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審議会会議のハイライト – 2011年7月

 7月21日の会議

‒ 今回の会議は3時間から2時間に短縮され、その結果、書面の半分（アンバンドリング）が9月の会議
へ先送りとなった。

‒ 議論は堂々巡りとなり、審議された唯一の項目である短期契約についても、何の結論にも達しないと
いう結果になった。

‒ 継続的に優先して検討すると確約していたにもかかわらず、保険プロジェクトは遅延し議論はぬかる
みにはまっている。
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会議の詳細な説明 – 7月21日

現在までの進捗状況

 スタッフは、現在までのプロジェクトの進捗状況及び最近実施したアウトリーチ活動の要約を両審議会に
対して提示した。

 特に強調されたのは、EDに対して寄せられたコメントのうちボラティリティに関連するもの、及び現在測

定モデルは経済的ミスマッチに起因するボラティリティを算定するだろうしまたそうあるべきであるという
スタッフの見解であった。

 スタッフは、ボラティリティに対する補正は、会計上のミスマッチに対してのみ行われなければならない
（経済的ミスマッチに対して行われるべきではない）と述べた。

 次の議題に進む前に、審議会理事は、スタッフの意図を明らかにするために幾つかの質問をした。
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会議の詳細な説明 – 7月21日（続き）

短期契約

 スタッフは両審議会に書面を提出した。

 2つの代替的なアプローチがスタッフによって開発され、このうちIASBのスタッフは“単一モデル”アプロ
ーチを支持し、FASBのスタッフは“2モデル”アプローチを支持している。

 2つのアプローチ間の類似点は広範囲に及び、主要な相違である適格性規準でさえ、スタッフの予想で
は影響を受けるのは契約の10％に過ぎない：
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特徴 単一モデル 2モデル

適格性 a. ビルディング・ブロック・アプローチの合理
的な近似値となる；

b. キャッシュ・フローの変動性に影響を与え
る組込オプション及び保証を含まない；及
び

c. カバー期間がおおむね1年以下（適用指針
も設けられる）

a. 発生損失に対する補償額が、契約上の
上限金額まで変動する；

b. 保険料受領時から損失発生時までの期
間が重要でない；及び

c. 料率に将来の更新期間分の対価が含ま
れていない

利用 修正アプローチは許容される FASBのスタッフ間では、このモデルの使用
を要求するか、許容するかで意見が分かれ
ている。

新契約費 IASBのスタッフは、増分コスト基準や資産とし
ての認識を求める収益認識プロジェクトのアプ
ローチを提案している。

FASBのスタッフは同じ費用の定義（直接費
用/成約に至った労力）を使用し、負債から控
除することを提案している。
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会議の詳細な説明 – 7月21日（続き）

短期契約 （続き）

 2つのアプローチは大きく似通っているにもかかわらず、両審議会は短期契約に関する議論をまとめる
（あるいは暫定結論を出す）ことができなかった。

 会議では、簡素化されたアプローチがビルディング・ブロック法の簡便法となるか（“単一モデル”アプロー
チ）、ビルディング・ブロック・アプローチとは別個のモデルとなるのか（“2モデル”アプローチ）についての
議論に多くの時間が割かれた。

 FASBは2モデルアプローチを支持しており、簡便法の考え方（会計基準で簡便法として定めることも含め
て）には強く反対している。

 FASBがその結論に至る理由として引用したもののひとつに以下のものがある。すなわち、保険料配分

アプローチが適切な簡便法であることを証明するために監査人が企業に対して２つの方法の実行を要求
することになり、真の意味で簡便化されることにならないというものである。

 さらに議論は、単一モデルの考え方あるいは別個のモデルの考え方が、基礎となる保険取引の経済性
によって裏付けられるのか、に焦点が当てられた。
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特徴 “単一モデル” 及び “2モデル”間の共通の要求事項

収益の認識 カバー期間：保険金発生パターンが異ならない限り、時の経過基準（定額法）を使用

不利な契約 ポートフォリオが不利であるという兆候がある場合（リスク調整を含めずに判定）

貨幣の時間価値 残存カバー期間に対する負債（責任準備金）の割引や利息の付加は要求されない
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会議の詳細な説明 – 7月21日（続き）

短期契約 （続き）

 結局、審議会の書面にあった質問事項の多くについて議論されることなく、両審議会は所定
の時間内で結論に達することができなかった。

 両審議会は、次回の会議までに追加の作業を行うようスタッフに指示した。

 指示のあった追加の作業は、主として、一方のアプローチでは適格性規準を満たすがもう一
方のアプローチでは満たさない可能性のある契約を識別するために保険契約のタイプをレビ
ューすることである。これによって両審議会は提案された適格性規準を変更するかどうかに
ついて検討することができる。
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今後の日程及び次のステップ

 7月1日、新しいIASBの議長であるハンス・フーフェルフォルスト氏は次のように述べた：

“ 我々の最優先事項は、できるだけ高い水準でFASBと残りのコンバージェンスプロジェクトを完了させるこ
と、コンバージェンスプロジェクトが真に優れたアウトリーチプログラムから恩恵を受けてきていることを
確かなものにすること、である”。

 7月13日に議長は、IFRS財団評議員会の質問に答え、今から主要なプロジェクトが完了す
るまでの会議の日程は、2011年の前半と同様に激しいものとなる可能性があると述べた。

 両審議会は、IFRS第4号フェーズII の開発ペースを維持することを繰り返し確約した。

 我々は、審議会の議論が限られているにもかかわらず、両審議会のスタッフはこのプロジェ
クトに対して引き続き集中して作業すると理解している。

 IFRSプロジェクト作業計画の中で、公表計画の改訂版が以下のように設定された。

 しかしながら、両審議会の間の意見の相違具合や直近2ヶ月間の進捗具合、8月に会議が

開催されないことなどを考慮すると、改訂された日程でさえも楽観的なものになる可能性が
ある。

※訳注 本ウェブキャストは7月25日に開催されたが、その後7月26日付けで作業計画が改訂され、保険契約について
は2011年第4四半期から2012年末の間に再公開草案もしくはレビュードラフトを公表するというスケジュールのみが示
されている。最終基準公表の目標時期は示されていない。
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2011年第4四半期 2012年上半期

保険契約 再公開草案もしくはレビュードラフト 新しい基準の発行日（目標）
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今後の日程及び次のステップ（続き）

次のステップ

 7月28日に次回のIASB会議が予定されている。現時点では、保険契約のトピックについて
議論される予定はない。

 8月はIASBの休暇月のため、会議は予定されていない。

 我々は、9月初めに追加の会議が予定される可能性があると理解しているが、保険契約に
ついて議論されると見込まれる次回会議は、9月19日の週に開催が予定されている。

 議題は未だ発表されていないが、表示に関する論点が、残余マージンの再審議の完了とあ
わせて議論される可能性がある。また、スタッフが短期契約の議題を再度提案してくる可能
性がある。

 最終的な適用日については依然不透明である。基準の発行が2012年半ばまで遅延するこ
とを鑑みると、我々は、適用日が2015年1月1日より早くはならないと考えている。※※

 7月22日（金）に、IFRS第9号の適用日が2013年1月1日から2015年に修正された。この暫
定決議については8月を含む60日間のコメント期間が設けられている。

※※ P7訳注参照
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コンタクトの詳細

Francesco Nagari

Deloitte Global IFRS Insurance Leader

+44 20 7303 8375

fnagari@deloitte.co.uk

Link to Deloitte Insurance Accounting Newsletter (English/German/Japanese versions):

http://www.iasplus.com/agenda/insure2.htm#newsletter

Insurance Centre of Excellence:

insurancecentreofexc@deloitte.co.uk
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