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今回の EITF Snapshot は、2015 年 11 月 12 日に開催された発生問題専門委員会（EITF、以下「専門委員
会」）の会合を要約したものである。専門委員会の当初の合意（「公開のための合意〈consensus-forexposure〉」）は米国財務会計基準審議会（FASB）の承認後、一般コメントの募集のために公開される。専門
委員会はコメント期間終了後、寄せられたコメントを検討し、最終合意に達するために、予定されている会合
で問題点を再審議する。これらの最終合意はその後、最終承認を得るため FASB に提出され、最終的に会
計基準アップデート（ASU）として発行される。

• EITF 15-E「負債性商品
における条件付プットお
よびコール・オプション」

FASB は、専門委員会の 2015 年 11 月の合意を自身の 2015 年 12 月 2 日の会合において承認のため検
討することを計画している。この日の後、FASB の承認プロセスの結果を含む専門委員会の公式議事録はデ
ロイトの Technical Library および FASB のウェブサイトに掲載される（専門委員会の公式議事録には、本発
行物と異なる詳細が記載されている可能性があることに注意）。EITF Issue の要約（会合前に公表され、議
論の枠組みとして用いられる）もこれらのサイトで参照できる。

• EITF 15-F「キャッシュフロ
ー計算書：一定の現金収
支の分類」

EITF 15-B「プリペイド・ストアード・バリューカードのブレケージの認識」

• 事務的事項

現状：最終合意

• 付録―EITF 15-F に係る
暫定的決定の要約

対象：最終合意の適用範囲に入るプリペイド・ストアード・バリュー（stored-value）商品（例えば、物理的ま
たは電子的カード）を提供している事業体（下記参照）
背景：事業体は、特定の会社、非関連会社のグループ、または特定のカード・ネットワーク内で業務を行う任
意の会社によって提供される商品およびサービスを購入できるカードなどのプリペイド・ストアード・バリュー
商品を提供することがある。このプリペイド・ストアード・バリュー商品を発行した事業体は、発行時点で消費
者に対する負債を計上する。消費者がそのストアード・バリューを使用して第三者から商品およびサービス
を購入した場合、発行者は、消費者に対する負債を減額して、当該第三者に対する負債を設定する。カード
発行者は、現金により直接、当該第三者との間でこの債務を決済する。消費者は、様々な理由で商品の前
払い価値の全部または一部を使用しないことがある。これは一般に「ブレケージ（breakage）」と呼ばれる。
ブレケージの結果、事業体がどの時点で消費者に対する負債の認識を中止できるかについては見解が分
かれている。
FASB は 2015 年 4 月、ASC 606 のガイダンスと類似の方法によるブレケージの認識を要求するため、負債
の認識中止に関するガイダンスに係る狭い適用範囲の例外を規定する、専門委員会の公開のための合意
に基づく ASU 案を公表した1。2015 年 9 月 17 日の会合で、専門委員会は、関係者から受け取った FASB
の ASU 案に関するフィードバックについて議論した。専門委員会は、プリペイド・ストアード・バリュー商品の
うち、(1)有効期限を持ち、かつ(2)発行者自身の店舗と第三者の店舗の両方において使用可能なものを含め
るよう、適用範囲を修正することに合意した。加えて、ASU 案の適用範囲に関して提起された懸念に対応し
て、専門委員会は FASB スタッフに対し、提案されるブレケージのガイダンスをどの金融負債に適用できるか
を事業体が判断できるようにする原則を策定することを指示した。

1

FASB 会計基準コディフィケーション（ASC）の表題については、デロイトの「FASB 会計基準コディフィケーションのトピックおよびサブトピックの
表題」を参照。

要約：2015 年 11 月 12 日の会合で、専門委員会は、この EITF の適用範囲には、商品またはサービス
に対する支払いとして簡単に受け付けられる目的で発行されるプリペイド・ストアード・バリュー商品（物
理的形式とデジタル形式の両方）のうち、(1)ASC 606 の下で会計処理され、(2)全額が現金で償還可能
であり、(3)未請求資産法（unclaimed property laws）の対象となり、かつ(4)分離された銀行口座（例え
ば、顧客の預金口座）と結び付いているものを除くすべてが含まれるという最終合意に達した。また専門
委員会は、無記名債券やノンリコース債務などの商品は適用範囲から除かれると述べた。さらに、専門
委員会は、事業体が適用範囲内の金融負債を保有している場合、当該事業体は ASC 606 と一貫した
方法でブレケージおよびその後の測定のガイダンスを適用することを示すために ASC 405-20 を修正す
るという公開のための合意を再確認した。すなわち、発行者は、金融負債のブレケージ額（使用されない
であろう額）に対する権利を有すると予想する場合、ブレケージに係る収益認識額の大部分の取り消し
が生じない限り、保有者が「行使する権利のパターンに比例して」、予想されるブレケージの効果を認識
する。それ以外の場合、保有者が残存する権利を行使する可能性が低くなった（remote）時点で、金融
負債の予想ブレケージを認識する。
専門委員会はまた、(1)ASC 606 によって求められるブレケージの開示に整合するブレケージの開示の
提供を事業体に要求し、(2)修正案の適用範囲に入る金融負債について ASC 825 の開示要求に関連す
る適用範囲除外を定めるという決定を再確認した。
発効日および移行：公開企業体（public business entity）については、最終合意に関連するガイダンス
は 2017 年 12 月 16 日以降に開始する事業年度（当該事業年度中の期中期間も含まれる）に対して発
効する。それ以外のすべての事業体については、このガイダンスは 2018 年 12 月 16 日以降に開始す
る年度および 2019 年 12 月 16 日以降に開始する期中期間に対して発効する。ASC 606 の発効日より
前の適用を含め、早期適用が認められる。報告事業体は、このガイダンスを遡及的に適用することを選
択する場合を除き、修正遡及移行アプローチを用いてこれを適用する。
次のステップ： FASB は 2015 年 12 月 2 日の会合にて承認する見通しであり、その後、最終的な ASU
が公表される。

EITF 15-D「現行ヘッジ会計の諸関係に対するデリバティブ契約の更改の効
果」
現状：最終合意
対象：ヘッジ会計の関係において指定されたデリバティブ契約を有する事業体
背景：ASC 815 は、デリバティブ商品がヘッジ会計について適格となる場合に関するガイダンスを定め
ている。ヘッジ関係の条件を充足し、ヘッジ関係に指定されたデリバティブ商品は、デリバティブの公正価
値の変動により発生する可能性のある事業体の利益のボラティリティを低減することがある。ASC 815
は、(1)デリバティブ商品が解約された場合、または(2)開始時点で文書化されていた、ヘッジ関係の重要
な条件の変更が生じた場合、デリバティブ商品のヘッジ関係の指定を再指定しなければならないと示し
ている。専門委員会が議論した論点は、デリバティブの更改は、(1)解約または(2)デリバティブ契約の重
要な条件の変更に該当し、その結果、ヘッジ関係の指定の再指定を引き起こすか否かということだった。

2

デリバティブの更改は、契約の一当事者（会社 A）が、デリバティブの相手方当事者（会社 C）の承認を
条件として、自身の権利と義務を新当事者（会社 B）に譲渡する場合に発生する。更改後は、会社 A は
もはや契約上の権利または義務を有していないため、会社 C と会社 B が法律上の契約当事者となる。
デリバティブの更改は、存続事業体を新規の契約当事者とする更改がなされる企業合併、同一の親会
社の下にある法的実体間の更改、およびデリバティブの中央清算機関を当事者とする更改を生じさせる
規制上の要求など、様々な理由で発生する。
要約：今回の会合で、専門委員会は、デリバティブ契約の当事者の更改は、それ自体、ヘッジ会計の関
係にあるというデリバティブの指定の再指定を引き起こすことはないという公開のための合意を再確認し
た。専門委員会は、契約相手の信用力の変化は考慮すべき重要な条件であり、事業体は、現行米国
GAAP の下で各報告期間におけるヘッジの有効性を評価する場合、この条件を評価するであろうと決定
した。専門委員会メンバーは、契約相手の信用力が大幅に変化した場合、デリバティブ・ヘッジは、極め
て有効性が高いというヘッジ会計の基準を充足しなくなる可能性がある、と指摘した。
発効日および移行：公開企業体については、最終合意に関連するガイダンスは 2016 年 12 月 16 日以
降に開始する事業年度（当該事業年度中の期中期間も含まれる）に対して発効する。それ以外のすべて
の事業体については、このガイダンスは 2017 年 12 月 16 日以降に開始する報告年度および 2018 年
12 月 16 日以降に開始する期中期間に対して発効する。早期適用が認められる。報告事業体は、この
ガイダンスを遡及的に適用することを選択する場合を除き、これを将来的に適用する。
次のステップ： FASB は 2015 年 12 月 2 日の会合にて承認する見通しであり、その後、最終的な ASU
が公表される。

EITF 15-E「負債性商品における条件付プットおよびコール・オプション」
現状：最終合意
対象：条件付プットまたはコール・オプションを含む負債性商品の投資または発行を行う事業体

背景：条件付プットおよびコール・オプションなどの組込特性を含む負債性商品は、デリバティブであるそ
の組込特性が主契約に明確かつ密接に関連（clearly and closely related）しておらず、したがって収益
を通じて公正価値の変動を計上するデリバティブ商品として区分して会計処理され得るものかどうかを判
断するために評価される。
負債性商品に組み込まれた条件付プットおよびコール・オプションがどのような場合に区分処理されなけ
ればならないかに関するガイダンスには不明確な点がある。同ガイダンスには、債務契約の元本を期限
前に返済させるプットまたはコール・オプションが、負債性商品に明確かつ密接に関連しているか否かの
判断に関する 4 段階の決定過程2が含まれている。一部の人々は、この 4 段階の決定過程の結果は決
定的なものであると考えている。他方では、この 4 段階の決定過程に加えて、条件付プットまたはコー
ル・オプションの行使が金利または信用リスクのみを基準とし、外生的な事象や要因を基準としていない
のでない限り、同プットまたはコール・オプションは主契約に明確かつ密接に関連しているとみなされない
3
と考えている人々もいる。この 4 段階の決定過程は、条件付プットまたはコール・オプションの行使が、
金利または信用リスクのみを基準とし、外生的な事象や要因を基準としていないことを要求していない。
結果として、(1)組込特性の評価を 4 段階の決定過程に限定すべきか、それとも(2)事業体は、4 段階の
決定過程を適用した上で、条件付プットまたはコール・オプションの行使4が、金利または信用リスクのみ
を基準とし、外生的な事象や要因を基準としていないかを評価すべきかは不明確である。

2
3

4

ASC 815-15-25-42 を参照。
ASC 815-15-25-1(a)は、どんな場合に組込デリバティブを主契約から分離すべきかに関する条件の 1 つとして、「組込デリバティブの経済的
特性およびリスクが、主契約の経済的特性およびリスクと明確かつ密接に関連していないこと」（強調は筆者）を定めている。債務契約の元本
を期限前に返済させるプットまたはコール・オプションは、(1)債務が重要なプレミアムまたはディスカウントを伴っており、かつ(2)コール（プット）
オプションが一定条件でのみ行使可能である場合を除いて、明確かつ密接に関連している可能性がある。
例えば、行使が金価格の変動を条件とするような場合である。
3

要約：専門委員会は、事業体は、負債性商品に組み込まれた条件付プットまたはコール・オプションを、
組込デリバティブとして区分処理し、利益を通じて公正価値で計上し得るか否かを評価する場合、4 段階
の過程のみを適用するという公開のための合意を再確認した。したがって、潜在的な組込デリバティブは、
条件付プットまたはコール・オプションの行使が外生的な事象や要因を基準としているという理由のみに
基づいて、明確かつ密接に関連しているとは言えない。さらに専門委員会は、事業体はこのガイダンスに
基づき区分して会計処理される必要がなくなった組込プットおよびコールを含む負債性商品について公
正価値オプションを選択し、同条件付きプットまたはコールをデリバティブ契約として会計処理することが
できるという決定を再確認した。
発効日および移行：公開企業体については、最終合意に関連するガイダンスは 2016 年 12 月 16 日以
降に開始する事業年度（当該事業年度中の期中期間も含まれる）に対して発効する。それ以外のすべて
の事業体については、このガイダンスは 2017 年 12 月 16 日以降に開始する報告年度および 2018 年
12 月 16 日以降に開始する期中期間に対して発効する。早期適用が認められる。報告事業体は修正遡
及移行アプローチを用いて最終合意を適用する。このアプローチの下では、報告事業体は 4 段階の過
程を用いて、組込デリバティブが債務の主契約と明確かつ密接に関連しているかどうかを、同商品を発
行または取得した日の時点で存在していた事実および状況を考慮して判断することを要求される。
次のステップ： FASB は 2015 年 12 月 2 日の会合にて承認する見通しであり、その後、最終的な ASU
が公表される。

EITF 15-F「キャッシュフロー計算書：一定の現金収支の分類」
現状：特定の小論点に関する公開のための合意
対象：キャッシュフロー計算書を作成する事業体
背景：ASC 230 は、財務活動または投資活動として分類される現金収支に関するガイダンスを定めてい
る。財務活動または投資活動として適格でない現金収支に関連するキャッシュフローは、営業活動として
分類される5。しかしながら、ASC 230 には、キャッシュフロー計算書における現金収支の分類を評価す
る一貫した原則が存在しないため、実務の多様性、および場合によっては財務諸表の修正再表示が引
き起こされている。
専門委員会は 2015 年 6 月の会合で 6 つの小論点について再検討し、そのうち 4 つについて暫定的決
定に達した。2015 年 9 月の会合で、専門委員会は、2015 年 6 月の会合から持ち越された 1 つの小論
点を再検討するとともに、3 つの新たな小論点について検討し、それらのすべてについて暫定的決定に
達した。
要約：専門委員会は、拘束預金（restricted cash）に関連する小論点を除き、2015 年 6 月および 2015
年 9 月の会合において議論されたすべての小論点について公開のための合意に達した。専門委員会は、
(1)拘束預金の定義、(2)拘束預金の変動の分類、および(3)拘束預金に直接的な影響を及ぼす現金収
支の表示に関連する論点を含め、拘束預金についての審議を継続した。これらの論点に関する専門委
員会メンバーの見解は様々であったため、専門委員会は上記の論点(1)および(3)について暫定的決定
に達せず、さらなる調査を実施することをスタッフに指示した。論点(2)に関して、専門委員会は、拘束預
金の変動は投資活動として（すなわち、キャッシュフローの性質に基づいて）分類されると暫定的に決定
した。達せられた暫定的決定および各小論点の現状の要約については、付録を参照。

5

さらに ASC230 の用語集では、「財の生産・納入およびサービス提供」、ならびに全般に「純利益の算定に関与する取引などの事象」に影響を
与えるキャッシュフローを伴う活動として営業活動を定義している。
4

専門委員会は、公開のための合意には優位原則の適用を例証する事例は含まれないと決定した6。
デロイトの Dbriefs ウェ
ブキャスト、「EITF
Roundup：11 月の会合
のハイライト」をご覧く
ださい。開始は 11 月
17 日午後 2 時（東部
標準時）。今すぐウェブ
キャストにご登録くださ

発効日および移行：専門委員会は、8 つの小論点に関連するガイダンスは表示されるすべての期間に遡
及的に適用されると決定した。ただし専門委員会は、実行不可能性7の原則を組み込むと決定した。
次のステップ：2016 年 3 月 3 日に予定される会合で、専門委員会は、拘束預金に関連する小論点につ
いて再審議する予定である。専門委員会は今後の会合で発効日について議論する予定である。

い。

事務的事項
EITF の次回意思決定会合は暫定的に 2016 年 3 月 3 日に予定されている。

6
7

ASC 230-10-45-22 および 45-23 を参照。
実行不可能性の原則は、ASC 250-10-45-9 と類似の方法で適用される。
5

付録―EITF 15-F に係る暫定的決定の要約
キャッシュフローの分類の論点
債務の期限前返済または償還コスト

現状
公開のための合意

債務の期限前返済または償還コストに係る現金の支払いは、財務活動による現金流出とし
て分類される。
ゼロ・クーポン債の支払い

公開のための合意

支払時において、ゼロ・クーポン債に係る現金流出は営業活動および財務活動として分類さ
れる。発生利息に係る現金の支払いは営業活動として分類され、当初受取金（すなわち、元
本）に帰属する現金の支払いは財務活動として分類される。
拘束預金

暫定的決定

事業体の現金および現金同等物の残高に影響を及ぼす拘束預金の変動は、投資活動とし
て（すなわち、キャッシュフローの性質に基づいて）分類される。残りの拘束預金に関連する
論点は、今後の会合で議論される予定である。
事業結合の後に行われた偶発対価の支払い

公開のための合意

取得日に、または事業結合の直前もしくは直後に行われたのでない偶発対価の支払いは、
営業活動および財務活動として分類される。取得日の時点で認識される、偶発対価負債の
公正価値の額を上限とする現金の支払い（測定期間の調整を含む）は財務活動として分類
され、超過する現金の支払いは営業活動として分類される。
保険金支払による受取金

公開のための合意

保険金支払により受領した受取金は、損害の性質を合理的に推定することのできる一括払
いを含め、保険による補償の内容（すなわち、損害の内容）に基づいて分類される。
企業所有生命保険（COLI）契約の支払による受取金

公開のための合意

COLI 契約の支払により受領した受取金は、投資活動として分類される。ただし、事業体は
COLI 契約の保険料支払金の分類を COLI の受取金の分類と一致させることは許容される
が要求されない。
持分法の対象となる被投資会社から受領した分配金

公開のための合意

持分法の対象となる被投資会社が受領した分配金は、累積収益のアプローチを適用するこ
とにより、営業活動および財務活動として分類される。
証券化取引に対する受益権

公開のための合意

事業体の資産の証券化からの受取金として受領した譲渡人の受益権は、非現金活動として
開示される。事業体の売掛債権の証券化から得た受益権に基づく事後的な現金収入は、投
資活動として分類される。
優位原則の適用
専門委員会は、ASC 230 の優位原則の適用を維持および明確化することを決定した。

公開のための合意
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