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本書は、保険契約に関する新しいIFRS（IFRSフェーズⅡ）の

適用に向けて、ソルベンシーⅡへの投資をIFRS目的で最大限

に活用することを含め、貴社のビジネスにおいていかに効率的

に準備を進めるかを検討する。

本書は、2010 年の私たちの出版物

「Getting to grips with the shake-up」

の続編としての位置付けである。

「Getting to grips with the shake-up」

においては、ソルベンシーⅡと IFRS フ

ェーズⅡの重要な違いを認識し、それ

らの違いが示唆するものを評価しなが

ら、導入の費用負担を削減するために、

それらの対比をどのように利用できる

かについて考察した。

以降、双方のタイムテーブルは延期

されている。ソルベンシーⅡの適用は、

当初の2014年 1月から延期されること

が実質的に確実であると見られている。

長期保証の取扱に関する提案につい

ての影響度評価の実施や今後の方向

性に関する政治的合意を得るために

はさらなる時間が必要である。次に、

IFRS フェーズⅡに関する最終提案で

ある公開草案についての協議もまた、

2013 年上半期に延期され、これは強

制適用が2017年あるいは2018年とな

ることを示唆している。

こうしたソルベンシーⅡおよび IFRS

フェーズⅡの度重なる延期について、

それらの準備を後回しにできる機会と

みる保険会社もあるかもしれない。しか

し、本書で考察しているとおり、より洗

練された組織は、導入のための地なら

しや今後のさらなる変更に対するビジ

ネスの将来の保証のために、追加の

時間を費やすであろう。これは、ソルベ

ンシーⅡを直ちに日々のビジネスに組

み入れること、およびシステムが IFRS

フェーズⅡの要求に容易に適応できる

ことを確実にすることを含む。

IFRS フェーズⅡの早期適用および

ソルベンシーⅡの予期される延期の可

能性から、双方の報告プロジェクトを今

一度、同時に検討する機会が再度訪

れている。単一のコミュニケーション戦

略を構築し、また蓄積した論点を一度

に解決すべく、ソルベンシーⅡの適用

と同時に IFRS フェーズⅡを早期適用

するという現実的な選択肢が存在する

か否かは今後数か月の間により明確

になるであろう。

本書が、貴社にとって有益なものと

なれば幸いである。もし、貴社がこの

資料で提議しているソルベンシーⅡと

IFRSに関する論点についてご質問さ

れたい場合には、以下の連絡先か、あ

るいは43ページのお問い合わせ先の

いずれかにご連絡を頂きたい。

はじめに

ポール・クラーク
パートナー PwC UK
グローバル・ソルベンシーⅡ・リーダー

+44 20 7804 4469

paul.e.clarke@uk.pwc.com

ブライアン・パービス
パートナー PwC UK
インシュアランス・マーケットレポーティング
・リーダー
+44 20 7212 3902

brian.purves@uk.pwc.com
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合意に至らず遅延へ

ソルベンシーⅡ

ソルベンシーⅡ指令の本文に関し

ては、周知のとおり、既に公表されて

いる草案から内容の大部分が変更さ

れない見通しである。しかし、（EU 各

国の中央政府を代表している）欧州連

合理事会、欧州委員会および欧州議

会（「三者会談の参加機関」）は長期の

保証を有する商品に関する取り扱いに

ついて合意に至っていない（指令が通

過するためには、合意が必要である）。

その後、 欧州議会は指令についての

決議予定日を修正したが、これは三者

会談の参加機関に、合意のための時

間を与えるとともに、（立法手続におい

て要求されている手続きのため）2014

年 1 月 1 日の指令の施行は実質的に

不可能となるであろう。本書出版時点

において、正確な延期期間は不明で

あるが、私たちは 2014 年から 1年から

2 年の間が検討されていると理解して

いる。

一番の争点は、長期の保証を有す

る商品の評価における信用スプレッド

の変動の取り扱いである。欧州保険

職域年金監督機構（EIOPA）は、2012

年内に現在の提案における影響度評

価を行う予定である。その結果が何を

示すのか、また政策立案者がどのよう

に反応するかが不確実であるため、

最終的な結果およびその影響が確定

するのは2013年中頃になる可能性が

ある。

IFRS

国際会計基準審議会（IASB）は、

2013 年上半期に IFRS フェーズⅡの

最終提案を呈する 2 度目の公開草案

(「再公開草案」)を公表する予定である。

2010 年における最初の公開草案以来、

当初の測定モデルにおいて認識され

た「理論上存在する」利益変動に対処

するため、IASB は重要な修正を行っ

てきた。また、米国会計基準の設定主

体とのコンバージェンスが試みられて

いるものの、相違を鑑みると現時点で

は達成の可能性は低い。

再公開草案は、業界として新会計

基準に対し影響力を行使できる最後

の機会であり、それは以下の五つの

主要領域に限定される予定である。

 契約内の未経過利益の取り扱い

（残余マージンの「アンロック」）

 有配当契約の取り扱い

 損益計算書における保険料の表

示

 割引率の変動による影響のその

他の包括利益への表示

 遡及適用に関する経過措置

同時に、保険会社は金融商品の分

類と測定の要件の変化にも直面するこ

とになる（IASB は現在の IAS 第 39 号

に代わる IFRS 第 9 号を開発している）。

IFRS 第 9 号は、今後の公開草案およ

び欧州連合における適用に関する承

認を前提として、2015 年 1月 1日に発

効することが予定されている。これは、

当該基準と新しい保険契約の基準が

時間的にずれて適用されることを意味

している。

図1はソルベンシーⅡとIFRSの現在

公表されているタイムテーブルを示し

ている。

概要
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余裕を最大限に活用す
る

ソルベンシーⅡ

予想されるソルベンシーⅡの遅れは
最終的なタイムフレームに対する不確
実性を増大させる一方で、大半のフレ
ームワークは、ソルベンシーⅡのプロ
グラムを「日々のビジネス」に組み込む
ことに焦点を当てる機会を創出しなが
ら確立された。

ソルベンシーⅡの準備の推進力を
維持することで、貴社のビジネスは、余
分な非効率と混乱を避けながら、十分
な時間的余裕をもって準備し、フレー
ムワークを採用することができるであろ
う。また、貴社は、計画的なリストラクチ
ャリング、戦略的な再編成および新た
な情報システムへの投資により、後続
の競業他社に先行して便益を得ること

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがいまして

ができるであろう。

未解決の検討事項のためには、長
期保証の評価におけるさまざまな結果
の影響の測定を含むいくつかのコンテ
ィンジェシー・プランが必要となる。しか
し、システム要件、組織構造の検討お
よびその他の「困難な仕事」は変わら
ないであろう。現在、ソルベンシーⅡに
対する準備における投資の一般的な
領域となっているため、公式および非
公式の開示要件から生じる実務上の
課題により多くの焦点を置くことは、有
益である。

IFRS フェーズⅡ

遅れの中においては、最新の進展
状況を十分に理解するとともに、再公
開草案に対応するために時間を費や
すことが重要となる。そうすることで、
2013 年の下半期に最終的な要求事項
がさらに明確になった際に、さらに重

要な導入
ことができる
求事項
務上および
するために
べきである

本書に
セクションにおいて
おり、影響
事項は、
る異なる
である。
報告モデルを
いても使用可能
がある。
可能性およびソルベンシー
れる延期
新しい IFRS
一度に行
る。
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導入計画活動に目を向け始める
できる。これには、修正された要

求事項が貴社のビジネスに与える財
および業務運営上の影響を理解

するために、詳細な影響度評価を含む
べきである。

において（「狭間への注意喚起」
セクションにおいて）、後に考察すると

影響度評価において重要な検討
、IFRS とソルベンシーⅡにおけ

なるタイムテーブルへの対処方法
。ソルベンシーⅡの数理および

モデルを IFRS 目的で「将来にお
使用可能」とする現実的な機会
。IFRS フェーズⅡの早期適用の
およびソルベンシーⅡの予期さ

延期から、ソルベンシーⅡおよび
IFRS 基準への移行を連携させ
行う可能性が、再度高まってい
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すべてを同時に実行す

る

この一息つく時間的余裕は、新たな

要求を充足し、また貴社のビジネスが

新たな商業上の展望のなかで強みを

得るための職見を与える財務機能の

適切な基礎を構築するための貴重な

機会である。

主要な優先事項は、リスク機能、数

理機能および財務機能のより緊密な

連携と、ソルベンシーⅡに関する基礎

となるリスクおよび資本モデルが、類似

点については、IFRSフェーズⅡを適用

するのに十分に柔軟であるかを含んで

いる。

しかし、ソルベンシーⅡと IFRS フェ

ーズⅡのフレームワークには、詳細な

要求事項において重要な差異がある。

したがって、貴社のビジネスにおいて

は双方の違いについて調整、少なくと

も説明することが必要とされるであろう。

さもなければ貴社はアナリストや投資

家からの厄介な質問に直面することに

なる可能性がある。

さらに、ソルベンシーⅡおよび新し

い IFRS の基準は、貴社のビジネスの

正しい業績や潜在的な可能性、およ

びその根底にある戦略的論拠を十分

に説明しないと感じるかもしれない。貴

社は新しい開示の世界で必要とされる

可能性のある、エンベデッド・バリュー

（もしくは同等の開示）およびキャッシ

ュ・ジェネレーション開示のような、補

完的な開示の方法についても検討す

る必要がある。

次ページのボックスは、将来の IFRS

フェーズⅡの適用に向けた計画にあ

たり、貴社が検討すべき主要な事項を

示している。

本書の概要

本書では、現在保険会社が着手し

ている重要なソルベンシーⅡプロジェ

クトの観点から、提案された保険契約

に関する基準に焦点を当て、IFRS へ

の移行における課題を提示し、また

想定される適用日の違いによる影響に

ついて検討する。そして、契約負債、

開示および表示、資産およびその他

の負債、そしてグループ報告の各領域

について、さまざまな技術的課題と

IFRS およびソルベンシーⅡの主要な

類似点と相違点について考察する。付

録では、詳細かつ技術的な項目ごとの

比較を示している。

本書は、2012 年 10 月現在における

IFRS およびソルベンシーⅡの提案に

関する私たちの理解に基づいており、

各要素は議論や協議の異なる段階に

位置している。IFRS およびソルベンシ

ーⅡ双方の最終的な要求事項は、適

用までにさらに抜本的に進展する可能

性があるため、本書で提示したものと

は異なる可能性がある。同時に、これ

ら二つの制度を最終確定させるにあた

っての課題のため、予想されているタ

イムテーブルは将来的にさらに変更と

なる可能性がある。
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 「理論上存在する」利益変動に対する懸念は、修正されたIFRSフェー

ズⅡの提案において適切に対応されているか

 戦略上および業務運営上の観点から、IFRSフェーズⅡの適用が貴社

に与える影響はどの程度か

 将来の適用に向けて十分な資源を確保できていることをどのように確

かめることができるか

 IFRS フェーズⅡの強制適用に先行して貴社の現在の会計アプロー

チを変えることに利点はあるか

 貴社はソルベンシーⅡと IFRS フェーズⅡの比較をいかに利用し、双

方の要求を満たす将来においても使用可能な数理モデルおよび報

告モデルを構築するか

 新しい IFRS が貴社の財務的結果に影響を与える場合、貴社の現在

の意思決定は左右されるか

IFRS について貴社で検討すべき事項
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おそらく、数々の新しい IFRSの基準

は、それぞれ異なる時期に公表され、

変更や修正を重ねることになり、複数

の経過措置や修正再表示に繋がるで

あろう。予定されている遅れを考慮して

も、ソルベンシーⅡは IFRS フェーズⅡ

に先行して適用される可能性が高い。

特に現在の保険契約に関する IFRS

の報告要件は、しばしば現行の規制フ

レームワーク（ソルベンシーⅠ）に基づ

いているため、当該適用時期の問題

はさまざまな実務上の課題および検討

事項をもたらす。ソルベンシーⅡが

IFRSフェーズⅡに先行した場合、貴社

のビジネスにおいてはこの中間（「狭間

の」）期間にかかる保険契約に関する

IFRS 報告において相当数の選択肢が

存在する。当該不確性のある移行期

間における利害関係者への効果的な

コミュニケーションおよび説明は非常

に重要になるであろう。

今後数年間にわたり、業界の標準

的な見解が明らかになるかもしれない。

ほとんどの保険会社は、特に、修正再

表示の要求および潜在的かつ理論上

存在する利益変動は避けるために、異

なるアプローチ間の度重なる移行は望

まない。選択肢を評価する際のその他

の重要な検討事項は、報告される財務

的な影響、実際の資金コスト（二つの

異なるモデルのランニングコスト等）、

分配可能利益への影響、準備のしや

すさ、将来にわたる使用可能性、「先

発者」リスクや補完的報告の将来の役

割およびアプローチである。多くの国

の税制は、会計上の利益を課税標準

の基礎としているため、貴社の未払法

人税や将来のタックス・プランニングへ

の影響も重要である。貴社の報告基準

に対する投資家の選好を理解すること

は、貴社のアプローチの決定およびコ

ミュニケーション戦略においてより努力

が必要とされるギャップの識別に役立

つ。

検討すべき選択肢は以下のとおり：

(1) 現在のアプローチの継続

この選択肢においては、狭間の期

間においても現在の IFRS 報告が継続

される。このアプローチでは、ソルベン

シーⅡで要求されるモデルやプロセス

に加えて、現在のモデルやプロセスも

並存することが要求される。結果として、

コストおよび資源が流出する可能性が

高い。このアプローチにおいてはソル

ベンシーⅡ導入時における報告の安

定性と一貫性が保たれる一方で、現在

保険会社が直面しているコミュニケー

ションにおける課題は残される。これら

の課題のうちいくつかは、IFRS の営業

収益や報告期間における自由資本の

変動額のドライバーなどの外部開示を

強化することにより対処される。ソルベ

ンシーⅡと IFRS フェーズⅡの適用時

期のギャップが広がるにつれ、二つの

モデルを維持するコストを負担し続け

る決定が重要になる。

狭間への注意喚起

ソルベンシーⅡと IFRS フェーズⅡそれぞれの適用時期が調
整されていないため、貴社においては、その狭間の期間に、報
告について採用できる選択肢を検討する必要がある。貴社の
ビジネスにおいて、これらの別個のシステムの稼働によるコスト
と混乱をいかに最小化するか。この狭間の期間においては、報
告のどの選択肢が実行可能か、そして、その選択肢は投資家
にどのように受け取られ、どのように理解されるのか。
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「IFRS フェーズⅡの早期適用の可能性とソルベンシーⅡの予想される遅れにより、『ビッグ・バ
ン』を実行する機会が再び出現する。」

(2) ソルベンシーⅡ（あるい

はその修正版）の適用

現在の IFRS 第 4 号は、「目的適合

性と信頼性」の改善の要件を満たす場

合に、保険契約負債の測定に関する

会計方針の変更を認めている。 狭間

の期間における IFRS 報告の選択肢は、

現在の IFRS 第 4 号の要件を満たすこ

とを前提として、保険契約に関する財

務報告の基準としてソルベンシーⅡあ

るいはその修正版を適用することであ

る。この選択肢を採用する際の課題は

以下のとおりである：

 予想される IFRS フェーズⅡモデ

ルとどのように比較するか。IFRS

フェーズⅡは IFRS 第 4 号の「適

合性と信頼性」の要件を満たすか

否かの判断のための背景を示

す。

 過度に慎重なアプローチになっ

ていないか。IFRS 第 4 号ではす

でに十分な慎重性に基づいてい

る場合に保険契約の測定におい

て、それ以上の慎重性を導入す

る会計方針の変更を禁じている。

 保険グループ内での会計方針は

統一されているか。IFRS第4号で

は保険グループ内での会計方針

のさらなる不整合を禁じている。

保険契約負債の測定において純粋

なソルベンシーⅡを適用することは、

契約開始時に利益を認識することを容

認し、またこれは現在複数の会計基準

においても認められている。しかし、

IFRS フェーズⅡにおいては、そのよう

な利益は、「残余マージン」を負債に

含めることによりカバー期間にわたり認

識される。この選択肢においては、ソ

ルベンシーⅡの修正として、保険会社

は各社の状況に応じて残余マージン

を含めようとするかもしれない。 その

場合は、残余マージンの算出および

償却の実務が必要となる。

IFRS フェーズⅡにおいて短期契約

のために単純化されたモデルの採用

は、ソルベンシーⅡにおける選択肢と

はなりえないため、生命保険会社にお

いては特別な検討が必要となる。

ソルベンシーⅡ（あるいはその修正

版）を適用した場合には、IFRS フェー

ズⅡの適用のためにさらなる変更が必

要となるものの、二つの異なるモデル

の維持が不要となる。結果として、（比

較情報を含め）2 組の修正再表示が必

要とされる。このアプローチはアナリス

トおよび投資家の混乱を招かないよう、

慎重に進める必要がある。

(3) IFRS フェーズⅡの早期適

用

この選択肢においては、強制適用

日に先駆けて IFRS フェーズⅡを適用

する。基準の早期適用そのものか

（IFRS においては認められる予定であ

るが、欧州における承認が前提とな

る。）、あるいはIFRS第4号における現

行の会計方針を改善する方法として主

要な要求事項を適用する。

早期適用は、ソルベンシーⅡと IFRS

フェーズⅡ、IFRS第 9号およびその他

の新しい IFRS 基準への移行を同時に

達成する調整された「ビッグ・バン」の

実行の一部として魅力的かもしれない。

ビッグ・バンは修正再表示の負担を軽

減する。また、このアプローチはコミュ

ニケーション戦略を開発し、また蓄積し

た問題点も一度に解決する。しかし、

同時の移行は複雑であるため、ソルベ

ンシーⅡおよびIFRS双方のプロジェク

トにより大きなリスクをもたらすかもしれ

ない。他の早期適用と同様に、「先発

者」となることの利点と同時に、早期適

用後に会計の要求事項が変更される

可能性等のリスクがある。

これらの選択肢にはそれぞれ明確な

利点と不利益がある。時間の経過に

伴い方向性は明確になるため、今、

貴社にとって最適な選択肢を検討す

るための時間は、無駄にはならな

い。
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図 2 は IFRS フェーズⅡへの移行と
その諸段階の計画を示している。IFRS
フェーズⅡは2018年 1 月 1日に強制
適用、ソルベンシーⅡは2016年1月1
日より適用、そして「狭間の」期間は保
険契約に関する IFRS 報告において現
行のアプローチを継続することを前提
としている。IFRS フェーズⅡの適用を
計画するにあたり、最初の検討事項は
以下のとおり：

 プロジェクトの大きさ： 予め予算を
見積り、十分な時間にわたり資源を
確保するために、（特に現在貴社
がさまざまな会計基準を適用してい
る場合には）初期段階で潜在的な
プロジェクトの大きさについて検討
する。

 ソルベンシーⅡの利用：おそらく、
IFRS フェーズⅡの適用の出発点は、
現在保険会社が構築しているソル
ベンシーⅡモデルになるであろう。
二つの異なるフレームワークを理解
しているかどうか、そして、貴社のソ
ルベンシーⅡモデルが IFRSフェー
ズⅡにも適応できる柔軟性を有す

るかどうかが重要となる。

 優先的なエリア：プロジェクトにおけ
る最も重要な領域を初期段階で定
義することが重要である。これはた
とえば完全な遡及的移行のような
実務的に複雑なエリアを含み、そ
れによって貴社のアプローチにお
いてこれらのエリアに十分に焦点
をあてる。

 シナリオの計画：今後、IASB の再
公開草案の公表が予定されており、
また業界の実務が構築されている
ため、適用可能な複数のシナリオを
検討し、それぞれのシナリオの実務
への影響を把握する。

 開示およびコミュニケーション：開
示要求への準備および組織化に
必要な期間および外部コミュニケ
ーションの重要性を過小評価すべ
きではない。2005 年における IFRS
コンバージョンでの経験は、早期の
利害関係者の管理の重要性を実
証している。IFRS フェーズⅡおよび
ソルベンシーⅡの適用は、保険会
社が業績、リスクそして資本につい
てどのように評価し、さらに対内的
および対外的にどのように伝達す
るかについて、根本的な変化をもた
らすであろう。同時に投資家も、個
別に保険会社を評価し、財務的お
よび資本的な柔軟性を評価するで
あろう。これらの変化は近年業界が
直面している外部コミュニケーショ
ンにおけるいくつもの問題に対処
するための報告の「完全な」改善の
一度限りの機会を意味している。保
険会社にとっての課題の一つには、
新旧の測定法を首尾一貫した方法
でつなぐことがある。このフェーズ
にわたり、移行から得られた価値
は失われるかもしれない。

効率的な移行のため

の準備

IFRS フェーズⅡへの動きは、抜本的な対応と投資家向け
広報活動（インベスターリレーション）における課題を呈する。
貴社のビジネスにおいていかに効率的な移行を可能にする
か。
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ソルベンシーⅡおよび IFRS フェーズⅡは現行の報告からの

大幅な乖離がある。多くの論点はすでに解決されている。さら

なる課題は二つのフレームワークのアプローチの違いに起因

するものである。IFRS フェーズⅡがもたらす潜在的な相乗効果

と実務上の課題をどのように評価するか。

概要

健全性に関する監督制度として、ソ

ルベンシーⅡの報告は、報告年度に

おける保険者の業績ではなく、保険者

の財務的な強度（資本的資源）に焦点

が当てられている。したがって、ソルベ

ンシーⅡの貸借対照表は、全ての資

産および負債の貸借対照表日におけ

る経済価値を反映するよう意図されて

いる。財務報告の制度として、IFRS に

おいては貸借対照表日時点の財政状

態のみならず、期間における業績にも

焦点が当てられている。よって、ソルベ

ンシーⅡと IFRS の報告ではいくつか

の相違がある。特に、

 IFRS フェーズⅡのもとでは、保険

契約から生じる利益の認識は、カ

バー期間に亘りる。これは、ソル

ベンシーⅡにおいては認識され

ない「残余マージン」を負債として

含むことによるものである。IFRS

フェーズⅡおよびソルベンシーⅡ

における保険契約負債の評価に

ついては、付録 A における「保険

契約」のセクションにおいて、構

成要素ごとに比較を行い議論す

る。

 ソルベンシーⅡでは、保険者によ

り発行されたすべての契約に一

貫した評価アプローチを適用して

いる。IFRSにおいては、保険者に

より発行された重要な保険リスク

を移転していない（そして裁量権

のある有配当性を含んでいない）

「投資契約」は、保険契約ではな

く金融商品として会計処理される

（付録 B 参照）。

 （「契約負債」のセクションにおい

て議論しているとおり、）IFRS に

おいて業績の報告に焦点が当

てられていることは、結果として

金利の変動による保険負債（お

よび特定の金融資産）の価値の

変動は損益として報告されない

ことに繋る。

 IFRS には損益計算書における

取引量の指標の報告に関する

特別な要求事項があるように、ソ

ルベンシーⅡとIFRSそれぞれに

おける開示要求には相違がある

（「外部報告：表示および開示」

のセクションで議論する）。

 ソルベンシーⅡのもとでは、全て

の資産およびその他の負債は経

済（公正）価値で報告されることに

なる。IFRS における評価もまた公

正価値をベースとしている場合、

評価基準は整合的となるであろう。

しかし、いくつかの領域において

は、ソルベンシーⅡは、IFRS が経

済価値を表していないとして、異

なる評価基準を導入している（付

録Cにおける「資産およびその他

の負債」のセクションにおいて、構

成要素ごとに比較を行い議論す

る）。

 ソルベンシーⅡおよび IFRS の双

方において、個々の保険者のレ

ベルのみならず、グループレベル

での報告が求められている。しか

し、グループ報告における範囲と

アプローチについては、両者で

相違がある。（付録Dにおける「グ

ループ報告」のセクションにおい

て、構成要素ごとに比較を行い議

論する）。

技術的課題への対応
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ソルベンシーⅡ規制の主要な側面

は、保険者に対して、将来の不利な状

況下における損失を吸収するのに十

分な財務的な強度を要求している点

である。これはソルベンシー資本要件

（SCR）を確保するという保険者への要

求をとおして達成される。IFRS におい

ては SCR と同様の概念はなく、本書で

は SCR の計算および報告に関するソ

ルベンシーⅡの要求事項を検討して

いない。

契約負債

測定モデル

ソルベンシーⅡおよび IFRS におけ

る保険契約負債の測定は、確率で加

重された将来キャッシュ・フローの見積

り、貨幣の時間価値およびリスクに対

する追加的な引き当ての概念に基づ

いている。

IFRS フェーズⅡにおいては、当初

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがいまして

利益を消去する目的で、残余マージン

として知られる追加的な契約負債を計

上する（一方、当初損失はすべて発生

時に認識する）。ソルベンシーⅡや多

くの現行の会計基準においては、残余

マージンに相当する概念は存在しな

い。損害保険契約の大部分を構成す

る短期の保険契約のために、IFRS に

おいては、事故発生前保険契約負債

に関して、特定の状況下で、簡便的な

未経過保険料アプローチが認められ

ているが、強制はされていない。ソル

ベンシーⅡにおいては同様の概念は

存在しない。

加えて、実務においては限定的な

状況と考えられるが、契約の中の特定

の要素をアンバンドルし、それぞれ異

なる IFRS の基準のもとでそれらを測定

することが要求されている。

IFRS においては、契約の測定はそ

れらが保険契約であるか投資契約で

あるかにより異なるが、一方で、ソルベ

ンシーⅡ

ない。

IFRS

転した保険

この定義

らないであろう

発行された

有する投資契約

については

象となる

純粋なユニット・リンク

うな無配当性投資契約

や分野でみられる

有するため

収益の

は一般的

価で測定

図 3

ルベンシー

示している
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Ⅱにおいてはそのような区別は

IFRS における分類は、保険者に移

保険リスクの水準により異なり、

定義は IFRS第 4号と大きくは異な

らないであろう。さらに、保険者により

された裁量権のある有配当性を

投資契約（有配当性投資契約）

については新しい保険契約基準の対

となる予定である。

なユニット・リンク貯蓄契約のよ

無配当性投資契約は、他の市場

でみられる商品と類似の性質を

するため、IFRS の金融商品および

の基準が適用される。契約負債

一般的には公正価値または償却原

測定される。

3 は契約負債の測定に関するソ

ルベンシーⅡと IFRS の要求の比較を

している。
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図4は、現状のフレームワークに対する私たちの理解に基づくIFRSフェーズⅡおよびソルベンシーⅡにおける契約負債の主

要な差異の要約を示している。

図4：IFRSフェーズⅡおよびソルベンシーⅡの契約負債における主な相違の要約比較

領域 IFRSフェーズⅡ ソルベンシーⅡ 重要性 考察

定義および

対象範囲

保険契約および配当性を

有する投資契約

全ての契約  IFRS における投資契約の測定はソルベンシーⅡにおけるものと

は大きく異なる可能性がある。

認識 カバーが開始した日（お

よびカバーが開始する前

の期間における不利な契

約テスト）

契約の当事者になった

日

 相違の程度は IFRS における不利な契約テストにより異なる。多く

の契約については、認識は同じである。

区分処理（アン

バンドリング）

投資要素、組込デリバテ

ィブ、特定の財およびサ

ービスの分離

なし  区分処理（アンバンドリング）の範囲は限定的であると予想される

ため、相違は重要ではない可能性がある。

 分離されていない投資要素に関して、収益項目は、細分化

（Disaggregation）として知られている区別されない投資構成要素

に関しては IFRS の損益計算書上表示されない。

契約の境界線 もはやカバーの提供を要

求されない、あるいは契

約が実質的な権利を契約

者に対して付与しない。

「リスクを完全に反映」

するための契約条件の

修正。

貯蓄契約の保険料の

プロジェクションはな

い。

 契約の境界線の定義はソルベンシーⅡと IFRS とで異なる。

 ソルベンシーⅡにおいては、構成要素ごとに契約の境界線が異

なる場合には、（IFRS と異なり）それらを区分する必要がある。

キャッシュ・フロ

ー（契約獲得費

を除く）

契約のポートフォリオの履

行において直接的に発

生したもの

規定されている  二つのフレームワークにおけるキャッシュ・フローは異なるリスクが

ある。たとえば、特定の間接費の取り扱いなど。

契約獲得費 ポートフォリオ・レベルで

直接起因する

発生時に費用処理  IFRS においては、契約獲得費の「非明示的な」繰り延べがある。

ソルベンシーⅡには同様の概念はない。

割引率 トップ・ダウンまたはボト

ム・アップ（現在および

OCI目的でのロック・イン

レート）

スワップ＋（マッチング

調整またはカウンター

シクリカル・プレミアム）

と規定されている

 割引率はソルベンシーⅡにおける最も重要な不確実な領域であ

る。ソルベンシーⅡにおける割引率がいかに IFRS の原則主義ア

プローチと比較されるかは明確ではない。

 IFRS の損益計算書の表示においては、二つの割引率（現在およ

び契約開始時）が必要となる。

リスク調整／

リスクマージン

規定された方法はない 資本コスト6％と規定  IFRS のリスク調整が原則主義であるが、ソルベンシーⅡにおける

リスクマージンは、高度に規定されている。二つのアプローチの

間に差異が生じる可能性が高い。

残余マージン 当初認識における利益の

消去（特定の事後の変に

対するアップデート）

なし  IFRS においては、基準は遡及適用される。移行時の残余マージ

ンは重要な複雑性を有する領域である。

有配当契約 有配当性から生じるキャッ

シュ・フローが含まれる

（資産評価および表示と

整合性を有する）

有配当性から生じるキ

ャッシュ・フローが含ま

れる（承認された「サー

プラス・ファンド」を除く）

 資産が損益をとおして公正価値評価されていない場合には、

IFRS におけるキャッシュ・フローと資産の測定および表示の連携

はソルベンシーⅡとの重要な差異となる。

 有配当ファンド資産の残余の取り扱いおよび負債と資本の配分

は、個々の契約の性質および国内法により異なる。IFRS とソルベ

ンシーⅡの比較は、現時点では不明確である。

短期契約 支払備金に対するキャッ

シュ・フロー予測に対し

て、事故発生前債務に対

する未経過保険料モデル

他の契約と同様  IFRS においては、未経過保険料モデルが選択できる。キャッシ

ュ・フローアプローチはソルベンシーⅡにおいて適用できる。
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ボラティリティへの対処

2010 年に IASB が最初の公開草案
を公表して以来、IFRS フェーズⅡの測
定モデルには重要な修正が加えられ
てきた。これらの多くの修正は、何がオ
リジナル・モデル（図 5参照）における「
理論上存在する」利益変動として認識
されるのかに関する利害関係者の懸
念に対処するものである。変更点は以
下のとおり：

 将来キャッシュ・フローの見積りの
特定の変動を吸収するための残
余マージンを要求する

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがいまして

 割引率の決定において「トップ・
ダウン」アプローチを採用できるこ
とを明確にする

 （OCI をとおした公正価値または
償却原価で評価されている場合
、）資産の表示および測定との連
携を図るため、割引率の変動によ
る影響はその他の包括利益（OCI
）として表示する

 有配当契約の測定における資産
および負債の契約上の関連を反
映する

これらの変更には利点がある一方で

、貸借対照表
れている
じない、
同時に、
すべての
反映しているか

本書における
では、契約負債
ズⅡとソルベンシー
よびIFRS
存在する
提案についてより
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貸借対照表の強度に焦点が当てら
れているソルベンシーⅡにおいては生

、業務運営上の複雑性を増す。
、提案されたこれらの修正は、

すべての利害関係者の懸念を十分に
しているか否かも不明確である。

における以下のサブセクション
契約負債に関する IFRS フェー

とソルベンシーⅡの主な相違点お
IFRSにおいて認識された「理論上
する」利益変動へ対処するための
についてより詳細に検討する。
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キャッシュ・フロー

将来キャッシュ・フローの見積りの利
用はソルベンシーⅡおよび IFRS フェ
ーズⅡの測定モデルの根幹である。し
かし、そこにはいくつかの相違があり、
それらは実務上の困難をもたらし、モ
デルを分離するか、あるいは単一モデ
ルで汎用性を高めることが必要である。
私たちは以下の三つの特定のエリアを
取り上げる：

キャッシュ・フローの範囲

ソルベンシーⅡおよび IFRS フェー
ズⅡの双方において、いずれのキャッ
シュ・フローが負債の測定に含められ
るべきかについての明確なガイダンス
が望まれる。保険料や保険金のように、
多くのキャッシュ・フローは二つのモデ
ルにおいて相違はない。しかし、全て
のキャッシュ・フローについて完全に整
合してはいない。たとえば、特定の間
接費の取り扱いには相違があるかもし
れない。これは、貴社の経費配賦プロ
セスの変更や、二組の経費の計算仮
定に繋がる。

契約獲得費

IFRS フェーズⅡにおけるキャッシュ・
フロー・モデルは、直接的に起因する
契約獲得費をキャッシュ・フローの範
囲に含めるため、当該費用は残余マ
ージンの減少をとおして「非明示的に」
繰り延べられる。現行の多くの会計基
準は、契約獲得費を貸借対照表上の
資産として明示的に繰り延べることを
認めているため、繰り延べることのでき
る契約獲得費の厳密な定義は異なる
可能性があるが、貴社ではこのデータ
を取得するためのシステムを既に保有
しているかもしれない。IFRS における
無配当性の投資契約については、貸
借対照表の資産として明示的に契約
獲得費を繰り延べるが、繰り延べること
ができる費用の定義は、保険契約と比
べるとより狭義である（広くポートフォリ
オレベルよりもむしろ契約レベルにお
ける増分費用）。ソルベンシーⅡにお
いては、収益または費用を契約期間に
わたって繰り延べるという概念は存在

しない。

契約の境界線

契約の境界線は、それを超えた場
合に当該契約にかかるいかなるキャッ
シュ・フローも負債の測定において認
識しないという時点を意味する。多くの
契約において、二つのフレームワーク
における境界線は同じであるが、しか
しいくつかの相違が存在する可能性が
ある。たとえば、ソルベンシーⅡにおい
ては契約の中で境界線が異なる構成
要素がある場合には、当該構成要素
を区分する必要がある。IFRS において
はそのような要求は存在しない。

IFRS において典型的には無配当性
投資契約に分類される契約について、
ソルベンシーⅡにおいては異なる契約
の境界線が存在する。境界線は、いか
なる将来の保険料も含まれず、結果と
して、それらの保険料から生じる組込
まれた利益は貸借対照表に含まれな
いと定義される。IFRS においては、そ
れらの契約は多くの場合、ユニット・リ
ンク契約であるため、将来キャッシュ・
フローの見積りはなく、負債は公正価
値または通常はユニット残高の償却原
価で測定される。

保険者は、これらの影響に対処する
ためのデータおよびキャッシュ・フロ
ー・モデルの構築が必要となるであろ
う。

割引率

長期性貯蓄商品を発行する保険者
においては、割引率の選択は契約負
債の評価およびその結果として、ソル
ベンシー比率と会計上の利益に非常
に大きな影響を及ぼす。

提案されている長期保証への影響
度評価が未了であるため、ソルベンシ
ーⅡにおける割引率については重要
な不確実性が残されている。適用すべ
き割引率は、スワップ・カーブにマッチ
ング調整（特定の契約の場合）または
カウンターシクリカル・プレミアム（特に
極端な市場状況の場合）を加えたもの
に基づき、監督当局により決定される
ことが期待されている。このようなスワッ
プ・カーブへの調整は、ソルベンシー

の貸借対照表における、信用スプレッ
ドの変動による影響に対処する目的で
設計される。マッチング調整は、負債
の特性または適用する ALM 戦略の結
果、（倒産リスクを除く）スプレッド・リス
クに対するエクスポージャを有しない
（または限定的となる）という可能性を
反映させる目的で設計される。マッチ
ング調整が適用される負債の範囲（狭
義または広義）および調整の水準につ
いては不確実性が残る。（監督者によ
り）適用された場合、カウンターシクリカ
ル・プレミアムは、ソブリン債および社
債市場において「超過」スプレッドが広
がった期間に、短期的な軽減期間を
提供するよう設計されている。プレミア
ムの測定およびプレミアムが許可され
る場合の基準については不確実性が
残る。

IFRS フェーズⅡにおいては、割引
率のアプローチは原則主義に基づい
ており、負債の特性を反映させたもの
でなければならない。実際または参照
資産の利回りから開始し、（資産およ
び負債のキャッシュ・フローのタイミン
グの乖離を調整するために）不履行リ
スクおよびミスマッチリスクを控除する
「トップ・ダウンアプローチ」、または、無
リスク参照金利から開始し、非流動性
プレミアムを加える「ボトム・アップアプ
ローチ」を採用することができる。「トッ
プ・ダウンアプローチ」は、スプレッドを
基礎とした保険契約、とりわけ支払開
始後の年金に適用される可能性が高
い。

IFRSフェーズⅡにおいては、全ての
割引率の変化による影響は、損益をと
おさずにその他の包括利益において
表示されることが提案されている。ソル
ベンシーⅡには同様の概念は存在し
ない。このアプローチでは、現在の割
引率および（契約開始時における）「ロ
ック・イン」された割引率の双方で保険
負債を測定することが必要となる。これ
は追加的なデータおよびシステム要件
の導入をもたらし、負債の裏付けとなる
資産が損益をとおして公正価値で評
価される契約の場合、結果として損益
計算書において会計上のミスマッチが
発生することになる。しかし、その他の
包括利益をとおして公正価値で評価さ
れる債券により裏付けられている契約
の場合には、損益計算書における会
計上のミスマッチは減少するであろう。

「将来キャッシュ・フローの見積りの利用は、双方のフレームワークにおける基礎である。しかし、そこ

にはいくつかの潜在的な相違があり、それは実務上の困難を呈することになる。」
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図6はソルベンシーⅡとIFRSのアプ

ローチの比較であり、マッチング調整

のより広範囲な適用は、IFRS における

トップ・ダウンアプローチと同義か否か

を含むいくつかの疑問点を呈している。

ソルベンシーⅡが最終化されるまでは、

回答は不明確である。概念的には、マ

ッチング調整とトップ・ダウンアプロー

チには類似点がある。しかし、（マーケ

ットイベントについての監督者の評価

により選択された）カウンターシクリカ

ル・プレミアムを含むことは、負債は通

常、マーケットイベントとは独立である

ため、IFRS における負債の特徴を反

映させるという要求に対して課題とな

る。

加えて、ソルベンシーⅡにおいては

「ソルベンシーⅡにおいては
確実性が残る。IFRS においては
ンされた割引率の双方が必要とされる
ンシーⅡと IFRS のアプローチの
多くの課題をもたらす。」

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがいまして

割引率に関する経過措置が適用され

る可能性がある。たとえば、ソルベンシ

ーⅠルール適用の容認や、あるいは

既存契約についてはある期間にわた

って段階的にソルベンシーⅡを適用

するかもしれない。これは、同様の性

質を有する負債が、ソルベンシーⅡに

おいて、IFRS では正当化するのが困

難である異なる割引率を持つことにな

る可能性がある。

IFRS においては二つの割引率が要

求される点を含め、ソルベンシーⅡお

よび IFRS の割引率には相違があり、こ

れは実務上多くの課題をもたらす。た

とえば、計算仮定や評価プロセスを二

重に有することや、異なる資産のデー

タが必要となる可能性、複数の経済的

シナリオの

照合作業等

短期保険契約

生前債務

り低い。

期的な支払

潜在的な

事故に関

である。

においては割引率に関する重要な不
においては現在の割引率とロック・イ

必要とされる点を含め、ソルベ
のアプローチの相違は、実務において

PwC Laying the foundations for the future of insurance reporting

したがいまして、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

シナリオのパラメータ調整や追加的な

照合作業等である。

短期保険契約については、事故発

債務の割引の論点の重要性はよ

。しかし、既発生事故、特に定

支払いや（アスベスト症のような）

な事故のようにロング・テイルの

関する負債との関連性は重要

。
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リスクに対する引き当て

リスクに対する明示的な調整の概念
は、ソルベンシーⅡおよび IFRS フェー
ズⅡ双方における根本的な概念であ
る。ソルベンシーⅡにおいては、リスク
に対する引き当ては、たとえば 6％の
資本コストという規定された変数に基
づき「資本コスト法」により決定される。
IFRS フェーズⅡにおいては、決められ
た技法および変数は存在せず、「保険
者が契約を履行する際に発生するキャ
ッシュ・フローに固有の不確実性を負
担するために必要な補償」の原則にし
たがって測定しなければならない。貴
社がソルベンシーⅡの制限を受ける場
合には、貴社は、ソルベンシーⅡ目的
で構築したモデルを使用するため、
IFRS のもとでも資本コスト法を採用す
るであろう。しかし、たとえば、想定する
資本コスト率、分散効果の水準および
資本評価における税務上の損失の取
り扱いにおいて相違が存在するため、
IFRS においては、ソルベンシーⅡとは
異なる資本コストの測定が行われる可
能性がある。同時に、ソルベンシーⅡ
モデルを適合させられるか、モデルの
実行回数およびそれらの相違がどのよ
うに調整され、利害関係者に対してど
のように説明するかといった実務上の
検討事項も存在する。

ソルベンシーⅡの第 5 次定量的影

響調査（
シーⅡにおけるリスクマージンの
的準備金
いと考えられるため
フェーズ
相違も、

契約開始
る引き当
ベンシー
計算により
時において
IFRS の
し、リスクに
では損益
ため、将来
及ぼす。

残余

残余マージンは
よび現行
に類似する
けるこの
たり損益
モデルまたは
必要がある

残余マージンは
ル」で決定
ービス提供期間
解放されるが
の単位）
社により
は不明確

さらに
しているとおり
間においてロック・インされた
る利息で
ローの見積
識されないが
にならないことを
ンにおいて
将来キャッシュ・フローの
により、
いて正の
て負債として
負の残余
がある。
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（QIS5）の結果として、ソルベン
におけるリスクマージンの技術

的準備金に占める割合は比較的小さ
えられるため（図 7 参照）、IFRS

フェーズⅡにおける測定とのいかなる
、重要性は乏しいであろう。

開始時において、リスクに対す
当ての測定に関する IFRS とソル
ーⅡの相違は、残余マージンの

により相殺されるため、（契約開始
において利益が存在する限りは）

の損益に影響を及ぼさない。しか
リスクに対する調整と残余マージン
損益への解放パターンが異なる
将来の利益の認識には影響を
。

残余マージン

マージンは、ソルベンシーⅡお
現行の多くの会計基準に直接的

する概念がないため、負債にお
けるこの要素を決定し、契約期間にわ

損益に解放するために、あらたな
または別のシステムを構築する

がある。

マージンは「ポートフォリオレベ
決定される。残余マージンはサ
提供期間をにわたり損益として

されるが、そのレベル（会計処理
）は定められていない。保険会

により実務上どのように解釈されるか
不明確である。

さらに、（割引率のセクションで検討
しているとおり）マージンは、各報告期

においてロック・インされた金利によ
で増加する。将来キャッシュ・フ
見積りの変化は、損益として認

されないが、残余マージンが負の値
にならないことを前提として残余マージ
において相殺される（「アンロック」）。

キャッシュ・フローの見積りの変化
、残余マージンが将来期間にお
の値となり、貸借対照表におい
として表示されることとなるため、

残余マージンをモニターする必要
。

原文を参照頂くようお願い致します。




オプションと保証の評価、割引率お

よびリスク調整の変動は、残余マージ

ンにより相殺されない。残余マージン

のアンロックおよび利息の付与に関す

る要求事項は、一層の複雑性と詳細な

データを必要とする。

上記の質問は、残余マージンを決

定し管理するためのモデルの構築を

検討する際の主要な論点である。

有配当契約

有配当契約の基本的な定義は、ソ

ルベンシーⅡと IFRS フェーズⅡで類

似している。保険者により発行された

有配当契約は、全て IFRS フェーズⅡ

の対象となることが予定されている。双

方のフレームワークにおいて、その有

配当性により生じる特定のキャッシュ・

フローは、他のあらゆる契約上のキャッ

シュ・フローと同様に、予想現在価値

ベースで含まれ、リスク調整が加算さ

れる。

IFRS においては、オプションおよび

保証がそれらの現在の価値で評価さ

れる一方、契約者の配当に関するキャ

ッシュ・フローは、償却原価もしくは

（OCI または損益をとおした）公正価値

で評価される契約者配当の裏付けとな

る契約者が参加した資産のミラー処理

によって測定および表示される。ソル

ベンシーⅡにおいては、全ての資産は

経済（公正）価値で測定されるため、こ

のようなミラー処理に相当する概念は

存在しない。

IFRS においては、現在および将来

の契約者に対する予想される支払は、

たとえそれが保険会社の裁量による支

払であったとしても、全て負債として扱

われる。ソルベンシーⅡにおいてはこ

れに相当する概念はないが、しかし、

国内法によって規定された「サープラ

ス・ファンド」において追加的な負債は

要求されていない。これらのアプロー

チの関連性は、個々の有配当契約の

性質と国内法により異なる。

IASB における審議が継続中である

ため、IFRS フェーズⅡにおける有配当

契約の取り扱いは、実務上の取り扱い

も含めて未確定である。現行の多くの

会計基準との比較において、IFRS フェ

ーズⅡは IFRS の利益においてより大

きな運用による変動をもたらす可能性

がある。

移行

ソルベンシーⅡおよび IFRS フェー

ズⅡ双方とも、移行時において遡及適

用を要求している。2010年の公開草案

においては、既存契約に関する残余

マージンの認識は認められず、新基準

の適用時における資本に対する将来

利益は取り消すものと解釈されていた

ため、この点は IFRS において重要な

変更点である。ソルベンシーⅡの（前

述の割引率と同様の）経過措置におい

ては、特定の点において遡及適用が

除外されるかもしれない。

ソルベンシーⅡは完全に将来型測

定のため、遡及適用による追加の複雑

性は限定的である。しかし、移行時の

残余マージンは、契約開始時点にお

ける契約の収益性の評価および現在

日における再評価を必要とし、いくつ

かの契約においては当該期間が20年

以上にわたるため、IFRS における完全

遡及適用は課題となるであろう。マー

ジンが移行後における IFRS の利益に

対して重要な影響を及ぼすため、当該

評価の重要性は過小評価できない。

IFRS フェーズⅡにおいては、数年

間は十分に客観的なデータが存在し

ないため、残余マージンを決定するた

めの見積り方法は、実質的に「最善の

努力」基準となるであろう。見積り方法

の例としては、IFRS もしくは採用してい

るその他の報告基準との相違点に関し、

エンベデッド・バリューにおける新契約

マージンを調整する方法が含まれるか

もしれない。残余マージンのアンロック

および契約開始時点の割引率の要求

により、データの複雑性が増すことに

残余マージン・モデルの構築にあたり考慮すべき主要な事項

1. 貴社のポートフォリオの定義は何か。また、貴社の現行のキャッシュ・フロー・モデルは必要とされる当該ポートフォリ

オレベルでの情報を提供するものか。

2. パターンおよび会計処理の単位を含め、どのように残余マージンを損益として解放するか。

3. 貴社のモデルは残余マージンをアンロックするために、将来キャッシュ・フローの見積りの変更による影響を把握する

ことができるか。

4. 残余マージンをモデル化するためのシステム・オプションは何か。

5. 各報告期間における残余マージンの調整表を開示しなければならない。この分析にどのように対応するか。

6. いったん確立されれば、残余マージンは各期間利益の重要な構成要素となる。これを社内的にどのように説明し、

分析するか。

これら（あるいは他の質問）に対する回答は、移行後の残余マージン・プロセスの管理に必要なモデルの要件の決定の一

助となるであろう。

「移行時の残余マージンについては、契約開始時点に

おける契約の収益性の評価および現在日における再評

価を必要とし、いくつかの契約においては当該期間が

20年以上にわたるため、IFRSにおける完全遡及適用は

課題となるであろう。」
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なる。 適切な形式において、適切な

水準で詳細なデータを収集することは

相当な課題であり、それらは過小評価

されるべきではない。商品ごとの評価

は、最も重要なプロフィット・マージンが

存在する商品を特定するためのアプロ

ーチを検討する一助となるであろう。い

くつかの商品については、その世代や

過去における人口統計計算仮定の逆

方向の変動により、マージンがゼロ（あ

るいはマイナス）であるかもしれない。

どちらのアプローチを採用したとしても、

正確かつ検証可能性が必要である。

保険者は、移行による影響の開示

方法として、2005年における IFRS第 4

号の適用時と類似するアプローチを採

用することを想定している。

移行時の残余マージンは、特に市

場環境や引き受けの実務が現在と異

なる数十年前に引き受けられた商品に

関しては、説明を必要とする意外な結

果となる可能性がある。

外部報告：開示および表

示

開示

IFRS フェーズⅡにおける開示パッケ

ージは広く知られており、IFRS 第 4 号

における現在の要求の範囲を超えて

多くの追加的要件を含む。保険者は、

たとえば期首と期末の貸借対照表の

調整表や、リスク調整の信頼水準に関

する開示のような開示要件について、

煩雑と感じるかもしれない。同様に、ソ

ルベンシーⅡにおいても相当数の公

式および非公式の報告および開示要

件がある。どちらのフレームワークにお

いても、要求される詳細度の水準は、

現行の会計および制度の要求水準を

超えるであろう。また、ソルベンシーⅡ

においては報告の頻度も上昇する。

開示パッケージの状況が明確にな

れば、要求事項の比較や何をまとめら

れるかの判断が可能となる。たとえば、

技術的準備金の変動およびクレーム・

デベロップメント・テーブルに関するソ

ルベンシーⅡの分析は、関連する

IFRS 開示に利用することができるであ

ろう。作成を自動化すれば、報告のた

めの時間および関連費用は削減され

るであろう。さらに、別個の会計および

規制上の報告要求が存在するため、

二つの貸借対照表を説明し、照合す

ることが重要となる。

損益計算書の表示

IFRS フェーズⅡにおいては、損益

計算書の表示に関するアプローチが

規定されるであろう。最初の公開草案

からの改訂のなかで、そのアプローチ

は損益計算書上において保険料、保

険金および費用に関する情報（「取引

量の指標」）を含むであろう。「既経過

保険料」法に従い、そこでは保険料は

関連する保険カバーおよび当該期間

において提供されることが期待される

サービスに関する価値に応じて配分さ

れる。さらに、損益計算書に表示され

る保険料、保険金および給付金の測

定においては、契約の構成要素のうち

特定の投資要素からの受取または支

払を含まない（一般的に多くの契約者

勘定残高が想定される）。これらの改

訂は長期ビジネスを扱う保険会社が適

用している現行の多くの会計基準との

大きく相違することを意味しており、デ

ータおよびシステム要件に重要な影響

を与えるであろう。取引量の指標を利

害関係者にどのように説明されるかを

検討する必要がある。

ソルベンシーⅡにおいては、業績の

報告よりも貸借対照表の強度に焦点

が当てられているため、これに相当す

る概念は存在しない。

資産およびその他の負債

ソルベンシーⅡの下では、資産およ

びその他の負債の評価は、欧州連合

により承認されているため IFRS と整合

するよう意図されている。したがって、

IFRS が規制上の目的に適合する評価

を提供しないと考えられる場合にいく

つかの測定の差異は存在するものの、

二つのアプローチは大部分で一致し

ている。

金融資産および金融負債

IAS 第 39 号およびその代替である

IFRS第 9号のもとでは、金融資産は償

却原価または（OCI または損益をとお

して）公正価値で評価される。償却原

価で評価する場合には、保険者はソル

ベンシーⅡのために公正価値に転換

する必要がある。IFRS においては、金

融負債は公正価値または償却原価で

評価される。ソルベンシーⅡにおいて

は、金融負債の当初認識は IFRS と整

合的に評価すべきとされているが、し

かしその後は無リスク金利の変動に対

して調整される。保険者の自己の信用

リスクによる影響はソルベンシーⅡに

おける評価から除外されるため、公正

価値評価からは逸脱することになる。

20 PwC Laying the foundations for the future of insurance reporting

本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがいまして、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。




持分への投資（子会社、関連

会社、ジョイント・ベンチャーお

よび特別目的会社）

IFRS のもとでは、個別財務諸表に

おける持分への投資は原価または公

正価値により評価される。これはソルベ

ンシーⅡとは異なり、ソルベンシーⅡ

においては、上場会社は市場価格で

評価され、非上場会社は「調整持分法」

（ソルベンシーⅡの評価原則に基づき

評価された純資産の持分、またはソル

ベンシーⅡの評価が実務上不可能な

場合には無形資産およびのれんを除

き IFRS に基づき評価された純資産の

持分として計算する方法）で評価され、

その他の（子会社ではない）企業は、

調整持分法（不可能な場合はマーク・

トゥ・モデル法）により評価される。

有形固定資産

ソルベンシーⅡにおいては、（投資

不動産を除く）有形固定資産は経済価

値で測定されていない限り公正価値で

測定する旨が提案されている。IFRS に

おける再評価モデルは、公正価値の

合理的な代替であると考えられている。

しかし、IFRS はより一般的に採用され

ている有形固定資産の代替的な評価

方法である原価から減価償却を差し引

くことも同時に認めている。大部分がソ

ルベンシーⅡにおける経済価値評価

への転換を行うことになるであろう。

のれんおよび無形資産

IFRSのもとでは、企業買収が行われ

た結果、支払った買収対価と獲得され

た純資産の公正価値との間に正の差

異がある場合に、特殊な資産としての

れんを認識することが認められている。

ソルベンシーⅡにおいては、獲得した

のれんに価値がないとする取り扱いが

提案されている。

IFRS においては、無形資産を認識

できる場合には、原価モデルか、ある

いは当該資産に関する活発な市場が

ある場合には再評価モデルで測定さ

れる。ソルベンシーⅡにおいては、分

離して売却可能な場合にのみ無形資

産に価値が付加され、評価は同一もし

くは類似の無形資産の活発な市場に

おける市場価格に基づく旨が提案され

ている。実務上は、保険会社が保有す

るほとんどの無形資産は活発な市場で

取引されていないため、ソルベンシー

Ⅱのもとでは無形資産に価値が付加さ

れることはほぼないと考えられる。

リース

ソルベンシーⅡのもとでは、ファイナ

ンス・リース資産は公正価値で測定さ

れる。これは、ソルベンシーⅡの評価

原則とは整合しない IAS 第 17 号にお

ける最低支払リース料総額の現在価

値とは異なる。

偶発負債

ソルベンシーⅡにおいては、重要な

偶発負債は貸借対照表において負債

として認識し、当該負債を決済するた

めのキャッシュ・フローの割引後予想

現在価値で評価する。IFRS において

は、偶発債務は開示されるものの、貸

借対照表上では認識されない（企業買

収と同時に発生した場合を除く）。

従業員および解雇給付

最近のIAS第19号の改正をうけて、

ソルベンシーⅡおよび IFRS における

従業員給付および解雇給付の取り扱

いは連携している。QIS 5 においては、

保険会社は従業員給付の評価におい

て内部モデルを適用することが可能で

あった。2012 年 10 月に EIOPA より公

表された直近の技術的仕様書におい

ては、このアプローチは言及されてい

ない。これが確定年金給付債務の評

価における内部モデルの使用はソル

ベンシーⅡ規制のもとではもはや認め

られないということを意味しているか否

かは明確ではない。
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グループ報告

ソルベンシーⅡおよび IFRS の双方

において、個社レベルの報告のみなら

ずグループレベルでの報告が要求さ

れている。ソルベンシーⅡにおいては、

グループ報告は、保険会社がそのグ

ループの資本の状態を評価することを

可能とし、また IFRS における連結会計

は、グループの業績を一つに表すこと

を目的としている。これらの異なった目

的を反映し、IFRS とソルベンシーⅡで

はその連結の対象、連結の程度およ

び方法が異なる。そのため、それらは

異なった目的をもつために大きく異な

る結果に帰結する可能性がある。

グループ報告が適用される

単位

IFRS は、グループ内に属する会社

の業種にかかわらず、グループの最も

上位に位置する会社（最上位の親会

社）にグループ報告を要求している。さ

らに、IFRS または国内法の要求により、

サブグループレベルの連結が必要とさ

れる場合もある（たとえば、中間的な親

会社が上場社債を発行している場

合）。

ソルベンシーⅡのもとでは、保険グ

ループのレベルでのみグループ報告

が適用されるが、当該保険グループは

保険事業と同時に重要な非保険事業

を営むより大きなグループの一部であ

る可能性もある。ソルベンシーⅡのグ

ループ監督が適用されるレベルは、最

上位の保険親会社の所在地および当

該所在地における規制制度がソルベ

ンシーⅡと同等であると認められるか

否かにより異なる。

 グループにおける最上位の保険

親会社が、欧州経済領域（EEA）

域内にある場合には、ソルベンシ

ーⅡのグループ報告はそのレベ

ルで要求される。

 最上位の保険親会社が EEA 域

外である場合には、当該グルー

プは EEA における最上位の保険

親会社レベル（つまりサブグルー

プレベル）でソルベンシーⅡのグ

ループ監督の規制を受け、追加

的な監督は最上位の親会社が拘

束される規制制度がソルベンシ

ーⅡと同等であると認められるか

否かにより異なる。最上位の親会

社の規制制度が同等と認められ

ない場合には、最上位のグルー

プ親会社はソルベンシーⅡのグ

ループ監督の適用を受ける可能

性がある。

ソルベンシーⅡ報告は EEA レベル

で要求されるものであるのに対し、

IFRSはEEAレベルで要求されない、も

しくは、ソルベンシーⅡにおけるグル

ープ報告に拘束される保険グループ

は、IFRS グループ報告に拘束されるよ

り大きなグループに含まれるサブグル

ープであるといういずれかの理由によ

り、ソルベンシーⅡのグループ報告の

レベルは IFRS と異なる。

連結の範囲

ソルベンシーⅡと IFRS のグループ

報告におけるもう一つの潜在的な相違

の原因はグループの定義にあり、結果

としてそれはいかなる事業体がグルー

プを構成すると考えるかという論点で

ある。IFRS においては、グループは子

会社、ジョイント・ベンチャーおよび関

連会社により構成される。ソルベンシ

ーⅡのもとでは、グループは親会社、

その子会社および関連会社と定義さ

れる。ソルベンシーⅡのグループを構

成する事業体の定義は、EU 会計指令

に含まれる定義に基づいている。これ

らの定義は概括的には IFRS と整合的

であるものの、連結の範囲において潜

在的ないくつかの相違がある。さらに、

その他の事業体についても、それらが

支配もしくは重要な影響力を行使して

いると結論付けた場合には、監督者は

当該事業体についてもソルベンシー

Ⅱのグループ監督の範囲に含めること

ができる。

連結の手法

IFRS においては、連結にあたり単一

のアプローチが要求されている。当該

アプローチにおいては、各個別科目単

位で、グループに含まれるすべての会

社の結果を結合し、次に連結調整、た

とえば会計方針の不整合の調整、内

部取引の相殺などを行う。関係会社は

持分法により会計処理される。

ソルベンシーⅡではグループの結

果を表示する二種類の測定方法があ

る。ソルベンシーⅡにおける原則的な

アプローチは「会計上の連結財務諸表

を基礎とした手法」であり、連結勘定項

目を出発点として利用する手法である。

これは会計上の連結手法と呼ばれる

が、実際には連結の仕組みは連結さ

れる事業体の種類により異なる。たとえ

ば、保険子会社の場合には全ての勘

定科目が、それぞれの勘定科目単位

で連結され、グループ内の保険会社

以外の金融機関については自己資本

の持分割合に応じて組み入れられ、非

上場の非金融機関は調整持分法によ

り組み入れられる。結果として、IFRSの

連結会計をソルベンシーⅡのグルー

プ計算と同じ単位で行うという相乗効

果を活用できる可能性はあるものの、

ソルベンシーⅡの連結の仕組みは

IFRS と完全に異なることは明白である。

他方、ソルベンシーⅡにおいてはグル

ープ監督者の裁量により「控除集約手

法」を用いることが可能であり、その場

合にはソルベンシーⅡかそれと同等の

基準に基づく計算の集約として、グル

ープソルベンシーを計算する。
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付録A ： 保険契約
ソルベンシーⅡ IFRS

１．関連基準／出所
 QIS5 技術的仕様書（関連箇所）

 ソルベンシーⅡレベル 1 指令（関連箇所）

 2011年 1月に欧州委員会より、2011年 9月に欧州連合
理事会より、2012年3月に欧州議会によりそれぞれ公表
されたオムニバスⅡ指令に関する提案書

 2012年10月に公表されたソルベンシーⅡにおける評価
およびソルベンシー資本要件の計算（パートⅠ）に関す
る EIOPA の技術的仕様書

さらに、その他の公開協議および現状のフレームワークに関
する私たちの理解が含まれる。

 保険契約 公開草案(関連箇所 –2010 年 7 月)

 IASB 詳細な進捗報告（2012 年 10 月）

 IASB スタッフ・ペーパー：審議会の決定の結果（2012 年
10 月）

 IASB ワーキング・ドラフト・ペーパー（2011 年 12 月、2012
年 7 月）

 2012 年 10 月の IASB までの仮決定

２．範囲
 ソルベンシーⅡは欧州経済領域（以下、EEA）域内の保

険者が発行した全ての保険契約および再保険契約に適
用され、またそのグループ監督要件は、EEA 域内の保
険者を含む保険グループに適用される。加えて、ソルベ
ンシーⅡの要件のうちいくつかは EEA 域外の保険者が
EEA 域内の支店をとおして発行した契約にも適用され
る。

 後のセクションで議論する契約の境界線内のキャッシュ・
フローの決定を除き、保険契約と投資契約の間に区別
はない。

 保険会社の規模、法的形態、性質または保険会社が提
供する特定のサービスによっては適用除外とされる場合
がある。

 保険契約に関する IFRS は以下に該当するすべての契約
に適用される。

 重要な保険リスクを移転している契約（ただし、特定
の製品保証やサービス提供を主要な目的としている
固定料金のサービス契約のように明確に適用除外と
されているもの、および（IFRS 第 4 号に基づき）保険
者が事前に保険契約と見なすと主張しない金融保証
契約を除く。

 重要な保険リスクは移転していないものの、保険者に
より発行された裁量権のある有配当性を有する投資
契約

 保険者が、（現在価値により測定した場合）損失を被る可
能性があるという商業実態を伴うシナリオがない場合に
は、当該契約は保険リスクを移転しないという例外を除き、
重要な保険リスクの定義は IFRS 第 4 号からほとんど変わ
っていない。全体として損失を被らない特定の再保険契約
について、引き続き保険契約基準の対象とすることが特別
な規定により許可されている。

 保険契約に含まれる別個の投資構成要素（たとえば、ある
種の保険契約者勘定残高など）、組込デリバティブ、別個
の財およびサービスは区分され、それぞれ適用可能な
IFRS 基準のもとで測定される。

 ソルベンシーⅡにおいては、上記の区分処理（アンバンド
リング）と直接的に同等の概念は存在せず、そして、代替
的な測定方法もない。投資契約の取り扱いおよび収益認
識の取り扱いは二つのフレームワークの間で異なるため、
IFRS における区分処理の結果、一定の状況下ではソルベ
ンシーⅡと大きく異なる結果をもたらす可能性がある。

多くの投資構成要素は、保険構成要素と相互に関連するため、
区分されない可能性が高い。結果として、IFRS において測定の
際に区分処理（アンバンドリング）が行われることは少ないと考
えられる。
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付録A ： 保険契約
ソルベンシーⅡ IFRS

３．損害保険およびその他の短期契約
 後のセクションで議論される確率で加重された将来キャ

ッシュ・フロー、割引およびリスクマージンという基本とな
るビルディング・ブロックの基礎的な構成要素が適用さ
れる。

 損害保険契約債務に関しては、支払備金と保険料準備
金の裁量推計は別々に実施される。

 支払備金は、評価日において既に発生した保険事故
（既発生未報告の事故を含む）に関連し、当該事故に関
連するすべての将来の給付金、費用および保険料を含
む。

 保険料準備金に関して、キャッシュ・フローのプロジェク
ションは、契約の境界内に属し、評価日後に発生する保
険事故に関連する。キャッシュ・フローは評価日後に生
じる保険事故（すなわち未解消リスク）に関連する将来の
保険金、将来の保険料および関連費用を含む。キャッシ
ュ・イン・フローがキャッシュ・アウト・フローを超過した場
合、保険料準備金は負の値となり、期待将来利益が当
初認識において認識される。

 保険料準備金と支払備金の両方に対してリスクマージン
が必要である。

残存期間に対する負債（「保険事故発生前」債務）

 修正された測定モデルである保険料配分アプローチ
（PAA）は以下のいずれかの場合に認められている（強制
はされていない）。

 カバー期間が 1 年以内である。

 当該アプローチによる測定が、ビルディング・ブロッ
ク・モデルによる測定と合理的に近似する結果をもた
らす。

 これは、大部分の損害保険契約および特定の短期の生命
保険契約に関連するものと予想される。ソルベンシーⅡに
おいては同様のオプションは存在しない。

 PAA モデルにおいては、負債は契約時点において受け取
るべき保険料から適格な契約獲得費を控除して測定され
る。負債は契約期間にわたり均等に認識するか、あるいは
（たとえば米国のハリケーンに対するエクスポージャを高い
水準で含むポートフォリオなど）保険事故の発生パターン
が時の経過と大きく異なる場合には保険金および給付金
が発生すると予測されるタイミングに応じて認識する。

 さらに、PAA モデルに関連して、

 カバー期間が 1 年以内であり保険者が選択した場合
には、契約獲得費は発生時に費用処理することがで
きる。

 契約に重要な財務的要素がある場合には、負債は契
約引受時にロック・インされた割引率により貨幣の時
間価値（割引計算および利息の増加）を反映すべき
である。実務上の対応としては、保険料受領時点から
カバーの終了時点までの期間が 1年以内である場合
には、割引計算および利息の付与は要求されていな
い。

 事実や状況が、契約のポートフォリオが不利である、もしく
は不利になる可能性が高いことを表している場合には、追
加の負債が計上される。不利な契約のテストはそれぞれの
評価日における積極的な評価である。

発生保険金に対する負債（「保険事故発生後」債務）

 （既報告または未報告にかかわらず発生している）負債
は、ソルベンシーⅡおよびビルディング・ブロック・モデルと
同様に、評価時点以前に、あるいは評価時点において発
生した保険事故に関連しては、割引後の確率で加重され
た将来キャッシュ・フローおよびリスク調整として測定される
（後のセクションにおいてより詳細に議論する）。

 損益として報告される保険金および利息費用は、契約開
始時においてロック・インされた割引率によって決定され
る。負債の測定に使用した現在の金利との差額は、その他
の包括利益（OCI）において報告される。

 しかし、ソルベンシーⅡと異なり、保険金が 12 カ月以内に
支払われることが予想される場合には、割引計算は要求さ
れていない。
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付録A ： 保険契約
ソルベンシーⅡ IFRS

４．将来キャッシュ・フロー
確率で加重された将来キャッシュ・フロー

 ソルベンシーⅡにおいて、最良推計は「貨幣の時間価
値を考慮に入れた確率で加重された将来キャッシュ・フ
ロー」に相当する。これは、考慮すべきすべての将来シ
ナリオを必要とし、たとえば、有配当契約における将来
の裁量権のある配当、組込オプションおよび保証を有す
るその他の契約等を評価する際において、確率論的な
手法の使用が必要となる場合があると考えられる。逆
に、損害保険負債やその他の生命保険負債について
は、確率論的手法の使用は必要ではなく、決定論的ま
たは解析的手法がより適切な可能性がある。たとえば、
損害保険負債の評価に際し、最善の見積りを行うために
は、通常は決定論的手法（たとえば、チェーンラダー法）
による測定が適切であると考えられる。一方で、生命保
険負債については、特定のリスク変数に対する結果が
十分に対称的である場合、決定論的評価が十分なもの
となるであろう。

 計算は契約単位であるが、実務上の理由により、実質的
に同様であると示すことができる場合は、グルーピング
や近似が使用される可能性が高い、たとえば、損害保険
負債もしくは、より一般的には確率論的な手法を適用さ
れる場合である。

 デポジット・フロアはなく、負債のマイナス残高も許容さ
れている。たとえば、ユニット・リンク契約の負債総額は、
勘定残高（ユニット・ファンド）を下回る可能性がある。

 技術的準備金を計算する際、要求される区分の最低限
のレベルが存在し、生命保険と損害保険の特徴を含ん
でいる契約は、分離される必要がある。

確率で加重された将来キャッシュ・フロー

 IFRS においては、保険契約負債は、保険者が契約を履行
する際に発生する将来キャッシュ・アウト・フローから将来キ
ャッシュ・イン・フローを控除した額についての、明示的で
偏りのない確率で加重された見積りとして測定される。評
価技法に関連して考慮される事項はソルベンシーⅡと類
似している可能性が高い。しかし、IFRS において適用され
る技法について提供されている明示的なガイドラインは、ソ
ルベンシーⅡより少ない。

 グルーピングや近似における考慮事項は IFRS においても
同様に適用される。

 契約開始時における当初利益の認識は認められておら
ず、残余マージンによって除去される。

 セグメンテーションの最低限のレベルは、ポートフォリオレ
ベル（ポートフォリオは(a)類似のリスクに晒され、引き受け
たリスク関して類似の料率設定がなされており、(b)単一の
プールとして一括して管理される契約を含む）において残
余マージンを決定するという要求事項により定められてい
る。

契約の境界線

 契約の境界線は、既存契約に基づいて義務が認識され
る時点である。境界線内においては、契約価格の再設
定や期間の延長など保険契約者のオプションによる保
険契約に基づく保険料や給付に関しては最善の見積り
ベースで考慮される。

 境界線は、保険会社が一方的に契約を終了でき、保険
料の受領を拒否できる場合、または制限なしに保険料
や給付金額を修正できる時点である（リスクを完全に反
映させるために、給付金および費用の支払が保険料を
超過するシナリオは存在しない）。

 リスクを反映するための修正（または保険料率の再設
定）の能力は、契約レベルで行われる特定の生命保険
（これは、個々のリスク評価が契約開始時点で実施さ
れ、評価が保険料または給付金の修正の前に繰り返す
ことができない場合）を除き、義務のポートフォリオレベ
ルで評価される。

 契約において重要な保険リスクの移転または財務的な
保証がない場合には、すでに支払われた保険料に関連
しないいかなる義務も、保険者が保険契約者に対して将
来の保険料の支払いを強制できない限りは、もはや当
該契約に属さない。したがって、事実上、これらの契約
は「払済契約」として取り扱われ、将来の保険料からの組
込利益は、ソルベンシーⅡの貸借対照表には含まれな
い。IFRS における「重要な」保険リスクのテストがソルベ
ンシーⅡにおけるこの境界線の定義と同じであること
は、明確ではない。

 契約の中で境界線が異なる構成要素がある場合には、
契約を当該構成要素を区分する必要がある。これは、
IFRS における区分処理の要求の概念とは異なる。

契約の境界線

 契約の境界線は、契約がもはや実質的な権利を保険契約
者に付与しない時点である。

 保険契約に関しては、以下のいずれかの場合に該当する
かを検討する。

 保険会社はもはやカバーを提供することを要求され
ない。

 保険者は個々の保険契約者に伴うリスクを完全に再
評価し、価格を再設定できる。

リスクの再評価および価格の再設定がポートフォリオレベ
ルで行われる場合に適用される追加的な条件がある。

 裁量権のある有配当性を有する投資契約（DPF）に関して
は、以下のいずれかの場合に該当するかを検討する。

 保険契約者が裁量権のある有配当性から生じる給付
金を受け取る契約上の権利をもはや保有しない

 保険契約者に対して請求された保険料が、まだ保険
契約者でない者が同様の条件で、利用可能なものと
実質的に同じ給付を与える

 保険契約に関してソルベンシーⅡおよび IFRS における契
約の境界線は異なる可能性がある。特定の状況におい
て、双方の定義は、契約レベルおよびポートフォリオレベ
ルでの保険料の再設定の評価に基づく契約の境界線を
許容する。修正された定義が、既存契約の境界線を変え
ることになるか否かを評価するために、保険者は、保険契
約のすべての範囲にわたってこの二つの定義を詳細に検
討する必要がある。
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付録A ： 保険契約
ソルベンシーⅡ IFRS
４．将来キャッシュ・フロー

認識および認識の中止

 契約は、保険者または再保険者が契約の当事者となっ
た日あるいは保険カバーが開始された日のいずれか早
い日に当初認識される。

 保険契約の仮引受に関して、保険者と保険仮引受証書
の権利者の間の契約は保険契約ではなく、結果として、
基礎となる保険契約は前述のパラグラフにしたがって認
識される。

 契約上の義務が消滅、免除、解約または期間満了した
場合に認識が中止される。

認識および認識の中止

 保険契約はカバー期間が開始した時点で当初認識され
る。契約が不利であることが示唆される場合には、負債は
より早期に認識される。

 裁量権のある有配当性を有する投資契約は保険者が当
該商品の契約条項の当事者となった場合に認識される
（IFRS 第 9 号を準用）。

 認識の時点に関するIFRSの要求事項は、ソルベンシーⅡ
と異なる。

 ソルベンシーⅡと同様、契約上の義務が消滅、免除、解約
または期間満了した場合には契約の認識が中止される。

 ある契約が、保険契約基準の対象となるか否か、もしくは
PAA を適用できるか否かが修正により変わる場合を含み、
特定の修正の結果として、保険者は既存契約の認識を中
止し、新たな契約としての認識が要求される。

最良推計の基礎となる計算仮定

経済上の計算仮定に関して、評価を行う際に未調整で利用
される活発で取引量が多く、流動的で透明性のある金融市場
のデータはどのようなものか、これらの特性がないデータとは
どのようなものか、どのようにデータを処理するのかに関する
ガイダンスが期待されている。これは、以下のような場合に重
要である。

 無リスク金利や株式のインプライド・ボラティリティに関す
る経済計算仮定のように、保険負債が利用可能な市場
データより長期にわたり、補外が必要となる場合。

 株式やスワップションのインプライド・ボラティリティの計
算仮定のような、現在あるいは過去の平均データを適用
できる場合。

 資産の相関に関する計算仮定のような、現在の市場デ
ータが存在しない場合。

EIOPAにより、市場データの利用も含め、無リスク金利の導出
が提供されることが期待される。

非経済上の計算仮定に関して、企業固有のアプローチが必
要とされるが、関連する場合、外部のデータソースを参照す
る。

経済上の変数と非経済上の変数の相互作用（たとえば、経済
状況への依存の持続性など）、経営者行動ならびに契約者
行動を考慮に入れることが必要とされる。

最良推計の基礎となる計算仮定

 IFRS における市場変数に対するアプローチはソルベンシ
ーⅡのものと類似する。特に、IFRS ではこのような市場変
数が観察可能な市場価格と整合的であるべきであると明
確に述べられている。IFRS はソルベンシーⅡよりも実務的
なガイダンスは少なく、それゆえ、幅広い解釈の可能性が
ある。しかし、二つのフレームワークが原則において類似
している場合、保険者は異なった解釈をどのように正当化
するのか検討する必要がある。

 ソルベンシーⅡと同様に、非経済計算仮定に企業固有の
アプローチが求められ、経営者行動ならびに契約者行動
を、予想キャッシュ・フローに含むことが求められている。

キャッシュ・フローの範囲

 保険料、給付金、費用、税金のどの部分についてキャッ
シュ・フローに組入れるかに関する明示的なガイダンス
がある。

 キャッシュ・フローは継続企業を前提としたものであり、
保険者による不履行リスクの考慮はない（自己の信用リ
スク）。

キャッシュ・フローの範囲

 保険者がポートフォリオに含まれる契約を履行する際に直
接的に発生するすべてのキャッシュ・フローが含まれる。ソ
ルベンシーⅡと整合的に、キャッシュ・フローは継続企業を
前提としたものであり、自己の信用リスクの考慮はない

 有配当契約に関しては、現在の契約者に対して支払われ
るか、あるいは将来の契約者に対して支払われるかにかか
わらず、保証されたあるいは裁量性のあるキャッシュ・フロ
ーの双方が含まれる。

 たとえば、通常の保険料や給付金など、キャッシュ・フロー
のうち多くは、ソルベンシーⅡと同様である。しかし、費用
に関するキャッシュ・フローについては、後のセクションで
示しているとおり、潜在的な相違がある。保険契約者の代
わりに納付した税金の取り扱いはIASBにより議論されるべ
き未解決の論点として残っており、ソルベンシーⅡとは潜
在的な相違となる可能性がある。
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付録A ： 保険契約
ソルベンシーⅡ IFRS
４．将来キャッシュ・フロー

経費キャッシュ・フロー

 引き受けたすべての義務から全契約期間にわたって発
生する、間接費および個々の保険金請求、契約、取引
に直接的に割り当てられる費用（たとえば、管理費、資
産運用、支払管理、保険金請求処理費用、そして、将
来発生が見込まれるコミッションを含む契約獲得費）の
双方を含むすべての費用が含まれる。

 間接費には、経営管理者に対する給料、監査報酬、事
務所賃借料のような経常的な費用が含まれる。また、新
規の保険ビジネスおよび再保険ビジネスの開発や、広
告宣伝、（新しいITシステムの購入など）社内プロセスの
改善に関する費用も含まれる。予想される将来の費用の
増加または削減も含まれるが、費用削減の予想は客観
的かつ実現可能であり、検証可能なデータおよび情報
に基づく必要がある。

 費用の計算仮定は、ポートフォリオを表す利用可能な市
場データの入手可能性と関連性を考慮する。

経費キャッシュ・フロー

 保険契約のポートフォリオの履行に直接的に関連するす
べての費用が含まれる。このような費用の例としては、保険
金請求処理費用、保険契約管理費用・維持費用（継続手
数料も含む）、直接的に従事する社員に関連する費用お
よび保険給付において現物給付する場合の費用などがあ
る。給与のように、ひとつ以上のポートフォリオをカバーす
るが、直接的に保険契約や保険契約活動に紐付けられる
費用もある。このような費用は、合理的かつ一貫した方法
でポートフォリオに配分される。

 直接的に起因する固定および変動の間接費の体系的な
配賦も同様に含まれる。保険契約あるいは保険契約活動
に直接関連しない費用（社員の研修費用もしくは広告費
用など）は除外される。

 異常なまでに労働時間が無駄となっている場合や、契約
を締結するために使用されている他の資源の量が異常な
までに多い場合には、当該費用はキャッシュ・フローから除
かれる。

 契約のポートフォリオの獲得に直接起因する契約獲得費
はキャッシュ・フローに含まれ、新契約の負担を軽減する
（残余マージンを通じた非明示的な繰り延べ）。契約が認
識される前に発生した契約獲得費はポートフォリオの契約
負債の一部として認識・記録される。

 経費キャッシュ・フローの範囲、特に契約獲得費および特
定の非直接的な間接費はソルベンシーⅡと異なる。

投資リターンのキャッシュ・フロー

 投資リターンのキャッシュ・フローは、有配当契約やユニ
ット・リンク契約のように、保険契約者に対する負債が投
資リターンのキャッシュ・フローに依存するものでない限
り、考慮されない。

 投資リターンのキャッシュ・フローが要求される場合、通
常は確率論的計算で選択される運用収益は無リスク金
利（「リスク中立シナリオ」による予測）もしくは予想される
資産の増加率（「リアル・ワールドシナリオ」および「デフ
レーター」による予測）である。投資リターンの選択は市
場整合的手法を提供する割引率と整合的である。

投資リターンのキャッシュ・フロー

 ソルベンシーⅡと同様に、保険契約者への給付が投資リタ
ーンに依存しない場合には、投資リターンのキャッシュ・フ
ローは含まれない。

 契約者への給付金が投資リターンのキャッシュ・フローに
依存する場合、当該依存性は契約の測定に反映される。
当該技法は複製ポートフォリオあるいは（潜在的な非対称
性を捕捉するための）確率論的手法を含み、割引率およ
び裏付け資産の測定と整合的な実際の投資キャッシュ・フ
ローを使用する。

 複製ポートフォリオの利用は後のセクションで検討する。最
も一般的なアプローチは、ソルベンシーⅡと同様に確率論
的手法となる可能性が高い。しかし、欧州大陸の有配当
契約では一般的なケースであるが、裏付け資産がソルベ
ンシーⅡで要求される経済価値（公正価値）で評価されな
い場合、IFRS における資産の評価との連携は、相違につ
ながる。

税金キャッシュ・フロー

 保険契約者に課金される税金の支払い、または保険者
が保険負債を決済する際に課金される税金の支払いの
みが、キャッシュ・フローに含められる。その他のすべて
の税金の支払いは貸借対照表の他の場所に含められ
る。

 既存の契約から直接的に発生するか、あるいは合理的
かつ矛盾のない基準で契約に割り当てられる、取引に
基づく税金や賦課金は、含められる。

 税務の規制の変更が実質的に効力を発揮する場合に
は、その変化を最良推計に反映する。

税金キャッシュ・フロー

 法人所得税の支払や還付は IAS第 12号（法人所得税）で
認識および測定される。いくつかの地域では保険契約者
への給付は将来の税引き後の投資リターン（および費用）
に依存しているが、提案は、IAS第12号における法人所得
税の定義を満たす場合、負債の測定においてこの将来の
税金キャッシュ・フローを反映することは認めない可能性が
ある。契約者の代わりに納付した税金の取り扱いは IASB
で議論すべき未解決の論点として残っている。当該議論
の結果は、ソルベンシーⅡとは相違する可能性がある。

 ソルベンシーⅡと同様に、取引に基づく税金および賦課
金はキャッシュ・フローに含まれる。

 IFRS、特に IAS 第 12 号では、「実質的に」施行されている
という類似の概念がある。
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付録A ： 保険契約
ソルベンシーⅡ IFRS

５．割引率
 割引率は、各通貨に対する現在の無リスク金利の期間

構造として定義される。無リスク金利は以下のように定義
される。

 （成熟した金融市場における出発点として）スワッ
プ・カーブから信用・不履行リスクおよびベーシスリ
スクを差し引く。

 カウンターシクリカル・プレミアム（「相場への順応」）
または負債の特徴および直近の金融市場に依拠
し、期間構造に対応したマッチング調整を追加的
に加算する。

本書出版日時点では、無リスク金利の期間構造の決定に関
しては、（後のセクションで議論されるとおり）経過措置の可能
性も含めて相当の不確実性が残っている。しかし、ソルベン
シーⅡにおける無リスク金利の重要性から、計算方法は詳細
に規定され、保険会社が使用しなければならないレートは
EIOPA により定期的に公表されると予測される。このセクショ
ンにおいては、現状および可能性のある調査中の選択肢に
関する私たちの現在の理解について述べる。

スワップ・カーブ

 スワップ・カーブに関する議論の主要な領域は、(i)補外
のアプローチ（エントリー・ポイント、移行期間および最終
的な長期目標）および(ii)信頼性およびベーシスリスクに
対する考慮方法である。

 一定の未成熟の金融市場においては、出発点はスワッ
プ・カーブではなく現地の国債カーブとなるかもしれな
い。

カウンターシクリカル・プレミアム（CCP）

 CCP は、スワップ・カーブを国債および社債市場におけ
る「超過スプレッド」について調整するようにデザインされ
ている。

 CCP に関しては、(i)いつ適用されるか（「トリガー」）およ
び(ii)その測定（「量」）、たとえば CCP を決定するための
資産ポートフォリオの選択および国債、社債の利回りに
おけるどのリスクが除外されるかを含む多くの不確実性
が存在する。

 CCP はマッチング調整を使用する商品に適用すること
はできないが、両者の相互作用は完全には明確ではな
い。

マッチング調整（MA）

 MAは、保険者が長期的な投資家となることおよび（不履
行リスクは残るものの）資産の短期のスプレッドの変動に
対するエクスポージャを減少または除去することを可能
にする特定の負債の安定した特徴を反映するようデザイ
ンされている。

 現在以下の二つのアプローチが議論されている。

1. 厳格な条件（晒されているリスク、保有資産および
キャッシュ・フローのマッチング）を満たす特定の商
品への限定的な適用、典型的には即時開始年金
形式の契約が考えられる。

2. 商品の特性（たとえば解約時のペナルティ）や関連
する契約者行動（たとえば解約）により、広範で多
様な契約に対する負債キャッシュ・フローの一部は
安定的となることを反映したより広範囲な適用。より
広範囲な適用においては、SCR の標準的手法との
相互作用を含む実務上の課題がある。

 MA は、（実際に保有する）マッチングしている資産に対
するイールドから信用・不履行に対する引き当てを控除
して計算される。信用・不履行の引き当てを構成する要
素に使用される最小限の計算仮定が規定されるものと
考えられる。

 割引率は、当該保険契約負債の特徴（時期、通貨および
流動性）を反映するキャッシュ・フローを有する商品の、現
在の観察可能な市場価格と整合的であると定義されてい
る。

 ソルベンシーⅡにおける要求事項と異なり、IFRSにおいて
は割引率を決定するための方法は規定されていない。割
引率は以下により決定することができる。

 「ボトム・アップ」アプローチ - 無リスクのイールド・カ
ーブを調整する（典型的には、資産および保険負債
の間の流動性に関する特徴の違いを反映した非流
動性プレミアムを調整する）。あるいは、

 「トップ・ダウン」アプローチ – 実際の保有資産のポ
ートフォリオまたは参照資産のポートフォリオに対する
現在の市場リターンを反映したイールド・カーブを調
整する。調整は、信用・不履行リスクおよび（実際のも
しくは参照している）資産と負債のキャッシュ・フロー
のミスマッチに対する引き当てに対してなされるべき
である。このアプローチにおいて、予測される、あるい
は予測されない信用・不履行リスクの測定は、焦点が
当てられる領域である。

 トップ・ダウンおよびボトム・アップアプローチが、すべての
状況で同一のイールド・カーブを提供する可能性は低い。

 また、ソルベンシーⅡにおいて規定されたイールド・カー
ブが、IFRS においても適用可能であるかは明確ではな
い。たとえば、マッチング調整の広範囲な適用は、トップ・
ダウンアプローチと同等であるかは不明確である。

 IFRS においては、負債が特定の資産のパフォーマンスに
依存する契約（たとえば、有配当およびユニット・リンク商
品）について、当該依存性を評価に反映させるべきであ
る。前述のとおり、これはソルベンシーⅡと同様に確率論
的手法になる可能性が高い。しかし裏付けとなる資産が経
済価値（公正価値）で評価されていない場合には、IFRSの
資産評価との連携は、ソルベンシーⅡとの相違をもたらす
（ソルベンシーⅡにおいては経済価値（公正価値）による
評価が要求されている）。

 IFRS およびソルベンシーⅡにおいて、契約負債は現在の
割引率を使用して割引現在価値で測定される。IFRS にお
いては、現在の割引率の（契約開始引受時からの）変動
は、損益ではなくその他の包括利益（OCI）に表示される。
結果として、契約負債の測定にあたり複数の割引率の計
算仮定が必要となる。ソルベンシーⅡにおいては同様の
概念は存在しない。
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ソルベンシーⅡ IFRS
６．リスクに対する引き当て（リスクマージン／リスク調整）

 リスクマージンは、技術的準備金が、義務を引き継ぎ、
満たすために他の保険者により、要求されると期待され
る金額に等しくなることを確保するために測定される。技
術的準備金全体が複製ポートフォリオを用いて決定され
た場合には、リスクマージンは要求されない。複製ポート
フォリオの使用については、後のセクションでさらなる考
察を行っている。

 ソルベンシーⅡのもとでは、リスクマージンの手法や測
定が規定されている。具体的な６％の資本コスト率による
資本コスト技法が要求されている。

 資本要件は、保有期間一年、信頼水準 99.5％をカバー
し、そして保険引受リスク、（金利リスク以外の）残余の市
場リスク、オペレーショナルリスクおよびある種の相手先
の不履行リスクを捕捉するように設計されている。資本要
件は、承認された内部モデルによる測定か、さもなけれ
ば標準的手法が適用される。

 マッチング調整またはカウンターシクリカル・プレミアムに
関する調整を除き、未調整の無リスク割引率が使用され
る。

 リスクマージンは保険者の分散効果の水準（「会社単位
の」分散効果）を反映しており、また事業ライン間の分散
効果を反映している。

 繰延税金の損失吸収効果を考慮することは認められて
いない。

 リスクマージンは、現在の測定であり、毎期再測定され、
リスクエクスポージャに対応し償却される。単一の再保険
控除後のリスクマージンが決定される。

 リスク調整は、「保険者が保険契約を履行するために生じ
るキャッシュ・フローに固有の不確実性を負担するために
必要な補償」として測定される。

 技法あるいは技法の範囲に関する制限は定められていな
いが、適用指針は技法の例示として信頼水準、条件付き
テール期待値および資本コスト技法の三つを記述してい
る。ソルベンシーⅡの観点から、私たちは潜在的に異なる
測定にもかかわらず、多くの欧州の保険会社が IFRS にお
いて資本コスト技法を採用すると予測している。

 資本コスト技法における二つの主要な構成要素は、予想コ
スト率および資本量（信頼水準および資本プロジェクション
技法）である。ソルベンシーⅡと異なり、異なる契約の種類
には異なる信頼水準およびコスト率が適用される可能性が
ある。

 リスク調整は、保険契約に関連するすべてのリスクを反映
する。対象となるリスクの範囲は、ソルベンシーⅡにおける
それよりも潜在的に小さい。再保険者の不履行（再保険者
の不履行は、モデル内の他の領域で考慮される）、投資リ
スク（有配当ビジネスのような、契約者に対する金額に影響
する場合を除く）および将来の取引に関する一般的なオペ
レーショナルリスクに関連するリスク調整はない。

 リスク調整の計算の単位については定められておらず、ソ
ルベンシーⅡと類似した、あるいはそれ以上の分散効果
を考慮する可能性がある。

 ソルベンシーⅡと異なり、繰延税金の損失吸収効果の考
慮に対する明確な禁止はない。

 ソルベンシーⅡと同様、リスク調整は現在現時点での測定
であり、毎期再測定され、リスクエクスポージャに対応し償
却される。リスク調整の変動は、変動した期間において損
益として認識される。ソルベンシーⅡと異なり、再保険控除
前の総額および再保険ポジションの二つに対して別途リス
ク調整が要求される。

 代替的な技法を採用する場合においても、リスクマージン
に対応する信頼水準の開示が要求される。これは、ソルベ
ンシーⅡの場合と比較して、追加の複雑性および評価の
実施をもたらす。
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７．残余マージン
 残余マージンの概念は存在しないため、当初利益が存

在する。
 残余マージンは、保険者が契約開始時に利益を認識しな

いことになる金額として測定される。当初損失は即時認識
される。

 残余マージンは、「ポートフォリオ・レベル」で決定される。
残余マージンは、サービスが提供される期間に損益として
解放されるが、レベル（会計処理の単位）は定められてい
ない。保険者により実務上どのように解釈されるかは明確
ではない。

 残余マージンは、負の値にはなり得ず（すなわち、残余マ
ージンは資産にはなり得ず）、利息は契約開始時に決定さ
れた割引率（「ロック・イン」レート）を使用して付与される。

 有利な、あるいは不利な将来キャッシュ・フローの見積りの
変化は、将来にわたり残余マージンにおいて相殺される
（「アンロック」）。しかし、実績やリスク調整の変動を相殺す
ることは認められていない。実務的には、人口統計（たとえ
ば死亡率や罹病率）の変化および費用の計算仮定は直接
的に損益計算書に反映されるのではなく、残余マージンに
おいて吸収される。逆に、特定の年度における死亡実績
およびリスク調整のすべての変動は、直接的に損益計算
書に反映される。

 残余マージンの決定、解放およびアンロックは、重要なデ
ータ要件をもたらすであろう。将来キャッシュ・フローの見積
りが変動すれば、残余マージンが正の値になり、将来にお
いて貸借対照表に負債として表示される可能性があるた
め、負の残余マージンをモニタリングする必要があるであろ
う。

８．裁量権のある有配当ビジネス
インデックス・リンクおよびユニット・リンク給付を除き、将来の
裁量権のある給付（「有配当特性」）は以下のいずれかの特
徴を有する給付である。

 金額や時期は保険者の裁量による。

 法律上または契約上、給付は次のうち一つまたはいくつ
かを基礎とする。(i)特定の契約グループまたは特定の
契約タイプあるいは一つの契約の運用成果 (ii)保険者
が保有する具体的な資産プールに対する実現または未
実現の投資リターン (iii)契約を発行した保険者または
ファンドの損益

最良推計には、国内法において認可されている場合のサー
プラス・ファンドに関連するキャッシュ・フロー（これはTier 1基
本的自己資本の性質を有する）を除き、将来の裁量権のある
給付にかかるすべてのキャッシュ・フローが含まれる。

確率論的評価はほとんどの場合において、有配当をとおした
将来の投資リターンに対する保険契約者の給付の依存性に
よるオプションおよび保証の評価において使用される可能性
が高い。経営者行動および契約者行動は、評価に含まれる。

 裁量権のある有配当性の定義は IFRS 第 4 号（保険契約）
と同じであると予想される。また、保険者により発行された
有配当性投資契約は、保険契約基準の範囲に含まれる。

 配当キャッシュ・フローの測定は、財務諸表における裏付
け項目の測定を反映すべきである（「ミラー処理」）。IFRSの
資産の評価が（ソルベンシーⅡにおいて要求されている）
経済価値（公正価値）でない場合、一般的には欧州大陸
系の有配当契約の場合には、資産評価との直接的な連携
は、ソルベンシーⅡとの相違につながる可能性がある。さら
に、負債の変動は、連動する資産の表示と整合的に損益
計算書または OCI のいずれかにより表示される。ミラー処
理は、割引率の変動における OCI での取り扱いに優先す
る。

 全てのオプションおよび保証は損益をとおして現在の価値
で測定される。ソルベンシーⅡと同様に、確率論的評価が
要求される可能性が高い。

 全ての契約に関して、複製ポートフォリオがない場合には、
リスク調整および残余マージンが必要となる。

 負債の測定においては、既存の契約者に対する支払いか
将来の契約者に対する支払にかにかかわらず、予想され
る将来の配当を含む、契約から生じる全ての支払いが含ま
れる。同等の取り扱いはソルベンシーⅡにはない。

 IFRS における有配当契約の取り扱いは、検討中の領域で
ある。
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９．複製ポートフォリオ
 金融商品の複製ポートフォリオが存在し、いくつかの要

件を満たす場合、その複製ポートフォリオは技術的準備
金全体を評価するために使用される。追加のリスクマー
ジンは存在しない。

 複製ポートフォリオの利用を認めるための要件は、限定
されている。金融商品から生じるキャッシュ・フローは、起
こりうるすべての可能性のあるシナリオにおける負債のキ
ャッシュ・フローの金額と時期の不確実性について信頼
性をもって複製することが求められている。保険引受リス
クに依存するキャッシュ・フローは、信頼性を持って複製
することはできない。さらに、金融商品は、活発な市場、
すなわち取引量が多く、流動的でかつ透明性がある市
場で取引されなければならない。要件が充足され、そし
て区分処理（アンバンドリング）が可能である場合に、複
製ポートフォリオはそれらのキャッシュ・フローに対して利
用され、最良推計およびリスクマージンによる手法は残り
のキャッシュ・フローに使用される。

 提案されている主要な例は、純粋なユニット・リンク契約
のユニット残高である。その他の場合で複製ポートフォリ
オによるアプローチが認められるのは、限定的である可
能性がある。

 複製ポートフォリオは、特定の資産プールのパフォーマン
スに影響を受ける保険負債を有する契約に対する技法と
して認められている。複製ポートフォリオは、保険契約から
生じるキャッシュ・フローと金額、時期、不確実性の面で正
確に一致するキャッシュ・フローである。複製ポートフォリオ
の利用方法に関する具体的な解説はない。ソルベンシー
Ⅱと同様に、IFRS における複製ポートフォリオの利用は、
限定的であると考えられる。

 ソルベンシーⅡと同様に、キャッシュ・フローは複製可能な
キャッシュ・フローとそれ以外のキャッシュ・フローに分解さ
れる可能性がある。複製されたキャッシュ・フローに関し
て、追加のリスク調整は求められていない。残りのキャッシ
ュ・フローについては、確率で加重されたキャッシュ・フロ
ーおよびリスク調整モデルが適用される。

 複製ポートフォリオを利用するための要求事項は存在しな
い。しかし、複製ポートフォリオが利用可能で代替的な方
法に従った場合、両手法は実質的に同じ結果をもたらす
べきである。

10．再保険
 再保険による回収額は、一般的に、総額のキャッシュ・フ

ローと同様に認識・測定され、独立した資産として貸借
対照表に表示される。再保険契約で移転するリスクの性
質によっては、測定が総額のキャッシュ・フローと異なる
可能性がある。たとえば、契約の境界線（例示として、移
転される保険リスクがない場合）もしく割引率におけるマ
ッチング調整（より広範な適用方法が適用される場合）で
ある。

 再保険に関連したキャッシュ・フローは予想される再保
険者の相手先の不履行リスクを含む。キャッシュ・フロー
は、カウンターパーティの倒産確率および結果としての
平均損失（倒産時損失アプローチ）の評価に基づく。

 貸借対照表上には、再保険控除後の純額の単一のリス
クマージンが表示され、これは再保険者の信用リスクを
含んでいる。

 残余マージンの概念は存在しない。

 ソルベンシーⅡと同様、再保険による回収額は認識･測定
され、独立に表示される。

 再保険に関連したキャッシュ・フローは、将来キャッシュ・イ
ン・フローの予想現在価値にリスク調整（再保険をとおして
除去されるリスクを意味する）を加算して計算される。

 再保険者の不履行は、回収可能性を決定する際に、金融
商品の減損モデルを適用することにより捕捉する。

 再保険契約に加入した際の当初利益は認識せず、再保
険の残余マージンをとおして繰り延べ、償却される。損失
の場合は、即時に認識するか（過去の事象に関する場
合）、あるいはカバー期間にわたり認識する（将来の事象
に関連する場合）。

11．企業合併とポートフォリオの移転
 ソルベンシーⅡにおいては、企業結合およびポートフォ

リオ移転の概念はない。すべての契約は現在の企業に
おいて発行されたものとして取り扱われ、同じ認識、測
定および表示のアプローチに従うこととなる。

 企業結合の問題は、IASB により再審議されていない。この
領域における保険契約の公開草案（2010 年）の提案が変
更されるか否かは不明確である。

 公開草案は、ポートフォリオの移転もしくは取得により引き
受けられた保険契約について、保険契約の残余マージン
は、受取対価（ポートフォリオ移転）もしくは公正価値（企業
結合）が最良推計とリスク調整の合計を超過する額になる
よう測定されることを提案している。もし、最良推計とリスク
調整の合計が、受取対価あるいは公正価値よりも大きい場
合、金額に対応する損失が認識されるか、もしくは、のれ
んが増加する。
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12．経過措置
 割引率に関して経過措置が定められる可能性がある。

たとえば、統合生命保険指令における負債に関するソ
ルベンシーⅠの要求に対して、ソルベンシーⅡの要求
が段階的に導入される期間である。「フェーズ・イン」アプ
ローチが、カウンターシクリカル・プレミアムおよびマッチ
ング調整とどのように相互適用されるのかは明確ではな
い。

 さらに、以下のような可能性がある。

 割引率またはその（マッチング調整のような）構成
要素については、ソルベンシーⅡの適用日後にお
いて明確なレビュー措置が設けられる。

 その他、最終的なソルベンシーⅡのフレームワーク
において、技術的準備金に関する経過措置が定め
られる。

 ソルベンシーⅡの提案と異なり、割引率に関する既存の規
則について、適用免除事項は存在しない。ソルベンシー
Ⅱが適用される期間においてソルベンシーⅠの割引率の
使用することは、（検討中の負債によっては）IFRS からの
重要な相違につながる可能性がある。

 残余マージンの計算を含め、保険契約に関する基準は完
全に遡及適用される。保険者は、実務的に可能な限り過
去に遡り、完全遡及適用により移行時の残余マージンを決
定する必要がある。

 完全に遡及的な残余マージンの決定ができない場合、そ
れらの期間については、残余マージン見積りについて実
務的取扱が適用される（残余マージンの見積りが、客観的
な情報のみに基づかないため）。

 さらに、その他の要因（たとえば、適切な形式でデータを復
元することができない等）によって基準を遡及的に適用す
ることが実務上困難である場合には、残余マージンは移行
前の負債残高（いわゆる、現行の会計基準に基づく残高）
を参照して決定される。

 契約開始時点と移行日の間におけるキャッシュ・フローの
見積りの変動は当初認識され、その後、移行時の残余マ
ージンにおいてアンロックされる。

 割引率の変動については OCI をとおして表示するため
に、過去のビジネスについて契約開始時の割引率が必要
となる。実務上は便宜的に、移行日から3年以上前の期間
における適切かつ観察可能なレートを使用する実務的取
扱が提案される。

 保険契約に関する基準の移行においても、保険者は継続
して IFRS 第 9 号における資産の分類を適用する。しかし
移行時において、公正価値オプションにおける資産の指
定（あるいは過去の指定の取り消し）および資本性商品の
測定に関するOCIを通じた公正価値の使用の選択につい
て、いくつかの追加的な規定が適用される。

 移行時には開示上の要求事項は最小限となるであろう。
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付録 B ： 投資契約

ソルベンシー IFRS

１．関連基準／出所
 付録 A – 保険契約と同様  IAS 第 32 号 「金融商品：表示」

 IFRS 第 13 号 「公正価値測定」

 IFRS 第 9 号 「金融商品」（2010 年）

 IAS 第 39 号 「金融商品：認識及び測定」

 IAS 第 18 号 「収益」

 IASB IFRS 第 9 号 分類と測定プロジェクト

 公開草案 「顧客との契約から生じる収益」（「収益認識公開
草案」）

 保険契約に関する事項（保険契約の範囲ひいては投資契
約の範囲を規定）

 多くの基準は協議段階であるため、IFRS における投資契約
の取り扱いについては不確実性が存在する。

２．範囲
 ソルベンシーⅡは、EEA 域内の保険者により発行され

た保険契約および再保険契約に適用され、またそのグ
ループ監督要件は EEA 域内の保険者を含む保険グ
ループに適用される。加えて、ソルベンシーⅡの要件
のうちいくつかは EEA 域外の保険者が EEA 域内の支
店をとおして発行した契約にも適用される。付録 A で
議論されているとおり、契約の境界線内におけるキャッ
シュ・フローの決定を除き、保険契約と投資契約の間
に区別はない。

 保険会社の規模、法的形態、性質または保険会社が
提供する特定のサービスによっては適用除外とされる
場合がある。

 重要な保険リスクが移転しない契約は、通常、投資契約とさ
れる。

 投資契約は通常、（IAS第18号により測定される）投資管理
サービス構成要素および（IAS 第 39 号または IFRS 第 9 号
により測定される）金融商品構成要素に分離される。同様
に、保険契約から区分された別個の投資要素および組込
デリバティブは、IAS 第 39 号または IFRS 第 9 号（および関
連する場合には IAS 第 18 号）により測定される。

 保険者により発行された、裁量権のある有配当性契約を含
む投資契約は、保険契約基準の対象となる。

３．測定方法
 ソルベンシーⅡにおいては、保険契約および投資契

約に対して同じ認識および測定基準が適用される。

 完全な複製が可能でない限り、保険契約と同様に技
術的準備金は、貨幣の時間価値を考慮した確率で加
重された将来キャッシュ・フローに、リスクマージンを加
えた金額となる。

 ほとんどの投資契約は、契約の境界線の定義の結果、
保険料払済契約として取り扱われる。

 デポジット・フロアは存在しない。たとえば、ユニット・リ
ンク契約の負債総額は、勘定残高（ユニット・ファンド）
を下回る可能性がある。

 すべての金融負債は当初、公正価値で測定される。事後
測定においては、公正価値での測定（典型的にはユニット・
リンク契約など）もしくは実効金利法による償却原価での測
定（運用実績にリンクしない保証付き投資契約や無配当投
資契約など）が行われる。

 公正価値で測定される契約については、デポジット・フロア
（解約価値）が存在する。デポジット・フロアとは、要求払い
の特徴を有する金融負債の公正価値は、要求金額の正味
現在価値を下回らないということを意味する。

 公正価値で測定される契約については、典型的なユニッ
ト・リンク契約については現在、ユニットの買い呼び値が使
用されている。公正価値測定に関する IFRS 第 13 号は、仲
値による価格付けなど、市場参加者がビッド・アスク・スプレ
ッドの範囲内で公正価値測定の実務上の便法として用い
ている価格付けの慣行の使用を妨げるものではない。

 償却原価で測定される契約については、主契約に組み込
まれている要素がデリバティブの定義を満たし、かつ主契
約と密接に関連していない場合には、当該部分を、組込デ
リバティブとして区分し、公正価値で測定しなければならな
い。
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付録 B ： 投資契約

ソルベンシー IFRS

４．利益認識
サービスの提供に合わせるために収益を繰延べるという概
念はない。いかなる当初利益も当初認識において認識され
る。

IAS 第 39 号（または IFRS 第 9 号）のもとでは、金融商品構成要
素の当初認識における当初利益および当初損失は、公正価値
が観察可能な市場データに基づき決定される場合にのみ認識
することができる。

投資管理サービス要素に関して、利益はサービスの提供に応じ
て認識される。

契約獲得費の繰り延べ

 収益認識公開草案は、費用を補填することが見込まれる場
合には、増分契約獲得費を資産として認識することを要求
している。当該資産は商品およびサービスの移転の形態に
応じて規則的に償却する。契約獲得費の取り扱いは現行の
基準である IAS 第 18 号（「収益」）と同様と考えられている。
しかし、投資契約に関する繰り延べ可能な契約獲得費の定
義は保険契約に比較して狭く、結果として、これらの契約に
関して新契約の負担がより高くなると予想される。繰り延べの
程度が異なるため、保険契約において投資管理サービス構成要素
のアンバンドルが行われる範囲が重要である。

 加えて、保険契約について提案されている方法と異なり、投
資契約における繰り延べは明示的な資産の計上であり、残
余マージンを通じた非明示的な繰り延べではない。

取扱手数料の繰り延べ

 収益認識の公開草案は、IAS 第 39号の適用指針に追加の
パラグラフを含めることを提案している。これは、たとえば投
資管理サービスのような、サービスを提供する権利に関連
する組成手数料や取引費用から、金融負債の実効金利の
不可欠な一部である手数料と費用を区別すべきであること
を明確に示している。したがって、この提案は、投資管理サ
ービスに関連する手数料は従来どおり収益認識の基準の
なかで会計処理すべきであることを示唆している。つまり、
手数料は繰り延べられたうえでサービスの提供に伴い、たと
えば予想される契約期間等にわたり収益として認識する。

５．その他の事項
 保険者の不履行リスク（自己の信用リスク）に関する引

き当ては認められない。
以下のその他の事項が記載されている。

 IAS第 39号において投資契約負債が公正価値で測定され
る場合、公正価値の変動（自己の信用リスクに関する変動
も含む）は損益として認識される。IFRS第 9号では、金融負
債に対して、（公正価値オプションを通じた）公正価値の指
定がされた場合には、自己の信用リスクの変動に基づく公
正価値の変動はその他の包括利益において認識される。
これは限定的な場合に関連するものと考えられる（特定の
運用実績にリンクしない投資契約および組込デリバティ
ブ）。

 ユニット・リンク型の保険契約においては、会計上のミスマッ
チを減少させるため、自己株式および自己使用不動産を、
純損益をとおして公正価値で認識するかもしれない。この
変更がユニット・リンク型の投資契約にも適用されるかどうか
は不明確である。
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付録 C : 資産およびその他の負債

項目 ソルベンシーⅡ IFRS

関連基準／出所  付録 A – 保険契約と同様  出版日時点の IFRS 基準

 IASB IFRS 第 9 号分類と測定プロジェクト

 IASB リースプロジェクト

１．資産
概要  資産および技術的準備金以外の負債は、ソル

ベンシーⅡのもとでは経済価値で評価され
る。別段の記載がない限り、ほとんどの場合に
おいて経済価値は IFRS と同等であると推定さ
れる。しかし、監督当局は、たとえば極端な市
場の混乱の場合等、もはや推定が当てはまら
ない状況を決定するために一定の裁量を有し
ている。

企業買収におけ
るのれん

 のれんは、市場で識別可能かつ分離可能な
資産であるとみなされていない。ソルベンシー
目的では、のれんの経済価値はゼロである。

 当初測定は原価(識別可能な資産、負債、お
よび偶発負債の正味の公正価値に関する取
得者持分に対する移転された対価の超過額)
で行われる。事後測定は原価から減損損失を
控除した金額で行われる。

無形資産  無形資産は、それを分離して売却可能な場合
にのみ価値が付加され、その評価は同一のあ
るいは類似の無形資産の活発な市場におけ
る市場価格によりなされる。

 実務上はほとんど想定されないが、これらの条
件を満たす無形資産は、ソルベンシーⅡにお
いて価値が付加される。

 取得した無形資産は、期待される将来の経済
的便益が企業に流入する可能性が高く、資産
の取得原価が信頼性をもって測定できる場合
に認識される。

 当初測定は原価で行われる。事後測定は以
下のいずれかで行われる。(i)原価モデル: 原
価から減価償却累計額および減損損失累計
額を控除した金額、または(ii)再評価モデル:
公正価値が活発な市場を参照して決定される
場合、再評価日における公正価値から再評価
日以降の減価償却累計額および減損損失累
計額を控除した価額。

有形固定資産  有形固定資産は、ソルベンシー目的では、公
正価値で測定される。

 財務諸表において原価で評価された有形固
定資産は、ソルベンシー目的では、公正価値
（経済的価値と同等）で再測定される必要があ
る。

 IFRS における有形固定資産に関する再評価
モデルは経済的価値の合理的な代替であると
みなされる。

 有形固定資産は自己使用不動産を含む。当
初測定は原価で行われる。事後測定は原価モ
デルまたは上記の無形資産で記載されている
再評価モデルを使用して行われる。
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付録 C : 資産およびその他の負債

項目 ソルベンシーⅡ IFRS

リース  ファイナンス・リース取引によるリース資産およ
びリース債務は公正価値で測定される。ファイ
ナンス・リース取引の貸手における会計処理は
IAS第17号と整合的である。しかし、借手はす
べてのリース資産を公正価値評価する必要が
あるため、借手の会計処理は調整が必要とな
る。IAS 第 17 号における最低支払リース料総
額の現在価値は、ソルベンシーⅡの評価原則
と整合的とはみなされない。

 オペレーティング・リースは IAS第 17号に沿っ
て測定される。

 ファイナンス・リースは、IAS 第 17 号のもとで、
当初認識時点においては、公正価値と最低支
払リース料総額の現在価値のいずれか低い金
額で測定される。オペレーティング・リースは貸
借対照表上では資産として計上されず、一般
的には支払リース料はリース期間にわたって
定額法によって認識される。

 2010年、公開草案が公表され、IAS第17号の
改正が提案された。2010 年以降のさらなる決
定と併せて、リース会計は以下のとおり大きく
変更された。

 借手の会計処理 – 12 か月を超えるリース取
引は、支払リース料の現在価値および当初認
識時点の使用権資産であるリース債務とともに
オンバランスで認識する。

 貸手の会計処理 – 貸手については二つのア
プローチがある。債権および残存アプローチ
においては、貸手は、リースされた資産の認識
の中止行い、同時にリース債権および残存資
産総額の認識を行う必要がある。一方では、
現在のオペレーティング・リースの会計処理に
類似するが、現資産は貸手の貸借対照表に
残り、収益は定額法により認識される。

２．投資

投資不動産  投資不動産は経済価値で測定される。財務諸
表において原価で評価された投資不動産は、
ソルベンシー目的では公正価値で再測定され
る必要がある。IFRS における投資不動産に関
する公正価値モデルはソルベンシーⅡにおけ
る経済価値に対する良い近似とみなされる。

 当初測定は原価で行われる。事後測定は（上
記有形固定資産で記載されている）原価モデ
ルまたは公正価値モデルを使用して行われ
る。

持分への投資／
子会社、関係会
社およびジョイン
ト・ベンチャー

 関係会社は評価の観点から次の三つに分類
される。

 上場会社：活発な市場における市場価格
を使用して評価される

 非上場子会社：「調整持分法」（子会社の
純資産に対する親会社の持分）で評価さ
れる

 （子会社でない）すべてのその他の関係
会社：上記の調整持分法を可能な限り適
用すべきであるが、可能でない場合には
マーク・トゥ・モデルに基づく算出方法を
適用する選択肢がある。

 「調整持分法」の原則的な方法は、ソルベンシ
ーⅡの評価原則にしたがって評価を行う。保
険者でない関係会社については、ソルベンシ
ーⅡにおける評価が実務的でない場合には、
ソルベンシーⅡのルールにおいてゼロと評価
される。のれんおよび無形資産を控除した、
IFRS に基づき評価することも認められる。

 子会社への投資は、IAS第27号に基づき親会
社の個別財務諸表上で取得原価または IAS
第 39 号（金融資産については下記を参照）に
基づき公正価値で計上される。

 投資が純粋に売却目的として購入された場合
には、投資が以前に IAS 第 39 号に基づいて
公正価値で評価されていない限り、IFRS 第 5
号に基づいて帳簿価額または公正価値から売
却費用を控除した価額のいずれか低い価額
で評価される。投資が従前より IAS 第 39 号に
基づき公正価値で評価されている場合は公正
価値測定を継続することになる。
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付録 C : 資産およびその他の負債

項目 ソルベンシーⅡ IFRS

金融資産  金融資産は、IFRS の貸借対照表上、償却原価
で測定されている場合であっても、ソルベンシー
目的では公正価値で測定される。IAS第 39号に
おける公正価値測定アプローチは、ソルベンシ
ーⅡにおける経済価値対する良い代替とみなさ
れる。

 現在の IFRS 第 9号においては下記の資産測定
分類が定められている。

 償却原価: 特定された日に元本と利息の支
払にのみによるキャッシュ・フローを生じさせ
る負債性商品の場合で、契約上のキャッシ
ュ・フローを回収するために資産を保有する
ビジネスモデルで、かつ会計上のミスマッチ
を解消するために公正価値オプションを使
用しない場合に適用される。

 純損益を通じた公正価値（FVPL）：その他
のすべての金融資産（資本性商品への投
資についてその他の包括利益を通じた公
正価値評価を選択した場合を除く）

 IFRS 第 9 号に対する限定的な修正の一部とし
て、IASB はその他の包括利益をとおした第三の
公正価値（FVOCI）のカテゴリーを導入した。そこ
では、(i)ビジネスモデルは契約上のキャッシュ・フ
ローを回収し、金融資産を売却するためのもので
あり、(ii)負債性商品から発生するキャッシュ・フロ
ーは元本と利息の支払いのみである。

 FVPL オプションは、会計上のミスマッチを解消
するために、現行の IFRS第 9号およびその修正
版の双方で採用され、資本性商品のための
FVOCI オプションは変更されずに残されている。

３．その他資産

売却目的で保有
する非流動性資産
および廃止事業

 これらの種類の資産は、それぞれの性質に応じ
てその他の資産の種類に再配分し、適宜再評価
される必要がある。

 非流動資産は帳簿価額と公正価値から売却に
かかる費用を控除した価額のいずれか低い金額
で測定される。

繰延税金資産  繰延税金資産はソルベンシーⅡの貸借対照表
における評価に基づき、IFRS の下で使用される
手法にしたがって計算される。

 繰延税金資産は資産または負債の IFRS におけ
る金額と税務基準上の金額との差額である一時
差異に、回収または決済される期に適用されると
予想される法定税率を乗じて評価される。企業
は、企業が繰延税金資産と繰延税金負債を相殺
する法律上強制力のある権利を有し、繰延税金
資産と繰延税金負債が同一の税務当局によって
課されたものであり、かつ、企業が純額で決済す
るかまたは資産を実現させるのと同時に負債を
決済することを意図している場合に、繰延税金資
産と繰延税金負債とを相殺される。繰延税金資
産は割り引かれない。

 繰延税金資産は、企業が将来において支払税
金の軽減を可能とする十分な将来課税所得が生
じる可能性が高い場合に認識される。

当期税金資産  当期税金資産は回収されると予想される金額で
評価される。

 当期税金資産は回収されると予想される金額に
基づいて算定されるべきである。

現金および現金同
等物

 現金は要求金額を下回らない金額で評価され
る。

 現金は金融資産であり、したがって上述された
IFRS 第 9 号および IAS 第 39 号に基づいて評価
される。

その他の資産  具体的な評価方法の定めが存在しない場合す
べての資産は、経済価値と整合的な結果を提供
する IFRS にしたがって評価さる。資産を経済価
値に基づいて評価する際、保険者は三段階の
評価の階層を参照すべきである。取引価格を使
用することは、評価における基本的な方法であ
る。それが困難である場合には、保険者は類似
資産の取引価格を使用すべきである。取引価格
を使用できない場合には、市場のインプットを最
大限に使用した代替的な評価方法によることが
できる。

 企業は、たとえば前払金または未収収益のような
その他の資産を保有する可能性があり、それらは
IFRS における固有の会計ルールに従う。
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付録 C : 資産およびその他の負債

項目 ソルベンシーⅡ IFRS

オフバランスシー
ト・ファイナンス

 監督当局の承認を条件として、オフバランスシー
ト・ファイナンスの特定の項目（たとえば、信用
状）はソルベンシーⅡのもとでは補助的自己資
本として認識される可能性がある。ソルベンシー
Ⅱの評価原則と整合的に、評価は監督当局によ
って認められた金額あるいは方法を使用して経
済価値により行われるべきである。

 定義により、オフバランスシート・ファイナンスの項
目については IFRS の貸借対照表に認識されな
い。

４．負債

金融負債  金融負債は当初認識において IFRS に準拠して
公正価値で評価される。事後測定は保険者の自
己の信用状態ではなく、無リスク金利の違いを考
慮する。

 IAS第 39 号または IFRS第 9号に従い償却原価
で評価された金融負債は、ソルベンシー目的で
は公正価値で評価される必要がある。

 認識のための関連する要求事項を満たす劣後
負債は、IFRS のもとでは負債であったとしても、
ソルベンシーⅡの貸借対照表では自己資本とし
て取り扱われる可能性がある。

 IFRS 第 9 号のもとでは、金融負債は、公正価値
あるいは償却原価によって評価される。

 金融負債が公正価値で評価されている場合、こ
の評価は負債の信用リスクを反映したものであ
り、それ故保険者の自己の信用状態を考慮す
る。

 劣後負債を含む金融負債の評価に関して（公正
価値オプションをとおして）公正価値を指定する
場合、負債に関する自己の信用リスクの変動に
ついては、損益ではなくその他の包括利益をと
おして報告される。

技術的準備金以
外の引当金

 IAS 第 37 号における引当金（技術的準備金を除
く）の認識の要件および測定の方法は、ソルベン
シーⅡ規制と整合的であると考えられている。

 結果として、技術的準備金以外の引当金は IFRS
にしたがって算定される。

 保険契約に関連する準備金以外の引当金は、
企業の現在の債務を決済するために、経済的便
益を有する資源の流出が必要となる可能性が高
く、信頼性を持って見積もれる場合には、IAS 第
37 号にしたがって認識されるべきである。引当金
は、債務を決済するために必要とされる金額、つ
まり、企業が債務を決済するために合理的に支
払うと考えられる金額の貸借対照表日時点にお
ける最善の見積りにより評価される。

偶発負債  IFRS において定義されている、重要な偶発負債
はソルベンシーⅡにおいて、負債として認識され
る。評価は、基本的な無リスク金利の期間構造で
割り引かれた、当該偶発債務を決済するために
要求される将来キャッシュ・フローの予想現在価
値に基づく。

 偶発負債は IAS 第 37 号においては認識されな
いが、開示され、継続的に評価される。IFRSにお
いては、（企業買収によるものでない限り）偶発負
債はオフ・バランスであるが、ソルベンシーⅡに
おいて提案されているアプローチでは、貸借対
照表上で認識されることとなるであろう。

繰延税金負債  繰延税金負債はソルベンシーⅡの貸借対照表
に基づいて、IFRS にしたがって、（割引をせず
に）評価される。繰延税金の残高を計算する方
法は IFRS と整合的であるが、それはソルベンシ
ーⅡの貸借対照表を参照して決定されたため、
ソルベンシーⅡの貸借対照表におけるその他の
測定の相違により、繰延税金の残高は IFRS と異
なる。

 繰延税金負債は、上記の繰延税金資産と同様に
評価する。

 企業が、負債を解放することができる将来の税金
費用を有していると期待される場合には、例外的
な取り扱いを除いて、すべての繰延税金負債は
認識されるべきである。

当期税金負債  当期税金負債は支払われると予想される金額に
基づいて評価される。

 当期税金負債は支払われると予想される金額に
基づいて測定される。

従業員給付と解雇
給付

 従業員給付と解雇給付に対する負債は IFRS に
したがって評価される。回廊アプローチの適用を
排除した近年の IAS 第 19 号の改訂により、現在
IAS 第 19 号はソルベンシーⅡと整合的であると
考えられている。QIS 5 においては、年金資産／
負債を評価するために、保険者が内部モデルを
使用する選択肢があった。2012 年 10 月に
EIOPA より公表された技術的仕様書において
は、当該選択肢は削除されている。しかし、それ
が次回の影響度調査に一貫性を持たせるため
に削除されただけであるのか、あるいは方針が
転換されたことを意味しているのかは定かではな
い。

 近年のIAS第19号の改訂においては、回廊アプ
ローチが削除され、利得および損失に関する表
示方法が変更された。これは確定給付債務およ
び制度資産の公正価値の変動はすべてその他
の包括利益において即時認識され、その他の費
用は損益勘定において即時認識されることを意
味する。この変更により、従業員給付および解雇
給付の取り扱いは、回廊アプローチの使用を認
めていないソルベンシーⅡにおける取り扱いによ
り近くなった。さらに、年次の年金費用計算の一
環である利息費用および期待運用収益の別に
計算する代わりに、退職給付の余剰額または積
立不足額に割引率を乗じた一つの金額を計算
する。
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付録 D ： グループ報告

ソルベンシーⅡ IFRS

１．関連基準／出所
 付録 A – 保険契約と同様  IAS 第 27 号 「連結及び個別財務諸表」

 IFRS 第 10 号 「連結財務諸表」

２．グループ報告の範囲
グループは、参加企業、その子会社、および企業またはその
子会社が参加企業を保有している企業構成され、一体として
管理されているその他の企業を含む。グループは、また企業
間の強固で持続的な財務関係が基礎とされる可能性もある。

ソルベンシーⅡのもとでのグループ監督の範囲は、保険グル
ープに制限され、保険会社または「保険持株会社」（主な事業
が保険会社または再保険会社の持分の取得および保有であ
る会社）の子会社および関連会社に限定される。

グループの範囲を評価する目的において、「親会社」および
「子会社」の定義はEU指令に基づいている。ほとんどの場合
において、親会社および子会社の定義はIFRSにおける定義
と一致するであろうが、特定の場合には、相違がある可能性
がある。一つの企業が他の企業の資本または議決権の20%超
を支配した場合には「関連会社」となり（議決権の所有が20%を
下回る場合でも、重要な影響を及ぼしていると監督当局が判
断した場合にも「関連会社」となる）、IFRSにおける関連会社の
概念と類似している。しかし、これらの定義は、グループ監督
当局の判断によってある企業をグループの対象に含めるもし
くは、除外することによって、拡大もしくは限定される可能性が
あるため、ソルベンシーⅡとIFRSとの間で異なる結果となる可
能性がある。

IAS 第 27 号における連結の範囲は、親会社およびのすべての子会
社を含むべきであるという原則に基づいている。子会社は、親会社
によって支配されている企業であり、その議決権の半分超を
支配している、もしくは、親会社がその子会社が実質的に支配
することが可能な状況にあることが考えられる。IAS 第 27 号に
おける連結の範囲は、親子会社の業務の内容がそのグループ
内の他の企業と異なるかに関わらず、すべての子会社を含
む。

IFRS 第 10 号においては支配の定義が改訂されている。連結
は、投資会社が被投資会社に対して権限を持ち、被投資会
社に関与することにより種々のリターンを得、また被投資会社
に対する権限をリターンの決定において行使することができる
場合にのみ要求される。IFRS 第 10 号は「明確な境界線」を示
しておらず、さまざまな要因の考慮を要求している。新しい基
準は、グループ内に資産管理会社を保有する保険グループ
が、連結目的で管理する投資ファンドをどのよう評価するかの
取り扱いが変更され、そして、連結されるファンド数が変更さ
れる可能性がある。

３．グループ報告のレベル
ソルベンシーⅡにおいて、連結ベースでの結果が要求される
グループのレベルは、グループの組織構造およびグループ
内の最終的な保険親会社の所在地により異なる。

 EEA 域内である場合、グループ報告は最終的な保険親
会社のレベルでなされる。しかし、加盟国の監督当局は
必要があると考えられる場合には、追加のグループ報告
を、低位のレベルにおける限定的な数により要求するこ
とができる。

 EEA 域外におけるソルベンシーⅡと同等性があるとみな
される地域の場合には、最終的な保険親会社のレベル
でのグループ報告はソルベンシーⅡのもとでは要求され
ない。しかし、同等性と評価されるためには、（現地の規
制に基づく）グループベースでのソルベンシー評価が求
められることが一つの条件となる。

 EEA 域外であり、かつソルベンシーⅡとの同等性が認め
られない地域の場合には、EEA のグループ監督当局が
適切と考えるレベルで、連結が要求される可能性があ
る。

EEA 域外にある最終的な保険親会社が、EEA 域内にサブグ
ループを有する場合、最終保険親会社レベルでの報告の要
求事項に加えて、ソルベンシーⅡにもとづく、グループ王国に
関する要求事項が、EEA の最終的な保険親会社を頂点とす
るグループのレベルで適用される。

IFRSにおいては、グループの最上位の親会社が連結財務諸
表を作成することが求められる。

IAS第27号およびIFRS第10号のもとでは、中間的な親会社（す
なわち自身が子会社であるような親会社）は以下の条件に該
当する場合、連結財務諸表の作成は免除されている：

 会社の所有者が連結財務諸表を作成しないことを知らさ
れていて、かつ、反対していない

 会社が公開市場で取引されている負債性商品や資本性
商品を発行していない

 会社が公開市場において、いかなる種類の金融商品に
ついても発行する目的で証券委員会やその他の監督機
関に財務諸表を提出していない

 会社の最上位の親会社（あるいは、グループ内における
当該会社より上位の中間的な親会社）が IFRS に準拠し
て公表される連結財務諸表を作成している。
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付録 D ： グループ報告

ソルベンシーⅡ IFRS

４．グループ報告の方法
グループは、グループレベルで計算されたソルベンシー資本
要件(以下「グループ SCR」とする)および自己資本を考慮し
て、グループの資本の適切性を評価するために連結報告を
作成することが要求される。

グループの結果は、貸借対照表の評価原則、100%未満の投
資による比例的な認識、グループ内での自己資本の創出や
二重利用の消去およびグループ損失の吸収能力により制限さ
れるグループ自己資本を反映するための調整を含む、ソルベ
ンシーⅡの原則に基づかなければならない。

ソルベンシーⅡにはグループの結果を作成する二種類の方
法がある。

 原則的な手法である会計上の連結財務諸表を基礎とし
た手法は、グループ SCR とグループ自己資本の計算に
おいて、グループの連結勘定項目を出発点として利用
する手法である。これらはソルベンシーⅡ原則に基づい
て作成されなければならないため、IFRS 会計とは相違す
る可能性がある。グループ自己資本の計算は、（ソルベ
ンシーⅡ目的の連結においてグループの範囲に相違が
ない限りは）子会社を全部連結した連結貸借対照表に基
づく。しかし、SCR の計算の場合は、保険に関連する子
会社のみが連結ベースで考慮される。グループの他のメ
ンバーによる SCR への寄与は個々の単体ベースで統合
される（そして、分散効果は反映しない）。

 監督当局の許可のもとでグループが適用する可能性が
ある控除集約手法は、グループの範囲に含まれる各単
体の結果と SCRの集約として、グループの結果を計算す
る。保有比率が100%に満たない場合、企業の業績とSCR
のグループの割合のみが計算に組み入れられるが、企
業の業績が赤字の場合は、全額が組み入れられる。（ソ
ルベンシーⅡと同等とみなされている EEA域外でない限
り）個々の結果はソルベンシーⅡの原則に基づいていな
ければならず、グループ内の取引に関するキャピタル・チ
ャージを除去するための調整が行われる。

関連会社は、本書の資産および技術的準備金に関連しない
負債の項目で詳細に示しているように、いくつかの例外はこれ
に従うが、関連会社はそれを保有する企業の投資としてグル
ープの結果に含まれる。

IFRSにおける連結は、グループ内の企業のすべての業績を
ひとつの業績の形式へと結合させる。連結の手法はグループ
内の単体のすべての個々の業績を合算し、以下の調整を行う
ことにより行われる。

 それぞれの子会社に対する投資およびそれぞれの子会
社の資本のうちの親会社持分を消去する。

 グループ内で整合性を持たせるため会計方針を統一す
る。

 取得前の準備金およびグループ内取引勘定を消去す
る。

 重要な後発事象を認識する。

 子会社の決算日が親会社と異なる場合には、子会社の
業績を調整する。

 子会社がグループによって100%所有されていない場合、
（親会社の資本の部において）他の株主にかかる少数株
主持分／被支配持分を認識する。

関連会社が持分法によって評価されている場合、関連会社の
持分は当初は取得原価で評価され、その後は取得後に認識
された損益に持分を乗じた数値が調整される。
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