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当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。

Practical guide to IFRS
再公開草案は保険契約の会計を大きく変えるであろう

はじめに

2013 年 6 月 20 日、国際会計基準審議会（IASB）は、2010 年の公開草案（以下「以前の公開草案」）に対して受

け取った回答を反映した保険契約の会計に関する再公開草案を公開しました。この包括的な提案は、保険者お

よび保険契約を発行するその他の企業による会計を根本的に変更するでしょう。IASB は、以前の公開草案の提

案により生じた「技術的」な変動性に関する関係者の懸念に対応することを試みましたが、これらの変更は複雑

性が追加されることになりました。提案される基準書は、保険契約に関して多様な会計実務を許容する国際財務

報告基準（IFRS）第 4 号に置き換わることになります。

この実務ガイドは、主要な提案およびその影響を要約しています。付録 1 は、これらの提案と以前の公開草案と

の比較を記載しています。付録 2 は、2013 年 6 月 27 日に公表された米国財務会計基準審議会（FASB）の公

開草案との比較を記載しています。付録 4 は、再公開草案とソルベンシーII との概括的な比較を記載していま

す。IASB の公開草案における質問事項は、以下に記載のとおり、以前の公開草案からの著しい変更があった 5

つの主要な領域を対象としています。

 割引率の変動に関するその他の包括利益の使用

 （従前は、残余マージンとされていた）契約サービス・マージンのアンロッキング

 企業に基礎となる項目の保有を義務とし、そしてこれらの基礎となる項目のリターンとのリンクを指定する契約

 包括利益計算書の表示

 移行措置

保険者ならびに保険契約を発行する企業にとって、どのように測定モデルにおけるすべての要件を組み合わせ

るかにつき評価することが重要です。保険者にとっては、利害関係者と緊密に協働し、利害関係者が提案され

ている重要な変更の影響を理解しているかを確認することが重要です。今回は、保険業界にとって 2018 年の発

効日以前に議論に影響を与える最後の機会となる可能性があります。保険者は、発効した保険契約およびビジ

ネスにおける影響を評価し、そして、リソース、データおよびシステムのモデリングに関してこの提案の追加的な

要求を評価する必要があります。

概要

 提案は、現在の会計上の見積りが、各報告期間末において再測定される場合においても企業に対して現

在価値モデルを使用して保険契約を測定することを求めている。

 以前の公開草案と整合し、測定アプローチは、報告日現在のビルディング・ブロック・アプローチであり、保

険者が契約を履行するために生じることが予想される確率で加重された割引後の将来キャッシュ・フロー、

明示的なリスク調整および契約サービス・マージンに基づいている。

 単純化したアプローチは、カバレッジ期間が 1 年もしくはそれ以下の期間、または測定がビルディング・ブロ

ック・アプローチの適用と合理的な近似を提供する場合には許容されている。
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背景

IASB は、保険契約プロジェクトの再審議を終了しました。IASB は、認識、測定、表示および開示を対応する保

険契約に関する包括的で収斂された基準を設定するために FASB とともに数年にわたり協議を行ってきました。

2010 年に IASB は公開草案を公表し、そして FASB はこの論点に対するディスカッション・ペーパーを公表しま

した。2011 年の初頭から IASB および FASB（以下「両審議会」とする）は、関係者から受け取ったコメントを利用

し問題点についての再審議を行っています。再審議の中で表明された見解の相違によれば、両審議会は、収

斂された基準書を完成させることはないであろうことが明白となりました。

IASB および FASB のコメント期間は、2013 年 10 月 25 日までです。

PwC observation

IASB の前任の団体は、1997 年に保険契約に関する基準書の設定を始めました。遅れのため、多くの保険者

は、このプロジェクトへの興味を失っているかもしれません。しかし、IASB は、このプロジェクトを完成させることを

決定しています。提案は、最終基準書が公表される前に要件についてコメントをする重要な機会です。

FASB プロジェクトの最終的なゴールは、明確さに劣りますが、IASB のプロジェクトの可能性の高い結果は、保

険契約についての包括的な IFRS 基準書の設定です。つまり、これは、米国会計基準（US GAAP）とは異なり、

IFRS には、包括的な保険契約の基準書が存在しないからです。それ故、FASB の公開草案は、保険者に関す

る、まったく新しいモデルを提案していますが、FASB は、最終的には、いくつかの提案された変更のみを導入

することを決定する可能性があります。IASB の提案と FASB の提案との差異の概括的な説明は、当ガイドの付

録 2 に含まれています。

定義、範囲および契約の結合

提案は、保険会社だけではなく保険契約を発行するすべての企業に適用されます。提案が保険契約を「一方の

当事者（保険者）が、もう一方の当事者（保険契約者）から、特定の不確実な将来事象（保険事故）が保険契約

者に不利益を与えた場合に保険契約者に補償を行うことを同意することにより、重要な保険リスクを引き受ける

契約」と引続き定義しています。保険契約の定義は、絶対的な金額ではなく現在価値を使用して保険リスクを評

価することを求めることで現行の IFRS 第 4 号と比較して明確にされました。多くの企業がこの新しい提案をすで

に実務で適用していますが、これは、現行の IFRS 第 4 号において指定されていません。さらに、保険者が保険

金を負担する商業的実態を伴ったシナリオがなければ、契約は、保険リスクを移転しません。

提案された基準書は、企業が発行した保険契約を含んでいます。出再者はこの提案を保有する再保険契約に

適用しますが、企業が保有する保険契約については範囲に含まれていません。

PwC observation

企業は、各国の基準から従前の実務を継続することが認められているため、現行の IFRS 第 4 号は、多様な実務

を許容しています。以下のような範囲の変更があったとしても、保険者以外により発行された多くの保険契約は、

提案された基準書の範囲外となるでしょう。それにもかかわらず、保険者以外の企業は、企業が発行した保険契

約が重要なリスクを含んでいるか、それ故、提案された基準書の範囲に含まれるかについて評価すべきです。

現行の IFRS 第 4 号の実務ガイダンスは将来の基準書において繰り越されないでしょう。IASBは、IFRS 第 4 号は

適用されて数年が経過しており、実務ガイダンスの必要性は薄れていると考えています。しかし、初度適用者およ

び保険会計を新しく適用するその他の事業体は、このガイダンスを利用価値が高いと考えるかもしれません。
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企業が保険契約を発行するのであれば、たとえ、保険契約ではない場合においても、裁量権のある有配当契約

性を伴う投資契約は提案された基準書の範囲内であるとされます。これらは、基礎となる項目のリターンにより変

動するキャッシュ・フローを伴う契約についてのセクションにおいてさらに検討します。

クレジット・デリバティブもしくはモーゲージ保証のような金融保証契約は、発行者が過去においてこうした契約を

保険契約とみなすことを明言し、保険契約に適用される会計処理を使用している場合を除き、保険契約の範囲

ではありません。この場合、保険者は、金融商品の基準を適用するか、もしくは、保険契約に関する提案された

基準書を適用するか選択が可能です。企業は、契約ごとにこの選択が可能ですが、各契約の選択は、取り消し

不能です。

PwC observation

金融保証に関して提案された選択は、銀行および保険者にこれらの契約に関して、それぞれの事業における彼

らの見方による会計処理を可能としています。しかし、現行の IFRS 第 4 号と同様に、金融保証契約を初めて発

行した企業が、どのように金融保証契約を会計処理するのかについては明確ではありません。

IASB は、引き続き、保険契約の定義に該当するある種の契約を提案された基準書の範囲から除いています。

IFRS 第 4 号から繰り越された範囲からの除外は、以下の項目を含んでいます。

 製造業者、販売業者または小売業者が発行する製品保証

 契約上の権利または契約上の義務のうち、非金融項目の将来の使用または使用権を条件とするもの（例え

ば、一部のライセンス料、ロイヤルティ、変動リース料および類似の項目）

 従業員給付制度から生じる事業主の資産および負債

 製造業者、販売業者または小売業者が提供する残価保証、およびファイナンス・リースに組み込まれた借手

の残価保証

 企業結合で支払うかまたは受け取る条件付対価

さらに、固定料金のサービス契約のうち、サービスの提供を主要な目的としており、以下の条件のすべてを満た

すものは保険契約の範囲から除かれています。

 企業が個々の顧客に関連したリスクの評価を当該顧客との契約の価格の設定に反映していないこと

 当該契約が顧客への補償を現金支払ではなくサービスの提供により行うこと

 契約により移転される保険リスクが主として顧客によるサービスの利用から生じること
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PwC observation

IASB は、多くの固定報酬サービス契約（ロードサイド・アシスタンス契約および補修契約）は保険契約の提案の

範囲外であることを意図しています。その代り、企業は、顧客との契約からの収入に関する提案された基準書を

適用しなければなりません。保険料配分アプローチは、多くの状況においてこのような契約について適用される

ため、この提案された基準書に基づく会計は、提案された保険契約に関する会計と大幅に異ならないでしょう（こ

の実務ガイダンスにおいて後に説明します）。

固定報酬サービス契約と保険契約との区別は、実務上、評価することは複雑です。再審議において、ある固定

報酬サービス契約は、範囲から除外される契約に該当するかを表すのに対照されます。例としては、キャピテー

ション契約が議論されます。各患者をカバーするのに固定料金を支払う医療保障プランがあります。キャピテー

ション契約のもとでは、医療保障組織が医療保障提供者に対して、メンバーの代わりに固定額を支払います。何

回治療をしたか、もしくは、医師もしくは病院が何回患者を診察したかにかかわらず、医療保障提供者に、患者

を診察するために月次の固定金額が支払われます。患者が特定の月においてサービスを必要とするか否かに

かかわらず、医療提供者は同額の報酬を受け取ることができます。

（提案された基準書では範囲に入っていない）キャピテーション契約および（提案された基準書では保険契約に

含まれる）維持および補修契約は、伝統的な医療保険契約およびボイラー破損保険契約とそれぞれ比較されま

す。しかし、提案された基準書は、適応についての評価が明確でない場合、これらの契約に対応するために固定

報酬サービス契約に関する条件をどのように適用するかについての追加的なガイダンスを提供していません。

企業は、同時またはほぼ同時に同一の保険契約者（または関連のある保険契約者）と締結した場合、また、以下

の要件のいずれかに該当する場合には、それらの契約を単一の保険契約として会計処理しなければなりません。

 当該保険契約が単一の商業目的のためにパッケージとして交渉されている

 1 つの保険契約に対して支払われる対価の金額が、他の保険契約の対価または業績に応じて決まる

 保険契約が保険契約者に与えるカバーが同一の保険リスクに関連している

PwC observation

契約の結合の提案は、企業が、背中合わせの再保険契約を行う元受保険会社と保険契約を締結する場合、フ

ロンティング・アレンジメントに影響を与える可能性があります。もし、これらの契約が結合されれば、これらの契

約は保険契約の定義に該当せず、損益計算書における純額表示をもたらす結果となります。

保険契約からの構成要素の分離

保険者は、構成要素が独立した契約であれば、他の会計基準の範囲内となるであろう構成要素を保険契約より

分離することが要求されています（従前はアンバンドリングと呼ばれていました）。

組込デリバティブの経済的特性およびリスクが主契約の経済的特性およびリスクに密接に関連していない場合、

組込デリバティブを主契約から分離しなければならなりません。この場合には、組込デリバティブは IFRS 第 9 号

金融商品に従って会計処理する必要があります。保険契約の定義を充足するデリバティブは、密接な関係があ

ると考えられ、分離されません。

区別できる投資構成要素についてのみ構成要素は分離されるべきです。投資要素と保険要素との相関が高い

場合を除き、投資要素は、同等の条件を有する契約を、同一の市場または同一の法域で、保険契約を発行する

企業または他の当事者のいずれかが別個に販売しているかまたは販売できる場合には、区別できます。投資要

素と保険要素は、次のいずれかの場合には、高い相関があります。
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 企業が、一方を考慮せずに、保険要素または投資構成要素のいずれか測定することができない。したがっ

て、一方の構成要素の価値が他方の価値に従って変動する場合には、企業は提案された基準書を適用し

て、投資要素と保険要素を含んだ契約全体を会計処理しなければならない。

 保険契約者が、他方の構成要素が存在していないと、もう一方の構成要素から便益を受けることができない

（つまり契約における構成要素の失効もしく満期は、他の構成要素の失効もしくは満期を生じさせる）。

財またはサービスを提供する履行義務は、区別できる場合には、分離すべきです。履行義務は、企業が財また

はサービスを移転するであろうという保険契約者による妥当な期待を創出している場合、企業の慣習的な事業

慣行、公表している方針または具体的な声明により含意されます。方針の設定のような作業は、保険契約者に

対するサービスの適用ではなく、そして、履行義務を表すものではありません。財またはサービスを提供する履

行義務は、以下の 2 つの要件のいずれかに該当する場合には、区別できます。

 企業（または保険契約を発行しているかもしくは発行していない別の企業）が通常、当該財またはサービス

を同一の市場または同一の法域で別個に販売し、企業は、この判断を行う際に、合理的に利用可能なすべ

ての情報を考慮に入れなければならない。

 保険契約者が、財またはサービスから、それ単独でまたは保険契約者が容易に利用可能な他の資源と一

緒にして、便益を受けることができる。容易に利用可能な資源とは、別個に販売されている財またはサービ

ス（企業または保険契約を発行していないかもしれない別の企業により）、あるいは保険契約者がすでに入

手している資源（企業または他の取引もしくは事象から）である。

財またはサービスを提供する履行義務は、当該財またはサービスに関連したキャッシュ・フローおよびリスクが当

該契約の中の保険要素に関連したキャッシュ・フローおよびリスクと相関が高く、企業が当該財またはサービスを

保険要素と統合する重要なサービスを提供する場合には、区別できません。

PwC observation

IASB は、保険契約からの構成要素の分離についての選択適用の要望に対する回答を行っていません。ある場

合では、資産管理サービスのように分離されるべきサービスの決定が重大な判断を必要とします。もし分離され

るべき構成要素が決定されれば、契約獲得費用をどのように分類するのかについて、多くの実務上の適用に関

する論点が生じるかもしれません。

提案された基準書の設例 1-3 は、構成要素が区分されるべきかを決定する際には有用です。これらの設例で

は、アセットマネジメントおよびその他のサービスが、ある場合には分離されるべきと提案されていますが、投資

構成要素は高度に相関しているために投資構成要素の分離は、多くの契約において一般的ではないと予想さ

れます。
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現在価値測定モデル

提案は、現在の見積りが各報告期間末において再測定される場合、企業に現在価値測定モデルを使用して保

険契約を測定することを求めています。

測定アプローチ（ビルディング・ブロック・アプローチ）は、保険者が保険契約を履行する際に生じると予想される

現在の、割り引かれた、確率加重された将来キャッシュ・フロー、明示的なリスク調整および契約の未稼得利益

を表す契約サービス・マージン（従前の残余マージン）から構成される、ビルディング・ブロックに基づいています。

以下の図1はビルディング・ブロックの変動が、損益計算書および貸借対照表の株主資本におけるその他の包

括利益にどのように流れ込むかを表しています。将来のサービスに関連する変動は契約サービス・マージンが

正の残高（つまり、契約が不利な契約ではない）である限り、契約サービス・マージンで調整されます。

測定モデルは、発生保険金に関する負債および残存カバレッジに関する負債を含み、これらは財務諸表の注

記において別個に開示することが求められています。単純化したアプローチでは、残存カバレッジに関する負債

に関しては、本実務ガイドにおいて後ほど説明します。

契約サービス・マージンおよび不利な契約のテストはポートフォリオ・レベルで計算されますが、契約サービス・マ

ージンの解放およびリスク調整の決定に関する合算のレベルは規定されていません。

保険契約のポートフォリオは保険契約のグループであり、

（a） 同様のリスクに対するカバーを提供し、引き受けるリスクに対して同様に価格付けが行われている

（b） 単一のプールとして一括して管理されている

再審議において、スタッフは、契約が同様なリスクによるかを決定するために考慮する要素を提供しました。これ

らには、付保されているリスクの種類（例えば、長寿リスク、死亡リスク、火災リスクなど）、商品ライン（例えば、年

金、定期保険、自動車など）、契約者の種類（例えば、企業、家計、個人、団体など）および地理的な場所が含ま

れています。しかし、提案された基準書は、この論点についてさらなるガイダンスを提供していません。

1 企業に基礎となる資産の保有を義務付け、基礎となる項目のリターンに連動している契約に対して独立した要件が適用されます。こ

の実務ガイドの個別のセクションにおいて後ほど説明します。
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PwC observation

ポートフォリオの定義の適用は重要であり、契約サービス・マージン、当初認識における損失の認識、および、単

純化されたアプローチにおける継続的な不利な契約テストに影響を与えるでしょう。IASB は、過度に説明される

ことなく適用するのに十分な方法でポートフォリオを定義することを試みましたが、実務において異なる解釈が可

能となる、判断を必要とする領域が残っています。

キャッシュ・フロー

キャッシュ・フローは、企業が保険契約を履行するにつれて生じる将来キャッシュ・アウト・フローの現在価値から

将来キャッシュ・イン・フローの現在価値を控除した金額の明示的で偏りのない確率加重した見積りです。提案さ

れた基準書は、測定のための合算の水準（例えば、契約のポートフォリオかもしくは個別の契約か）は、これらの

キャッシュ・フローの予想現在価値に影響を与えるべきではありません。この予想価値（もしくは、統計上の平均

値）は、起こり得る結果の全範囲を反映する一定範囲のシナリオを考慮して決定されます。それぞれのシナリオ

は、特定の結果に係るキャッシュ・フローの金額および時期、ならびに当該結果の見積確率を特定します。各シ

ナリオから生じるキャッシュ・フローは、期待現在価値を算出するために、割り引いて、当該結果の見積確率で加

重平均します。履行キャッシュは、不履行リスクに関して調整されません。

単一の「最善の見積り」を行う現在の会計モデルとは異なり、（可能性が低いものも含み）すべての確率が考慮さ

れそして加重されます。しかし、適用ガイダンスは、明示的なシナリオを作成するために、すべての状況を反映

する必要はないとしています。場合によっては、非線形的な方法で反応する複雑な基礎的要因あり、洗練された

確率論的モデルが必要かもしれません。例えば、これは、一連の関連するオプションを反映するキャッシュ・フロ

ーの場合、発生する可能性があります。目的は、すべての関連する情報を組み込みそして入手し難い情報を無

視しないことにあります。

PwC observation

支払備金の見積りのディベロップメントにおいて損害保険のアクチュアリーにより共通に使用されている「数理上

の見積りの中央値」もしくは「最善の見積り」は提案された基準書のアプローチと整合的であると考える意見もあり

ます。他には、対称性のある実績（experience）が予想される場合には、死亡率および罹病率のような、生命保険

契約の構成要素の見積りも、また、平均の概念をとらえていると考える意見もあります。新しい測定の目的が、現

行の方法およびシステムで達成されるか、もしくは重要な変更が必要とされるかは、現在の計算が既に、統計上

の平均の概念をどの程度組み込んでいるかによります。

多くの保険契約は、保険契約者が受け取る金額について、金額、時期および不確実性を変更する行動を可能

とする特質を含んでいます。このような特質は、更新オプション、解約オプション、転換オプションおよび契約に

基づく給付を受け続けることができるが保険料の払い込みを停止するオプションを含んでいます。保険契約の測

定に、予想価値に基づき、当該保険契約を含むポートフォリオにおける保険契約者が、どのように行使可能な選

択権を行使するかについて、企業の見方を反映する必要があり、また、そしてリスク調整に、保険契約のポートフ

ォリオにおける保険契約者の実際の行動が、予想された行動とどのように異なるのかについて、企業の見方を反

映する必要があります。保険契約が、組込デリバティブもしくは保証を保有している場合には、すべての範囲に

おけるシナリオを考慮することが重要です。

キャッシュ・フローは、企業の観点を反映しますが、市場変数に関しては観察可能な市場の価格と矛盾すべきで

はなく、偏りのない方法で金額、時期および不確実性に関する利用可能な情報を組み込みます。
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PwC observation

提案は、オプションおよび保証に関しては確率論的モデルを求めていますが、ある地域においては、一般的な

実務となっていないかもしれません。オプションおよび保証は、例えば、株式、金利および不動産のような変数に

関する現在の市場価格を参照する市場整合的アプローチのように、異なる方法でモデル化される可能性があり

ます。代替的には、‘リアルワールド'・アプローチがあります。これらのアプローチの大きな違いは、‘リアルワール

ド'・アプローチでは、市場整合的なアプローチでは適切ではありませんが、その特定の資産は、他の資産よりも

将来的にはより多くを獲得すると仮定することができるということです。この提案は、利用可能な場合には、観察

可能なインプットが使用されるべきであるとされていることから、市場整合的アプローチが要求されることを提案し

ているようです。

非市場変数の見積りは、利用可能な証拠のすべて（外部と内部の両方）を反映しなければなりません。例えば、

生命保険者が使用する人口統計上の特性が、国の人口特性と異なっている可能性があり、それ故、企業が内

部データの使用を決定する可能性があります。

企業は、報告期間の末日の状況およびその時点での変動を表す現在の見積りを使用しなければなりません。報

告期間の末日現在の状況を反映しなければなりません。しかし、ある事象が報告期間の末日後に発生し、報告

日時点で存在していた状況を解決した場合でも、報告期間の末日現在で存在した状況の証拠とはなりません。

例えば、報告期間の末日時点で、暴風雨が保険契約の残りの 6 ヶ月の間に到来する確率が 10％であるとしま

す。報告期間の末日後、かつ財務諸表の発行の承認前に、暴風雨が襲来します。当該契約に基づく履行キャッ

シュ・フローに、暴風雨が発生したことが判明しているという事実を「後知恵（hindsight）」として反映してはなりま

せん。

直接賦課できる契約獲得費用は、もし、ポートフォリオに、合理的かつ一定の方法で配分できる場合には、予想

キャッシュ・フローに含まれます。契約獲得費用は、販売費用、引受費用および保険契約を開始するための費

用であり、ポートフォリオの中の個々の保険契約に直課できないコストも含まれます。

固定および変動の間接費（例えば、会計、人事、情報技術およびサポート、建物の減価償却、家賃、維持管理、

光熱費などのコスト）のうち当該保険契約を含んだポートフォリオの履行に直課可能なコストは、キャッシュ・フロ

ーに含まれます。これらは、次のようなモデルを用いて、各保険契約ポートフォリオに配分されます。

（i） 規則的かつ合理的であり、類似の特性を有するすべてのコストに首尾一貫して適用される

（ii） 保険契約の測定に使用されるキャッシュ・フローに含まれるコストが、発生したコストを超えないことを確保し

ている

保険契約ポートフォリオに直課できない、商品開発や教育訓練のようなコストに関連するキャッシュ・フローは、

予想キャッシュ・フローに含まれませんが、こうしたコストは発生時に純損益に認識されます。これは、同様に、契

約の履行のために使用される異常な金額の無駄になった労務費または他の資源から生じるキャッシュ・フローに

適用されます。

PwC observation

企業は、契約獲得費用をポートフォリオ・レベルにおいて配分することができ、これは、従前の公開草案にから予

想された企業の当初損失を低減するでしょう。

保険契約と投資契約の双方を発行する保険者は、契約獲得費用を、この二つの種類の契約に関して異なる取

扱いを適用しなければならないでしょう。現在、投資契約の販売に関するコミッションは、IAS 第 18 号「収益」に

基づき、独立した資産として繰り延べられ、そして新しい収益認識の提案の下でも引き続き、繰り延べられるでし

ょう。しかし、投資契約に基づく契約獲得費用は、契約レベルにおいて増分費用である必要があり、ポートフォリ

オ・レベルで配分される保険契約の契約獲得費用とは異なります。例えば、提案された保険契約の基準書で

は、社内の販売部門の費用は、保険契約のポートフォリオに、合理的かつ一定の方法で配分できる場合には、

予想キャッシュ・フローに含まれる可能性があります。
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保険者が受託者の立場で支払または受取をするものではない法人所得税の支払および受取は、IAS 第 12 号

「法人所得税」に従って、認識、測定および表示が個別に行われ、予想キャッシュ・フローには含まれません。あ

る地域においては、保険契約者への給付は、税引き後の将来の投資リターンに依存します。この提案は、このよ

うな将来の税金に関するキャッシュ・フローを保険契約負債の測定に反映させることを許容していません。

複製ポートフォリオ

企業は、キャッシュ・フローが契約上のキャッシュ・フローと金額、時期および不確実性において正確に一致する

場合には、複製資産もしくは複製ポートフォリオを使用することができます。場合によっては、複製資産または複

製ポートフォリオが、保険契約から生じるキャッシュ・フローの一部について存在するかもしれません。当該資産

の公正価値は、当該資産から生じるキャッシュ・フローの期待現在価値と、当該キャッシュ・フローに関連するリス

クの両方を反映します。保険契約負債から生じるキャッシュ・フローの一部または全部について複製資産ポート

フォリオが存在する場合には、企業は、当該契約上のキャッシュ・フローについて、当該特定キャッシュ・フロー

の期待現在価値および関連するリスク調整を明示的に見積もる代わりに、関連性のある履行キャッシュ・フロー

（すなわち、リスク調整を含むキャッシュ・フローの期待現在価値）に係る当該資産の公正価値を使用することが

できます。

複製ポートフォリオ技法の一例として、保険契約が、取引されている資産のバスケットに係るプット・オプションか

らのキャッシュ・フローに等しいキャッシュ・フローを創出するという特徴を含んでいると仮定します。当該キャッシ

ュ・フローに係る複製ポートフォリオは、取引されている資産の当該バスケットに係る同一条件のプット・オプショ

ンとなります。企業は、当該オプションの公正価値を観察するかまたは見積もって、当該金額を保険契約の測定

に含めることになります。しかし、企業は、複製ポートフォリオ以外の技法が契約全体の同じ測定値を達成できる

と見込まれる場合には、当該技法を使用することができます。例えば、契約の中の組込オプションと他の特徴と

の間に重要な相互依存関係がある場合には、他の技法の方が強固であるかまたは適用が容易かもしれません。

特定の状況において目的を最もよく満たすアプローチを決定するためには、判断が必要となります。

複製ポートフォリオ技法の使用を企業に要求してはいません。しかし、複製資産または複製ポートフォリオが存

在していて、企業が異なる技法の使用を選択する場合には、企業は、複製ポートフォリオ技法による答えが大き

く異なる可能性は低いという確信を得なければなりません。

PwC observation

多くの場合、企業は、保険契約に特有のリスクが含まれているため、保険契約の契約上のキャッシュ・フローと正

確に一致するキャッシュ・フローを有する複製ポートフォリオを見つけ出すことは難しいです。それ故、複製ポート

フォリオの技法は頻繁に使用されないと予想されます。
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相互保険者および有配当ファンド

相互会社の場合には、相互会社は各保険契約者からリスクを受け入れて、そのリスクをプールします。保険契約

者はそのプールされたリスクを所有者の立場で集合的に負担しますが、相互会社は、保険契約の本質であるリ

スクを受け入れた別個の企業です。提案された基準書は相互保険者に関しては固有の要件を含んでいません。

提案された基準書は、企業が基礎となる資産の保有を義務付けそして基礎となる項目のリターンに連動している

契約に関して、現在もしくは将来の保険契約者に支払われるかにかかわらず、履行キャッシュ・フローには、基礎

となる項目からのリターンの持ち分を保険契約者に提供する現在の契約からのキャッシュ・フローが含まれます。

PwC observation

時の経過とともに積み上げられた有配当契約に関与するサープラス・ファンド（未払金（orphan estates）と知られ

ている）は、将来の保険契約者に対して支払われ、そして、どのようにこれらは、キャッシュ・フローの見積りに含

まれるべきであるか明確ではない可能性があります。相互保険者に関して、保険契約者がいかなる剰余であれ

その全体を受け取るのであれば、企業の財務諸表においては資本がなくなるでしょう。

契約の境界

キャッシュ・フローが保険契約の境界線内にある場合とは、企業が保険契約者に保険料の支払を強制できる場

合または保険契約者にカバーもしくは他のサービスを提供する実質的な義務を有している場合である企業が特

定の保険契約者のリスクを再評価する権利または実務上の能力を有していて、その結果、当該リスクを完全に反

映する価格または給付水準を設定できる場合には、実質的な義務は終了します。

さらに、次の要件の両方が満たされている場合、実質的な義務を終了させます。

 企業が当該契約を含んだ保険契約ポートフォリオのリスクを再評価する権利または実務上の能力を有して

いて、その結果、当該ポートフォリオのリスクを完全に反映する価格または給付水準を設定できる

 リスクの再評価を行う日までのカバーに対する保険料の価格付けが、将来の期間に係るリスクを考慮に入れ

ていない

企業は、その時点で発行した新しい契約と同じ料率を設定することを妨げる制限がない場合、もしくは、請求す

る保険料により提供する給付と整合するように給付の内容を変更できる場合には、保険契約者のリスクを再評価

する権利または実務上の能力を有します。同様に、個々の契約者に対して設定された料率が個々の契約者に

対するリスクを反映していなくても、企業が現在の契約の料率を設定することができ、その結果、料率がポートフ

ォリオ全体のリスクの変動を反映する権利を有する場合には、同様にそうした権利または実務上の能力を有する

ことになります。企業が、契約およびポートフォリオのリスクを完全に反映した料率を設定する権利および実務的

な能力を有するかを評価する場合には、残存カバレッジに関して更新日において同等の契約の引受を行う際に

考慮するであろうすべてのリスクを考慮すべきです。

保険契約の境界線は、契約、法律または規制から生じるかを問わず、保険契約者が保有する実質的な権利の

すべてを考慮することにより決定されます。

PwC observation

契約の境界の要件は、保険契約者の分類に関するリスクの再評価に関連する追加的な要件によって、以前の

公開草案から明確化されました。この要件は、ある種の健康保険および個々の契約の料率の再設定に対する監

督規制を含む、その他の契約に対応するために含められています。
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ある種の個人の長期の就労不能契約は、保険契約者の分類により料率が設定されますが、保険料は、通常は、

将来の期間に関連するリスク（例えば、リスクは契約初期においては低いが、平準化された保険料が各期におい

て支払期日となるかもしれない）を考慮して設定されます。その結果、提案された基準書におけるこのような契約

の期間は、一年以上となるでしょう。

時間価値および割引率の変動に関するその他の包括利益の使用

保険契約負債の時間価値を反映させるために予想キャッシュ・フローは割引かれます。割引率は、保険契約負

債に関するキャッシュ・フローの特質を反映し、これは、割引率はキャッシュ・フロー（通貨および流動性）と整合

的であり、そしてキャッシュ・フローに含まれない影響は控除されることを意味します。割引は、多くの現在の会計

実務において共通している単一の割引率ではなく、金利のカーブを使用することが必要とされ、期間に依拠しま

す。単純化されたアプローチにおいては、割引は、一年以内に支払われることが予想されるキャッシュ・フローを

ともなう保険契約に関しては要求されません。

PwC observation

複雑性は、単一の割引率ではなく金利のカーブを使用することより生じます。ある状況では、いくつかは予想投

資リターンに基づき、そして、その他はそれに基づかない複数のカーブが、異なる給付を伴う契約に関して必要

とされる可能性があります。

ある地域では、現在の一般に公正妥当と認める会計基準において、損害保険者は、負債の割引を現在は要求

されておらず、一方、生命保険者は、当初に固定した割引率を使用することが求められ、その結果、提案された

基準書は、これらの企業に対して重大な変更をもたらします。

割引率の決定において、企業は、以下の例に表されているように、ボトム・アップ・アプローチもしくはトップ・ダウ

ン・アプローチを使用することができます。

ボトム・アップ・アプローチにおいて、保険契約負債が金融市場で取引されている資産と同じ流動性の特性を有

していない場合、流動性に関する差異が生じます。例えば、一部の国債は、厚みと流動性のある市場で取引さ

れており、保有者は通常、いつでも容易に、多額の取引コストを生じさせることなしに売却することができます。こ

れと対照的に、保険契約負債は一般的には取引することができず、満期前に契約を解約することが可能でない

場合があります。無リスク金利に対する調整は、保険契約の非流動性の性質を反映するために調整されます。

トップ・ダウン・アプローチ

実際もしくは予想される参照ポートフォリオの利率 7.0%

デュレーションのミスマッチ 0.3%

予想信用損失に関する市場のリスク・プレミアム -1.0%

予想を超える信用損失に関する市場のリスク・プレミアム -0.6%

保険契約の割引率 5.7%

二つのモデルの差異については調整が要求されない

ボトム・アップ・アプローチ

保険契約の割引率 5.5%

流動性プレミアム 1.5%

無リスク金利 4.0%
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トップ・ダウン・アプローチにおいて、企業は参照資産ポートフォリオの割引率を識別し、信用リスクのように保険

契約負債に含まれない要素を控除できます。トップ・ダウン・アプローチが採用された場合、割引を決定するため

に使用される、企業が保有している実際の資産ポートフォリオまたは参照資産ポートフォリオのいずれかを使うか

についての制限を提案された基準書は特定していません。参照資産ポートフォリオが保険契約と同じ特性を有

している場合、要求される調整は少ないでしょう。例えば、

 負債性商品に関しては、目的は、債券の利回りから保険契約とは関連性がない要因を控除することである。

これらの項目には、予想信用損失および信用力に関する市場のリスク・プレミアムが含まれる。

 資本性金融商品に関して、より重要な調整が、保険契約に関係のない要素を削除するために必要とされる。

つまり、資本性金融商品のキャッシュ・フローの性質と保険契約のキャッシュ・フローの性質とにより大きい差

異が存在する。特に、その目的は、投資リスクを負担することによる予想リターンの一部分をポートフォリオの

利率から控除する。これらの投資リスクは、市場リスクおよび当該資産のキャッシュ・フローの金額とタイミング

におけるその他の変動性を含んでいる。

PwC observation

割引率を設定するためのトップ・ダウン・アプローチの IASB の受け入れは、多くの関係者により歓迎されていると

考えられている可能性が高いです。資産の利率のいくつかの構成要素を含んでいるために、料率設定に使用さ

れるのに近い利率となる結果がもたらされます。

トップ・ダウン・アプローチおよびボトム・アップ・アプローチにおいて使用される仮定の基礎は、ある種の保険契

約の測定において重要な影響を有しているかもしれません。理論的には、双方のアプローチは同じ結果をもた

らすべきですが、実務上、資産の利回りには、信用および流動性以外の構成要素（例えば、市場非効率性の結

果など）の存在のために、この可能性は少ないです。欧州におけるソルベンシーII および現在のエンベデッィド・

バリューの報告においてより広く認識されたように、割引率を設定するアプローチは、多くの保険契約の測定に

対して重要となるでしょう。

保険契約からのキャッシュ・フローの範囲、時期および不確実性は、基礎となる項目からのリターンに完全にもし

くは部分的に依存している場合、割引率はその依存を反映させます。これは、さらに、基礎となる項目のリターン

に依存するキャッシュ・フローを伴う契約のセクションにおいて議論します。

損益計算書における変動性に関して挙げられた懸念への対応として、現在の割引率で割引く保険契約負債と

当初認識における割引率で割引く保険契約負債との差異は純損益ではなく、その他の包括利益において認識

します。純損益において認識される金額については、当初認識における割引率に基づいています。企業は、実

質的に財政状態計算書においては現在価値により保険契約を測定し、また、純損益の表示においては償却原

価で測定します。これは、すべてのキャッシュ・フローに対して現在の割引率のみを適用するのではなく、当初認

識日に応じて異なる割引率を異なる契約に適用することを企業に求めることになるでしょう。

PwC observation

保険者は、資産が満期まで保有される場合には、割引率の変動は時の経過とともに戻されることを理由に、資産

と保険契約負債の一定のミスマッチを削除もしくは低減するために、割引率の変動に関してその他の包括利益

の使用を求めています。それ故、これらの保険者は、割引率の変動は純損益に影響を与えるべきではないと考

えています。多くの保険者は、資産負債管理は保険者のビジネスにおいて固有の部分であり、そして会計はこ

れを反映すべきであることを求めています。

ある種の負債性金融商品について、その他の包括利益を通じて公正価値で評価し、それとともに保険契約の割

引率の変動に関してその他の包括利益を強制的に使用することが、損益計算書における変動性の懸念を低減

させます。しかし、保険契約の裏付けとなる資産が、株式、デリバティブ、投資不動産および負債性金融商品（そ

の他の包括利益を通じて公正価値で測定するための要件を充足しない）である場合には、会計上のミスマッチ

が、依然として存在することとなります。
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保険契約負債がその他の包括利益を通じて公正価値で測定される負債性金融商品により裏付けられていたと

しても、負債性金融商品が満期以前に売却され、資産の実現した損益が損益計算書にリサイクルされる際に

は、会計上のミスマッチが、依然として存在することとなります。保険契約が、保険料を契約当初に一時払いする

のではなく、保険料を定期的に支払う場合には、新しい保険料は契約時の利回りの代わりに、現在の利回りによ

り投資されるため、会計上のミスマッチは依然として生じるでしょう。

その他の包括利益における割引率の変動の認識は、二種類の計算が必要とされることから、契約開始時の割引

率の維持が要求されます。これは、保険金の清算期間の長い（ロングテールの）損害保険契約や生命保険契約

に複雑性をもたらすこととなります。

リスク調整

リスク調整は、企業が保険契約を履行するにつれて生じるキャッシュ・フローの金額および時期に関する不確実

性の負担に対して企業が要求する対価を測定します。リスク調整は、企業が以下の項目について中立となるよう

に対価を測定します。

 可能性のある結果の範囲における保険契約の履行

 同じ予想現在価値である固定されたキャッシュ・フローの保険契約の履行

リスク調整は明示的でありキャッシュ・フローおよび割引率から独立しています。これは、この実務ガイドにおいて

先に述べているように、企業が複製ポートフォリオを使用することを制限しているわけではありません。しかし、企

業は複製ポートフォリオの公正価値において既に把握されたリスクを二重に反映させないように注意すべきです。

PwC observation

明示的なリスク調整を測定モデルに組み込むことは、保険契約の料率設定や、金融商品およびオプションの評

価と整合しています。リスク調整がなければ、その分だけ大きくなる契約サービス・マージンの金額を低減させる

ことになります。企業が信頼性のあるそして継続的にリスク調整を測定するための重要な課題は、地域における

経験に依存し、そして資本管理もしくはソルベンシー規制の要件が使用される可能性があり、地域により異なる

でしょう。

時間価値は、将来キャッシュ・フローの見積りから独立しており、それ故、金利変動のリスクはリスク調整の一部で

はありません。例えば、保険契約負債に関する適切な割引率を決定するために長期の債券に関する再投資の

利率は、リスク調整の金額に影響しません。

リスク調整は、企業が考慮する分散効果およびリスク回避の程度を反映します。リスク調整の計算単位は、提案

された基準には特定されていないため、実務上、分散効果の異なる解釈がもたらされるでしょう。

PwC observation

従前の公開草案は、リスク調整は、ポートフォリオ内に生じる分散効果を反映し、ポートフォリオ間の分散効果を

反映しないと提案していました。提案された基準書は、企業が、不確実性を負担するために必要とされる対価を

決定する際に考慮するいかなる分散効果も反映することを許容しています。これは、ポートフォリオを超えてリス

クを管理する保険者に歓迎される可能性があります。

リスク調整の決定に関する技法は特定されていません。しかし、リスク調整の目的に該当するための、いくつかの

特質は、含まれています。

PwC observation

利益の発生のパターンは、使用されるリスク調整の技法およびリスク調整に影響を与えるドライバーにより異なる

でしょう。例えば、資本コスト法が使用されれば、資本の価格はリスク調整に影響を与えるでしょう。
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IASB は、リスク調整の技法について特定しませんでしたが、当該リスク調整に対応する信用水準を開示すること

が求められるでしょう。信用水準の開示は、偏った分布のために誤解させる可能性があるとの考えもありますが、

IASB は、信用水準の開示は、相対的に財務諸表の利用者とコミュニケ－ションが行いやすく、そして相対的に

理解しやすいと考えています。

リスク調整は、カバレッジ期間および支払い期間の双方におけるリスクからの解放に応じて純損益において認識

されます。これは、以下に述べる、契約サービス・マージンの解放とは異なります。

契約サービス・マージン

契約サービス・マージンは、保険契約の未稼得利益を表し、契約にしたがって提供される残存するサービスを最

も適切に反映するように、カバレッジ期間にわたって規則的に償却されます。企業が契約サービス・マージンを

認識する際に、契約サービス・マージンが、関連する契約に基づいて提供されるサービスのパターンにしたがっ

て認識されることを保証する程度の合算をするべきであると、IASB は提案しました。これは、個々の保険契約カ

バレッジ期間が終了した際に、当該契約に関連する契約サービス・マージンはすべて純損益に認識するべきで

あることを意味します。契約サービス・マージンのリスクは契約当初の利率で発生計上させます。契約サービス・

マージンは負の値になりません。

PwC observation

IASB は、契約が不利な契約となった後に、利益が生じるようになった場合、契約サービス・マージンを再度認識

することを意図しているようです。その結果、負の契約サービス・マージンの記録を維持することが必要となり、さ

らなる複雑性がもたらされます。

契約サービス・マージンは、（この実務ガイドで先に定義したように）ポートフォリオのレベルで測定されます。しか

し、後に議論するように、契約サービス・マージンの償却のレベルは特定されず、そして、契約に基づき提供され

るサービスに応じて解放されるべきです。

PwC observation

契約サービス・マージンはポートフォリオ・レベルで計算されますが、実務において引受時の割引率で金利を付

与する要件によって、企業は、ポートフォリオよりも小さい計算単位を使用することになる可能性があります。

契約サービス・マージンは、将来のサービスに関連するキャッシュ・フローの変動に関して調整され、現在および

過去のカバレッジに関する変動に対しては調整されません。

PwC observation

契約サービス・マージンのアンロッキング（将来のキャッシュ・フローの見積りの変更を契約サービス・マージンに

反映する調整）は、当初利益が認識されないことから言えば、概念的には正しい回答かもしれません。しかし、こ

のような調整は、追加的な複雑性を提案された基準書にもたらし、現在価値が負となった場合でさえも、直近の

基礎に基づく現在の契約サービス・マージンの再見積りおよび計算をすることになります。

キャッシュ・フローの変動に対応するように、リスク調整の変動は契約サービス・マージンに対して認識されませ

ん。IASB は、リスク調整のすべての変動は、即時に純損益において認識すべきであるとしています。IASB の観

点においては、リスク調整の変動は、純損益に認識されるべき、将来のサービスもしくは発生保険金ではなく、

むしろ、主にリスクの消滅に関連しているとされます。さらに、将来のサービスに関連するリスク調整の変動を分

離して認識することは企業にとって複雑です。
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先に述べたとおり、残存する契約上のサービス・マージンをカバレッジ期間にわたり純損益に認識しなければな

りません。これは、契約に基づき提供されるサービスの残りの移転を最も適切に反映する規則的な方法で行わ

れます。しかし、サービスのパターンは、保険契約から生じる利益を認識する重要な要素です。

PwC observation

区別できない投資構成要素を含むある種の契約においては、何がサービスであるか明確ではありません。サー

ビスは、保険のカバレッジ、予想される保険金、資産管理の残高および正味危険保険金額もしくはその他の測

定指標であるかもしれません。以下の図表は、契約サービス・マージンを償却するために、契約に基づくサービ

スのパターンに応じ、企業が、定額法、予想される保険金もしくは正味危険保険金額を使用した場合には、純損

益への影響がどのように異なるかの例を表しています。償却パターンの選択は、ある契約の将来利益の重要な

ドライバーとなるでしょう。

残存カバレッジに関する保険契約負債の単純化した測定

提案された基準書は、（「保険料配分アプローチ」もしくは PAA とされている）ある種の契約に関する残存カバレ

ッジの負債に関して単純化されたアプローチの選択を提供しています。保険料配分アプローチの下では、発生

保険金に関する保険契約負債はビルディング・ブロック・アプローチに基づいて認識されますが、保険事故の発

生後 1 年以内に支払いが予想される場合には割引かれる必要はありません。保険料配分アプローチは、残存

カバレッジに関する負債の測定がビルディング・ブロック・アプローチの合理的な近似であるか、もしくは、カバレ

ッジ期間が 1 年もしくはそれ未満である場合に適用が許容されています。

契約開始時において、企業が保険金の発生以前に履行キャッシュ・フロー関して重要な変動性を予想する場合

には、残存カバレッジに関する負債の測定は、合理的な近似とされません。これは、カバレッジ期間が長いか、

もしくは、契約が組込オプションもしくはその他のデリバティブを含んでいる場合を想定しています。

PwC observation

保険料配分アプローチは、短期の契約を保有する損害保険者に適用される可能性が高いです。しかし、多くの

生命保険者についても、従業員に提供される団体保険やアフィニティー・タイプの保険（affinity type insurance）

の様なある種類の保険契約に関して保険料配分アプローチの適用が可能です。
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適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。

保険料配分アプローチは、強制ではなく、許容されることから、生命保険契約および損害保険契約の双方を引

き受ける保険会社は、すべての保険契約に対して一つのモデルを適用することができます。保険料配分アプロ

ーチの適用を望む会社に関しては、実務上、どのように保険料配分アプローチがビルディング・ブロック・アプロ

ーチの合理的な近似であるかを証明することについては不明確です。

保険事故の発生保険金の支払との間の期間が 1 年を超える場合、契約に関する貨幣の時間価値を含めること

は、保険料配分アプローチがビルディング・ブロック・アプローチの近似であるか否かの評価に影響を与えます。

損害保険業界は、保険料配分アプローチにおいて、保険金の報告時ではなく、契約開始時にロック・インされ

た金利を使用する要件は、保険金データを契約開始時の詳細な計算単位（cohort）に細分化することを要求

する可能性があります（これに加え、保険金負債が通常計算される、保険金または事故日のデータがより広範

囲で維持されます）。

保険料配分アプローチの要件に該当した場合、残存カバレッジに関する負債は、受け取った保険料から、契約

獲得費用にカバレッジ期間以前のキャッシュ・フローおよび、適用される場合には、不利な契約の負債を反映し

て当初認識されます。

残存カバレッジに関する事後測定には、当初認識時の割引率による金利費用の付与、受取った保険料および

不利な契約負債による調整が含まれます。残存カバレッジに関する負債は、保険契約の収益として（つまり、当

該契約に基づいて提供されるサービスの移転を最も適切に反映する規則的な方法により）認識される金額に対

応して減少されます。保険契約のポートフォリオの不利な契約負債は、残存カバレッジに関する負債の残高と履

行キャッシュ・フローとの差異として認識されます。キャッシュ・フローが割り引かれていなければ、不利な契約テ

ストにおいては貨幣の時間価値は除かれます。

PwC observation

ポートフォリオが設定される単位が、当初損失もしくは事後測定における不利な契約の決定に影響を与えます。

提案された基準書における不利な契約テストで許容されるであろうポートフォリオよりもより大きなグループを、現

行の保険料不足のテストに使用している保険者も存在します。例えば、損害保険者は、企業向け契約と個人向

け契約で保険料不足の目的でグルーピングを検討するかもしれませんが、このグルーピングは、この提案の下

における異なるリスクおよび料率設定により商品を細分することを求めるでしょう。

保険契約が重要な財務構成要素を含んでいれば、当初認識において決定された貨幣の時間価値を反映する

ように、企業は残存カバレッジに関する負債を調整します。ただし、契約開始時において、企業がカバレッジの

各部分を提供する時点とカバーの当該部分に係る保険料の支払期日との間の間隔が 1 年以内であると企業が

予想している場合には、企業は、残存カバレッジに関する負債に貨幣の時間価値を反映させる調整を行う必要

はありません。

保険料配分アプローチが使用される場合、当初認識時におけるカバレッジ期間が 1 年以内であれば、直課可

能な契約獲得費用を発生時に費用として認識することを選択できます。
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表示

ビルディング・ブロック・アプローチに関する包括利益計算書の表示

保険契約収益は、企業が当該サービスと交換に権利を得ると見込んでいる対価を反映する金額で保険契約

から生じる約束したサービスの移転です。結果的に、報告期間に亘る残存カバレッジに関する負債の変動は

企業が当期に提供したカバレッジおよびその他のサービスを表しており、その他の変動は仮定していません。

保険契約の期間にわたって表示される保険契約収益の合計は、サービスに対して受け取る保険料と同じであ

り（区分されない投資構成要素を除く）、貨幣の時間価値で調整されます。保険契約収益は以下の項目の合

計額です。

 当期のカバーに関する予想保険金および費用の最新の見積り（直ちに純損益に認識したものを除く）。

 リスク調整の変動

 当期の純損益に認識した契約上のサービス・マージンの金額

 保険料のうち直接に賦課することが可能な契約獲得費用の回収に関する部分の配分。企業は、保険料のう

ち当該コストの回収に関する部分を、各会計期間に、当該契約に基づいて提供されるサービスの移転を最

も適切に反映する規則的な方法で配分する。

企業は、保険金および保険契約に関連するその他の費用を、発生時に表示します。

提案された基準書は、包括利益計算書の形式を含まず、そして、他の企業のように IAS 第 1 号「財務諸表の表

示」の要件を適用します。

PwC observation

保険契約収益および費用の表示は、提案された基準書において最も物議を醸す話題の一つです。現在の提案

は、取引量の情報を求める要望に対応したもので、従前の公開草案における要約マージン・アプローチとは異

なり、一般的な収益認識および保険料配分アプローチと整合的なアプローチを設定しようと試みています。しか

し、多くの保険者は、この新しいアプローチは、作成するには、過度に複雑かつ負担となるものであり、このアプ

ローチは現在使用している測定ではありません。しかし、評価すべき疑問の一つは、保険契約収益のアプロー

チがビルディング・ブロック・アプローチ・モデルにおいて実務上どれほど複雑であるかです。

多くの生命保険者において、提案された包括利益計算書は、現在、保険者が実績および主要な業績指標（key

performance indicators (‘KPIs’)）を表示する方法から重大な変更となります。経営者、アナリストおよび投資家

は、新しい表示の形式について教育されるべきです。

投資構成要素（預り金構成要素）

提案された基準書は、保険契約から分離されない区別できない投資構成要素（以下「預り金構成要素」とする）

は包括利益計算書における収益および保険金から除かれます。

預り金構成要素は、保険事象が発生するかに関係なく、保険者が保険契約者または受益者に支払義務がある

であろうと保険者が見積もるキャッシュ・フローを意味します。これは、保険モデルにより測定され、そして、残りの

保険契約負債または保険契約資産とともに表示されますが、包括利益計算書の収益および費用からは除かれ

ます。

保険契約および再保険契約における預り金構成要素は、明示的な勘定残高、解約返戻金、期間確定年金支払、

経験勘定（experience account）および無事故戻しを含んでいます。このような預り金構成要素は、生命保険契

約、年金契約そして損害保険契約に含まれています。
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各報告期末において、これらの預り金構成要素は、保険契約の測定に使用される現在の仮定において再測定

され、保険契約収益への影響は、保険者が提供すると見積もるカバレッジの価値（およびその他のサービス）に

比例して、将来の期間に対して配分されます。

PwC observation

投資構成要素の細分化（disaggregation）に関するデータおよびモデルの複雑性についての懸念を述べる保険

者が存在しますが、これはシステムが現在これらの情報を把握していないことよります。相互に関連するキャッシ

ュ・フローを分離し、保険契約収益および発生保険金から控除するには過度に複雑であるとの懸念を有する保

険会社も存在します。

保険料配分アプローチにおける包括利益計算書の表示

企業が保険料配分アプローチを適用する際に、当期に係る保険契約収益は、予想受取保険料のうち当期に配

分された金額として算定されます。企業は、予想受取保険料を、当該契約に基づいて提供されるサービスの移

転を最も適切に反映する規則的な方法で、各会計期間に配分しなければなりません。

保険料配分アプローチにおける表示は、カバレッジ期間が 1 年およびそれ未満である場合、契約獲得費用を

費用処理することが許容されることを除き、概ね保険契約収益の表示に一致します。

保険契約収益および発生保険金は、この実務ガイドにおいて先に議論された要件に準拠して分離されなかった

預り金構成要素を除いて表示します。

PwC observation

新しい収益アプローチは、保険料配分アプローチのみならず、ビルディング・ブロック・アプローチにより会計処

理を行う契約を引き受けた保険者に、単一の収益測定を達成する利点があります。

収益からの預り金構成要素の控除は、保険料配分アプローチにおいて認識される再保険契約に影響を与える

可能性があります。再保険契約は、利益戻しとして出再者に保険料を払い戻す、もしくは、保険金として支払わ

れ、これらの金額は、提案された基準書においては収益から控除されます。

損害保険会社は、保険料引受（総額および純額）、保険金、経費、およびコンバインド・レシオのように、多くの主

要な業績指標を使用します。預り金を控除している点および発生保険金に割引を求めている点で現在の表示と

は異なりますが、提案された表示はこれらの業績の指標を計算し続けることを可能にします。

財政状態計算書の表示

保険契約のポートフォリオは、保険契約資産と保険契約負債の純額で表示しなければなりません。資産残高で

ある保険契約のポートフォリオは、負債残高である保険契約のポートフォリオと相殺しません。ビルディング・ブロ

ック・アプローチにおける保険契約資産と保険契約負債は、保険料配分アプローチの保険契約資産と保険契約

負債は同一の勘定で表示します。出再保険は保険契約から分離して表示されます。

保険料配分アプローチの下では、契約上の保険料に対する権利は、総額表示を行うのではなく保険契約の純

残高に含まれます。

PwC observation

ビルディング・ブロック・アプローチは、リスク調整を含むキャッシ・イン・フローとキャッシュ・アウト・フローの測定を

求めます。契約サービス・マージンは当初利益の認識を排除し、これにより、現在の実務とは異なり、多くの保険

契約のポートフォリオは当初認識においてはゼロ残高となります。さらに、ビルディング・ブロック・アプローチに

おけるビルディング・ブロックの構成により、ポートフォリオの事後測定は、資産残高から負債残高へと変動する

かもしれません。
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保険者は、保険契約のポートフォリオを相殺し、保険契約資産もしくは保険契約負債の勘定科目で表示して

います。しかし、基準書は、資産ポジションのポートフォリオが負債ポジションのポートフォリオと相殺されること

を許容していないため、この取扱いは、これらの企業における財政状態計算書のグロスアップをもたらす可能

性があります。

企業に基礎となる項目の保有を要求し当該基礎となる項目に対するリターンへの

連動を定めている契約

有配当契約と呼ばれるある種の契約は、基礎となる項目におけるリターンに連動するキャッシュ・フローを有して

います。IASB は、特有なアプローチ（ミラー処理）を定め、特定の要件に該当する契約に適用されます。しかし、

このセッションは、さらに、この要件に該当しませんが、キャッシュ・フローが基礎となる項目におけるリターンに応

じて変動する契約に関するアプローチについても説明します。

「ミラー処理」が、企業に基礎となる項目の保有を要求し当該基礎となる項目に対するリターンへの連動を定め

ている契約における基礎となる項目の変動に伴い変動するキャッシュ・フローに関して導入されました。契約、法

律または規制のいずれから生じたかどうか、実質的な条件のすべてを考慮することによりこの連動が判定されま

す。基礎となる項目におけるリターンのリスクを負担しないキャッシュ・フローにおいて適用されます。例としては、

ユニット・リンク契約および裁量権のある有配当性を伴う保険契約が含まれるでしょう。このアプローチにおいて

は、保険契約の部分について測定および表示は、基礎となる項目と整合的です。

PwC observation

提案された基準書についての解釈は、企業が、現在の会計および従前の公開草案から極めて異なる提案を理

解しようと試みているため、多くの注目を集めているようです。

IASB の見解において、企業に基礎となる項目の保有を要求し当該基礎となる項目に対するリターンへの連動を

定めている契約に関して、測定基礎を調整するための要件は、負債と資産の間に経済上のミスマッチがない場

合に適用されます。この要件は、企業が、基礎となる項目の保有義務がない場合には適用されないでしょう。企

業は、基礎となる項目を保有することにより、経済上のミスマッチを低減させることができますが、この項目を保有

していなければ、経済上のミスマッチの可能性が生じるでしょう。これに加え、契約が基礎となる項目へのリンクを

特定化していないので、企業は、基礎となる項目におけるリターンを反映する方法で契約からのキャッシュ・フロ

ーを設定するかもしれませんが、これを行わなければ経済上のミスマッチが生じる可能性があります。

地域および企業によって異なる有配当契約の条件は、契約がミラー処理に関して適格であるかを評価する必要

があるでしょう。
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ミラー処理を適用するため、企業は、履行キャッシュ・フローを以下に表した三つの異なる構成要素に分解します。

PwC observation

企業が、基礎となる項目におけるリターンのリスクを負担しない、ミラー処理の基礎となる概念は、理論的には正

しいようですが、キャッシュ・フローを分解する要件は複雑です。

（死亡率もしくは経費のように）投資リターン以外の項目から給付を受け取る権利（participation）に関してどのよう

にミラー処理を適用すべきか、そして、相関する構成要素がどのようにミラー処理されるのかは明確ではありませ

ん。

（オプションおよび保証のような）間接的に変動するキャッシュ・フローに関して、提案された基準書は、予想キャ

ッシュ・フローの変動を、純損益において認識することを求めています。企業に基礎となる項目の保有を要求し

ていない、および、もしくは、当該基礎となる項目に対するリターンへの連動を定めていない契約に関しては、オ

プションおよび保証は、ビルディング・ブロック・アプローチに従い、会計処理を行うことになり、これは、割引率の

変動に関しては、その他の包括利益の使用および契約サービス・マージンへのアンロックを含んでいるようで

す。何故、オプションおよび保証が、ミラー処理に関して適格性な契約とビルディング・ブロック・アプローチによ

り会計処理される契約とで異なる取扱いをされるのかという疑問も存在します。

企業に基礎となる項目の保有を要求し当該基礎となる項目に対するリターンへの連動を定めている契約に関す

る契約サービス・マージンは、すべてのキャッシュ・フローも考慮して決定されます。それ故、契約サービス・マー

ジンは、キャッシュ・イン・フローの予想現在価値からキャッシュ・アウト・フローの予想現在価値を控除して表さ

れ、ミラー処理されたキャッシュ・フロー、オプションおよび保証および固定キャッシュ・フローが含まれます。

業界には、有配当契約に関して変動残余マージンの概念を提案する企業もありました。この概念は、契約サー

ビス・マージンを、将来キャッシュ・フローの保険者の共有分を含む未稼得の利益として考えています。変動残余

マージンの概念は、基礎となる項目から生じるすべての損益に関するマージンのアンロッキングを提案していま

す。再審議において、IASB はこの提案を検討しましたが、僅差で却下されました。

保険契約におけるキャッシュ・フローの分解は、いくつもの方法において行われます。企業に基礎となる項目の

保有を要求し当該基礎となる項目に対するリターンへの連動を定めている契約については、この異なる分解は、

全体として異なる保険契約の測定をもたらし、そして異なる金額が、純損益において認識されます。その結果、

提案された基準書は使用されるべきキャッシュ・フローの分解のアプローチを特定しています。

固定キャッシュフロー

間接的な変動キャッ
シュ・フロー

変動キャッシュ・フロー

ビルディング・ブロック・アプローチによる測定（将来の
サービスに関する変動は、契約サービス・マージンで認識
される）

ビルディング・ブロック・アプローチによる測定 (オプショ
ン/保証の変動は損益において認識される）

基礎となる項目の帳簿価額を参照して測定される
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当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。

提案された基準書は、適用指針において有配当契約の例を提供しています。保険契約者に、最低限の

CU21,000 に加えて、基礎となる項目の公正価値（「A」）が当初の公正価値 CU1,000 を超えて増加した金額の

90％を支払うことを約束しています。

当該キャッシュ・フローを次のような方法で分解することができます。

1. 固定金額に売建コール・オプションを加算した金額

2. 資産の 100％に、保証（売建プット・オプション）の価値を加算し、上方への変動に対する企業の 10％の参加

権（買建コール・オプション）の価値を控除した金額

3. 資産の 90％に、固定支払 CU100 および保証の価値を加算した金額3

提案された基準書は、上記の例において企業に第三の方法を適用することを求めています。基礎となる項目に

対するリターンに対して、すべてのシナリオにおいて、キャッシュ・フローが直接的に変動すると予想される程度と、

保険契約者が受け取る最低限の固定支払とを最大化する方法で表現しているからです。

PwC observation

この例は単純化されており、複数のオプションおよび保証を伴うより複雑な状況において、どのようにキャッシュ・

フローの分解が行われるかについて明確ではありません。

ユニット・リンク保険契約

多くのユニット・リンク契約は、上記に説明したミラー処理に従う要件を充足することが期待されています。多くの

契約に関しては、ユニット・リンク保険契約の投資構成要素は、異なる構成要素との相互関係が存在するため、

保険契約からの分離に関する要件を充足していません。しかし、「保険契約からの構成要素の分離」のセクショ

ンで議論されたとおり、ある種の資産管理サービスは分離されるかもしれません。さらに、ミラー処理において、

キャッシュ・フローは、すでに説明したように構成要素に分解される可能性があります。

PwC observation

提案された基準書は、ユニット・リンク保険契約に関連するプールされた資産およびそれに対応する負債を以前

の公開草案において提案されたように独立して表示することを要求していません。ユニット・リンク契約は、他の

有配当契約と異なる取扱いをしてはならないというのが IASB の考えです。複数の資産の分類（class）が関連し

ている場合、ユニット・リンク契約に関して 1 行の表示科目で表示することを企業に禁じており、企業は引き続き

IAS 第 1 号の要件を適用するでしょう。

IFRS 第 9 号、IAS 第 32 号および IAS 第 16 号に対する改訂に対応するために、IASB は、ユニット・リンク契約

を有する企業に、自己株式および自己使用不動産を公正価値で評価しその変動を純損益において認識する取

扱いを許容するでしょう。投資ファンドにおけるユニット・リンク契約の保有者の持ち分に関係する限り、企業は、

これらの商品を公正価値で評価しその変動を純損益において認識することができます。さらに、発効された社債

のように企業自身の金融負債は、認識が中止されず、対応する金融資産は公正価値で評価し、その変動は純

損益において認識されます。

PwC observation

IFRS 第 9 号、IAS 第 32 号および IAS 第 16 号に対する改訂は、ユニット・リンク投資契約と同様にユニット・リン

ク保険契約に適用されるか明確ではありません。

2 通貨の金額は「通貨単位」（CU）で表示しています。
3 IASB は、7 月 23 日にエラー・ノートを公表し 3 番目のアプローチの記載を変更しました。変更前の改訂公開草案の B86 項(c)では、

「資産の 90％に、固定支払CU100 および CU1,000 を超えて資産が増加した金額の 90％を加算した金額（as 90 per cent of the

assets plus a fixed payment of CU100 plus 90 per cent of the increase in the assets above CU1,000）」とされていました。
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当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。

企業に基礎となる項目の保有を要求し当該基礎となる項目に対するリターンへの連動を定めている

契約の表示

財政状態計算書における保険契約負債は、基礎となる項目におけるリターンへの契約上の連動を反映しています。

企業は、キャッシュ・フローの分解を以下のように表示します。

 ミラー処理から生じた履行キャッシュ・フローの変動を、基礎となる項目の価値の変動の表示と同じ基礎によ

り、純損益またはその他の包括利益において表示する。

 基礎となる項目に対するリターンに間接的に対応して変動する履行キャッシュ・フローの変動を、純損益に

おいて表示する。

 基礎となる項目に対するリターンに対応して変動しない履行キャッシュ・フロー。

 基礎となる項目以外の要因に対応して変動するものおよび固定額のものを含む、基礎となる項目のリターンに

対応して変動しない履行キャッシュ・フローの変化は、ビルディング・ブロック・アプローチにおける他のキャッシ

ュ・フローに従って、契約サービス・マージンに対する調整、純損益およびその他の包括利益に認識される。

ミラー処理の要件には該当しないが、キャッシュ・フローが基礎となる項目に基づいて変動する契約

に対するアプローチ

（例えば、ユニバーサル生命保険契約のように）契約上のリンクは存在しない場合、もしくは、企業が基礎となる

項目を保有する必要がない契約の場合、保険契約のキャッシュ・フローは、このような状況においても、基礎とな

る項目に依然として依存しています。これらの契約のキャッシュ・フローに関して、割引率は基礎となる項目のリタ

ーンへの依存を反映します。企業が、キャッシュ・フローの金額に影響を与えるリターンの変動を予想する場合、

割引率は更新され、純損益において認識された金利費用に影響を与えます。

PwC observation

裁量権のある負債の利率を伴うユニバーサル生命保険契約および類似の契約は、通常、基礎となる項目との契

約上の連動を定めておらず、それ故、ミラー処理の提案の範囲に含まれません。

ある種の契約は、企業に、基礎となる項目の保有を許容しているが要求しておらず、または、インデックスの模倣

を許容する条項を含んでいます。企業は、経済上のミスマッチを最小化することを選択できますが、このようなこ

とは要求されてはいません。それ故、これらの契約はミラー処理に関して適格ではありません。企業はこれらの契

約に関してビルディング・ブロック・アプローチを適用し、そして、予想キャッシュ・フローが投資リターンに依存す

る際、割引率にこの依存を反映させます。このアプローチは、償却原価で評価される変動金利付き金融商品の

取扱いと類似しています。

企業は、有配当契約の条件が、有配当契約にミラー処理を適用することを要求するか、もしくは、代替的に、損

益計算書において認識される割引率の影響が更新される場合に、これらの要件の範囲内にあるかを評価する

必要があるでしょう。

裁量権のある有配当性をともなう投資契約

裁量権のある有配当性を伴う投資契約は、発行者の裁量の対象とならない金額に加えて、契約上の給付全体

の中で重要な一部分となる可能性が高い金額を受け取る契約上の権利を提供し、その金額または時期が、契

約上、発行者の裁量で決定され、そして、契約上、以下のいずれかを基礎としています。

 所定の保険契約プールまたは所定の種類の保険契約から生じるリターン

 発行者が保有する所定の資産プールの実現または未実現の投資リターン

 契約を発行している会社、ファンドまたはその他の企業の純損益
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当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。

契約は、提案された基準書の範囲内にありますが、保険契約に関するいくつかの一般的な要件は、以下に記載

のとおり、これらの種類の契約に対して変更されています。

カバレッジ期間の開始時は、企業が契約の当事者になる時点です（つまり、現在または将来の日に現金を引き

渡す契約上の義務を有することとなった時点で認識する）。

企業が現在または将来の日に現金を引渡す実質的な義務を有している場合には、キャッシュ・フローは契約の

境界の内側となります。企業が、提供する給付を完全に反映する価格を設定する権利または実務上の能力を企

業が有する際に、契約の境界は終了します。

カバレッジ期間は、企業が当該契約に基づいて資産管理または他のサービスを提供することを要求される期間

となります。

企業は、契約上のサービス・マージンを、契約期間にわたり、当該契約に基づく資産管理サービスの移転を最も

適切に反映する規則的な方法で、認識しなければなりません。

PwC observation

金融商品の測定に関する現在の要件は、裁量権のある有配当性を伴う投資契約をどのように会計処理するか

について十分な詳細さを提供していません。それ故、暫定的な対応策として、これらを保険契約として取扱う会

計処理は、最も合理的な代替案であると考えます。裁量権のある有配当性を伴う投資契約は既に、現在の IFRS

第 4 号の範囲に含まれますが、測定のガイダンスがないため、新しい提案の適用により、重大な変更が必要に

なる保険者も存在するかもしれません。

裁量権のある有配当性を伴う投資契約の境界は、企業が、提供する給付を完全に反映する価格を設定する権

利または実務上の能力を企業が有する際に、終了します。現在の裁量権のある有配当性を伴う投資契約に対し

て支払われた将来の保険料は、新しい投資契約の下での保険料と同じ給付をもたらす場合、これらの保険料

は、現在の実務とは著しく異なりますが、現在の契約の境界の外側に存在します。

再保険

保有している再保険契約（出再会社の会計）

保有している再保険契約に関しては、この実務ガイドにおいて既に検討しているように、通常のリスク移転の要

件が適用される必要があります。保険事象が、再保険者に、商業的実態の欠如したシナリオを除き、いかなるシ

ナリオであれ、追加的に重要な便益を支払わせる場合には保険リスクは重要です。少なくとも、再保険者が損失

を被る商業的実態を伴う一つのシナリオが存在しなければなりません。しかし、仮に、再保険契約が保険者を重

要な損失の可能性に晒していない場合、この契約は、基礎となる保険契約の再保険を付した部分に関して実質

的にすべての保険リスクを再保険者に移転しているのであれば、重要なリスクを移転しているとみなされます（ス

テッピィング・イン・ザ・シューズ（stepping in the shoes）の例外とも呼ばれます）。

PwC observation

提案された基準書は、上述のように、ステッピィング・イン・ザ・シューズの例外を提供しています。契約がこの例

外に関する要件を充足している場合には、出再者は、金融商品ではなく保険契約として取扱うでしょう。

比例出再保険に関しては、再保険契約は、付保の対象とされる元受契約が認識されたのと同時に出再者により

認識されます。基礎となる元受契約のポートフォリオの累計損失（Aggregated loss）についてのカバーを提供して

いる場合には、出再保険契約は再保険のカバレッジ期間の開始時から認識されます。例えば、暦年全体で引き

受けた特定の元受契約についてカバーする（つまり「危険開始ベース（リスク・アタッチ・ベース）」の契約）、1 月

1 日に有効となる再保険契約は、1 月 1 日に認識されることが必要となります。これは、ビルディング・ブロック・ア

プローチを使用して会計処理を行う契約であれば、出再者により再保険契約に基づくすべてのキャッシュ・フロ
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当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。

ーは 1 月 1 日に認識され、リスク調整および契約サービス・マージンもその時点で計算されることが求められま

す。

PwC observation

危険開始ベース（リスク・アタッチ・ベース）の比例再保険に関して、再保険契約に付保される新しい契約として、出

再者は、ビルディング・ブロック・アプローチのもとで別のリスク調整および契約サービス・マージンを会計上の見積

もる必要があります。累計損失をカバーする非比例再保険に関しては、出再者は、再保険カバレッジが開始した日

に再保険契約を認識することが求められます。これは、ビルディング・ブロック・アプローチにおける出再契約サービ

ス・マージンを計算するために、（まだ引き受けられていない元受契約を含む）基礎となる事業の予想される取引量

を見積もることが要求されます。保険料配分アプローチに関する要件は、保有する再保険契約に関連して修正さ

れていません。

再保険に関連し、金利費用は、当初認識における割引率を使用して決定されます。当初認識において認識さ

れた金利を使用して測定された再保険契約の残高と報告日現在の割引率で測定した再保険契約の残高の差

異は、その他の包括利益において認識されます。

再保険契約の測定に関して、企業は基礎となる元受保険契約の履行キャッシュ・フローの対応する部分に対し

て使用される計算仮定と整合的なものを使用します。さらに、再保険契者の不履行リスクは、金融商品の基準書

からの一般的な減損の要件を適用するのではなく、予想キャッシュ・フローに含まれています。再保険者の予想

信用損失の変動は、将来の損失に関連するのではなく、即座に純損益において認識されます。保有する再保

険契約のリスク調整は、元受契約のリスクが再保険契約の発行者に移転されていることを表象し、それ故、再保

険契約が資産残高もしくは負債残高となるのにかかわらず、借方残高となります。

ビルディング・ブロック・アプローチにおいて、契約サービス・マージンの当初認識に関する要件は、保有する再

保険契約に関しては以下のとおり修正されました。

 キャッシュ・アウト・フローがキャッシュ・イン・フローより少ない場合には、利得は契約サービス・マージンとし

て認識され、カバレッジ期間にわたり償却される（過去の事象に関連している場合には、支払期間において

償却される）。

 再保険契約の購入以前の事象に関連しなければ、キャッシュ・アウト・フローがキャッシュ・イン・フローよりも大

きな場合には、損失は契約サービス・マージンとして認識される。再保険契約の購入以前の事象に関連する場

合には、純損益において費用として即座に認識される。

PwC observation

保有する再保険契約に適用されるモデルは、元受契約に適用されるモデルとは異なります。例えば、危険開始

ベース（リスク・アタッチ・ベース）の再保険においては、リスクが翌年引き受けられる契約に関して引き受けられた

場合があります。再保険契約を付保されている元受保険契約は、保険料配分アプローチの適格性を充足します

が、再保険契約は、保険料配分アプローチの適格性を充足しない可能性があります。

再保険契約の過去の事象（不利なカバー）に関する契約について、契約サービス・マージンが負の残高として

計算される場合、出再者は、この金額を純損益に費用として即座に認識します。過去もしくは将来の事象に関

連するリスクの移転にかかわらず、すべての契約を同様に取扱うことがより適切であるとの見解もあります。

発行された再保険契約（引受会社の会計）

再保険契約者は、保険者が元受保険契約を評価するのと同じ方法で、再保険契約をビルディング・ブロック・ア

プローチもしくは保険料配分アプローチに基づき会計処理すべきか否かを評価すべきです。これは、出再者が

基礎となる元受保険契約に関連して使用するであろうモデルとは独立したものであり、おそらく異なるでしょう。
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先に述べたとおり、基礎となる移転された元受契約の再保険が付与された部分のすべての保険リスクが実質的

に移転されている場合、再保険契約が再保険者を重要な損失の可能性に晒さない時でさえも、引き受けられた

再保険契約を保険契約として会計処理することを許容する、「ステッピィング・イン・ザ・シューズ（stepping in the

shoes）」の例外が提供されています。保険リスクが移転されない金融再保険契約は、金融商品の基準書の下で

継続的に会計処理されます。

PwC observation

再保険契約に関するカバレッジ期間の適用は、保険料配分アプローチの適用に関するいくつかの疑問点を生

じさせます。例えば、危険開始ベース（リスク・アタッチ・ベース）の再保険契約は、保険料配分アプローチに関し

て適格であるかについて評価を行う際には特別な注意を必要とする可能性があります。

累積カバレッジおよび危険開始ベース（リスク・アタッチ・ベース）の契約獲得費用のように、ある種の再保険契約

に関して、再保険者は、元受保険者により引き受けられていない契約に関するキャッシュ・フローについての見

積りを行わなければならないかもしれません。

認識、条件変更および認識の中止

認識

企業は、次のうち最も早い日から、自身が発行する保険契約を認識しなければなりません。

（a） カバレッジ期間の開始時

（b） 保険契約者からの最初の支払の期限が到来した日

（c） 該当がある場合、当該契約が属することとなる保険契約ポートフォリオが不利となった日

企業は、保険契約を含む保険契約のポートフォリオの獲得または履行（カバレッジ開始前キャッシュ・フロー）に

直接関連する、保険契約が認識される前に支払われた、もしくは受け取った、いかなるキャッシュ・フローも認識

します。

PwC observation

以前の公開草案において、保険のカバレッジ期間と同じであるべき必要はなく、企業が保険契約に対する取引

の相手方となった際に認識することを求めていました。現行の認識により整合的である可能性があるため、この

取扱いは保険者にとっては望ましい変更である可能性があります。しかし、欧州の企業にとっては、認識の時点

とソルベンシーII において要求される取引の相手方となった時点との間には差異が存在しています。差異の程

度は、IFRS の不利な契約テストに依存します。

不利な契約テスト

保険契約ポートフォリオが不利であるのは、履行キャッシュ・フローとカバレッジ期間前のキャッシュ・フローとの合

計額が、結果として、負の契約サービス・マージンとなる場合です。負の契約サービス・マージンは許容されず、

不足額は純損益において直ちに認識されます。

条件変更および認識の中止

保険契約の当事者が契約条件の変更に同意した場合、その変更が修正または認識の中止として適格か否かを

評価しなければなりません。
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次のフローチャートは、保険契約のどの条件変更が、条件変更となるか、または契約の認識の中止となるかにつ

いてのガイダンスを提供しています。

契約条件の変更に関して、義務は、契約の条件変更から生じる追加的な給付に関して、新たな契約として認識

されます。企業は、新たな契約に係る契約上のサービス・マージンを、当該条件変更に対して課された追加的な

保険料を参照して算定します。

企業は、契約のうち給付の削減に関連する部分の認識の中止を行うことにより、契約の条件変更により生じる給

付削減の会計処理をします。給付水準の変動を伴わないキャッシュ・フローのいかなる変動も、履行キャッシュ・

フローの見積りの変更として認識されます。条件変更時に生じた利得または損失は、契約から生じるキャッシュ・

フローの修正として認識されます。

企業は、契約が消滅した場合もしくは上記のフローチャートの要件に合致した場合には、保険契約の認識を中

止します。仮に、契約の条件の変更が認識の中止をもたらした場合、企業は、基準書の提案に従って、保険契

約の消滅する部分について認識の中止を行い、新しい契約を認識します。企業は、次の両者の差額を利得また

は損失として純損益に認識します。

 契約の条件変更の日において同様の条件で取引を開始したと仮定した場合に保険契約者に対して企業が

請求するであろう保険料である、新しい契約に対するみなし対価、および

 認識の中止をした契約の帳簿価額

企業が、保険契約の認識の中止を認識する際、その他の包括利益において従前認識されていた、当該契約に

関連する残余の金額は、（IAS 第 1 号に準拠し）組換調整額として純損益に振替えが行われます。

企業結合およびポートフォリオの移転

企業結合もしくはポートフォリオの移転において獲得された保険契約および再保険契約に関して、認識の日は、

ポートフォリオの移転または企業結合の日とみなされます。ポートフォリオの移転または企業結合で取得した契
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約に係る受取対価または支払対価は、カバレッジ期間前のキャッシュ・フローとして扱われ、同じ取引で取得し

た他の資産および負債に係る受取対価または支払対価は除外されます。

企業結合においては、受取対価または支払対価は同日現在での契約の公正価値です。当該公正価値は、企

業結合に対する対価の合計額のうち引き受けた負債に関する部分を反映します。

企業結合で取得した契約の当初測定は、IFRS 第 3 号に従ってのれんまたは割安購入益を算定する際に使用

しなければなりません。

PwC observation

企業結合における取得した事業の価値で個々の資産を認識する現行実務は、なくなるでしょう。

仮に企業結合が、移行以前に行われた場合、企業結合に関する移行の調整は、のれんに対するのではなく、

剰余金に対して行われます。

外貨換算

提案された基準書は、外貨換算のガイダンスを適用する場合には、保険者が外国通貨による保険の取引を貨

幣性項目として取扱うことを求めています。この要件は、契約サービス・マージンを含むすべての構成要素に対

して適用されます。

PwC observation

保険者は、未経過保険料および契約獲得費用を、非貨幣項目として取扱っています。保険契約を非貨幣性項

目とする分類によって、貨幣性資産として分類される金融資産により裏付けられる場合に生じる現在の会計上の

ミスマッチが排除されます。

開示

要求される開示は、財務諸表利用者が、保険契約から生じる将来キャッシュ・フローの性質、金額、時期および

不確実性を理解することを可能にします。開示の要件は、財務諸表に認識される金額、重要な判断およびリスク

の性質および程度の三つの項目に焦点を当てています。提案された基準書の主要な開示要件は付録 3 に記

載しています。

企業は、開示目的を満たすために必要な詳細さの水準や、さまざまな要求事項のそれぞれにどの程度の重点

を置くべきなのかを考慮しなければなりません。企業は、大量の重要でない細目を含めたり、特性の異なる項目

を集約したりすることにより有用な情報が不明瞭となることがないように、情報を集約または分解しなければなりま

せん。適切となる可能性のある分解基準の例としては以下のとおりです。

 契約の種類（例えば、主要な商品種目）

 地理的領域（例えば、国または地域）

 報告セグメント（IFRS 第 8 号「事業セグメント」で定義）

PwC observation

開示の要件は、IFRS 第 4 号において現在求められている要件よりもより詳細です。例えば、システムは、保険契

約残高ならびに再保険契約残高およびその構成要素の変動の調整表を表示するための情報を把握しかつ作

成することができなければなりません。
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IASB の開示プロジェクトの影響がみられる最初の公開草案の一つです。上述のように開示の目的において合

理的ではないと考えられた開示は、財務諸表から除かれるであろうことが、この提案された基準書において強調

されています。しかし、提供された開示が目的を達成するために不十分であれば、企業は要件に適合するため

に必要な追加的な情報を開示しなければならないでしょう。

前の公開草案は、企業に IFRS 第 8 号によるセグメントよりも低いレベルでの開示を企業に求めていました。新し

い提案は、セグメントを合算のレベルとして使用することを許容しています。開示の目的を充足するために必要と

される分割のレベルは、判断によるでしょう。作成者は過度の情報提供もしくは異なる性質を合算することを回避

するために適切なバランスをとる必要があります。

移行措置

移行時において、各ポートフォリオは、契約サービス・マージンを含むビルディング・ブロック・アプローチを使用

して見積もられます。ビルディング・ブロック・アプローチを使用して計算された金額と現在の保険契約に関する

残高の差異は、剰余金において調整されます。契約獲得費用および無形資産の定義にあたらない保険契約に

関連する資産は、移行時に認識が中止されます。

IAS 第 8 号に従い実務上不可能な場合を除き遡及適用が要求されます。実務上不可能な場合には、ビルディ

ング・ブロック・アプローチに関して以下のような単純化が必要とされています。

 これは、当初認識日と表示する最も古い期間の期首との間のキャッシュ・フローの見積りのすべての変動は、

当初認識日において既に判明していると仮定する、後知恵（hindsight）の使用を許容する。

 移行日前の少なくとも 3 年間のイールド・カーブに近似する観察可能なイールド・カーブを用いる。観察可

能なイールド・カーブが存在しない場合には、イールド・カーブに近似する観察可能なイールド・カーブにス

プレッド（可能な場合には、移行日前の少なくとも 3 年間の平均）を適用する。

 当初認識日現在のリスク調整を、移行日現在で測定されるリスク調整と同じ金額とみなす。

PwC observation

基準書の最初の適用における剰余金の開始残高に対する調整の範囲は、事業の収益性の予想や、従来適用

されていた会計方針を含む、多くの要因の影響を受けます。

IASB の観点からすれば、ビルディング・ブロック・アプローチによる測定は、多くの場合、後知恵（hindsight）の使

用により歪められ、そして、遡及的適用は、多くは実務的ではないでしょう。特に古い過去に開始された契約に

関して、後知恵（hindsight）を使用しないことは実務的に困難であるため、キャッシュ・フロー、割引率およびリスク

調整に関する見積りのために提供された単純化は、企業にとって、実用的であり、また、便益をもたらします。

経過措置の単純化において、当初認識の日におけるリスク調整が、表示する最も早い期間の期首現在で測定さ

れるリスク調整と同じ金額であるとみなされています。この単純化は、リスク調整を過小評価する可能性が高い

が、IASB はより目的適合性のあるアプローチを明らかにすることができませんでした。

IAS 第 8 号において要求される開示のすべてが、移行時において含まれているわけではありません。企業は、

提案された基準書が最初に適用される最初の会計年度の終了時から 5 年前より以前に生じたクレーム・ディベ

ロップメントの情報につき、従来開示していなかった情報については開示する必要はありません。

企業は、しばらくの間システムの並行稼働を求めることになるので、当期および表示する過去の各期間において、

影響を受ける財務諸表の表示科目のそれぞれについての修正額の開示を要求されません。
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IFRS 第 9号の再分類

企業は、IFRS 第 9 号のガイダンスの分類変更の要件に従います（つまり、事業モデルの変更がなければ、分類

の変更は認められない）。保険契約の基準の採用においては以下の取扱いとなります。

 新しい会計上のミスマッチが生じた場合には、適格な金融資産を公正価値オプションに指定することができる。

 会計上のミスマッチがもはや存在しなくなった場合には、公正価値オプションの従前の指定の中止を求めて

いる。

 売買目的で保有していない一部およびすべての株式については、公正価値の変動の表示としてその他の

包括利益を使用することを新しく選択することが許容され、もしくは、従来の選択の取り消しが許容される。

PwC observation

保険者にとって、提案された保険契約の基準書と IFRS 第 9 号の適用時期は重大な問題です。保険者は、理想

的には、新しい双方の基準書を同時に適用したいと考えています。同時に適用できない場合、保険者は、提案

された保険契約の基準書の適用によるのではなく、事業モデルが変化した場合には IFRS 第 9 号に基づき事業

モデルを再評価することができるのみでしょう。これは、IFRS 第 9 号が適用された際に予想されたのとは異なる

方向に保険契約の基準書が変更された場合には、会計上のミスマッチが生じることになるかもしれません。

次のステップ

提案された基準書は、保険契約を発行するすべての企業に影響を与えます。新しい提案は、著しい複雑性の

追加および、リソース、データおよびシステムのモデリングに対する特別な要請を作り出し、利害関係者はその

変化を理解する必要があります。提案の影響は地域により異なり、現在の会計ならびに規制の要件に依存しま

す。

この基準書について重大な影響があると仮定される場合には、経営者は、現在保有する契約およびビジネス慣

行に対する新しい提案の影響について評価を行うべきです。経営者は、自社の見解が考慮されるために、提案

された基準へのコメントを行うことを検討すべきです。コメント期間は、2013 年 10 月 25 日で終了し、基準書の発

効日は、最終基準書の公表日のおよそ 3 年後とされています。

PwC observation

公開草案の再審議は 2013 年の終わりまでには開始されず、2014 年に行われるでしょう。提案された基準書に

対して受けとるであろうフィードバックにもよりますが、最終基準書を 2014 年中に作成することが IASB にとって

の課題であることは明らかです。企業に 3 年間の準備期間が提供された場合には、発効日が 2018 年 1 月 1 日

以前となることはないでしょう。

公開草案に関するご質問もしくは追加的な情報に関しましては、Inform.pwc.com をご覧いただくか、PwC の担

当者にご連絡ください。
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付録 1－保険契約に関する再公開草案と 2010 年の公開草案の比較

項目 変更点

定義および範囲  裁量権のある有配当性を伴う投資契約が保険契約を発行している企業により発行されている場

合についてのみ、保険契約の範囲に含めるように変更した。

 固定報酬サービス契約が提案された基準書の範囲内にある場合についての追加的なガイダン

スを含めることにより範囲からの除外を明確化した。

 金融保証契約に関する IFRS 第 4 号および IFRS 第 9 号の要件を引き続き適用する。これらの

契約を保険契約として従前より取扱っている場合には、提案された基準書を適用することを選択

できる。これらの契約を金融商品として従前より会計処理をしている企業の場合は、IFRS 第 9

号を適用する。

保険契約の構成要素からの

分離

 保険契約から構成要素を分離するための原則を明確化した。

 キャッシュ・イン・フローおよびキャッシュ・アウト・フローを保険構成要素と保険構成要素以外と

に配分するガイダンスを追加した。

認識  カバレッジ期間の開始時点（もしくは、保険契約者からの支払期日のいずれか早い時点）に認

識時点を変更した。

 保険契約が不利な契約である場合、カバレッジ期間の開始前に保険契約を認識することが求

められる。

キャッシュ・フローの見積りに

含まれる契約獲得費用

 保険契約のポートフォリオを生成する際に生じるすべての直接帰属する費用はキャッシュ・フロ

ーの見積りに含める。

 企業がサービスの提供により契約上の義務を充足するのに応じて、これらのコストの回収に関連

する保険契約収益を報告することが求められる。

契約の境界  企業が、保険契約を含むポートフォリオに関して料率の再設定が可能であり、その結果、ポート

フォリオ全体に関して請求される料率がポートフォリオのリスクを完全に反映する場合に、キャッ

シュ・フローは、現在の契約の境界の外側にあると契約の境界を変更した。

貨幣の時間価値  「トップ・ダウン」もしくは「ボトム・アップ」のアプローチは、負債の性質と整合的な割引率を設定

するために許容されることを明示するようにガイダンスを明確にした。

 「トップ・ダウン」のアプローチによる割引率の計算に関するより多くのガイダンスを含めた。

リスク調整  企業が保険契約のポートフォリオを履行するに応じて生じるキャッシュ・フローに固有の不確実

性のリスクの負担のために企業が要求する補償を反映するように目的を変更した。

 リスク調整を決定するための技法の限定を削除した。

 分散効果の考え方を変更し、リスク調整を決定する際には、企業は、不確実性の負担のために

求められる補償において考慮された分散効果の影響を考慮する。

契約サービス・マージン  企業は、将来のカバレッジもしくは将来のサービスに関連したキャッシュ・フローの見積りの変動

に関しては、契約サービス・マージンにおいて調整する要件を導入した。

 契約サービス・マージンは、負の残高にはならない。

 カバレッジ期間に亘る契約サービス・マージンの認識パターンを、契約に基づいて提供されるサ

ービスの移転を反映する一定の方法とするように改訂した。

保険契約の条件変更  保険契約の条件変更の会計の要件を導入した。
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当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。

項目 変更点

企業に基礎となる項目の保有

を要求し当該基礎となる項目

に対するリターンへの連動を

定めている契約

 企業に基礎となる項目の保有を要求し当該基礎となる項目に対するリターンへの連動を定めて

いる契約の要件を導入した。このような契約に関して、企業に基礎となる項目に対するリターン

に直接対応して変動すると予想される履行キャッシュ・フローを、基礎となる項目の帳簿価額を

参照して測定することを求めた。

保険料配分アプローチ

－適格性

 以下の条件を充足する場合には、保険料配分アプローチの適用を企業に許容するように改訂

した。

 保険料配分アプローチの適用がビルディング・ブロック・アプローチの合理的な近似である

場合

 カバレッジ期間が 1 年またはそれ以下

保険料配分アプローチ

－測定

 要件に該当する場合には、残存カバレッジに関する負債および発生保険金に関する保険契約

負債の双方において割引に対する適用除外を含む追加的な単純化する規定を導入した。

 事実と状況が、ポートフォリオが不利な契約である可能性を表す場合にのみ契約が不利な状況

にあるかの評価を行うように要件を改訂した。

再保険契約

－認識時点

 再保険のカバレッジが元受保険契約の累計保険金に基づく場合には、カバレッジ期間の開始

を、そうでない場合には、基礎となる元受保険契約が認識された時点を認識時点とするように改

訂した。

再保険契約

－契約サービス・マージン

 企業に、カバレッジ期間に亘り（予想される純利益および費用である）契約サービス・マージンを

認識しなければならないことを求めるように改訂した。

 企業は過去の事象に関する費用は即時に純損益において認識しなければならないことを求め

るように改訂した。

 将来のカバレッジまたは将来のサービスに関連するキャッシュ・フローの見積りの変動に関して

は契約サービス・マージンを調整するべきであるとの要件を導入した。

 将来のサービスに関係ない場合、予想信用損失の変動は、純損益において認識される。

再保険契約

－保険料配分アプローチ

 再保険契約の契約者は適格性の要件に該当する場合には、保険料配分アプローチを適用す

ることができることを明確化した。

純損益およびその他の包括

利益における金利費用

 企業に基礎となる項目の保有を要求し、当該基礎となる項目に対するリターンへの連動を定め

ている契約に関して、企業は、

 基礎となる項目に対するリターンに直接的に対応して変動すると予想される履行キャッシ

ュ・フローの見積りの変動を、基礎となる項目の見積りの変動と整合的に認識および表示す

る。

 基礎となる項目に対するリターンに間接的に対応して変動すると予想される履行キャッシ

ュ・フローの変動は、純損益において認識される。

 その他の履行キャッシュ・フローの変動は、その他の契約と同様に認識し表示する。

 その他の契約に関して、企業は、契約が当初認識された際の割引率を使用して、保険契約負

債に関する金利費用を純損益に認識する。基礎となる項目のリターンに直接的に対応して変動

することが予想されるキャッシュ・フローに関し、基礎となる項目のリターンの変動が、キャッシュ・

フローの金額に影響を与えることが予想される場合、企業は割引率を更新しなければならない。

 企業は、純損益で認識される金額以外に保険契約負債の変動から生じる収益および費用は、

その他の包括利益において認識する。



PwC: Practical guide to IFRS – Revised exposure draft on insurance contracts– 33

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。

項目 変更点

保険契約収益および保険契約

費用の表示

 保険契約収益はカバレッジ・期間に亘りそして保険金および費用に関しては発生時に純損益お

よびその他の包括利益に表示する要件を追加した。

 収益および費用として認識される金額は、投資構成要素を控除する。

開示  2010 年の公開草案に関して受け取ったフィードバックに対応しいくつかの開示要件、および保

険契約の表示の変更方法について改訂した

 当期に引受けた新契約に関する開示を追加した

 受取保険料と保険契約収入の表示額との調整を追加した

 保険契約および再保険契約について、開始残高から期末残高の間について、予想キャッ

シュ・フロー、リスク調整および契約サービス・マージンに関して調整を行う開示要件を追加

した。

 保険契約と再保険契約との調整に関する開示要件を追加した

 測定の不確実性分析に関する開示要求を削除した

 IFRS 第 8 号における事業セグメントにより要求される異なる報告セグメントの情報を集約するこ

とを禁止する規定を削除した。

経過措置  適用可能な場合には、IAS 第 8 号に準拠し、提案を遡及的に適用する要件が導入された。

 遡及適用が実務的でない場合には、単純化した方法が提供される。

IFRS 第 9 号を使用する金融

商品の指定

 この提案を適用する際、特定の要件に合致する場合、企業がある金融資産の再指定を許容で

きるように改訂された。
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当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。

付録 2－保険契約の再公開草案と FASB の公開草案の比較

項目 FASB 公開草案 IASB 再公開草案

範囲 裁量性のある有配当性を伴う投資契約は、金融商

品として取扱う。

保険契約の定義に該当する金融保証契約は、提

案された保険契約の公開草案の範囲内にある。

保険契約を発行する企業により発行された裁量性の

ある有配当性を伴う投資契約は、提案された保険契

約の基準書の範囲内にある。

金融保証契約は、発行者が、契約を保険契約である

とみなし、従来より、明確に宣言し、そして保険契約に

関する会計処理を適用してきたのでなければ、保険

契約の範囲から除かれ、この要件を満たす場合に

は、発行者は IFRS 第 7 号、第 9 号もしくは、提案さ

れた保険契約の適用を選択できる。

履行キャッシュ・フロー キャッシュ・アウト・フローは、取引ベースの税金およ

び賦課金など、特定の義務を充足するのに関係の

ない、もしくは間接的に関係のあるその他の費用を

含まない。

キャッシュ・アウト・フローは、存在する保険契約から

直接生じる、もしくは、合理的かつ継続的に帰属さ

せることができる、取引ベースの税金および賦課金

を含む。

契約獲得費用 キャッシュ・アウト・フローは、保険契約の発行に至

らないとみなされた部分の契約獲得費用を除く。

キャッシュ・アウト・フローは、保険契約のポートフォリ

オの獲得に直接帰属するすべての費用を含む。

リスク調整および

マージン

マージンは、明示的なリスク調整を識別せずに、

保険契約ポートフォリオの予想される未稼得利益

を表わす。

保険契約の測定には、明示的なリスク調整を含む。

企業に基礎となる項目

の保有を要求し当該

基礎となる項目に対す

るリターンへの連動を

定めている契約

保険契約者に対する契約上の義務が、基礎となる

項目の公正価値と直接連動する契約に関してミラ

ー処理は適用されない。代わりに、保険契約は、基

礎となる項目の公正価値で評価され、当期利益に

おいてこれらの義務の変動が表示される。

FASB のアプローチは、契約上連動するリターンの

水準に対してのみ適用され、企業が保険契約者に

移転することを予想する、いかなる追加的な裁量性

あるリターン金額に対しては適用されない。例え

ば、契約が少なくとも 80％のリターンを保険契約者

に移転しなければならないと特定し、そして企業は

90％のリターンを保険契約者に移転することを予想

している場合、FASB のアプローチでは、80％のリタ

ーンがその基礎として測定される。

キャッシュ・フローが基礎となる項目と直接変動するこ

とが予定され、事業者が基礎となる項目の保有が求

められる場合、ミラー処理は、契約者の参加権に対し

て適用される。

IASB は予想されるリターンの水準に対してミラー処理

を行う。例示では、基礎となる項目の同じ基礎により、

90％のリターンに関連するキャッシュ・フローが測定さ

れている。

履行キャッシュ・フロー

の変動

すべての見積りの変更は、当期利益において認識

される。

裁量権のある有配当性を伴う契約を除いて、不利な

契約でなければ、将来のカバレッジおよび将来のサ

ービスに関するすべての見積りの変更は、契約サー

ビス・マージンに対して相殺される。
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当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。

項目 FASB 公開草案 IASB 再公開草案

マージン（リスク調整と

契約サービス・マージ

ン）の解放パターン

契約サービス・マージンは、カバレッジ期間および

支払期間にわたり、キャッシュ・フローの変動性の減

少に伴い、企業がリスクから解放されるに従って認

識される。

保険料配分アプローチを使用して測定される残存

カバレッジに関する負債に内在するマージンは、カ

バレッジ期間において認識される。

リスク調整は、各報告期間末において再測定され、変

動額は即時に当期利益において認識される。

契約上のサービス・マージンは、契約に基づき提供さ

れるサービスの移転のパターンと整合的な、規則的な

方法で、カバレッジ期間にわたり当期利益として認識

される。

保険料配分アプローチ

の使用

保険料配分アプローチは、独立したモデルであるこ

とが求められ、そして、要件に該当するすべての保

険契約に対して適用されるべきである。

保険料配分アプローチは 単純化されたモデルであ

り、そして、ビルディング・ブロック・アプローチと類似

の測定をもたらす、もしくは、カバレッジ期間が 1 年も

しくはそれより短い場合には、いかなる保険契約に対

しても適用することが可能である。

再保険契約 保有する再保険契約（出再保険契約）は、発行した

基礎となる保険契約の処理に使用したのと同じアプ

ローチを使用して会計処理を行うべきである。

保有する再保険契約（出再保険契約）は、発行した基

礎となる保険契約の処理に使用したのとは異なるアプ

ローチを使用して会計処理される可能性がある。

移行措置 マージンの決定において、企業は保険契約負債お

よび契約サービス・マージンの測定において、移行

直前のポートフォリオの定義を使用することが可能

である。

客観的な情報の不足のため基準書の遡及的な適

用が実務的ではない場合には、マージンはゼロと

なる。

移行時のマージンの決定において、企業は、提案さ

れた定義に従って、ポートフォリオを決定しなければ

ならない。

提案された基準書を遡及適用することが実務的に不

可能な場合には、企業は、合理的に利用可能なすべ

ての客観的な情報および特定の単純化した要件を考

慮して、契約サービス・マージンを見積もらなければ

ならない。
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当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。

付録 3－保険契約に関する再公開草案における開示要件の要約

財務諸表において認識された金額

残存カバレッジに関する負債、不利な契約の負債および発生保険金に関する負債を別個に調整する、保険契約および再保険契約に関する

詳細なロールフォワードおよび調整表

ビルディング・ブロック・アプローチにおける、予想将来キャッシュ・フロー、リスク調整および保険契約に関す契約サービス・マージンの残高に

関する開始残高から期末残高への個別の調整表

保険料受取額から保険契約収益への調整表

保険負債への金利の影響と関連する資産の投資リターンとの関連性

ミラー処理が使用された場合、企業は、ミラー処理が適用された場合のキャッシュ・フローから生じた金額および基礎となる項目の公正価値と帳

簿価額との差異、およびその内保険契約者に支払われる部分について開示する。

ビルディング・ブロック・アプローチにおいて保険契約収益を算定する際に用いた、キャッシュ・アウト・フロー、契約獲得費用、リスク調整の変動

額および当期に認識された契約サービス・マージン

ビルディング・ブロック・アプローチを使用し、当期において当初認識された契約に関して、予想将来キャッシュ・フロー、リスク調整および契約

サービス・マージン

基準書の適用における重要な判断およびその変更

保険契約の測定に用いた手法および当該手法に対するインプットの見積りに関するプロセス（実務上可能な場合には、企業は、当該インプット

に関する定量的な情報も提供しなければならない）。

リスク調整、割引率、契約サービス・マージンの認識パターンおよび分離されない投資構成要素を見積もるために使用した手法およびインプッ

ト、ならびに手法およびインプットの変更の影響

リスク調整の算定について信頼水準技法以外の技法を使用している場合には、当該技法の結果を信頼水準に変換した情報

基礎となる項目からのリターンに依存しないキャッシュ・フローの割引に用いているイールド・カーブ（またはイールド・カーブの範囲）。企業がポー

トフォリオのグループについて合計で開示を提供する場合には、この開示を加重平均または比較的狭い範囲の形式で開示しなければならない。

保険契約から生じるリスクの性質および範囲

保険契約から生じるリスクの性質および程度ならびに、リスクの管理における企業の目的、方針およびプロセス、ならびに当該リスクの管理のた

めに用いている手法

感応度分析および保険リスクの集中を含む、リスク軽減（例えば、再保険による）の前後における、総額ベースおよび純額ベースでの保険リスク。

集中リスクを含む、主要な経営陣に対して内部的に提供された情報に基づく非保険リスク（信用リスク、流動性リスクおよび市場リスク）について

の定量情報

報告期間の末日現在の信用リスクへの最大エクスポージャーを最もよく表す金額および再保険契約資産の信用度に関する情報

保険負債から生じる流動性リスクをどのように管理しているのかの記述、要求払の金額（当該金額と関連する契約の帳簿価額との間の関係を

強調する方法で）および満期分析（最低限、認識された保険契約から生じる正味キャッシュ・フローを、報告日後最初の 5 年間は各年度につ

いて示し、最初の 5 年を超える期間は合計で示す）。

感応度分析および感応度分析に関する（変化の）手法ならびにインプットを含む分離されていない組込デリバティブから生じる市場リスク

最低資本要件もしくは最低金利保証要件のような規制上の枠組みの影響

10年を超えて遡らないクレーム・ディベロップメントは、負債ポジションにある保険契約と資産ポジションにある保険契約の合計帳簿価額と調整

しなければならない。企業は、最初に適用する事業年度の末日の5年前より前に発生したクレーム・ディベロップメントに関する過去に未公表の

情報を開示する必要はない。
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付録 4－ソルベンシーII および保険契約に関する再公開草案との比較

ソルベンシーII は、計画された 2014 年 1 月の開始日から遅れ、より可能性の高い 2016 年 1 月がほぼ確実のようです。EIOPA の長期

保証影響評価の終了に続き、ソルベンシーII を完成させるための欧州政府、欧州委員会および欧州評議会との交渉は再招集され（6

月 10 日が最初の三者会談であった）、そしてすべての当事者はオムニバス II を 2013 年の末までにまとめたいようでした。

新しい IFRS の基準書の早期適用の潜在的な可能性およびソルベンシーII の遅延により、二つの報告プロジェクトについて同時に検

討される機会が再浮上しています。ソルベンシーII が公表された際に、新しい IFRS の基準の早期適用するために現実的な選択が存

在するかは、単一のコミュニケーション戦略の策定および過去に残された問題を解決する機会を提供することで、来年には明確になる

でしょう。

以下の図表は、ソルベンシーII のモデルと保険契約のモデルとの概括的な差異を表しています。より詳細な情報に関しては、Laying

the foundations for the future of insurance reporting’ および、www.pwc.com のウェブキャスト Insurance regulation goes beyond

Solvency II をご参照ください。

次ページ以降に、保険契約に関する提案された基準書とソルベンシーII との差異に関する概括的な考察を要約しました。影響度は、

高度（H）、中位（M）そして低位（L）としています。

 リスクマージンは、債務を引き継

ぎ、満たすために要求されると予

想される金額が技術的準備金と等

しくなるように定められる。

 監督制度として、資本要件が存在

する。ソルベンシー資本要件

（SCR）

技術的

準備金

ソルベンシー II

ソルベンシー資本要件

（SCR）

リスク

マージン

確率で

加重した

割引後

将来キャッシ

ュ・フローの

見積り

複製

ポートフォリオ

価値

契約

負債

 リスク調整は、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である。

 残余マージンは当初認識におけ

る利益を消去するために設定さ

れる。

 契約獲得費用は履行キャッシュ・

フローに含まれ、非明示的に繰り

延べられる。

 すべての金融負債は、損益を通

じて公正価値で測定される金融

資産（FVTPL）または償却原価

に分類される。

 当初認識は公正価値で行われ

る。事後測定は、分類に基づき

公正価値又は償却原価で評価

される。

 モデルは、契約獲得費用および

前受手数料の繰り延べを含む。

公正価値または償却原価

による負債

IFRS 投資契約

契約サービス・マージン

複製

ポートフォリオ

価値

リスク調整

確率で

加重した

割引後

履行キャッシ

ュ・フローの

見積り

IFRS 保険契約
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項目 IFRS – 保険契約 ソルベンシーII 影響度 考察

定義および範囲 保険契約および裁量権

のある有配当性を伴う投

資契約

すべての保険契約 M IFRS における投資契約は、ソルベンシー

II とは著しく異なる可能性がある。

認識 カバレッジの開始時点

（カバレッジの開始前の

不利な契約テスト）

契約の当事者となった

時点
L 差異の程度は IFRS における不利な契約

テストにより異なるであろう。多くの契約は

その認識において同じであろう。

構成要素の分離 区別できる投資構成要

素、組込デリバティブ、

およびある種の財および

サービス

分離処理は行わない M 保険契約から構成要素を分離する範囲

は、比較的限定され、この差異は重要で

ないかもしれないと予想される。

契約の境界 もはやカバレッジを提供

しない、もしくは、保険契

約が、契約者に対して

実質的な権利を付与し

ていない

「リスクを完全に反映す

る」と改訂

貯蓄構成要素に対す

る保険料の見込みを

反映しない

M 契約の境界の定義はソルベンシーII と

IFRS とで異なるであろう。

キャッシュ・フロー

（契約獲得費用を除く）

契約ポートフォリオを履

行するために直接生じる

キャッシュ・フロー

規定されている M 例えば、ある間接費のように、ソルベンシ

ーII と IFRS の 2 つの枠組みにおけるキャ

ッシュ・フローについて差異が生じるリスク

がある。

契約獲得費用 ポートフォリオ・レベル

で、直接帰属する費用

発生時に費用処理す

る
H IFRS においては、内在的な契約獲得費

用の繰延が存在する。ソルベンシーII に

おいては、同等の概念は存在しない。

割引率 トップ・ダウンもしくはボト

ム・アップのアプローチ

を適用する（OCI に計上

するために期末時点お

よびロック・インされた金

利を使用する）

スワップに基づいて規

定されている（マッチン

グ調整もしくはカウンタ

ー・シクリカル・プレミア

ム4）

H 割引率は、ソルベンシーII における不確

定な項目である。ソルベンシーII の割引

率が IFRS における原則主義の割引率と

どのように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、2

つの割引率（期末時点および当初認識

時）が必要とされている。

リスク調整／マージン 規定された方法はない 資本コストは、6％と規

定されている
M IFRS におけるリスク調整は原則的な考え

方のみが示されているが、ソルベンシーII

にいてはリスク・マージンについて規定さ

れている。二つのアプローチにおいて、

差異が存在する可能性がある。

契約サービス・マージン 当初利益の排除（事後

の変動は反映される）

なし H ソルベンシーII においては当初利益を繰

延べる概念は存在しない。

4 2013 年 6月の欧州保険職域年金監督機構（EIOPA）による、長期保証契約の影響度調査において、カウンター・シクリカル・プレミアムの代わりにボラティリティ

―・バランサー（“Volatility Balancer”）を提案しています。
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項目 IFRS – 保険契約 ソルベンシーII 影響度 考察

有配当契約 有配当性から生じるキャ

ッシュ・フローは含まれる

（基礎となる資産の評価

と表示と整合させる）

有配当性から生じるキ

ャッシュ・フローは含ま

れる（サープラス・ファ

ンドとして承認された

部分を除く）

M 基礎となる資産が純損益を通じて公正価

値で測定されない場合、基礎となる資産

の測定と表示に対して、IFRS におけるキ

ャッシュ・フローの連動はソルベンシーII

と大きく異なる。

残余の有配当ファンドの取扱いや、保険

契約負債と資本との配分に関しては、契

約の固有の性質や、各国の法律に依存

するであろう。IFRS とソルベンシーII との

差異は現時点では明らかではない。

短期契約 発生保険給付に関する

負債に関してはプロジェ

クションによるが、保険

事故発生前の保険契約

負債については、保険

料配分アプローチを適

用する

その他の保険契約に

よる
M IFRS においては、保険料配分アプロー

チモデルは選択制である。ソルベンシーII

においてはキャッシュ・フローに基づくア

プローチが、利用可能である。
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