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1. 我々、生命保険協会(LIAJ)は、2013 年 6 月に公表された公開草案「保険契約」（2010 年 7 月に

公表された公開草案の改訂。以下、本公開草案）に対して、意見を述べる機会を頂いたことに大

いなる感謝の意を表明したい。 

 

2. 生命保険協会は、日本における生命保険業の健全な発展および信頼性の維持を図ることを目的

として結成された団体で、現在日本国内で営業を行っている全生命保険会社 43 社が加盟してい

る。この意見が、収入保険料で世界の 20％1を占める、世界第 2 位の生命保険市場である日本の

生命保険業界全体の意見であることを踏まえ、慎重に検討されることをお願いしたい。 

 

3. 我々は、2010 年に公開された保険契約に関する公開草案を再公開するという IASB の決定を歓

迎する。また、2010 年の公開草案からの生命保険協会（LIAJ）を含む多くの関係者の意見を踏ま

えた IASB の本公開草案の再公開に向けた努力を我々は高く評価している。 

１  総括意見 

4. 我々は、2010 年の公開草案に対して、一時点の評価による保険負債の変動を純損益に表示する

ことは生命保険業の特性を反映しないということを大きな課題と認識していたが、本公開草案では、

契約上のサービス・マージンによる初期利益の不計上の維持、割引率変動のその他の包括利益

（OCI）表示、契約上のサービス・マージンのアンロック等の提案を含んでおり、課題に対しての改

善が図られていると認識している。更に、包括利益計算書におけるボリューム情報の表示の課題

に対しても一定の対処が行われていると理解している。我々は、本公開草案において課題への対

処を図った IASB の取組みに敬意を表する。 

5. 一方で、本公開草案で提案されている内容をすべて統合し、基準全体を改めて俯瞰した場合、個

別の課題に対して、多層・多段階に保険契約の要素を区分する方法で対処が図られたことから、

①規定内容が複雑化しており、財務諸表利用者や作成者の理解可能性を著しく低下させている

ことや、②とりわけ長期の契約を取扱う生命保険会社の場合、経済実態が財政状態計算書に忠

実に表されなくなるという問題点が生じている。 

 

6. 上記の問題点は、主に以下の点に表れていると考えられるが、我々は、各質問に対する回答にお

いて複雑性の軽減と、生命保険会社の財政状態を忠実に表すための改善提案を行っている。

我々は、本公開草案がこのまま基準化された場合、作成者の実行可能性と利用者の理解可能性

が充足されないことを強く懸念している。我々からの提案を含む関係者からの提案を十分に検討

して更なる改善をお願いしたい。 

 

（1）契約上のサービス・マージンの調整の区分の適切性 

事後測定において、将来キャッシュ・フローの見積り変動を契約上のサービス・マージンを調整

し、当期の純損益としないとの提案に賛成する。ただし、本公開草案の B68 項において、投資

収益の変動による保険契約の将来キャッシュ・フローの見積り変動に対して、契約上のサービ

ス・マージンを調整しないとの提案に対しては反対する。未稼得の将来利益に影響を与える履

行キャッシュ・フローの変動について、一部をアンロックの対象とするのではなく、完全なアンロ

ックが実現されるべきであると考える。（質問 1） 

 

                                                        
1 Swiss Re sigma study on world insurance 2012 
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（2）キャッシュ・フローの分解測定の複雑性 

本公開草案の第 34 項において、アンバンドルの規定（第 10 項(ａ)）において分離（separate）が

求められない契約をキャッシュ・フローの性質ごとに分解（decompose）して測定することが提案

されている。このほか、第 60 項(h)の条件を満たすために、キャッシュ・フローを分解する取扱

いが求められていると考えられる（本公開草案 BC129 項、BC130 項）。仮に前述の分解測定

が求められているとすれば、測定の複雑性をもたらすことになることから、そのような要求には

同意できない。（質問 2、質問 4） 

 

（3）包括利益計算書の表示の理解可能性 

本公開草案では、要約マージン表示における重大な課題であったボリューム情報について包

括利益計算書に表示する提案が行われていることに賛成する。ただし、本公開草案で提案さ

れている保険契約収益は、見積りに基づく複雑な計算を要するものであり、保険契約者をはじ

めとするステークホルダーの理解可能性に懸念があり、反対する。一方で、受取保険料は多く

のステークホルダーの間の共通認識として浸透しており、保険会社の経営についても受取保

険料をベースに行われていることから、受取保険料は、業績表示上、必要不可欠な情報と考え

る。 

     また、保険契約の測定においてアンバンドリングされない投資要素はリスク調整や契約上のサ

ービス・マージンの測定にも影響するため、保険契約収益及び発生保険金から除外することに

反対する。（質問 3） 

 

（4）経過措置の実務困難性、比較・検証可能性 

     本公開草案が基準化された場合、多くの国において保険契約に関する会計が大きく変更され

ることになる。新しい保険契約会計基準の導入による混乱を回避するためには、利用者の理解

可能性、作成者の実務可能性を維持しながら会計制度の移行を丁寧に行う必要がある。特に、

日本の生命保険商品は終身保険が中心となっており、移行時に遡及すべき期間が非常に長

期間にわたる。このような場合、データの客観性の担保は困難であり、各社で使用するデータ

が相違した場合に比較可能性が大きく低下する可能性がある。したがって、本公開草案に提

案されている経過措置に加えて、移行日時点における既契約については、移行日時点におけ

る将来収支の現在価値を契約上のサービス・マージンとして計上する取扱いも認められるべき

である。（質問 5） 

    

（5）生命保険会社の財政状態表示の忠実性 

金利および保険事故発生率はともに、生命保険会社の収益性に影響を与えるが、本公開草

案では、これらの前提の変動が OCI と契約上のサービス・マージンに分離されて適切に取扱

われず、生命保険会社の財政状態が財政状態計算書に忠実に表されなくなることが強く懸念

される。これは、長期の契約を扱う生命保険会社において顕著であり、長期に基準を継続適用

した場面、更には移行時に長期間の遡及を行う場面で問題が生じる。 

 この点を解決するためには、OCI と契約上のサービス・マージンの切り分けを見直す、もしくは

OCI と契約上のサービス・マージンを統合することが考えられる。（質問 6） 

 

7. なお、本公開草案における提案と FASB が別途意見募集を行っている提案には、いくつかの項

目において重要な差異が生じているが、利用者に提供する情報の比較可能性の確保の観点や

作成者の財務諸表作成コストの観点等から、両審議会の保険契約会計基準における十分なコン
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バージェンスの達成が必要と考えられる。したがって、FASB との協議を継続し、更なるコンバージ

ェンスに向けた努力を期待する。 

 

2. 質問への回答 

 

質問 1—契約上のサービス・マージンの調整 

次のようにすれば、財務諸表が企業の財政状態及び財務業績を忠実に表現する目的適合性のある情

報を提供するものとなることに同意するか。 

(a) 将来のカバー及び他の将来のサービスに関連する将来キャッシュ・フローの現在価値の現在の

見積りと従前の見積りとの間の差額を、契約上のサービス・マージンに加算又は減算する（契約上

のサービス・マージンが負の値とならないことを条件とする）。 

(b) 将来のカバー及び他の将来のサービスに関連しない将来キャッシュ・フローの現在価値の現在の

見積りと従前の見積りとの間の差額を、直ちに純損益に認識する。 

同意又は反対の理由は何か。反対の場合、どのような提案をするか、その理由は何か。 

 

8. 我々は、将来のカバー及び他の将来のサービスに関連する将来キャッシュ・フローの現在価値の

現在の見積りと従前の見積りとの間の差額を当期の純損益とせず、残存するカバー期間にわたっ

て契約上のサービス・マージンを通じて純損益に認識するという、IASB の提案するプリンシプル

に同意する。 

 

9. ただし、本公開草案第 30 項に記載されている事後測定における契約上のサービス・マー

ジンの残額の計算方法は、実務の幅を過度に制限するものであると考える。我々は、基準

はプリンシプル・ベースであることが望ましいと考えており、仮に第 30 項の計算方法を

記載するとしても、これはあくまでもプリンシプルを実現する具体的な例示の一つであり、

プリンシプルの範囲内で他の計算方法も許容されると理解している。 
 

10. 更に、生命保険事業における将来キャッシュ・フローは数十年にわたる超長期であり、長期間にわ

たる情報、データを保持し続ける負荷は甚大なものである。事業特性に合った方法として、事後測

定においても当初認識時と同様に契約上のサービス・マージンの残額をプロスペクティブに再測

定し、前年度末の金額との差額を計算することで当期の純損益に認識すべき金額を決定すること

も容認されるべきであると考える。当該差額のうち、将来稼得される利益の見積りの変動金額につ

いては、当期の契約上のサービス・マージンの調整額とオフセットされ、残存するカバー期間にわ

たって純損益に認識されることになる。再測定方法としては、初期利益がゼロとなる前提条件を固

定して計算した評価日時点の保険負債と評価日時点の前提条件を使用して計算した保険負債の

差額とすることが考えられる。我々は、コスト・ベネフィットの観点から、この計算方法が有効な方法

であると考えている。 

 
11. また、我々は、当初認識時と事後測定において、未稼得の将来利益を整合的に把握すべき

であると考えている。そのためには、事後測定に際して、未稼得の将来利益に影響を与え

る履行キャッシュ・フローの変動について、完全なアンロックが実現されるべきと考える。

我々は、一部の履行キャッシュ・フローの変動のみをアンロックの対象とすることに反対

する。 
例えば、本公開草案 B68 項では、投資収益の変動による保険契約の将来キャッシュ・フローの見

積り変動については将来のカバー及びサービスに該当しないとの理由から、契約上のサービス・

マージンを調整しないことが規定されている。しかしながら、基礎となる項目の価値の変動の結果
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から生じるキャッシュ・フローの見積りの変更は、保険契約に基づき、給付金額等を通じて契約者

に提供される将来のサービス水準に影響する。したがって、当該見積りの変更は、契約上のサー

ビス・マージンの調整によって、未稼得の将来利益に反映されるべきである。一部の変動のみをア

ンロックの対象とすることで、企業の財政状態が保険負債に忠実に表されなくなることを強く懸念し

ている。 

 

12. 更に、割引率の変動とキャッシュ・フローの変動の影響を一体的に捉えることは、生命保険会社の

財政状態の忠実な表示の観点で有効な解決策になると考えている。我々は、この点についての

代替案を質問 6 に記載している。 

 

質問 2－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 

契約が企業に基礎となる項目の保有を要求し、保険契約者への支払いと当該基礎となる項目に対す

るリターンとの間の連動を定めている場合において、企業が次のことを行えば、財務諸表が企業の財

政状態及び財務業績を忠実に表現する目的適合性のある情報を提供するものとなることに同意する

か。 

(a) 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。 
(b) 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は予想されない履行キャッシ

ュ・フロー（例えば契約で定められた固定支払、保険契約に組み込まれたオプションのう

ち分離されていないもの、契約に組み込まれていて分離されていない最低支払額の保証）

を、本基準（案）の他の要求事項にしたがって測定する（すなわち、起こり得る結果の範

囲全体の期待値を用いて保険契約を測定し、リスク及び貨幣の時間価値を考慮に入れ

る）。 
(c) 履行キャッシュ・フローの変動を次のように認識する。 

(i) 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・フローの変動を、当該基礎となる項目の価値の変動の認識と同じ基礎により純損

益又はその他の包括利益に認識する。 
(ii) 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・フローの変動を、純損益に認識する。 
(iii) 基礎となる項目に対するリターンに対応して変動するとは予想されない履行キャッシ

ュ・フロー（他の要因（例えば、死亡率）に対応して変動すると予想されるもの及び

固定であるもの（例えば、定額の死亡給付金）を含む）の変動を、本基準（案）の一

般的な要求事項にしたがって純損益及びその他の包括利益に認識する。 
同意又は反対の理由は何か。反対の場合、どのような提案をするか、その理由は何か。 

 

13. 保険契約の履行キャッシュ・フローとその裏付となる資産の評価について経済的ミスマッチが生じ

ていない場合に、保険契約の測定において基礎となる項目の帳簿価額を参照することは、そのよ

うな契約の経済性を会計上適切に表すことになるものとして理解できる。 

 

14. 一方で、本公開草案第 34 項では、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・フローとそれ以外のキャッシュ・フロー（組込デリバティブや固定キャッシ

ュ・フロー）に分解（decompose）して測定することが要求されていると理解しているが、本公開草案

第 10 項において保険契約からアンバンドルされなかったキャッシュ・フローについて、分解して
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別々に測定することは基準としての複雑性につながると考える。特に、保険契約からアンバンドル

できなかった組込デリバティブについて分解を要求することの合理性について懸念する。 

 

15. なお、保険契約の未稼得の将来利益は、契約に関連する見積りの変動から生じる履行キャッシ

ュ・フローの変動のみならず、金利変化による履行キャッシュ・フローの変動からも大きく影響を受

ける場合がある。これらの変動を整合的に一体として取扱い、質問 1 に言及したとおり、その経済

実態が適切に反映されるための更なる改善が必要である。 

 

質問 3—保険契約収益及び費用の表示 

すべての保険契約について、企業が、純損益において、保険契約の構成要素の変動に関する情報で

はなく、保険契約収益及び費用を表示するならば、財務諸表が企業の財務業績を忠実に表現する目

的適合性のある情報を提供するものとなることに同意するか。 

同意又は反対の理由は何か。反対の場合、どのような提案をするか、その理由は何か。 

 

＜保険料の表示＞ 

 
16. 我々は、2010 年の公開草案で提案された要約マージン表示を修正し、ボリューム情報を包

括利益計算書に表示することについて賛成する。要約マージン表示は、保険事業の活動か

ら発生する客観的なキャッシュ･フロー情報に基づかないため、保険会社の経営者にとっ

てもステークホルダーにとっても理解し難いものである。このため、要約マージン表示に

逆戻りしてはならないと考える。 
 

17. 一方で、表示するボリューム情報に関しては、本公開草案で提案されているアプローチに

反対する。保険契約収益を予想保険金及び費用の見積りやリスク調整の変動、当期の契約

上のサービス・マージンの解放等の合計として求める提案には、以下に述べる様々な問題

点がある。 
 

① 保険会社の義務・サービスは保険期間にわたって保障を提供することにあり、保険金

の支払はあくまでも義務の一部であることから、それのみをもって義務・サービスの

履行と定義することは適切ではない。 
 

② 予想保険金及び費用の増加に伴い保険契約収益が増加するため、トップラインを増加

させたい場合に、予想保険金や費用の見積り額を増やすといった不適切なマネジメン

トを誘引する可能性がある。 
 

③ 保険契約収益は、要約マージンに予想保険金等を積み上げて計算した人工的な収益

item として表示されている。保険会社には保険契約者をはじめとした様々なステーク

ホルダーが存在するが、彼らに対して、その内容に精通するための労力に見合う有用

な情報を提供しないと考える。 
 

18. 我々は、本公開草案で提案されている保険契約収益ではなく、受取保険料を包括利益計算書の

トップラインに表示すべきであると考える。受取保険料をトップラインとして表示することは、保険契

約者をはじめとした多くのステークホルダーの間の共通認識として浸透しており、保険会社の経営

についても受取保険料をベースとしたマネジメントが行われているからである。 
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19. 例えば、本公開草案第 79 項では当期に受け取った保険料から当期に認識した保険契約収益へ

の調整表の開示が求められているが、この調整表を包括利益計算書に含めることは一定の改善

に繋がるかもしれない。包括利益計算書は、保険業のビジネスの実態を直接的、客観的に示して

いることが重要であり、利用者のみならず保険契約者にとっても分かり易い情報を提供することが

目指されるべきである。 

 
＜投資要素の除外＞ 
 

20. 我々は、投資要素を保険契約収益及び発生保険金から除外することに反対する。また、保険商

品の解約返戻金を一律で投資要素と定義することが想定されているのであれば、保険会社の経

済実態を適切に表すことにならず、利用者の誤解を招くことを懸念する。保険契約の測定におい

てアンバンドリングされない投資要素はリスク調整や契約上のサービス・マージンの測定に影響す

るため、当該投資要素を財務諸表の表示において除外することは、作成者の負担が大きくなるだ

けではなく、利用者に有用な情報を提供することにならない。保険契約の測定単位と財務諸表の

表示は整合的であるべきである。 
 

質問 4—純損益における金利費用 

下記のようにして、引受業績の影響を割引率の変更の影響と区分することを企業に要求すれば、財務

諸表が企業の財務業績を忠実に表現する目的適合性のある情報を提供するものとなることに同意する

か。 

(a) 純損益において、契約が当初に認識された日に適用された割引率を用いて算定した金利費

用を認識する。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キ

ャッシュ・フローについて、当該リターンの変動が当該キャッシュ・フローの金額に影響

を与えると企業が予想している場合は、企業は当該割引率を更新しなければならない。 
(b) 下記の両者の差額を、その他の包括利益に認識する。 

(i) 報告日現在で適用した割引率を用いて測定した保険契約の帳簿価額 
(ii) 契約が当初に認識された日に適用された割引率を用いて測定した保険契約の帳簿価

額。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キャッシ

ュ・フローについて、当該リターンの変動が当該キャッシュ・フローの金額に影響を

与えると企業が予想している場合には、企業は当該割引率を更新しなければならな

い。 
同意又は反対の理由は何か。反対の場合、どのような提案をするか、その理由は何か。 

 
21. 短期的な金利変動を純損益に反映しないという目的において、割引率の変動に伴う保険負債の

変動を、その他の包括利益（OCI）に表示するという提案は、有効な解決策になるため、賛成する。 

 

22. 但し、金利費用の算定・表示について、本公開草案第 60 項(h)の条件を満たすためには、キャッ

シュ・フローを分解する取扱いが求められていると理解している（本公開草案 BC129 項、BC130
項）が、仮に契約に含まれるキャッシュ・フローごとに別々の割引率を適用することが求められてい

るのだとすれば、基準の複雑化につながり、追加的な実務負荷と利用者の理解を難しくすることが

強く懸念されることから、そのような要求には同意できない。 

 

23. 更に、金利変化による割引率の変動と金利感応キャッシュ・フローの変動を一体的に表示すること

は、生命保険会社の財政状態の忠実な表示の観点で有効な解決策になると考えている。我々は、

この点についての代替案を質問 6 に記載している。 
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質問 5—発効日及び経過措置 

経過措置について提案しているアプローチは、比較可能性と検証可能性を適切にバランスさせている

ものであることに同意するか。 

同意又は反対の理由は何か。反対の場合、どのような提案をするか、その理由は何か。 

 

＜経過措置＞ 

 

24. 日本の生命保険会社は、保険の契約期間が超長期にわたり、完全遡及のアプローチの適用は実

務上困難であり、修正遡及アプローチを用いた場合には、比較可能性と検証可能性を担保するこ

とは不可能となるため、経過措置の提案には更なる改善が必要であると考えている。 

 

（完全遡及アプローチの実務困難性） 

25. 2010 年公開草案での提案においては、企業は表示する も古い期間の期首現在で有効な契約

について、契約上のサービス・マージンを認識すべきでないとされていたが、本公開草案ではこの

点が改訂されており、歓迎する。一方で、日本の生命保険会社は長期かつ膨大な数の契約を保

有しており、当初認識日時点の期待キャッシュ・フローや当初認識日時点のリスク調整額を、信頼

性を持って測定することは不可能であり、本公開草案で提案されている IAS 第 8 号を適用した遡

及計算は不可能である。 

 

（修正遡及アプローチの課題） 

26. この問題点を踏まえ、IASB が本公開草案 C5 項から C6 項において実務上の簡便法（修正遡及

アプローチ）を提案していることは評価できる。しかしながら、同アプローチを用いた場合、多くの

推計に頼る必要性があり、その結果として発生する測定誤差2は比較可能性と検証可能性を担保

する上で問題となると考えられる。特に、日本の生命保険会社は、保険の契約期間が超長期にわ

たり、かつ商品種類が多いという特徴があるため、同アプローチを適用した場合その問題は顕著

なものとなり、比較可能性と検証可能性は失われると考えられる。 

 

（実務困難性） 

27. ある保険契約ポートフォリオにおいて、当初認識時点の契約上のサービス・マージンを測定し、以

降の償却額を計算するためには、消滅契約から発生するキャッシュ・フロー実績を含む、当初認

識時点の全契約の将来キャッシュ・フローが、契約上のサービス・マージンの償却額に及ぼす影

響を把握する必要がある。したがって、遡及計算を実施するためには、現在の保有契約に加えて

消滅契約までを含めた過去のキャッシュ・フロー実績をポートフォリオ単位で把握することが必要と

なる。 

 

28. 契約期間が超長期であり、かつ商品種類が多い日本の生命保険会社には、膨大な量の保険群

団が存在している。遡及計算のためには、膨大な量の群団において消滅契約を含めた過去のキ

ャッシュ・フロー実績を把握することが必要となるが、日本の生命保険会社はそのようなデータを経

営管理上必要としておらず、保有していない。 

 

   （日本の金利市場の特性とそこから生じる課題） 

29. 日本においては、過去における超長期の金利データが存在していないという問題点もある。例え

                                                        
2 仮に完全遡及が出来たとして、その結果との比較の観点からの測定誤差について推論している。 
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ば、30 年物の国債については 1999 年以降しか継続データが存在しない。金利データが不足す

る点に関して修正遡及アプローチでは、少なくとも過去 3 年の金利の平均値を用いてスプレッドを

取得し、当該スプレッドを用いて当初認識時のイールドカーブを見積もる方法が提案されている。

提案されている手法は、比較的短期間の遡及計算においては一定程度の精度が確保されると考

えられる。一方で、当初認識時点からの経過期間が長く、かつこの間に金利水準や金利の期間構

造が大きく変化している日本においては、提案されている方法で当初認識時点の金利構造を見

積もることは信頼性の面で問題が大きくなる。遡及計算の期間も超長期にわたるため、見積もりの

結果潜在的に発生し得る測定誤差は多大であり、国際的な比較可能性の確保に耐えるものでは

ないと考えられる。 

 

30. なお、遡及計算の結果、金利変化に伴う割引率の変動が OCI に、金利変化に伴うキャッシュ・フ

ローの変動の影響が契約上のサービス・マージンに、それぞれ累積的に表示されることになる。こ

の点により、移行日時点の財政状態計算書は生命保険会社の実質的な経済実態を正当に表す

ものとはならず、国際的な比較可能性も損なわれると考えられる。 

 

31. 以上を総合すると、日本の生命保険会社が提案されている修正遡及アプローチを用いた場合、

比較可能性と検証可能性を担保することは不可能となる。作成された財政状態計算書も日本の生

命保険会社の経済実態を正当に表しているとはいえず、かえって利用者の誤解を招くものとなる。

作成者側で莫大なコストが生じることも合わせて鑑みると、日本の生命保険会社における修正遡

及アプローチの採用は、コストに見合うだけのベネフィットを欠くものと結論付けられる。 

 
【代替案の提示】 

32. これらの問題点を解決するために、修正遡及アプローチへの代替的な方法として、移行日時点に

おいて保険ポートフォリオの将来収支を再測定することが可能な場合には、移行日時点における

将来収支の現在価値を契約上のサービス・マージンとして計上する取扱いも認められるべきであ

ると考える。 

 

33. 本公開草案では、契約上のサービス・マージンは将来の未稼得利益と定義されている。したがっ

て、移行日時点において再測定された将来収支の現在価値と、契約上のサービス・マージンは概

念的に一致する。 

 

34. 具体的な方法としては、初期利益がゼロとなる水準でロックインされた前提条件を用いて計算され

た移行日時点における保険負債（将来キャッシュ・フローの現在価値）の金額と、移行日時点にお

いて再測定した将来キャッシュ・フローとの差額を契約上のサービス・マージンとして計上する方

法が考えられる。例えば、日本においては保険料計算に使用する前提（将来の死亡率等）を用い

て計算した保険負債（保険料積立金）を管理している。当該金額は、保険料の計算前提による将

来アウトフローの現在価値と保険料の将来インフローの現在価値との差額であり、初期利益はゼ

ロとなる。この保険料計算に使用する前提を用いて計算された保険負債と履行キャッシュ・フロー

との差額は将来利益の現在価値と一致する。この代替案は、移行日時点において、受領対価を

保険負債とするポートフォリオ移転が発生していると見做した処理であるという整理も可能である。 

 

35. また、IFRS 第 1 号（国際財務報告基準の初度適用）D19C 項において実効金利法の遡及適用が

実務上不可能な場合に移行日時点の公正価値を新たな償却原価とする取扱いが定められてい
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ることを踏まえると、本公開草案の割引率の遡及について前述のような3問題が認められる場合、

少なくとも IFRS を初度適用する企業においては、移行日時点の金利を初期測定時点のものと見

做す取扱いを認めるべきと考える4。 

 

36. 上記の代替的な方法を採用した場合、経過措置における見積もりの要素が無くなるため、検証可

能性は飛躍的に高まると考えられる。財政状態計算書も日本の生命保険会社の経済実態を正当

に表したものとなるため、比較可能性が高まり、利用者側の便益も大きく改善される。作成者側の

コストも大幅に削減されるため、コスト・ベネフィットの観点から大幅な改善が達成されることになる。 

 

＜発効日＞ 

 

37. 十分な準備期間を設定した上で、本基準と IFRS 第 9 号を同時に適用すべきと考える。 

 

38. 本基準の公表から強制適用までには約 3 年の猶予が与えられるとされているが、公開草案の内

容が現行の実務と大きく異なることから、新たなシステム開発や実務の大幅な見直しが必要となる。

よって、強制適用までに 5 年程度の準備期間が必要だと考える。 

 

39. 保険会社の資産の大宗を占める金融商品について、現在、IFRS 第 9 号の見直しが検討されてい

る。すなわち、本基準と合わせて、保険会社が適用する会計基準には資産側と負債側で 2 度の

大きな改定を要求されることになる。また、適用時期が相違することで、資産側と負債側の測定に

おいて会計ミスマッチが生じる懸念もある。よって、本基準が適用される予定の entity における

IFRS 第 9 号の適用時期については、両基準のいずれか遅いタイミングに合わせる配慮が必要で

あると考える。 

 

質問 6—保険契約に関する基準により生じる可能性の高い影響 

本基準案を全体として考えた場合、提案されている要求事項を遵守するコストが、情報により提供され

る便益で正当化されると考えるか。当該コスト及び便益は、質問１から 5 における提案によりどのような

影響を受けるか。当該コスト及び便益は、コメント提出者が提案する代替的アプローチや 2010 年公開

草案での提案と比較してどうか。 

 

本基準案全体として生じる可能性の高い影響を以下の点について記述されたい。 

(a) 財務諸表における保険契約の影響の透明性及び保険契約を発行する異なる企業間での比較可

能性 

(b) 作成者にとっての遵守コスト及び作成される情報を財務諸表利用者が理解するためのコスト（適

用開始時と継続ベースの両方で） 

 

＜複雑性による実務負荷と財政状態の忠実な表示への課題に対する提案＞ 

40. 本公開草案では、保険負債の変動について、以下のとおり測定・表示する取扱いが提案されてお

り、一時点の評価による保険負債の変動を純損益に認識しないという点において改善が図られて

いると認識しているが、本公開草案における提案内容を全体として見たときに、この取扱いでは、

提案要求を遵守するコストは、情報が提供する便益によって正当化されないと考える。 

                                                        
3 例えば、第 29 項で記載した問題点 
4 第 34 項と第 35 項の提案は、実質的に同じ効果を意図したものであるが、本公開草案における他の提案や他の IFRS

との関係を複眼的に捉えることを目的にしている。 
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① 金利変化による割引率の変動の影響は、OCI で表示 

② 将来キャッシュ・フローの変動の影響は、契約上のサービス・マージンで調整 

 

41. 具体的には、以下のとおり、実務上の課題に加えて、保険負債の概念の観点でも課題が生じてお

り、財政状態計算書が生命保険会社の財政状態を忠実に表さないと強く懸念されることから、更

なる改善が必要と考える。 

 

（実務負荷が大きい） 

42. 将来キャッシュ・フローの変動の影響を、金利変化による割引率の変動の影響から分離し、契約

上のサービス・マージンで調整する取扱いは、以下のような、多大な実務負荷を必要とする可能

性がある。 

 

① 履歴管理の困難性 

それぞれの影響の分離を行うためには、当初認識時の割引率および将来キャッシュ・フロー

の情報を、将来にわたり履歴管理する必要が生じる。この実務負荷は、保証とオプション等、

複数の割引率シナリオが必要なキャッシュ・フローにおいて極大化する。 
 

② 遡及適用の困難性 

また、移行措置における契約上のサービス・マージンおよび OCI の遡及適用についても、保

有契約それぞれの当初認識時の情報の取得可能性の低さが、同様に実務負荷を多大なも

のとしている。 

 

③ 誤差の累積 

さらに、契約上のサービス・マージンの計算について当期首残高からの加減算方式を提案し

ている（本公開草案第 30 項）が、この加減算方式は、測定誤差が累積的に積みあがる構造

となっている。ポートフォリオの減少に伴いこの測定誤差は解消されず、結果、ポートフォリオ

が消滅しても契約上のサービス・マージンが消滅しない可能性が生じる等、測定手法として

更なる改善の必要性を示唆している。 

 

（保険負債の概念上の課題） 

43. 金利変化による割引率の変動の影響は、財政状態計算書上の保険負債の金額を増減させるが、

将来キャッシュ・フローの変動の影響は財政状態計算書上の保険負債の金額を増減させない5。

金利感応キャッシュ・フローの評価において、このように金利変化による割引率変動の影響と将来

キャッシュ・フローの変動の影響をそれぞれ別々に取り扱うことにより、財政状態計算書上の保険

契約負債の金額が合理的意味を持たなくなる可能性がある。 

 

44. 例えば、金利が上昇した場合に解約増加による将来キャッシュ・アウトフローの見積りが増加する

ことが想定される場合でも、将来キャッシュ・フローの増加は契約上のサービス・マージンの減少と

相殺されるため、割引率の上昇の影響のみが反映されて財政状態計算書上の保険負債の金額

は減少する。 

 

45. 上記の取扱いは、金利感応キャッシュ・フローを持つ金融商品である変動利付債の測定と整合的

ではない。変動利付債は、金利が上昇した際には将来のキャッシュ・フローが増加する一方、金利

の上昇による割引率も上昇するため、その理論価格は金利の変動の影響を受けない。よって、保

                                                        
5契約上のサービス・マージンで吸収可能な量を超える影響は、純損益を通じて B/S 上の保険契約負債額を増加させる。 
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険負債の測定において、割引率の増加（減少）の影響と将来キャッシュ・フローの増加（減少）の影

響を別々の表示項目で取扱った場合、保険負債の経済実態を忠実に表現することにはならない

と考える。 

 

46. 本公開草案では、限定的6に、将来キャッシュ・フローの変動の影響と割引率の変動の影響を統一

的に取り扱う提案を行っているが、財務諸表利用者にとって有用かつ目的適合性のある情報を提

供する点においても、全ての金利感応キャッシュ・フローについてそれぞれの影響を統一的に取り

扱うことが考えられる。 

 

（未稼得の将来利益には割引率の変化も影響を及ぼす場合がある） 

47. 本公開草案において、契約上のサービス・マージンの位置づけが、「保険契約に基づくサービス

を提供するにつれて認識する未稼得の利益」（付録 A）と明確化された。 

 

48. 一方、事後測定において金利変化による割引率の変動の影響が全く契約上のサービス・マージ

ンに反映されないが、それによって適切に未稼得の将来利益を表せていないことを懸念する。金

利変化に伴う投資収益の変動は、将来の「未稼得の利益」に影響を与え得るからである。 

 

49. なお、金利変化による割引率の変動が「未稼得の利益」に影響を与え得ることは、本公開草案で

も、当初認識時の測定においては前提としている。この点、当初認識時の契約上のサービス・マ

ージンの評価額が当初認識時の割引率の水準に影響を受ける（本公開草案第 25 項(a)）ことから

も明らかである。このことは、当初認識時の測定と事後測定との間で不整合が生じている可能性を

示唆している。 

 

（保険会社のマネジメントの実態との整合性） 

50. 保険契約の収益性や保険事業のリスクを総合的にマネジメントしている企業は、金利変動のリスク

と保険リスク、それらに対するバッファーを総合的に管理している。契約上のサービス・マージンを

負債に、累積 OCI を純資産に別々に表示することは、そのような経営実態を適切に表さないこと

が懸念される。 

 

【代替案の提示】 

51. 前述の課題を解消するための対応としては、OCI と契約上のサービス・マージンの切り分けを見直

す、あるいは OCI と契約上のサービス・マージンを統合し、将来の「未稼得の利益」の表示項目を

まとめることが考えられる。 

 

52. これらの対応案は、金利変化による割引率の変動の影響と、将来キャッシュ・フロー変動の影響を、

整合的に将来の「未稼得の利益」に反映する取扱いである。 

 

53. 特に OCI に統合した場合は、IFRS 第 9 号における測定との整合性等を考慮すると、有力な案に

なり得るものと考えられる。 

 

54. 更に、OCI に統合した場合には、将来の「未稼得の利益」の前期末と当期末の差額は、包括利益

計算書において、OCI として統一的に表示されることとなる。また、将来の「未稼得の利益」の当期

末の残高は、財政状態計算書において累積 OCI として表示されることとなる。将来の「未稼得の

利益」の評価日時点での価値7を、毎期再測定のうえ表示もしくは開示することは、利用者の理解

                                                        
6企業に基礎となる項目の保有を要求し、かつ基礎となる項目のリターンに対するリンクを特定している保険契約。 
7例えば、以下が候補として考えられる。 
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可能性を大幅に増大させるものと考えられる。 

 

55. なお、将来の「未稼得の利益」は、ポートフォリオ消滅時において必ず消滅するため、累積 OCI の

ナチュラルリサイクリングが達成されることとなる。 

 

56. OCI に統合した場合でも、将来の「未稼得の利益」の前期末と当期末の差額について、その変動

の要因分析を注記等で開示することで、利用者への情報提供の水準は十分に保たれると我々は

考えている。 

 

＜開示の簡素化＞ 
57. 本公開草案の要求事項を遵守するコストが、情報により提供される便益で正当化されるこ

とについて疑問がある点について、特に、開示に関する要求事項についての意見を以下に

記載する。 
 
58. 本公開草案では詳細な開示が要求されている。認識、測定に関し各国基準の適用を認める

フェーズⅠにおいては、比較可能性・透明性を担保するために補完情報として詳細な開示

が必要であったことは理解する。しかし、認識、測定基準が統一されるフェーズⅡでは、

過度に詳細な開示を行うよりも、重要性と目的適合性のバランスを考慮し、Big Picture の

見える開示を志向すべきである。よって、以下の観点を考慮して開示項目を簡素化すべき

と考える。 
①  保険者が開示を作成するのに要するコストが、財務諸表利用者が開示から享受する便

益を上回らないこと 
②  過度に大量の情報開示により重要な情報が埋もれてしまわないこと 
③  合理的に監査可能であること 
④ 保険者が開示要求の遵守により競争上の不利益を被らないこと 
以下で例示するとおり、本公開草案で提案されている開示要求のいくつかについては、上記①～

④に抵触する可能性がある点を我々は懸念している。我々は、開示要求については、以下のよう

な対応がなされるべきであると考える。 
・ 上記①～④を考慮した開示要求を再考する。 
・ 開示要求は基準の本文ではなく適用ガイダンスに記載することで、当該開示要求を過度に

強制することはしない。 
 
59. 上記②～④に該当するものとして、事業機密に属する保険料内訳の開示につながる可能性

があるものがある。例えば、本公開草案第 83 項で求められている見積りに使用した手法

及びインプットを詳細に開示することは、事業機密に属する保険料内訳の開示につながる

可能性があるとともに、大量の情報開示となり重要な情報が埋もれる可能性があるため、

要求されるべきではない。また、監査を含めた実行可能性についても抵触する可能性があ

る。 
 

60. また、①に該当するものとして、本公開草案第 84 項に記載されている、リスク調整の算

定結果を信頼水準技法に変換したものを開示することについては、保険者の実務的な負担

が生じる一方で、変換された信頼水準は当該リスクに対する保険会社の見解を正しく示す

ことにはならず、利用者にとって有益な情報を提供しない。したがって、比較可能性を高

                                                                                                                                                                         
・ 保険料計算の前提となる将来キャッシュ・フローの現在価値と、評価日の見積りによる将来キャッシュ・フローの差額 
・ 各国における監督規制上の保険負債と、評価日の見積りによる将来キャッシュ・フローの差額 

・ エンベディッド・バリュー（EV）における保有契約価値 
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めるという目的を達成することは困難であり、要求されるべきではない。 
 

61. IASB の依頼に基づき調査が行われ、2011 年 7 月に公表された開示削減に関する ICAS・
NZICA の共同レポートにおいては、開示要件について、重要な場合に開示するよう修正、

詳細過ぎる部分や IAS 第 1 号と重複すると考えられる部分については削除を提案している。 
 
62. また、2012 年 7 月に EFRAG から討議資料「財務諸表注記の開示フレームワークに向け

て」、FASB から意見募集「開示フレームワーク」が公表されたが、これらはいずれも不

必要な開示を削減することにより有効性を改善することを志向している。 
 
63. このような動きを踏まえて、IASB は開示に関するリサーチプロジェクトを開始している

が、保険契約基準の開示を検討するにあたって、不必要な開示を増やさないように留意す

るべきである。そのためにも、本公開草案で提案されている項目はあくまで例示であり、

開示項目の選定にあたっては重要性を勘案、すなわち重要性の低いものについては開示不

要であることを基準上に明記すべきである。 
 

64. 上記以外にも本公開草案の要求事項を遵守するコストが、情報により提供される便益で正当化さ

れることについて疑問がある点については、総じて以下のようなものがあると考える。詳細は各質

問への回答に記載している。 

・ 契約サービス・マージンによる調整を行うキャッシュ・フローの変動と、調整を行わないキャッ

シュ・フローの変動の区分を要求すること（本公開草案 31 項、B68 項） 

・ 割引率の更新を行うキャッシュ・フローと、行わないキャッシュ・フローの区分を要求すること

（本公開草案第 60 項(h)） 

・ OCI による調整を行う保険負債変動と、調整を行わない保険負債変動の区分を要求すること

（本公開草案第 64 項） 

・ 組込デリバティブ要素の分解測定（本公開草案第 34 項） 

・ 契約上のサービス・マージンの事後測定における大量のデータ保持の負荷（本公開草案第

30 項） 

・ 業績表示における投資要素の除外（本公開草案第 58 項） 

・ 経過措置における超長期にわたる遡及適用（本公開草案付録 C） 

 

質問 7—文言の明瞭性 

本提案は明瞭に表現され、IASB が行った決定を反映していることに同意するか。 

同意しない場合、明瞭でない提案について記述されたい。どのように明確化すればよいか。 

 

＜基礎となる項目のリターンの影響を受ける場合の取扱い＞ 

65. 保険契約の履行キャッシュ・フローが基礎となる項目のリターンの影響を受ける場合の測定の取扱

いについて、各項間の関係性に不明瞭な点があり、全体としての理解が難しくなっていると考えて

いる。本公開草案第 33 項、34 項、66 項等で、その測定、表示の取扱いが明示されている。一方、

当該条項の条件に該当しない契約のうち、基礎となる項目のリターンに一定程度影響を受ける場

合については、過去の IASB の理事会の審議過程でも十分に検討されておらず、明確化が必要

であると考える。明確化にあたっては、関係者とのコミュニケーションを十分に行った上で検討を進

めることをお願いしたい。 

 

＜OCI の算出＞ 
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66. 本公開草案第 64 項は、その他の包括利益として認識、表示すべき金額の算出について規定さ

れているが、同項にしたがって算出される金額は、評価日時点に純資産に累積された OCI であり、

当期の OCI を表さないように思われる。 

 

＜相互保険会社＞ 

67. 本公開草案 BCA 第 62 項は、相互会社についての取扱いを記載しているが、本公開草案第 33

項の記載のように、保険契約者に会社のサープラス全体を付与することが規定されている例外的

な測定の取扱いを示していると理解している。つまり、会社形態による差異は存在しないことに疑

義はなく、ことさら「相互会社には資本は残らない」や、「会計上の利益が報告されることもない」と

いった内容を記載する必要はない。 

 

68. 本公開草案において質問事項とされていないものの、その他の本公開草案に関する我々の見解

を以下にまとめている。 

 

（1)保険契約からの構成要素の分離について 

本公開草案第 10 項および第 11 項さらに B31 項から B35 項において、保険契約に含まれる

保険要素と非保険要素に高い相互関連性が無い場合に非保険要素を分離し、保険契約基準

とは別の基準で測定することが規定されている。我々は、2010 年の公開草案に対して、保険カ

バーに密接に関連している要素については、アンバンドリングを行うべきではないと主張したが、

本公開草案は、我々の主張に沿った変更がされており、評価している。 

 

一方で、例えば、本公開草案 BCA208 項には、契約者貸付について、要求されていない場合

の構成要素の分離について、測定の恣意性への懸念から認めないことが示されているが、

我々はその考えに対しては反対する。保険会社で行なっているサービスの中には、経済実態

の観点から、保険負債とは独立して測定・表示した方が財務情報としての有用性が高いものも

あると考えられるため、そのようなものについては、構成要素の分離を認めるべきと考える。一

定のルールを示すことで恣意性の懸念は解消できると考える。 

  

（2)リスク調整 
  我々は単一の複合マージンアプローチとリスク調整と契約上のサービス・マージンの使用のア

プローチにはメリットとデメリットがあると考えているが、仮にリスク調整を使用するとすれば、

我々は、リスク調整を見積もるための技法を限定しないとした IASB の決定を支持する。しかし

ながら、信頼水準技法以外の技法を使用した場合に、その結果を信頼水準に変換したものを

開示しなければならないことについては、それぞれの技法における適切な開示があれば不要

と考えられることから、同意しない。他の技法を使用して算出したリスク調整に相当する信頼水

準は契約特性等によって変わり、保険会社に実務的な負担を課す一方で、比較可能性を高め

るという目的を達成することは困難である。また、実務的な負荷を軽減するため、信頼水準技

法が優先的に選択されるという結果を招きかねず、これは IASB の決定と整合しない。 

 

（3）契約の境界線 

本公開草案で示されている『契約の境界線』の適用にあたっては、各国において様々な契約

の形態が存在することを踏まえ、経済実態を考慮するものと理解している。例えば、日本にお

いて一般的である生命保険の更新契約については、継続の蓋然性といった実態を踏まえて判

断することが適当であると考える。 

以  上 


