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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

IASB および FASB は、2011 年 5 月 1１日に合同の審議会を開催し、契約者配当契約の測定に関して審議を行った。

IASB は、IASB の公開草案（以下「ED」とする）および FASB のディスカッション・ペーパー（以下「DP」とする）から変更

して、保険契約者が参加する基礎となる項目(例えば償却原価)と同じ測定基礎に基づいて保険契約における有配当性

を測定するというスタッフの提案に同意した。しかし、FASB は、保険契約者に対する契約上の義務の現在価値により負

債を測定することを支持し、そして、負債の測定とのより良い対応のために、保険契約者が参加している資産の測定を公

正価値に調整することを検討するであろう。両審議会は、予想キャッシュ・フローが、現存の契約により生成されたが、将

来の保険契約者に対して支払われる配当を含むべきか、今後の審議会において検討を行うであろう。

5 月 12 日には、IASB のみの審議会が開催され、保険契約負債の裏付けとなる資産と関連する保険負債の間の会計

上のミスマッチが存在する場合、割引率の変動から生じる保険契約負債の変動を、損益計算書における区分の設定、も

しくはその他の包括利益（以下「OCI」とする）として開示することにより、会計上のミスマッチを緩和する方法を検討する

教育セッションが行われた。これに加え、審議会は、現時点では、金融資産一般に関する会計について再検討するため

に IFRS 第 9 号を再審議しないことを再確認し、そして、保険契約負債を裏付けとする資産に対して特定の要件を新規

に設定しないという投票を行った。

契約者配当の測定

スタッフは、今回の提案は有配当契約の一部についてであり、今後の審議会において議論されるユニバーサル生命

保険契約は対象外である旨を述べて、議論を開始した。スタッフは、履行キャッシュ・フローは、保険契約者が参加する

基礎となる項目と同じ測定基礎に基づいた契約者配当から生じると予想されるキャッシュ・フローを含むことを提案した。

これは、資産もしくは負債である可能性があり、基礎となる保険契約のプールのパフォーマンスもしくは企業のパフォー

マンスによる。

彼らは、有配当契約の測定には、リターンの最低保証のために存在する契約上の関連項目において、保険者と保険

契約者との間で共有する非対称性のリスクも反映すべきであると提案した。スタッフは、包括利益計算書における保険契

約負債の変動の表示は、関連する項目の変動の表示（つまり、損益もしくはその他の包括利益）と整合的でなければな

らないと提案した。最終的にスタッフは、ユニットリンクおよび有配当契約には同じ測定アプローチを適用すべきであると

提案し、その結果として、両審議会は、ユニットリンク・ファンドにおける自己株式および自己保有の不動産に関連した間

接的な改訂を目的とした IASB の ED における提案を継続すべきではないと提案した。

FASB のメンバーの 1 名は、契約上、保険者により保有されている資産のパフォーマンス、保険者の負債、保険者の

保険契約のプール、もしくは、保険者全体のパフォーマンスに依拠して、一部の給付が保険契約者に支払われる場合も、

上述の提案は適用されると述べた。そして、彼は、これは二つの異なる構成要素がミックスした測定結果をもたらすと述

べた。彼は、基礎となる資産等を参照する有配当性の評価と、ビルディング・ブロック・モデルを参照する保険要素の二

つの異なる構成要素に区分したいと説明した。

多くの FASB のメンバーは、負債は保険契約者に対する契約上の義務の現在価値で測定されるべきであると述べ、

そして、なぜ資産の価値がこの負債金額の代替となるのか尋ねた。彼らは、もし、資産が償却原価で測定されるため、現

在価値による負債の測定が会計上のミスマッチをもたらすのであれば、このミスマッチを軽減するためには、公正価値に
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よる資産の測定が保険者にとってはより適切であると述べた。スタッフは、すべての会計上のミスマッチを排除するために

は、保険者は貸借対照表のすべてに対して、公正価値で評価するアプローチを採用しなければならないが、これは実

務的ではないと述べた。

保険契約者に対する契約上の保険給付を決定するために、どのような価値が用いられるかについて、多くの議論がな

された。ある地域では償却原価で評価された資産を含めた帳簿価額を、ある地域では法定の価額を、またある地域では

公正価値を使用している、と述べられた。FASB のメンバーの 1 名は、もし、一般的に、保険給付を支払うために資産が

処分される（この場合、保険契約者に対する義務として認識されるために、利益は処分と同時に認識される）のであれば、

彼は、帳簿価額の使用を受け入れると述べたが、これは実務上では（例えば、自己保有の固定資産のように）起こり得な

いと述べ、それゆえ、負債を現在価値で測定することを要求するとした。

スタッフは、提案は契約における有配当性要素に関することであると明言した。彼らは、典型的な配当付き契約は、保

証された金額、内在的なプット・オプション、および有配当性の要素を含んでいると述べた。これらの保証された金額およ

び内在的なプット・オプションは、ビルディング・ブロック・モデルを使用して測定され、有配当性の要素のみがスタッフ・

ペーパーにおける提案を使用して測定されるであろう。もし、有配当性の要素が、公正価値で測定された資産に基づい

ているのであれば測定は問題を生じないが、現在の会計ルールのもとでは、例えば税効果会計のように、すべての資産

を公正価値で評価することはできず、それ故、いくつかの資産公正価値で評価することでは、すべての会計上のミスマッ

チを排除できない。スタッフは、さらに、IFRS 第 9 号の標準的な取り扱いにおいては、ある種の負債性証券に対して償

却原価の測定を求めていると述べた。（裏付けとなる資産を参照するのではなく）現在価値で負債を測定することは、会

計上のミスマッチを避けるために公正価値オプションを使用することを保険者に強要することとなるであろう。

IASB のメンバーの 1 名は、現在価値により保険契約者への義務を測定するという IASB の ED における提案を指示

すると述べたが、例えば、契約上、保険契約者が保険者の業績結果から配当を受ける場合、ED の提案により生じる会

計上のミスマッチのため、この提案を受け入れることができると述べた。しかし、彼は、自己株式と自己保有の固定資産

に関する公正価値オプションを許容するために ED の提案を維持することを指示した。彼はまた、スタッフの提案が受け

入れられれば、これらの資産の価値に基づいて契約の給付が支払われるために、両審議会は保険者の義務の開示を

要求すべきであると述べた。保険者が保険契約者に対し価値を移転する義務があることを利用者に説明しないまま、資

産の公正価値を開示することは誤解を生じさせるかもしれない。

他の IASB のメンバーの 1 名は、提案は、ビルディング・ブロック・モデルから実質的な乖離をしていないと述べた。彼

女は、提案は、ビルディング・ブロック・モデルに含まれるキャッシュ・フローと同じキャッシュ・フローを必要とするであろう

が、これらのキャッシュ・フローに帰属する価値が変更されるだけであると述べた。幾つかの項目について公正価値オプ

ションを供する ED の提案以上に、彼女はこのアプローチを指示した。

他の IASB のメンバーの 1 名は、もし、契約者に対する支払いが、原価を使用して会計処理された自己所有の固定

資産の公正価値に基づいている場合、契約者への支払いを行った際に、損失が認識されるのではないかという懸念を

提起した。もし保険者への支払いを行う時点で資産に流動性があれば問題は生じないが、自己所有の固定資産は通常、

処分されないためミスマッチが生じるであろう。

他の IASB のメンバーは、負債には契約上の関係があるため、資産の価値と同一の基準で負債を測定することは一

つの解決方法であると述べ、スタッフの提案を支持した。審議会のメンバーは、来週開催される保険ワーキング・グルー

プからの見解を求めると述べた。

他の IASB のメンバーの 1 名は、公正価値オプションが会計上のミスマッチを軽減するのに利用できることを示し、ED

への支持を述べた。彼は、スタッフが会計上のミスマッチを削除することに労力を費やしすぎていると警告した。

FASB のメンバーの 1 名は、目的は、（現在価値により）負債を適切に測定することであるべきか、それとも、（スタッフ

が提案したように、すべての会計上のミスマッチを排除することにより）資本を正確に測定することであるべきか尋ねた。

彼は、資本は資産から負債を控除した残余であり、それ故、保険契約者に支払うべき契約上の給付の現在価値に基づ

いた適切な負債の測定に集中したいと述べた。彼は、もし保険契約者の給付が法定価値に基づいているのであれば、

基礎となる資産と負債の間のすべてのミスマッチを排除することは不可能であると述べた。
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スタッフは、彼らが根拠とした補償資産（indemnification assets）に関連する IFRS 第 3 号における会計原則を示唆

した。IFRS 第 3 号のもとでは、補償資産（indemnification assets）は認識され、そして基礎となる負債と同じ基礎により

測定される、これにより、いかなる会計上のミスマッチも削除される。

投票において、すべての FASB のメンバーは、保険契約における有配当性を、基礎となる資産と同様に認識し測定

するという提案を棄却した。1 名の棄権があったが、14 名中 9 名の IASB のメンバーはスタッフの提案に賛成した。

IASB の議長は、スタッフの提案の主目的は会計上のミスマッチを排除することであり、どのように発生するミスマッチに

対応すると考えているのか FASB に尋ねた。FASB は、負債の測定に反映させるために、裏付けとなる資産の価値を調

整することを考えていると述べた。スタッフは、自分たちの提案は、補償資産に関する現行の取り扱いの単なる置き換え

であると説明した。

表示による損益のミスマッチの削減

スタッフは、公式な審議は保険ワーキング・グループ後の 5 月後半を予定しているが、ディスカッション目的でペーパ

ーを説明した。スタッフは、保険者が直近の割引率を使用して決定される保険契約負債と、契約の引受当初に割引率を

使用して決定される負債との差異を OCI にて表示することを許容することを提案した。このオプションは、会計上のミスマ

ッチを排除、もしくは実質的に軽減する場合にのみ認められる。

複数の審議会のメンバーは、OCI の取り扱いを許容するスタッフの提案に対し不同意を述べた。審議会の 1 名のメン

バーは、審議会は、例えば、割引率を明確化することや直近の有配当契約の決定のような、回答者により提起されたボ

ラティリティに関する懸念事項を再審議において既に取り扱っていると述べた。彼は、審議会は複数の例示を挙げて、デ

リバティブを含む多くの取引に関して OCI は適切な取り扱いではないとし、保険契約に関しても適切であるとは考えない

と述べた。1 名の反対者はいたが、複数の他の審議会メンバーは、年金負債の割引の影響が OCI であるのと同様だと

述べ、賛同した。

複数の審議会のメンバーは、さらに、保険者がミスマッチを軽減するために資産の公正価値オプションを使用できるこ

とを述べ、スタッフの提案に反対した。複数のメンバーは、もし利用者が、ボラティリティを区分する必要性があると理解す

れば、これは損益計算書において区分して表示することにより達成可能であると述べた。1 名は、スタッフの提案では資

本の部の金額は意味がなくなり、そしてより良い解決方法は、（資産は公正価値で評価し、保険負債はビルディング・ブ

ロックによる現在価値で評価され損益計算書で認識される）「現在価値と現在価値」のアプローチであると述べた。

複数の審議会のメンバーは、割引率の変更により生じた保険負債の変動に関して OCI において取り扱うことを許容す

るスタッフの取り扱いに賛同した。１名のスタッフは、利率の変動のみから生じたある特定の四半期におけるロングテール

の保険負債の著しい変動は、利用者にとって有効な予測情報とはならないと述べた。1 名は、OCI は会計のガイダンス

において他の場所でも使用されており、そして、現時点まで測定の原則では解決されていないボラティリティに関する議

論を解決する手段として、ここで使用するべきであると繰り返した。

スタッフは、もし OCI の取り扱いが許容された場合、対応が必要となる関連する論点の背景を審議会に説明した。一

つの論点は、保険者が、もし保険負債における利率の変動を表示するために OCI を使用することを選択した場合、引

受時においてアウト・オブ・ザ・マネーである利率の保証に組み込まれている時間価値および本源的価値の変動を、損

益ではなく OCI において表示することを許容すべきか、という点である。審議会のメンバーの 1 名は、オプションが会計

上のミスマッチではなくむしろエコノミック・ミスマッチであった場合、これは整合性があるか尋ねた。スタッフは、オプショ

ンは、オプションが結びついている保険負債の取り扱いに従うとする理論的説明を回答した。

もう一つの論点は、不利な契約テストが適用される必要があるか、例えば、もし保険契約の裏付けとなる資産が負債を

維持するために十分なリターンを提供しないようであれば、保険者は損益計算書において、利息費用を決定するために

使用される割引率をアンロックすべきであるか、という点である。この後者の論点に関しては、資産と保険負債の関連性

を考慮し、このようなテストを指示する声もあった。しかし、スタッフは、同じような関係（すなわち、資産と負債のデュレー

ション・マッチング）は、他の金融機関においても存在し得るものであり、そこでは金融負債は償却原価で測定されるが、

不利な契約のテストは行われない、と述べた。
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保険契約負債を裏付ける資産

議論のために準備されたスタッフ・ペーパーは、関連する保険負債が現在価値で測定され損益において認識される

場合においても、保険負債の裏付けとして保有される金融資産が公正価値で評価され損益において認識される際に生

じる損益計算書におけるボラティリティに関して、回答者により提議された懸念が説明されていた。例えば、投資資産の

信用リスクの変動に対しては、信用リスクは提案された負債の測定の構成要素ではないため、保険契約負債に基づく信

用リスクの変動とは相殺されない。

公正価値の変動を OCI で認識する売却可能金融資産の概念を再導入するために、IFRS 第 9 号は再審議されるべ

きであるという見解があったことを、スタッフは述べた。もう一つの提案は、保険契約に関してのみ特定の要件を設定する

ことであり、これにより、保険契約を裏付けとする資産の公正価値の変動は IFRS 第 9 号の表示要件から控除され、その

代わりに OCI において（保険契約負債における関連する市場の変動と共に）認識される。

審議会は、現時点では、金融資産一般に関する会計について再検討を行うための IFRS 第 9 号の審議を再開しない

ことを再確認し、そして、保険契約負債を裏付けとする資産の公正価値に関する特定の要件を新たに設定しないとする

投票を行った。しかし、1 名の審議会メンバーは、もし、最終的に、割引率の変動から生じる保険負債の変動を OCI とし

て取り扱うことを決定するのであれば、現時点において、（保険契約だけでなく、すべての産業において）OCI が資産に

関して使用されるかについても再検討することは合理的であると述べた。

多くの審議会のメンバーは、この提案を棄却する合理的な理由を述べた。この理由には、最近公表された IFRS 第 9

号は複雑性を排除するために負債性商品に関して OCI の区分を除いていることや、多くの地域においては既に新しい

IFRS 第９号のガイダンスを適用している事実があること、保険特有の適用に関して適格性を有する保険契約の裏付けと

なる資産を特定することが難しいこと、そして、特別な取り扱いが特定の産業に対して認められることの印象が含まれて

いた。



＜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
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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