
本冊子は英語の原文を翻訳したものです。従いまして、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 1 of 7 

 

 

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。さらに、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 による決定は、 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１4 日および 15 日に開催し、割引率に関する実務的な方法は
許容されるべきではなく、有配当契約への割引率の適用を明確にするという仮決定が行われた。さらに、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）において提案されている保険契約の定義が再確
認され、IFRS 第 4 号の定義に、少なくとも 1 つの損失のシナリオおよび時間価値による要件が分析において考慮され
るべきであるとされた。基礎となる個別の契約が保険契約として適格であるとされた場合、このような契約のポートフォリオ
の再保険は、保険リスクが移転しているとみなされるというガイダンスが加えられるであろう。 

両審議会は、回答者からの費用と便益の懸念に対応するために、契約の当初認識の時期に関して ED および DP か
ら考え方を変更した。実務的な目的を理由として、両審議会は、カバレッジ以前の期間における不利な契約についての
早期認識とともに、保険カバレッジの開始する時点を契約の認識の開始時点として使用することに同意した。 

両審議会は、表示モデルおよび複合マージンの代替的な償却計算のアプローチについて審議を行ったが結論を出
すことは求められなかった。両審議会は、リスク調整の計算と利用に関する現在の実務について、また、割引率に関する
代替的な方法としての資産負債レート（ALR）について、外部の説明者からプレゼンテーションを受けた。 

表示モデル 

このセッションの目的は、両審議会に保険契約に関する業績報告計算書について代替的な表示アプローチを説明す
ることにある。スタッフは両審議会に表示のモデルについての結論を求める前に、 初に、測定モデルに関するその他
の側面について決定することを望んでいるため、収益の定義、および表示の代替的方法に関する意思決定を求めなか
った。スタッフは、ED において提案されている純然たる要約マージンアプローチに対する代替的アプローチを説明して
いる以下の例について説明を行った。 

 取引量の開示を計算書上に記載した要約マージンアプローチ 
 拡張マージンアプローチ 
 引受アプローチ（予想キャッシュ・フロー） 
 二元的計算書 

FASB のメンバーの 1 名は、取引量の情報に関する利用者の要請は、他の業界との比較可能性に基づく保険者の業
績報告を行うためのものであることを理解した。彼は、他の業界との比較可能性を有するためには、業績報告計算書は、
収益認識のプロジェクトと整合する、既経過方式(Earned basis)で作成される必要があると述べたが、一方で保険料の
配分アプローチは、負債の測定モデルにおいては困難であると理解している。彼は、他の方法と類似するように試みるこ
となく、測定モデルに整合的である興味深い取引量の情報を提供していることを理由に、現金の流入と流出の情報を表
示するモデル（代替的モデルにおける引受アプローチ）を好んでいる。彼は、業績報告書上において囲み形式の注書き
で表示されている取引量の情報は、業績報告書（引受マージン）に表示されている他のいかなる情報とも関連しない可
能性があることより、混乱をもたらすと主張した。 

複数の FASB のメンバーは、利用者および作成者により支持されることを条件として、異なる商品が分析される方法を
反映しているため、長期契約（おそらくマージンアプローチ）と短期契約（未経過アプローチ）に対しては分離したモデル
を潜在的に好んでいると述べた。アンバンドリングの決定は、 も適切な表示の両審議会の 終的な決定に重大な影響
を与えるため、預り金要素は適切に定義される必要があると述べられた。 
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IASB のメンバーの１名は、スタッフにより提案された異なる方法について意思決定することは困難であると述べた。彼
は、取引量の情報の表示に関する利用者の要請を理解しているが、マージンの情報を明確に業績報告書上において
表示することが彼の好みである（これは、他の IASB のメンバーにより支持されている）。彼は、開示される情報が合理的
な基準に基づいているのであれば、マージンの情報に加え、取引量の情報を業績報告書上に開示することを許容する
と述べた。彼は、スタッフにより提案されたどの方法が も実用的であり、かつ、作成者にとって合理的な方法に基づき
情報を準備することができるか評価するため、スタッフに利用者および作成者に連絡をすることを求めた。他の IASB の
メンバーの 1 名は、マージンの情報を表示する必要性について述べたが、業績報告書は、他の業種との比較可能性を
保持すべきであるため、マージンの情報が業績報告書上に記載されるべきか、もしくは注記に表されるべきかについて
決めていないと述べた。 

IASB のメンバーの 1 名は、既経過モデル（earned model）に関する彼の選択を説明し、表示された業績の情報を一
般の利用者にも理解することができることを確実にするために、表示の形式は単純にするべきであると述べた。他の
IASB のメンバーの 1 名は、既経過モデル（earned model）は、収益認識のプロジェクトにおいて表示される情報と整合
することを述べ、この見解に同意した。彼は、保険負債の利息の付与に関する表示の非整合性について指摘し、これは、
投資収益と共に表示すべきであり、スタッフの例のいくつかにおいて提案された保険引受の結果の一部ではないと説明
した。 

IASB のメンバーの 1 名は、二元的計算書の例示に表示されている利源分析の情報は大変有用であり、両審議会は、
利源分析とマージン情報を含んでいる補足的な計算書を企業の主要な報告書の一部として開示することを検討すべき
であると述べた。 

IASB のメンバーの 1 名は、取引量の情報が、業績報告書上で囲み形式の注書きで表している方法に賛同を表明し
た。表示されている情報は、両審議会が、彼らの審議の一部において検討した拡張マージンアプローチに類似し、この
方法を開発する際にスタッフが経験した問題点を述べた。 

スタッフは、既経過方式（earned basis）に基づく保険料の配分は、特に年金契約や、ストップロスの契約に関しては
難しい問題があることを述べた。さらに、スタッフは、収益認識の提案に整合した表示のモデルは、単純な保険契約につ
いては機能するが、保証やオプションのような、より複雑な要素を含んだ契約にとっては問題があることを述べた。スタッ
フは、業績報告書において認識される収益の金額を見積るために第２のモデルを開発することを求めることは、理想的
ではないと述べた。さらに、スタッフは、業績報告書上で囲み形式の注書きにより表されている取引量の情報は、財務諸
表の表示のプロジェクトに含まれている一体性の原則（cohesiveness principle）に準拠していないと述べた。FASB のメ
ンバーの１名は、利用者により使用される情報の提供の重要性に関して繰り返し説明をし、利用者および作成者に対す
るアウトリーチ活動は、特にこの点に取り組むべきであると述べた。 

要約として、IASB は ED において提案されている要約マージンの情報に加えて、取引量の情報を含むアプローチに
傾いていた。 

複合マージン 

このセッションの目的は、両審議会に対し、包括利益計算書における複合マージンの償却パターンに関する代替案を
説明し、両審議会がこのモデルのさらなる開発のために、スタッフにガイダンスを提供することである。スタッフは、複合マ
ージンの認識の原則を認識の要件に組み込む 2 つの代替案を明らかにした。 初のアプローチは、認識の原則のみを
提供するものであるが、これに対し、第２のアプローチは、原則とともに推奨されるかもしくは要求される認識の比率を使
用する実例を提供した。スタッフは、両審議会に対して、何らの意思決定を求めなかった。 

FASB のメンバーの１名は、スタッフに、提案された例を実際の生命保険商品に適用し、原則がどのように適用される
のかを示すよう依頼をした。他の FASB のメンバーの１名は、原則を設定することは好ましいが、ガイダンスは複合マージ
ンが認識されるべき期間（例えば、カバレッジ期間とするのか、それともカバレッジ期間と保険金支払い期間の双方を含
むのか）について欠如している、と述べた。保険契約の異なるタイプに関して も適切な償却の計算式を選択するため
にガイダンスが作成されるべきである。 

FASB のメンバーの１名は、どのように保険者がリスクから解放されるかに基づいて、計算式は複合マージンを償却す
るべきである、と述べた。彼は、リスクは、必ずしも特定の保険金の金額と相関関係がある必要はなく、保険金の金額に
計算式が適用されるのであれば、契約期間の後半部分に収益の認識の繰り延べをもたらすと述べた。彼は、複合マー
ジンの認識の原則を組み込むことを支持しているが、特定の計算式の使用を必ずしも求めない。彼は、ウエイト付けを決
定する際に、アクチュアリーおよびマネジメントにより考慮される可能性がある要素は、契約の種類別の企業の相対的な
実績、予想キャッシュ・フローを見積る際の過去の実績、予想キャッシュ・フローを見積る際の固有の問題点、相対的に
等質なポートフォリオおよびポートフォリオの内部、そして将来の結果を表していない過去の実績を含んでいる、と述べ
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た。彼は、もし計算式が提供された場合、他の代替的なアプローチがより適切である場合においても、作成者はこの提
供された計算式を使用するだけであろうことに躊躇していた。 

IASB のメンバーの１名は、リスクに基づく複合マージンアプローチの償却に関するこれらの提案は、IASB が選択した
リスク調整アプローチにより近づけるように測定の提案を調整する、と述べた。しかし、他の IASB のメンバーの１名は、複
合マージンアプローチは、単に当初のマージンを償却するだけであるが、明示的なリスク調整は、現在の見積りを使用し
各期間に再測定される、と後にコメントをした。 

IASB のメンバーの１名は、提案された複合マージンの償却計算式は、リスクからの解放に焦点を当てたと考えられる
が、運用管理に関する報酬のように、複合マージンに含まれているその他の要素が存在すると述べた。彼は、この提案
は、複合マージンに含まれているその他の要素について見込んでいないと述べた。 

議長は、提案は、複合マージンおよびリスク調整の取り扱いに関して両審議会の歩み寄りをもたらしている、と述べた。
IASB のメンバーの１名は、リスク調整は各期間において再測定されるが、FASB の複合マージンアプローチは再測定さ
れず、そして、FASB は複合マージンをアンロックするかどうかは検討していないと主張した。 

割引率に関する実務的な方法 

以前の合同審議会において、スタッフは、特定の企業集団に関する割引率の決定について実務的な方法の提供可
能性の検討を求められた。これに従い、審議において、スタッフは、両審議会は割引率の決定に関する実務的な方法を
提供すべきではないと提案した。 

FASB のメンバーの 1 名は、割引率の決定に関する実務的な方法を提供しないスタッフの提案に同意し、提案されて
いる測定モデル全体が複雑であると述べた。彼は、測定モデルの要素にだけ実務的な方法を提供することへの強固な
支持があると考えていない。彼の見解によれば、実益をもたらすためには、実務的な方法はモデル全体に対して提供さ
れるべきである。しかし、彼は、固定報酬サービス契約に関する将来の基準書の範囲の 終的な決定によっては、保険
会社以外が発行した保険契約に関する実務的な方法を検討する。彼は、仮に、トップ・ダウン・アプローチを適用するよ
りも、より簡素であることを理由に、実務的な方法が導入されるのであれば、無リスク金利の適用に賛成している。FASB
の少数派は、小規模な事業体のための実務的な方法の検討を望んでいる。 

IASB のメンバーの 1 名は、実務的な方法は特定の種類の保険契約に関して考慮されることが可能であり、損害保険
契約に関しては有用であると述べた。他の IASB のメンバーは、多様な保険契約が保険者により発行されているため、
無リスク金利や高品質の社債のレートのような特定のレートを強制すべきではないと述べ、反対した。彼らは、各地域に
おける組織は、基準書における割引率の原則に準拠するために使用する、適切な割引率のガイダンスを各地域におけ
る組織からそれぞれ提供するであろう、と彼らは述べた。 

IASB のメンバーの 1 名を除き、全員は、割引率に関する実務的な方法を提供しないスタッフの提案に賛成した。さら
に、FASB は、スタッフの提案を一般的に支持しただけでなく、もし、固定報酬サービス契約が、将来の基準書で保険契
約の範囲に含まれた場合に、実務的な方法を検討することを述べた。 

リスク調整 

両審議会は、保険契約の測定における明示的リスク調整アプローチの実行に関する実務的な考慮事項について、全
３回予定されているプレゼンテーションの第１回目を受けた。ミュンヘン再保険からの説明者は、市場と整合的な（明示的
リスク調整を使用している）保険負債の評価は、ミュンヘン再保険の主要な業績測定に深く根付いていると述べた。エコ
ノミック・リスク・キャピタルなどの業績指標は、リスク戦略、バリューベースの経営、商品設計および料率設定、資産負債
管理および年次計画を含むすべての関連するマネジメントプロセスの基礎であり、将来のソルベンシーⅡの計量におい
て使用される。 

説明者は、ミュンヘン再保険は生命保険事業および損害保険事業の双方において、リスクの測定に関しては資本コス
ト法を適用していると述べた。利用価値の高いリスクの測定を行うための鍵は、リスクを計算するために選択する特定の
信頼区間と信頼水準の選択に関して、継続的に適用することである。これに加え、リスクの二重計上を避けることが必要
であり、例えば、資本市場に依拠する構成要素は、既に、リスクを一番目のビルディング・ブロックの、予想キャッシュ・フ
ローを算出する際に生成された市場整合的な統計シナリオに組み込み、その結果、追加的なリスク調整の計算は必要と
されないが、保険キャッシュ・フローのようなヘッジ不能なリスクは、個別のリスク調整が必要となる。 

IASB のメンバーの１名は、会社は、リスクマージンの測定において何を実際には測定するのか、つまり、本当にリスク
を測定するのか利益を測定するのか、尋ねた。説明者は、もしすべてが予定通りに解消されるならば、リスクは、時の経
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過に応じて実質的に、プロフィット・マージンに変換されるが、不確実な事象は、 終的な支払以前の期間のあらゆる時
点に存在すると述べた。彼は、リスク調整は、「料率設定における資本コスト」というよりはむしろ「産出（production）にお
ける資本コスト」の決定と考え、保険料が、キャッシュ・フローの 善の見積りにリスク調整を加えた額を超過する場合に
価値（利益）の創造が存在する、と述べた。 

FASB のメンバーの１名は、予想キャッシュ・フローの見積りは、リスクマージンの計算からは独立しているのか質問をし
た。ミュンヘン再保険の説明者は、予想キャッシュ・フローの決定に使用されている同じ数理的手法が、資本コスト法に
おけるリスクキャピタルの決定に使用されると回答し、事実、これは非常に依存している。さらに、FASB のメンバーの１名
は、説明者の、信頼区間および信頼水準の継続的な選択が同一の会社における期間比較において重要であるとの発
言を受けて、リスクの計算は、会社間で比較可能かということを質問した。説明者は、もし、すべての会社が同じ計算基
礎を使用するのであれば、透明性は増加するであろうし、異なる計算（Calibration）が行われたとしても、計算基礎が開
示されるのであれば、資本コスト法の計算におけるいくつかの要素は完全に比例的であり、容易に調整できるため依然
として比較可能であると回答した。 

IASB のメンバーの１名は、比較可能性のトピックを取り上げ、時の経過により市場整合的な負債を見積るために使用
された方法間における収斂を見たことがあるかと、説明者に質問をした。説明者は、部分的には、無リスク金利の見積り、
流動性プレミアム、および長期間の契約に関するイールドカーブの補外（例えば、15 年、30 年もしくは 50 年を超えて発
生するか？）における分散のため、おそらく彼が望む水準までには至らないであろう、と説明した。IASB のメンバーの１
名は、リスクの分散はどの水準で考慮されているのか、そして ED におけるポートフォリオ・レベルのリスク分散は適切か
質問を行った。説明者は、企業に関するリスクの産出（production）コストを測定することがリスクマージンの目的であるた
め、彼の考えによれば、企業レベルがリスクを測定するためには適切な水準である、と回答した。 

代替的な割引率の方法 

両審議会は、Deloitte からの助力を受けるフランスの保険会社の CNP 社による代替的な割引率の決定方法に関す
るプレゼンテーションの説明を受けた。このアプローチは、ALR（資産負債レート）アプローチと呼ばれ、現在の割引率が
保険負債の評価に使用され、信用スプレッドの変化は保険負債の裏付けとなる資産を変動させる際に、報告される業績
にボラティティーが生じるという懸念点に対応すると言われている。 

このアプローチは、保険契約に関するキャッシュ・フローを 3 つのカテゴリーに区分し、それぞれのカテゴリーに割引
率を割り当てる。保険者が、現時点で、デュレーションに対応したキャッシュ・フローを創出することが期待される資産を
保有している保険契約のキャッシュ・フローは、もし資産が償却原価で評価されているのであれば、契約当初において決
定された、ロック・インされた割引率により割引かれ、もし、資産が公正価値で評価されるのであれば、期末レートが使用
される。割引率は、無リスク金利に流動性プレミアムを加えている。デュレーションのミスマッチが生じているキャッシュ・フ
ローに関しては、このアプローチは、無リスク資産に関する直近の市場のフォワードレートに流動性プレミアムを加えたレ
ートで再投資を行うことを仮定している。つまり、経済上のミスマッチは、損益に即座に反映されることとなる。組込オプシ
ョンや金利の 低保証のような利回りに対する保証は、これらの構成要素の本源的価値と時間価値の双方を考慮して、
公正価値で評価され、損益を通じで認識される。 

説明者は、有配当契約を使用し、モデルのフィールドテストを行ったが、理論的には、このアプローチは無配当契約
においても使用することが可能である、と述べた。数名の審議会のメンバーは、デュレーションにマッチしたキャッシュ・フ
ローを決定する目的で、負債に契約上対応していない資産を認識および区分することは困難であることが明らかにされ
るであろうと述べ、無配当契約への適用の実務的可能性について質問を行った。説明者は、これは損害保険契約にお
いてはより困難であるかもしれない、と述べた。 

説明者は、このアプローチの利点は、デュレーションが対応している有配当契約のポートフォリオに関しては、信用ス
プレッドの変化が、損益計算書における不必要なボラティリティーをもたらさないことを指摘した。保険契約の割引率は、
直近の資産を基礎としたレートか、もしくは、ロック・インされた資産を基礎とするレートであるため、資産の評価が償却原
価であろうとも公正価値であろうと、対応している資産の指定による。同時に、デュレーションのミスマッチから生じる経済
的なボラティリティーと契約の保証は、即座に反映される。IASB のメンバーの１名は、各種のキャッシュ・フローのカテゴリ
ーを追跡することが求められ、そして、資産が売却もしくは再投資された際に新しいレートが設定されることから、モデル
は複雑なように見える、と述べた。 

割引率－有配当契約 

スタッフは、以前の審議において、両審議会は、割引予想キャッシュ・フローに使用する割引率に関する原則、つまり、
レートは保険負債の性質を反映するべきであり、直近のレートであり、各報告期間末において更新されるという原則つい
て再確認をした。さらに、両審議会は、レートを計算するための特定の方法を規定しないことを決定した。これが意味す
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ることは、レートは ED および DP において当初に提案されたようなボトム・アップ・アプローチ（無リスク金利に流動性調
整を加える）であるか、または、保険者により引き受けられた保険契約者に転嫁できない投資リスクのような、負債に存在
しないが資産の市場レートに存在するリスクを取り除くことによりレートが調整される限り、資産のレートから調整を始める
トップ・ダウン・アプローチであるかを規定しないことを意味する。 

ED および DP の作成時における両審議会の意図は、同じ原則が、（ユニットリンクもしくは変額契約、英国における配
当付き契約およびユニバーサル生命保険契約を含む）有配当契約についても適用されることにあった。しかし、ED 第
32 項の記述は、このような契約に関する割引率の決定にまったく異なるアプローチを示唆していると、当惑した回答者も
いた。ED 第 32 項は、保険契約から生じるキャッシュ・フローの金額、時期、もしくは不確実性が、すべておよび部分的
に固有の資産の運用結果に依拠するのであれば、保険契約の測定はこの依存関係を反映させるべきであることを説明
した。ある事例としては、複製ポートフォリオの技術が適切であると述べられた。スタッフは、2010 年 11 月に両審議会の
意図を明確にするための資料を公表した。 

審議において、スタッフは、有配当契約については、契約に対応する資産との対応関係が存在する限り、その対応関
係をレートに反映させるべきであると説明を行い、第 32 項は、レートは負債の性質を反映させるべきであるとする割引率
の原則を構築することを意図していることを再度、明確化をした。それ故、スタッフは、有配当契約および無配当契約の
測定に使用される割引率の目的は整合的であるべきことを明確化し、保険者が、特定の資産の運用結果への依存関係
を反映した割引率を使用して、有配当契約におけるキャッシュ・フローをどのように調整すべきかについてのガイダンスを
提供するための文言を基準書に加えることを提案した。例えば、非対称性のリスクが存在する（ユニットリンク契約におい
ては、 低保証利率を超えれば 90%の配当が提供されるが、これを超えない場合には、 低保証利率が提供される）の
であれば、保険者により保有されるリスクは、測定において反映される必要がる。 

両審議会は、スタッフの提案を支持し、これに加え、複製ポートフォリオが利用できるが要件ではないことを明確にす
べきことを述べた。数名は、 低保証はあるが、特定の資産プールのリターンをすべて契約者に転嫁する契約に関して、
どのように適切であるか、と尋ねた。IASB のメンバーの 1 名は、プットオプションに加えて、そのような契約を評価する場
合には複製ポートフォリオは利用することができると述べ、スタッフが同意した。 

FASB のメンバーの 1 名は、実績が少ない、もしくはない場合の、「完全な裁量権（fully discretionary）」を含む有配
当性（例えば、企業の当期利益の共有）においてはどのようなレートが 適なのか質問をした。スタッフは、これは、特定
のリターンを提供しなければならないリスクを減少させるものであり、その結果、キャッシュ・フローの見積りとその割引に
は同じレートが適用されると述べた。しかし、多くのこのような契約には、考慮することが必要とされる 低保証が含まれ
ていると述べた。 

スタッフは、この論点は、保険ワーキンググループにおいて議論されることを予想し、この論点に関するフィードバック
が提供される、と述べた。 

当初認識の時期 

相当のスタッフは、両審議会は、（契約のカバレッジ期間が開始する以前となる場合もあるが）契約の当事者となった
時点から保険契約は資産または負債として認識される ED および DP における原則を再確認することを提案した。しかし、
スタッフは、もし、カバレッジ期間が開始する以前に生じる損益が財務諸表に対して重要でなければ、保険者は彼らの会
計システムをこの要件を実行するために変更する必要はないことを強調して説明した。スタッフは、認識の原則は、業績
の測定を中心とする収益認識モデルよりもむしろ保険者により引き受けられた義務の測定を中心とする保険のモデル全
体と整合している、と考えている。さらに、スタッフは当初認識をカバレッジ期間に変更することは、保険者がビルディン
グ・ブロックの測定における料率を変更する権利を保有していない将来の予想更新保険料を含める提案における要件
について異議を唱えることを含む、意図せざる結果をもたらすこととなると述べた。 

他のスタッフは、主なスタッフの提案の背後にある原則を理解し受け入れているが、金額が重要でないかを決定する
ための影響を評価するために必要なシステム変更を実行するためにかかる高いコストは、便益を上回ると理解している。
これらのスタッフは、実務的な理由から、保険カバレッジの開始する時点を保険契約の資産もしくは負債の認識時点とし、
仮に、マネジメントが、貸借対照表日以前に発生した事象によって、カバレッジ期間以前の契約ポートフォリオが財務諸
表に対して重大な不利な影響をもたらすと認識した場合には、カバレッジ期間以前における不利な契約について、早期
の認識を行うという代替的な提案を行った。カバレッジ期間以前の認識を適用することが困難な例示として、カバレッジ
期間以前に数カ月の公開登録期間を提供する健康保険契約、および次年度に出再者により引き受けられる契約を付保
する再保険契約がスタッフにより説明された。 
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両審議会は、数名は実務的な理由から、そしてその他は、収益認識およびリースのような他のプロジェクトとの整合性
から、保険契約の当初認識をカバレッジ期間の開始時点とするスタッフの代替案に賛成した。15 名中 10 名の IASB の
メンバーがこの改訂を指示し、そしてすべての FASB のメンバーが支持した。 

保険契約の定義 

スタッフは、保険契約の定義に関する現行の IFRS 第 4 号のガイダンスに二つの追加的な要件を提案した ED およ
び DP を取り下げることを、両審議会に対して提案した。現行の IFRS 第 4 号のガイダンスに加え、ED および DP は、
(a)保険者が、リスクの移転および追加的な給付の支払いがいくつかのシナリオにおいて重要であるかを評価する際に
貨幣の時間価値を考慮することを求め、そして(b)保険者が損害を被る可能性がある商業実態を伴うシナリオがない場
合（つまり、保険者が支払う正味キャッシュ・アウトフローの現在価値が保険料の現在価値を超過するシナリオがない場
合）、契約は重要な保険リスクを移転しないとした。後半の要件は、FASB が、損失の可能性という保険契約の核心に他
ならないと考え、そして現在の USGAAP にける再保険契約の要件を反映する措置として、FASB からの提案に基づいて
加えられた。 

スタッフは、30%に満たない IASB の回答者がこのトピックについてコメントをし、現在の定義は良く理解され、実務上問
題点を生み出していないことを説明し、多くは IFRS 第 4 号の定義の改訂に反対であった。二つめの追加的な要件は、
給付の少ないすべての保険契約に関して、保険契約の分析を再度行わせることを会社に強制するものであると理解して
いる回答者もいた。時間価値を考慮する要件は、議論の少ないところであり、多くは、この時間価値を考慮する追加的な
要件は、IFRS 第 4 号に包含されているか、もしくは少なくとも実務上考慮されていると考えている。 

他のスタッフは、二つの追加的な要件は、保険契約のみが保険会計の対象であり、単にファイナンスにすぎない契約
は、金融商品として会計処理されることを確実にするために、合理的かつ必要な要件であるとの見解を主張した。彼らは、
これらの要件を削除するスタッフの提案、および預金要素のアンバンドリングが求められるのであれば、保険としての潜
在的なファイナンスの構成は避けられるであろうとする彼らの提案を却下した。 

IASB のメンバーの 1 名は、プールにおける個々の契約は重要なリスク移転を典型的に有しているが、再保険に付さ
れた契約のプールにおいては損失が発生する可能性が極めて低い場合、改訂された定義はリスクプールの全体をカバ
ーするある種類の再保険契約に関して、問題を含む可能性がある点を回答者によって提起されたことをグループに思い
出させた。両審議会は、要件は、もし、再保険契約が実質的に基礎となる契約のすべてのリスクを移転しているならば、リ
スクの移転は重大であるとみなす（現行の USGAAP の条項と整合的である）ことを明記するガイダンスによって補足され
るべきであるという提案に同意した。 

議長は、採決を求めた。FASB は 7 名全員が、そして IASB は 15 名中 12 名が、IFRS 第 4 号に（上述の再保険に付
された契約のプールに関する補足ガイダンスと共に）二つの改訂を行う代替的なスタッフの提案について同意した。 
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＜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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