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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、最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最終化される。 

要約 

2011 年 4 月 27 日に IASB と FASB は合同の審議会を開催し、短期契約に関する簡便法について審議を行った。こ

の審議において、両審議会が、短期契約の簡便法はビルディング・ブロック・アプローチの単純化であるか、もしくは、別

の測定モデルであるかに関して異なる見解を有していることが明らかとなった。FASB は、簡便法は別の測定モデルであ

るという見解である。IASB の大多数は、簡便法はビルディング・ブロック・アプローチの単なる単純化およびビルディン

グ・ブロック・アプローチの代用であり、独立した測定モデルではないという見解である。その結果、FASB が簡便法は収

益認識の提案と一致すべきであると考えている一方、IASB は簡便法を負債の測定方法であると考えている。IASB およ

び FASB は、契約における財務的要素（Financing elements）が重要でない限り、将来の保険料の割引を求めない。 

FASB は、契約獲得費用の会計は収益認識のプロジェクトにおける要件（契約レベルにおける増分）と合致し、契約獲

得費用を独立した繰延契約獲得費用という資産として認識することに賛成した。IASB は、既に他の保険契約に関するそ

れぞれの審議会において仮決定されたとおり、保険者は契約獲得費の金額を保険事故発生前義務の測定において控

除すべきであることを再確認した。 

両審議会は、保険事故発生前負債は、IASB の公開草案（以下「ED」とする）における要件である時の経過に基づくか、

もしくは、時の経過と保険金および給付金の発生のパターンが著しく異なる場合には、保険金および給付金の発生が予

想される時期に基づき、減少させていくことに同意した。両審議会は、負債十分性テストが実施されなければならないか、

および各報告期末において負債十分性テストの実施を求めないかについて検討する際の指標に、質的要因を使用する

ことに同意した。 

簡便法に関する異なる見解のため、スタッフは、簡便法の適用が必須とされるべきかまたは任意とされるべきかについ

ての検討を求めなかった。スタッフは、簡便法の目的および適格性の要件を今後の審議会における検討のために提出

するであろう。 

議論の詳細 

スタッフは、保険者は、(i)重大は財務的要素を含んでいない、および(ii)組込デリバティブのアンバンドリングの後に、

キャッシュ・フローの変動性に重大な影響を及ぼす組込オプションもしくはその他のデリバティブを含んでいない契約に

対して、簡便法の適用を許容されるべきであり、強制されるべきではないと、提案した。スタッフの提案によれば、(i)保険

料の受け取りとカバレッジの条件との間の時間差異が重要ではなく、そして、(ii)カバレッジ期間の最初に保険者が保険

料を支払った場合でも、保険料の金額が大きく異ならない場合には、契約は重大な財務的要素を含んでいない。実務

的な対応方法として、もし、カバレッジ期間が一年もしくはそれ以下であれば、契約は重大な財務的要素を含んでいると

は考えない。 

簡便法が適用される保険契約に関して、スタッフは、保険者は当初認識における保険事故発生前債務を (i)当初認識

において既に領収した保険料の金額に、現在の契約の境界内における割引前の将来の予想保険料を加算した金額の

合計から、(ii)FASB および IASB でそれぞれが仮決定した契約獲得費用を控除した金額とすることを提案した。事後に

おいては、保険者は、保険者が保険カバレッジを提供する(i)時の経過に基づくが、(ii)時の経過と保険金および給付金

 

   Insurance alert  
IASB/FASB Board Meeting – Insurance Contracts 
PwC Summary of Meetings: 27 April 2011 



   

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 2 of 5 

 

の発生のパターンが著しく異なる場合には、保険金および給付金の発生が予想される時期に基づき、保険事故発生前

債務の金額を減少させる。 

スタッフは、以下の要因が、契約が不利な状況になる可能性を示している場合、保険者は、予想キャッシュ・アウト・フ

ローの現在価値が保険事故発生前負債の残高を超過しているか評価することを提案している。 

(i) 100%を超過するコンバインド・レシオ 
(ii) 保険金の金額や発生頻度の著しい増加 
(iii) リスク・プロファイルの特徴の変化 

もし、評価において、予想キャッシュ・アウト・フローの現在価値が、保険事故発生前負債の残高を超過している場合

には、保険者は超過分に関して追加的な負債を認識する。 

適格性の要件 

両審議会は、最初に、簡便法に関する適格性の要件について審議を行った。FASB のメンバーの 1 名は、なぜスタッ

フは、簡便法は許容されるべきであり、強制されるべきではないと提案したのか質問をした。スタッフは、異なる報告事業

体における整合性はもたらさないが、一つの報告事業体における保険契約に関する会計の比較可能性と整合性のため

に許容した、と述べた。しかし、スタッフは、もしビルディング・ブロック・アプローチが適用されれば、比較可能性は開示を

とおして達成されるという見解を有している。 

簡便法が使用されるべき/することができるかを決定するために適用される、適格性の要件に関する多くの議論が行わ

れ、数名の FASB のメンバーは、スタッフにより提案された要件を支持するのではなく、回答者により提案された要件を

支持した。これらの提案は、(a)カバレッジ期間にわたりビジネスモデルに対する投資収益の重要性、(b)保険料の領収時

点と保険金の発生時点との期間の重要性、および(c)主にリスクの補償に基づく契約の性質、それ故、投資管理ではなく

引受結果を重視する、という要件を含んでいた。 

多くの FASB のメンバーは、契約は、重大な財務的要素を含むべきではないとするスタッフの提案した要件に混乱し

ていると述べた。FASB のメンバーは、保険料のイン・フローと保険金の支払いとの間のタイミングの差異を考慮しない。 

FASB のメンバーの 1 名は、修正された測定アプローチに関する提案は、ビルディング・ブロック・アプローチの単純化

ではなく、異なるもしくは第二の測定モデルであると彼の見解を述べた。IASB の議長は、スタッフに、彼らは、簡便法は、

異なる測定モデルと考えているのか、それともビルディング・ブロック・アプローチの代用と考えているのか質問をした。

FASB のスタッフは、ビルディング・ブロック・アプローチの代わりに簡便法を使用する場合は、契約の測定は著しく異なる

可能性があることを実行したモデルが示していることを指摘し、彼らは、簡便法は保険事故発生前負債の測定に関する

異なるアプローチであると考えていると述べた。 

IASB のメンバーの 1 名は、簡便法とビルディング・ブロック・アプローチの間の測定結果における差異が重要な差異

でない限り、なお、簡便法は、ビルディング・ブロック・アプローチの代用であると考えることができると述べた。彼は、簡便

法の目的について合意することの重要性を強調し、そして、２つの異なる測定モデルを有する目的について記載されな

いことに異議を唱えた。彼は、保険事故発生前負債のキャッシュ・フローの変動性を考慮することの重要性を述べ、そし

て提案された組込デリバティの取り扱いと整合して、もし保険事故発生期間前負債のキャッシュ・フローの変動性があれ

ば、ビルディング・ブロック・アプローチが求められるべきだと述べた。 

IASB のメンバーの 1 名は、上述した回答者により提案された要件については同意しないと述べ、そして、それら提案

の主な要因は、米国における短期契約における現行の要件との整合性を保つため、短期契約に関する割引を回避する

点にあると述べた。多くの IASB のメンバーは、簡便法は、ビルディング・ブロック・アプローチの代用であり、これらの契

約に適用する独立した測定モデルではないという見解である。 

IASB のメンバーの 1 名は、もし保険事故発生前期間が短期契約である（それ故、保険事故発生前債務のキャッシュ・

フローに多くの変動性を予想していない）場合、簡便法は実務的な対応方法として必要とされるのか質問をした。彼女は、

さらに、ビルディング・ブロック・モデルと簡便法との間の主な相違点は表示にあると述べた。簡便法においては保険事

故発生前負債と受取勘定が表示されるが、ビルディング・ブロック・アプローチにおいては、契約のポジションとして表示

される。他の IASB のメンバーの 1 名は、ED における提案は、単一の測定モデルであり、短期契約に関して簡便法を含

んでいる主要な理由の一つには、多くの利用者により現在使用されているある主要な業績指標の表示をそのまま残すこ



   

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 3 of 5 

 

とにあると述べた。彼は、キャッシュ・フローの変動性に関しては、他の IASB のメンバーの見解に同意することを述べた。

そして、キャッシュ・フローにおける変動性がない多くの契約に関しては、もしカバレッジ期間がおよそ 1 年であるならば、

ED において提案された適格性の要件の支持を続けると述べた。 

スタッフの 1 名は、多くの保険者により現在使用されている未経過保険料アプローチの使用を続けることについて回

答者による圧倒的な支持がある、と述べた。彼は、簡便法が独立したモデルであるかビルディング・ブロック・モデルの代

用かについて焦点を当てるべきではなく、適格性の要件と提案された測定モデルは一緒に検討すべきであると提案した。

彼は、ビルディング・ブロック・モデルではすべての要素が整合的に取り扱われることを示し、ビルディング・ブロック・アプ

ローチは、保険によるカバレッジおよび投資管理サービスのように多くの異なる契約要素を含む契約において有効に機

能すると述べた。彼は。提案された簡便法は、収益認識プロジェクトの提案におけるサービス契約の取り扱いに類似して

いると述べ、この取扱いは、多くの契約要素を含んでいない契約において上手く機能すると述べた。  

FASB のメンバーの 1 名は、両審議会は単一の測定モデルを開発するのか、2 つの異なるモデルを開発するのかを

決定するべきであるとする IASB のメンバーの数名に同意すること主張した。彼は、IASB は、簡便法はビルディング・ブロ

ック・アプローチの代用であり単一のモデルであるという見解を持っているが、FASB は、簡便法は異なるモデルであり、

それ故、2 つの異なるモデルを開発しているという見解を有していると述べた。彼は、多くの損害保険契約に関しては、

生命保険契約よりもはるかに引受結果の変動性が高く、そして、生命保険契約に関しては、固定された契約の給付を支

払うことを可能とする必要なファンドを積み立てるために、期間にわたり資産の運用リターンが必要とされる事実が際立っ

て特徴的な差異であると述べた。損害保険契約に関しては、保険金を支払うための保険料の適切性がより重要である。

他の FASB のメンバーの 1 名は、負債の測定モデル（ビルディング・ブロック・モデル）と収益認識のプロジェクトにおける

提案に整合したモデル（簡便法）との間の対立を述べた。スタッフは後に、損害保険契約（特に、ヨーロッパにおける自動

車保険）に関しては、極めて少ない引受利益が獲得され、保険者は契約期間における投資利回りに依拠しているため、

この点を際立って特徴的な差異とすることは困難であると強調した。 

FASB の議長は、FASB は、ある種の契約のために簡便法を必要とするという見解であり、FASB は、ビルディング・ブ

ロック・モデルと簡便法は２つの異なるアプローチであると考えていると述べた。IASB の議長は、簡便法はビルディング・

ブロック・アプローチの単なる単純化およびビルディング・ブロック・アプローチの代用であり、異なる測定モデルではない

という見解であるとする IASB の見解を要約した。スタッフは、簡便法の目的および適格性の要件を今後の審議会におけ

る検討のために提出するであろう。 

貨幣の時間価値 

両審議会は、続いて、予想将来保険料は保険事故発生前負債を決定する際に割り引かれるべきかについて検討した。

FASB のメンバーの 1 名は、カバレッジ期間が 1 年およびそれ以下の契約については割引を求めないと述べた。彼は、

さらに、もし前払保険料を伴う契約に対する支払い金額が、保険料が毎月支払われる場合の合計金額と比較して異なる

場合には、保険料の割引が必要になるであろうと述べた、他の FASB のメンバーの 1 名は、契約が、契約の割引を要求

するような財務的要素を含んでいる場合には、収益認識のプロジェクトにおいて仮決定されている 3 つの要件を使用す

ることを支持すると述べた。IASB の議長は、IASB のメンバーの多くは、収益認識のプロジェクトにおいて開発されたガイ

ダンスを使用し、契約に含まれる財務的要素が重要でない場合には、割引計算を求めないことに賛成しているようである

と述べた。FASB のメンバーの多くも同じような見解を有しているようであった。 

契約獲得費用 

両審議会は、簡便法における契約獲得費用の取り扱いについて検討を行った。FASB のメンバーの 1 名は、もし、簡

便法が、（現在、提案されているように）収益認識プロジェクトにおける要件により整合的であるならば、契約獲得費用に

対して収益認識プロジェクトの原則（契約レベルにおける増分費用）を適用することを支持すると述べた。彼は、もし収益

認識プロジェクトの原則が保険契約に関して機能しないのであれば、両審議会は収益認識プロジェクトの原則の適切性

を再検討すべきであると述べた。しかし、彼は、簡便法に関する測定が負債の測定モデルであれば、他の保険契約に関

する契約獲得費用の仮決定に同意すると述べた。ほとんどの FASB のメンバーは、契約獲得費用の会計に関しては、

収益認識のプロジェクトにおける要件に準拠して行い、契約獲得費用を独立の繰延契約獲得費用という資産として認識

することに賛成している。FASB の議長は、問題点（リース、収益認識、および保険契約）の一掃を検討する際に、両審議

会は異なるプロジェクトにおける契約獲得費用に関する意思決定との適切性および整合性を考慮すべきであると述べた。 

IASB のメンバーの 1 名は、これら契約に基づく契約獲得費用を繰延契約獲得費用という資産としての認識する

FASB の見解に強く反対すると述べた。両審議会は、以前、契約獲得費用を契約キャッシュ・フローとして認識することに
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同意したと述べ、保険料が契約当初に支払われる場合に、どのようにして DAC が契約に関する資産として支持されるの

かと質問した。IASB の 10 名中 9 名のメンバーは、他の保険契約に関して、それぞれの審議会において以前に仮決定

が行われたとおり、保険者は契約獲得費の金額を保険事故発生前義務の測定において控除することを再確認している。 

保険事故発生前義務の償却 

両審議会は、保険事故発生前負債は ED における要件（時の経過に基づき、もしくは時の経過と保険金および給付

金の発生のパターンが著しく異なる場合には、保険金および給付金の発生が予想される時期に基づき、保険事故発生

前債務の金額を減少させ）により減少させていくことに同意した。 

不利な契約 

両審議会は、次に、不利な契約のテストに関して審議を行った。FASB のメンバーの 1 名は、両審議会は新しい負債

の十分性テストを開発するべきではなく、保険者は彼らの予想する保険の損失を契約により請求する保険料に織り込む

であろうと述べた。彼は、さらに、もし簡便法が収益認識の基準と整合的であるならば、収益認識プロジェクトとの整合性

のため、リスク調整は含まれるべきではないとの見解を示した。他の FASB のメンバーは、負債の十分性テストが実施さ

れることが求められるかを検討するために、他の基準における減損の要件との整合性を考慮し、質的要素を使用するこ

とを支持した。両審議会は他の負債の十分性テストが適用されるべきかを検討するために、質的要素を使用することに

ついて概ね同意した。IASB のメンバーの 1 名が、テールの短い契約に関しては遡及的な指標が適切かもしれないが、

テールの長い契約は将来に関する性質の指標をより重視すべきであると述べた。 

簡便法の目的に関する見解が異なるため、審議会は、簡便法の適用が必須とされるべきかまたは任意とされるべきか

についての検討を行わなかったが、今後のミーティングにおいて、審議会が簡便法の目的を議論する際に検討されるで

あろう。 

 

 



   

 

 

＜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 

 

 

本冊子は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナル

からのアドバイスを受けることなく、本冊子の情報を基に判断し行動されないようお願いします。本冊子に含まれる情報は正確性または完全性を、

（明示的にも暗示的にも）表明あるいは保証するものではありません。また、本冊子に含まれる情報に基づき、意思決定し何らかの行動を起こされ

たり、起こされなかったことによって発生した結果について、あらた監査法人、およびメンバーファーム、職員、代理人は、法律によって認められる範

囲においていかなる賠償責任、責任、義務も負いません。  
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