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FASB meeting on March 11, 2015

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 の暫定的決定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、短期保険契約に関する開示の審議を完了した

要約

3 月 11 日の会議において、審議会は、致命的

な欠陥 (Fatal flaw) レビューから生じた以下の四

つの主要な項目について焦点を当てた。10 年間

のディベロップメント・テーブルの記載場所、保険

金の件数およびディベロップメント・テーブルにお

ける既発生未報告保険金および発効日である。

審議会は、全員一致で、最初の各 9 年間を補

足的情報として性格付け、平均年間保険金支払

額とともに、10 年間のクレーム・ディベロップメント

の開示を求めることを決定した。財務諸表の注記

は、直近の報告期間に関する開示のみを反映す

る必要があり、そして、比較可能な開示である必

要なない。

審議会は、従来、提案に含めていた保険金の

件数の開示の要件を、非現実的な場合、開示の

対象を、定性的および定量的の双方の可能性を

秘めた、保険金の頻度に関する情報の提供に変

更した。

審議会は、当初、10 年間のクレーム・ディベロ

ップメント・テーブルにおける各保険事故発生年

度の発生保険金の合計に含まれる、純粋な「既発

生未報告保険金」の開示を要求することを決定し

た。しかし、3 月の会議において、審議会は、「純

粋な」既発生未報告保険金に、報告された保険

金における予想の展開を加えた合計額の開示を

要求することに賛成した。同様に、開示される金

額の決定に関する方法についても要求されるで

あろう。

公開企業に関して、審議会は、全員一致で、発

効日を 1 年延期することに賛成し（つまり、2016

年の年度末となり）、早期適用は許容される。非公

開企業に関しては 1 年後の適用となるであろう。

最終基準書は、2015 年の 6 月までに公表される

であろう。

Insurance alert
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議論の詳細

今回は、短期保険契約の開示についての

2014 年 8 月会議以来、最初の会議であった。

スタッフは、致命的な欠陥（fatal flaw）レビューの

プロセスにおいて強調された以下の領域は、基

準書を完成させる以前に、審議会による追加的

な検討が必要であると述べた。

要求される補足的情報

クレーム・ディベロプメント・テーブルに 10 年

間の保険金データそして関連する平均年間支

払額の割合を表示することに伴う、潜在的な監

査人の独立性の懸念に対応するために、スタッ

フは、このデータを要求される補足的情報に含

めることを提案した。しかし、直近の報告年度に

関連する補足的情報に含まれる年度は、同様

に、財務諸表に対する注記に含まれる必要があ

るであろう。審議会は、10 年間全ての情報が財

務諸表に対する注記に含まれるべきと当初

2014 年に提案した。しかし、アウトリーチにおい

て独立した監査人ばかりではなく、監督者は、

潜在的な独立性の問題が、この要件のために

生じる可能性があると述べた。

以前提案した様に、財務諸表に対する注記

において 10 年間の開示を維持することに関し

ては、支持は限定的であった、しかし、多くの審

議会のメンバーは、基準書の文言が、10 年間の

開示を注記に含まれる当年度の開示と補足的

情報に含まれる前年度以前の 9 年間とに分離

する結果をもたらさないことを確認することを求

めた。数名のメンバーは、10 年間の全ての開示

を表すことが利用者にとって重要であることを強

調した。審議会は、10 年間全てを開示すること

は、10 年間全てを補足的情報に含めることによ

り達成されるであろうと議論した。

最終的に、審議会が、クレーム・ディベロップ

メント・データおよび当年度の関連する情報を財

務諸表に対する注記に含めることを求め、そし

て、10 年間のテーブルおよび関連する情報は

要求された補足的情報として表示されることを要

求することに、全員一致で賛成することとなった。

審議において、数名の審議会のメンバーは、財

務諸表に対する注記において 10 年間の情報を

表す要件がないが、ある種の例としては、保険

者が、監査済みの財務諸表の範囲外の補足的

情報として開示するのではなく、自発的に開示

を行うことを決める可能性があると述べた。

審議会は、FASB の責任は、何が財務諸表に

対する注記および要求される補足的情報に含

まれるべきかを規定する事であり、存在するので

あれば、どのような手続が補足的情報に関して

監査人により実施される必要があるのかを決定

するのは監督者の責務であると述べた。FASB

の理解は、PCAOB ならびに AICPA からのコメ

ントに基づけば、監査人は、補足的情報に意見

を述べず、それ故、監査人の独立性が十分に

機能しない状況にあるとは考えられないと言及

された。

保険金の件数

スタッフは、10 年間のディベロップメント・テー

ブルにおける累計保険金の件数の開示につい

て、関係者からの多くの懸念について引用した。

これらの懸念は、保険金の件数の定義づけおよ

び計算、関連性のある情報へのアクセスの可能

性、受再保険に関する非比例およびカバレッジ

の合算の適用の可能性、および利用者によるデ

ータの誤用の可能性を中心としている。

スタッフは、保険金の件数を開示の要求事項

から削除するか、もしくは、実行可能な場合、保

険事業者の保険金の頻度に関する情報の提供

を要求するかの何れかを提案した。この情報は、

保険金の頻度（例えば、保険金の件数）につい

ての定量的情報および保険金の頻度を決定す

るために企業が採用した方法に関する説明を含

むであろう。保険金件数を算出する方法につい

ては規定されず、そして、保険金の件数を開示

することが実行不可能な場合には、頻度の情報

を要求しないであろう。

スタッフは、どのように保険金の頻度が測定さ

れるかについて、例えば、複数の保険金請求者

が存在する場合、保険金の発生を一件と考える

のか複数の保険金と考えるのか、もしくは、免責

の水準以下の保険金の発生を含めるのかもしく

は除くのかについて差異が生じていると述べた。

「保険金の件数」と「保険金の頻度」との差異に

ついて尋ねた際に、スタッフは、全ての場合に

「保険金の頻度」は、究極的にある種の未処理

の保険金の件数のデータを含むことが必要とな

るであろうと述べた。スタッフは、給与の 100 ドル

が一件の保険金の件数として測定されている労

働災害者保険の保険金の頻度の例を提供した。

議論において、スタッフは、保険金の件数は、

年次報告のスケジュール P において、再保険の

ようなある種の事業においては要求されていな

いことを強調した。スタッフは、同様に、保険金
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の件数は、自動車のカバレッジを伴う同質の保

険金のグループに関して最も関連性があると考

える、関係者のコメントを強調した。

議長は、この開示は、保険者の保険契約の義

務を論理的に導くために、どのように保険者が

保険金の情報を考察しているかを反映すべきで

あるとする彼の見解を述べた。審議会は、６対１

で、非現実的な場合でなければ、保険金の頻度

の情報の決定に関する方法の質的な情報ととも

に、保険金の頻度について開示するスタッフの

提案を受け入れることを投票の結果、決定した。

仮に、保険金の件数が、保険事故もしくは請求

者もしくはその他の方法によったとしても、定量

的な保険金の件数が含まれる限り、定性的な議

論は、利用者が決定することを可能にする。

既発生未報告保険金

スタッフは、当初に提案された既発生未報告

保険金の開示は、報告された保険金のディベロ

プメントを除いた、既発生未報告の保険金だけ

であると述べた。彼らは、多くの保険事業者から

フィードバックを受け取った。多くの保険事業者

が支払備金の終極的な見積りを行うことを理由

に、この「純粋な」既発生未報告保険金は独立

した見積を要求し、そして、支払保険金および

個別の支払備金による金額を減じることによる

法定報告に関する既発生未報告保険金に由来

するであろう。これに加え、年次報告書のスケジ

ュール P は、「純粋な」既発生未報告保険金とと

もに、既に報告済みの保険金のディベロプメント

を含んでいる、スタッフは、既発生未報告保険

金を 10 年間のディベロップメント・テーブルから

控除するか、もしくは、開示における既発生未報

告保険金の定義を、報告された保険金における

予想されるディベロップメントを含むことに拡張

するか提案を行った。

審議会のメンバーの間で、何が利用者に対し

て最も有用な情報であるかについての相当な議

論が行われた。数名は、「純粋」な既発生未報

告保険金が、報告された保険金のディベロップ

メントから独立して表示されれば、この開示が最

も意味のある開示であろうと示唆した。他の審議

会のメンバーは、個別支払備金が、保険金が既

知であることを表しているが、これは、保険金の

終極的な損失の予想を反映する事ができない

可能性があると述べ、個別支払備金の実務の

差異が、さらに開示を複雑にするであろうと述べ

た。

数名の審議会のメンバーは、「純粋な」既発

生未報告保険金は有用であり、計算が可能であ

るが、保険事業者にとって、コスト負担が大きい

可能性があることを認識している。同様に、利用

者が、年次報告書のレビューに基づいて理解し

たいと期待している情報と異なる可能性もある。

既発生未報告保険金を要求される開示から

除外するのではなく、審議会は、「純粋な」既発

生未報告保険金を維持するか、もしくは、「純粋」

な既発生未報告保険金に、報告された保険金

についての予想される展開を加えた合計額とす

る、既発生未報告保険金の概念を拡張すること

に賛成した。審議会は、５対２の差で後者に賛

成の票決がされた。この開示は、開示される金

額の決定に関しえ使用される方法の説明ととも

に、クレーム・ディベロップメント・テーブルにお

ける各保険事故発生年度に関して要求される。

発効日

スタッフは、公開保険会社に関する開示の強

制発効日を、年次決算を 2015 年 12 月 15 日後

に開始する年次報告期間（すなわち、2016 年の

年度末）に一年延期し、そして、全ての期中報

告は、その後に適用することを提案した。非公

開企業については、一年間延期するであろう。

早期適用は許容されるであろう。スタッフは、こ

の延期は、作成者に、関連性のある開示情報を

捕捉するための報告プロセスを更新することを

可能にする時間であると述べた。

審議会は、2014 年 8 月における最後の会議

において、予定は 2014 年末までに最終的に提

案が承認されることであると強調した。プロジェク

トが、この日程に基づいて進捗していなかった

が、審議会にとって、1 年間の発効日の延期は

合理的であるようであった。審議会は、全員一

致で、スタッフの提案を受け入れた。

次のステップ

これらの決定が上記のとおり結論付けられた

ことより、審議会は、スタッフに、最終的な投票の

ために審議会に提出される提案される基準書の

草案を完成させることを指示した。開示に関して

は、公開によるコメントの募集は行わない。最終

基準書は、2015 年 6 月までに公表されることが

予定される。
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付録

短期保険契約に関する開示についての

FASB のプロジェクトの背景

2014 年の 8 月に、以下の FASB 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。細分化が要求された場合、このよう

な開示における契約の細分化の水準は、多くの

重要でない詳細が含められること、もしくは、異

なる性質を有する項目が集約されるにより、有用

な情報が覆い隠されることのない水準となるであ

ろう。

開示の要件は以下の項目を含む

 再保険控除後の純額による、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・デーブル（年次）保険金が最初

に報告されてから最近 10年間を超える必

要はない。

 ディベロップメント・テーブルにおいて開示

される期間以前の、細分化された未払保険

金の純再保険控除後の残高（年次）

 支払保険金のディベロップメント・テーブル

の情報に基づく支払い保険金の支払い比

率の平均（年次）ただし、健康保険契約に

関しては要求しない

 出再保険の独立した開示を含むクレーム・

ディベロップメント・テーブルと貸借対照表

上の未払保険金残高の調整（年次）

 報告され保険金の件数についての細分化

された情報（年次）[2015 年 3 月の審議会

における変更]

 発生保険金のディベロップメント・デーブル

に含まれる既発生未報告保険金に関する

保険金負債（年次）[2015 年 3 月の審議会

における変更]

 報告企業が、未払保険金に関する負債お

よび損害調査費に関する負債を割り引いて

いる場合には、保険金負債から控除された

割引額、当該期間において認識された金

利費用、および利息費用が計上される財

務諸表の項目を含む、財務諸表における

割引の影響

 期中および（既に 944-40-50-3 において

要求されている）年次における保険金負債

の調整表および関連する定性的情報

 変更の理由ならびに財務諸表への影響を

含む、保険金負債の計算においてなされ

た判断における重要な変更についての年

次（および、必要であれば期中）財務諸表

における負債の見積りについての定性的

情報

同様に、審議会は、健康保険に関して、健康

保険者がより短い支払期間の場合、追加的な期

中および年次の開示を求めることを要求するこ

とを暫定的に決定した。期中および年次の開示

は、既発生未報告保険金および、細分化された

保険金負債の調整表を含むであろう。
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