
保険－FASBの長期保険契約の会計処理に関する 
特定項目を対象とした改善 
公開草案は2016年第3四半期に公表される見込み 

－可能性のある変更に関する先見的解説 

No. US2016-06 
June 24, 2016 

要点 

米国財務会計基準審議会（FASB）は、2016 年 3 月に保険会社による長期保険契約の会計処理に対する

特定項目を対象とした変更に関する審議を終了しました。改訂案では、さまざまな保険負債の算定にお

けるアサンプションの更新と負債に基づいた割引率の使用を要求し、繰延新契約費の償却モデルを

簡略化し、資本市場リスクを伴う保証の公正価値による報告を要求しています。 

公開草案は 2016年第 3四半期に公表される見込みです。本改訂案は、FASBにより「特定項目を対象

とした」改善として特徴付けられていますが、提案どおりの最終ガイダンスが公表された場合、主要な測定

要素に対する改訂案が、財務上、業務上および技術上の重大な影響をもたらす可能性が高いでしょう。 

背景 

.1 FASBと国際会計基準審議会（IASB）は、2009年初めから 2014年初めにかけ、発行した保険契約の会計

処理（認識、測定、表示、および開示を含む）のための包括的モデルの開発を目指して共同審議を行い、

2013年6 月に IASBと FASB の双方がそれぞれの公開草案を公表しました。コメントレターによるフィードバックを

受けて、FASB はプロジェクトの範囲を狭め、長期保険契約の会計処理に対する特定項目を対象とした改善と、

それとは別に短期契約に関する開示強化のプロジェクトとしました。一方、IASB は、プロジェクトの範囲を変更せず、

これは、以降においてFASBと IASBが保険プロジェクトを共同プロジェクトとみなさなくなったことを意味します。 

.2 FASB は、公開企業（public business entities）については 2016 年度末からの適用、その他の企業につい

ては 2017 年からの適用となる会計基準アップデート（ASU）2015-09「短期保険契約の開示」を公表しました。

その概要については、PwC の In depth 2015-10「FASB issues enhanced disclosure guidance for insurer claim 

liabilities（FASB が保険会社の支払備金に関する開示強化ガイダンスを公表）」（英語のみ）をご参照ください。 

.3 IASB は保険契約に関する最終的かつ包括的な会計基準を 2016 年後半に公表するものと見込まれ

ています。 

.4 FASB は、長期保険契約の会計処理の変更に関する公開草案を 2016 年第 3 四半期に公表するもの

と見込まれています。以下には、同公開草案に盛り込まれると予想されている、今日までに FASB が到達し

た主要な仮決定事項の要約が記載されています。なお、仮決定事項は、今後の FASB の会議において変

更または修正される可能性があります。FASB の決定は、最終基準公表のための公式採決がなされた後に

のみ最終化されます。 
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長期保険契約に対する特定項目を対象とした改善 

.5 本改訂案は、FASB によって ASC944 における保険ガイダンスに対する「特定項目を対象とした」改善

として特徴付けられていますが、伝統的な定額の長期保険契約、短期払い保険契約および有配当型生命

保険契約に関する負債の測定モデルの主要要素、ならびにすべての長期保険契約に関する繰延新契約

費（DAC）の認識および償却のモデルを改訂するものです。さらに、FASBは保険リスクを有する変額保険契

約に付帯するある種の最低保証給付について、公正価値モデルへの移行を提案しました。これは、広く用

いられている現在の保険を前提とした「配分（spreading）」測定モデルを大幅に変更するものです。 

.6 全般的に見ると、報告利益に対する著しい影響と、収益の変動性の増大が生じる可能性があります。

また、本改訂案は保険会社が報告している帳簿価額にも影響を与える可能性があり、新しい重要な開示が

要求されることになる見込みです。提案どおりの最終ガイダンスが公表された場合、適用の取り組みとして、

システム、プロセス、内部統制に重要な変更が必要となり、新しいデータの蓄積を求められることになる可能性

が高いでしょう。 

主要な規定 

.7 次の表は、主要な仮決定事項をまとめたものです。また、表の後に続くセクションで、各項目について

詳しく検討します。 

論点 FASB の仮決定事項 影響を受ける契約 

キャッシュ・フロー

に関するアサンプ

ションの更新 

 実績または他の証拠がアサンプションの変更の必要性を示す場合、年 1 回

（毎年同時期に）またはより頻繁に実施する

 遡及的なアンロック

○ 改定された契約開始日現在の純保険料率は、過去の実績およびキャ

ッシュ・フローに関する更新されたアサンプションを用いて算定されるこ

とになる

○ 不利な変動への引当を行わない

○ 純保険料率の上限は 100％となる

○ 契約開始日現在の割引率は、利息費用の計算に用いられることになる

 純保険料率のキャップが保険料不足テストに置き換わることになる

 伝統的な定額の長期保

険契約

 短期払い契約

 有配当型生命保険

割引率  （負債利率の近似値としての）格付けの高い固定利付商品の利回りが、「期

待運用利回り」および有配当型契約の利回りに置き換わることになる

 伝統的な定額の長期保

険契約

 短期払い契約

 有配当型生命保険

 SOP03-1 の年金給付の

一部

割引率の更新  四半期ごとに実施

 割引率の変化による負債の変動額は収益から除外され、その他の包括利益

（OCI）に含められる

 格付けの高い固定利付商品の現在の利回りは、貸借対照表上の保険給付

負債を算出するため、将来の保険給付および将来の純保険料の現在価値

の割引計算に用いられることになる

 伝統的な定額の長期保

険契約

 短期払い契約

 有配当型生命保険

DAC の償却および

回収可能性 

 保有契約の金額を基礎として償却する。保有契約に変動性があり、信頼性

を持って予測可能でないまたは容易に算定可能でない場合には、有効契約

数を基礎として定額法で償却する

 利息は計上されない

 アサンプションの変更は将来に向けて償却される一方、実績修正は損益計

 すべての長期保険契約

（重要な解約控除を含ま

ないため、または利息以

外の他の源泉から重要

な収益を生み出さないた
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論点 FASB の仮決定事項 影響を受ける契約 

算書を通じて即時に認識されることになる。 

 FASB は、金融商品会計および負債発行コストとの類似性から、減損テストの

廃止を暫定的に提案している 

め、実効利回り法を用い

る投資契約を除く。） 

DAC と一貫した方

法により償却される

その他の残高 

 DAC の償却と一貫した方法により償却が求められる、その他の資産または

負債残高に関する現行の保険ガイダンスの修正は行われない。したがって、

本改訂案では、それらの残高に関する償却方法は、上述の簡素化された

DAC モデルに従うことになる。 

 DAC の範囲と同じ 

GMxB（最低保証）

の会計処理 

 公正価値の変動が損益計算書を通じて認識される公正価値測定を行うが、

「自己の信用（own credit）」の変動についてはOCIを通じて認識されることに

なる 

 このガイダンスは、「分離勘定（separate account）」の定義に関する

ASC944-80-25-2(c)および（d）の要件を満たす、名目的な市場リスク以上の

リスクを有する、変額保険の保証に適用されることになる 

 GMDB、GMIB、

GMWBL、GMAB、

GMWB 

 要件（c）および要件（ｄ）

を満たす、米国の分離勘

定および米国外の区分

勘定を含む 

表示＆開示  将来の保険給付負債、契約者勘定残高、市場リスクを伴う給付、分離勘定

および DAC に関する構成要素に分解されたロールフォワード 

 将来の保険給付負債－不利な展開についての定性的および定量的議論 

 契約者勘定残高－加重平均された獲得利率および付与される利率。最低

保証利率の範囲に応じた、そして、契約者に付与された率と対応する最低

保証利率の差異の範囲に応じた、契約者勘定の表形式による表示 

 市場リスクを伴う給付－財政状態計算書および損益計算書における、負債

の簿価および公正価値変動の区分表示 

 移行に関連した様々な開示 

 すべての長期保険契約 

（表示される最も早

い期間の期首、す

なわち「移行日」に

おける）経過規定 

 将来の保険給付負債－負債が計算されるレベルごとに適用される、以下の

アプローチを用いた遡及適用 

• 過去の実積情報を用いてガイダンスを遡及的に適用する 

• 契約期間全体をカバーする過去の実績情報が利用可能でない場合に

は、（内部または外部の）客観的データによる見積りを用いる 

• 負債が計算されるレベルに対して過去のすべての期間につきガイダン

スを遡及的に適用することが実務上不可能である場合、移行日におけ

る既存の簿価を基礎とし、更新された将来アサンプションを用いて保有

契約にガイダンスを適用する 

• 留保利益の期首残高は、純保険料率が 100％を超過する程度におい

て修正されることになる 

 市場リスクを伴う給付－遡及的に適用  

• 企業の「自己の信用」リスクの変化の累積的影響は、その他の包括利益

累計額に認識されることになる 

• 移行日における公正価値と簿価の残りの差異は、留保利益の期首残高

の調整額として認識されることになる 

 DAC（またはその他の類似する残高）－将来に向けて適用する 

• 既存のDAC（またはその他の類似する残高）は保持されるが、「シャドー

（shadow）DAC」（またはその他の類似する残高）に関連する AOCI は戻

入られ、移行日において DAC（またはその他の類似する残高）の修正と

して計上される 

• 改定された償却方法は将来に向けて適用されることになる 

 すべての長期保険契約 
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キャッシュ・フローに関するアサンプションの更新 

.8 本改訂案では、純保険料率を算定するために用いられるキャッシュ・フローに関するアサンプションは、

定期的に更新されることになります。それは、給付費用を契約期間にわたって配分し、将来の保険給付に

対する負債を計上するために用いられます。保険料不足が生じない限り、アサンプションが「固定化（ロック

イン）」される現行モデルとは対照的です。これは、伝統的な定額の生命保険契約、短期払い保険契約、お

よび有配当型生命保険契約に適用されることになります。キャッシュ・フローに関するアサンプションの更新

は、年一回（毎年同じ時期に）または実績またはその他の証拠が既存のアサンプションを改定すべきことを

示す場合には、より頻繁に実施することが求められます。 

.9 アサンプションの更新において、保険会社は遡及的アプローチを用いることになります。このアプロー

チでは、過去の実績および更新された将来キャッシュ・フローに関するアサンプションを用いて、契約開始

日現在で純保険料率を計算しますが、「契約開始日現在」の高格付けの固定利付商品の利回りで割引を

行います。改定された純保険料率は、当期利益に計上する、累積的キャッチアップ修正を算出するために

適用されます。以降の期間においては、将来の保険給付負債の計上に、改定された純保険料率が使用さ

れることになります。 

.10 有配当型生命保険契約（相互保険会社の発行したものおよび株式会社化された保険会社の「クローズド・

ブロック」の中で保有されるものの両方）については、改定される会計モデルが用いられるため、契約者への

将来の予想配当額に対する明示的な引当を含んだ期待将来キャッシュ・フローを用いて負債が計算される

ことになります。「クローズド・ブロック」取引に関する契約者配当金債務に、この新しい会計モデル案がどの

ように関係するかについて、議論は行われていません。 

.11 伝統的な短期払い契約については、アサンプションの更新およびその結果として行われる残高の遡及

的な更新が、保険給付債務だけでなく未経過収益負債の金額にも影響を与えることになります。すなわち、

未経過収益負債（繰延利益負債、あるいは DPL と呼ばれることもある）は、見積キャッシュ・フローの変化に

よって生じた保険給付債務の変動に対して、遡及的に修正されることになります。未経過収益負債は、今日と

同様に、保有契約高（生命保険）または期待将来給付支払額（年金契約）を基礎として認識されることになり

ます。したがって、保険料収入は、アサンプションの更新の結果として戻し入れられることがあります。 

.12 アサンプションが定期的に更新されることになるため、FASB は将来の保険給付債務の見積りにおける

不利な変動への引当に関する規定を廃止することを決定しました。また、FASB は、純保険料率は更新され、

上限が 100％であるため、FASB は、今後、保険料不足テストは不要であるとの決定を行いました。 

PwC の見解 

遡及的計算には、有効契約と同様に、終了契約に関する過去情報も必要となることを考慮すると、キャッ

シュ・フローに関するアサンプションの遡及的な更新を行うという決定によって、通常は一件別に見積りが

行われていた契約について、「コホート」レベルでの見積りを行うことが要求されることになるのか、という論

点が関係者から提起されました。現行の業界慣行では、「コホート」とは、類似するリスクを含んだ契約群団

であると定義され、その適用については業界内で実務上の多様性が存在しています。また、別の論点とし

て、遡及的修正の計算に必要となる過去情報（過去の実際の事象および将来の予測事象の両方に依存

する）の入手可能性が挙げられました。 
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割引率 

.13 将来の保険給付負債の計算において、貨幣の時間価値を反映するために用いられる割引率は、高

格付けの固定利付商品の参照ポートフォリオに対する利回りとなります。この利回りは、保険契約の流動性

に対する調整を加えた、リスクフリーレートを反映した負債利回りの近似値を意味します。保険に関する現

行の US GAAP では、将来キャッシュ・フローを契約発行時点において企業が期待する将来の運用利回りを

用いて将来キャッシュ・フローの割引を行い、また、保険料不足の計算には、その期待利回りを更新したも

のを用いるため、キャッシュ・フローの割引に特定の負債利回りを用いることは大幅な変更となります。 

PwC の見解 

負債金利の近似値としての「高格付けの固定利付商品」の利回りは、年金債務の割引に用いられる金利

と整合します。SEC スタッフによる年金に関するガイダンス（ASC715-20-S99 に掲載）には、「SEC スタッフ

は、著名な格付機関により最上位またはその次の格付を付与された固定利付負債性証券（例えば、

Moody’s Investor Services, Inc.社から Aa 以上の格付を受けた固定利付証券）は、高格付けであるとみな

されると示唆している」と記載されています。キャッシュ・フローが長期にわたって発生することが期待され、

その期間が、入手可能な高格付けの固定利付商品の契約上の期間を上回る契約について、ASC715は、

金利が利用できない期間における将来キャッシュ・フローに対する金利の見積方法に関する追加的なガ

イダンスを提供しています。「予定の割引率（満期までの利回り）は、将来、利用可能な期待される再投資

の利率を織り込む必要がある。この利率は測定日現在における既存のイールド・カーブから補外しなけれ

ばならない。」と述べています。合理的かつ裏付け可能な予測を超えた金利のプロジェクションについて

は、FASB の基準「金融商品会計－信用損失」のガイダンスが役立つかもしれません。 

.14 キャッシュ・フローのアサンプションの更新に関する改訂案と同様に、割引率に関する改訂案は、伝統

的な定額の保険契約、短期払い契約および有配当型生命保険契約に適用されることになります。また、こ

の利回りは、年金支払額を予想される将来の年金支払期間の開始時点まで割引くことを要求する、非伝統

的な「SOP03-1」による年金化計算の一部にも適用されることになります。 

PwC の見解 

高格付けの固定利付商品の利回りは、身体障害や長期介護による就業不能を保証した保険の支払備金

のように、特定の支払備金に適用されるかどうかについての議論はありませんでした。現行の基準書等に

おいて利回りに関する規定はありません。本改訂案が最終化した場合、現在、期待運用利回りが用いられ

ているのであれば、高格付けの固定利付商品の利回り（負債利回りの近似）に変更することが適切である

と思われます。 

.15 割引率に関するアサンプションは、四半期ごとに更新し、その変動を当期純利益ではなくその他の包

括利益に表示することが必要となります。「契約開始日」における利回りは、更新された純保険料率の計算

のために、現在のキャッシュ・フローのプロジェクションとともに用いられることになります。純保険料率は、保

険給付に関する負債の変動を損益計算書上で測定するために用いられることになります。現在の利回りは、

貸借対照表上の保険給付債務の算定において、将来給付および将来の純保険料を現在価値に割引くた

めに用いられることになります（更新された純保険料率を用いる）。割引率の変化の影響は、その他の包括

利益に直接計上されることになります。 

PwC の見解 

キャッシュ・フローの割引に用いられる利回りに、期待運用利回りを使用しないことにより、収益発生に大き

な影響を与える可能性があります。さらに、金利が契約発行時には高くその後に低下するような場合、関

連する将来の保険給付債務の変動が OCI に計上されることになります。現行のモデルとは異なり、金利の

変動は、損益計算書を通じた潜在的な損失認識をもたらしません。 
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繰延新契約費（DAC） 

.16 関係者は、現行の DAC の償却アプローチ、特に、見積総利益を基礎とする遡及的な「キャッチアップ」

修正を必要とする、ユニバーサル・ライフ型モデルは複雑すぎるとコメントしました。これに応え、FASB は、

簡素化した償却方法を提案することを決定しました。資産化可能な費用の種類についての変更は提案され

ていません。 

.17 すべての長期保険契約および特定の投資契約に関する DAC は、保有契約額に比例して償却される

ことになります。保有契約の金額が変動し、信頼性を持って予測可能でない、または容易に算定可能でな

い場合には、有効契約数に応じた定額法が使用されることになります。 

PwC の見解 

保有契約の金額が変動し、信頼できる予測が妨げられるかどうかについては、判断が必要となります。「契

約者勘定」型の商品の場合、契約者勘定の残高は、償却のより良い基礎となり得ると主張する人もいるか

もしれません。しかしながら、PwC の理解では、FASB の目的は、DAC の予測不能な変動性を取り除くこと

にあります。契約数を基礎とする償却は、契約者勘定の残高の増減を基礎とする方法よりも、より整合的な

結果を生じさせるでしょう。 

 

.18 保有契約を基礎とする DAC の償却においては、契約の想定存続期間にわたって、毎期、保有契約

額を見積ることが必要となります。DAC の金額は、当期の保有契約額と、全期間の期待保有契約額の関係

を基礎として償却が行われ、損益計上されます。また、この原則に近似するものとして、いくつかの集約方

法が使用されるかもしれません。 

.19 契約終了（例えば、失効または死亡による）により、終了した契約に関連する残高を直接償却すること

になり、遡及的キャッチアップ修正ではなく、将来に向けた償却率の修正を通じて、将来アサンプションの

変更がなされることになります。 

.20 現行の DAC モデルと異なり、資産計上された契約費の残高に対する利息は計上されません。このア

プローチの論理的根拠は、US GAAP の中で、一般的に、過去のキャッシュ・フローに関連する繰延残高の

償却において現在価値法は用いられていないことです。このアプローチは、負債の発行コストおよびその他

の繰延費用に対する会計処理と整合しています。 

.21 保険料不足テストの廃止に関する FASB の決定は、資産化された DAC 資産に関する回収可能性ま

たは減損についてのテストが行われなくなることを意味します。FASB の見解では、DAC の償却アプローチ

は金融商品および負債の発行費用に関するガイダンスと類似するものであると捉えられています。このモデ

ルが、顧客との契約または無形資産に関連する繰延費用に対して適用することは適切であるとは、FASB は

考えていません。 

.22 公開会議において、FASB は繰延可能な更新手数料の超過分は、計上されるまでは償却計算におい

て認識されないと述べています。現行実務では、一般的に保険会社は契約群団の償却パターンの決定時

に将来の更新手数料の超過分を見積っていますが、そこからの変更となります。 
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PwC の見解 

提案されている DAC およびその他の残高の償却方法は、契約に内在する経済的なドライバーから償却と

の結びつきを解くものです。これにより、現在は見積総利益または見積総マージンを基礎として償却を行う

タイプの契約（例えば、ユニバーサル・ライフ型および有配当型生命保険契約）における収益発生を大幅

に変更する可能性があります。 

伝統的な長期保険契約について、現行の US GAAP では、DAC の償却は、理論的には一件別計算、す

なわち DAC は個別の契約レベルでの割当と償却が行われます。ユニバーサル・ライフ型保険契約および

有配当型生命保険契約については、現行の US GAAP は、DAC を契約群団の予想存続期間にわたって

償却することを求めています。保有契約を基礎とする将来に向けた償却方法への変更と、契約終了時の

DAC の直接償却を求める要求事項により、このような種類の契約に対しては一件別計算のアプローチが

適切であるように思われます。しかし、FASB が公表したプロジェクトの決定事項の要約では、契約群団の

予想存続期間にわたる償却が言及されています。保有契約に対して、予想存続期間や繰延金額が異な

る形で契約を集約することは、一件別計算とは異なる償却パターンとなる可能性があります。 
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DAC と類似する原則に基づいて償却されるその他の残高 

.23 DAC の償却に関する議論を行う過程で、スタッフペーパーには「取得した事業の価値など、類似する

方法に基づいて償却されるその他の残高」は、DAC に適用される同じ改定償却モデルが適用されるとされ

ています。改定された DAC の償却モデルと同じく、そうした残高には利息は計上されません。 

.24 DAC の償却モデルをその他の残高へ適用することについて、FASB の公開ディスカッションは限られ

ていました。ユニバーサル・ライフ型保険契約に関連する販売促進資産や未経過収益負債など、保険に関

連して会計処理された他のいくつかの繰延残高について、現行のガイダンスは、その償却は DAC の償却

に用いたのと同じ方法または要素およびアサンプションを基礎としなければないと明記しています。このこと

から、DAC の償却に関する FASB の新アプローチがそれらの残高に適用されることは明白です。 

.25 企業結合によって生じた VOBA 資産または負債および出再された再保険の費用（資産または負債）

について、DAC と同じ原則に基づいて償却することは明示的に要求されていません。ただし、実務では、個

別の事実および状況に応じて、しばしば DAC の償却ガイダンスが類推適用されています。FASB は、FASB

が採決した特定項目を対象とした改善を反映するために、明示的な変更が必要な場合のみ、ASC944 につ

いて修正を行い、間接的に影響をうける他の実務には対応しない予定でいると理解しています。DAC の償

却モデルに対する変更案が適用になった後、見積総利益に基づく償却が、「その他の残高」の償却パター

ンとして容認可能でありつづけるかどうかは不明確です。 

PwC の見解 

本改訂案では、一部の測定には貨幣の時間価値の考慮が含められ、遡及的な償却アプローチに従うこと

になる一方、その他の残高には貨幣の時間価値は考慮されず、将来に向けた償却アプローチに従うこと

になります。FASB スタッフとの議論から得られた PwC の理解では、将来キャッシュ・フローの見積りと割引

が必要な場合には貨幣の時間価値が考慮されて遡及的アプローチが適用されることになります（例えば、

伝統的な定額の長期保険契約、短期払契約、有配当型生命保険契約および非伝統的な「SOP03-1」型

の追加負債）。対照的に、過去のキャッシュ・フローの償却（すなわち、現金が受け取られるか前払いさ

れ、繰り延べられて将来の期間において償却／配分される場合）には、貨幣の時間価値は考慮されず、

将来に向けたアプローチが適用されることになります。後者の分類における繰延金額には、DAC、販売促

進資産、およびユニバーサル・ライフ型保険契約に関する未経過収益負債が含まれることになります。 

短期払い契約に関する未経過収益負債は、受け取ったキャッシュ・フローから期待将来キャッシュ・アウト

フローの現在価値を控除した金額を基礎として計算されるため、割引後の将来キャッシュ・フローを表して

おり、したがって遡及的に反映されるキャッシュ・フローの変動についての利息が計上されることになります。 

VOBA に対するこの原則の適用には、異なる解釈が該当する可能性があります。VOBA は契約のグループ

に対して取得日に配分された公正価値からASC944の原則を用いて計上したGAAP負債を控除した金額

を意味します。多くの場合、ASC944 に基づく GAAP 負債は、キャッシュ・フローの現在価値を用いて

計算され、すなわち、利息の計上と償却の遡及的な修正が適切であることを意味します。しかしながら、

VOBA は、一旦決定された後、DAC と類似するものと考え、償却すべき額は固定された額となると考える

見解もあります。 
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市場リスクを伴う給付（market risk benefits） 

.26 本修正案では、保険会社は、一部の市場リスクを伴う給付を、純損益を通じた公正価値で測定するこ

とになります。ただし、企業の「自己の信用」リスクの変動に帰属する部分については、その他の包括利益で

認識されることになります。公正価値測定は、保険会社の特定の要件を満たす「分離勘定」または類似の契

約を通じて提供される、変額保険契約に含まれる市場リスクを伴う給付に適用されます。これには、（a）契約

者が投資を指図する、（b）投資運用実績（契約手数料および賦課金を控除後）は契約者にパス・スルーさ

れる、および（c）保険会社が「保険会社を名目的な資本市場リスク以上のリスクに晒しながら、資本市場の

不利な動きから契約者を保護する給付を提供する」契約が含まれます。 

.27 仮決定事項では、変額商品ともに提供される最低死亡給付保証（GMDB）、最低年金受取総額保証

（GMIB）、最低年金原資保証（GMAB）、最低引出総額保証（GMWB）および最低終身引出総額保証

（GMWB for life）に対する現在の一貫性のない会計処理に対応するものです。これらの商品の一部には、

組込デリバティブの公正価値測定アプローチが適用されています。その他の商品には、資本市場リスクに

加えて死亡または長寿リスクを有するため、現在は保険モデルに従って会計処理されています。保険モデ

ルでは、期待キャッシュ・フローが市場整合的であることは求められておらず、見積りの変動は、即時にでは

なく、期間にわたって認識されます。 

.28 保険会社は、負債（または資産）の簿価と公正価値の変動（「自己の信用」の変動を除く）を貸借対照

表および損益計算書に区分表示することが求められます。市場リスクを伴う給付は、将来の保険給付負債

の測定に用いられる「配分（spreading）」モデルや契約者勘定残高の測定に用いられるデポジット・モデルと

は異なる、公正価値の認識および測定のモデルに従っているため、FASB は財務諸表上これらの測定値を

区分することが重要であると考えています。 

PwC の見解 

一部の市場リスクを伴う給付に対する会計処理の改訂案は、分離勘定の商品と一般勘定の商品との取扱

いに不整合をもたらすことになります。株価指数連動型の死亡給付など、給付支払額が被保険事象に結

びついている、資本市場リスクを伴う一般勘定の商品については、給付は引き続き保険として会計処理さ

れることになります。 

株価指数連動型年金商品における組込オプションのような、分離勘定と関連しないその他の組込デリバ

ティブについては、市場リスク要素は引き続き組込デリバティブとし会計処理され、「自己の信用」の変動を

その他の包括利益に認識するのではなく、公正価値変動の全額を損益に認識されることになります。 
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ユニバーサル・ライフ型契約および非伝統的な「SOP03-1」型の追加負債契約 

.29 FASB 会議において詳細な議論は行われませんでしたが、PwC は、基本的なユニバーサル・ライフ型

の契約者勘定負債モデルの仕組みおよび非伝統的な「SOP03-1」型の追加負債モデルの仕組みは変更さ

れない予定であると理解しています。すなわち、アサンプションの更新は継続され、伝統的な定額の保険給

付債務に対する提案とは異なり、割引率に対する変更案はなく、負債を現在の割引率を用いて計算し変動

を OCI で認識することは求められません。しかし、これらのモデルについて、いくつかの限定的な改訂が加

えられる見込みです。詳細について以降のパラグラフで説明します。さらに、DAC 償却モデルに対する変

更は、これらを含むすべての長期保険契約に適用されることになります。 

.30 GMxB 給付を伴う変額保険に関する測定モデルを公正価値アプローチへ変更するという FASB の決

定は、非伝統的な「SOP03-1」型の追加負債モデルが適用される契約の数を減少させるでしょう。しかし、ユ

ニバーサル・ライフ型保険契約の 2 次的保証のように、引き続き適用される契約もあります。 

ユニバーサル・ライフ型契約のための保険料不足テストに代替するもの 

.31 純保険料率の上限を 100％とし、伝統的な生命保険契約に関するアサンプションを定期的に更新す

ることを求める FASB の決定と、すべての契約に関する保険料不足テストを廃止する関連決定は、FASB が

ユニバーサル・ライフ型契約の会計処理と他の会計処理を一致させる変更を検討していることを意味します。

すなわち、すべての契約についての保険料不足テストを廃止することに伴い、（1）損失計上のための自然

なメカニズムの役割を果たす純保険料率がない、あるいは（2）非伝統的な「SOP03-1」型の追加負債契約の

場合、ユニバーサル・ライフ型保険契約について期待損失を適切に反映することを確保するために、追加

的なガイダンスが必要となる可能性があります。 

.32 ユニバーサル・ライフ型保険契約および非伝統的な「SOP03-1」型の追加負債契約に関する現行の

ガイダンスでは、保険会社が契約開始時にのみ、「保険給付の特性のために、毎期、契約者に対してなさ

れる賦課金が、保険給付によって、前の方の年度において利益を、後の方の年度において損失を生じるこ

とになることが期待される方法で、賦課されている」かについて判定するためのテストの実施を要求していま

す。他の会計処理と一致させるための変更により、（a）利益が生じた後に損失が生じるようになっているかど

うかを確かめるテスト（the profits followed by losses test）を定期的に実施することを要求する、および（b）非

伝統的な「SOP03-1」型の追加負債の給付率の上限を 100％とするようになることが見込まれています。 

PwC の見解 

非伝統的な「SOP03-1」型の追加負債に関するガイダンスに記載されている、利益が生じた後に損失が生

じるようになっているかどうかを確かめるテスト（the profits followed by losses test）は、「保険金」にかかる特

性についてのみ計算されるため、このテストは保険料不足テストと同等の代替手段にはなりません。今日

用いられている保険料不足の計算では、保険マージンの不足に加えて、投資または費用のマージン不足

が存在する範囲で、不足額を計上することが必要となります。改訂版のテストではこのようなことは発生しま

せん。このアプローチは、保険契約はサービス契約よりも金融商品に類似している、という FASB による保

険契約の特徴づけと一致しています。 
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開示 

.33 将来の保険給付、契約者勘定残高、市場リスクを伴う給付、分離勘定の負債、およびDACに関して、

開示要求事項の拡充が必要となります。これには、負債残高と DAC を構成要素に分解したロールフォワー

ドと、見積りおよびアサンプションについての定性的および定量的な情報が含まれます。分解の原則は、

ASU 2015-09 で要求される、短期保険契約の開示に適用されるものと整合しています。すなわち、「重要性

の低い大量の詳細情報や特性の大きく異なる項目の合算により、有用な情報が覆い隠されないような」分

解レベルで作成することを意味します。 

.34 リスク管理の目的、方針およびプロセス、ならびに様々な負債の測定および DAC の償却に用いる重

要な見積り、インプット、判断、アサンプションについての定性的および定量的な情報の開示が要求されるこ

とになります。 

.35 FASB は、年次と期中の両方の報告期間についての開示を要求することを仮決定しましたが、期中の

開示の便益が関連するコストを超過しているかを確認するための追加的な調査を計画しています。移行時

においては追加的な開示が要求されることになります。 

.36   開示に関する提案の詳細については Insurance Alert－2016 年 2 月 24 日版（英語のみ）をご参照

ください。また、移行時における開示に関する仮決定事項の要旨については Insurance Alert－2016 年 3 月 

23 日版（英語のみ）をご参照ください。 

PwC の見解 

長期保険契約に関する新しい開示要求事項の評価において、FASB は既存の開示要求事項、保険会社

の年次報告書および期中報告書に含まれるその他の情報、ならびにアナリストレポートなどの関係者に提

供されることの多い補足的文書を検討しました。また、財務諸表利用者および財務諸表作成者の双方に

対するアウトリーチも実施されました。今年後半に公表予定の本改訂案に含まれることが予想される開示

の多くは、2013 年 6 月公表の公開草案の開示と整合するものです。 
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経過措置 

.37 将来保険給付の負債に関する改訂版ガイダンス適用の移行時には、遡及的適用が求められることに

なります。実務上可能な場合には、市場リスクを伴う給付の会計処理の変更についても同様です。 

.38 将来保険給付の負債に関連した実務上不可能の定義は、ASC250-10の会計方針の変更に関するガ

イダンスと首尾一貫するものです。すなわち、企業は客観的情報の入手のために徹底的な努力を行ったり、

過度の費用を負担したりする必要はありません。客観的情報は、合理的に入手可能なものが用いられなく

てはなりません。評価は「負債が計算されるレベルごとに」行う必要があります。これは、ある企業の一部の

負債のグルーピングに、同じ企業の他のグル―ピングとは異なる、測定方法が移行時に適用される可能性

があることを意味しています。 

.39 DAC の新しい償却モデルは、「シャドー（shadow）DAC」(およびその他の類似する残高)に関連してそ

の他の包括利益累計額（AOCI）に計上された金額を除外する調整をした、移行日時点の DAC 残高（およ

びその他の類似する残高）に対して、将来に向けて適用されることになります。すなわち、保険会社は、売

却可能に分類された有価証券の未実現保有損益が実際に実現した場合になされるであろう変更について、

一部の資産および負債の調整を行うことが求められます。現行の US GAAP では、見積総利益（EGP）およ

び見積総マージン（EGM）の計算には有価証券から発生する損益が含まれていることから、EGP および

EGM を用いて償却される DAC およびその他の類似する残高にはこれらの「シャドー（shadow）」調整が含ま

れています。移行時における調整後の簿価について、将来における利息の計上は行われず、必要に応じ、

残存する保有契約または件数を基礎として償却されることになります。 

.40 必要となる開示には、会計基準の変更の適用方法の説明、遡及的修正が行われた過去の期間に関

する情報、および企業の財政状態および業績に係る変更の影響など、ASC250-10-50-1 から

ASC250-10-50-3 に引用されている会計基準の変更に関する一般規定が含まれます。これらの開示は、分

解されたベースで行うことが要求されます。 

PwC の見解 

給付負債に対する基準の遡及的適用は、一部の企業にとっては課題の多いものとなる可能性がありま

す。なぜなら、これには、終了した契約に関する情報などの詳細な過去情報が必要となるためです。しか

し、そのような情報を集めることが実務上不可能である場合には、現在の簿価を開始点として用いるという

実務上の便宜が存在します。 

「自己の信用」の OCI を通じた認識を含む、GMxB（変額年金）の公正価値測定への移行は移行日から遡

及的に適用されます。これには、公開企業（public business entity）に対する最終基準の適用日から 2 年

前からの公正価値の計算が必要となります。 
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次のステップ 

.41 FASB は特定項目を対象とした改善の起草を今夏中に完了し、その後、起草段階で識別された追加

的な論点があればそれらに対処し、公開草案の公表について採決を行い、そしてパブリックコメント期間を

決定するため、最終の公開会議を開催する予定です。本改訂案は、パブリックコメント募集のために2016年

第 3 四半期以降に公表される見込みです。また、公開期間は通常 60 日～90 日となっています。 

.42 企業は、提案されている長期保険契約に関する会計ガイダンスの影響を評価する必要があるでしょう。

このガイダンスが提案されたとおりに承認された場合、保険料収益（短期払い契約）、将来の保険給付債務、

繰延新契約費、給付費用、契約獲得費用、実現利得（損失）およびその他の包括利益に影響を与える

でしょう。 

PwC の見解 

既存の GAAP に対する変更は、長期保険契約にとって重要なものとなる可能性があります。企業は、

FASB の提案によって影響を受ける長期保険を識別し、財務諸表のみならず、システム、プロセス、データ

蓄積、コントロールに対する潜在的な影響を考察すべきです。提案されているガイダンスは、2016 年の第 3

四半期以降に公表予定ですが、コメント期間が比較的短いことを考慮して、提案が公表される前に潜在的

な影響を考察する必要があります。こうした分析は、提案されている変更が現行の保険の財務報告の改善

になるか否か、そして要求されるデータやシステムの変更コストを便益が上回るか否かについて、FASB に

より知見のあるレスポンスを提供することに役立つでしょう。 

お問い合わせ

本資料に関して質問があるPwCの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。 

© 2016 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC Network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. 
Please see www.pwc.com/structure for further details.  
This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. 
To access additional content on financial reporting issues, visit www.cfodirect.pwc.com, PwC’s online resource for financial executives.
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