないと回答した。しかし、スタッフ

の数名は、マージンの解放に関する計算単位には、さまざ

まな保険者にとってより良い代替的な方法があるかもしれ

ないので、特定のルールを規定しないことに賛同していた。

例えば、マージンが定額法で償却される場合、加重平均ア

プローチが使用可能である。

スタッフは、さらに、性質の 4a の iv)が原則に基づく性質

であるか質問を受けた。スタッフは、この性質はより規範的

な判断基準であり、必ずしもその他の性質と同様に原則に

基づく必要はないとの考えもあると回答した。

採決において、FASB は、残余マージン/単一マージン

の解放に関する計算単位の定義の提案を含む、スタッフの

第二の提案を支持した。しかし、これは、段階的なプロセス

ではなく、類似のリスクおよび同様な料率設定に関する性

質が共に考慮されることを前提としている。

次に、IASB のメンバーは、彼らのコメントをフィードバック

した。IASB のメンバーの一名は、この提案が、保険者がマ

ージンの解放を契約レベルで実施することを禁止するもの

か尋ねた。スタッフは、禁止されていないとし、ある保険者

にとっては最も簡単な方法であろうと述べた。

IASB のメンバーの他の一名は、最初の性質（類似のリス

ク）が原則と合致しており、その他の性質は、最初の性質に

該当するか否かを保険者が判断するのを助けるための一

連の要件であるのか尋ねた。スタッフは、仮にこれらのその

他の性質が定義に含まれなかったら、現在の実務が示すよ

うに、逸脱のリスクがあるであろうと述べた。スタッフは、さら

に、主な懸念点は、保険者が損失が生じる契約と利益が生

じる契約を相殺し、それにより、不利な契約テストのトリガー

が隠れてしまうことであると述べた。

IASB のメンバーの一名は、不適切な相殺が主な懸念事

項であるならば、これを明確にする文言が必要であると回

答した。IASB のメンバーの他の一名は、文言は現段階で

は極めてルールベースであるため、代わりに、損失が生じ

る契約と利益が生じる契約とを相殺しないことを確実にする

ための原則が確立されるべきであると述べた。この原則が

確立された場合、定義は不要であるかもしれないという議

論ができるであろう。保険者は、不適切な契約の相殺を行

わない限り、業務上の目的で契約を合算することは許容さ

れるべきである。彼は、さらに、マージンの解放に関する計

算単位を規定しないことを支持すると述べた。

IASB のメンバーは、損失が生じると予想された契約は、

独立したポートフォリオ内で表示されるべきであると述べた。

IASB のメンバーの他の一名は、目的が既に他の性質内で

述べられているため、4a の iv)における性質は不要であると

述べた。

現在の文言では、例えば自動車保険に関して、保険者

はリスク水準が類似していないと考え、若いドライバーと年

老いたドライバーを別個のポートフォリオに分離する可能性

があるとして、更なる検討が行われた。彼は、契約の料率設

定が適切である限り、これらのリスクは同じポートフォリオに

分類されるべきであると考えた。それゆえ、保険者がこの性

質によりポートフォリオを非常に小さいレベルで定義するリ

スクがある。しかし、彼は、契約/事業が損失を見込んだも

のである場合、分離するべきであると述べた。それゆえ、彼

は、合算に基づく原則が必要であるとスタッフに提案した。

採決において、IASB の大多数が、残余マージン/単一

マージンの解放の計算単位を規定しないという提案を含む、

第一のスタッフの提案に賛成した。

FASB の議長は、両審議会の間での決定事項の差異を

これ以上好まないと述べ、FASB に彼らの結論を再検討す

るよう求めた。IASB と FASB の双方のメンバーによる更なる

議論の末、両審議会は、この提案に対する意見の相違を

認め、それぞれの当初の投票結果を変更しないことに同意

した。
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