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多数の観点が両審議会において検討されていること、ならびに、IASB および FASB の暫定的結論を明確化すること
がしばしば難しいことより、これらの議事録は、FASB の ACTION ALERT および IASB の OBSERVER NOTE において公表さ
れる決定とは異なる可能性がある。加えて、暫定的結論は、将来の両審議会における議論により変更される可能性があ
る。IASB および FASB の決定は、 終基準書を公表するための公式投票の完了においてのみ 終化される。 

 

要約 

IASB および FASB は、合同の審議会を２０１１年３月１日および２日に開催し、割引率のロック・イン、損害保険契約負

債の割引、範囲、金融保証契約、フィールドテストの結果に関する予備的な報告、保険負債の測定における不確実性に

関する資料、および契約獲得費用について審議した。両審議会は、時間の制限のために、代替的な表示モデルについ

ては審議を行わなかった。 

両審議会は、スタッフの提案に同意し、いかなる保険契約についても割引率はロック・インすべきではないというスタッ

フの提案に同意した。代わりに、IASB の公開草案（以下「ED」とする）および FASB の予備的見解（以下「DP」とする）に

記載されているとおり、レートは各報告期間末において直近のレートに更新する。 

損害保険契約に関して、両審議会は、すべてのロングテールの損害保険の保険金については割引計算を適用すべ

きであるというスタッフの提案に同意した。しかし、損害保険におけるショートテールの保険金（保険金の支払い期間が１

年又はそれ以下）の割引計算の例外に関するスタッフの提案については、異なる見解が存在した。IASB はスタッフのア

プローチを否定し、代わりに、影響が非重要であれば割引を求めない場合を除き、既に確認された時間価値の原則と整

合的な、すべての保険金は割引が求められるというアプローチを支持した。これに対し、FASB の審議会はスタッフの「例

外」アプローチについて同意したが、もし、割引の影響が重要ではないとされる状況に関してガイダンスが提供されるな

らば、非重要性に基づく概念の検討について合意した。両審議会は、短期契約における簡便法の再審議に関して、こ

の論点を継続して議論することに合意した。 

スタッフは、範囲に関する提案について協議し、ED および DP と首尾一貫し、主な目的がサービスの提供であること

を理由に、固定報酬サービス契約を適用除外としたが、このような契約はまた、短期契約に関する簡便法を適用する資

格があることを条件に加えた。両審議会は、この追加された制限を却下し、代わりに ED および DP の提案を支持した。

固定報酬サービス契約の範囲のガイダンスが明確ではないという回答者からのコメントに対応するために、FASB は、

「保険」と「固定報酬サービス契約」の定義は、保険契約の定義を取り扱う将来の審議会において明確化される必要があ

ると提案した。 

IASB は、金融保証契約に対する会計処理に関し、（IFRS に定義する）金融保証契約の発行者が、もし、この契約を

従来から固有に保険契約として見なしていることを表明している場合には、当該契約を保険契約として会計処理すること

を許容する IFRS における現行のオプションを当面の間引き継ぐ、というスタッフの提案を全員一致で同意した。その他

すべての場合は、このような契約については発行者に金融商品として会計処理を行うことを求める。IASB はグループ間

取引において例外を提供しないことに同意した。FASB は、金融保証契約に関する USGAAP に存在する現在の多様性

に不満を表明し、現在の USGAAP に存在する異なる会計モデルについて理論的な説明をすべきであると述べた。

FASB は、保険契約の公開草案を公表するプロジェクトの一部として、この論点に関して IASB とのコンバージェンスを目

標に恊働する。 

スタッフは、フィールドテストに関する予備的な報告を実施し、ED で提案されたフィールドテストの結果は、コメントレタ

ーにおいて表明された見解と一致していたことを述べた。より詳細な報告は３月末までに提出される。 
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IASB は、保険契約のポートフォリオを獲得するための成功および不成功の活動に関する契約獲得費用を認識するこ

とに同意している。FASB は、 近、公表した USGAAP の変更に言及し、成功した契約獲得活動に関する契約獲得費

用のみがキャッシュ・フローに含まれることを述べた。両審議会は、どの契約獲得費用を契約の測定に含めるべきか、特

に販売の職能に関連した賃貸料やソフトウエアのように直接配賦可能な費用に関しては不明瞭であるとし、スタッフが履

行キャッシュ・フローのガイダンスに基づく契約獲得費用のキャッシュ・フローのガイダンスの草案を作成し、これを将来の

審議会における検討のため提出すると述べた。  

割引率のロック・イン 

ロック・インの考え方は、いくつかの回答者、特に北米および欧州における大規模の財務諸表作成者のみならず、こ

れらの国の会計基準の設定団体および国際的な監査法人により提案された。 これらの作成者は、割引率のロック・イン

は、保有する負債と関連する資産が長期間にわたり保有される彼らのビジネスモデルと整合的であり、短期の市場利率

の変動は、見当違いであると述べた。彼らは、償却原価に類似する（しかし、割引率以外のすべての仮定はアンロックで

ある）測定は、金融負債とある種の金融資産に使用されている測定とより整合的であると主張した。この問題点を分析し

た結果、スタッフは、結局、ロック・イン・アプローチを採用せず、両審議会は、ED および DP における割引率は測定日

現在の割引率を使用し、各期において更新する提案を維持することを推奨した。スタッフの理論的な説明は以下の議論

を含んでいる。 

 保険契約の予見可能性が、他の金融商品のそれよりも低い。 
 ロック・インされた割引率は、現在価値測定を表さない。 
 ある種類の長期の保険契約に関して異なるモデルを作成することは、比較可能性と理解可能性を減少させる。 
 このようなアプローチは、負債に関して IFRS 第９号の要件と整合的であるために複雑かつ困難なアンバンドリン

グ、オプションおよび保証の公正価値評価（例えば、現在はアンバンドリングを適用しない金利の保証）を必要と

する。 
 不利な契約のテストの開発が必要とされ、何をテスト実施の引き金とし、合算の範囲をどのように行うかという疑問

点が生じる。 
 いつ個別の契約が新しい契約となったか（つまり、いつ割引率をアンロックすべきかを決定する）ガイダンスを必要

とする。 
 ロック・インのオプションの誤用を避けるためのメカニズムの開発が必要となる。 
 割引率のロック・インは、キャッシュ・フローが一貫性を維持するためにインフレに対する調整を行うべきではない

かという問題を生じさせる。 
 より適切な類推は、キャッシュ・フローが各期末に更新された直近のレートで割り引かれる IAS 第３７号に基づく引

当金の会計処理であると考える者もいる。 

両審議会は、スタッフの提案に同意した。FASB のメンバーの 1 名は、彼は、資産の評価に基づいた負債の評価を支

持しない、そして、契約時の割引率が、新契約と既存の契約が混在するオープン・ポートフォリオの測定アプローチにお

いて、どのように機能するか明確でないと述べた。他の FASB のメンバーの 1 名は、その他の包括利益が、金利変動の

すべてもしくは一部を報告するために使用されるかもしれない点についてスタッフによる検討が行われたか質問をしたが、

スタッフは将来の審議会において検討する旨を回答した。他の FASB のメンバーの 1 名は、先月の審議会で、割引率が、

リスク調整において把握されない不確実性の変更を把握するためにどのように使用されるかについて議論したため、割

引率のロック・インについて反対すると述べた。 

他の FASB のメンバーの 1 名は、この論点に関するいかなる決定も、将来の両審議会における短期契約に関する簡

便法とは分離して議論を行うことを明確化した。さらに、USGAAP に対する非難の一つは、割引率のような主要な仮定を

アンロックしなかった点であり、それゆえ、ED/DP の提案は改善である、と述べた。さらに、彼女は、負債の測定に関する

も適切な割引率は何か、に基づき意思決定をしたいと述べたが、結局、彼女はこの決定が不適切なミスマッチを金融

商品の会計モデルとの間に生じさせないことを確認するために、状況を客観的に眺めることを望んだ。 

多くの IASB のメンバーは、FASB およびスタッフにより引用された理由を根拠にスタッフの提案についての承認する

ことを表明した。IASB のメンバーの 1 名は、スタッフにロック・インがビジネスモデルを反映しているという産業界の理論

的説明に対してどのように回答するのか質問を行った。スタッフは、回答者の議論は、契約の性質に関するものであり、

負債がどのように管理されているかではなく、資産がどのように管理されているかである、それゆえ、回答者はこの主張が

強固であると理解していない、と述べた。 
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損害保険契約の割引 

米国の損害保険会社および健康保険会社は、ショートテール（保険金の発生から保険金の支払いまでの期間が短い）

契約、および実際に支払うか、いつ支払うか、いくら支払わなければならないかという点について疑わしいロングテール

契約を含み、割引計算は、多くの保険商品に関するビジネスモデルを正確に表していないとコメントしている、とスタッフ

は述べた。 

スタッフは、短期の損害保険の割引に関する回答者の懸念、およびリース、短期の未収金および未払金のような、他

の会計基準との整合性に対応するため、通常、保険金支払い期間が１年以内のショートテール契約に関しては、割引計

算の例外とすることを両審議会に提案した。 

FASB のメンバーから、１年は契約の引き受けから生じるのか、保険金の発生から生じるかについて質問があり、後者

であるとスタッフは回答した。それゆえ、１年のカバレッジ期間の契約で、保険契約期間の 後の日に保険事故が生じ、

かつ支払いが１年以内に行われる保険契約は、保険契約の引き受けと保険金の支払いまでの期間が実際には 1 年で

はなく 2 年であるにも関わらず、割引計算の対象外となる。審議会メンバーの中には、この点が問題だとする者が何名か

いた。 

IASB のメンバーの１名は、一つの契約に関して発生する可能性があるショートテールとロングテールキャッシュ・フロ

ーを区分する必要性について困惑していた。彼女と他の IASB のメンバーは、影響が僅少でなければ、割引計算の原

則を適用することがより望ましいアプローチであると述べているが、例外として取り扱う数値基準についても困惑していた。 

スタッフは、「非重要性」をどのように定義するか決めかねていると述べた。１名の FASB のメンバーは、割引計算を適

用しない理論的根拠を「非重要性」に求めるのであれば、「非重要性」であることを証明するために計算しなければならな

いと述べた。これは、モデルの費用と複雑性を減少させるために例外として取り扱う目的を阻害してしまうように見える。１

名の FASB のメンバーは、収益認識のプロジェクトにおいて、重要性があると予想するのであれば、会社はキャッシュ・フ

ローを割引くという提案がなされたが、回答者からはこのような評価は主観的であるため明確な数値基準が必要である、

とのコメントが寄せられたと述べた。オーストラリア人のメンバーは、オーストラリアにおいては、損害保険の保険金につい

て割引計算の適用が要求されており、毎期、詳細な計算をする必要もなく、計算により、非重要性をどのように評価する

かを学んだと反論した。 

他の IASB のメンバーによれば、IFRS を適用する多くの国では２桁のインフレ率の状況にあることより、１年を時限と

する枠組みや、その他の自動的に重要ではないとする数値基準を作成することは困難であろうと述べた。他のメンバー

は、割引率は、インフレ率とリンクしていると述べた。FASB のスタッフは、これらの負債のショートテールを前提にすると、

キャッシュ・フローは重要なインフレを含んでいないため、重要なミスマッチは存在しないであろうと述べた。 

投票において、２名を除く IASB のすべてのメンバーは、スタッフのアプローチを否決し、代わりに、もし、影響が重大

でなければ、割引計算が要求されないことを除き、既に合意した貨幣の時間価値の原則と整合的であるため、すべての

保険金は割引かれる必要があるとするアプローチを支持した。これに対して、FASB のメンバーはこの「例外」アプローチ

を支持したが、割引計算の影響が重要ではないと見なされる状況に関する、より多くのガイダンスが提供されるのであれ

ば、「非重要性」に基づく概念を検討することに合意した。両審議会は、短期契約に関する簡便法の再審議に関連して、

この論点を継続して審議することに同意した。 

次に、スタッフは、割引はその他のすべての保険金、つまり、予想される支払いパターンが合理的に決定されるロング

テールの短期契約はもちろん、保険者が支払いをするべきか、いつ支払いをするか、そしていくら支払いをするかにつ

いて疑問が生じるロングテールの短期契約についても、割引は適用されるべきであるという提案が記載された資料の説

明を行った。スタッフは、もしモデルが保険者に極めて不確実な保険金の金額の見積りを求めるのであれば、スタッフの

見解としては、ポートフォリを基礎として、支払の潜在的な時期に関して見積もることはもはや困難ではないと述べた。 

すべての FASB のメンバーおよび１名を除く IASB のメンバーは、すべてのロングテールの損害保険に関する保険金

については割引を行うべきであるとするスタッフの提案に賛成した。支払いの時期に関するいかなる不確実性もリスク調

整で捕捉されるべきであることが述べられた。 
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範囲 

スタッフは、主な目的がサービスの提供であることを理由に、固定報酬サービス契約に関しては、ED および DP と首

尾一貫して適用除外とすることを提案したが、さらに、このような契約はまた、短期契約に関する簡便法を適用する資格

があることを条件に加えた。スタッフは、保険契約に関する測定の簡便法適用対象の契約と収益認識の会計基準に含ま

れる固定報酬のサービス契約との間で、類似する会計が適用されているため、この制限が加えられたと説明した。 

FASB のメンバーの 1 名は、仮に、2 つの契約があった場合に、双方の主たる目的がサービスの提供であり、一つが

長期の支払い期間であるため保険契約として会計処理が行われ、そして、もう一方が短期の支払い期間であるため収益

認識の会計処理を適用することは適切ではないと述べ、この追加的な制限に関して反対した。例えば、5 年の製品保証

の契約は、非保険会社により引受けられ、それ自体は、サービスの提供であると考えていたとしても、5 年の製品保証の

契約は保険契約となってしまう。 

他の FASB のメンバーは、固定報酬のサービス契約を引き受けるいかなる事業体にも、保険契約の会計基準が適用

されるかを判断するめに、保険契約の会計基準全体を参照し、契約内容の分析を求めることは、あまりにも面倒であると

考えた。単純に言えば、彼女は、誰かが現れ、そして何かをしてくれる、これはサービスであるが、誰かがあなたにいくら

かを支払う、というのは保険である、というようなモデルを求めている。しかし、スタッフおよび IASB のメンバーは、このサ

ービスと保険の区別は、保険者が支払いを現金で行うのか、または現物で行うのかに基づくべきではないと述べた。例え

ば、家が火災で焼失した場合、保険者は、家を建て直すためのコストを支払うか、もしくは、家自体を建て直すかのいず

れかの可能性があり、これはいずれも保険契約である。彼女は、これは適切ではなく、顧問弁護契約のように、収益認識

ガイダンスに従うべき典型的なサービス提供契約と考えられるある種の契約が、保険契約として会計処理されることは適

切であるとは考えていない、保険契約とサービス契約についてはより良い定義が必要である、と FASB のメンバーは繰り

返し主張した。 

ロードサイド・アシスタンス・プログラムに関して、契約期間が 1 年から５年の期間にわたり、レッカー移動のサービスの

みを提供する契約もあれば、自動車の補修、無関係の旅行サービス、映画のチケットの割引のような追加的なサービス

を提供する契約もあるとして、いくつかの参考事例が挙げられた。このようなロードサイド・アシスタンス・プログラムが保険

契約の範囲に含まれるか、もしくは、除かれるかについてスタッフにより異なる回答がなされた。1 名あたりの固定報酬を

受取り、それに対応して健康管理プログラム(Health care program)を提供する健康管理の提供者という参考事例も挙

げられた。これについては、もし、簡便法に該当するのであれば、保険契約の範囲から除くが、（スタッフの 新の提案に

基づき）簡便法に該当しないのであれば、範囲に含まれると述べる者もいた。故障した際の補修サービスに加え、予防

的なメンテナンスを行うボイラー契約に関しても参考事例として取り上げられた。スタッフは、この契約の意図は（ボイラー

を稼働させるための）サービスであると考えていることより、保険契約であるとは考えていない。 

両審議会は、 終的には、固定報酬サービス契約を範囲除外とするために簡便法の資格があるとするスタッフの追加

的な制限を却下し、代わりに ED および DP の提案を支持した。固定報酬サービス契約のガイダンスが明確ではないと

いう回答者からのコメントに対応するために、FASB は「保険」と「固定報酬サービス契約」の定義は、保険契約の定義を

取り扱う将来の審議会において明確化する必要があると提案した。 

両審議会はまた、ED において説明されている、製造者/小売者による製品保証、残価保証、自家保険および従業員

給付における雇用主の資産および負債などのその他の範囲除外について確認した。FASB は、保険者により自社の従

業員に提供される保険カバレッジは、従業員給付ではなく、保険契約の範囲に含めるべきか質問した。しかし、 終的

には、これは保険料を帰属させ発行した保険契約のように会計処理をするのではなく、従業員給付のガイダンスに基づ

き測定する方がより適切であると大多数が同意した。 

金融保証契約 

スタッフは、（金融資産の減損に関する審議会の検討結果が未定であり）IASB が、IFRS の保険契約に関して、IFRS
における現行のオプションを適用することを一時的な対応策として提案した。この対応策は、（IFRS に定義する）金融保

証契約の発行者が、もし、この契約を従来から固有に保険契約と見なしている場合には、当該契約を保険契約として会

計処理することを許容し、そして、その他すべての場合は、このような契約については発行者に金融商品として会計処理

（当初は、公正価値で評価を行い、事後においては当該金額の償却原価と、信用損失のテストを実施する）することを求

める。FASB のスタッフもまた、米国の会計基準においてこれらの契約に関して現存する多様に異なる会計上の取り扱い

に言及し、FASB もある種の金融保証契約（現在 FAS 第１６３号金融保証契約、および保険会社以外に関しては、
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FIN45 号保証のガイダンス）は、保険契約プロジェクトの対象範囲から除く一時的な対応策を提案した。FASB のスタッ

フは、グループ会社間の認識の要件についての例外を引き継ぐことも提案した。 

IASB のメンバーの１名は、これは、新しい保険者が金融保証契約に金融商品会計の適用が求められることからの適

用免除要件となると述べた。他の IASB のメンバーの１名は、保険契約の会計基準は、IFRS 第９号の提案が、金融保証

契約に適用できるであろうことが 終化した際、金融保証契約の発行者に、現在の会計処理の変更を許容する経過措

置を組み込むべきであると述べた。IASB のメンバーの１名は、受け取ったコメントレターやアウトリーチ活動からのインプ

ットは、ED の提案から彼の見解を変更させるのに十分であり、スタッフに提案された取り扱いを許容する、と述べた。しか

し、IASB は、減損と保険契約のプロジェクトが完成した段階で、これらの契約に関連する会計について検討する必要が

あると述べた。IASB のメンバーの１名は、現在の提案によれば、結局は、連結財務諸表において異なる会計処理を行う

ことになることを指摘し、なぜ IASB はこの選択肢を許容するのかという質問があった。 

投票において、IASB は、金融保証契約の会計処理のみならずグループ間取引における例外を認めないスタッフの

提案に、全員一致で同意した。 

FASB の議長は、FASB は公開草案にむけて検討しており、IASB とは異なる状況にある旨を説明した。金融保証契

約に関する USGAAP における多様な会計処理に関して不満を述べ、そして FASB は、今日 USGAAP に存在する異な

る会計処理の合理的な説明をすべきであると述べた。1 名の FASB のメンバーは、この論点について、金融商品と、特

に、減損のプロジェクトが完了した後に、FASB は IASB とともにコンバージェンスに向けて協働すべきであると述べた。

彼は、この協働作業は、IASB の保険契約の会計基準完了後になるであろうと述べた。FASB は、USGAAP の公開草案

において金融保証契約の取り扱いを提案するであろうが、これは他の USGAAP に対する多くの必然的な改訂を伴う重

大な問題点の解決になるであろうと述べた。さらに、FASB は、グループ間取引に関する例外の論点について IASB との

コンバージェンスが必要であると述べたが、FASB は、将来において金融保証契約の取り扱いについて審議する際にこ

の論点を決定するであろうと述べた。 

フィールドテスト – 予備的な報告 

スタッフは、ED において提案されたフィールドテストの予備的な結果を含んだ報告書を紹介した。この報告書には、

対象となった保険者の種類別数や参加者により使用されたデータの基礎、受け取ったフィードバックの種類、および、実

行したテストの仮定と制限が記載されている。スタッフは、結果は、おおよそ、コメントレターから受け取ったフィードバック

と一致しており、彼らは、現在、より良い理解と提起された幾つかの問題点の明確化のために、参加者へのアウトリーチ

に取り掛かっている、と述べた。より詳細な報告書は、3 月末には利用可能となるであろう。フィールドテストからの予備的

な結論は、現時点で、両審議会により検討された資料に含まれている、とスタッフは説明した。FASB は、フィールドテスト

において明確にされた問題点が、両審議会の現在のプロジェクト計画において、もしくは、プロジェクトに反映されていな

い側面に関しては固有のセッションにおいて取り扱われることを確かめるために、モニタリングが実施されるのであれば

有用であると述べた。現在、監督目的でリスク調整の計算を実施していない保険者から、これらの提案を実用化するため

に必要な期間を予想するためのインプットを入手することは有用であろうと述べられた。 

保険契約負債の測定における不確実性に関するセッション 

スタッフは、この資料の目的は、２月の両審議会において提起された、リスクと不確実性が二重に反映させる可能性に

ついての両審議会の懸念に対応することであると述べた。この資料は、すべてのビルディング・ブロックを考慮した測定

モデルにおける包括的な観点を提供するものであり、モデルが捕捉しようとするリスクと不確実性の要素を分析している。

両審議会は、スタッフに対してこの資料に関してコメントしたが、そのコメントは限定的であった。 

契約獲得費用 

スタッフは、ポートフォリオ・レベルで、どの契約獲得費用がビルディング・ブロックのキャッシュ・フローに含まれるかに

ついて決定することを目的とした資料について説明をした。２月の審議会において、IASB は不成功の契約獲得費用を

含むかについての決定はしていないが、FASB は契約獲得費用を契約獲得に成功した費用に限定することに同意した。

スタッフは、異なる見解を有することが述べられた。数名のスタッフは、保険契約のキャッシュ・フローに含まれる契約獲

得費用は、契約獲得に成功した努力に関連する費用であり、契約ポートフォリオの獲得に関係する直接費用に限定され

るべきであるとの提案を行った。彼らは、契約獲得費用の種類を明確化するために、営業、引受、医療検査、保険証券

発行および処理機能を織り込んだ適用ガイダンス（Implementation Guidance）の提供を提案した。 
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数名のスタッフは、保険契約のポートフォリオの当初認識に含まれるべき契約獲得費用は、保険者が保険契約のポー

トフォリオ獲得のために発生した（成功および不成功の双方を含む）すべてのコストであり、ポートフォリオの獲得に直接

関連する費用（例えば、コミッション）、および他の履行コストと同様の原則を適用し、契約獲得活動に直接的に帰属し、

ポートフォリオの獲得に配賦可能な一般費用を含むとする代替的な見解を提案した。 

FASB は、スタッフの提案と代替的なスタッフの提案の差異は、現行の USGAAP（成功および非成功の販売活動の双

方）と 近の USGAAP の改訂（成功した販売活動のみと、配賦される費用を給与および関連する従業員の給付に限定

し、その他の間接費を除く）との差異を反映していると述べた。FASB は、新しい保険の契約獲得費用の提案を創り出す

ために、デュープロセスを経ているので、現行の USGAAP の状況に逆戻りすることは FASB にとっては難しいと述べた。 

多くの IASB のメンバーは、スタッフの主要な主張を実務において、どの様に実行するのか質問した。彼らは、成功と

不成功の契約獲得活動に費用を配賦することは実務的ではないと考えている。IASB のメンバーの 1 名は、契約獲得時

に契約獲得費用を費用処理する場合と比較し、契約獲得費用を契約キャッシュ・フローとして含めることにより、どのよう

な実用的な情報が提供されるのか質問を行った。IASB のメンバーの 1 名は、代替的な方法を支持することを述べ、少

ない販売活動ではあるが、より品質のある時間を費やし、見込み顧客に対する販売を確実なものとする会社と、より多く

の時間を販売活動のために費やす一方で、販売の１件あたりの活動が少ない会社とを比較した結果、同じ金額の契約

を販売し、同じ金額の費用が発生する可能性があるかもしれないが、異なる金額が契約キャッシュ・フローの一部として

認識されることになる。これは、増分契約獲得費用を契約レベルで認識する場合には、異なるビジネスモデルは異なる

会計処理をもたらすことと同様の結論である。IASB のメンバーの 1 名は、開発されたモデルは、ポートフォリオ・レベルの

保険契約を履行するための費用の測定を目的としているため、代替的な提案の支持を表明した。 

IASB における、スタッフの主たる提案に関する投票において、2 名が提案に賛成したのみであった。2 名を除くすべ

ての IASB のメンバーは、保険契約のポートフォリオの獲得のための活動における成功および不成功の双方の費用を認

識することに賛成であった。この段階の審議において、審議会はどの契約獲得費用を含まれるべきか検討はしなかった。 

1 名の FASB のメンバーは、発生した契約獲得費用は、保険契約者に対する義務を履行するための費用を表してい

ないと主張した。彼は、ビルディング・ブロックのキャッシュ・フローに、追加の費用を含めることにより残余マージンの金

額を 小化するように試みるべきではないと述べた。彼は、すべての他のビジネスは、契約獲得費用のすべてを「期間

費用」とし、契約獲得に不成功であった活動に基づく発生費用の情報は、会社間のみならず異なる時点において会社

の獲得活動を比較するために有用な情報であると述べた。彼は、スタッフの代替的な提案に関しては、非常に強く異議

を唱えた。FASB は、成功した販売活動のみを考慮するスタッフの主たる主張に全員一致で同意した。 

次に、両審議会は、ビルディング・ブロックのキャッシュ・フローに含まれる契約獲得費用について検討を行った。スタ

ッフは、増分直接費、直接費および間接費に区分した、典型的な契約獲得費用の詳細なリストを含めていた。 

FASB のメンバーの大多数は、直接費を含めることに同意していたが、何が直接であると考えられるか、および何が間

接であると考えられるかについて異なる解釈がされるため、適用ガイダンス(Implementation Guidance）が提供される

べきであろうと述べた。多くの事務所の賃借料や、ソフトウエア費は一般的に、非直接費であるが、賃借料およびソフトウ

エア費が、契約獲得に関するだけのものであれば、FASB の少数派は潜在的に直接費になりうると考えていた。 

多くの IASB のスタッフは、代替的なスタッフの提案に記載されている「直接的に帰属可能な獲得費用」（directly 
attributable acquisition costs）と主たる提案の「直接費および間接費」（direct and indirect costs）の差異について質

問した。IASB のメンバーの１名は、準備されるであろう適用ガイダンス（Implementation Guidance）は、原則を明示説

明する数個の例を含むべきであると述べたが、スタッフ・ペーパーに含まれるような契約獲得費用の包括的なリストは作

成されるべきではないと述べた。他の１名の IASB のメンバーは、キャッシュ・フローのビルディング・ブロックに含まれる

契約獲得費用は、他の契約キャッシュ・フローにおける決定と整合的であるべきだと述べた。 

両審議会は、目的について検討し合っているのか、どの費用を契約獲得費用に実際に含めるべきかについて検討し

合っているのか明確ではなかった。スタッフは、履行キャッシュ・フローのガイダンスの草案を作成し、そして、彼らはこの

ガイダンスを使用し、必要であれば、契約獲得費用に関して適合させると述べた。その後、もし何か特定の範囲について、

両審議会が不同意の部分があれば、検討を決定するために契約獲得費用キャッシュ・フローのガイダンスを両審議会に

提出する。FASB のスタッフは、ドラフトの一部として不成功の契約についてもまた検討行うと述べた。 

 



   

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

あらた監査法人 

東京都中央区銀座 8 丁目 21 番 1 号 

住友不動産汐留浜離宮ビル（〒104-0061） 

aaratapr@jp.pwc.com 
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