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審議会会議のハイライト –2011年9月 

 両審議会は行程表を改訂し、最終基準の公表時期の目標を2012年以降に置いた。 

 9月7日開催のFASB会議 

‒ FASBは複合マージンを用いた会計モデルについて審議した。 

‒ 短期契約については、複合マージンは短期のカバー期間にわたって前倒しで稼得される。 

‒ 負債の事後測定は、確率加重された割引後のキャッシュ・フローの平均値とする。 

‒ 長期契約については、複合マージンは基礎となる不確実性の減少に基づき後ろ倒しで稼得される。 

 9月19日開催のIASB・FASB合同会議 

‒ 開示に関する両審議会共通の決定事項は以下の2点：割引率のイールド・カーブを記載する要求の
確認と、開示の集約原則の単純化（EDと比べて） 

‒ 以下の2点について意見の不一致：測定の不確実性に関する開示と、予想満期に関する開示 

‒ IASBはリスク調整の目的を定義し、適用指針を開発した。 

‒ IASBは、選択した技法にかかわらずすべての保険者に対して信頼区間の開示を強制する規定を残
すことを決定した。 

‒ IASBは、リスク調整の算定技法を3つに制約する規定の削除を決定した。 
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会議の詳細な説明 – 9月7日開催FASB会議 

単一マージンアプローチの会計処理 – 短期契約 

 スタッフは、短期保険契約に適用されるべき利益認識パターンに関する提案について記載した包括的な
書面を提出した。 

 スタッフは3つの代替アプローチを提示した。 

‒ 代替案1: 未経過保険料および割引前支払備金について現行のUSGAAPを維持する 

‒ 代替案 2: カバー期間中は未経過保険料を使用し、保険事故発生後キャッシュ・フローについては2つ
のビルディング・ブロックにより負債を計上 

‒ 代替案 3: カバー期間中は未経過保険料を使用し、5月17-18日に決定されたキャッシュ・フローの変動
性の減少の原則にもとづき、支払備金に単一マージンを加える。 

 FASB スタッフは代替案3を提案した。 

 スタッフは3つの代替案および保険者が報告することになる利益認識パターンの結果を解説するために
数値例を提出した。 

 スタッフは、カバー期間の満期時には、確率加重平均された割引後の予想保険金キャッシュ・フローに関
連して、小さいが重要な変動性があると述べている。 

 保険者は、カバー期間の満期時のキャッシュ・フローの変動性について残存するエクスポージャーを追
加する単一マージンを、この負債に加えなければならない。 
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会議の詳細な説明 – 9月7日開催FASB会議（続き） 

単一マージンアプローチの会計処理 – 短期契約 (続き) 

 スタッフはまた、支払備金の割引が関連する財務情報にとって重要である場合があることから、現行の
USGAAPを維持することを好まないと説明した。 

 FASB の理事はこれを背景として単一マージンの稼得原則について広範な議論を行い、以下の理由に
よりスタッフの提案する代替案3を却下した。 

‒ 多くの理事は短期契約には適用しないという条件付きでこの原則に票を投じた。 

‒ 短期契約の適格性に関する議論は、それが別個のモデルであるというFASBの見解を強調した。 

‒ 待機債務の履行はカバー期間の終了時に完了する。発生保険金の決済に関するいかなる行動もサー
ビスの提供として適格ではなく、FASB理事のうちの一人の言葉を引用すれば、それは「費用の最適化
行動」である。 

‒ 財務諸表利用者はFASBに対して、短期契約の現行モデルに複雑性が追加されることは受け入れられ
ず、代替案2はより透明性があり原則主義的な支払備金（確率加重平均された割引後の予想キャッシ
ュ・フロー）を要求することでこれを達成すると述べた。 

‒ ロス・デベロップメント・テーブルは保険金の見積の不確実性に関する情報を提供する。 
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会議の詳細な説明 – 9月7日開催FASB会議（続き）  

単一マージンアプローチの会計処理 – 短期契約 (続き) 

 この決定により、短期契約に関する個別モデルが意味するところが明らかになった。 

 これにより、保険契約の部分集合を設定するにあたり適切かつ信頼性のある適格性規準一式を開発す
ることについて、より焦点が当てられることになる。 

 実務的な視点からは、短期契約に関するIASBアプローチとの根本的な相違点として、IASBの支払備金
はカバー期間の満了後に解放されるリスク調整負債を含んでいるということがある。 

 IASBは残余マージンをカバー期間にわたってのみ稼得する。 

 FASBスタッフにより7月の合同会議で提出された適格性規準の草案は以下を含む。 

‒ 給付額は固定額ではなく約款を上限とした変動額 

‒ 保険料受領時点と損失の日付の間の時間が短い 

‒ リスクのプライシングは将来期間に関するリスクを含まない 
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会議の詳細な説明 – 9月7日開催FASB会議 

単一マージンアプローチの会計処理 – 主な一般原則 

 スタッフは複合マージンの事後的会計処理に関する提案について記載した包括的な書面を提出した。 

 この提案は、確率加重平均キャッシュ・フローの不確実性が減少するにつれて、複合マージンが稼得さ
れるという原則に基づいている。これは「特定の不確実な将来事象のキャッシュ・フローの変動性」として
定義される。 

1. 変動性が主にタイミングに起因する契約については、利益への解放は特定事象のタイミングの不確実
性の減少に基づく。 

2. 変動性が主に事象の頻度と甚大さに起因する契約については、利益への解放は、契約のライフサイ
クルのなかで見積キャッシュ・フローに関する情報が増加するに従って減少することになる不確実性に
基づく。 
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会議の詳細な説明 – 9月7日開催FASB会議（続き）  

 
単一マージンアプローチの会計処理 (続き) 

 FASBはこの提案について広範な議論を行い、全員一致でスタッフの提案を支持した。 

 保険者が2つの原則を実行するにあたり考慮する必要がある事象を基準とすることを含む適
用指針も承認された。 

 議論では、短期契約の適格規準の範疇に入らない契約で損害保険会社から発行される一定
の保険契約についても、これらの原則は適用できることが強調された。 
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会議の詳細 – 9月19日開催IASB・FASB合同会議 

開示規定 

 スタッフは、EDで提案されている開示原則に関して5つの提案を行った。 

 1つ目の提案は、異なる事業セグメントから生じる情報を集約するべきではないという規定を
削除することであった。 

 スタッフは、目的適合性のある開示を実現するためには、集約と細分化に関する以下の一般
原則があれば十分であると説明した。 

大量の重要でない細目を含めたり、 

異なる特性を持つ項目を集約することにより、 

有用な情報を不明瞭なものにしてはならない 

 異なる事業セグメントで報告されるデータの集約を避けるための規定の重複は、不要な矛盾
を生じさせることになる。 

8 IFRS 4 Phase II - Webcast (September 2011) 

IASB の投票 FASB の投票 

全員一致で承認 全員一致で承認 

 



© 2011 Deloitte LLP. Private and confidential 

会議の詳細 – 9月19日開催IASB・FASB合同会議 (続き) 

 
開示規定 (続き) 

 まとめて行われた2つ目と3つ目の提案は、インプットの変更を開示すべきであるという規定を

残すことと、保険契約の金額を計算するために使用した手法の変更を開示するという規定を
追加することである。さらに保険者は、無配当契約のキャッシュ・フローを割り引くために用い
るイールド・カーブの 全体を開示する必要がある。 

 手法の変更を開示する規定の追加は、使用されたモデルの定性的特性を投資家に知らせる
必要性を認識している。 

 割引率のイールド・カーブの開示の追加は、無配当契約に関する割引率についての去る3月
の審議で既になされた決議を追認した。 

 これらの全ての開示は、IFRSとUSGAAPの全域における重要性原則の中で開発されること
になるだろう。 
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会議の詳細 – 9月19日開催IASB・FASB合同会議 (続き)  

 
開示規定 (続き) 

 4つ目の提案は、基礎となる不確実性を測定する分析を開示すべきであるという規定を削除
し、IFRS第13号「公正価値測定」で定められている規定を参照する形で置き換えることであ
る。 

 この領域に関するIFRS第13号の開示規定は、特にレベル3の公正価値に焦点を当てており
、例えば以下の開示を含んでいる。 

‒ 観察不能なインプットの性質及び変動についての定量的な開示 

‒ 合理的に利用可能な代替的な仮定を反映する観察不能なインプットの変動に対するレベル
3の数値の感応度 

 FASBは、IFRS第13号に相当するUSGAAPに依存することを好ましく思わず、保険契約の

会計基準は不確実性の開示に関するより適切な用語を公正価値測定とは異なる基準として
開発するべきであるという理由でこの提案に反対した。 
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会議の詳細 – 9月19日開催IASB・FASB合同会議 (続き)  

 
開示規定 (続き) 

 5つ目の提案は、予想満期に関する開示のオプション規定をなくし、予想満期に基づく一覧表
を少なくとも今後5年間の分析を付して開示する強制規定を残すことであった。 

 なくすことが提案されたオプション規定は、予想満期の代わりに契約満期の使用を認めるも
のであった。 

 少なくとも5年間の一覧表を開示する規定はリースの開示規定と平仄を合わせるものである。 

 スタッフはさらに、要求払いの金額の開示を削除することも提案した。 

 FASBは同じトピックについて、資産および連結グループ内の異なる事業体間の流動性分布

に関する情報を含む流動性の表をすべての金融機関に適用するという最近の決定の方を選
好した。 
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会議の詳細 – 9月19日開催IASB・FASB合同会議 (続き)  

リスク調整 

 FASBは参加しなかったが、 IASBは、3つの重要な決定（うち1つはスタッフ提案に反対）に至
ることで、彼らの会計モデルに磨きをかけた。 

 1つ目の提案は、リスク調整の目的を以下のように再定義することであった。 

  「保険契約を履行することに伴い生じるキャッシュ・フローに固有の不確実性に晒されること
に対して保険者が要求する対価（補償）」 

 スタッフは過去に行われた2つの決定を追認することもIASBに求めた。1つ目は、以下の例を
用いて上記の目的に関する指針を最終基準に含めることである。 

  「リスク調整は、保険者が以下の(1)と(2)とで差異がなくなるように要求する対価を測定するも
のである。  (1) 50％の確率で90、50％の確率で110になる負債を履行する。 

 (2) 100の負債を履行する。」 

 2つ目は、リスク調整を計算する際には、予想キャッシュ・フローの土台となる確率分布の範
囲内の望ましい結果とそうでない結果の両方を考慮することである。 
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会議の詳細 – 9月19日開催IASB・FASB合同会議 (続き)  

 
リスク調整 (続き) 

 2つ目の提案は、対応する信頼区間のパーセンテージの開示を求める規定（この規定の存在
により、異なる技法で計算された全てのリスク調整負債 を、信頼区間技法を用いて再計算す
ることが必要になる）をなくすことである。 

 IASBはスタッフ提案を好ましく思わず、この規定を残すことによって投資家が異なる保険者を

比較する際の手助けとなりうる開示参照を提供することになるという理由で、スタッフ提案に
反対した。 
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会議の詳細 – 9月19日開催IASB・FASB合同会議 (続き)  

 
リスク調整 (続き) 

 3つ目の提案は、リスク調整技法を信頼区間、資本コスト、条件付テール期待値の3つの技法
から選択しなければならないとする規定をなくすことである。スタッフは、3つの技法及び関連
する適用指針を例示としてのみ残すことを提案した。 

 IFRSによる負債の比較可能性が減じられるという懸念を少数の理事が示したが、大多数の
理事はスタッフ提案を支持した。 

 開示（信頼区間によらないリスク調整負債に対して、同じ金額をもたらすことになる対応する
信頼区間を提供する）に関する以前の決定が、上記の懸念を緩和した。 
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今後の日程及び次のステップ 

 2011年7月にFASBは、US GAAPの公開草案の公表日の目標を2012年上半期中とするこ
とを示唆する改訂版行程表を公表した。 

 7月中の4週間の間に2回の改訂がなされた後、IASBは9月14日に3度目の行程表の改訂を
行った。 

 IFRSのプロジェクト行程表の改訂公表計画は以下のとおり。 

 

 

 

 両審議会の公表日の目標はもはや2012年内とはなっていない。 

 時間の平仄をあわせるため、IFRSの再公開草案がUSGAAPの公開草案の公表と一緒に
公表されることを我々は期待するものである。 

 IFRSおよびUSGAAPの最終基準書の公表が2013年のいつかの時点となりそうなことから、
適用日を2015年1月1日以降とする圧力が非常に強くなりそうである。 

15 
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保険契約 再公開草案かレビュードラフト 
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今後の日程及び次のステップ(続き) 

 金融商品の減損及びマクロヘッジの最終基準書も、公表日の目標が2012年以降とされてお
り、保険契約と同じ運命である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EUの会計団体であるEFRAGは、IFRS第9号の適用日を2015年1月1日に変更することに
ついて、IFRS第4号フェーズⅡおよびIFRS第9号の公表日のいずれか遅い方から3年後に
更に修正するべきである提案を回答草案のなかで行った。 

16 
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IFRS 9 (IAS 39置き換え) 

•一般ヘッジ会計 最終基準書の公表 

•マクロヘッジ 公開草案の公表 

•資産と負債の相殺 最終基準書の公表 

•減損 再公開草案の公表 

IFRS 4 Phase II - Webcast (September 2011) 



© 2011 Deloitte LLP. Private and confidential 

今後の日程及び次のステップ(続き) 

次のステップ 

 2011年5月4日の会議に際して公表されて以降、詳細な計画が示されないことから、次のス
テップがどのように展開され、いつのタイミングなのかについて、大衆は暗闇に取り残された
ままである。 

 我々は、過去幾月もの間両審議会で相当な活動が継続されていることを理解している。 

 次回の合同会議は10月19日から21日にかけアメリカで開催される。ハンス・フーフェルフォ
ルスト氏が7月に宣言したような、会議の頻度を増やすような兆候はない。 

 保険トピックは審議の対象となると予想されているが、アジェンダはまだ公表されていない。
最近審議され、両審議会への打ち返しが期待される項目に以下のものが含まれる。 

‒ 短期保険契約 (7月の非生産的な会議の続き) 

‒ アンバンドリング (7月、最終段階で書面が審議からおろされた) 

‒ 割引率の変更に関連したアンロックの決定に関する、残余マージンのアンロック(IASBの
み) (6月の会議のフォローアップ) 

 保険ワーキンググループ会議が10月24日ロンドンで予定されている。 
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コンタクトの詳細 
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