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FASB が共通支配下にある関連当事者を
通じて保有する持分に係る連結ガイダンス
を改訂
アンドリュー・ウィンタース（Andrew Winters）及びジョナサン・スターツ（Jonathan Staats）（ Deloitte & Touche
LLP）
2 016 年 10 月 26 日、FASB は ASU2016-171を発行した。これは、意思決定者が、変動持分事業体（VIE）の
主要受益者であるかどうかを決定する場合、共通支配下にある関連当事者を通じて保有する持分の単一の意
思決定者による評価に適用される連結規定を改訂することになる。当 ASU は、ASC810-10-25-422
（ASU2015-023により改訂後）の最終文を削除する。当該最終文では、「意思決定者と共通支配下にある関連
当事者を通じて保有されている間接持分はそのまま全体を、直接持分と同等にみなすべきである」と述べられ
ている。当 ASU では、報告事業体は、比例ベースで、共通支配下にある関連当事者を通じて保有される VIE
に対する間接的な経済的持分を、共通支配下にない関連当事者を通じて保有される間接的な持分の連結と
一貫した方法で検討することになる。
やむむたたたう言葉の意味、規則
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編集者注
当 ASU は、VIE の主要受益者の決定に当たっての、関連当事者関係の単一の意思決定者による検
討に係る ASC810-10-25-42 のガイダンスのみを改訂する。VIE の主要受益者決定前に、報告事業
体は、先ず、意思決定者が VIE に対する変動持分（VI）を有しているか否かを評価しなければならな
い。ASU2016-17 は、意思決定者が VI を有しているか否かを判定する際に、それが「個別に又は全
体として、VIE の予想損失の重要でない金額、又は VIE の予想残存リターンの重要でない金額を超
える金額を取り入れる、VIE における他の持分を保有」しているか否かを評価しなければならないと
する、ASC810-10-55-37(c)に準拠したこの評価実施に係るガイダンスは改訂していない。ASC81010-55-37D は、関連当事者関係の評価に係るガイダンスを提供し、かつ、意思決定者が、VI を保有
しているか否かを判定するため、共通支配下の関連当事者に対する間接持分を、直接持分として考
慮する（すなわち、比例的ではなく、それらの全体に対するこれらの持分を考慮しなければならない）
ことを要求している。ASU2016-17 の結果、関連当事者関係の検討における、(1)VI の識別と(2)VIE
の主要受益者の判定において、共通支配下にある関連当事者を通じて保有される意思決定者により
保有される間接持分が評価される方法において、非対称性が存在する。
背景
ASC810 では、VIE の主要受益者は、以下の特性の双方を有している。すなわち、(1)VIE の経済的業績に最も
重要な影響を与える VIE の活動を指揮するパワー（「パワー規準」）及び(2)VIE に対して潜在的に重要となり得
る VIE の損失を吸収する義務、又は VIE からの便益を受領する権利（「経済性規準」である。昨年発行された
ASU2015-02 は、単一の意思決定者である報告事業体に、当該報告事業体が、関連当事者に対して直接持分
を有する場合にのみ、関連当事者（実質的な代理人を含む）により保有される持分を考慮することを要求すべく、
経済性規準を改訂した4。関連当事者が共通支配下ではない場合、報告事業体は、比例的に間接的持分を検討
する。しかしながら、当該関連当事者が共通支配下である場合、当該報告事業体は、その経済性評価において、
それらの全体持分を含む。
編集者注
ASU2015-02 適用に当たり、多くの単一の意思決定者は、経済性規準に対する改訂は、単一の意思
決定者の経済的エクスポージャーの過大表示の結果となり、したがって、それらが少額の間接持分を
有している法的事業体の連結の結果となる、との見解を有していた。
例えば、ファンドの単一の意思決定者は、ファンドに対する 20 パーセントの持分を有している共通支
配下の関連当事者に対して、2 パーセントのみの持分を有しうる。ASU2015-02 によれば、それが
ASU2016-17 により改訂される前は、単一の意思決定者は、それが、比例ベースでは、当該ファンド
に対して 1 パーセント未満を有している場合であっても、連結することとされていた（パワー規準が充
足されることを前提として）。以下の例示では、子会社 A は、ASC810-10-25-42 における現行ガイダ
ンスを基礎として、それ自身で VIE に対する子会社 B の持分を取り扱うこととなる。
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このガイダンスは、単一の意思決定者である報告事業体の対してのみ適用される。

A の報酬取り決めは、ASC810-10-55-37(c)及び ASC810-10-55-37D に従い、VI であることにも留意のこと。し
たがって、A がその報酬取り決めは VI であるか否かの判定をする際には、A は VIE 全体における B の持分を A
自身のものとして取り扱うことになる5。
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当 ASU の主要規定
ASU2016-17 は、他の関連当事者を通じて保有される間接的持分の評価と一貫した方法で、比例ベースで、共
通支配下の関連当事者により保有される間接的持分を、単一の意思決定者が検討することを要求している。す
なわち、共通支配関係は、経済性規準評価における、間接的持分の評価にもはや影響を与えないことになる。当
ASU は、それ自身が個別に VIE の主要受益者となる条件を充足しないと判定した単一の意思決定者に対して、
その後、当該利害関係者グループが、VIE の主要受益者となる条件を充足するか否かを検討し、そうである場
合、関連当事者グループにおいて、単一の意思決定者が VIE の最も密接な当事者か否かを判定する要求を変
更しない。
編集者注
ASU2016-17 の結果、関連当事者タイブレーカー・テストは、より頻繁に実施されるであろうことが予
想される。これは、意思決定者が、比例ベースでの、共通支配下における関連当事者を通じたそのエ
クスポージャーの検討に当たり、それ自身が経済性規準を充足する可能性が低下すると思われるた
めである。
上記設例では、ファンドの単一の意思決定者は、当該ファンドに対して 20 パーセントの持分を保有す
る共通支配下にある関連当事者に対して 2 パーセントの持分を保有している。改訂後ガイダンスで
は、当該単一の意思決定者は、パワー規準を充足することになる。しかしながら、それ自身では経済
性規準を充足しないことになる。当該単一の意思決定者は、パワー規準を充足し、共通支配下の関
連当事者（子会社 A 及び子会社 B）は経済性規準を充足するため、関連当事者タイブレーカー・テス
トが要求されることになる。関連当事者タイブレーカーは、意思決定者が、どの当事者（単一の意思
決定者（子会社 A）又は共通支配下の関連当事者（子会社 B））が、当ファンドに最も密接に関係して
いるか、したがって連結すべきかを検討することを要求している7。
移行措置及び発効日
ASU2015-02 における改訂を既に適用した事業体は、ASU2015-02 の改訂が初度適用された年次期間の期首
時点で、全ての関連過去期間に対して、ASU2016-17 におけるガイダンスの遡及的適用が要求される。

A Roadmap to Consolidation — Identifying a Controlling Financial Interest のセクション 7.3.5.1 における追加的議論を参
照のこと。
6 子会社 A は、ASC810-10-55-37(a)及び(d)における条件を充足する意思決定報酬を受領することを前提としている。
7 脚注 5 参照のこと。
5デロイトによる

ASU2015-02 における改訂を未だ適用していない事業体は、ASU2016-17 を、彼らが ASU2015-02 を適用する
同時点で適用しなければならず、彼らが ASU2015-02 の適用に関して選択した同一の移行方法を適用しなけれ
ばならない。ASU2016-17 はまた、新規ガイダンス適用の結果、法的事業体を連結又は連結除外しなければな
らない事業体に関する、当初測定ガイダンス及び開示規定を提供する。
公開ビジネス事業体に関しては、ASU2016-17 におけるガイダンスは、期中期間及び年次期間を含め、2016 年
12 月 15 日より後に開始する年次期間から発効する。その他の事業体に関しては、2016 年 12 月 15 日より後
に開始する年次期間、及び 2017 年 12 月 15 日より後に開始する期中期間及び年次期間から発効する。
全ての事業体は、新規ガイダンスの早期適用が認められ、期中期間で早期適用してもよい。
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Dbriefs は CPE クレジット取得のための、身近にご利用いただける便利で柔軟な方法も提供します。今後のウェブキャストに関するお知らせをお
受け取りいただくには、以下のウェブサイトにて、Dbriefs にご登録ください（http://www.deloitte.com/us/dbriefs）。
Technical Library と US GAAP Plus
デロイトはご登録いただいた方々を対象に、会計や財務開示に関する資料のオンライン・ライブラリーへのアクセスを提供しています。
Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool と呼ばれるこのライブラリーには、弊社の会計および SEC マニュアルならびに
その他の会計および SEC の解釈指針のみならず、FASB、EITF、AICPA、PCAOB、IASB、SEC の資料などが含まれています。
営業日ごとに更新される Technical Library は使いやすくデザインされており、ナビゲーションシステムは強力な検索機能を備えているため、い
つでも、どのコンピューターからでも瞬時に情報を入手することを可能にします。Technical Library 登録者には、ライブラリーへの最新の情報を
ハイライトした週報 Technically Speaking もお送りします。登録やオンライン上のデモンストレーションなどの詳細については、デロイトのウェブ
サイト www.deloitte.com/us/techlibrary をご覧ください。
さらに、US GAAP Plus にも忘れずにアクセスしてください。これは、米国 GAAP に重点を置いた、会計に関するニュース、情報や出版物を取り
上げるデロイトの新しい無料ウェブサイトです。このウェブサイトには、FASB の活動や FASB Accounting Standards Codification™のアップデ
ート、そして、PCAOB、AICPA、SEC、IASB、IFRS 解釈指針委員会などのその他の米国と国際会計基準の設定主体や規制当局の進展に関す
る記事が掲載されています。今すぐチェックしてください！
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