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FASB－ASU案 
「保険契約（Topic 834）」を公表 
 

FASBは2013年6月27日に、発行企業または保有企業の種類に関係なく、企業が発行した保険

契約及び再保険契約、並びに保有している再保険契約の会計処理及び財務報告の方法を変

更することになる会計基準更新書（Accounting Standards Update, ASU）案「保険契約（Topic 

834）を公表した1。ASU案は、一般に保険会社にのみ適用され類似の契約（例：特定の金融保

証契約）を発行している非保険会社には適用されない保険契約に関する現行のU.S. GAAPとは

異なっている。再保険契約を除いて、ASU案は保険契約者の会計処理に対処していない。 

ASU案は、大部分の生命保険、年金及び長期健康保険契約の会計処理に関しては（契約に基づ

く将来キャッシュフローの割引後の見積額及び契約開始時の利得を排除するマージンを基礎と

する）ビルディング・ブロック・アプローチを採用し、大部分の損害保険及び短期健康保険契約の

会計処理に関しては（契約に基づく残存カバーに係る負債及び発生保険金に係る負債から構成

される）保険料配分アプローチを採用している。これらのアプローチは、特定の種類の保険契約

に対処するために開発され、現在使用されている数多くの会計モデルにとって代わることになる。

以下の内容は、ASU案の概要及びASU案による主な影響の一部について説明したものである。 

【FASB及びIASBの基準書案をめぐる状況】 

FASBは保険契約の公開草案について、IASBと共同で審議を行ってきた。IASBは、2013年6

月20日に保険契約に関する再公開草案を公表し、2010年の公開草案からの主要な変更点の

みに焦点を当てた7項目の質問を提示した2。両ボードの提案は多くの点で一致しているもの

の、測定モデルの主な特徴及び適用範囲の一部の要素については異なっている。 

ASU案は、遡及適用が要求されており、早期適用は禁止されている。また、ASU案は適用日

を明示していないが、適切な適用時期について市場関係者のフィードバックを求めている。非

公開企業の適用日は、公開企業の適用日から早くて1年後となる可能性が高い。IASBは、最

終的なIFRS基準書の適用日はその基準書の公表日から約3年後とすることを示唆した。IASB

スタッフは現在、公表日を2014年下期または2015年上期と見込んでいる。したがって、適用日

は2018年1月1日以降開始する年次報告期間となると予想される。 

両ボードは、公開草案に対するコメント募集期限を2013年10月25日とするように調整した。

IASB及びFASBスタッフは、コメント・レターからのフィードバックを共同で両ボードに提示する

ことが予想される。両ボードが保険契約に関する基準書の完成に向けて共同で作業を行うか

単独で作業を行うかについては、明らかではない。

                                                      

1  FASB ASU案「保険契約（Topic 834）」2013年6月27日。www.fasb.orgより入手可能。 

2  IASB再公開草案「保険契約」（ED/2013/7）2013年6月20日、及びIASB公開草案「保険契約」（ED/2010/8）2010年7月。いずれも

www.ifrs.orgより入手可能。 
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【適用対象】 

定義及び適用範囲 

ASU案の会計処理は、発行企業が保険会社か否かにかかわらず、保険契約の定義を満たす

すべての契約に適用される。保険契約は、一方の当事者（発行企業）が、他方の当事者（保

険契約者）から、特定の不確実な将来事象（保険事故）によって保険契約者が不利な影響を

被った場合に保険契約者に補償を行うことに同意する形で、重要な保険リスクを引き受ける

契約、と定義される。 

現行のU.S. GAAPに従う場合、保険会社の定義を満たす企業のみが保険会計ガイダンスの

適用範囲に含まれる。ASU案の適用範囲の変更により、より多くの契約が保険会計の適用範

囲に含まれることになる。保険会社以外の企業が一般的に引き受けている契約で、保険契約

とみなされる可能性があるものには、第三者が発行した製品保証、一部の金融保証、スタン

ドバイ信用状、履行保証証券または保証書、オークション・レート証券の保証並びに証券化資

産の保証がある。 

適用範囲外の項目 

保険契約とはみなされない適用範囲外の契約または取決めは、以下のように多数存在する。 

 製造業者、卸売業者または小売業者が発行した製品保証 

 従業員給付及び退職給付制度の支配下にある雇用主の資産及び負債 

 非金融商品項目の将来の使用または使用権に左右される契約上の権利または義務 

 製造業者、卸売業者または小売業者が提供した残価保証、並びにファイナンス・リース

に付随する借手の残価保証 

 サービスの提供が主目的だが、サービスの程度が不確実な事象に依存していることに

より、サービス提供者がリスクにさらされている（特定の条件を満たした）定額料金の

サービス契約（例：事故の重大性ではなく頻度が主要なリスクとなるロードサイド・アシス

タンス・サービス・プログラム） 

 企業結合の条件付対価に係る債権債務 

 FASBのデリバティブ及びヘッジに関するガイダンスの適用範囲に含まれる契約 

 一部の金融保証 

その他の規定 

保険契約は、カバー期間の開始日、または、該当する場合は、その契約が属する保険契約

ポートフォリオが不利な契約であることを示す事実及び状況が生じた日のうちの最も早い日

から、認識されることになる。保険契約（またはその一部）は、消滅する際（すなわち、保険契

約で規定されている義務から免除、解約または期間満了となる際）に、その認識を中止する。

企業が再保険を購入している場合、企業は、保険契約者に対する義務が消滅するまでは、そ

の元受保険契約の認識を中止することはしない。 
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また、組込デリバティブ及び区分可能な投資要素またはサービス要素の区分に対応する規

定が設けられており、これらは他の会計処理ガイダンス（例：金融商品または収益認識）に

従って会計処理される。これらの規定に基づいて、現行区分処理されている組込デリバティブ

は引き続き区分処理されることが見込まれる。また、契約の失効または解約時においては、

大部分の投資要素と保険要素は相互関連性を有している（すなわち、他方の要素の失効ま

たは解約なくして一方の要素が失効または解約されることはない）ことから、区分処理される

投資要素はほとんどないことが見込まれる。 

 

保険以外の要素の区分 

 

【ビルディング・ブロック・アプローチ】 

大部分の生命保険、年金保険及び長期健康保険契約に適用されることになるASU案の測定

モデルは、履行キャッシュフローの現在価値を基礎としており、以下の3つのビルディング・ブ

ロックで構成されている。 

 明示的で、偏りのない、確率加重された将来キャッシュフローの見積り 

 貨幣の時間価値を反映するための割引計算 

 契約開始時の利得を排除するマージン 

最初の2つのビルディング・ブロックは、まとめて履行キャッシュフローと呼ばれる。

区分可能な 

財及び 

サービス 

（密接な関連性 

のない）組込 

デリバティブ 

区分可能な 

投資要素 

区分可能でない 

投資要素 

保険要素 

■ 保険契約に関する基準

に従って測定 

 

■ 保険契約に関する基準

に従って測定されるが、

保険料の総額からは控

除される 

 

■ 金融商品に関する基準

に従って測定 

 

■ 収益認識に関する基準

に従って測定 
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3つのビルディング・ブロック － FASB 

期待将来キャッシュフロー 

明示的で、偏りのない、確率加重された、将来キャッシュ・インフロー控除後の 

将来キャッシュ・アウトフローの見積り。＊ 

貨幣の時間価値 

貨幣の時間価値を反映するための、現在の割引率を用いた割引計算。＊ 

マージン 

契約開始時の利得を排除するマージン。 

カバー期間及び「保険金請求期間」にわたって解放される。 

マージンに係る利息を計上。 

＊ 各報告期間の末日に再測定される。 

この測定モデルは保険契約ポートフォリオに適用されることになり、企業は、報告期間ごとに、

現在の市場整合的な情報を用いて保険負債の見積りを更新することが要求される。現行の

U.S. GAAPは、測定される契約の種類に応じた複数の会計処理モデルを有しており、契約開

始時にロック・インされた仮定を用いるモデルもあれば、現在の仮定を用いるモデルもある。 

ASU案は、保険契約ポートフォリオを、類似したリスクにさらされ、かつ引き受けたリスクに関

連して同様に価格設定されている、類似した契約期間及び類似したリスクからの解放（すなわ

ち、キャッシュフローの変動性の軽減）の予想パターンを有する保険契約のグループと定義し

ている。 

保険契約ポートフォリオのキャッシュフローの見積りには、保険契約の履行に直接関連する

すべてのキャッシュフローを含める。この見積りには、保険契約ポートフォリオに直接関連す

るキャッシュ・インフロー（主に、保険契約者からの期待受取保険料）及びキャッシュ・アウトフ

ロー（保険契約者への支払保険金及び給付金、保険金請求処理費用、満期及び解約返戻金、

契約者配当金、並びに新契約費及びその他間接経費等）を含めることになる。 

これらのキャッシュフローの見積りは、以下の要件を満たしていなければならない。 

 関連する市場変数の見積りがこれらの変数に対する観察可能な市場価格と矛盾しない

という前提で（例：将来インフレ率に関するシナリオの実現可能性の見積りは、市場金利

に織り込まれているその実現可能性と整合していなければならない）、企業の視点を反

映していること 

 ポートフォリオ内の保険契約を履行する際に生じると予想されるすべてのキャッシュフ

ローの金額、時期及び不確実性に関するすべての入手可能な情報を偏りのない方法で

反映していること 

 現在のものである（すなわち、測定日現在におけるすべての入手可能な情報を反映して

いる）こと 

 契約の境界線内で生じるキャッシュフローのみを含めていること 
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契約の履行に直接関連しない費用は、将来キャッシュフローの見積りから除かれる。これらの

費用は、発生した期間の費用として認識されることになる。 

ASU案に従う場合、保険者は、保険商品を保険契約負債の特徴（例：時期、通貨及び流動

性）を反映したキャッシュフローで測定する際に用いた市場金利と整合する割引率を用いて、

将来キャッシュフローを貨幣の時間価値について調整することになる。 

この割引率からはまた、観察された市場金利に影響を及ぼすが保険契約負債に関連しない

要因は除かれる。この割引率には、企業自身の信用リスクは考慮されない。 

マージン（負債）は、契約開始時の利得を排除する形で計上される。このマージンは負値には

ならないため、契約開始時の損失はただちに当期純利益に認識されることになる。初日利得

を排除するマージンの導入は、収益認識に関する基準書案における顧客に関する対価の取

扱いとおおむね整合している。このマージンは、リスクにさらされることによる利益を表してお

り、企業が履行義務を充足する際（すなわち、企業がリスクに対するエクスポージャーから解

放される際）に解放されることになる。リスクからの解放は、キャッシュ・アウトフローの変動性

の軽減によって裏付けられることになる。これにより、マージンはカバー期間と決済期間両方

の期間にわたって認識される。このマージンは、実際または期待キャッシュフローの変動に対

してアンロックされることはない。その代わりに、これらの変動はただちに当期純利益に計上

されることになる。 

営業成績全体に対する影響は、大部分の企業にとって著しいものになることが予想される。

特に、長期保険契約を発行しており、その契約を測定する際に現在はロック・インされた見積

キャッシュフローを用いている生命保険会社は、収益のパターンの変化に直面する可能性が

高い。 

 

【保険料配分アプローチ】 

保険契約の測定は、基本的に以下の2つの要素に分類される。 

 残存カバーに係る負債。この負債は、未経過カバー期間にわたり保険契約者にカバーを

提供する企業の義務（不利な契約に係る追加的な負債を含む）を測定したものである。 

 発生保険金に係る負債。この負債は、すでに発生した保険金（未報告の発生保険金を

含む）の査定及び支払いを行う企業の義務を測定したものである。
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保険料配分アプローチとビルディング・ブロック・アプローチ 

ASU案は、短期契約の残存カバーに係る負債について簡素化された測定、すなわち保険料

配分アプローチを提案している。このアプローチに従う場合、保険契約収益は収益認識に関

する提案の原則に従う形で配分されることになり、大部分の損害保険及び短期健康保険契

約に関する現行の実務と類似したものとなる。 

FASBは、保険料配分アプローチは独立したモデルであり、以下のいずれかの要件に該当す

る契約に保険料配分アプローチを適用しなければならないと考えている。 

 保険契約のカバー期間が1年以内 

 契約開始時において、保険事故発生前期間に、契約の履行に必要な正味キャッシュフ

ローの予想に重要な変化が生じる可能性が低い。 

この簡素化されたアプローチに従う場合、保険負債は以下の2つの要素に分類されることに

なる。 

 保険事故発生前債務（残存カバーに係る負債）。この負債は、契約開始時に受け取った

保険料から、発生時に費用処理されていない直接関連する新契約費を控除（該当する

場合、不利な契約に係る負債も加算）した価値で測定される。保険事故発生前債務は

その後、カバー期間にわたって解放される。 

 発生保険金に係る負債。この負債は、ビルディング・ブロック・アプローチに従って、履行

キャッシュフローの現在価値で測定される。 

保険事故発生前債務の測定及び認識は、損害保険会社の現行の実務と極めて類似したも

のとなる。ただし、保険事故発生前債務も発生保険金（既発生未報告の保険金を含む）に係

る負債も、重要な場合は、貨幣の時間価値を反映させることになる。現行のU.S. GAAPにおい

ては、大多数の発生保険金に係る負債が貨幣の時間価値について割り引かれていない。ま

た、現行のU.S. GAAPによる負債は、偏りのない確率加重された将来キャッシュフローの見積

りではなく、最善の見積り（最も起こりそうな結果に基づくアプローチ）によって計上されている。 

割引が不要な 

場合がある 

割引が要求 

される 

保険料配分アプローチ 

（PAA） 

ビルディング・ブロック・アプローチ

（BBA） 

BBAに従って 

測定される 

不利な契約 

（必要な場合） 

BBAに従って 

測定される 

発生保険金 

に係る負債 

未経過保険料を 

参照して測定される 

残存カバーに係る 

負債 

3つの要素が 

すべて1つの 

アプローチに従って

測定される 
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保険料配分アプローチを適用する際の複雑性を軽減するために、ASU案は、割引計算に関し

て複数の実務上の簡便法を設けている。これらは、収益認識に関する提案の原則に近い方

法である。 

損害保険会社は、保険金に係る負債を現在の割引率で割り引き、保険契約の決済期間にわ

たってロック・インされた割引率による利息計上額を当期純利益に認識することになる。これ

は、多くの保険者にとって著しい実務の変更を伴う規定である。 

 

【その他の測定に関する論点】 

有配当契約 

保険契約には、保険契約者に裏付け資産（underlying items）の実績（例：特定の資産プール

または企業の業績）の影響を受ける投資運用収益を提供するものがある。したがって、これら

の保険負債の一部のキャッシュフローの金額、時期または不確実性は、以下の事項の両方

またはいずれかからの影響を受ける。 

 裏付け資産の実績 

 企業の裁量 

これらの契約は、一般的に有配当契約と呼ばれる。両ボードは、以下の特徴を有する契約に

ついて、関連する資産と負債の間の会計上のミスマッチを回避するために、測定及び表示に

関する例外規定（ミラーリング・アプローチ）を導入した。 

(1) 企業に裏付け資産（例：特定の資産及び負債、保険契約あるいは企業全体の特定の資

産及び負債の裏付け資産プール）の保有を要求する契約 

(2) 保険契約者への支払いと裏付け資産の運用収益との連動性を規定している契約 

企業は、裏付け資産の運用収益によって直接的に変動することが見込まれる履行キャッシュ

フローを、裏付け資産の帳簿価額を参照することによって（すなわち、裏付け資産の測定と同

じ方法によって）測定することになる。また、保険契約負債の変動は、裏付け資産に係る利得

及び損失の表示と一致するように、当期純利益またはその他の包括利益（OCI）に表示される

ことになる。 

企業は、裏付け資産によって直接的に変動「しない」ことが見込まれる以下のような契約の

キャッシュフローに対して、ビルディング・ブロック・アプローチを適用することになる。 

 契約に規定されている定額の支払い 

 保険契約者が行使できるオプション 

 契約に組み込まれている最低支払額の保証 
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このFASBの提案に従う場合、ミラーリング・アプローチという例外規定は、以下の項目には適

用されない。 

 U.S. GAAP財務諸表において適用された裏付け資産の測定とは異なる方法に基づいて

保険契約者の配当が決定され、両者の測定時期の差異が反映されていない状況 

 保険契約者の配当に関する金額について企業が裁量権を有するキャッシュフロー 

また、企業が保証利率の変更を予定している場合は、ASU案は、予定保証利率及び関連す

る最終的なキャッシュフローの変更が保険契約の残存期間にわたって一定割合で認識される

ような方法で、割引率を見直すことを規定している。 

さらに、FASBは、分離ファンド契約（例：分離勘定）の会計処理について、追加的なガイダンス

を提供している。契約保有者のファンド及び適格な分離ファンド契約に対する企業の比例持

分は、当期純利益を通じて公正価値で測定されることになる。また、保険者が連結の分析に

際して行う適格なファンド契約の検討について定めた現行のU.S. GAAPのガイダンスは、引き

継がれることになる。 

新契約費 

新契約費は、保険契約の新規の取得または更新に直接関連する費用である。保険契約の測

定に用いるキャッシュフローには、現行のU.S. GAAPで規定されている定義（新契約費の新た

な定義が2012年1月1日より適用されている）と整合する新契約費を含める。ただし、ダイレク

ト・レスポンスの広告費用は、今後新契約費に含められなくなる。この費用は、収益認識に関

する提案と整合的に、発生時に費用処理されることになる。保険料配分アプローチには、す

べての新契約費を発生時に費用処理するという実務上の簡便法が設けられる予定である。

ただし、過年度に資産化された費用のみを対象とする2012年に適用されたU.S. GAAPの変更

による実務上の簡便法は、ASU案に従って、今後は適用されない。 

受再保険契約 

再保険者は、保険契約の認識及び測定アプローチを用いて、自身が発行した再保険契約を

会計処理することになる。 

出再保険契約 

出再者は、対応する元受保険契約に適用する会計処理と同じアプローチ（すなわち、ビルディ

ング・ブロックまたは保険料配分アプローチ）を用いて、再保険契約を会計処理することになる。

出再者は、原則として、対応する元受保険契約が認識された際に、再保険資産を認識するこ

とになる。ただし、再保険契約がカバーする元受保険契約ポートフォリオの損失総額に基づき

再保険カバーが決定される場合、出再者は、再保険契約のカバー期間の開始時に、再保険

契約を認識することになる。 

出再者は、再保険契約の履行キャッシュフローの現在価値を見積もることになる。その見積り

には、出再保険料を含めるが、対応する元受保険契約のマージンは考慮しない。保有する再

保険契約の履行キャッシュフローを見積もるために、企業は、対応する元受保険契約の履行

キャッシュフローの部分の測定に使用した仮定と整合する仮定を用いることになる。
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出再者の履行キャッシュ・インフローの現在価値が履行キャッシュ・アウトフローの現在価値を

上回る場合は、出再者は、当初認識時に、その差額を初日利得を排除するマージンとして認

識することになる。 

出再者の履行キャッシュ・アウトフローの現在価値が履行キャッシュ・インフローの現在価値を上回

る場合には、出再者は、その（借方）差額を、以下のいずれかの項目として認識することになる。 

 当初認識時の費用（カバーが過去の事象に対応するものである場合） 

 当初認識時の（借方）マージン（カバーが将来の事象に対応するものである場合）（保険

料配分アプローチに従う場合、マージンは当初認識されず、企業が再保険に関する費

用を認識する際に認識される） 

 

当初認識時のビルディング・ブロック・アプローチによる測定の例 
 

履行キャッシュフローの現在価値＞ゼロ 履行キャッシュフローの現在価値＜ゼロ 

インプット 測定 インプット 測定 

支払再保険料（再保険者への出再保

険料、一括前払いされる） 

（100） 支払再保険料（再保険者への出再保

険料、一括前払いされる） 

（110） 

受取出再手数料 7 受取出再手数料 7 

再保険により回収可能なキャッシュフ

ローの期待現在価値 

95 再保険により回収可能なキャッシュフ

ローの期待現在価値 

95 

マージン 

（2） 契約開始時の損失1 

または 

（借方）マージン／資産2 

8 

 

1 カバー期間が「過去の事象」に対応するもの（すなわち、遡及型再保険）である場合には、契約開始時の損失を計上する。 

2 再保険契約が「将来の事象」に対応するものである場合には、（借方）マージン／資産（前払保険料等）を計上する。 

 

将来の事象に対応するカバーを提供する再保険契約に係る残りのマージンは、その契約が

カバーする元受保険契約に係るマージンと整合的に認識されることになる（すなわち、ビル

ディング・ブロック・アプローチが適用される再保険契約の場合、当初認識時にロック・インさ

れ、カバー期間及び決済期間にわたって償却される）。 

ASU案に従う場合、再保険者の不履行リスクは、金融商品の信用損失に関するガイダンスに

従って処理されることになり、保険者と再保険者の間の係争案件は、保険会計モデルに基づ

くキャッシュフローに含めることが検討される。 

 

【表示及び開示】 

ASU案の測定モデルは、保険契約の収益性をもたらす要因に焦点を当てており、貨幣の時間

価値を反映するために、割引後の将来キャッシュフローの現在の見積りを用いている。契約

の将来キャッシュフローの現在価値の見積りの変更は、当期純利益または（割引率の変動の

場合）OCIに反映される。この表示に関するFASBの意図は、保険引受業務による成果の影響

と割引率の変動の影響を明確に区別し、償却原価法に基づく利息費用を当期純利益に計上

することにある。 
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企業に裏付け資産の保有を要求し、裏付け資産の運用収益との連動性を規定している契約

に対して別の規定が適用される場合を除き、割引率の変動の影響はOCIに表示されることに

なる。企業は、以下の割引率を使用して測定されたそれぞれの保険契約の帳簿価額の差額

をOCIに認識することになる。 

 現在の割引率 

 契約開始時にロック・インされた割引率3 

割引率の変動をOCIに反映させることにより、当期純利益のボラティリティを軽減することにな

るものの、企業は現在の割引率と契約開始時にロック・インされた割引率の両方を把握する

ことになるため、複雑性は増すことになる。契約の認識を中止する場合、その契約に関する

残高は、OCIから当期純利益に振り替えられることになる。 

以下の特徴を有する契約について、企業は、裏付け資産の運用収益によって「直接的に変動

する」ことが見込まれる履行キャッシュフローの変動を、裏付け資産の価値変動の表示と整合

的に（すなわち、当期純利益またはOCIのいずれかで）表示することになる。 

 企業に裏付け資産の保有を要求する契約 

 裏付け資産の運用収益との連動性を規定している契約 

新たな保険契約収益に関するアプローチが損益計算書に適用されることになるが、このアプ

ローチは、長期契約に適用されている現行の表示方法とは異なっている。保険契約収益は、

保険金、給付金及び費用の当初の予想パターンに基づき、見積りの変更及びマージンの解

放を反映するように修正される。この保険契約収益の見積りに関するアプローチは、支払期

限到来時に保険料を表示する方法とは著しく異なっている。 

短期契約に保険料配分アプローチを適用する場合、保険料は、サービスの移転を反映する

最善の方法により、カバー期間にわたって配分されることになる。 

ASU案に従う場合、企業は、以下に関する定量的及び定性的情報を開示することになる。 

 財務諸表に認識されている、保険契約から生じた金額 

 保険契約に関する基準書を適用する際に行った重要な判断及び判断の変更 

 保険契約から生じるリスクの性質及び程度 

 

【移行措置】 

ASU案に従う場合、企業は、保険契約に関する基準書を遡及適用し、表示される最も古い期

間の期首時点に存在する保険契約を測定することが要求される。この期首日において、企業

は次の処理を行い、これらに対応する調整を資本項目で行うことになる。

                                                      

3  裏付け資産の運用収益によって直接的に変動することが見込まれるキャッシュフローについて、そのキャッシュフローの金額に影響を及

ぼす裏付け資産の運用収益の変動を企業が予想している場合には、更新後の割引率が適用されることになる。 
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 既存の繰延新契約費の残高の認識を中止する。 

 過去に認識した企業結合で引き受けた保険契約から生じた、無形資産の定義を満たさ

ない無形資産の認識を中止する。 

 取得した事業に係るマージンを算定するために、過去に認識した企業結合で引き受け

た保険負債及び取得した資産に帰属する購入価格を再配分する。 

 それぞれの保険契約ポートフォリオを履行キャッシュフロー及びマージンの合計で測定

する。 

 以下の割引率を使用して割り引いたそれぞれの将来キャッシュフローの期待現在価値

の差額の累積的影響を、別個の資本項目で認識する。 

- ASU案に従って算定された現在の割引率 

- 保険契約ポートフォリオの当初認識時に適用された割引率 

保険契約に関する基準書の遡及適用が実務上不可能な場合は、ASU案に従って、当初認識時

の割引率及び移行時のマージンを算定するための実務上の簡便法を適用することができる。 

また、契約開始時のマージンを算定する際には、企業は、移行日直前の企業によるポート

フォリオの分類方法を使用して、保険契約負債及びマージンを測定することができる。移行日

後に引き受けた契約または実質的に修正された契約は、ASU案のガイダンスに従ったポート

フォリオに分類されることになるが、従来とは異なるポートフォリオとなる可能性がある。 

 

【FASBとIASBの提案の比較】 

FASBは、IASBと共同で保険契約に関する基準書案を作成したことから、両ボードは多数の

分野で同一の結論に達している。ただし、適用範囲及び測定モデルの一部の限られた分野

については、異なった結論に達している。FASBとIASBの提案の主な相違点は、以下のとおり

である。 

 ビルディング・ブロック・アプローチ 

- IASBが4つのブロックを提案しているのに対し、FASBは3つのブロックを提案して

いる。FASBが適用しているマージンの代わりに、IASBは、（毎期当期純利益を通

じて再測定される）リスク調整及び初日利得を排除する契約上のサービス・マージ

ンを含めている。契約上のサービス・マージンは、カバー期間にわたって解放され

る。不利な契約となるポートフォリオがない場合、両ボードの提案による当初認識

時におけるポートフォリオの測定結果は、当初認識後の測定において差異をもた

らすマージン及びリスク調整の変動が含まれていないため、同一となる。 

- IASBのアプローチによると、将来のカバーまたはサービスに関連する見積将来

キャッシュフローの変動の現在価値に対して、契約上のサービス・マージンはアン

ロックされるものの、FASBのアプローチによると、マージンはロック・インされる。 

- マージンが解放される方法が異なることから、ポートフォリオの定義が異なっている。
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 IASBによると、新契約費には成約に至った労力も成約に至らなかった労力も含めるが、

FASBによると、成約に至った労力のみを含める。 

 IASBによると、FASBとは対照的に、保険料配分アプローチはビルディング・ブロック・ア

プローチの簡便的な代用方法とみなされており、適格な契約に対して適用することが

（要求されているのではなく）容認されている。類似の相違点が再保険契約についても

存在する。 

 両ボードの提案には、裁量権のある有配当投資契約の適用範囲（IASBによると適用範囲

内、FASBによると適用範囲外）及び金融保証契約の適用範囲について、相違点がある。 

4つのビルディング・ブロック―IASB 

期待将来キャッシュフロー 

明示的で、偏りのない、確率加重された、将来キャッシュ・インフロー控除後の 

将来キャッシュ・アウトフローの見積り。＊ 

貨幣の時間価値 

貨幣の時間価値を反映するための、現在の割引率を用いた割引計算。＊ 

リスク調整 

将来キャッシュフローの金額及び時期に関する不確実性の影響について 

調整するためのリスク調整。＊ 

契約上のサービス・マージン＊＊ 

契約開始時の利得を排除する契約上のサービス・マージン。 

カバー期間にわたって解放される。 

契約上のサービス・マージンに係る利息を計上。 

 
＊   各報告期間の末日に再測定される。 

＊＊ 将来のカバー及びサービスに関連する将来キャッシュフローの現在価値 

に関する現在と過去の見積りの差異について調整（すなわち、アンロック）される。 

 

【その他の影響】 

ASU案により、保険契約負債を毎期、長期契約のロック・インされた仮定並びに短期契約の

保険金及び保険金請求処理費用に係る本来の割引前負債を用いた過去の原価ではなく、現

在価値で再測定しなければならなくなるため、大部分の保険者の当期純利益及び資本のボ

ラティリティは、全体的に増大する可能性が高い。 

主な論点の1つは、保険負債の測定及び保険者が保険負債の裏付けとして保有する資産の

測定が、金利変動に対してそれぞれ異なる反応を示す際に生じるボラティリティに関連してい

る。ASU案は、金融商品の分類及び測定に関する改訂案とともに、この当期純利益のボラ

ティリティを「軽減する」ことを目的としている。割引率の変動が保険者の負債及び一部の金

融資産の評価に及ぼす影響は、損益計算書から除外され、OCIに表示される。保険契約の開
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始時に算定された割引率は、利息費用を計算するために用いられ、結果として営業成績はよ

り安定的なものとなる。 

ただし、保険負債に対応する金融資産をOCIを通じて公正価値で測定する区分ではなく、当

期純利益を通じて公正価値で測定する区分または償却原価区分に分類している場合には、

一部の保険者にとっては、この規定により会計上のミスマッチが生じる可能性がある。当期純

利益のボラティリティの程度は、資産が分類及び測定される方法に依存することになる。 

表示方法及びモデルの運用方法が変更されたことにより、営業成績を報告する方法も変わる

可能性が高い。従来の営業成績及び契約高に関する指標は利用されなくなり、マルチライン

保険事業に関する説明はより複雑になる可能性がある。ASU案は、保険契約収益及び保険

金を当期純利益で報告することを要求しているものの、アナリスト及び財務諸表利用者にとっ

てはまったく別の新しい意味を持っている。ASU案はまた、新たに開示規定の拡大を規定して

いる。新たな報告基準について財務諸表作成者及び市場関係者の双方を指導することには、

多大な時間及び労力を要する可能性がある。 

新たな測定モデル及び移行規定により、企業は、大量の過去及び現在データの保存が要求

されることになり、情報システムのアップグレードが必要となる可能性がある。大部分の保険

者は、その影響を受ける可能性が高く、新たな基準書の適用日前に、財務情報の収集及び

表示のための新たなプロセス及びシステムの開発、テスト及び整備を行う必要がある。ASU

案の複雑性は、財務情報の作成スケジュールにもより重い負担をかける可能性がある。 

また、ASU案の適用により、移行プロセスの管理、保険数理計算及び報告プロセスの変更の

管理、並びにシステムのアップグレードの管理のための経営資源に対して、追加的な需要が

生じることになる。 

さらに、ASU案の表示規定により、企業は従来の業績指標を変更する可能性があり、それに

伴い、報酬契約及び業績目標も変更される可能性がある。 
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上記の記述及び要約を、SECレギュレーション及び潜在的また

は現行の規定の代用として取り扱わないようにご注意願いま

す。U.S. GAAPを適用する企業またはSECへのファイリングを行

う企業は、関連する法規制及び会計規定の原文を参照するとと

もに、自社の特定の状況を検討し、会計及び法律顧問に相談さ

れることをお勧めいたします。 

 

本ニューズレターの内容に関しご質問等がございましたら、エン

ゲージメント・チームの担当者までご連絡ください。 
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