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 IASBは今もなお有配当契約の適切な会計処理を検討している。重要な論点は
以下のとおりである。 

o オプションと保証の影響を含めた基礎となる項目の保険者持分の会計処理
方法 

o 契約上のサービス・マージン（CSM）の純損益への配分 

o 純損益に計上される「ロックイン」金利費用の算定 

 欧州保険CFOフォーラム（以下、CFOフォーラム）の代表者は、有配当保険
契約の会計処理に関する代替案（以下、代替案）を提示した。 

 IASBはこの会議において代替案についての暫定決定をする意向はなかった。 

 会議後に公表されたIASBスタッフペーパーでは、有配当契約について更なる
時間を要するものとする新たな完了スケジュールが示されている。 

 発効日は2019年1月1日になる可能性が高い。 
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ハイライト 

2014年11月19日のIASB会議で議論された事項 
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1. 対象は幅広く、基礎となる項目の保有が要求されていない。 

2. 単一の割引率を使用し、キャッシュ・フローの分離は不要である。また、オ
プションおよび保証に異なる取扱いは不要である。 

3. 基礎となる項目の価値の変動を含む、将来の利益に影響する全ての前提条件
の変更に対してCSMを完全にアンロックする。 

4. 契約におけるサービスの移転を最も適切に反映する方法で、CSMを純損益に
解放する。 

5. 現在のポートフォリオに関する簿価利回りが、純損益に計上される金利費用
の算定に用いられる。 

6. その他の包括利益（OCI）の使用は会計方針の選択である。 
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CFOフォーラムの代替案 

代替案の６つの原則 
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代替案に関する議論  

CFOフォーラムの見解  

 有配当契約は、多くの生命保険者の事業の大部分を占める。 

 一段の進歩が必要である。 

 IASBの現在の公開草案の提案事項はさらに改善の必要があることに広く懸念
がある。 

 代替案はより有意義で透明性のある前進した方法である。 

 代替案は下記の主な特性を有する。 

o 有意義かつ有用な方法で業績を報告する。 

o 保険契約者に対する価値と保険者に対する利益の相互作用というハイブ
リッドな性質を反映する。 

o 経済的に類似の商品に関して整合的な会計処理を提供するよう公平な土
俵を提供すべきであり、商品間で人為的に区別することは避けるべきで
ある。 
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代替案に関する議論  

CFOフォーラムの見解（続き）  

 現在価額(current value)の使用とBBAの使用には共通点がある。 

 損益の人為的なボラティリティに関する懸念は、代替案で対応可能である。 

 IASBは、有配当契約の経済実態と整合しない会計モデルや理解困難な会計モデ
ルは避けなければならない。 

 CFOフォーラムでは、他の業界よりも高い資本コストがないと、投資家は保険
者に進んで投資することはないであろうという懸念があった。 

 代替案の最も重要な要素は、CSMを完全にアンロックすることである。その結
果、CSMは各報告日の未獲得利益の全額を示すことになる。 

 代替案は、EFRAG、複数の会計基準設定主体および保険業界の参加者から支持
された。 
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代替案に関する議論  

代替案の適用範囲  

 保険契約者に対して契約上または保険者の裁量による変動リターンを受け取る
権利を与える全ての有配当契約に適用される。CFOフォーラムはこれらの契約
は経済的に類似していると考えているためである。 

 IASBの再審議では、上記より範囲が狭まる可能性がある。黙示的な管理手数料
のある契約のみが適用範囲となるためである。 

 変動リターンの基礎となり得るのは、特定の契約の業績、特定の資産プールの
実現／未実現の投資リターン、保険者の損益、契約に対応する資産が含まれる
ファンドの損益を基礎である。 

 CFOフォーラムは、保険者が基礎となる項目を保有することは適用範囲の必要
条件とすべきではないと考えている。   
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代替案に関する議論  

適用範囲 – IASBのコメントとCFOフォーラムの反応  

 CFOフォーラムは、株主の持分が30%や40%という契約を認識していない。典
型的な契約者配当は10%である。これはヘッジファンドにより課される運用報
酬とは全く異なる。 

 例えば、最低保証利率がインザマネーであり、この状態が契約の残存期間にわ
たって継続すると見込まれるなど、契約の経済実態が時間と共に変化する場合
は、CFOフォーラムは有配当契約としての当初の指定が維持されるべきである
と考えている。 
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代替案に関する議論  

割引  

 単一のイールドカーブが割引に使用される。 キャッシュ・フローは分離されず、
単一のイールドカーブが使用される状況において、割引率は時間と共に変化さ
せる必要がある。 

 基礎となる項目の実際の配分構成が簿価利回りに反映されるべきである。 

IASBのコメントとCFOフォーラムの反応 

 基礎となる項目がFVOCIで会計処理される場合には、簿価利回りアプローチは
会計上のミスマッチが生じることへの懸念 

 有配当契約が基礎となる項目からのリターンに完全には依存していない場合の
簿価利回りの決定方法 

 損益計算書において、金利費用を投資リターンとミラーとすべきかどうか 

 ポートフォリオ間の資産の移転に関するガイダンスが必要である可能性、およ
びこれが簿価利回りに与える影響 

 このような資産の移転は頻繁には発生しないとCFOフォーラムは述べている 
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代替案に関する議論  

CSMのアンロック 

 CSMの完全なアンロックは、結果として各報告日における未稼得利益の再測定
となる。 

 これは、当初のCSMの算定方法と整合的であり、保険者の業績の長期性を反映
する。 

 投資収益に関連する前提条件に対してもCSMはアンロックされる。 

 代替案は、将来利益が各報告期間にどのように配分されるかという問題に対処
している。 
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代替案に関する議論  

CSMのアンロック– IASBのコメントとCFO Forumの回答 

 一部の国では、未実現利益は保険契約者に分配することができない。CFO

フォーラムは実現利益と未実現利益の両方がCSMの測定に影響を与えることを
確認した。 

 CSMがアンロックされるのは、そうでなければ純損益に表示される項目に対し
てである。しかしOCIに表示された項目は時の経過とともにゼロへと収束して
いく。 

 投資家は保険者の業績を理解するために純損益、OCIそしてCSMの変動要因を
見なければならず、これは複雑であるとIASBは述べた。 

 CFOフォーラムは、無配当契約のCSMの再測定にも代替案を用いることが選択
肢となりうると述べた。 
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代替案に関する議論  

CSMの解放 

 CSMの解放ドライバーは有配当契約で提供されるサービスの性質に依存し、例
えば、保険カバーの提供、保険契約の維持管理や資産管理サービスの提供があ
るであろう。 

IASBのコメントとCFO フォーラムの反応 

 IASBは、保険期間にわたるCSMの解放パターンに整合性が欠ける可能性がある
点を懸念点として挙げた。 

 サービスの構成内容は有配当契約によって異なるであろうことから、最善の会
計原則は契約開始時にこれを評価し開示することで、新基準書が統一的な基礎
を強制することではないとCFOフォーラムは述べた。 

 CSMの解放パターンを更新することは複雑であり、 同じ保険契約については類
似した解放パターンに保険者が行き着くことを期待しているとCFOフォーラム
は述べた。 

12 IFRS 4 フェーズ２ ウェブキャスト 2014年12月 参考和訳 



Deloitte UK screen 4:3 (19.05 cm x 25.40 cm) 

© 2014 Deloitte LLP. All rights reserved. 

代替案に関する議論  

会計単位 

 保険者は、有配当契約と、現在と将来の世代の保険契約者にわたってこれらの
契約に対応する投資ポートフォリオとを管理している。 

 CFOフォーラムは、CSMはこのビジネスモデルに整合する水準で算定されるべ
きであり、無配当契約についてのIASBの暫定決定において反映されたものより
も高い水準で集約される可能性が高いと考えている。 

IASBのコメントとCFOフォーラムの反応 

 代替案は新契約が継続的に追加されるオープンエンドのポートフォリオを用い
ている。IASBは、これは旧契約と新契約の間で相互補助を生じさせ、それゆえ
にCSMが負値になる可能性は低いと述べた。 

 CFOフォーラムは、契約上の取決めで異なる世代の保険契約者にわたって利得
と損失を相殺可能な場合には、それらの契約は同一のポートフォリオに含めら
れるべきと考えている。 
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代替案に関する議論  

表示及び開示－IASBのコメントとCFOフォーラムの反応 

 IASBは、将来の収益性及び異なる収益源泉の貢献度の見積りについてより良い
洞察を提供するために、保険契約の様々な構成要素と集約に関する開示が必要
となる可能性に注目した。 

 IASBは、翌年度以降に予想されるCSMの解放、及びオプションと保証の変動
の影響を開示することは有用であると述べた。 

 CFOフォーラムは、一部の保険者が現行のエンベディッド・バリュー報告のも
とで、予想される収益計上額を開示していると述べた。 
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次のステップと今後の日程のアップデート 

残りの論点、基準書の公表及びIFRS第9号との相互関係 

 IASBスタッフは、IASBの検討が2015年にも継続することを示す工程表の更新
版を公表した。 

 スタッフはIASBに、IASBが有配当契約について最終的に達する暫定決定事項
を踏まえて無配当契約の再検討が必要となるかどうかを説明する予定である。 

 IASBは最終基準書を2015年に公表する見込みであり、実地調査の必要性及び
導入支援の方法について検討する予定である。 

 IASBスタッフの工程表の更新版は、発効日が2019年1月1日になる可能性があ
ることを示している。 

 IFRS第9号「金融商品」との相互関係 

o IFRS第9号が保険契約の基準書よりも前に適用されるという懸念がある。 

o IASBは、保険者が保険契約の基準書をIFRS第9号よりも1年遅れて適用す
ることが不利にならないようにする方法を検討する予定である。 
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