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多数の観点が審議会において検討されていること、ならびに、FASB の暫定的結論を明確化することがしばし

ば難しいことより、これらの要約は、FASB の Tentative Board Decisions において公表される決定とは異なる可

能性がある。加えて、暫定的結論は、将来の審議会における議論により変更される可能性がある。FASB の決

定は、最終基準書を公表するための公式投票の完了においてのみ最終化される。

FASB は、短期保険契約および再保険に関する注記について暫定的な決定を行った

要約

FASB は、短期保険契約（主に、損害保険契約および健康保険契約が対象となる）に関する財務諸表

における開示について審議を継続した。審議会は、現在の保険プロジェクトの一部として再保険会計の

問題点を検討しないことを決定した。

短期契約の開示に関して、審議会は、10 年間のクレーム・ディベロップメント・テーブルを含めることに

ついての監査上の影響に関して、さらなる検討が必要であると決定した。審議会は、いくつかの情報が、

注記もしくは補足的明細表に「未監査」として表記することが許容される代替案が許容されるか、監督者

に対してさらなるアウトリーチを実施する予定である。

審議会は、クレーム・ディベロップメント・テーブルが含まれた場合、事故年度ごとによる発生保険金お

よび支払保険金の開示の要件は、10 年間を超える必要はないとするべきであることを決定した。これは、

健康保険契約のように、テールの短い事業について、適切に開示されるであろう。結果的には、（議論を

簡単にするために、会議において「事業別」として言及されていた）細分化されたグループは、10 年間を

超えるディベロップメントの期間が予想されるが、それ以前の期の情報は、（各事故年度と暦年で表示さ

れるのではなく、むしろ）テーブルの調整における各事業別に一行にまとめられるであろう。

保険金に関する定性的情報（方法および仮定、ならびにこれらの重大な変更）に関して、審議会は、最

低限、年度の財務報告における開示を要求し、そして、重大な変動があった場合においては、期中報告

においても開示を求める 6 月の決定を再確認した。審議会は、保険金負債の見積りの予想される結果の

合理的な範囲についての定量的な開示の提案を検討したが、最終的に却下した。

8 月上旬に予定されている次回の会議において、審議会は、監査上の論点についてのアウトリーチの

結果を議論し、スタッフが作成する合意された開示の要件のレビュー、追加的な健康保険契約の開示に

ついての検討、および、開示の意思決定に関して再公開草案を必要とするか否かについて決定するであ

ろう。

Insurance alert
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議論の詳細

再保険

4 月の会議において、審議会は、リスク移転に関する再保険の問題点に関する浸透の程度を決定する

ために、スタッフに作成者および監査人にアウトリーチを実施することを求めた。この依頼は、審議会が、

IASB の包括的なジョイント・プロジェクトへの参加を決定する前に、FASB は 2006 年に再保険の問題点

について潜在的なプロジェクトを開始したとの審議会のメンバーの発言に起因したものである。

7 月 16 日の会議において、スタッフは、保険プロジェクトにおいて FASB により追求されるべきである

か否かについて焦点を当てたアウトリーチの結果を要約した。

 ASC 944-20-15-41a (従前の FAS113 「9a テスト」)「重要な保険リスク」の目的に関して「基礎となる

保険契約の再保険を付与した部分」について定義付けること

 ASC 944-20-15-41b (従前の FAS113 「9ｂ テスト」) における重要性の合理的可能性について明確

にすること
 ASC 944-20-15-53 における実質的な保険リスクの移転 (従前のパラグラフ 11「ステップイン・

シューズ」)の例外を明確にすること

審議会は、現在の保険プロジェクトにおいて、再保険会計の問題点について考慮しないことを全員一

致で、賛成した。この決定は、現在の実務における再保険会計のガイダンスの解釈における多様性は限

定されているというフィードバックに基づいている。

審議会とスタッフは、現在の適用における多様性の欠如に対し Sarbanes Oxley 法における要件、規制

の関与および市場の軟化を含む、2006 年における環境から与えられる、いくつかの理由について要約し

た。審議会は、潜在的なプロジェクトが、ガイダンスにおける固有の欠陥よりもむしろ、現存のガイダンスの

不適切な適用に起因する多くの部分について考慮された際、表面化した再保険の問題点が生じると述

べた。

現在のガイダンスが、完璧な基準でないことは理解されている、例えば、「重大な損失の合理的な可能

性」テストについてのいくつかのガイダンスの文字通りの読み方は、発生の確率は低いが損失の程度が

大きい保険契約（つまり、自然災害に関する）に関して再保険の会計処理を許容しないように見える。しか

し、現行の実務はこれらを再保険として適切に取り扱っている。一つのアプローチは、いくつかの文言の

欠陥を修正しようとするが、審議会は、実務が、この欠陥を修正したと認識している。それ故、審議会は、

ガイダンスを改訂し、意図せざる結果をもたらすよりも、むしろガイダンスをそのまま残す方が安全であると

考えた。

短期契約の開示

6 月の会議において、審議会は、短期保険契約に関する以下の開示について暫定的な決定を行った

が、いくつかの開示については 7 月の会議において再検討することに同意した。

 保険金が最初に報告されてから最近 10 年間における細分化された発生保険金および支払保険

金のディベロップメント・テーブル

 保険金の頻度に関する細分化された情報

 発生保険金および支払保険金のディベロップメント・テーブルに含まれる既発生未報告負債

 負債の見積りに関する定性的情報

 保険金の支払期間に関する細分化された情報

 報告企業が未払保険金および未払損害調査費について割引を適用した場合、財務諸表における

割引の影響

 現行の保険金負債の調整表および提案された定性的情報について期中報告および年次報告に

おける開示
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7 月 16 日の会議において、審議会は、作成者、監査人および規制当局に対して潜在的な開示に関

する追加的なアウトリーチを実施した後に、検討を継続した。7 月 16 日の会議は、以下の点に焦点を当

てた。

 10 年間のクレーム・ディベロップメント・テーブルに関する監査上の考慮事項

 「10 年間を超える必要はない」とするようにクレーム・ディベロップメント・テーブルの要件の改訂

 保険金についての定性的情報(方法と計算仮定および重大な変動)の開示および支払備金の範囲

の見積りの様な潜在的な定量的情報の開示

 健康保険契約の保険金についての開示

保険金負債の開示に関する監査上の考慮点

6 月の会議において、審議会は、スタッフに監査人に対する副次的影響および財務諸表の注記にお

いて 10 年間のクレーム・ディベロップメント・テーブルを含めることへの見解を求めるため、アウトリーチを

考慮ならびに実施することを求めた。例えば、審議会は、「未監査補足情報」との表記が受け入れられな

いのであれば監査人が交代した場合に問題が生じるか、そして、どのように監査対象期間以前の年度に

ついて説明をするのか尋ねた。

7 月 16 日の会議において、スタッフは、監査に関する監督者が、10 年間のクレーム・ディベロップメン

ト・テーブルの監査において著しい複雑性が生じることは予想していないとのコメントを報告した。つまり、

主に、データが貸借対照表日における保険金負債の見積りに使用されていることを理由に、監査手続は

データについて適用されているという仮定に基づいている。彼らは、例えば、集約の水準が、監査人が典

型的に検証する可能性のある水準と異なる水準であるような場合、追加的な手続が求められると認識して

いた。

スタッフは、作成者および監査人からのフィードバックは、財務諸表の注記において表示される 10 年

間の情報に関して、ある程度の追加的な監査の作業が必要となる可能性が高いという内容であったと述

べた。財務諸表に対する注記に含まれる際に、10 年間のデータを監査するのに必要とされる手続の水準

に対して、考慮が与えられる必要があるであろう。監査人の交代の状況における後任の監査人は、10 年

間の全てについて責任があるのか、もしくは、前任の監査人は関与する必要があるかについても同様に

明確ではない。

スタッフは、同様に、監査人および作成者の協会は、財務諸表の注記の開示に対する代替案を提案し

たと述べた。これらの協会は、要求された補足的明細表としてのクレーム・ディベロップメントに関する開示

について支持した。

審議会の議論において、先に述べた監査の監督当局により提出された見解を引用し、数名のメンバー

は、財務諸表に対する注記に 10 年間のテーブルを含めることについての財務報告上および監査上の論

点を理解できないとコメントした。さらに、メンバーの一名は、保険金情報に関するプロセスおよびシステム

の監査を実施しているため、何年のデータが含まれるかは問題とすべきではないと述べた。他のメンバー

の一名は、なぜ、後任の監査人は、他の監査人により監査されたと表記することができないのか尋ねた。

スタッフは、前任の監査人の同意が必要になると回答した。

その他の審議会のメンバーは、監査人に対する潜在的な論点について認識した。メンバーの一名は、

財務諸表によりカバーされる期間（例えば、貸借対照表は 2 年、損益計算書は 3 年）を超えて情報を開

示する要件は、一般に公正妥当と認める会計基準にはない。審議会のメンバーの他の一名は、2015 年

に監査人が変更される状況では、後任の監査人は、10 年間のテーブルの開示が含まれるのであれば、

200６年の発生保険金に関して事実上意見を述べるようである。彼は、開示がなければ、監査人は、2015

年の年度末に意見を出すために 2006 年の見積りを監査する必要はないであろうと考えた。彼は、過年

度の支払保険金情報への監査が、同様に追加的な作業として必要になるが、これは、いくらか簡単であ

ろうと考えた。



本冊子は英語の原文を翻訳したものです。従って、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照していただくようお願いします。

Page 4 of 6

審議会は、クレーム・ディベロップメント・テーブルを補足的な未監査の明細表として含めること、もしく

は、代替的に、財務諸表に対する注記における明細表として含めるが、報告される年度以前の年度に関

する列における情報に「未監査」として記載する考えを検討した。

議長は、クレーム・ディベロップメント・テーブルの情報に関して、監査済みの情報として財務諸表に対

する注記として含める、注記を含めるが「未監査」として明示する、もしくは、（おそらく未監査となるが）補

足的情報として含めるとの少なくとも三つの可能性が存在すると述べた。メンバーの一名は、彼は、

PCAOB、SEC および AICPA を含むその他の関係者との議論なしに「未監査」の提案を先に進めることに

躊躇すると述べた。審議会は、数週間において開催されると予想される、監督当局との四半期の会議に

おいて、この論点を取り上げることを決定した。

クレーム・ディベロップメント・テーブルの議論において、ディベロップメントの期間が著しく 10 年に満た

ない場合に、クレーム・ディベロップメント・テーブルにおける「10 年間」の情報が必要とされるのかについ

て、論点が提起された。同様に、予想されるディベロップメント・テーブルが 10 年間を超える場合におい

て、どのような開示が適切であるのかについても疑問が提起された。

数名の審議会のメンバーは、実質的に全ての未確定事項が解決するまでは、原則は、10 年間の情報

を提供することであると述べた。しかし、彼らは、事業が、極めてテールの長い場合、非常に長期のテー

ブルになる可能性を認識した。

審議会は、最終的には、10 年を超えない期間で事故発生により発生保険金および支払保険金の情報

の開示を要求することを決定した。これは、期間の短い事業に関して、適切な短期間に関して表示するこ

とを許容する。（議論を簡単にするために、会議において「事業別」として言及されていた）細分化したグ

ループが 10 年を超える期間における予想されたディベロップメントが予想される場合、当初の期間にお

ける情報は、テーブルの調整における事業別ラインに関して（各事故発生年度および暦年ではなく、むし

ろ）一行で表示される。

保険金負債の見積りに関する定性的および定量的情報

6 月の会議において、審議会は、期中および年次の財務諸表において未払保険金および未払損害調

査費の測定における見積りの重要な変動に関する開示を求めることを可決した。これは、変動の理由お

よび影響の説明を含む。

7 月 16 日の会議において審議会は、6 月の決定を再確認した。審議会は、この要求は年次の開示要

求であるが、計算仮定もしくは計算方法の重要な変動が存在する限り、同様に、期中においても求められ

るべきであろうと述べた 。

審議会は、同様に、「複数の数理的な方法の使用および財政状態計算書に認識された金額に起因す

る、負債の見積りについての予想された結果の合理的な範囲における定量的な開示」に関する提案につ

いて検討したが最終的には却下した。

議論において、スタッフは、合理的な定量的範囲の開示に関する作成者からの最新のフィードバックは、

多くの理由のために圧倒的に否定されたと述べた。これらは、最も細かい水準で設定された範囲の集約

における不適切性、情報の利用者に対して誤解させる情報を提供する可能性、および、コスト負担が大き

いことを含んでいる。スタッフは、範囲を作り出す方法は、会社間において整合的ではなく、もしくは、比

較可能でもない可能性があると述べた。

定量的開示を支持していた審議会のメンバーの一名は、彼の提案は、異なって言葉で表現されると述

べた。彼の理解は、会社は、複数の数理上のアプローチをしばしば使用し、そして、複数の見積りを創り

出し、そこから経営陣は、最良の推定値であると考えるものを選択することにあった。彼は、金額の範囲お

よび経営陣により選択された究極の見積りを開示することを求めた。これは、特定の期間における推定の

範囲の、最高値、最低および中位で記帳しているか、そして、期間から期間において範囲のある点からそ

の他の点に変動するか、およびその理由ついての情報を提供する。
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数名のその他のメンバーは、経営者の最善の見積りとして記帳される範囲におけるポイントの選択に関

して会社が整合的な方針を採用しているか否かに関する情報は有用であることに同意した。しかし、多数

の審議会のメンバーは、定量的な範囲の開示が求められるのではなく、むしろ定性的情報を通して取り

扱われるべきであると提案した。

健康保険契約の保険金に関する開示

審議会は、会議の最初において、クレーム・ディベロップメント・テーブルの要件を「10 年間を超えない

期間に関して、保険金事故発生による発生保険金および支払保険金」に変更することを決定した。これ

は、健康保険契約のようなテールの短い事業に対して、適切な短い期間で開示することを許容している。

審議会は、保険契約の例外を作成するよりも、むしろ結論の背景における議論や健康保険契約に関する

実務の例をとおして明確にされることを決定した。

それ故、議論は、直近 10 年間の各事故発生年度における保険金の支払い割合を意味する、保険金

の期間に関する細分化された情報を開示する提案された要件に集中した。相対的に健康保険契約の保

険金の期間が短いことから、利用者は、年度の保険金の期間の開示は情報として有益ではないと述べた。

審議会は、同様に、保険金の支払いの情報は、長期の保険金の支払いの潜在的影響を決定する代替

的な手法として提案され、それ故、短期保険契約には有用ではないと述べた、審議会は 4 対 3 で、健康

保険契約に関する事故発生年度ごとの保険金の支払い割合の開示を求めないことを可決した。

健康保険者についての情報の利用者からのフィードバックは、保険金がより短期であるため、保険金の

支払いに要する日数の方がより有用な開示であるとされた。この指標は、多くの健康保険者の業績公表

および業績の説明の電話会議において議論され、そして会社の既発生未報告保険金の見積りを評価す

るために使用される。審議会は、多くの産業においてアナリストにより使用される多くの指標が存在するが、

一株当り利益の他には、現在の財務諸表における要件はないと述べ、この指標の開示に反対することを

可決した。

数名のメンバーは、一日あたりの医療保険の支払いおよび医療費用の支払いを決定するインプットの

開示に関して反対しなかった。しかし、仮に指標が既発生未報告保険金を評価するのに使用されるので

あれば、おそらく、単純化された開示が、四半期の既発生未報告保険金で求められるであろう。しかし、

数名のメンバーは、既発生未報告保険金のように、その他の種類の保険に関して年度の開示を求めてい

るが、健康保険契約負債のある種の要素の開示を四半期において求めることは整合的ではないと述べた。

審議会は、今後の会議において、この論点を継続して議論することを決定した。
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