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基準策定の期限遵守は厳しく 

 

 3 月には保険会計について協議する合同審議会のスケジュールがびっしりと組まれてい

たものの、保険会計に関する公開草案 (ED)が予定どおり 5 月に発表される見通しは厳しく

なってきました。国際会計基準審議会 (IASB) と米国財務会計基準審議会 (FASB) は 3 月

中、2 週間にわたり 6 回の会合を開き、保険会計に関して延べ約 12 時間の協議を行いまし

た。これは両審議会による合同プロジェクトの開始以来、最も長い時間です。両審議会は

いくつかの点で共通の暫定的決定に至りましたが、長時間にわたる議論のなかで、リスク

調整及び契約時 (day one) の較正といった主題に関しては、数は少ないものの非常に重大

な食い違いが現れてきました。 

 合同審議会においては、保険の定義、保険会計基準の範囲、情報開示など多くのテーマ

が俎上に載せられ、大半については合意が得られました。しかし協議の主な結果と言える

のは、リスク調整について両審議会のあいだで見られた意見の不一致です。これについて

FASB は、2009 年 10 月に暫定的に合意した明示的リスク調整ではなく、複合マージン方式

支持に戻ってしまいました。 

 しかし IASB は、IAS37 に基づく一般負債会計(general liability accounting)と整合する明

確な測定目的を伴う明示的・再測定リスク調整方式に対する支持を繰り返しています。つ

まり、リスクから解放されるために保険者が合理的に支払うであろう現在の金額です。 

 もう一つ重要な「心変わり」は、IASB の方に見られました。IASB は、契約開始時負債

の較正を、増分新契約費 (incremental acquisition cost)を控除したネットの受取対価 (a 

consideration receivable net of incremental acquisition costs) に合わせて行う手法を支持す

るという 2009 年の立場に戻りました。これは、新契約費の控除前の受取対価総額 (a gross 

consideration receivable before deduction of acquisition costs) に合わせて較正を行う手法

に代わるものであり、増分新契約費に関係する範囲で、契約時損失の認識を回避するもの

です。 

 もう一つ両審議会のあいだで意見が分かれた点は、保険契約における有配当性の問題と、

有配当性を持つ契約の保険負債を測定する際に、当該有配当性をどのように将来キャッシ

ュフローに取り込むべきか、についてです。昨年の協議から予想されたように、IASB は、

有配当性ゆえに生じた支払いは契約上のキャッシュフローであり、したがって保険契約負

債の一部であると考えたいという立場です。一方の FASB は、法的・推定的債務の金額ま

で負債として認識し、残余を資本とみなす見解を支持しています。 

 

新契約費及び契約開始時の測定（3 月 16 日） 
 業界内の反発及び対象を絞ったフィールド・テストの結果を踏まえて、スタッフは両審
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議会に対し、新契約費について、また保険負債の契約開始時における較正の際に新契約費

をどのように扱うかについて、暫定的決定を見直し、代替的なアプローチを定めるよう促

しました。スタッフは両審議会に対し、公開草案（ED）において以下 3 案のうちいずれを

提案すべきか打診しました。 

 

A. すべての新契約費を発生時点で費用として認識し、契約開始時の収益を認識せず、契約

開始時負債を受取対価総額に対して較正する（現時点での両審議会の暫定決定）。 

B. 契約負債の直接的な測定を、増分新契約費を控除したネットの受取対価に合わせて較正

する。 

C. 増分新契約費を契約上のキャッシュフローに含め、契約開始時の残余マージンを決定

する。 

 

 審議会の一部の委員からは、過去の決定はしっかりした根拠に基づくものであり、保険

業界を他の業界と別扱いする理由はないとする意見が出ました。これは FASB の多数意見

であり、FASB では 4 名が A 案を支持しました（過去の暫定的決定と同じ）。 

 IASB では、この問題についての見解が別れました（B 案または C 案を支持：9 名、A 案

を支持：6 名）。とはいえ、多数派が支持しているのは B 案または C 案のいずれかであり、

どちらも損益の認識については実質的に同じ効果を生じるものです。 

 IASB の暫定的決定を受けて、B 案及び C 案の長所・短所をさらに調査するようスタッフ

に要請されました。この 2 案の違いは、損益に影響を与えるというよりは観念 

(presentational) 上の違いであり、新契約費が、契約開始時またはその直後だけでなく、長

期にわたって発生する場合に最も差が出てくるものだと思われます。 

 また、新契約費の一部は保険契約者または第三者から回収できる場合があるとの指摘も

ありました。たとえば長期契約の多くは、早期解約の場合に黙示的・明示的に新契約費の

一部を保険契約者から回収し、これによって新契約費の経済的影響を緩和することを意図

しています。これらの特性についてさらに調査を進めれば、両審議会が何らかの収斂に至

る可能性もあるでしょう。 

 両審議会の見解の相違が解消できない場合、ED において双方のオプションが提示される

可能性が残ります。ただし、4 月の合同審議会において、この相違に取り組み、解消する機

会が用意されるでしょう。 

 

リスク調整（3 月 17・22・23 日） 
 3 月 17 日に開催された教育セッション (educational session) において、スタッフは両審

議会に対し、オプション・プライシング及びリスクを主題とした資料を提示しました。 

 スタッフの提案は、リスク調整の決定については特定の方法を要求するのではなく、商

品ラインごと (by line of business) に以下の各項について個別の情報開示を求めるという
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ものです。 

・ 報告日におけるリスク調整額 

・ リスク調整額を測定するために選択したアプローチと方法論、及びそのアプローチを

選択した理由 

・ 商品ラインによって（リスク調整額を測定するために使用された手法に）差異が存在

する場合、差異の理由（ここで、商品ラインによって異なる手法を用いることが許容され

ることが強調されている） 

・ 手法が期間中に変更された場合、なぜ手法が変更されたか及び変更がリスク調整額に

及ぼす影響 

・ 選択したインプットについての説明・感応度分析など、使用したインプットの詳細 

・ 新規事業・廃止した事業 (expired business)及び事業内容の変更に関するロールフォワ

ード 

 

 スタッフからのプレゼンテーションに続いて長時間の議論が行われ、FASB 委員の大多数

及び IASB の一部の委員が、一般に合理的と認められる測定方法(agreed methodology)が確

立していないことについて懸念を抱いていることが明らかになりました。彼らの懸念の中

心は、もしスタッフの提案が将来的に IFRS・米国の GAAP になるとすれば、保険者によっ

て決定されるリスク調整額について、ほとんどコントロールが効かなくなるという点です。

これらの審議会委員らは、採択される（リスク調整額の）評価技法に関する整合性の創出

を、これらの情報開示を活用するアカウント利用者及びその結果として生じる市場の要請

に委ねるというスタッフの戦略に納得していません。 

スタッフは改めて、明示的に再測定されたリスク調整額を測定するうえで、ビルディン

グ・ブロック方式への支持を表明しました。単一の手法によって両審議会が求めている特

性すべてを実現することはできないようですが、ビルディング・ブロック方式と情報開示

案によって、どのような基準によりリスク調整額が保険負債全体に織り込まれているのか

という点について、すべての利用者のあいだで共通の理解が確保されるように思われます。 

教育セッションに続いて、スタッフから両審議会に対し、リスク調整を「保険契約から

発生するネット債務を履行しなければならないことから生じる不確実性を負担するのに保

険者が要求する金額」と定義する決定を再確認するよう要請がありました。 

両審議会は、この段階ではいずれの提案についても議決を行わず、スタッフに対し、目

的の表現の明確化、方法選択に関する確実性の向上、どのような状況でどのようなモデル

がより適切かを評価する指針、さまざまな手法を比較する実際の数値を用いた例を作成す

るよう求めました。 

 合同審議会の第 2 週にこの主題が再び提示されたとき、スタッフから提示された選択肢

は以下のようなものでした。 
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1. 特定の手法を要求しないというスタッフの提案を承認する。 

2. 利用可能な手法を制限する。 

3. リスク調整の目的を見直す。候補としては以下のとおり。 

 a. 保険債務を引き受ける際に、市場参加者がリスクを負担するために要求する金額（出

口概念 exit notion） 

 b. 保険者が、保険契約者またはその他の当事者から（残余）リスクを引き受けるために

現在要求する金額（入口概念 entry notion） 

 c. リスクから解放されるために保険者が合理的に支払うであろう金額（IASB が発行し

たの最近の IAS37 の公開草案で用いられているリスク調整の目的）。 

4. 複合マージン方式を採択する。 

 

 両審議会は、まさにこの主題について 4 ヶ月前に合意していたにもかかわらず、再び意

見の相違を見ることになりました。 

 IASB では、「明示的に再測定されたリスク調整を支持し、リスク調整の目的を再検討す

る」を支持する委員が 8 名、「複合マージン方式」を支持する委員が 7 名でした。FASB は

その反対で、「明示的に再測定されたリスク調整を支持し、リスク調整の目的を再検討する」

を支持する委員が 1 名、「複合マージン方式」（昨年 12 月に IASB の見解を受け入れる以前、

2009 年の大半を通じて FASB が採っていた立場）を支持する委員が 4 名でした。再議決に

おいては、IASB では、リスク調整の目的を「リスクから解放されるために保険者が合理的

に支払うであろう金額」（現在の修正 IAS37 の公開草案で用いられているリスク調整の目的）

に修正することを支持する意見が多数を占めました。 

 スタッフは、仮に複合マージン方式が選択された場合、対処すべき問題が数多く発生す

るだろうと指摘しました。たとえば、そのようなマージンを解放する手法、契約時損失を

伴う契約に関して、リスク調整を契約開始時の負債十分性テスト (liability adequacy test)、

またその後行われる負債十分性テストに含めるか否か、などです。さらに、リスク調整の

再測定を行わないのであれば、組込デリバティブのアンバンドリングを行わないとする以

前の決定を見なおす必要が出てくるかもしれません。 

 リスク調整に関する議論を締めくくるに当たって、スタッフは、測定の目的をさらに改

良/洗練されたものにすること、選択される手法がどのような特性を持つのが望ましいかに

ついて追加的な指針を作成すること、情報開示案をさらに検討すること、及び複合マージ

ン会計モデルを構築するという「過去の」FASB の立場を考慮することに合意しました。両

審議会は、4 月 19 日の週に行われる合同審議会でも、恐らくこの主題について改めて議論

するでしょうが、IASB・FASB のあいだで合意が得られなかった場合、ED において二つの

案が併記されるかもしれません。 
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有配当性契約（3 月 23 日） 
 もう一つ両審議会が合意に達しなかった重要な課題が、保険負債を測定する際に有配当

性のキャッシュフローをどう扱うかという点です。この主題についての前回の会合（2009

年 11 月）で合意したとおり、スタッフは 2 種類の見解を提案し、両審議会に議決を求めま

した。 

 

A 案：有配当性から生じるキャッシュ・フロー (payments) を契約から生じる他その他全て

のキャッシュフローと同様のものと見なす。 

B 案：法的又は推定的債務の金額まで負債として認識し、残余を資本と見なす。 

 

 IASB は、複数の委員が有配当性契約を相互に関係・依存するキャッシュ・フロー

(payments)を伴う「一つの取引」と見なしており、A 案を強く支持（11 対 3）しました。

また、キャッシュフローのどの部分が負債でどの部分が資本であるかという評価を行うこ

とは、あまりにも煩雑であり、また利用者にとっても特に有益ではないという指摘もあり

ました。一方、FASB は同じ結論に至らず、僅差（3 対 2）で B 案を支持しました。これは

保険者に対し、、法定又は推定的債務の範囲まで有配当性（の給付のため）の負債を認識す

ることを要求します。B 案のもとでは、その債務の水準を超えて支払われると予想されるキ

ャッシュフローは、資本として扱われます。 

 相互保険会社及び大きな保険リスクを伴わないものの裁量的な有配当性を有する契約に

関する問題は、両審議会により検討される必要があります。FASB が僅差で B 案を支持した

ことを考えれば、4 月にはこの問題についての合意が得られる可能性があります。 

 

保険契約の定義（3 月 22 日） 
 両審議会は、保険の定義について複数の側面から議論しました。FASB のスタッフは、米

国の GAAP では保険「契約」ではなく保険「事業」を定義していると説明しました。スタ

ッフは、現行の IFRS4 における保険契約の定義を公開草案においても使用し、米国の GAAP

における「補填 (indemnification)」の代わりに IFRS4 の「補償 (compensation)」を用いる

よう提案しました。両審議会はこの提案を満場一致で支持しました。 

 同じ流れで、IFRS4 での保険契約の定義において基本的な要素となっている「重要な保

険リスクの記述」に関する両審議会の議論も、スタッフ提案を満場一致で支持する結果と

なりました。提案では、「重要な (significant)」という表現をそのまま使用するものの、保

険リスクの重要性を評価する際の要因を絶対額から現在価値に変更することとされていま

す。 

 米国 GAAP は現在、FASB スタッフが説明した歴史的な理由により、契約によって重要

な保険リスクを移転し保険契約としての要件を満たすためには、タイミング・リスクと引

受リスクの双方が存在することが必要とされています。しかし IFRS4 では、タイミング・
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リスクまたは引受リスクのいずれかが存在することで十分とされています。スタッフは、

保険リスクを特定する際のタイミング・リスクの役割は、契約における保険リスクの判断

のための主要な条件というよりも欠格条件とすべきであると提案しました。たとえば、タ

イミング・リスクが存在しないことは引受リスクを消滅させる効果を生む可能性がありま

す。つまり保険契約者へのタイムリーな補償を遅れさせる契約条項がある場合、保険リス

クは大幅に軽減されることになります。両審議会は、現行の米国 GAAP を修正する結果を

もたらす同提案を満場一致で支持しました。 

 保険リスクに関する第二の問題は、リスクそのものの存在を対象とするもので、単一の

契約における保険リスクの存在を確認するために、2 種類のテストが検討されています。 

 

A 案：テストは、起こりうる結果の範囲、及び当該結果が平均的に想定される水準と比較し

どれだけ重要か、つまり結果のばらつきの大きさに関するテストとすべきである。 

B 案：キャッシュフローのばらつきに関するテストに加えて、正味キャッシュフロー（保険

料から保険金・給付金を差し引いた金額）の現在価値がマイナスになる可能性があ

るか否か、即ち契約損失テストも行うべきである。 

 

両審議会は定義に関するスタッフの提案には合意したものの、キャッシュフローのばら

つきに関するテストに加えて損失テストを必要とするか否かについては賛否が分かれまし

た。IASB は A 案を支持しましたが、FASB は B 案を支持しています（IASB：A 案 9 名・B

案 6 名、FASB：B 案 3 名・A 案 2 名）。この未解決の問題は、ある種の再保険契約につい

ては重大なものとなる可能性があり、また他の契約タイプにも関連してくる可能性があり

ます。この点に関して両審議会は、規制を受ける保険会社ではない企業が発行する金銭保

証契約及び健康保険契約に適用されるような会計制度 (accounting regime)について議論を

行う必要があります。 

 

範囲（3 月 22 日） 
スタッフの提案は実質的に承認されましたが、二三の修正を加えられ、結果として、以

下の各項については保険契約（会計）基準の対象から外れることになりました。 

 

・ 製造会社、ディーラー、小売業者が直接発行する製品保証。 

・ リース契約に組み込まれた残余価値保証。 

・ 製造会社、ディーラー、小売業者が直接発行する残余価値保証。 

・ 従業員給付制度に基づく雇用者の資産及び負債、また確定給付型退職給付制度により

計上される退職給付債務。 

・ 企業結合における、支払われる又は受け取られる条件付対価。 
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 両審議会は、保証に対しては（発行者の特性(identity)を勘案し）IFRS4 のアプローチを継

続することを決定しました。 

 審議会の委員らは、固定報酬サービス契約を除外したい意向を明らかにしました。ただ

し、これらの契約は現金よりも現物による給付を提供する可能性があるため、委員らは、

保険会社でない者が提供する健康保険を保険会計基準の対象とするべきか否かを検討する

際に、この問題についてさらに議論する必要があるという結論に達しました。また、今後

の会合において、金融保証契約を保険会計基準の対象とすべきか否かも協議する予定です。 

 

残余マージンの解放及び収益の認識（3 月 15 日） 
「保険者は、保険カバーの提供から発生するエクスポージャーを最も反映するようなシス

テマティックな方法で、残余マージンを解放すべきである」というスタッフ提案について

若干の議論を行ったうえで、両審議会は暫定的に、保険者は時間の経過に基づいて、つま

り均等償却方式により残余マージンを解放するべきであると決定しました。ただし、保険

者が、時間の経過とは相当に異なるパターンで給付金・保険金を負担することになると予

想される場合には、予想給付金・保険金に基づいて残余マージンを解放すべきであるとの

警告も追加されました（IASB：賛成 10・反対 5、FASB：賛成 4・反対 1）。 

 観念上の問題として、「残余マージンは、利息を生みだす」とするスタッフ提案について

より多くの議論が行われました。スタッフは、残余マージンは保険契約に基づいて予想さ

れる期待キャッシュフローの流入／流出の現在価値による正味の影響であるから、残余マ

ージンについても同様に、契約開始時に決定される確定金額として考えるのではなく、現

在価値ベースで測定すべきである、と主張しました。 

 独立したリスク調整を包括することについて両審議会が合意に達しなかった場合には、

こうした複合マージンの解放について、さらに両審議会による検討を加える必要が生じ、

この決定に大きな影響が出るでしょう。 

 

情報開示（3 月 24 日） 
 スタッフからの提案は、企業が以下のような情報を開示すべきであるとする 3 つのハイ

レベルな情報開示原則に関するものです。 

 

・ 保険契約の特性を説明する 

・ 保険契約から生ずる財務諸表上の金額を識別し、説明する 

・ 財務諸表利用者が、保険契約から生ずるリスクの性質及び程度を評価することに役立

てる 

 

 これらの原則は、IFRS 4 及び US GAAP に見られる既存の指針に依拠した詳細な要件・

指針によって補足されることになります。 



本ニュースレターは英語版が原本となります。 
このニュースレターの英語版と参考和訳に差異がある場合には、英語版が優先されます。          8 

 

 両審議会は資料に示された一般的原則については合意しましたが、要件の詳細・説明が

欠けているというコメントはありました。 

 特に指摘があったのは、この提案（特に保険契約の特性に関する部分）により、過度に

詳細な情報開示が行われるか、あるいは非常に限定的かつハイレベルな定型的情報開示に

なってしまう可能性があるという点でした。審議会の委員の一部からは、リスクに関する

原則は、キャッシュフローの不確実性についてもっと具体的なものにすべきだという要請

がありました。また、この情報開示案で取り上げられていないもう一つの重要な特性とし

ては、たとえば生保事業と損保事業のあいだで、または様々な商品ライン間での、情報の

集約、分解のレベルの問題です。 

 両審議会は、情報開示の分野については、やるべき作業が大量に残されていることを明

らかにし、情報開示について結論を出す前に、表示に関する原則について合意に達する必

要があると指摘しました。 

 ある委員は、情報開示の原則は他の基準を参照すべきではなく（現行の IFRS4 が IFRS7

を参照しているように）、関連するすべての情報開示原則・要件を新たな保険会計基準に盛

り込むべきであると指摘しました。 

 

今後の日程と次のステップ 
 日程に関する資料については、いずれの会合でも議論が行われませんでした。この 2 週

間で浮上した見解の相違を考えれば、公開されている日程に沿って公開草案が 5 月に発表

される可能性は低いように思われます。 

 議題として挙げられた討議すべき主題はすべて、3 月の会合で議論されました。しかしこ

れらの主題の多くはスタッフによるさらなる分析が必要であるか、両審議会による新たな

決議が必要となっています。特に、以下の主題については再検討が必要となるでしょう。 

 

・ 契約開始時における残余マージンの較正に関する見解の相違。 

・ リスク調整及びその結果生じるマージンに対するアプローチに関する見解の相違。 

・ 有配当性契約に関する見解の相違。 

・ 残余マージンに対する利息の発生。 

・ 金融保証契約・固定報酬サービス契約・健康保険契約に関する範囲。 

・ 裁定権のある有配当性投資契約に関する範囲及び会計制度 (accounting regime)。 

・ 表示及び情報開示に関する詳細な指針。 

 

 両審議会は 4 月 19 日に再び会合を開き、以下の点について討議する予定です。 

 

・ アンバンドリングと組込デリバティブ。 

・ 保険契約の測定の集約レベル 
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・ 契約の境界線に関する詳細な指針。 

・ 割引率選択基準。 

・ 未経過保険料方式。 

・ 金融商品プロジェクトに関連する移行。 

・ 認識及び認識の中止。 

・ 企業結合。 

 

 ED の発表が 2010 年 5 月以降に持ち越される可能性があるとはいえ、両審議会は、「古く

からの」2 つの重大な相違点が再燃してしまったものの、多くの新分野において基準を収斂

させつつあり、保険会計基準を 2011 年 6 月までに提供しようと努力を続けています。 
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付表：これまでの暫定的決定のまとめ 
 

暫定的に一致している見解 IASB 及び FASB 

保険会計基準の適用範囲 以下の各々については、保険会計基準の適用範囲から除外す

る。 

 製造会社、ディーラー、小売業者が直接発行する製品保証 

 リース契約に組み込まれた残余価値保証 

 製造会社、ディーラー、小売業者が直接発行する残余価値

保証 

 従業員給付制度に基づく雇用者の資産及び負債、また確定

給付型退職給付制度により計上される退職給付債務 

 企業結合における、支払われる又は受け取られる条件付対

価 

保険の定義及び重大な保険

リスクの評価 

米 GAAP における用語「補填（indemnification）」の代わりに

IFRS4 の用語「補償（compensation）」を用いる。 

 

重大な保険リスクは、絶対的な金額ではなく現在価値を用い

て評価され、保険リスクの特定におけるタイミング・リスク

の役割は、ある契約における重大な保険リスクを決定するた

めの主要な条件ではなく欠格条件とする。ただし「契約損失

テスト」に関しては IASB・FASB のあいだで見解の相違があ

る。下記を参照のこと。 

測定目的およびアプローチ ビルディング・ブロック方式を用いることについては両審議

会が合意しているものの、どのブロックをこの方式に含める

べきか、という点が両審議会の対立点となった。見解の相違

の軸となっているのは、独立したリスク調整を使うべきか複

合マージンを使うべきか、という点である。見解の相違の詳

細については下記を参照のこと。 

測定アプローチ 測定アプローチを保険契約全体に適用し、別個の資産および

負債の項目としてではなく、すべての権利および義務を含め

た一つの貸借対照表価額を算出する。 

測定目的 測定目的の定義に関し、保険契約において義務を履行するた

めの費用ではなく、価値を採用する。担当スタッフは、測定

目的に関する用語の調整について提案を行う。 

サービス・マージン 明示的サービス・マージンは、測定アプローチには含まれな

い。 
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事後のマージンの取り扱い 損益に対する残余マージンの解放は、3 つのビルディング・

ブロック内の見積値の変化から切り離される。マージンは保

険カバー期間を通じて均等に解放される。ただし、予想保険

金・給付金パターンが提供され、より適切な体系的・合理的

基準が得られる場合はこの限りではない。 

測定のためのインプットの

利用 

保険契約に関連する全ての利用可能な情報を利用する。金融

市場変数の現在見積りは観察可能な市場価格に整合していな

ければならない。 

不履行リスク 保険契約の事後（契約初日以後）の測定において、保険者の

不履行リスク（保険者自身の信用リスクを含む）の変動を反

映しない。 

利益の会計処理 会計上の利益は保険契約の当初認識時に認識しない。 

マイナスの初日差額 マイナスの初日差額は契約時損失として即時認識する。適切

な測定単位の設定について更に審議を行う予定 

保険契約者の会計処理 保険契約者の会計処理（出再者によるものを除く）は、公開

草案には含めないが、保険会計基準には含めるものとする。 

表示方法 引受保険料基準により収益を認識するモデルは除外。保険者

が契約に従って履行を行った時に収益を認識する。 

 

保険契約を、別個の資産および負債の項目としてではなく、

すべての権利および義務を含めた純額として表示する。 

 業績報告書の表示には、少なくとも以下の情報を含めるべき

である。 

 （測定モデルから生じる）残余マージンの解放及び保険期

間中に予想されるリスク調整。 

 期待キャッシュフローと実勢キャッシュフローの差異。 

 見積もりの変動。 

 投資実績（すなわち、利息収益及び保険負債の割引の解消）。 

要約マージン表示方式と拡張マージン表示方式の双方が公開

草案には記載される。 

 

伝統的保険料配分方式を用いる可能性があるのは、未経過保

険料方式を用いて評価する必要のある契約のみになる。 

保険契約者の行動 保険範囲に関連するオプション、フォワードおよび保証（例

えば、更新および解約オプション）から生じる期待キャッシ

ュフローは、別個の契約もしくは別個の顧客関連無形資産の
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一部ではなく、契約上のキャッシュフローの一部分とする。

参照すべき独立した販売価格が入手できない場合には、これ

らのオプションを「ルック・スルー」基準に基づいて測定す

る。 

既存の保険契約範囲に関連しないその他のオプション、保証

およびフォワードは、別個の契約の一部を構成するものであ

り、その別個の契約に対する条件に従い会計処理される。 

デポジット・フロア 解除もしくは更新オプションから生じるすべてのキャッシュ

フローを第一のビルディング・ブロックに含める（デポジッ

ト・フロア・ルールは不採用）。 

再保険 再保険者は保険者と同様の測定原則を用いる。 

 

出再者は、再保険に付された保険負債の測定に用いられるも

のと同じ原則を用いて再保険資産を測定する。再保険契約の

残余マージン及び減損に関する出再者の会計処理について

は、両審議会により今後検討する。 

 

再保険資産は、法律上の要件（legal requirements）を満たし

ていない限り、保険負債と相殺すべきではない。 

 

債務が免除・取り消される、または失効しないかぎり、再保

険の締結は、保険負債の認識の中止の要因にはならない。 

 

出再者及び受再者は、出再者の関連する新契約費と同じ方法

で、比例再保険契約の出再手数料の会計処理を行うべきであ

る。審議会は、新契約費と出再手数料の関係、及び、非比例

再保険契約に関する出再手数料の会計処理について、さらに

検討を進める。 

情報開示 3 つのハイレベルな原則（IFRS4 及び米 GAAP の既存の指針

に依拠した詳細な要件・指針により補う）により、以下の情

報を開示することを企業に求める。 

 保険契約の特性を説明する 

 保険契約から生ずる財務諸表上の金額を識別し、説明す

るもの 

 財務諸表利用者が、保険契約から生ずるリスクの性質及

び程度を評価することに役立つ 
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アンバンドリング 認識及び測定に関して、保険者は以下に従うべきである。 

 

 保険契約の構成要素が他の構成要素と相互依存関係にな

い場合にはアンバンドリングを行う。 

 相互依存している構成要素はアンバンドリングを行わな

い。 

 

ただし、両審議会は相互依存性の定義については合意に達し

ておらず、スタッフに対し、相互依存性の新たな定義を含む

アンバンドリング適用指針（ユニバーサル・ライフ及びその

他のアカウント・ドリブン契約に対する具体的な適用を含む）

及び相互依存性の判定に関する具体的な設例を作成すること

を求めた。 

 

認識及び測定のためにアンバンドリングが必要とされない場

合は、選択肢として認められるべきではない。 

 

保険契約に含まれる組込デリバティブは、保険契約の他の構

成要素と同じアンバンドリング要件に従うべきである。 

変額及びユニット・リンク

契約 

関連する資産・負債は、保険者の資産・負債として財務状態

報告書に記載されるべきである。 

投資ファンドの連結の問題は、連結プロジェクトで議論され

るべきである。 

下線部：最近の変化 
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暫定的に相違している見解 IASB FASB 

測定目的・アプローチ及びリ

スク調整 

ビルディング・ブロックは以

下のとおりである。 

 

 保険者がその債務を果た

すことにより生じると予

想される将来キャッシュ

フローの、不偏の確率によ

る加重平均。 

 貨幣の時間的価値の組込

み。 

 将来キャッシュフローの

金額・時期に関する不確実

性の影響についての保険

者の見解に対応する、明示

的に再測定されたリスク

調整。 

 契約開始時の利益を解消

する金額で、受取対価から

新契約費増加分を差し引

いた額に合わせて較正し

たもの。 

 

IAS37 に合わせて、各報告日

に再測定したリスク調整は、

リスクを回避ために保険者

が合理的に支払う金額とし

て定義される。 

FASB は独立したリスク調整

の認識を支持せず、2009 年

12月以前の立場に回帰した。 

 

FASB は最初の 2 つのビルデ

ィング・ブロックについては

IASB と合意しているが、

IASB が支持するリスク調整

及び残余マージンではなく、

明示的に再測定されたリス

ク調整を伴わない複合マー

ジンを支持している。 

 

複合マージンには、IASB が

支持する将来キャッシュフ

ローの金額・時期に関する不

確実性の影響についての保

険者の見解に対応する明示

的に再測定されたリスク調

整と、契約開始時の利益を解

消する、受取対価総額に合わ

せて較正した金額の双方を

含んでいる。 

新契約費の会計処理及び収

益の認識 

すべての新契約費を発生時

点で費用として認識し、増分

新契約費に相当する、契約開

始時の収益の解放と相殺す

る。契約負債の直接的な測定

を、増分新契約費を控除した

ネットの受取対価に合わせ

て較正する。 

新契約費を発生時点で費用

として認識し、契約開始時の

収益を認識しない。 

契約開始時の負債は受取対

価総額に対して較正される。 
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または、 

 

増分以外の新契約費を発生

時点で費用として認識し、増

分新契約費を契約上のキャ

ッシュフローに含め、契約開

始時の残余マージンを決定

する。 

重大な保険リスクの定義 IASB は、現行の IFRS4 に含

まれているような、キャッシ

ュフローのばらつきに基づ

く定義を支持している。この

場合、起こりうる結果の範

囲、及び、当該結果が平均的

に想定される水準と比較し

どれだけ重要か、つまり結果

のばらつきの大きさに関す

るテストが行われる。 

FASB はキャッシュフローの

ばらつきについては合意し

ているが、正味キャッシュフ

ローの現在価値がマイナス

になる可能性があるか否か、

即ち契約損失テストも行う

べきであると考えている。 

有配当保険契約 有配当性によるキャッシュ

フローは保険契約から独立

して測定されるべきではな

く、当該契約における期待キ

ャッシュフローの一部とさ

れるべきである。 

有配当性が、負債の定義を満

たしている場合（特に、支払

に関する法律上あるいは法

解釈上の義務の存在の有無

に関し負債の定義を満たし

ている場合）、負債として分

類されるべきである。 

認識 IASB は、保険契約の認識に

ついて最終決定を行わず、担

当スタッフが今後別の会議

において追加的分析を提示

する予定。 

保険債務は以下のいずれか

早い方の時点で認識される

べきである。 

① 報告企業がリスクを負っ

た時 

② 保険契約に署名した時 

認識の中止 保険負債の認識の中止につ

いては IAS 第 39 号に従う。 

報告企業がリスクから解放

され、かつ当該義務による経

済資源の移転をする必要が

なくなった時点で保険負債
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の認識の中止を行うべきで

ある。 

表示方法 業績報告書における表示は、

契約上のサービスに対して

顧客が支払った保険料また

はその一部の保険料を収益

として報告する拡張マージ

ン表示方式に従うべきであ

る。 

業績報告書における表示は、

要約マージン表示方式に従

うべきである。 

 

FASB でまだ議論されていない、またはさらに議論すべき IASB による暫定的決定 

割引率 ・ 負債の特性（通貨、デュレーション及び非流動性）にも

とづいた原則的アプローチ。 

一部の事業に関する割引及

びマージンの除外 

IASB は、ある種の損害保険事業についてこの方式を検討

し、測定方法の候補として暫定的に却下している。 

未経過保険料方式 次のすべての条件を満たすすべての契約については、保険

金発生前の保険債務の会計処理に未経過保険料方式の使用

を要求。 

・ 保険期間が 12 カ月以内で、 

・ 組込オプション又は保証が存在せず、 

・ キャッシュフローの期待流出額の大幅な減少につながり

かねない事象について保険者が認識する可能性が低い場合

であること。 

契約の境界 保険者が個々の保険契約を無条件に再引受あるいは価格改

訂できる権利を得たときに既存契約は終了する。 

その他の包括利益 IASB は暫定的に以下のとおり決定している。 

・ 保険者の資産については現行の会計処理を変更しない。 

・ 保険契約に関しては、その他の包括利益の利用を認め

ず、またこれを求めない。 

下線部：最近の変化。 
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