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概要

要点

• 米国財務会計基準審議会（FASB）と国際会計基準審議会（IASB）（以下、「両審議会」）は、保険契約

の発行者による保険契約の会計処理に関する審議を終了しました。両審議会は、保険リスクを伴う契

約を発行する保険会社および保険会社以外の企業による会計処理を根本的に変えることになる公開

草案を6月末までに公表する見通しです（翻訳者注：IASBは2013年6月20日に再公開草案を、FASB

は6月27日に公開草案を公表しました）。公開草案には120日間のコメント期間が設けられます。

• 特筆すべきは、本提案が企業に対してではなく契約に対して適用されること、負債の特性を捉えた金

利で割り引いた予想保険料、予想保険金および予想費用に基づいて現在価値で測定される負債が

報告されること、割引率の変化よって生じる負債の増減がその他の包括利益に計上されること、およ

び予想損失が即時認識されることです（ただし、予想利益は即時認識されません）。

• 本提案の重大さを考慮して、企業は、本提案が業績、商品設計、システム、および投資家への報告

に与える影響を評価し、本提案に対するコメント提出を検討すべきです。

• FASBとIASBは、それぞれが提案している基準が最終化された場合、その発効日について決定してい

ません。ただし、IASBは、発効日が最終基準の公表からおおよそ3年以内になることはないと述べて

います。両審議会は2014年末または2015年初めの最終基準化を目標にしています。

背景

.1 FASB と IASB は最近、保険契約プロジェクトに関する再審議を終了しました。両審議会は、数年にわ

たって、認識、測定、表示および開示を取り扱う、包括的で、コンバージェンスされた保険契約の会計処理

に関する基準の開発に共同で取り組んできました。

.2 保険契約の会計処理に関して、2010 年に、IASB が公開草案を、FASBがディスカッション・ペーパー

を公表しました。2011 年初めから、両審議会は、関係者から受領したコメントを用いて論点について再審

議を行ってきました（Dataline 2010-39および2011-14を参照）。再審議中に明らかになった両審議会の見
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解の相違の性質および相違の全体像を踏まえると、両審議会がコンバージェンスされた基準を達成する

可能性が低いことは明らかです。

.3 IASB のプロジェクトが最終的に保険に関する包括的な国際財務報告基準（IFRS）を公表する可能性

が高い一方で、FASB のプロジェクトが最終的にどのような形の基準を公表するかは不透明です。これは、

米国会計基準（US GAAP）とは異なり、IASB には現在のところ保険に関する包括的な基準がないからです。

FASB の公開草案は保険者のための全く新しいモデルを提案していますが、最終的には提案されている

変更の一部のみを採用するという決定を下す可能性があります。

主な内容

.4 本稿では、両審議会の現在までの暫定的決定をベースに、提案されている保険契約モデルの概要

を説明しています。主な内容は以下のとおりですが、両審議会は公開草案の公表前にこうした暫定的決

定を変更する可能性があります。公開草案は 6 月中に公表される予定です。したがって、本稿の使用に際

しては、この点にご留意ください。本稿に反映されている現在までの暫定的決定についての PwCの理解と

公表される公開草案との間に相違がある場合、PwC は公開草案の公表後に本稿をアップデートする予定

です。

 「保険契約」は幅広く定義されることになり、提案されるガイダンスは、現行のUS GAAPとは異なり、契

約を引き受ける企業に対してではなく、引き受けられた契約に対して適用されることになります。した

がって、提案されるガイダンスは、たとえば、金融保証商品を引き受ける銀行など、保険会社ではな

い企業にも影響を与える可能性があります。ただし、固定報酬サービスなど、適用除外がなければ

保険契約の定義を満たす契約に対するいくつかの適用除外が予想されています。このため、銀行に

関わる商品を除いて、公開草案の適用範囲がどのくらい広くなるのかは明らかではありません。

 「割引後の将来の予想保険料、予想保険金、および契約履行に必要な予想費用」の平均を用いて

測定される「現在価値」による負債または資産が要求されることになります。仮定は毎期更新され、割

引は投資の金利またはプライシングの金利ではなく負債の特性を捉えた金利に基づいて行われま

す。このアプローチは、ビルディング・ブロック・アプローチと呼ばれています。

 保険契約開始時に、予想利益に関して利得が即時認識されることはありません。予想利益は「マー

ジン」負債として計上され、将来の期間にわたって稼得されることになります。予想損失（割引後の予

想キャッシュ・アウトフローが予想キャッシュ・インフローを超過する部分）は即時認識されます。

 特定の要件を満たす短期契約に対しては、現行の「未経過保険料アプローチ」に類似した「修正ア

プローチ」が適用されます。ただし、発生保険金に関する負債については、限定的な例外を除いて、

割引が要求されます。加えて、保険料および保険金のうち、預り金要素の部分は保険料収益および

保険金費用から除外されることになります。

 損益計算書の表示が変わります。当初、両審議会は、貸借対照表を重視した測定モデルと整合的

に、ビルディング・ブロック・アプローチのもとで「要約マージン」アプローチを提案していました。その

後、両審議会は保険料収益および保険金／給付金からなる伝統的な総額表示を構築しようと試み

てきました。予想される将来の解約返戻金の現在価値のような預り金要素は、損益計算書で表示さ

れる保険料収益および保険金費用から除外されます。

 割引率の変化によって生じる保険契約負債の増減は、利益ではなく、その他の包括利益（OCI）を通

じて計上されます。損益計算書における利息費用は、契約開始時に決定されたロックイン・レートに

基づくことになります。

 直接契約獲得費用は、直販に関わる広告費の資産化が禁じられることを除いて、現行のFASBのガ

イダンスと整合的に定義されています。IASBのアプローチは、成約に至らなかった労力に関連するコ
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ストも含まれるという点で異なっています。こうした繰延費用は資産化されずに、マージン負債と相殺

されることになります。

 移行時に、企業は、遡及適用法を適用することになりますが、観測可能なデータが入手不可能な場

合には、マージンおよび割引率を見積るための実務上の便法が提供されています。加えて、提案さ

れている金融商品の分類および測定の基準が、保険契約に関する基準よりも前に最終化および発

効される場合には、FASBは、保険契約に関する基準の適用に際して、保険契約に関連する金融資

産の全面的な再指定を認めています。一方、IASBは公正価値オプションの再指定のみを認めてい

ます。

定義および範囲

.5 本提案は、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ることになります。

本提案は保険契約を、「一方の当事者が、他方の当事者から、特定の不確実な将来事象が保険契約者

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

る契約」と定義しています。特定の例外はあるものの、この定義は IFRS第4号「保険契約」における保険契

約の定義と整合しています。この定義の適用によって、保険会社が現行のUS GAAPの定義に基づき契約

を分類する現在の方法から分類の点で大きく変わることはないと考えられています。

.6 保険リスクは、財務リスクではなく、引受リスクに関する不確実性から生じます。財務リスクとは、IFRS

第 4 号で定義されているとおり、「特定の利率、金融商品価格、商品価格、外国為替レート、価格またはレート

の指数、信用格付けまたは信用指数、またはその他の変数のうち、1 つまたは複数について生じ得る将来の

変動リスク」です。

.7 提案されている保険契約の定義に基づくと、保険の業種別会計ガイダンス（ASC944）もしくは一般的

な保証に関するガイダンス（ASC460）に従って、現在、会計処理されている金融保証契約が、保険契約の

範囲に含まれることになります。デリバティブではない金融保証契約は、財務リスクを有するとはみなされま

せん。デリバティブではない金融保証契約の場合、保険者が、発生損失に関して保険契約者に対する支

払いを要求されるのは、特定の債務者が期限到来時に返済できない場合であって、信用格付けまたは信

用指数が変化した時ではないからです。デリバティブとして会計処理される金融保証は引き続きデリバティ

ブとして会計処理されます。

PwCの見解：

保険会社または銀行のいずれかによって発行される金融保証、モーゲージ保険、貿易信用保証のう

ち、デリバティブの会計処理が適用されないものは、FASBの保険に関する提案の範囲に含まれること

になります。IASBは、所定の条件が満たされれば、保険会計と金融商品会計の間での会計方針の選

択を容認する現行のガイダンスを維持する見通しです。PwCは、金融保証には、金融保証と同様に

特定の借手の信用リスクの移転を伴う金融資産と同じ信用減損モデルを適用すべきと考えています。

多くの金融機関が、金融保証に関係する信用リスクを、同一の顧客に対する貸付金およびローン・コ

ミットメントに関係するリスクと併せて評価および測定する方が業務上容易と考える可能性があります。
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.8 FASB は、権原保険の保険構成要素は本提案の適用範囲に含まれるが、サービス構成要素は含ま

れないことを決定しました。

.9 本提案は、適用除外がなければ保険契約の定義を満たす特定の契約を適用範囲から除外していま

す。こうした適用除外の一部は以下のとおりです。

• 製造業者、販売業者、小売業者が行う製品保証

• 特定の従業員給付制度に基づく雇用主の資産および負債

• 製造業者、販売業者、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リ

ースの借手による残価保証

• 企業結合で支払うべきまたは受け取るべき条件付対価

• 特定の要件を満たす固定報酬サービス契約（後述の第10項で説明されている）

• 他の会計基準によって具体的に取り扱われている、もしくは、企業自らの将来の業績の補償を表すさ

まざまな保証

• 「一度限り」の保証で、（a）通常でない、または、非経常的であり、かつ、（b）企業が発行する他の保

証に固有のリスクの種類とは無関係なもの

• 企業が保険契約者として保有する保険契約（ただし、出再者は保有する再保険契約に本提案を適

用する）

.10 多くの固定報酬サービス契約は、サービスの水準が不確実な事象によって決まるため、サービス提

供者をリスクに晒すことになります（たとえば、特定の機器を故障時に修理するという保守契約など）。固定

報酬サービス契約について、（a）当該契約の料金が個別の顧客に関連するリスクの評価を基に設定され

ていない場合、（b）当該契約が現金支払ではなくサービスを提供することにより顧客に補償を行う場合、及

び（c）当該契約により移転されたリスクの種類が、移転されたリスク全体と比較してサービスの利用（もしく

は頻度）に関係している場合には、当該契約は本提案の適用範囲から除外されることになります。

PwCの見解：

保険契約は幅広く定義されているものの、両審議会は、適用除外となっていなければ保険契約の定

義を満たすことになる多くの契約を適用除外としています。ただし、銀行によって発行される金融保証

や、特定の長寿スワップ（「longevity swap」）、リバース・モーゲージ、および死亡時に返済が免除され

る債務などの他の金融商品もおそらく適用範囲に含まれます。両審議会の目的は、非保険会社のコ

ストと混乱を回避するため、両審議会があまり便益がないと判断した特定の要件に該当するサービス

契約や「一度限りの」保証などの非金融機関が発行する契約の大半を適用範囲から除外することと考

えられます。

.11 本提案には、保険事故が起こらなかった場合に支払われる給付と比較して、保険事故が保険者に重

要な追加給付をさせる場合に、保険リスクは重要であるとの記述が含まれることになります。両審議会は、

保険者が損失を被ることについて経済的実質を伴うシナリオがなければ、契約は重要な保険リスクを移転

していないという規定を追加する予定です。
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.12 重要な保険リスクのテストには、貨幣の時間価値を考慮する必要があります。加えて、保険事故の発

生の可能性が極めて低い、あるいは、保険契約からの予想契約キャッシュ・フローと比較して追加給付が

小さい場合でも、リスクの移転テストが充足される場合があります。

PwCの見解：

本提案は、重要な保険リスクについての保険契約の評価に関して、現行のUS GAAPよりも明示的な

ガイダンスを提供しています。現行のUS GAAPにおいて、再保険についてはリスク移転に関する詳細

な要求事項が明示的に規定されていますが、保険取引にはなく、一部には再保険に関する要求事

項を保険契約に類推適用している企業もあります。

測定モデル

2つのアプローチの概要―ビルディング・ブロック・アプローチと保険料配分アプローチ

.13 両審議会は、保険契約の基本評価モデルは現在価値であるという2010年の決定を再確認しました。

これは、ビルディング・ブロック・アプローチ（「BBA」）と呼ばれています。このアプローチにおいて、保険者

は、将来の保険料に対する権利と保険金および給付金の支払に係る正味の債務を、割引予想キャッシュ・

フロー（「履行キャッシュ・フロー」と呼ばれている）の「期待値」（すなわち、平均）として測定します。割引率

は、資産の利回りやプライシングの金利ではなく、保険契約負債の特性（保険者の自己の信用を除く）を

反映することが求められます。見積りおよび仮定は、利用可能な市場整合的情報を用いて、毎期更新され

ることになります。

.14 IASB のビルディング・ブロック・アプローチは、毎期更新される明示的なリスク調整が「履行キャッシ

ュ・フロー」に含まれるという点で FASB のビルディング・ブロック・アプローチと異なっています。明示的リス

ク調整の目的は、キャッシュ・フローに固有の不確実性を負担するために保険者が要求する対価を反映す

ることです。

.15 契約開始時に、予想利益について利益が即時認識されることはありません。FASB のアプローチにお

いて、このような予想利益はすべて「マージン」負債として計上され、将来のカバレッジ期間と決済期間に

わたって稼得されます。IASB 版のビルディング・ブロック・アプローチにおいては、予想利益（明示的リスク

調整控除後）はカバレッジ期間にわたって稼得されます。契約販売時に予想損失が存在する場合、その

損失は即時認識されます。

.16 IASB の「履行キャッシュ・フロー」の定義には直接契約獲得費用が含まれますが、FASB のモデルは

直接契約獲得費用を除外し、代わりに、当該費用を貸借対照表上でマージンを相殺する独立した「負債

の対照勘定」とみなしています。FASB のモデルでは、直接契約獲得費用がマージンを上回る場合、その

超過部分について損失が即時認識されることになります。IASB モデルでは、直接契約獲得費用は「キャッ

シュ・アウトフロー」の一部に含まれるので、契約獲得費用の個別の分析は要求されません。
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保険契約負債のビルディング・ブロック・アプローチ

FASB 保険料 IASB

マージン

将来に向けて償却 +/- 調整

将来に向けて償却
マージン

リスク調整

確率加重

割引キャッシュ・フロー 現在価値に再測定
確率加重

割引キャッシュ・フロー

アンバンドルされた

構成要素

アンバンドルされた

構成要素

.17 特定の要件を満たす短期契約に対しては、保険料配分アプローチ（「PAA」）と呼ばれる修正アプロ

ーチが適用されます。短期契約に対して現在用いられている未経過保険料アプローチと同様に、保険料

配分アプローチではカバレッジ期間にわたって保険料を収益として認識します。ただし、発生損失は、予

想キャッシュ・フローの割引などを含むビルディング・ブロック・アプローチを用いて測定されます（63 項から

始まる「保険料配分アプローチ」を参照）。

アンバンドリング（区分処理）

.18 特定の要件に該当する場合、保険者は保険契約を保険と保険以外の構成要素とに区分し、保険以

外の構成要素を他の基準に従って測定しなければなりません。これは、アンバンドリングと呼ばれています。

保険者は契約で規定されている保険カバレッジと密接に関係しない、もしくは、当該保険カバレッジから明

確に区別できる契約の構成要素をアンバンドルします。

.19 保険者は引き続き、現行のデリバティブの会計ガイダンスに従ってアンバンドルされる組込みデリバ

ティブを区分処理します。また、保険者は財およびサービスの構成要素や投資の構成要素をアンバンドル

しなければならない場合もあります。

.20 保険者は、財およびサービスを提供する履行義務のうち明確に区分できるものをアンバンドルしなけ

ればなりません。そして、アンバンドルされた財およびサービスは収益認識のガイダンスに従って会計処理

されます。財またはサービスを提供する履行義務は、保険者が定期的にその財またはサービスを別々に

販売している場合、あるいは、保険契約者がその財またはサービスから便益を、それ単独で、または保険

契約者によって容易に利用可能な他の資源と一緒に得ることができる場合に、明確に区別できるとみなさ

れます。しかし、それにもかかわらず、保険契約における財またはサービスを提供する履行義務は、次の

要件の両方に該当する場合には、明確に区別できません。

++

+

+

+



National Professional Services Group | CFOdirect Network – www.cfodirect.pwc.com Dataline

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。

7

• 財またはサービスが保険構成要素と非常に高い相互関連性を有する（一方のキャッシュ・フローが他

方に大きな影響を与える、もしくは、一方のキャッシュ・フローが他方から大きな影響を受ける）。

• 財またはサービスを保険契約者に移転するためには、保険者が財またはサービスを保険契約に統

合する重大なサービスを提供する必要がある。

.21 FASBは、権原保険者は、権原保険契約についてサービス構成要素（収益認識の基準を用いて会計

処理される権原調査サービスに係る構成要素）をアンバンドルして、残りの保険構成要素（補償構成要素）

を保険契約のビルディング・ブロック・アプローチに従って会計処理することを決定しました。

.22 多くの場合、サービスは相互に関連しており、したがって、アンバンドルされないことになります。審議

の過程で、FASB のスタッフはサービスのアンバンドリングという概念を説明するのに役立つ幾つかの設例

を提示しました。設例の一つは、自家保険に対して購入するまたはストップロスカバーとともに購入する保

険金請求サービスを提供する医療保険契約についての設例でした。FASBのスタッフは、保険金請求サー

ビスの構成要素はアンバンドルすべきであるとの結論を下しました。別の設例は、免責額が高水準に設定

されている「高免責額（high deductible）」医療保険契約についてであり、この保険契約では一人当たりの

免責額を超える部分について、保険会社が 80％補償する共同保険（20％は自己負担）に加えて、保険金

請求サービスとネットワーク・アクセスが提供されています。この設例では、FASB のスタッフは、保険金請

求処理およびネットワーク・アクセス（健康保険サービス）は別々に利用可能ではないという事実などの幾

つかの理由により、当該保険契約はアンバンドルされないとの結論に達しました。

PwCの見解：

サービスをアンバンドリングすべきかの判定には重要な判断が必要となります。FASBのスタッフがアン

バンドリングが必要となる状況を説明するために幾つかの設例を提示しましたが、そうした設例は非常

に特定の事実に基づいたものでした。

.23 投資構成要素は明確に区別することができ、かつ、保険構成要素との相互関連性が非常に高いとは

いえない場合があります。この場合、保険者は投資構成要素をアンバンドルして、金融商品として会計処

理しなければなりません。投資構成要素と保険構成要素の相互関連性が非常に高いことを示す指標には、

（1）他方の構成要素の失効または満期を伴わずに一方の構成要素のみが失効または満期となる可能性

がないこと、（2）同じ市場または法域において当該商品が別々に販売されていない状況、（3）投資構成要

素の価値が保険構成要素に左右される状況、またはその逆の状況、などが含まれます。アンバンドルされ

る場合は、あたかも単独の契約であるかのように、取引価格およびコストが投資構成要素に配分されること

になります。

PwCの見解：

投資構成要素のアンバンドリングは稀と予想されます。審議の中では、本提案に含まれる要件に従っ

て投資構成要素のアンバンドリングが求められない契約の例として、ユニバーサル生命保険契約や

変額年金保険契約のような契約者勘定残高を伴う商品や解約返戻金のある終身保険契約が挙げら

れました。また、両審議会は、アンバンドリングを必要としない投資構成要素を含む保険契約に組み

込まれた投資管理サービスもアンバンドリングが要求されないことも示唆しました。審議会でのコメント

に基づくと、この規定は会計上のアービトラージを防止するための乱用防止規定と考えられます。
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会計単位－ポートフォリオ

.24 FASB の提案において、予想キャッシュ・フローの見積り、マージンの決定、マージンの解放、および

不利な（損失）契約テストの実施（後述の28項から 30項で説明されている）は、それぞれ契約のポートフォ

リオ単位で行われます。IASBは、マージンの決定および不利な契約テストを実施するためにポートフォリオ

を使用しますが、マージンの解放およびリスク調整の決定のための集約レベルは規定しないことを選択し

ました。

.25 ポートフォリオは以下のような複数の契約として定義されます。

• 類似したリスクに晒され、引き受けたリスクに対して同様に価格設定されている。

• 単一のプールとして一括して管理されている（IASBのみ）。

• 類似した残存期間および類似したリスクからの予想解放パターンを有する（FASBのみ）。

.26 両審議会の議論に先立つ背景報告書の中で、審議会のスタッフは、契約が類似のリスクに晒されて

いるかを判断する際に考慮すべき要因を提示しました。それらには、保険契約の対象となるリスク（たとえ

ば、長寿、死亡、火災）、商品の種目（たとえば、年金、定期、自動車）、契約者の種類（たとえば、企業・個

人および個人・団体）、地理的所在地などが含まれます。

PwCの見解：

ポートフォリオは、初日の損失の認識、保険料配分アプローチに従った継続的な不利な契約テスト、

およびビルディング・ブロック・アプローチのもとでマージンの認識パターンに影響を及ぼすため重要

です。両審議会は規定が詳細になり過ぎないようにしながら、適用のために十分な説明を提供する方

法でポートフォリオを定義しようと試みてきました。ただし、これは引き続き判断が必要な分野であり、

FASBが設例を提示しない限り、実務において異なる解釈が生じる可能性が高い分野です。

認識および認識の中止

.27 本提案は、カバレッジ期間の開始時に保険契約を当初認識することを要求しています。ただし、不利

な契約の場合は、契約上の義務の発生時に契約が認識されることになります。契約は消滅時に認識が中

止されます。認識の中止が発生するのは、債務が免責、取り消し、または失効となった場合です。また、契

約当事者が契約条件の大幅な変更に同意する場合にも、会計上の消滅となる場合があります。FASB の

契約条件の変更に関して提案されたガイダンスは、現行の保険特有の US GAAP の原則を引き継いでい

ます。

不利な（損失）契約

.28 ビルディング・ブロック・アプローチに従って会計処理される保険契約のポートフォリオは、契約からの

履行キャッシュ・アウトフローが履行キャッシュ・インフローを超過する場合には、カバレッジ期間の開始前に

不利な契約と判断されることになります。62 項で説明されているように、ビルディング・ブロック・アプローチに

おいては、保険契約のポートフォリオはカバレッジ期間中にも不利な契約と判断される場合があります。

.29 69 項にさらなる説明がありますように、保険料配分アプローチに従って会計処理される保険契約のポ

ートフォリオは、カバレッジ期間の開始前またはカバレッジ期間中のいずれかに不利な契約となる場合が

あります。
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.30 不利な契約テストは、事実および状況が保険契約のポートフォリオが不利であることを示している場

合にも適用されます。これがどちらかと言えば漠然としたトリガーであることを考慮すると、FASB による追加

的な適用ガイダンスの提供があれば手助けとなるでしょう。

期待値（平均値）

.31 ビルディング・ブロック・アプローチの正味の負債または正味の資産、および、保険料配分アプローチ

の発生保険金に係る構成要素は、「予想キャッシュ・フロー」を用いて見積る必要があります。この「予想キ

ャッシュ・フロー」という用語は、US GAAP においては「可能性のある将来のキャッシュ・フローの確率加重

平均（すなわち、分布の平均値）」と明示的に定義されています。したがって、見積キャッシュ・フローは概

念上、最も可能性の高い結果ではなく、ほとんど可能性のない好ましい結果と好ましくない結果（「remote

favorable and unfavorable outcomes」）の双方を含むすべての結果を考慮します。IASBのアプローチもこの

平均の概念を用いています。対照的に、保険に関する現行の GAAP は「平均」を要求していません。実務

において、多くの場合、長期および短期契約の負債の見積りは、双方ともに「経営者による最善の見積り」

に基づいて行われており、これは平均の場合もあるしそうでない場合もあります。終身保険などの伝統的な

長期契約について、現行の GAAP には不利な変動に対する安全割増も含まれています。こうした概念は

提案されているビルディング・ブロック・アプローチ・モデルには含まれていません。

PwCの見解：

一部には、備金の見積りにおけるディベロップメントにおいて損害保険の数理人が通常使用する「数

理計算上の中央推定値（「actuarial central estimate」）」は、提案されているアプローチと整合的であ

るとの考えもあります。一方、死亡率や疾病率など、生命保険契約の負債の見積りにおける一部の構

成要素も平均の概念を捉えているとの考えもあります。既存の手法およびシステムによって新たな測

定目的を達成できるのか、あるいは大幅な変更が必要なのかは、現在の計算にどの程度平均の概念

が織り込まれているのかによって異なってきます。

契約の境界線

.32 予測に含まれるべきキャッシュ・フローは、契約の境界線内のキャッシュ・フローのみです。両審議会は、

測定目的のための契約の境界線は、保険者がもはやカバレッジの提供を要求されなくなった時点、または、

既存の契約がもはや保険契約者に実質的な権利をもたらさなくなった時点であるとの結論を下しました。保

険者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、その結果として、そうしたリ

スクを完全に反映する価格を設定できる場合、保険契約者はもはや実質的な権利を有していません。

.33 たとえば、1 年間の保険契約期間末に保険契約者が更新の権利を有している場合があります。ただ

し、保険者が当該保険契約を再び引き受けて保険契約者の現在のリスク特性に基づき保険料を引き上げ

ることができる場合には、当該契約は年間契約とみなされ、更新期間は既存の契約の一部としては取り扱

われません。

.34 あるいは、契約が個人単位ではなく、クラス単位で価格設定され、さらに、その価格設定に将来期間

に関連するリスクが含まれない場合、保険者がそのクラス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、その結果として、そのグループのリスクを完全に反映する価格を設定できる時には、

保険契約者はもはや実質的な権利を有していないとみなされます。
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PwCの見解：

両審議会は、個別の保険契約の再価格設定に関して規制上の制約がある特定の医療保険契約およ

び他の契約に対処するため、保険契約者のクラスに係るリスクの再評価に関連する規定を追加する

予定です。経済的見地から言えば、保険者は、そのグループのリスクを反映するように契約の価格を

再設定することになりますが、規制によって個人契約レベルでの価格の再設定が禁止されている場

合があります。両審議会は、実質的に、この価格再設定は契約の境界線を設定するとの結論を下し

ました。結果として、毎年価格の再設定を行う米国の医療保険契約は引き続き、1年間の契約期間を

有するとみなされ、保険料配分アプローチの対象となります。

特定の個人向け長期疾病保険もまた「クラス」レベルで価格設定される場合がありますが、通常、保険

料は将来の期間に関連するリスクを考慮して設定されています（たとえば、当初の期間の方がリスクが

小さくとも、毎期支払う保険料が定額の場合など）。このため、こうした契約はビルディング・ブロック・ア

プローチ・モデルに従うことになります。

含まれるキャッシュ・フロー

.35 見積キャッシュ・フローは、一般的に 2 つのカテゴリーの仮定またはインプットを必要とします。

• 市場インプット、すなわち市場取引において観察可能、または、市場取引から直接得られるインプット

です。たとえば、上場証券の価格やイールド・カーブなどです。保険者は観察された市場インプットの

代わりとして自己の見積りを使用することはできません。

• 非市場インプット、すなわち市場取引から観察できないインプットです。たとえば、死亡率、疾病率、失

効率、ならびに、保険金請求の頻度および重大性などです。非市場インプットに関しては、業界のデ

ータや企業の過去のデータなど、最も関連性のある企業固有のデータを使用しなければなりません。

.36時には、長期契約のための割引率など、観察可能な市場インプットが利用可能でないことがあります。

このような状況においては、企業は、期間のより短い観察可能な市場のイールド・カーブを考慮して、適切

な割引率を算定するために見積技法を用いることになります。

.37 ビルディング・ブロック・アプローチに含まれるキャッシュ・フローには、保険契約のポートフォリオを履

行する際の契約活動に直接帰属し、かつ、そのポートフォリオに配分可能なすべてのコストが含まれます。

たとえば、保険料、保険金、保険契約者へのその他の支払いまたは保険契約者の代理としてのその他の

支払い（アンバンドリングが要求されないオプションや保証を含む）、現物支給、潜在的な回収（たとえば、

救出財貨や代位弁済）、保険金請求処理費用、保険契約の管理維持費用、配当金給付などです。前述

のとおり、IASBの「履行キャッシュ・フロー」の定義には、直接契約獲得費用が含まれますが、FASBのモデ

ルでは当該費用を別々に会計処理することになります。

PwCの見解：

「直接帰属するコスト」に関する両審議会の議論では、FASBにおいて含めるべきコストの種類をどこで

線引きするのかが明確ではありませんでした。FASBの少なくとも一人のメンバーは、多くの（あるいは

恐らくすべての）間接費を含めることに反対した模様です。IASBのスタッフ・サマリーや以前の公開草

案には、管理職の人件費や建物の減価償却などの履行キャッシュ・フローの具体的な例が示されて

います。加えて、IASBのスタッフ・サマリーには、保証基金賦課金および保険料の税金が履行キャッ

シュ・フローに具体的に含まれている一方で、FASBのサマリーにはそれらが含まれていません。
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.38 区分処理された組込デリバティブは引き続きデリバティブの会計ガイダンスに従って純利益を通じて

公正価値で会計処理されます。ただし、多くの場合、保険契約には、最低投資利回り保証（死亡時に提供

されるものを含む）、最大危険保険料、解約オプション、あるいは保険契約者のカバレッジを縮小または延

長するオプションなど、デリバティブの定義に該当しないその他の組込オプションや保証が含まれていま

す。こうしたオプションや保証に関する予想キャッシュ・フローは、保険契約の測定に含まれることになりま

す。オプションや保証の価値を算定するための観察可能なインプットがある場合には、それらを使用しなけ

ればなりません。予想キャッシュ・フローには、保険契約者が受け取る給付金の金額、時期、または性質を

変更するために保険契約者が行動を起こすことを可能にする特徴など、予想される保険契約者の行動を

反映すべきです。

直接契約獲得費用

.39 FASB のアプローチにおいて、直接契約獲得費用は、契約の当初認識時にマージンを減少させるこ

とになります。この処理には、こうした費用を資産化した場合と同様の効果があります。保険料配分アプロ

ーチでは、適格な直接契約獲得費用は残存カバレッジに関する負債を直接相殺するので、これも資産化

と同様の効果を有しています。

.40 販売、引受、契約開始に関連する直接契約獲得費用のみがキャッシュ・フローに含まれることになり

ますが、これは契約獲得費用に関する現行の US GAAP と概ね整合しています。間接費用は含めることが

認められていません。さらに、これも現行のUS GAAP と整合的に、FASB のモデルには成約に至った労力

に関連するコストの部分のみが含まれます。IASB のアプローチでは、成約に至った労力および成約に至

らなかった労力の両方に関連する直接契約獲得費用が履行キャッシュ・フローに含まれることになります。

現行の US GAAP からの変更点は、直販の広告費用が発生時に費用処理されることです。他のすべての

契約獲得費用は発生時に費用処理されます。

割引率

.41 履行キャッシュ・フローには、保険契約に関する負債の特性を反映する割引率を用いて、貨幣の時

間価値を反映させなければなりません。実務上の便法として、割引の効果が重要でない場合、または、発

生保険金の支払が保険事故の発生日から 1年以内と予想される場合には、企業は発生保険金のポートフ

ォリオの割引を要求されないことになります。

.42 ビルディング・ブロック・アプローチと保険料配分アプローチの両方のキャッシュ・フローに適用される

割引率は、保険者の不履行リスクの影響を除いて、時期、通貨、流動性の観点から保険契約負債のキャッ

シュ・フローの特徴と適合するキャッシュ・フローの特徴を有する商品の観察可能な現在の市場価格と整

合していなければなりません。

.43 キャッシュ・フローが特定の資産の運用成績に依存しない契約については、割引率は、保険契約負

債の裏付けとなる資産の予想利回りに基づくべきではありません。ただし、キャッシュ・フローが完全に、ま

たは、部分的に、特定の資産の運用成績に依存する契約については、保険契約の測定にこうした依存性

を反映すべきです。さらに詳しい解説については、51 項から 52 項を参照ください。

.44 FASB と IASB の当初の提案は、キャッシュ・フローが特定の資産の運用成績に依存しない契約につ

いては、割引率は、本質的には、非流動性に係る適切な調整を加えた後のリスク・フリーの金融商品のイ

ールド・カーブを反映することを要求していました。当初提案で説明されていた割引率は、「ボトム・アップ」

アプローチと呼ばれており、国債のような流動性の高い資産のリスク・フリー・レートから始まり、次に、保険

契約負債の流動性の低い性質を捉えた構成要素を加え戻して、負債の割引率に到達するというアプロー

チでした。
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.45 非流動性調整を算定するための標準化された方法がないことに対する懸念により、両審議会は、割

引率について特定の算出方法を規定しないことを決定しました。両審議会は、「トップ・ダウン」アプローチ

と呼ばれる、両審議会が適切と考える別の方法を導入しました。

割引率 — トップ・ダウン vs. ボトム・アップ

トップ・ダウン

実際または予想参照ポートフォリオ・レート 7.0％

期間のミスマッチ 0.3％

予想信用損失に対する市場リスク・プレミアム -1.0％

予想外の信用損失に対する市場リスク・プレミアム -0.6％

保険契約の割引率 5.7％

2つの方法間の差異の調整は要求されない

ボトム・アップ

保険契約の割引率 5.5％

流動性プレミアム 1.5％

リスク・フリー・レート 4.0％

割引率には自己の債務不履行リスクを含めない

.46 トップ・ダウン・アプローチにおいては、保険者は、実際に保有する資産ポートフォリオ、または、保険

契約負債と類似の特徴を有する参照資産ポートフォリオのいずれかの、現在の市場利回りを反映したイー

ルド・カーブを出発点とします。その資産ポートフォリオは、保険契約負債のポートフォリオの予想キャッシ

ュ・フローの時期と適合していなければなりません（または適合するように調整しなければなりません）。次

に、保険者は、資産のイールド・カーブを保険契約負債に関連しない要因について調整します。たとえば、

出発点として負債性証券のイールド・カーブを選択する場合、そのイールド・カーブを予想信用損失のみ

ならず予想を上回る信用損失が発生するリスクについても調整しなければなりません。

.47 両審議会は、保険者は、保険契約の流動性の特徴とポートフォリオ内の資産の流動性の特徴との間

の残りの差異を調整する必要はないとの結論を下しました。トップ・ダウン・アプローチを選択する保険者は、

流動性、市場センチメント、市場の非効率性など残ったその他の差異を調整する必要はありません。

PwCの見解：

両審議会によるトップ・ダウン・アプローチの容認は、多くの利害関係者から望ましい修正とみなされる

と考えられます。トップ・ダウン・アプローチには、実務において多くの商品の価格設定のベースとなっ

ている資産利回りの一部の構成要素が含まれているので、割引率が価格設定レートに近づく可能性

があります。また、これによって、資産キャッシュ・フローに固有の流動性と負債キャッシュ・フローに固

有の流動性の差異を定量化する試みに関連した困難に対する懸念もある程度は軽減されることにな

ります。
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.48 両審議会は、損益計算書を通じて正味の保険契約負債に係る利息費用を計上するために、負債の

キャッシュ・フローが資産に依存しない場合には、割引率を契約開始時に「ロックイン」すべきであるとの決

定を下しました。ただし、貸借対照表上での表示のために保険契約負債のキャッシュ・フロー部分の現在

価値を測定するためには、現在の割引率が必要となります。したがって、期間中の割引率の変化はOCIを

通じて計上されることになります。

.49 この結論に至る際に、FASB には 3 つの主要な目的がありました。その目的とは、（1）時間とともに解

消されることが予想される割引率の変化によって生じる負債測定の変動が損益計算書に与えるボラティリ

ティを低減する、（2）主たる引受業務の業績が市場金利の変化によって不明確にならないように、主たる

引受業務の業績の透明性を高める、（3）保険契約負債測定と、償却原価測定または OCI を通じた公正価

値測定（売却可能有価証券）のいずれかで計上される関連資産との間の損益計算書上における会計上の

ミスマッチを低減することでした。

PwCの見解：

割引率の変化に関係する保険契約負債の変動をOCIを通じて計上するという要求事項によって、保険

契約負債と関連する資産との間の会計上のミスマッチが完全に解消されるわけではありません。金融商

品の分類および測定のプロジェクトの公開草案は、ほとんどすべての資本性証券と特定の負債性証券

を「純利益を通じた公正価値」に分類することを要求しています。このため、特定の保険契約負債のポ

ートフォリオを割り引く際に使用される市場金利の変化の影響を、OCIではなく純利益を通じて計上す

るオプションを選好する企業もあるかもしれません。FASBは、こうしたオプションの適用範囲を決定する

実現可能性を検討しましたが、最終的にはこうしたオプションを支持しないことを決定しました。

「OCIによる解決」の支持者は、経済的観点からみて、保険契約負債は取引されておらず、時間ととも

に保険契約者との間で決済されることを考慮すると、金利の短期的変化は利益に影響を与えるべき

ではないと説明しています。

損害保険業界では、損益計算書を通じて利息費用を計上するためにロックイン・レートを用いる一方

で、負債の測定に現在の金利を用いるという要求事項は、複雑すぎるとの懸念があります。

.50 割引率の変化による保険契約負債の変動はOCI を通じて計上される一方で、金利に感応するキャッ

シュ・フローの仮定の変化に関連する保険契約負債の変動は純利益を通じて計上されることになります。

金利に敏感なキャッシュ・フローの仮定の例としては、オプションや保証（最低契約者配当利回りなど）、な

らびに、失効や解約に係る仮定があげられます。

資産依存キャッシュ・フロー

.51 保険契約から生じるキャッシュ・フローの金額、時期、または、その不確実性が、完全に、もしくは、部

分的に、特定の資産の運用実績に依存する場合、本提案は、保険者にそれらのキャッシュ・フローをその

依存性を反映した割引率を用いて調整することを要求しています。こうした状況は、変額年金のように保険

契約者の配当利回りが明示的および契約上、資産に連動している場合に生じ得ます。また、企業が契約

者配当利回りに関して裁量権を持つ状況、たとえば、ユニバーサル生命保険契約や据置年金契約などで

も発生する場合があります。

.52変額年金または類似の商品の場合、保険契約者に対する債務の構成要素（すなわち、勘定残高）は、

その債務が契約上連動している基礎となる資産の公正価値（すなわち、特定の資産プールのユニット価格）

に基づきます。負債測定はその資産依存性を反映するという要求事項を充足するため、FASB は、負債の

構成要素である勘定残高は、基礎となる資産の公正価値に基づくべきであり、負債の資産依存部分に係
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るすべての変動は、（OCI を通じてではなく）利益に計上すべきであるとの結論を下しました。変額年金契

約の他の構成要素に関連するキャッシュ・フローは、一般的な割引率のガイダンスに従って割り引かれるこ

とになります。

.53 ユニバーサル生命保険契約、据置定額年金契約、および、これらに類似の契約は、保険者に、保険

契約者の勘定残高に対する配当利回りに関する裁量権を与えている場合があります（すなわち、通常は保

険者が保有する参照投資ポートフォリオに部分的に基づいて、保険者の裁量で保険契約者勘定の配当が

宣言される）。両審議会は、そのような契約について，配当利回りが裁量的であっても、割引率は見積キャ 
ッシュ・フローがこうした資産の利回りの影響を受ける程度を反映すべきであるとの決定を下しました。

.54 割引率に関する「ロックイン」の概念の例外として、裁量権を有する配当商品についての将来配当利

回りに係る予想が変わったことにより、予想配当キャッシュ・フローが変化する場合、保険者は、負債部分

に係る利息費用を計上するために用いる「ロックイン」された割引率を再設定することになります。このアプ

ローチでは、裁量的な配当利回りを変動利回りと類似するものとみなしています。

.55 理論上は、契約の中の資産に依存しない他のキャッシュ・フローは、一般的なモデルを使って割り引

くことになります（すなわち、損益計算書には契約開始時の割引率を使用し、保険契約負債の測定には負

債に係る現在の金利を用いる）。しかし、FASB は、保険者はキャッシュ・フローを 2 つの別々のバケット（資

産依存型と非資産依存型）に分割することを要求されるべきではなく、代わりに、結果が審議会の達成しよ

うとしている割引率の原則と整合的である限りにおいて、混合金利を用いることができるとの結論を下しまし

た。一部の関係者が 2 つの異なるイールド・カーブを 1 つの契約に用いることは運用上困難であり、さらに、

資産の影響を受けるキャッシュ・フローがいつも明確であるとは限らないとのコメントを提出した後で、混合

金利に関する規定が設けられました。たとえば、死亡給付金は、それが勘定残高によって決まる場合には、

部分的な資産依存型となります。他の例としては、年金保険は、支払段階ではなく、積立段階では資産依

存型となる場合があります。

PwCの見解：

資産に依存するキャッシュ・フローと資産に依存しないキャッシュ・フローの双方を有する契約の割引

率の選択に関するガイダンスについて、FASBはさらに明確化する必要があるかもしれません。たとえ

ば、危険保険料、解約手数料、最低死亡保証などの、間接的に資産に依存する、変額年金保険の

他の要素の割引にどのような金利を用いるべきなのかが明確ではありません。

同様に、契約者配当利回りに裁量権のあるユニバーサル生命保険契約および類似の契約につい

て、FASBは「混合金利」の使用を認めていますが、契約者勘定残高以外の契約の要素（ユニバーサ

ル生命保険契約の死亡給付金や年金保険契約の支払段階など）が部分的に資産に依存する状況

において、混合金利をどのように導き出すのかが不明確です。

マージン

.56 FASB は、サービス・マージンに明示的リスク調整を含める IASB のアプローチを否定して、代わりに、

単一マージン・アプローチを採用することを決定しました。FASB のマージン・アプローチにおいて、契約開

始時にビルディング・ブロック・アプローチに従って計算される履行キャッシュ・インフローとキャッシュ・アウ

トフローとの間のプラスの差異は当初のマージン金額として計上され、カバレッジ期間および保険金決済

期間にわたって償却されます。FASB は、このマージンが「リスクに対する利益（profit at risk）」の金額を表

していると考えています。マイナスの金額はすべて即時費用処理されます。
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PwCの見解：

FASBとIASBはともに、保険者の価格設定は、予想キャッシュ・アウトフローに固有の不確実性につい

て保険者を部分的に補償するように設計されていることを認めています。多くの関係者が、特定の一

連のキャッシュ・フローに固有の不確実性の水準を反映するための明示的リスク調整について、その

概念的利点を認識しています。ただし、現在、保険契約負債（または同様の種類の不確実な負債）を

公正価値測定していない米国においては馴染みのない概念です。FASBメンバーの大半を含む多く

の人々が、明示的リスク調整について、広く一般に受け入れられて使用されている調整計算のための

単一の技法がないことを考慮すると、この調整によって保険契約負債測定の信頼性および比較可能

性が低下する恐れがあることについて懸念を表明しています。たとえ特定の方法が使用されても、適

切な信頼水準など、測定の変数の選択は引き続きかなり主観的なものとなります。反対者は、すでに

主観的な見積りに、さらなる複雑性と判断を加えることに異議を唱えています。

米国以外の関係者の多くは、規制上のモデル（提案されている、あるいは、現在制定されているモデ

ル）が既に明示的リスク調整を含んでいるという事実などもあり、明示的リスク調整の考え方にある程

度前向きです。欧州企業は、欧州連合（EU）の2009年ソルベンシーII指令の規制上の枠組みの中

で、リスク・マージンを調整するために資本コスト・アプローチを使用することになります。ただし、IASB

のリスク調整には、ソルベンシーIIに含まれるオペレーショナルリスクおよび投資リスクが含まれないの

で、ソルベンシーIIで用いられる資本の水準は異なることになります。さらに、オーストラリアの損害保

険会社は、財務報告目的で、異なる方法ではありますが、リスク・マージンの見積りを行っています。

.57 FASBは、マージンを、保険者が履行義務を充足する時、すなわち、保険者がリスクに対するエクスポ

ージャーから解放される時に利益として認識すべき「待機する（stand ready）」義務とみなしています。

FASB は、このリスクからの解放がキャッシュ・アウトフローの変動性の減少によって示されると考えています。

このため、FASB のマージンは、保険者のリスクからの解放に基づいて償却されます。解放パターンは将来

に向かって毎期更新されます。FASB はディスカッション・ペーパーとは異なり、マージンについて特定の

解放パターンを規定していません。代わりに、FASB は、償却ガイダンスは原則に基づくべきであるというこ

とを暫定的に決定しました。

.58 ただし、FASB は特定の一般概念を適用すべきであるということに同意しました。たとえば、

• 特定の不確実な将来事象のキャッシュ・フローの変動性が、主にその事象の発生時期に起因する場

合、保険者はその特定の事象の時期の不確実性の低減に基づいてリスクから解放されるとみなすこ

とができます。FASBのスタッフは、特定の種類の伝統的な生命保険契約がこの原則を採用する可能

性があることを示唆しました。

• 特定の不確実な将来事象のキャッシュ・フローの変動性が、主にその事象の頻度と損失額に起因す

る場合、契約のライフ・サイクルを通じて予想キャッシュ・フローに関する情報がより明らかになりキャッ

シュ・フローの変動性が低減されるのに応じて、保険者はリスクから解放されるとみなされます。

.59 FASB は、少なくとも、次のような場合には保険者はパターンを再検討し、評価するべきであるとの結

論を下しました。すなわち、（1）未報告の保険金が発生した時、（2）保険金が報告された時、（3）追加情報

が明らかになった時、（4）契約当事者が決済金額に合意した時点、（5）保険金が支払われた時、です。見

積パターンの変更は将来に向かって反映されます。

.60 IASB のアプローチにおいて、リスク調整は毎期、再測定されます。サービス・マージンは、サービスの

提供に伴って、カバレッジ期間にわたって稼得されます。
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PwCの見解：

FASBのアプローチは、IASBアプローチと次の点において異なっています。すなわち、IASBのアプロ

ーチにおいては、明示的リスク調整額が識別され、リスクが変化するため毎期再測定されます（リスク

の金額または規模は時間とともに増減するため、リスク調整額は増える場合も減る場合もあり得る）。

対照的に、FASBのマージンは契約開始時に固定額で計算され、その固定額の解放のパターンのみ

が時間とともに調整される場合があります。

リスクの解放に基づくマージンの償却を要求するというFASBの決定は、償却パターンを設定するため

に、各保険ポートフォリオのリスクの解放パターンを定量化することを保険者に要求するものです。し

たがって、FASBは、IASBの明示的リスク調整について、リスクの測定に関して客観的で首尾一貫した

アプローチではないとの主張などにより、このリスク調整を否定しましたが、FASBのモデルは、リスクか

らの解放を測定する特定の技法を欠くため、測定における同様の不完全性についてある程度非難さ

れる可能性があります。

.61 保険者は、契約開始時に保険契約ポートフォリオのキャッシュ・フローを割り引くために用いられる金

利と同じ金利に基づいてマージンに係る利息を計上しなければなりません。この金利は事後的に調整され

るべきではありません。

.62 マージンの償却に加えて、FASB のモデルにおいては、保険契約ポートフォリオが不利になった場合

には、保険者はマージンを削減することを要求されています。この場合、追加の負債が認識されるとともに、

それに対応してマージンが相殺されます。一度償却されると、事後的に見積りが好転しても、マージンが

再設定されることはありません。

PwCの見解：

FASBの不利な契約の場合にマージンを相殺するとの決定は、「損失契約（「loss contract」）」と呼ばれ

る契約に関係して、ある一期間に多額の損失を認識した後で、結局はその後の期間に利益を認識する

ことに対する利害関係者の懸念によって促された面があります。FASBのアプローチは、IASBのアプロ

ーチのより軽度なバージョンであり、IASBのアプローチでは、見積将来キャッシュ・フローの増加と減少

の両方に関してマージンが調整され、それによって利益のパターンがより平滑化されることになります。

FASBのアプローチは「崖（cliff）」という結果になる場合があります。たとえば、時間とともに引受マージ

ンの見積りが減少していく契約で、最終的に累積で1ドルの損失ポジションに達する場合、単一期間

にすべてのマージンが控除されることがあります。

保険料配分アプローチ（PAA）

.63 保険料配分アプローチは両審議会により、ビルディング・ブロック・アプローチと比較して幾分簡便化

されたアプローチとして設計されました。このアプローチは、保険金が発生するまで、保険金のキャッシュ・

フローの測定に現在価値を要求しないという点で簡便化されています（ただし、保険契約ポートフォリオが

不利な場合を除く）。残存カバレッジ期間に関係する保険契約負債は（現行のモデルにおける未経過保

険料と同様に）、保険契約のポートフォリオが不利とみなされる場合を除いて、毎期再評価されるのではな

く、実質的に「ロックイン」されます。

.64 FASB は保険料配分アプローチを別個のモデルとみなしており、提案された FASB と IASB の収益認

識モデルの後にこのアプローチを作り上げました。保険料配分アプローチは特定の要件に該当する場合
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に使用が要求されます。こうした特定の要件により、現行の US GAAP において短期契約の要件を満たす

契約の大半がFASBのアプローチに基づく保険料配分アプローチの要件を満たすことになります。保険料

配分アプローチは、次の条件のいずれかに該当する場合に要求されます。

• 契約開始時において、保険金が発生するより前の期間に、正味キャッシュ・フローの見積金額に重大

な変動性がある可能性が低い。

• カバレッジ期間が12か月以内である。

PwCの見解：

FASBとは異なり、IASBは保険料配分アプローチをビルディング・ブロック・アプローチの代用と考えて

います。カバレッジ期間が1年を超える契約であっても、ビルディング・ブロック・アプローチの合理的

な近似である場合には、保険料配分アプローチが（要求されるのではなく）許容されます。

FASBの意図は、実質的に、現行のUS GAAPに従って短期保険契約として現在会計処理している契

約と同じ契約を保険料配分アプローチの対象として保持することであると考えられます。しかし、保険

料配分アプローチ・モデルに該当する契約の種類について異なる見解を持つ審議会メンバーのその

後のコメントは、提案されるガイダンスがさまざまに解釈される可能性があることを示唆しています。た

とえば、大災害に対する2年間の保険は契約開始時に予想キャッシュ・フローに変動性の可能性があ

ると判断されるのかどうかが不明確です。加えて、キャッシュ・フローの重大な変動性テストは名目ベ

ースと割引ベースのどちらで行うのかが不明確です。

.65 短期契約に対して現在用いられている未経過保険料アプローチと同様に、保険料配分アプローチ

は保険カバレッジに関係する保険料をカバレッジ期間にわたって収益として認識します。ただし、現行の

GAAP とは異なり、預り金要素（「見積還付金」と呼ばれている）は、後述の 106 項から 109 項で説明されて

いるように、保険料から除外されることになります。

.66 保険料配分アプローチにおいて、契約上の受け取った保険料、もしくは、未収保険料は、「残存カバ

レッジに関する負債」を相手勘定に計上されることになります。保険料収益（預り金要素控除後）は、カバレ

ッジ期間にわたり、発生保険金および給付金の予想される時期に基づき（FASB）、または、提供されるサ

ービスの移転パターンと整合的な方法（IASB）で認識されることになります。

PwCの見解：

発生保険金および給付金の予想される時期に基づいて保険料収益を認識することは、現在、保険料

収益の認識に定額パターンを適用している一部の企業にとっては収益認識パターンの変更となりま

す。これは、季節性のある損失パターンを伴う商品や、保険期間の後半に、一定限度額を超える保険

金の発生が予想される超過損害額再保険などの商品の収益に影響を与える可能性があります。さら

に、これは引受利益のパターンに対しても関連する影響をもたらし、1年間の保険期間の後半に利益

をシフトさせる可能性があります。

.67 重要な財務要素が存在する場合には、残存カバレッジに関する負債の割引が要求されることになり

ます。しかし、実務上の便法として、保険契約者による保険料の全額（または、ほぼ全額）の支払と保険カ

バレッジを提供する保険者の対応する義務の充足との間の期間が 1年以内になると保険者が契約開始時

に予想する場合には、割引は要求されません。割引率は契約開始時にロックインされ、事後に調整される

ことはありません。
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.68 直接契約獲得費用は、残存カバレッジに関する負債と相殺表示され（独立した資産としては表示さ

れない）、収益の認識と同じパターンを用いてカバレッジ期間にわたって償却されます。

.69 将来の保険金および費用が残存カバレッジに関する負債の帳簿価額（契約獲得費用控除後）を超

過する場合、保険契約のポートフォリオは不利とみなされます。既存の不利な契約の測定は各報告期間

末に更新されます。発生保険金を割り引かないという実務上の便法が選択された契約については、不利

な契約テストは割引前ベースで行われます。事実と状況が契約が不利である「可能性（「might」）を示唆す

る場合に、不利な契約テストが要求されることになります。

PwCの見解：

ポートフォリオを設定する水準が初日の損失の可能性または事後の不利な契約判定に影響を与える

場合があります。両審議会の議論の中で、現行の実務においては、一部の保険者が現行の保険料

不足テスト（premium deficiency test）に用いているグルーピングの水準が、本提案の「ポートフォリオ」

の定義のもとで許容されている水準よりも高い場合があることをスタッフが説明しました。たとえば、一

部の損害保険会社は保険料不足テストを目的としたグルーピングは企業向け保険商品と個人向け商

品とすべきであると考えるかもしれませんが、本提案に従うと、このグルーピングでは商品をさらにリス

クおよびプライシングによって細分化させる必要があります。

.70 保険金（預り金要素控除後）は、発生時に認識されることになります。発生損失は、ビルディング・ブロ

ック・アプローチ、すなわち、割引予想キャッシュ・フローの見積りの平均を用いて測定されます。保険金の

うち保険事故発生に対して 12 か月以内に支払われると予想される保険金またはその一部分については

割り引かないという実務上の便法が利用可能です。発生保険金について、契約開始時の割引率が損益計

算書上の保険金および利息費用の測定のために用いられます。ただし、ビルディング・ブロック・アプロー

チと整合的に、発生保険金負債の測定には現在の金利が用いられます。負債の測定におけるこの 2 つの

金利の間の差異はその他の包括利益に計上されます。

PwCの見解：

一般的に、米国の損害保険業界は提案されている保険料配分アプローチ・モデルに前向きではあり

ません。同業界は割引前の負債を帳簿価額とすることが賢明であると信じているため、このモデルが

現行のUS GAAPからの改善であるとは考えていません。また、一部の損害保険会社は、固定ではな

い、もしくは、信頼性をもって算定できないキャッシュ・フローの割引に関わる主観性に対する懸念も

表明しています。

FASBのモデルは明示的なリスク調整を含んでいませんが、割引を要求しています。保険料配分アプ

ローチは、カバレッジ期間と決済期間ではなく、カバレッジ期間にわたる収益の認識も要求していま

す。この予想利益の認識パターンは、リスクからの解放に基づきカバレッジ期間と決済期間にわたっ

てマージンを認識するビルディング・ブロック・アプローチと整合的ではありません。一般的に決済期

間が終わるまである程度の不確実性が残っていますが、収益認識において保険料配分アプローチ

は、契約マージン全体を実質的にカバレッジ期間にわたり認識するという結果になります。現行のUS

GAAPと比較したFASBのアプローチの潜在的影響は、割引後の保険金負債に対して利息費用が計

上されるため、利益がカバレッジ期間に前倒しで認識され、将来の期間において減少することです。



National Professional Services Group | CFOdirect Network – www.cfodirect.pwc.com Dataline

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。

19

その他のトピック

再保険

リスクの移転

.71 範囲のセクションで論じられているように、FASB はリスク移転モデルに対して幾つかの重要な変更を

提案する予定です。本提案は、保険事故が起こらなかった場合に支払われる給付と比較して、保険事故

が保険者に重要な追加給付をさせるかどうかに焦点を当てることになります。これは、給付支払と受取保険

料の比較に基づいて定量化された重大な損失の合理的な可能性に焦点を当てている現行のUS GAAPと

は異なっています。本提案においては、保険事故の可能性が極めて低い、あるいは、保険契約の契約上

のすべてのキャッシュ・フローの予想現在価値と比較して不確かなキャッシュ・フローの予想現在価値が小

さい場合でも、リスク移転テストが充足される場合があります。

PwCの見解：

負債の割引が要求され、（「表示」のセクションで説明しているように）預り金要素は収益または費用とし

て表示されず、出再保険料は元受保険料と相殺されないことを考慮すると、簡便的なリスク移転テスト

で再保険取引の実質を十分に把握できるようにみえます。しかし、FASBが米国の保険GAAPおよび現

行の再保険契約会計に対して特定の項目を対象にした変更のみを行うことを最終的に決定する場合

には、こうした規定とより制限的ではないリスク移転要件の相互作用を考慮する必要性があります。

.72 両審議会は、正味キャッシュ・アウトフローの現在価値が保険料の現在価値を超える可能性があるこ

とに商業的実質を有するシナリオが存在しない場合には、契約は重要な保険リスクを移転しないという追

加規定を加えることに合意しました。本提案は少なくとも 1 つの損失シナリオを要求することになりますが、

両審議会は、実質的に保険リスクのすべてが出再者から再保険者に移転する場合には、「少なくとも 1 つ

の損失シナリオ」という要求事項は再保険取引には適用されないとの追加規定を加えることになります。こ

れは、現行のUS GAAP において、通常、「ステッピング・イン・ザ・シューズ（stepping in the shoes）」例外と

呼ばれています。

PwCの見解：

保険者は、重要な損失の合理的な可能性ではなく、（可能性がほとんどない（「remote」）かもしれな

い）1つのシナリオにおいて重要な損失を被る恐れがあることを証明すればよいだけなので、より多く

の契約がリスク移転テストを通過することが予想されます。この提案ではリスク移転に要求される閾値

（「threshold」）が低いことを考慮すると、一部の人々は、なぜスッテッピング・イン・ザ・シューズの例外

が必要なのかとの疑問を抱くかもしれません。加えて、この例外によって、保険損失の可能性がまっ

たくない再保険契約を再保険に分類する場合が生じ得ることになるので、これは提案されている基準

の目的に反していようにみえます。

出再者側の会計処理

.73 再保険カバレッジが基礎となる出再した保険契約ポートフォリオの累計損失に基づいている場合、再

保険カバレッジ期間の開始時に出再保険契約資産が認識されることになります。今後 1 年間で引き受けら

れる元受保険契約に対する再保険契約については、出再者は元受契約より前に再保険契約を計上しま

す。比例再保険については、出再者は対象となる元受保険契約が計上されるのと同時に再保険契約を計

上することになります。
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.74 たとえば、暦年 1 年間に引き受けることが予想される特定の元受保険契約に対してカバレッジを提供

する、1 月 1 日から有効となる超過損害再保険契約（すなわち、「リスク・アタッチ」契約）は、1 月 1 日に認

識しなければなりません。これがビルディング・ブロック・アプローチ契約の場合、出再者は、1 月 1 日時点

で再保険契約に基づくすべての予想キャッシュ・フローを見積り、同じ日にマージンを計算する必要があり

ます。超過損害額再保険に保険料配分アプローチが適用される場合、1月 1日時点で将来のすべての出

再保険料を見積り、未払保険料として計上し、それに対応する残存カバレッジに関係する前払資産を計上

する必要があります。

PwCの見解：

リスク・アタッチ・ベースで引き受けられる比例再保険については、出再者は、再保険契約に付随する新

たな保険契約として別個のビルディング・ブロック・アプローチにおけるマージンを見積る必要がありま

す。総補填限度額が設定されている再保険については、本提案は、出再者に再保険カバレッジの開始

日に再保険契約を計上することを要求しています。これは、ビルディング・ブロック・アプローチに基づい

たマージンを計算するために、基礎となる事業の予想されるボリュームを予測することになります。保険料

配分アプローチにおいては、出再者は再保険契約の開始時に残存カバレッジに関する資産を計上し、

資産の償却パターンを決定するために保険金の予想される金額と時期を予測する必要があります。

.75 FASB は、出再者が基礎となる元受保険契約の会計処理に用いられたものと同じアプローチを用い

て再保険契約を会計処理することを決定しました（たとえば、出再者が保険料配分アプローチを用いて元

受保険契約を会計処理しているのであれば、再保険契約も保険料配分アプローチに基づいて会計処理

されることになります）。IASB は、元受保険契約の分類を用いることをデフォルトとするのではなく、分類要

件の適用を要求することになります（つまり、保険料配分アプローチを用いるのは、ビルディング・ブロック・

アプローチの近似となる場合のみとなります）。

.76 ビルディング・ブロック・アプローチに基づいて会計処理される契約に関しては、出再者は再保険の

履行キャッシュ・フローを、出再者が元受保険契約の履行キャッシュ・フローを算定するのと同じ方法で見

積ることになります。元受保険契約の会計処理と整合的に、出再保険契約に係るマージンは再保険契約

に基づいたキャッシュ・インフローとキャッシュ・アウトフローの差異として計算されることになります。ビルデ

ィング・ブロック・アプローチに基づくマージンの認識は、そのマージンがプラスなのかマイナスなのか、ま

た、再保険契約が提供するカバレッジが、対象となる元受契約に関係する過去の事象あるいは将来の事

象に対するものなのかによって異なってきます。

.77 再保険契約が将来の事象を対象としている場合で、予想キャッシュ・フローの現在価値がプラスまた

はマイナスのいずれかであれば、出再者はビルディング・ブロック・アプローチに基づいてマージンを認識

し、そのマージンをカバレッジ期間および決済期間にわたって稼得（または費用化）することになります。マ

イナスのマージンは、その額が実質的には前払再保険料であるため、即時費用処理されるのではなく、時

間とともに費用化されることになります。

.78 再保険契約が過去の事象を対象として、キャッシュ・フローの現在価値がプラスの場合には、マージ

ンが設定されて残存決済期間にわたって償却されることになります。ただし、キャッシュ・フローの現在価値

がマイナスの場合には、出再者は損失を即時認識することになります。

.79 保険料配分アプローチにおいては、出再者は、元受保険契約の残存カバレッジに関する負債を算定し

たのと同様の方法で、残存カバレッジに関する資産を計上することになります。つまり、出再者は、契約上の保

険料の受取・支払を、残存カバレッジに関する資産に対する仕訳で計上することになります。再保険が将来の

事象に対するカバレッジを提供する場合には、残存カバレッジに関する資産（預り金要素控除後）は、発生保
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険金および給付金の予想される時期に基づいてカバレッジ期間にわたって認識されることになります。

.80 再保険契約が対象となる元受契約に関連する過去の事象を対象としており、その支払金額が割引

後のカバレッジされた保険金よりも少ない場合には、その超過分は繰り延べられ、残存する決済期間にわ

たって稼得されることになります。ただし、支払額が割引後のカバレッジされた保険金を超える場合には、

この超過分は即時費用処理されることになります。これは、過去の事象に対するビルディング・ブロック・ア

プローチを適用した再保険のマイナスのマージンに対して用いられるアプローチと整合しています。

PwCの見解：

両審議会は、実質的に、現行のUS GAAPの「遡及会計」の特定の要素を維持しました。具体的には、

遡及再保険契約において、キャッシュ・フローの現在価値がマイナスの場合には、初日の損失が認識

されることになります。両審議会の決定は、本提案における保険の定義に整合しないようにみえます。

本提案は、過去の事象に対するものであるが、その財務的影響が依然不明確であるもの（つまり、保

険リスクが存在するもの）を保険として認めています。一部には、契約が過去の事象または将来の事

象に関連する不確実性に対するものであるかにかかわらず、すべての契約を同じ方法で取り扱うのが

より適切であるとの意見もあります。いかなる再保険契約においても、不確実な事象が補填される損

失の将来の最終的コストです。

.81 保険金または給付金を条件とする契約上の特徴（損失感応性と呼ばれている）から生じるキャッシュ・フロ

ーは、契約において金額がどのように特徴付けられているかに関係なく（たとえば、保険料調整、条件付手数

料、または、実績による修正）、保険金および給付金のキャッシュ・フローに含められます。現行のUS GAAPに

おいては、これらのキャッシュ・フローの報告は、その特徴が契約においてどのように規定されているのかによ

って決定される傾向にあります（たとえば、契約において保険料調整と特徴付けられている場合には、一般的

に既経過保険料を通じて計上されます）。出再者に支払われる損失感応的でない出再手数料は、出再者によ

って支払われる保険料の控除として取り扱われることになります。現行の US GAAP においては、契約獲得費

用の回収を表す出再手数料は資産化された契約獲得費用の控除として取り扱われています。

.82 FASB の提案においては、再保険者の不履行に関係する再保険資産の回収可能性を評価する際に、

出再者は金融商品の減損モデル（「予想」損失モデル）を適用することになります。最新の情報によって、

出再者が契約条件に基づいた金額を回収できない可能性が示されている場合には、保険モデルに従っ

て係争から生じる予想損失が計上されることになります。IASBの提案においては、不履行リスクと係争の双

方に対して、保険契約の「予想価値」アプローチが用いられることになります。

PwCの見解：

一部の人々は、保険契約モデルとFASBの減損モデルは双方ともに「予想」キャッシュ・フローに関係

しているので、資産回収可能性の測定はどちらに従っても同じであることを示唆してきました。ただし、

減損モデルが予想損失を算定するために特定の方法を規定していないことを考慮すると、これが実

際に正しいのかどうかは依然不明です。対照的に、提案されている保険基準に従った予想キャッシ

ュ・フローの算定には、再保険契約に関する負債の特徴を反映した割引率を用いた割引キャッシュ・

フロー・モデルが要求されています。

再保険者側の会計処理

.83 再保険者は、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・アプローチまたは保険料配分アプローチに基づいて会計処理するのかを評価しなければなりません。
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この評価は独立に行われることから、出再者が同じ契約に対して用いるモデルとは、おそらくは別のモデ

ルになると考えられます。

.84 認識の時期に関しては、再保険者は再保険取引を再保険カバレッジの開始日（または、不利な場合

は、それより前に）に計上することになり、リスク・アッタッチ契約においては、出再者がまだ引き受けていな

い契約に係るキャッシュ・フローを見積ることになります。

PwCの見解：

FASBとIASBは、引き受けた再保険取引は元受保険契約と同等であるという理論に基づき、再保険に

関する議論について、引き受けた再保険取引ではなく、出再された再保険取引に焦点を当ててきま

した。このため、損失感応的でない出再手数料を保険料調整として、損失感応的支払を保険金に対

する調整として分類するという両審議会の決定は、明らかに出再取引に関連するものでした。ただし、

この概念は引き受けた再保険契約にも同様に適用可能と考えられます。公表される公開草案によっ

てこの論点が明確になるかもしれません。両審議会の見解が引き受けた再保険取引にも同様に適用

される場合には、再保険者にとって損益計算書上の分類および関連する比率の変更となります。

企業結合

.85 企業結合ガイダンスが要求するとおり、保険者は取得日に引き受けた保険契約負債と取得した保険

資産の公正価値を測定することになります。FASB の提案において、この保険ガイダンスに従って測定され

る残高を上回る公正価値の超過部分はマージンとして計上されることになります。取得日後の会計処理は

保険契約モデルに従うことになります。

.86 引き受けた保険契約負債と保険資産の公正価値が保険契約の測定額を下回るという一般的ではな

い状況において、FASB はその差異を純利益に即時損失計上することを要求する一方で、IASB はのれん

の調整としています。

.87 提案されている基準と整合的に、取得日の割引率が、損益計算書において取得した保険債務の利

息費用を計上する際のロックイン・レートとなります。

PwCの見解：

取得した事業の価値に対して個別の資産を認識、あるいは、米国においては公正価値と簿価の差異

について「その他の負債」を認識する現行の実務は除かれることになります。

企業結合において即時損失を計上するというFASBの提案は、独立第三者間の取引は一般的に即時

損失という結果にはならないことを認める他のGAAPに反しているようにみえます。利害関係者は、

IASBのアプローチの方が好ましいと考えることが予想されます。

有配当契約

.88 米国内では、一般的に有配当契約と呼ばれる契約は相互保険会社によって発行されています。こう

した契約は、現在および将来の保険契約者に対して配当を支払うことを保険者に要求する場合があります。

FASB は、相互保険会社は、一般的に、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

のいずれかを用いて、保険契約者に対して負う金額を計算することになるとの結論を下しました。
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.89 FASBは、その企業が継続企業であることを前提に、負債は保険契約者に支払われることが予想され

る金額のみを反映すべきであるとの決定を下しました。継続企業として、相互保険会社は、資本の増加、

発生していないが予算に計上されている費用、ならびに、不測のリスクのため、最低資本金規制を満たす

べく恒久的資本を維持する必要があります。予想将来配当の現在価値は、相互保険会社が保持すると予

想する剰余額を考慮した後で、相互保険会社が保険契約者に支払うことが予想される金額に等しくなけれ

ばなりません。

PwCの見解：

FASBは、相互保険会社のすべての剰余金を保険契約者に対する負債に含めるとの代替的見解を

否定しました。この見解は、相互保険会社の存続期間にわたって最終的にはすべての剰余金が既存

および将来の保険契約者に支払われる必要がある場合には、それは債務であるとの理論に基づいて

当初検討されました。この見解に基づくと、相互保険会社は自己資本／剰余金をまったく保有しない

ことになります。

.90 FASB は、たとえば、資産のリターンの特定の割合への参加を提供する契約など、保険契約者へ支

払う金額に関する裁量を持たないその他の種類の有配当契約について検討を行いました。FASBは、その

ような債務は関連する資産と同様の方法で測定されるべきであり、測定の変化は当該資産と同じ計算書

（すなわち、純利益またはその他の包括利益）に表示されるべきであるとの結論を下しました。これは、「ミラ

ーリング」と呼ばれています。IASBも同様の結論に達しましたが、IASBは割合への参加についての厳格な

契約上の連動なしに保険者が割合への参加を提供する実務がある契約に対しても、この考え方を拡大す

ることになります。

PwCの見解：

米国以外では、保険者が、運用実績が保険者の特定の資産および負債の運用結果にすべてもしく

は部分的に依存している有配当契約を引き受けることが一般的です。

FASBも、契約上の連動を有する契約に対してミラーリング・アプローチを承認しましたが、PwCは、米

国で引き受けられる保険の種類を考慮すると、米国においてこのアプローチが適用されるのは稀であ

ろうと考えています。米国においてミラーリング・アプローチが適切であるかもしれない1つの例は、特

定の団体年金商品です。

特別勘定および分離勘定

.91 特別勘定（変額保険と呼ばれることもある）は、給付金の一部またはすべてが保険者の保有している

内部または外部の投資ファンドのユニット価格によって決まる勘定です。現行のUS GAAP において、4 つ

の特定の要件を満たす特別勘定商品には、特別な貸借対照表および損益計算書上での表示ならびに会

計上の測定が許容されています。

.92 FASB は、他の法域で発行される特定の種類の契約も「直接実績連動型保険契約」としての会計処理

に適格となるように、当該契約に適格となる取引の種類を拡大することを提案しました。FASB は、現行の

GAAPにおける、特別勘定が法的に認識され、保険者の一般勘定負債から法的に分離しているという2つの

要件を取り除くことになります。2 つの特定の要件を満たす契約は、「分離勘定」と呼ばれることになります。

.93 FASB は、特定の要件を満たす契約（「直接実績連動型保険契約」と呼ぶこととする）に関係する資産

を純利益を通じて公正価値で測定する現行のUS GAAP の要求事項を維持することを決定しました。
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.94 現行のUS GAAPから引き継がれるもう1つの規定は、保険契約者の代理として特別勘定が保有する

投資の支配持分は連結の対象とはならないというものです。ただし、FASB は「シード・マネー」の会計処理

を変更して、こうした資産も純利益を通じて公正価値測定することを決定しました。

.95 分離勘定負債の勘定残高要素は、基礎となる資産の公正価値に基づくことになり、負債のうち当該

資産に依存する部分の変動は純利益（OCI を通じてではなく）に計上されることになります。最低死亡給付

金や配当利回り保証など、契約の他の構成要素に係るキャッシュ・フローは一般的なビルディング・ブロッ

ク・アプローチのガイダンスに従って測定されることになります。

.96 FASBは、特別勘定（および分離勘定）の資産と負債の貸借対照表上での独立表示を要求しないこと

を決定しました。FASB は、保険者は特別勘定資産について貸借対照表上で該当する投資カテゴリー内

の他の資産と合わせて表示することができ、特別勘定負債についても他の保険契約負債と合わせて表示

できることを提案することになります。ただし、保険者は特別勘定の資産と負債の金額を開示する必要があ

ります。

.97現行実務への変更として、資産から生み出される投資利益および保険契約者に付与される利回りは、

損益計算書上でそれぞれ投資利益および投資費用として表示することが要求されることになります。現行

実務では損益計算書で金額が相殺されています。この収益および費用は、当該契約から生み出される他

の収益および費用とともに、他の類似の収益項目および費用項目と合算されるか、あるいは、独立して表

示されることになります。直接実績連動型の投資利益および関連する保険契約者に対する費用について

開示が要求されます。

外国為替取引

.98 FASB と IASB は双方とも、外国為替のガイダンスを適用する際には、保険者が外貨建で実行された

保険契約を貨幣性項目として扱うことを提案しています。この要求事項はマージンを含むすべての保険契

約キャッシュ・フローと残高に適用されます。

PwCの見解：

未経過保険料収益および繰延契約獲得費用などの項目は、一般的に非貨幣性とみなされますが、

両審議会は複雑性を低減するため、より実務的なアプローチを決定しました。現行のGAAPは、損害

保険会社の未経過保険料および繰延契約獲得費用を非貨幣性項目として取り扱っています。すべ

ての残高を貨幣性に分類することによって、こうした項目に対し、貨幣性項目に分類される金融資産

に投資している場合に現在生じている会計上のミスマッチが解消されることになります。また、この取

扱いは、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される証券に係る為替差額を純利益を通じて計

上することになる金融商品の公開草案ともより整合的です。
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表示

貸借対照表上の表示

財政状態計算書

資産 負債および資本

現金 保険契約負債（BBA）

投資 マージン（BBA）*

保険契約資産（BBA） 残存カバレッジに関する負債（PAA）*

未収保険料（PAA） 発生保険金に関する負債（PAA）

再保険契約資産（BBA） その他の負債

再保険契約資産（PAA） 負債合計

その他の資産 その他の包括利益累計額

資本および利益剰余金

資産合計 負債および資本の合計

*資産化された直接契約獲得費用はこの負債と相殺されている

.99 保険者は、資産残高になっているポートフォリオを負債残高になっているポートフォリオと合算すべき

ではありません。加えて、保険料配分アプローチを適用しているポートフォリオに関わる残高は、ビルディ

ング・ブロック・アプローチを適用しているポートフォリオとは区別して表示しなければなりません。

.100 ビルディング・ブロック・アプローチにおいて、保険者は貸借対象上において保険契約負債（または、

保険契約資産）をマージンと区別して表示することが求められます。

.101 保険料配分アプローチにおいて、残存カバレッジに関する負債は発生保険に関わる負債と区別して

表示することが求められます。さらに、保険者は未収保険料の総額（予想される失効を考慮しない契約上

の保険料の総額ベース）を貸借対照表上に表示することになります。

PwCの見解：

分割ベースで支払期限が到来する契約上の保険料のすべてを対応する残存カバレッジに関する負

債とともに貸借対照表上で総額表示することは、短期契約モデルに基づいて期限が到来した時に保

険料を計上している一部の企業にとって実務の変更となります。医療保険や労働者補償のように、毎

期の従業員データに基づく保険料については見積りが要求されることになります。

支払期限の到来したすべての契約上の保険料を対応する残存カバレッジに関する負債とともに計上

するという要求事項と収益認識の要求事項が相互にどのように関係するのかは不明確です。

.102 保険者は、出再保険取引に関する再保険資産または再保険負債を基礎となる元受保険取引から区

分して表示するとともに、それらをビルディング・ブロック・アプローチと保険料配分アプローチに区別する

ことも求められようになります。
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PwCの見解：

IASBの提案においては、保険契約資産と保険契約負債をそれぞれ1つの表示科目とし、ビルディン

グ・ブロック・アプローチと保険料配分アプローチの間で区別しないので、貸借対照表上の表示科目

の数がより少なくなります。保険料配分アプローチにおいて、IASBは、契約上の保険料に対する権利

を、未収保険料としてではなく、負債と相殺した金額で表示することを要求することになります。

一部の人々は、企業が双方のモデルに従った保険商品および非保険事業も保有している場合など

に、FASBの提案は詳細すぎて、貸借対照表を雑然とさせる恐れがあると考えています。FASBの提案

は、IASBの提案と近い水準の表示を要求することによって単純化できると考えられます。FASBの提

案は、契約ポートフォリオからの保険契約キャッシュ・フローが資産残高である場合に、貸借対照表に

おいて資産残高および、それとは独立して、マージン負債が表示されるという点において、幾分普通

ではないといえます。

包括利益計算書の表示

包括利益計算書

保険契約収益（BBA）

保険契約収益（PAA）

発生保険金／給付金（BBA）

発生保険金／給付金（PAA）

出再保険料（費用）（BBA）

出再保険料（費用）（PAA）

見積将来保険金／給付金の変動額

契約獲得費用の償却

引受マージン

その他の費用

投資利益

利息費用（割引の割戻しを含む）

法人所得税

純利益

その他の包括利益（金利の変動を含む）

包括利益合計

.103 包括利益計算書上において、ビルディング・ブロック・アプローチと保険料配分アプローチに基づい

た保険契約収益および発生給付金／保険金を区分して表示することが要求されます。出再保険の金額は

元受事業および再保険事業と区分して表示しなければなりません。預り金要素（「見積還付金」と呼ばれ、

106項から 109 項で説明されている）は損益計算書上の収益および事後の発生保険金から除外されること

になります。
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ビルディング・ブロック・アプローチ（BBA）

.104 FASBの提案は、保険者に、包括利益計算書における保険契約収益、保険金、給付金、契約獲得費

用の償却、見積額の変動、グロスベースの引受マージンの表示を要求することになります。保険者は、既

経過保険料（現在「保険契約収益」と呼ばれている）を、「既経過保険料アプローチ」を用いて認識すること

になります。このアプローチでは、その期間に提供されたカバレッジおよびその他のサービスの価値に比

例して保険契約収益が稼得されることになります。ある期間の保険契約収益は、予想保険金および予想

給付金、予想費用、契約獲得費用の配分、マージンの解放の合計額として導き出されます。

PwCの見解：

保険者を分析および理解するためには取引量の情報が重要であるという財務諸表の作成者および

利用者が表明した懸念に対応して、FASBは既経過保険料アプローチを採用しました。しかし、既経

過保険料アプローチは、支払期限到来保険料アプローチを用いる現行US GAAPの保険会計からの

著しい変更となります。トップ・ラインの収益を導き出すためのフォーミュラ重視のアプローチは財務諸

表の利用者に説明するのが非常に難しいことも明らかになりました。両審議会は伝統的な収益および

費用の表示に従うアプローチへの到達を試みましたが、このアプローチが、本質的に貸借対照表を

重視するモデルと整合するかどうかには疑問の余地があります。

保険料配分アプローチ（PAA）

.105 FASBの提案は、保険者に、包括利益計算書における保険契約収益、発生保険金、給付金、契約獲

得費用の償却（または、任意選択による即時費用処理）、見積りの変動、グロスベースの引受マージンの

表示を要求することになります。収益は、発生保険金および給付金の予想される時期に基づいてカバレッ

ジ期間にわたって認識されることになります。保険料配分アプローチでは収益が直接計算されることを考

慮すると、フォーミュラによって導かれる「既経過保険料アプローチ」は、保険料配分アプローチには適用

されません。

預り金要素（見積還付金）

.106 前述のとおり、投資／預り金の構成要素が、保険の基準を適用せず区分して個別の測定を要求する

アンバンドリングの要件を満たさない場合でも、包括利益計算書において見積還付金（以下、「預り金要素」

と呼ぶ）は保険料、事後的には給付金および保険金から除外されることになります。

.107 預り金要素は、保険事故の発生いかんにかかわらず保険契約者または受益者に対して支払う義務

を負っていると保険者が見積るキャッシュ・フローを表します。預り金要素は保険モデルに従って測定され、

残りの保険負債または資産とともに表示されますが、損益計算書に表示される収益および保険金からは除

外されることになります。

.108 保険または再保険契約の預り金要素の例としては、明示的な勘定残高、解約返戻金、期間確定年

金、経験勘定、無事故ボーナスなどが挙げられます。このような預り金要素は、生命保険、年金保険、損害

保険の契約に存在する場合があります。

.109 各報告日時点で、こうしたキャッシュ・フローは保険契約負債の測定に用いられる現在の仮定に基づ

いて再見積りされ、保険契約収益への影響があれば、保険者が見積る将来の期間に提供するカバレッジ

の価値（およびその他のサービス）に比例してそうした将来の期間に配分されることになります。
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PwCの見解：

多くの保険者にとって、提案されている包括利益計算書は、彼らが現在業績を表示している方法と大

きく異なっています。経営者、アナリストおよび投資家は、こうした新しい表示形式および既経過保険

料アプローチの報告収益への影響を理解する必要があります。

「貸借対照表上の表示」でのコメントと同様に、一部の人々は、FASBの提案は詳細すぎて、損益計算

書を雑然とさせる恐れがあるとも考えています。IASBの包括利益計算書については、これもより簡素化

されたものとなり、IAS第1号「財務諸表の表示」の表示に関する一般的ガイダンスに従うことになります。

.110 保険契約負債について計上される利息は、グロスベースの引受マージンに含まれないことになります

が、代わりに、投資利益の次に利息費用として表示されることになります。

開示

.111 保険者は、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、不確実性に関する定性

的および定量的情報を開示することが要求されることになります。開示には、保険契約残高の調整表、所

定の期間別のキャッシュ・フロー満期分析表、インプット、方法および判断についての説明、保険契約から

生じる保険および他のリスクの性質および程度などが含まれます。FASB と IASB の開示要求については、

多くが整合していますが、一部に違いもあります。以下の説明は FASB の開示に焦点を合わせています。

.112 FASBの提案において、他に規定がない限り、一般的なGAAPの開示目的が適用されます。たとえば、

ビルディング・ブロック・アプローチに基づく保険契約負債（または、資産）およびマージン、保険料配分ア

プローチに基づく発生保険金負債、および未収再保険金残高について、報告セグメントよりも合算しない

水準での調整表が要求されます。

PwCの見解：

一般的なGAAPの開示目的を満たすために必要な細分化の水準は判断の問題となります。財務諸表

の作成者は過度な情報提供、または、異なる特徴を持つ項目の集約を避けるために適正なバランス

を見いだす必要があります。

.113 FASB は、保険契約負債（または資産）の調整表に含めるべき個別の表示科目を規定しないことを決

定しました。むしろ、保険者は、新たな事業、キャッシュ・フロー、仮定の変更、契約の認識の中止、および

貨幣の時間価値の影響を理解するために十分な詳細さを提供するような表示項目を含める必要がありま

す。残高の変更における重要な要因は開示する必要があります。

.114 マージン調整表には、期間中に解放されたマージン、未払契約獲得費用に帰属する残高、不利な

契約の認識による相殺、およびマージンに内包される資産化された契約獲得費用の金額とともに、予想契

約獲得費用に関係する金額を別個に開示する形での新規マージンについて理解するために十分な詳細

さを提供する表示科目を含めるべきです。

.115 保険契約負債（または、資産）、発生保険金に関する負債、未収再保険金について、保険者は所定

の期間別にグループ化した将来の履行キャッシュ・フロー表を開示する必要があります。期間ごとに、対応

する契約開始時の加重平均割引率および現在の加重平均割引率も開示が要求されることになります。負

債の調整表と同様に、報告セグメントよりも大きな水準での集約は認められず、ビルディング・ブロック・ア

プローチと保険料配分アプローチに分解する必要があります。
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.116 保険者は、予想キャッシュ・フローへのインプットを決定するために使用した方法およびのプロセスを

開示しなければなりません。保険者は、主要なインプットの性質を開示し、実務上可能な場合には、それら

のインプットに関する定量的情報も提供しなければなりません。

PwCの見解：

保険者の重要な仮定（および潜在的に加重平均）の定量化されたレンジを開示することによって、財

務諸表の利用者に対する透明性が高まり、利用者は保険者が選択した仮定と自己の仮定とを比較す

ることが可能になると考えられます。これは、保険者の仮定が時間とともにどのように変化したのかに

関するより詳細な情報を利用者に提供することにもなり、変化する市場の力学に対して保険者がいか

に迅速に対応しているかを示す指標となる可能性があります。

.117保険者は、保険契約から生じるリスクの性質および程度、さらに、そうしたリスクを管理する目的、方針、

およびプロセスに関する情報を開示することも要求されることになります。これらの開示には、合理的に可

能なリスク変数の変化によって生じていたかもしれない利益および株主資本への重要な影響を示す感応

度分析も含まれます。さらに、保険者は事故発生年度別に実際の保険金と従前の予想割引前保険金額と

の比較を最長で 10 年間分示さなければなりません。

.118 保険者は、金利、信用、市場リスクなど保険契約に固有のその他のリスクについて、感応度分析を含

む定性的および定量的な開示も行う必要があります。

PwCの見解：

提案されている開示要求事項は、現在要求されているものよりも詳細であり、保険者のシステム要件

に重大な影響を及ぼす可能性があります。システムは保険残高および再保険残高の変動に係る調整

表を表示するのに十分な情報を収集および作成する必要があります。

.119 保険者は保険料に関係するさまざまな情報を開示する必要があります。ビルディング・ブロック・アプ

ローチにおいては、保険者は、預り金要素を除いて、未経過受取保険料の残高の開示を要求されます。

保険者は、預り金要素を表す保険契約残高部分を、ビルディング・ブロック・アプローチと保険料配分アプ

ローチに分解して開示する必要もあります。ビルディング・ブロック・アプローチの契約および保険料配分

アプローチの契約の双方の預り金要素に関する要求払いの金額も開示が要求されます。これらとは別に、

保険者は、期間中に受け取った保険料のうち預り金要素に配分された金額に加え、期間中に支払ったキ

ャッシュ・フローのうち預り金要素に関連する部分を、ビルディング・ブロック・アプローチと保険料配分アプ

ローチに分解して開示することを要求されます。

.120 本提案は規制順守に関係する現行の開示要求事項の多くも引き継ぐことになります。たとえば、保険

者は、規制上の要求を満たすために必要な最低資本の金額に加えて、規制目的上の自己資本の金額を

開示する必要があります。保険者は、配当または元本、および借入金または手形の利息を支払う能力に

対する規制上の制限があればそれを開示し、保険者が認められた規制上の会計実務を使用しなかったた

めに規制上の事象が発生したかどうかについても開示する必要があります。

.121 期中報告期間については、保険者は保険契約負債（または資産）と発生保険金に関する負債の調

整表のみの開示が要求されることになります。
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経過措置および発効日

.122 本提案はすべての過去の期間に対する遡及適用を要求することになります。保険者は、移行日時点

の最新の見積りを使用して、履行キャッシュ・フローの現在価値を測定しなければなりません。

.123 遡及アプローチの適用によって、あたかも新たな会計モデルが保険契約開始日（または、企業結合

日）から存在していたかのように過去の期間を修正再表示する必要があります。このため、通常は、契約の

開始時に予想給付金／保険金のキャッシュ・アウトフローの現在価値と予想保険料のキャッシュ・インフロ

ーの現在価値を比較することによって算定されるマージンを、ポートフォリオごとに見積る必要があります。

.124 本提案を過去の全期間に遡及適用することによる累積的影響の算定が実務上不可能な場合には、

保険者は実務上可能な最も古い期間まで基準を遡及適用することになります。遡及適用が実務上不可能

と考えられる、以前の期間に発行された契約については、保険者は本提案を遡及適用できていたとした場

合のマージンの額を見積る必要があります。たとえば、FASB スタッフは本ガイダンスが遡及適用される期

間の平均マージン比率を使用して、それを外部要因で調整することを提案しました。別の実務上の便法と

して、保険者は既存のポートフォリオの指定を使用することができます。

.125 FASBは、割引率の算定がそうでなければ実務上不可能な場合に、遡及期間における割引率のカー

ブを算定する実務上の便法も開発しました。保険者は、移行前の最も直近の最低でも 3 年分について本

提案に従って割引率を計算し、計算された割引率に近似する観察可能なイールド・カーブ（プラスまたは

マイナスのスプレッド）を特定することを要求されることになります。たとえば、保険者は、そのイールド・カー

ブはダブル A 格の社債の金利に等しいと判断するかもしれません。次に、保険者は、契約開始日のマー

ジンを算定するために、該当する契約の開始日におけるダブル A 格の社債のイールド・カーブを、遡及期

間中に認識された契約に係る予想キャッシュ・フローに適用します。

PwCの見解：

実務上の便法にもかかわらず、企業は適用は困難と考える可能性が高いとみられます。ただし、移行

日にマージンをまったく計上しないというIASBの当初の提案は、企業の移行日時点での有効契約す

べてについて将来獲得されるマージンがまったくないという結果になるため、ほとんど支持を得られま

せんでした。両審議会によって否定された他の代替案には、移行時のマージンを、提案されたモデ

ルに従って測定される履行キャッシュ・フローの現在価値と、公正価値や保険者が移行日に各契約

ポートフォリオに対して賦課する企業固有の価格などの他の測定値との差異として算定することなど

が含まれていました。両審議会は、こうした代替案は移行時に有効な契約とその後に締結される契約

との比較可能性を低下させ、計算に後知恵（「hindsight」）を用いることになり、実務上の便法での遡

及適用と同じくらい複雑になる可能性があると考えました。

.126 FASB は、本提案の初度適用にあたり、保険者がその時点で有効な金融商品の分類および測定に

関するガイダンスをあたかも新たに適用するかのように、保険事業に関する金融資産を指定および分類す

ることを認めています。それらの資産が法的事業体もしくは内部指定によって企業の保険事業に指定され、

保険であると新たに決定された保険契約のファンディングに関係している場合には、再指定および再分類

が認められることになります。IASB は再指定を公正価値オプションのみに限定することになります。

.127 FASBは公開草案を公開する際に発効日を規定しないことを決定しました。代わりに、FASBは、発効

日を決定するために利害関係者から意見を求める予定です。発効日は決定していませんが、FASB は非

公開企業に対する発効日を公開企業よりも少なくとも 1 年後にすることを提案する予定です。早期適用は

認められません。両審議会はともにコメント期間を120日間とするとの決定を下しました。FASBと IASBのそ

れぞれの公開草案は 2013 年 6月末までに公表される予定です。
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質問

.128 本Dataline に関して質問があるPwCクライアントの方は担当のエンゲージメント・パートナーまでお問

い合わせください。本 Dataline に関して質問があるエンゲージメント・チームは National Professional

Services Group の金融商品チーム（1-973-236-7803）までお問い合わせください。
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