
 

 

 
 

  
 

 

 

 

環境イベントや活動に関する財務報告上の考慮

事項 

はじめに 

ここ数カ月、環境、社会、ガバナンス (ESG) の問題がニュースでよく取り上げられるようになった。同時に、投資家、格付け機関、貸

し手、規制当局、政策立案者、その他の利害関係者は、これらの問題にますます焦点を当てるようになってきている。加えて、

FASB、SEC、CAQ はいずれも、財務諸表作成者と監査人の双方に対して、環境問題を考慮することの重要性に関する公開情

報 1 を提供している。 

さまざまな関係者から ESG への関心が高まっていることを踏まえ、ほとんどすべての業界の多くの企業が、これらの問題が自社の事

業戦略、事業、長期的な価値にどのような影響を与えるかを検討している。企業が ESG の状況の変化に対応するための事業戦

略を策定する際には、財務諸表の作成において ESG の考慮事項を取り入れる必要がある。その際、環境イニシアチブに関連する

計画やコミットメントが、サステナビリティ報告と財務諸表作成の両方において一貫した方法で検討されることを確保すべきである。

例えば、二酸化炭素排出量の削減を計画している企業は、財務諸表を作成する際に、資産の耐用年数、資産の減損、資産

除去債務 (AROs) 、その他の負債、現行の米国会計基準に基づく開示要件などの項目について、当該計画の影響があれば評

価すべきである。 

12021 年 3 月 19 日付 FASB スタッフ・エデュケーション・ペーパー財務会計基準との環境・社会・ガバナンス問題の交差を参照。2010 年 2 月 8 日付 SEC 解釈指針気候変

動に関する開示に関する委員会ガイダンス (以下「2010 年解釈指針」という。) 及び 2021 年 3 月 15 日付 SEC 解釈指針気候変動の開示で歓迎されるパブリック・イン

プット;2021 年 9 月 9 日付の CAQ 白書監査済み財務諸表と気候関連リスクに関する検討をご参照ください。 
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注： 

本資料は Deloitte & Touch LLP が作成し、

有限責任監査法人トーマツが翻訳したもので

す。日本語版についは、有限責任監査法人トー

マツにお問合せください。日本語版と原文に相

違がある場合には、原文の記事事項を優先しま

す。 

https://www.fasb.org/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1175836268408&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername2=Content-Length&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue2=333644&blobheadervalue1=filename%3DFASB_Staff_ESG_Educational_Paper_FINAL.pdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
https://www.sec.gov/rules/interp/2010/33-9106.pdf
https://www.sec.gov/rules/interp/2010/33-9106.pdf
https://www.sec.gov/news/public-statement/lee-climate-change-disclosures
https://www.sec.gov/news/public-statement/lee-climate-change-disclosures
https://www.thecaq.org/wp-content/uploads/2021/09/caq_climate-related-risk-consideration_2021-09.pdf


 

 

 

企業はまた、複雑な会計上の問題を含む、高度な判断を必要とする、又はその両方を伴う気候関連の目的に関連した特定の

取り決め又は取引を実行する可能性がある。例えば、企業がサステナビリティ債券や VPPA (Virtual Power Purchase 

Agreement) を含む取引を行う場合、これらの取引に組込デリバティブが含まれているかどうかを評価する必要がある。同様に、あ

る種のエネルギーサービス契約 (ESA) を締結する事業者は、それらの契約に組み込まれたリースが含まれているかどうかを評価する

必要があるかもしれない。さらに、企業固有の環境指標の達成に関連する報酬制度のような、気候関連の目的を持つ他の種類

の取引については、企業は、そのような指標を達成する確率を評価することが求められる場合がある。 

さらに、企業は、気候変動及び気候関連の話題に関連する SEC の報告要件、特に SEC への提出書類のビジネス、リスク要

因、MD&A、及び業務結果に関するセクションに留意すべきである。SEC は、今後数カ月以内に気候関連の話題に関する最新

の報告要件を提出することが広く期待されているが、公開企業の提出書類を審査する際には、SEC の 2010 年解釈指針と整合

的な情報を公開企業がどの程度提供しているかを評価することを含め、気候関連の開示にさらに重点を置くことも公表している。

この指令と整合的な方法で、SEC は最近、さまざまな業界の複数の上場企業に対してコメントを発表した。 

2021 年 9 月 22 日、SEC は、気候関連情報の開示に関して上場企業に発行する可能性のあるコメントの種類に焦点を当てた

サンプルレターを公表した。最近発行された企業固有のコメントを公開する前に SEC が公開したサンプルコメントは、現時点で企

業固有のコメントをまだ受け取っていない登録企業に対する早期警告として機能する。 

気候関連の問題に関する最近の SEC のコミュニケーションの詳細については、Deloitte の 2021 年 9 月 27 日付記事 Heads 

Up を参照してください。 

この Financial Reporting Alert は既存の会計ガイダンスおよび現在の規制環境に照らして、気候関連事項が企業の財務会計

および財務報告に与える潜在的な影響を検討する。これらの影響は、関連する規制上の義務、法律上の義務、契約上の義務

などの要素とともに企業の業界によって異なるが、すべての企業は環境関連の財務会計及び報告の影響を評価すべきである。本

書の残りの部分は、これらの問題に対処することを意図している。 

 

2 

環境目的の潜在的な会計および報告の影響 

さまざまな業界の企業が、気候変動が自社の事業に及ぼす影響に対処する計画について公式声明を発表し始めており、最近の

ニュースでは、 「A 社は 2030 年までにカーボンニュートラルを約束する」 、 「B 社は 2040 年までに温室効果ガス排出量を 90%削

減することを約束する」 など、これらの声明が強調されることがよくあります。その結果、企業が作成するこれらの種類の財務諸表

に関連する会計上及び開示上の考慮について問題提起されている。そのような考慮事項は、企業の気候関連の公式声明、計

画及び行動の具体的な事実及び状況に依存するが、本章では、会計及び開示の影響を評価するための重要な考慮事項に焦

点を当てている。 

影響を評価する前に、経営者(すなわち、適切な権限を有する者)が行った具体的な声明を理解し、それらの声明を支持する計

画及び活動の詳細を決定することが重要であることに留意すること。上記の例では、各企業がどのようにしてその目標を達成する

計画を立てているのか、また、企業がその目標を達成するために必要と考えている具体的な活動を理解しようとしているのかを問う

ことができる。 

企業の計画及び適切な経営陣が行ったコミットメントの具体性を理解することにより、資産が減損しているか否か又は契約上の

負債が存在するか否かを含め、企業の純資産に対する影響をより適切に評価することができる。 

https://www.sec.gov/corpfin/sample-letter-climate-change-disclosures
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2021/sec-comments-climate-change-disclosures
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2021/sec-comments-climate-change-disclosures


 

 

 

例えば、企業 A は、カーボンニュートラルになるための計画の一環として、内部で生成されたものであれ購入されたものであれ、一定

レベルのカーボンオフセットを提供することが要求される管轄区域で活動する可能性がある。政府の規制の事実と状況、および企

業 A の具体的な活動によっては、企業 A の炭素排出量の炭素相殺を提供する義務は、記録され、潜在的に開示される必要

のある負債をもたらす可能性がある。 

資産への影響評価 

企業は、既存の会計基準に照らして、事業の様々な分野にわたる気候関連の公式声明、支援計画及び行動の影響、並びにそ

れらの計画の関連する会計上の影響を評価すべきである。例えば、企業 B が、現在の製造設備を、より温室効果ガスの排出が

少ない新しい技術や設備に置き換えることによって温室効果ガスの排出を削減することを計画している場合には、既存の製造設

備の回収可能性に関連するトリガー2 が発生したかどうかを評価するとともに、既存の製造設備の現在の耐用年数が適切である

かどうかを再評価する。さらに、企業 B が、既存の設備によって生産された製品ラインを含む報告単位に関連するのれんを有する

場合には、企業 B は、将来の製造プロセスが異なる利益率のプロファイルをもたらすかどうかを評価すべきである。将来の利益率

の低下は、報告単位の予想将来キャッシュ・フローに影響を与え、最終的には企業ののれんの減損テストの結果が変わる可能性

があります。詳細については、”長期性資産の利用と回収可能性”、”環境債務”及び”“資産除去債務”の項を参照すること。 

負債の発生の評価 

企業は、気候関連の問題に対処するための契約上の義務を有しているか否かを検討することに加えて、政府若しくは規制当局の

行為又は企業自身の公表書類、計画若しくは行為が、財務諸表における会計処理若しくは開示又はその両方を必要とするそ

の他の法的債務又は推定的債務を生じさせる可能性があるか否かを検討すべきである。FASB 概念書 63 のパラグラフ 36 は、負

債のの三つの本質的な特徴を認識している。 

1. 特定の事象の発生または請求に従って、ある特定の期日又は確定しうる期日に、確実に将来の資産を譲渡または使

用することによって決済する一以上の他の企業に対する現在の義務または責任を具体化している。 

2. その義務または責任は、その将来の犠牲を回避する裁量がほとんとまたは全くなく、特定の企業に義務を負わせる。 

3. 企業が義務を負う取引又はその他の事象は既に発生している。 

FASB 概念書 6 のパラグラフ 40 では、財務諸表日に存在し、また経済的便益の取引先への移転を要求する現在の債務とし

て、負債を記載している。 

本節では、FASB 概念書 6 (上記参照) のパラグラフ 36 に概説されている三つの特徴について議論する。上記 (1) と (2) の特徴

は類似しているため、両者を併せて考えることが有用であると考える。 

2 長期性資産 (資産グループ) の回収不能を示す事象または状況の変化の例については、ASC 360-10-35-21 を参照すること。FASB 会計基準書 (ASC) の名称につ

いては、デロイトのトピックスのタイトルおよび FASB 会計基準書のサブトピックを参照する。 

3 FASB 概念書第 6 号財務諸表の構成要素。 

4 FASB は、2021 年第四四半期に概念書を更新する予定であるが、負債を特定するためのこれらの一般的な特徴は、おおむね同様であると理解している。 
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https://dart.deloitte.com/USDART/ov-resource/5610464f-07df-11ea-bcf6-038330b2caf3.pdf


 

 

 

特徴 (1) 及び (2) ―将来の犠牲を回避するための裁量がほとんど又は全くない、確実な将来の譲渡及び資産の使用を伴う現

在の義務 

現在の債務が存在するかどうかの評価において、法的債務が存在するかどうかの決定は、しばしば明確かつ明白である。しかしな

がら、ASC マスター用語集における 「法的債務」 という用語の定義は、そのような義務は「現行の、または制定された法律、制定

法、条例、書面または口頭による契約、あるいは約束的禁反言の主義に基づく契約の法的解釈によるもの」によって確立され得

ることを認めている。企業が特定の活動を行う意図について公衆を含む第三者と約束をした場合、その企業が「それにもかかわら

ず、もし約束者が約束に依存することを合理的に期待していたならば、また、約束者が実際に自分に損害を与える約束に依存し

ていたならば、考慮せずになされた約束は不正を防ぐために強制されることがあるという原則。」として定義される約束禁反言の法

理に基づいて法的債務を発生させたかどうかを判断するために、重要な判断が必要となる可能性がある 5 

企業は、現行の法律、規制、契約上の義務及び関連する解釈並びに事実及び状況に基づいて、法的債務の存在を評価すべ

きである。法律やその解釈の変化を予測してはならない。法令の変更の影響は、新たな又は改正された法令が制定される期間に

おいて考慮されるべきである。さらに、公的な声明が約束的禁反言の概念に基づく法的債務を創出したか否かを判断する際に

は、企業は、自らの具体的な事実及び状況を評価するために、弁護士と緊密に協力すべきである。この判断の結果が不明確な

場合は、その結論を支持する法的意見を求めるだろう。 

FASB 概念書 6 に記載されているように、推定的債務は、必ずしも法的債務であるとは限らないが、契約又は為替取引 6 を締

結する以外の方法で推定的債務を負担する可能性がある。企業が法的債務ではない推定的債務を有しているか否かを評価す

るには、企業の事実及び状況に照らして重要な判断を必要とする。ある事象又は状況(例えば、公式声明)が、負債として認識さ

れるべき推定的債務の水準まで上昇するためには、企業は、その事象又は状況の結果として、将来の資産を犠牲にする義務を

負わなければならず、将来の犠牲を回避する裁量をほとんど又は全く残さない。企業が気候関連の公式声明、計画又は行動に

関連する推定的債務を有しているかどうかの評価は、1 回限りの評価であってはならない;むしろ、企業は、気候関連のイニシアティ

ブが進展するにつれて、自らの事実及び状況を評価し続けるべきである。 

企業が、財務諸表日現在で存在する現在の債務を有していると判断する場合には、当該現在の債務を決済するために、経済

的便益を相手方 (所有者ではない) に移転する必要があるかどうかを検討すべきである。企業が、財務諸表日において現在の債

務を有していると判断したが、現在の債務が資産を犠牲にすること又はその他の経済的便益を相手方に提供することを要求して

いない場合には、当該債務は負債として計上されない。 

特性 (3) -取引または債務イベントがすでに発生している 

企業が財務諸表に計上すべき債務(契約上、法律上、または推定的)を有している、又は有する可能性があると判断する場合に

は、 (1) 企業の債務が発生した時点、及び (2) 当該債務が財務諸表日現在で存在するか否かについて、慎重な検討が行われ

るべきである。負債は過去の事象の結果として生じる。例えば、従業員が企業にサービスを提供する場合、企業は従業員にサービ

スの対価として支払う義務を負う。支払と引換えにサービスを提供することは、一方の当事者が他方の当事者と商品またはサービ

スを交換する相互取引の一例である(従業員は支払いと引き換えにサービスを提供する)。 

5 ASC 410-20-20 を参照。ASC 410-20-20 では、Black's Law Dictionary 7 th edition で使用されている約束的禁反言の定義を引用している。 

6 FASB 概念ステートメント 6 のパラグラフ 202 及び 203 を参照。 
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しかし、政府の行動又は企業の気候関連の公式声明、計画又は行動の結果として生じる債務は、相互的な取引ではなく、一

般の人々又は他の関連する利害関係者に対する債務である場合がある。相互取引の結果ではない債務を企業が負担した時

点を評価することは、すべての関連する事実及び状況に照らして重要な判断を必要とする場合がある。例えば、企業の債務は、

将来の炭素排出の結果として生じる可能性があり、これは、当該債務が財務諸表日現在では存在しないことを示す可能性があ

る。 

開示に関する考慮事項 

また、企業は、当期の財務諸表に記載すべき事項がないと結論付けた場合であっても、気候関連の財務諸表、計画又は活動

のいずれかが財務諸表に開示する必要があるかどうかを評価すべきである。ASC 275 は、財務諸表利用者が主要なリスクと不

確実性を評価するのに役立つ情報を開示することを企業に要求している。具体的には、ASC 275-10-50-1 は以下に関連するリ

スクと不確実性の開示を要求している。 

a. 業務の性質 (主要な業務が開始されていない場合には、企業が現在行っている活動を含む) 

b. 財務諸表作成における見積りの利用 

c. 重要な見積り項目 

d. 現時点で認識される集中による脆弱性 

例 

X 社は、主要な製品ラインが大量の石油を使用する業界で経営しています。同社は、近い将来に製品ラインが石油から離れる

と予想しており、それは同社の事業の性質に影響を与え、製品ラインは最終的に石油に依存しなくなると考えている。X 社は、

公言と整合的な方法で、代替燃料供給業者と積極的に協力して、グリーンな代替燃料を特定し、その代替燃料が近いうちに

利用可能になることを期待している。X は、その事実及び状況に基づいて、財務諸表に記録すべき現在の債務(契約上、法律

上、または推定的)又はその他の財務諸表勘定への影響を有していないと結論する。しかしながら、ASC 275 に従って、この主

要製品ラインの将来に関するリスクと不確実性を開示することが要求される場合がある。 

企業の計画又は活動が、ASC 275 に従って開示しなければならないリスク及び不確実性をもたらすかどうかを評価するためには、

企業は、関連するすべての事実及び状況を考慮した上で、専門的な判断を行わなければならない。 

さらに、企業は、気候関連のイニシアティブに関するいずれかの公式声明が、財務諸表に開示することが要求されるコミットメント

を生じさせているかどうかを評価すべきである。ASC のマスター用語集では、「確定コミットメント」を「双方が履行を求められ、通常

は法的に執行拘束力のある、関連当事者以外との契約」であり、 (1) 「取引の価格及びタイミングを含むすべての重要な条件

を全て定めており」 (2) 「その合意を履行する可能性が非常に高くなるほどに、その合意に含まれている不履行にあたっての罰則

が十分に大きいもの」と定義している。 

ASC 440 号は、財務諸表に記録されていない特定の状況を開示することを企業に要求している。具体的には、ASU 2016-02 7

によって改訂された ASC 440-10-50-1 は、以下の開示を要求している。 

a. 未使用の信用状 

b. リース 

c. 借入金の担保に供している資産 

d. 年金制度 

7 FASB 会計基準アップデート (ASU) No.2016-02 リース (トピック 842) 。 
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e. 累積優先株式配当金の延滞の有無 

f. 以下のコミットメント 

1. プラント取得のコミットメント 

2. 債務削減義務 

3. 運転資本の維持義務 

4. 配当を制限する義務。 

また、ASC 440-10-50-2 では、 「無条件購入義務」 の開示を要求している。 

これらの例は、開示されるべきコミットメントの網羅的なリストではなく、企業は、その具体的な事実及び状況を評価し、ASC 440

に従って財務諸表において開示されるべきコミットメントであるか否かを判断すべきである。 

なお、企業は、米国会計基準で規定されている開示要求に加えて、上述のとおり、SEC への報告要件も考慮すべきである。詳細

については、Deloitte の 2021 年 9 月 27 日号 Heads Up を参照すること。 

6 

見積りの作成および仮定と見積りの一貫性の維持 

企業は、気候関連のイニシアティブに焦点を当て、事業に変更を加える中で、適切な仮定の選択と信頼性のある見積りの作成

に関する課題に直面する可能性がある。それでもなお、米国会計基準では、さまざまな会計上の結論を基礎とする見積りを作成

することが求められる。このような推計値を作成するには、利用可能なすべての情報を考慮する必要がある。 

さらに、企業は複数の目的のために仮定又は見積りの使用を要求されることがある(例えば、予測収益又はキャッシュ・フローは、

複数の減損テスト、繰延税金資産の実現可能性の評価、及び企業が継続企業として存続できるかどうかの評価において使用さ

れる仮定であるかもしれない。)。単一の仮定が複数の解析で使用される場合、企業は、米国会計基準のガイダンスが許容してい

ない限り、各解析で同じ仮定が使用されていることを検証すべきである。さらに、企業は、財務諸表外の仮定及び見積り(例え

ば、サステナビリティ報告書)が、米国会計基準で要求される見積りを作成する際に用いられるものと整合的であることを検証すべ

きである。 

企業は、 (1) 前期からの仮定及び見積りの変更が適切であったか、又は (2) 前期に使用した仮定を更新又は変更しなかったこと

が当期において適切であったかを評価する際には、規制環境の変化を含む外部事象及び外部環境も考慮すべきである。 

長期性資産の利用と回収可能性 

企業は、気候関連事項を検討する際には、自らの目標又は目標が自らのカーボン・フットプリントに及ぼす会計上及び報告上の

影響を引き続き評価すべきである。営業権を含む長期性資産やその他の無形固定資産および有形固定資産 (PP&E) の継続

的な使用と回収可能性を評価するには、これらの目標または目標をサポートするためにどのように事業が移行するかを理解するこ

とが重要である。これらの事業シフトに基づいて、企業は資産の耐用年数の再評価又は資産 (資産グループ) の減損テストを行う

必要があるかもしれない。 

また、資産の減損がどのような順序で行われるかを検討することも重要である。これにより、企業は、当該資産をより大きな会計

単位の減損テストに含める前に、必要な修正を確実に行うことができる。売却目的で保有されていない資産については、 (1) ASC 

360-10 の適用範囲外の資産 (のれんを除く) 、棚卸資産、収益契約の獲得または履行のための資産化費用及び無形固定資

産など、(2) ASC 360-10 に準拠した長期性資産、および (3) ASC 350-20 に準拠したのれんの順序で減損テストを行う必要が

ある。 

 

https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2021/sec-comments-climate-change-disclosures


 

 

 

のれん以外の無形固定資産 

企業は、気候関連のイニシアティブの結果としての事業の変化を評価すべきである。なぜなら、これらは、企業の耐用年数が確定

できない無形資産の価値に影響を与える可能性があるからである。ASC 350-3035-4 に記載されているように、耐用年数が確定

できない無形資産とは、 「報告企業のキャッシュ・フローに寄与すると見込まれる期間に予測可能な制限がない」 無形資産をい

う。ブランドと商標は、耐用年数が確定できない無形資産の一般的な例です。 

無形固定資産については、毎年減損テストを実施しており、ASC 350-30 に従って、無形固定資産が減損している可能性が高い

ことを示す事象または状況の変化がある場合には、より頻繁に減損テストを実施しています。ASC 350-30-35-18 B は、これらの

事象または状況の変化の例を示しており、これには、財務実績、法的または政治的要因、企業固有の事象、および業界または

市場の検討事項が含まれるが、これらに限定されない。この評価に基づき、企業が無形資産の帳簿価額が公正価額を超える可

能性が高いと判断した場合には、企業は当該資産の公正価額を決定するための評価を行い、無形資産の帳簿価額が公正価

額を超える部分について減損損失を認識する。 

ブランドまたは商標の測定にしばしば適用される評価手法は、ロイヤリティ免除法である。この方法は、主に期待収益及びロイヤル

ティ率に焦点を当てており、企業は、他の収益手法よりも少ない仮定で行われる。しかしながら、消費者がより環境に配慮した製

品を購入しようとすることによる購買意思決定の変化のみならず企業が現在の製品の生産・販売を継続し、かつ社内の気候関

連目標 (特定の日までにカーボンニュートラルであることへのコミットメントなど) を達成する能力の変化により、需要が変化することが

予想されるため、収益を予測することが困難になる可能性がある。企業は、耐用年数が確定できない無形固定資産の公正価

値を測定するために使用されるロイヤリティ免除法又はその他の収益手法について、すべての必要な事業及び評価の前提に関す

る最善の見積りを使用することが期待される。 

期中減損テストの必要性を評価することに加えて、企業は、より環境に優しい製品を生産するための戦略に応じて、企業が当該

資産の予想される使用方法を変更した場合に発生する可能性のある、耐用年数が確定できないと分類される無形資産が耐用

年数が確定できると分類されることになったことを示す指標があるかどうかを検討すべきである。 

長期性資産 

企業は、気候関連の取組みを行うための事業の変更の結果として、 (1) 収益の減少、 (2) 費用の増加(純キャッシュフローの減

少)、又は(3)その両方の状況の予測を検討すべきである。その場合、そのような変更は、企業が長期性資産の回収可能性をテス

トすべきであることを示すかもしれない。 

企業は、ASC 360-10-35-21 により、保有及び使用される資産として分類された長期性資産 (資産グループ) の回収可能性に

ついて「帳簿価額が回収できない可能性があるこ事象又は状況の変化が示された場合」減損テストをすることを要求されていま

す。例えば、長期性資産 (資産グループ) の価値に影響を与える可能性のあるビジネス環境において異常な変更があった場合で

す。リカバリ性テストを促すイベントまたは環境の変化は、一般に 「トリガー・イベント」 と呼ばれます。企業が気候に焦点を当てたイ

ニシアティブに合わせて事業を調整する際に、ASC 360-10-35-21 に記載されている 1 つ以上のトリガー・イベントが発生する可能

性がある。例えば、企業の事業及び資産の性質に応じて、特定の製品ライン (及びそれを生産する関連資産) が段階的に廃止さ

れるか、又は製品がより環境に優しい資産によって生産されるかを決定することがある。気候関連のイニシアティブに対する企業の

対応の結果となる可能性のあるトリガー・イベントには、以下が含まれるが、これらに限定されない。 
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「長期性資産 (資産グループ) の価値に影響を及ぼす可能性のある法的要因又はビジネス環境の著しい悪影響 (規制当局によ

る不利な措置又は評価を含む。)」又は「長期性資産 (資産グループ) が以前に見積った耐用年数の終了前に売却または処分さ

れる可能性が高いという現在の予想」。 

ASC 360-10-35-23 では、 「長期性資産は、識別可能なキャッシュ・フローが他の資産及び負債のキャッシュ・フローからおおむね

独立している、最も低いレベルで他の資産及び負債とグループ化されなければならない」 としている。このような組み合わせを資産

グループと呼ぶ。 

資産グループには、ASC 360-10 の適用範囲に含まれる長期性資産だけでなく、売掛金、棚卸資産、耐用年数が確定できない

無形資産、のれんなどのその他の資産も含まれる場合がある。ASC 360-10-15-5 は、ASC 360-10 の適用範囲に含まれない資

産の一覧を示している。ASC 360-10 は PP&E、耐用年数が確定できる無形資産(顧客関係、技術、ブランド、商品名など)およ

び使用権 (ROU) 資産など、他の GAAP の範囲に含まれない長期性資産に適用されることに注意すること。 

長期性資産 (資産グループ) の回収可能性をテストするために、企業は当該資産 (資産グループ) の帳簿価額を、当該資産 (資

産グループ) の使用及び最終的な処分から生じた割引前の正味キャッシュ・フローと比較する。割引前キャッシュ・フローの利用は、

一般的に長期性資産 (資産グループ) の減損の可能性が低いことを示しているが、消費者の要求する事業における気候関連の

取組みを支援する企業の事業活動の変化に基づいて、割引前キャッシュ・フローの見積りが減少する場合、長期性資産 (資産グ

ループ) が回収できない可能性がある。例えば、環境に配慮していないと判断され、企業や消費者が気候関連の取り組みに力を

入れ始めた結果、関連製品の需要が減少した場合、最終的に機械を処分した場合に期待される純キャッシュ・フローが減少する

可能性がある。したがって、予想残存価額の下落により資産 (資産グループ) が減損する可能性がある。 

企業が長期性資産 (資産グループ) の回収可能性をテストするために将来キャッシュ・フローを見積る場合には、そのような見積りに

は、 (1) 資産 (資産グループ) に直接関連する将来キャッシュ・フロー (キャッシュ・インフローから関連するキャッシュ・アウトフローを差し

引いたもの) と、 (2) 資産 (資産グループ) の使用と最終的な処分の直接の結果として生じると予想される将来キャッシュ・フローの

みを含めるべきである。将来キャッシュ・フローを見積もるために、企業はキャッシュ・インフローとキャッシュ・アウトフローの両方を考慮し

なければならない。ASC 360-10-35-30 は、「キャッシュ・フローの見積りを作成する際に用いられる仮定は、企業が比較可能な期

間に使用する他の情報を作成する際に用いられる仮定との関係において妥当であるべきである。」と述べている。 

また、ASC 360 は、長期性資産 (資産グループ) の帳簿価額を回収するための代替的な方策を検討する際に、企業が確率加重

アプローチを適用することが有用である可能性を示している。このようなアプローチは、企業が気候関連のイニシアティブの結果として

とることがある代替的な行動方針を検討している場合に有益である。 

企業は、長期性資産 (資産グループ) の帳簿価額が回収不能であると判断した場合には、減損テストの次のステップとして、長期

性資産 (資産グループ) の帳簿価額が公正価値を超過する額について減損損失を認識する。そして、その金額を ASC 360-10 

「ただし、グループの個別の長期性資産に配分される損失は、当該資産の公正価値が過大なコストと労力を掛けずに算定可能

である場合は、当該資産の帳簿価額はその公正価値を下回ってはならない。」の適用範囲にある長期性資産に ASC 360-10-

35-28 に従って配賦する。 
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反対に、企業が長期性資産 (資産グループ) を回収可能であると判断した場合には、当該資産 (資産グループ) の帳簿価額が公

正価値を上回っていても、減損損失は認識しない。企業は、減損損失を認識するか否かにかかわらず、トリガーの存在が、長期

性資産の耐用年数又は残存価額の変動を示しているかどうかを検討すべきである。例えば、企業は、ある資産 (資産グループ) が

減損していないにもかかわらず、より環境に優しい資産が使用されるにつれて段階的に廃止されるため、当初の意図された期間存

続しないと判断する場合がある。この場合、企業は、資産 (資産グループ) の耐用年数及び減価償却見積額を適宜修正しなけ

ればならない。 

企業は、影響を受けた長期性資産が売却、放棄又はその他の方法で処分されると結論づける場合がある。ASC 360 に基づき、

ASC 360-10-45-9 に定める売却目的で保有する基準を満たしている場合には、企業は ASC 360-10-35-43 に従い、当該資

産 (資産グループ) を 「帳簿価額又は売却原価控除後の公正価値のいずれか低い価額」 で測定することが要求されている。放

棄される長期性資産は、処分されるまで保有および使用される資産に分類される。そのような資産は、使用されなくなった時点で

処分される。しかし、ASC 360-10-35-49 に示されているように、 「一時的に遊休化した長期性資産は、放棄したものとして会計

処理してはならない」 。さらに、ASC 360-10-35-48 は、「長期性資産が使用されなくなった場合、当該資産の帳簿価額は、残

存価額と同額でなければならない」と述べている。 

のれん 

企業は、気候関連のイニシアティブを支援するために事業活動の調整を継続する場合には、そのような調整が、1 つ又は複数の

報告単位ののれんの減損テストを年 1 回のテスト日の間に行うことを要求するトリガー・イベントを引き起こすかどうかを検討すべき

である。加えて、企業は、年 1 回のテスト日と年 2 回のテスト日との間にトリガーとなる事象を特定しない場合であっても、のれんの

減損のテストを年 1 回行う際には、気候関連の取り組み及びその事業活動への影響を考慮すべきである。 

ASC 350-20-35-28 から 35-30 に基づき、企業は営業権の減損テストを報告単位レベルで少なくとも年 1 回実施することが要

求されている。又は、「報告単位の公正価値が帳簿価額を下回る可能性が高い事象または状況の変化が発生した場合には、

年 1 回のテストと年 2 回のテストとの間で報告単位の公正価値が帳簿価額を下回る可能性が高くなります。」 ASC 350-20-

35-3 C は、そのような閾値を満たす可能性のある事象及び状況の例を示しており、そのため、年 1 回のテストの合間に営業権の

減損テストを実施する必要がある。これには、 「一般的な経済状況の悪化」 、「企業の製品又はサービスの市場の変化」「関連す

る過去の期間の実績又は予測結果と比較したキャッシュ・フローのマイナス又は減少、実績又は計画の収益又は収益の減少等

の全体的な財務実績」、「該当する場合、株価の持続的な下落 (絶対値および同業他社との相対値の両方で考慮)」が含まれ

る。 

直近の定量的テスト時点でのクッション(公正価値が帳簿価額を上回る) が小さい報告単位は、一般的に減損の影響を受けや

すく、減損のリスクが高い報告単位ののれんに関して過去に開示されている可能性がある。 

企業は、報告単位の公正価値が帳簿価額を下回る可能性が高いか否かを判断するために、関連する事象又は状況を定性的

に評価することを選択することができる。あるいは、企業は定性的評価を省略し、のれんの減損テストのステップ 1 に直接進むこと

もできる。テストのステップ 1 において、企業は報告単位の帳簿価額 (のれんを含む) を公正価値と比較し、超過部分について減

損損失を認識する。 

2017 年 1 月、FASB は ASU 2017-048 を発行し、のれんの減損テストのステップ 2 及びのれんの暗示的公正価値の算定要件

を廃止した。 

8FASB 会計基準書第 2017-04 号のれんの減損テストの簡素化。 
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ほとんどの企業が ASU 2017-04 の規定を採用しているが、当該規定はすべての企業に適用されるわけではない(例えば、特定の

民間企業や非営利団体)。ASC 350-20-35-18 は ASU 2017-04 に取って代わられるため、ASU を採用した企業は、ステップ 2

が完了していない場合には減損の 「最善の見積り」 を計上することができなくなり、ステップ 2 が完了した場合には次の報告期間

に修正を認識することになる。 

定量的評価を行う場合、企業は一定の事業及び評価の仮定を作成しなければならない。企業が公正価値の測定を行うために

インカム・アプローチを用いている場合には、企業は、将来の財務情報の作成の際に判断し、気候関連のイニシアティブの影響及

び消費者行動の潜在的な変化を考慮しなければならない。例えば、企業が製造設備を閉鎖し、より環境に優しい新しい設備を

備えた新しい製造設備を建設する計画を有する場合がある。このような場合、企業は、現在の製造設備を閉鎖するためのコスト

を含め、これらの計画の影響を事業の前提条件の中で考慮すべきである。企業の事業の変化に関する不確実性及び企業の気

候関連のイニシアティブを支援するためのそれらの変化の影響についても考慮すべきである。企業は、これらの事業及び評価に関

する仮定の最善の見積りを使用することが期待される。 

さらに、企業が公正価値の測定を行う際にマーケットアプローチを使用している場合には、事業又は同業他社の事業の変化が、利

用する適切な倍率及び取引を識別に影響を与えるかどうかを検討すべきである。定量的評価の実施にあたっては、評価専門家

との協議が必要となる場合がある。 

ASC 350 号は、非公開間企業及び非営利団体ののれんの事後測定のための代替的な会計方針を提供している。大体的な会

計方針を採用している企業には一定の差異が存在するが、そのような企業はトリガーとなる事象が発生した場合には、のれんの減

損テストを行う必要がある 9。 

 

9 FASB は現在、のれんの償却及び特定の識別可能な無形資産の検討を含む、すべての企業の営業権及び特定の識別可能な無形資産の会計処理を再検討するプロ

ジェクトを進めている。詳細については、FASB のウェブサイトの関連するプロジェクトの更新ページを参照すること。 

10 ASC 330-10-20 では、市場価額を次のように定義しています。 「低価法という用語にあるように、市場価額は次の両方の条件を満たす場合に限り、現在の再取得原

価(場合によっては、購入または複製によって)を意味します。 

a. 市場価額は正味実現可能価額を超えてはならない 

b. 市場価額は、標準的な利益を差し引いた正味実現可能価額を下回らないものとする。 
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在庫 

ASC 330 では、企業は、棚卸資産を現在の状態及び場所に至るまでに必要な費用で評価することを要求している。企業は通

常、先入先出法 または後入先出法(LIFO) のような許容可能な原価フロー法を用いて原価を算定する。後入先出法または売価

還元法 (RIM) 以外の方法で測定した棚卸資産は、原価と正味実現可能価額(すなわち、通常の事業過程における推定販売

価格から完成、処分及び輸送の合理的に予測できる費用を差し引いた価額)のいずれか低い方の価額で評価する。ただし、

LIFO または RIM を使用して棚卸資産を測定する場合は、後に低価法で評価される。10 

棚卸資産の正味実現可能価額を見積もる際には、経営者は関連するすべての事実及び状況を考慮する必要がある。特定の

気候関連事象が発生した場合には、正味実現可能価額の推定値が重大な影響を受ける可能性がある。例えば、山火事は作

物に大きな損害を与え、洪水は倉庫に保管されている商品に大きな損害を与える可能性がある。加えて、企業の事業は、新た

な規制、顧客の嗜好、又は環境問題に関連した企業自身の取組によって影響を受ける可能性がある。例えば、特定の州におけ

るビニール袋又はストローの使用禁止、エアゾール缶に関連した新たな規制、又はより伝統的な白熱灯の需要に悪影響を与えた

LED ライトに対する消費者の嗜好の変化などである。 

https://www.fasb.org/jsp/FASB/FASBContent_C/ProjectUpdateExpandPage&cid=1176171566054


 

 

 

歴史的には、規制の変更は、企業がそのような変更に備えるための十分な事前通知を伴うのが一般的であり、消費者行動の変

化は、多くの場合、緩やかなものであった。しかし、現在はサステナビリティと環境問題に焦点が当てられているため、規制措置と消

費者行動の変化の両方が、将来、より迅速かつ頻繁に起こる可能性がある;したがって、企業は、このような潜在的な動向及びそ

れに関連する棚卸価額への影響を注意深くモニターすべきである。 
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税金 

環境の変化をもたらすような法律改正(例えば、特定の環境税控除の廃止または導入)の税効果を期待すべきではない;むしろ、

企業は税法の変更をその変更が施行された期間に計上すべきである。また、すべての形態の税額控除が ASC 740 の適用範囲

に入るわけではないことにも留意すべきである。例えば、非所得ベースの税金に対してのみ収益化が可能なものは、他の会計基準

に従って会計処理される。 

加えて、環境への取り組みの結果として、企業がその収益性にプラスまたはマイナスの影響を与えるような事業の変更を行ったり、

計画したりする場合には、そのような変更が ASC 740 に基づく法人税にどのような影響を与えるかを検討すべきである。例えば、

当期利益の減少又は実際の損失の発生が、予測利益の減少又は将来の損失の予測と相まって、企業の繰延税金資産の一

部又は全部が実現可能であるか否かの再評価及び評価性引当金の認識の必要性が生じる可能性がある。企業はまた、関連

する繰延税金資産を完全に実現するために適切な性質の利益が十分にあるかどうかを評価するために、発生した損失の性質(す

なわち、資本性または収益性)を考慮する必要がある。このような評価は、現在及び将来予想される収益性の変化が実際に最

近の累積損失をもたらしているか又はもたらすことが予想され、企業がその環境への取り組みの影響を考慮に入れる前に安定した

収益実績を有していない状況においては、特に困難である可能性がある。 

 

リース 

ROU 資産の減損 (借手の会計処理) 

ROU 資産の減損は、企業が現行のリース契約を破棄し、環境的に持続可能な PP&E (例えば、企業が本社又は製造施設の

所在地を変更することを決定した場合)のリース契約を選択した結果として生じる可能性がある。このような決定は、当初の基礎と

なる PP&E から得られると予想される将来のキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。 

ROU 資産は ASC 360 の減損および処分のガイダンスの対象となっている。したがって、借手は、他の長期性資産の取扱いと整

合的な方法で、ROU 資産の減損テストを行わなければならない。ASC 842-20-35-9 に従って、 「借手は、ROU 資産が減損し

ているかどうかを判断し、360-10-35 に従って長期性資産の減損又は処分に関する減損損失を認識しなければならない」。した

がって、ROU 資産の減損分析は、保有・使用している長期性資産の分析の一部として含まれることになる。 

ASC 842-20-35-10 に従い、減損した ROU 資産は、帳簿価額 (減損後) から償却累計額を控除した金額で測定しなければな

りません。その後の ROU 資産の償却 (オペレーティング・リースとファイナンス・リースの両方) は、借手が原資産を使用する権利の残

りの経済的便益の消費を予測する、より代表的な別の方法がない限り、定額法で行われる。 

企業は、リース資産又はリース・ポートフォリオの再評価する場合には、リース資産の使用を中止するという決定が、会計上の観点

から資産の放棄に該当するか否かを検討すべきである。 



 

 

 

企業の結論は、回収テストを実施するトリガー・イベントとなる場合があります。放棄されたとみなされるリース資産については、企業

は、残存リース期間中のいかなる時点においても、当該リース資産をサブリースする意図及び能力を有してはならない。企業は、資

産をサブリースする意思及び能力を有するか否かを判断する際には、経済環境及びサブリース市場における需要を考慮すべきであ

る。したがって、企業は、残存期間の長いリースを評価する際には、より多くの判断を用いることを要求される場合がある。資産を

将来のいずれかの時点でサブリースする意思及び能力を有する企業は、資産の放棄を検討することはできない。詳細については、

Deloitte のロードマップリースの Q&A 8-12 を参照すること。 

将来の経済的便益がない資産及びリース正味投資未回収額の減損 (貸手の会計処理) 

技術の進歩、顧客の嗜好、およびステークホルダーの関心の高まりの結果、一部の事業体は、旧式で効率の悪い機器から環境に

優しい代替品(例えば、ハイブリッド車や電気自動車、ソーラーパネルを備えた建物、エネルギー効率の高い製造設備)へと移行して

いる。より望ましくない PP&E の貸手として活動する事業体は、当初予想されていた将来の経済的便益がもはや期待されない資

産を保有している可能性がある。 

貸手は、販売型リースまたは直接金融リースを締結すると、原資産の認識を中止し、新たな資産を代わりに記録する。新たな資

産または 「正味投資未回収額」 は、 (1) ASC 310 に基づく受取リース料の合計と、 (2) ASC 360 に基づく無保証残存資産の

現在価値の二つの要素で構成されている。正味投資未回収額には二つの要素があるが、ASC 842 では、貸手に対して正味投

資未回収額を一つの要素として減損を評価することを要求している。リースに対する正味投資未回収額は、通常、売掛金(すな

わち、保証されていない残差はしばしば重要ではない)から構成されているため、ASC 310 に基づき金融資産として会計処理する

必要がある。貸手の純投資は、適用される指針に従って減損の有無をモニターしなければならない。ASC 842-30-35-3 に示され

ているように、貸手は、「残存リース期間中及び残存リース期間終了後のリース債権及び無保証残存資産」 から受け取ると予想

されるキャッシュ・フローを減損分析に含めるべきである。したがって、これらのキャッシュ・フローには、貸手が原資産を第三者に再リー

スまたは売却するために受け取ると予想される金額を含めるべきである。 

予想される消費者需要の減少や規制の変更等により、リースによる期待される経済的便益が減少する場合には、貸手は、原資

産の残存キャッシュ・フローを変更する必要があるかどうかを判断しなければならない。リース期間終了後に当該資産から発生する

と見込まれるキャッシュ・フローが減少した場合には、減損が発生する可能性がある。詳細については、Deloitte のロードマップリース

の Q&A 9-14 を参照すること。 

組み込みリースを含む ESA 

環境と企業の説明責任への関心が高まった結果、多くの企業が、先行投資を抑制しながら環境のサステナビリティを最大化する

ために、現在の事業を変革する方法を積極的に模索している。一般的になりつつある方法の 1 つに、ESA の使用がある。ESA

は、多くの場合、事前の設備投資を伴わずに効率的な新しい設備のメリットを得ることを可能にする 「オフバランス金融ソリューショ

ン」 として販売されている。ESA の一般的な期間は 5 年から 15 年の間である。ESA の下で、ベンダーは企業の現在のエネルギーイ

ンフラを分析し、エネルギー消費のレベルを把握する。この評価は、ベンダーが削減を約束する 「ベースライン」 のエネルギー消費を形

成する。 

ESA に関連して様々なサービスを提供するだけでなく、ベンダーは企業の既存のエネルギーインフラ (例えば、HVAC システム、 
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ボイラー、電球など) の全てまたは一部を効率が高く環境的に持続可能な新しい設備に置き換えることがよくある。通常、ベンダー

は新しい機器とその設置に関連する費用を負担し、機器の所有権も保持する。多くの ESA では、契約期間中、ベンダーが必要

な保守費用を支払う。ベンダーへの支払いは、一般的に企業の実際のコスト削減額に基づいて行われる。たとえば、実際のコスト

削減額の割合、または企業のコスト削減額にリンクする計算式に従って行われる。 

ESA の適切な会計処理を決定するために、企業は、契約に原資産の組込リースが含まれているかどうかを検討すべきである。

ASC 842-10-15-3 に示されているように、「契約が、対価と引き換えに一定期間、特定された有形固定資産 (特定された資産) 

の使用を管理する権利を移転する場合、契約はリースであるか、またはリースを含む」である。ASC 842-10-15-4 では、「管理」の

概念が拡大されており、「契約が識別された資産の使用を管理する権利を移転するかどうかを決定する。..企業は、利用期間を

通じて、顧客が次の両方を有しているか否かを評価しなければならない。」「識別された資産の使用から実質的にすべての経済的

便益を取得する権利」、および「識別された資産の使用を指示する権利」 と述べられている。企業は、契約にリースが含まれている

かどうかを判断しなければならないが、サービス契約に組込リースが存在することを示す重要な指標は、サービス提供者が当該企業

に当該機器の管理権を移転するかどうかである。多くの場合、ESA にはリースが含まれると考えられるが、これは、ESA が実際に機

器をいつどのレベルで使用するかを企業がコントロールできるからである。 

ESA の条件に基づき、企業がリースが存在すると結論付けた場合、企業は、リース区分を確認し、関連する ROU 資産及びリース

負債を計算できるように、リース料を決定する必要がある。多くの ESA では、企業がベンダーに支払うのは、月ごとに異なるエネル

ギーコストの節約分のみである。表面的には、これは完全に変動するリース支払ストリームのように見えるかもしれず、その結果、リー

ス負債が発生せず、したがってリース開始時の ROU 資産も発生しない。ただし、企業は、これらの支払又はこれらの支払の一部が

実質的な固定支払を構成するか否かを決定するために、ESA の具体的な条件を考慮しなければならない。したがって、ASC 842-

10-55-31 「実質的な固定支払とは、形式的には変動性を含むように見えるかもしれないが、実際には避けられない支払である」

とあり、これらの支払は固定支払と区別がつかないため、ROU 資産及びリース負債の計算において考慮されるべきである。ただし、

すべての支払額が変動すると判断される場合には、リース会計の観点から、企業は ROU 資産又はリース負債を計上しない。ESA

の変動要因は ESA ごとに異なる可能性があるため、ESA の変動要因を決定する際には、ESA の変動要因を理解することが重

要である。関連する考慮事項には、顧客に最小使用要件があるかどうか、ベンダーが PP&E のパフォーマンスに基づいた真の経済

的なマイナス面にさらされているかどうかが含まれる(例えば、PP&E が事前定義された効率基準を満たしていない場合の下方リス

ク)。また、一般的に、パフォーマンスを総合的にモニターするために、大量の機器が導入されているため、ポートフォリオの考慮も必要

になる可能性もある。。 

ESA の人気が高まり、進化し続ける中で、企業は適切な会計処理についてアドバイザーに相談することが推奨される。 

仮想電力購入契約（VPPA） 

物理的な電力購入契約(PPA) は、公益事業業界では一般的であり、事業者が契約した長期の発電設備の将来の出力を所

定の価格で確保できる手段です。これらの協定は、温室効果ガスの排出をもたらす伝統的な発電のためのものでも、再生可能エ

ネルギーのためのものでもよい。従来の PPA の下では、購入者は発電施設で発電された電力の所有権を取得し、その電力を自ら

の事業のために使用するか、二次市場で販売するかのいずれかを行う。 
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近年、VPPA は、企業が再生可能エネルギー市場を支援し、従来の電力源からの電力使用を相殺し、現在の電力構造を大幅

に変更することなく利害関係者のクリーンエネルギー目標を達成することができる柔軟なツールとして登場している。VPPA は、その

構造およびサイズに照らして、グリーン電力オプションが高すぎるか、または実用的でない事業体に特に魅力的であることが多い。 

風力発電所などの再生可能エネルギー施設の所有者は、再生可能エネルギー証書 (REC) を受け取る権利がある。付与される

落札された REC の数は、通常、適用する規制当局によって決定された発電方法に関連付けられる。これらの REC は、生産者が

保管することも、流通市場で販売することもできる。VPPA では、購入者は再生可能エネルギー施設によって発電された電力を保

有しない;その代わり、購入者が契約期間の各年に発行された REC のすべて又は所定の金額を合意価格で受領する一方、取

引される電力部分が財務的に決済される。REC は、自然エネルギーのポートフォリオ基準を満たすために利用することもできれば、

単に廃止することもでき、その結果、購入者の環境のサステナビリティ目標に貢献することができる。 

VPPA を評価する際には、企業は契約の具体的な条件を考慮し、VPPA が ASC 810-10-55-17 で定義された変動持分である

かどうかを判断しなければならない。VPPA が変動持分であると企業が結論付ける場合には、企業の購入者が再生可能エネルギ

ー施設の所有者を連結する必要があるかどうかを判断するために、ASC 810 に記載されているガイダンスも考慮しなければならな

い。 

購入者はまた、VPPA が再生可能エネルギー施設を構成する原資産のリースであるかどうかを検討すべきである。ASC 842-10-

15-3 に基づき、「契約が、検討と引き換えに一定期間、特定された有形固定資産 (特定された資産) の使用を管理する権利を

移転する場合、契約はリースであるか、リースを含む」。VPPA にリースが含まれているかどうかの判断は、企業は、ASC 842-10-

15-4 に定義されている原資産(すなわち、再生可能エネルギーと REC の生産に使用される資産)を支配する権利を有しているかど

うかを評価する必要がある。しかしながら、我々の経験では、VPPA は、関連する技術(例:風力、太陽光)の結果として、買い手が

発電のタイミングを制御しないので、一般的にリースを含まない。 

VPPA が誘導体を含むかどうかは、しばしば問題となる。ASC 815-10-15-83 に記載されているように、デリバティブは 「以下のす

べての特徴を有する金融商品又はその他の契約である。 

a. 基礎数値、想定元本、支払条項... 

b. 初期の純投資額。初期の純投資額がゼロ、または市場要素の変化に対して類似的な結果を持つと予想されるその

他の型の契約で要求されるよりも少額 

c. 純額決済 

デリバティブが存在するか否かを評価する際には、企業は、VPPA がバンドルされた製品で構成されているのか、2 つの個別の構成

要素(すなわち、生産された再生可能エネルギーと REC)で構成されているのかを判断すべきである。さらに、上記のすべての基準は

慎重に検討する必要があるが、企業は、これらの取決めにおいて想定元本が存在するか否かを判断する際に重要な判断を行う

必要があるかもしれない。例えば、そのような決定は、VPPA が最低限の生産保証を含むかどうかによって影響され得る。担当者

は、VPPA の会計処理の評価をする際に、適切な専門家およびアドバイザーの関与を考慮すべきである。 
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保険回収額 

気候関連事象に起因する損失を被る事業体は、保険の回収を受ける権利を有する。たとえば、特定のケースでは、閉鎖された施

設やサプライチェーンの混乱による損失が、ハリケーン、山火事、または竜巻による財産の損害に関連している場合に保険がかけら

れる。さらに、事業者は、天候に関連する一定の事象のために事業が停止されたことによって生じた逸失利益を補償する事業中

断保険に加入することができる。 

保険損失 

損害を受けた資産又は負債の発生に起因する損失が発生し、その損失の全部又は一部が保険金によって回収されると見込ま

れる場合には、保険金からの回収が見込まれる金額 (認識された損失の総額を超えないものとする。) で資産を計上しなければ

ならない。総損失額が、当初保険金の回収が見込まれると考えられた額を超える場合には、企業は、実際の追加的な填補損

失又は保険金の回収を得るために発生した直接的な増分費用を超えない範囲においてのみ、超過部分を事後的に認識すべき

である。保険回収の可能性が高いという結論は、重要な判断を伴う可能性があり、すべての関連する事実と状況に基づくべきで

ある。保険の回収が受領される可能性が高いか否かを判断するに当たり、企業は、とりわけ、保険会社の支払能力を理解し、支

払可能性を評価するために特定の種類の保険金請求に関して保険会社と十分な対話及び過去の実績を必要とするかもしれな

い。損失が保険によって回収可能であるかどうかを評価する際に企業が直面する可能性のあるその他の潜在的な課題には、 (1) 

異なる保険会社からの複数の保険を含む保険の適用範囲及び制限の範囲、及び (2) 保険会社が保険の適用範囲に異議を

唱える場合のその範囲の理解が含まれるが、これらに限定されない。弁護士との相談も必要になることがある。 

点をつなぐ 

SEC 登録者に次のガイダンスが適用される。 

SAB Topic 5.Y 11 の脚注 49 は、保険会社によって争われる保険損失を評価するすべての企業に適用される。: 

スタッフは、損害を賠償する責任がないと主張する当事者からの損害賠償請求についていかなる資産も認識さ

れるべきではないという反証可能な推定があると考えている。その推定を覆す場合は、争われている回収記録の

金額を開示し、その金額が回収可能であると結論する理由を開示すべきである。 

 

カバーされた損失または発生した直接増分費用を上回ると予想される回収は偶発利得を表すため、認識するしきい値が高くなり

ます。企業は一般的に保険金が実現か実現可能かのいずれか早い方で得られる保険金を認識しなければならない。これらの保

険金は、保険会社が請求を解決し、もはや支払いに異議を申し立てなくなった時に実現される。支払いのみでは、そのような支払

が異議を申し立てられた場合、または払い戻しの対象となる場合に実現されたことを意味しない。 

業務の中断 

また、気候関連の事象が発生した場合、例えば、長期にわたって電力が供給されていない場合や、市の条例により製造拠点への

アクセスできない場合などに、事業者が一時的に業務を停止することがある。事業中断保険は、他の種類の保険とは異なり、将

来の保険加入者を保護することを目的としている。すなわち、事業中断保険は、対象となる損失により財産の使用ができなくなっ

たことにより営業を停止した場合に適用される保険であり、また、一般的には、 

11 SEC Staff Accounting Bulletin (SAB) Topic 5.Y, 「偶発損失に関する会計処理及び開示。」 
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中断期間中に発生した一定の費用及び損失の補填を目的としている。そのようなコストは、物的損害からの損失に類似している

かもしれない;したがって、回収の可能性が高いと考えられる金額については、債権を計上することが適切である。営業停止期間中

に発生した固定費に関連して予想される保険金の回収について債権が計上される可能性があるかどうかの評価に関して、会計

監査人と協議することを推奨しています。 

喪失利益の差分は偶発利益とみなされ、偶発利益が解消されたとき(すなわち、収益が実現または実現可能である)に認識され

るべきである。決済交渉プロセスは複雑かつ不確実な性質を有するため、このような認識は、一般的に、最終決済時または払い

戻し不能な現金が支払われる時に生じる。 

保険金の回収の区分 

ASC 220-30-45-1 は、事業中断保険に関するその他の損益計算書の表示分類の観点から、企業が「現行の[米国会計基準]

に反しない限り、事業中断保険金の回収を損益計算書にどのように分類するかを選択する」ことを可能にする。 

ASC 230-10-45-21 B は、キャッシュフロー計算書の中で、「保険金の決済に伴って発生する収入 (法人が所有する生命保険契

約及び銀行が所有する生命保険契約から受領する収入を除く。) は、関連する保険の対象(つまり損失の性質)に基づいて分類

する。」と述べている。例えば、事業の中断に関連する請求の結果として受け取った保険金は、営業活動として分類されるべきで

ある。 
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金融商品及び契約資産 

サステナビリティ関連負債商品 (発行体の配慮) 

企業の社会的責任を証明しようとする企業は、環境要因 (サステナビリティ要因とも呼ばれる) に関連する負債性金融商品を発

行することがある。このような環境にリンクした債務手段には、サステナビリティにリンクした債券とサステナビリティにリンクした貸付が

含まれる。構造に関しては、サステナビリティにリンクした負債性金融商品と従来型の負債性金融商品の条件はほぼ同じであろ

う。しかし、サステナビリティにリンクした各債務証書は、異なる目的のために発行される可能性があり、独自の環境リンクを有す

る。例えば、 (1) 債務者が特定の日にサステナビリティの目標指標(例:S&P Global ESG Scores に基づく)を達成しない場合、早

期償還の対象となる可能性がある、 (2) 温室効果ガス排出削減のためにあらかじめ定められた目標を達成する場合、契約上の

金利が引き下げられる可能性がある、 (3) 目標を達成しない場合、契約上の金利が引き上げられる可能性がある、などである。

キャッシュ・フローが環境要因にリンクしている負債性金融商品を発行する場合、企業は、当該契約に組み込まれた特徴が含ま

れているかどうかを検討する必要がある。当該特徴は、ASC 815-15 に基づきデリバティブとして区分処理しなければならない(公

正価値オプションが適用されない場合)。 

ASC 815-15-25-1 では、企業は、次の 3 つの条件が満たされる場合には、他の契約 (ホスト契約) に組み込まれている特徴を

個別に会計処理することが要求されている。 

• 組込み機能とホスト契約には、明確かつ密接に関連しない経済的特徴とリスクがある。 

• ハイブリッド商品(すなわち、組み込み機能とそのホスト契約の組み合わせ)は公正価値で再測定されず、公正価値の

変動は直ちに損益として計上される(例えば、ASC 815-1525-4 または ASC 825-10 の公正価値オプション選択の下

で)。 

• 組込機能は、別途発行された場合、ASC 815-10 に基づくデリバティブ商品として会計処理される。この条件が満たさ

れているか否かの評価において、企業は、ASC 815-10 におけるデリバティブの定義及び ASC 815-10 及び ASC 815-

15 におけるデリバティブ会計処理の適用除外を考慮する。 



 

 

 

以下は、サステナビリティにリンクした負債性金融商品に組み込まれている特徴の分析に関連する検討事項の概要である。12 

• 償還の特徴－負債性金融商品には、 (1) 特定の環境事象の発生または不発生、または (2) 環境メトリックに基づい

て、支払期日の繰上げまたは延期、返済額の調整をトリガーする特徴を含めることができる。一般に、債券ホストに組

み込まれた償還条項は、いずれの当事者も原資産に関連する資産を引き渡す必要がないため、ASC 815-10-15-

107 のガイダンスに基づき、債券ホスト契約が容易に現金に転換できるかどうかにかかわらず、デリバティブの定義を満た

している。ASC 815-10-15-13 および ASC 815-15-15-3 に基づくスコープ例外は、通常、債務ホストに組み込まれた

償還機能(例えば、サステナビリティに関連する特徴については、特定の範囲の例外はない)には適用されません。適用

範囲の例外が認められない場合、債務者が償還の特徴をデリバティブとして分岐させる必要があるかどうかの判断は、

その特徴が債務ホスト契約に明確かつ密接に関連していると考えられるかどうかに基づく。通常、借入者は、償還条

項が ASC 815-15-25-42 の 4 段階の決定シーケンスの下で、債務ホストと明確かつ密接に関連しているかどうかを評

価すべきである。 

• 偶発的な金利の特徴－負債性金融商品には、 (1) 借り手が特定の日までにカーボンニュートラルなどの予め定められ

た目標を達成した場合、契約上の金利を一定額引き下げること、あるいは借り手がその目標を達成できなかった場

合、あるいは (2) 特定の環境指標に連動する指標の変化に基づいて変動することを明記することができる。ASC 815-

15-25-26 は、金利または金利指数のみを基礎とする組込機能が、債務ホスト契約に明確かつ密接に関連していると

考えるべきかどうかについて述べている。本ガイダンスでは、金利または金利指数とその他の基礎(環境目標や主要業

績指標など)の両方に索引付けされている特徴を含め、金利または金利指数以外のものに索引付けされている、または

それらに依存している特徴は扱っていない。 

現行のガイダンスの下では、一般的に、市場金利、企業の信用リスク、又はインフレに基づく一定の特徴のみが、明確

かつ密接に債務ホスト契約に関連していると考えられる。したがって、環境要因に基づいて負債性金融商品の金利を

調整する特徴は、特定の範囲の例外が利用可能でない限り、デリバティブとして分岐しなければならない可能性があ

る。 

環境に関連する用語の多様性及びこれらの手法の発展性を考慮し、企業は会計分析についてアドバイザーと議論す

ることが強く推奨される。 

デリバティブとして分岐が必要かどうかを判断するために、特定の組込み機能を評価する方法の詳細は、Deloitte's 

Roadmap の Section 8.4 Issuer's Accounting for Debt を参照してください。 

環境要因関連の組込デリバティブを債務ホスト契約とは別個に会計処理しなければならない場合には、企業は、負債性金融商

品と別個に会計処理されるものとの間で収益を適切に配分しなければならない。具体的には、ASC 815-15-30-2 の配賦基準に

おいて、借手は 「組込デリバティブを公正価値で計上し、当該組込デリバティブの基準と公正価値との差額として [負債性] ホスト

契約に割り当てられた当初帳簿価額を [確定] する」 ことが要求されている。なお、環境要因関連組込デリバティブの公正価値の

算定は複雑であり、評価専門家の関与を要する場合が多い。 

12 この説明では、債務は反復的にで公正価値で測定されないことを前提としていることに注意すること(例えば、発行者が ASC 815-15-24-4 または ASC 825-10 の公正

価値オプションを選択していない)。さらに、企業は、結論に達する前に、適用される会計上の指針に照らして、特定の特徴の条件を常に考慮すべきである。 

17 

https://dart.deloitte.com/USDART/home/codification/liabilities/asc470-10/roadmap-debt/chapter-8-embedded-derivatives/8-4-application-specific-embedded-features
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/roadmap/debt


 

 

 

サステナビリティ関連負債性金融商品 (保有者の検討事項) 

サステナビリティにリンクした負債性金融商品の保有者(例えば、投資家や貸し手)は、 (1) ASC 815-15 もしくは ASC 825-10 に

準拠して公正価値オプションを選択するか、または (2) ASC 320-10-25-1 に準拠して当該金融商品を売買目的有価証券に分

類することにより、当該金融商品を公正価値で会計処理することができる。サステナビリティにリンクした負債性金融商品が公正

価値で会計処理されず(例えば、公正価値オプションは適用されない)、公正価値の変動が直ちに損益を通じて計上される場合

には、保有者は、環境要因が、上述の指針及び検討の下でデリバティブとして区分して会計処理しなければならない組込要素で

あるかどうかも検討する必要がある。 

減損の検討 (CECL) 

環境規制の急速な進展、環境に配慮していない製品やプロセスの代替に焦点を当てた技術開発、顧客の嗜好や行動の変化を

踏まえ、企業はこれらの環境関連の変化が自社の事業や信用リスクに影響を与えるかどうかを検討する必要がある。 

ASC 326 を適用している企業は、 (1) 償却原価で計上される契約上のキャッシュ・フローを有する金融資産の貸倒損失(金融債

権、満期保有目的の債券、再保険金を含む)、 (2) リースに対する純投資額 (オペレーティング・リース債権を除く) 、 (3) オフ・バラ

ンス・シートの信用エクスポージャーを認識するために、当期予想信用損失 (CECL) の減損モデルを適用しなければならない。CECL

モデルは発生した損失ではなく予想損失に基づいているため、ASC 326-20 に基づく信用損失引当金は、 (1) 損失のリスク (たと

え遠隔地であっても) 、および (2) 資産の契約期間にわたって予想される損失を反映している。 

引当金は、過去の損失の実績、現在の状況、合理的かつ裏付け可能な予測を考慮に入れている。CECL モデルは減損引当金

を認識するための閾値を規定していないため、企業は、環境要因の結果としての規制環境若しくは技術環境、又はその両方にお

ける予想される変化の現在及び予想される将来の影響を評価し、そのような影響を各報告日における予想信用損失の見積りに

組み込むべきである。 

ASC 326 がまだ適用されていない場合には、新たな環境規制やその他の関連要因の影響を受ける可能性のある企業に融資す

る債権者は、特定の事象が発生した場合に減損の評価が必要かどうかを評価する必要がある(例えば、企業の製造プロセスに不

可欠な特定の水質汚濁物質の使用を制限する新たな規制のように、企業のキャッシュ・フローと流動性を減少させるケースであ

る。)。 
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環境債務 

法規制の変更は、関連する環境修復責任に直接的な影響を与える環境修復負債のタイミングとコストに影響を与える可能性

がある。企業は、事業活動を行っている法域における現行の法令の変更が、環境修復義務の記録に影響を与えるかどうかを検

討すべきである。 

ASC 410-30 は、将来の開発の影響をどのように考慮するかを含め、見積り環境修復負債の測定に関する指針を提供している。

具体的には、ASC 410-30-35-4 において、 「法令及び政策の変更による影響をそのような変更が制定または採用されたとき」認

識することが求められている。 

新しい情報に基づいて修復義務の見積りコストが変化する場合、そのような変化は ASC 250 に基づく見積りの変化とみなされ、

法律または規則が制定または採択された期間に認識されるべきである。 



 

 

 

例えば、法令により地下水汚染を修復することが要求されている状態で対象の環境サイトを修復し、その後、サイトが閉鎖された

と宣言する前に、定められた数年間、修復の有効性を検証するためにサイトの水質を監視することがある。記録された環境負債

は、 (1) 州の法律および規則に従って修復計画を達成するために必要な残りの時間とコスト、 (2) 修復後のモニタリングに関連す

るコスト、および (3) 特定の基準が満たされた後にサイトが修復閉鎖または(すなわち、その時点での環境負債は 0 である)文書を

受け取るという前提に基づいています。関係する市民がより厳しい要件を要求したことを受けて、州が敷地の無期限モニタリングを

含むように法律及び規則を改正した場合(つまり、サイトが正式に閉鎖されることはない)、企業は、新しい法律及び規則が施行さ

れる期間中のこれらの変更の費用を計上し、ASC 410-30 に従って環境上の義務を測定すべきである。 

ASC 410-30-15-3 (c) に示されているように、ASC 410-30 の指針は、 「経営者の単独裁量で実施され、訴訟、クレームまたは

評価の脅威によって誘発されない環境修復活動」 には適用されないことに留意することが重要である。したがって、ASC 410-30

は、報告企業が自発的に行った環境修復活動に対する負債の認識を要求していない。将来においてそのような活動を行うための

費用を負担するという決定は、企業がその計画を変更し、支出を回避することについてかなりの裁量を有するため、現在の負債を

生じさせるものではない。 
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資産除去債務 

資産の不適切な使用に起因する環境負債とは異なり、ARO は、長期性資産の適切かつ意図的な使用に起因する修復活動を

実施するための法的または契約上の義務である。事業者は、その事業の変更が ARO の再測定を引き起こすかどうかを検討すべ

きである。資産の維持、耐用年数の延長、または以前の予想よりも早期の資産の放棄のための計画の変更を含む、資産の運用

計画の変更をもたらす運用の変更は、除却活動に関連するタイミングを含め、資産に関連する ARO の記録金額に影響を及ぼ

す可能性がある。 

ASC 410-20 は、ARO の会計処理に関する関連指針を提供しており、これには、債務の公正価値の測定に用いたキャッシュ・フ

ローの当初の見積りの時期または金額を修正するための事後的な測定の検討も含まれる。具体的には、ASC 410-20-35-8 で

は、 「割引前キャッシュ・フローの見積りの変更に伴う変更は、資産除去債務に係る帳簿価額の増減として認識しなければならな

い」 と規定しています。 

例えば、より環境に配慮した事業への移行を求める投資家からの圧力に応じて、炭素排出量の削減を誓約した企業を考えてみ

よう。この削減を達成するために、企業は特定の炭素排出資産を除却し、それらをよりグリーンで低炭素の資産に置き換えることを

計画している。企業と土地所有者との間の契約上、古い方の炭素排出資産の廃止及び除去が要求され、その結果、企業が

ARO を帳簿に記録した場合には、企業は、 (1) 炭素排出資産の早期除却が、ARO を満たすために必要な除却活動に関連す

るキャッシュ・フローの加速にもつながるかどうか、及び (2) ASC 410-20 に従って ARO を修正する必要があるかどうかを検討すべき

である。 



 

 

 

報酬契約 

サステナビリティを推進する手段として、一部の団体は役員や従業員のインセンティブ報酬を環境指標にリンクさせている。例えば、

自動車会社の役員のボーナスは、会社の電気自動車、ハイブリッド車、ライドシェアリング事業の発展にかかっているかもしれないし、

金融サービス会社の役員は、再生可能エネルギーや持続可能な農業のような価値あるサステナビリティ・プロジェクトに割り当てられ

た資本の割合に対して報酬を与えられるかもしれない。このような場合、使用される特定の気候関連の指標、それらの指標に対す

るパフォーマンスの測定方法、およびボーナス契約の条件に応じて、様々な会計上の考慮事項が存在する可能性がある。 

多くの企業が役員や従業員への報酬として現金ボーナス制度を利用している。年間のボーナス・プランは、特定の計算式および業

績目標に基づいており、年初に通知されることがある。一部の制度では、年度末まで不明な指標をもとに年間賞与額を環境目

標と連動させているため、決算発表後に賞与額が確定する場合がある。さらに、従業員が契約終了や退職の場合、ボーナスは没

収されることがある。 

企業は、ASC 450-20 および ASC 710 (現金賞与プランが ASC 718 のような他の適用可能な米国会計基準の対象とならない

場合)に基づき、年間または複数年の報酬契約に含まれている環境指標に関連する業績を測定およびモニターする明確な方法を

有していなければならない。これにより、企業はボーナスを計算し、年間を通してその金額を更新することができる。達成又は付与さ

れる賞与の額が不確実な場合には、企業は ASC 450-20-30-1 に従って金額の範囲を計算しなければならない。これは、「範囲

内の額が他の額よりも適切な見積りでない」 場合には、範囲内の額の下限が選択されるべきであることを示している。企業は、目

標の達成に基づく賞与を慎重に評価し、その達成の可能性が高く、合理的に見積もることができるかどうかを判断しなければなら

ない。 

企業は、予想される賞与の金額を決定した後、勤務期間を通じてその金額を認識すべきである。この方法で報酬費用を認識す

ることは、ASC 718 で要求されているように、関連する勤務期間にわたる株式報酬契約に関連する費用を認識することと類似して

いる。このモデルでは、負債を発生させる事象は従業員のサービスの評価とみなされる。ボーナス負債の認識は、従業員が勤務期

間の終了前に退職した場合にボーナスが支払われないという理由だけで遅延されるべきではない。むしろ、従業員の離職率の信

頼性のある見積りが可能である場合には、企業は、蓋然性のある負債を決定する際に、離職率の見積りを見積りの範囲に織り

込むことができる。実際に支払われた賞与と計上された金額との差異は、会計上の見積りの変更とみなされる。詳細については、

Deloitte's Roadmap Contingencies, Loss Recoveries, and Guarantees を参照すること。 

同様に、報酬契約は現金ではなく自社株の形で行われる可能性もある。例えば、電力会社は、20×5 年までに水リサイクル施設

を新設したり、炭素排出量を 200 万トン削減したりするなど、環境指標に関するサステナビリティ評価ストック報酬を上級マネジメ

ントに付与することができる。企業は、環境指標がどのように定義され、それらの指標に対する関連するパフォーマンスがどのように

測定されるかを記述する計画の詳細に特に注意を払うべきである。場合によっては、企業は、この種の報酬制度を設定し評価す

る際に、適切な環境専門家の支援を求めることがある。 

ASC 718 では、従業員の勤務期間が存在する場合、従業員が必要とする勤務期間にわたって関連費用を認識することを要求

している。業績条件のある報酬については、企業は業績条件を満たす確率を評価すべきであり、その条件が満たされる可能性が

高い場合にのみ報酬費用を認識する。認識される報酬費用の総額は、最終的にはパフォーマンス状況の結果に基づく。株式に

基づく報酬取引は、ASC 718 に基づく公正価値に基づく測定方法により認識される。 
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https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/roadmap/contingencies
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また、環境に関連する要素を有する株式に基づく報酬が、サービス、業績または市場の状況以外の要素に指数化される場合、そ

の報酬は負債として分類されることがあることにも留意する。負債区分に分類された報酬は、通常、決済日までの各報告日にお

ける公正価値に基づく測定を用いて再測定される。すなわち、各報告期間末における公正価値に基づく負債の測定値の変化は、 

(1) 直ちに、または (2) 従業員の必要な勤務期間にわたって、報酬費用として認識される。したがって、企業は株式に基づく報酬

の分類を慎重に評価する必要がある。 

詳細については、Deloitte のロードマップ Share-Based Payments Awards を参照すること。 
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