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序文

2016年2月12日 

保険セクターにおけるデロイトのクライアント、保険業界の皆様へ

8回目となる年次の「会計および財務報告アップデート」をお届けできることを喜ばしく思います。本出版物において考察されてい

るトピックは、保険会社にとって特に興味深いものとなり得ることから選定されたものです。

2015年に起こったいくつかの注目すべき基準設定の進展には、（1）短期保険契約の開示に関する新しいガイダンスの発行、（2）

長期保険契約に関するFASB（米国財務会計基準審議会）の取り組み、（3）SECによるルール策定への継続的なフォーカス、特

に、ドッド・フランク法のもとで義務付けられたアクションの完遂に向けた尽力に関連したもの、があります。

本出版物は次の3つのセクションに分かれています。（1）「ガイダンスのアップデート」では、保険会社が今から準備を始める必要

のある会計および報告基準の変更を取り上げます。（2）「将来に向けて」では、保険会社が将来への計画を立てる中で影響を受

けると思われる基準設定のトピックを検討します。（3）「その他のトピック」では、保険セクターの企業にとって興味深いと思われる

問題を扱います。

加えて、銀行・証券、資産運用および不動産セクターの年次の会計および財務報告のアップデートも、会計および財務報告関連

のニュースを提供するデロイトのウェブサイトであるUS GAAP Plusから入手することができます。 

また、デロイトが最近発行したSECコメント・レター（業界インサイトを含む－「Edgar」が我々に伝えたこと）第9版も是非ご確認くだ

さい。この中でSECスタッフが過去1年間に登録企業に対して発行したコメント・レターの中で取り上げてきたトピックに関するデロ

イトの見解が、各金融サービスセクターにおけるコメント・レターの傾向分析も含めて議論されています。

さらなる情報やサポートについては、いつものように貴社担当のデロイト・オフィスまでご連絡ください。

リック・ショコウスキー エドワード・ウィルキンス

（Rick Sojkowski）  （Edward Wilkins） 
インシュアランス・インダストリー担当 ナショナル・インシュアランス担当

プロフェッショナル・プラクティス・ディレクター プロフェッショナル・監査リーダー

本出版物において、「デロイト」はデロイトLLPおよびその各子会社を意味します。デロイトLLPおよびその子会社の法的な構成の詳細については、www.deloitte.com/us/about
をご覧ください。公的会計の規則・規制に基づき、証明業務のクライアントには一部提供できないサービスがあります。 

http://www.iasplus.com/en-us/tag-types/united-states/fsi-2015
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/sec-cl/ninth-edition
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte.html
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte.html
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はじめに

様々な点で、保険業界は久しぶりに成長へと向かう状況にあります。景気の改善や、失業率の着実な低下は、保険会社の商

品・サービスの販売へのさらなる追い風になるはずです。しかしながら、多くの課題―新たなものもあれば、継続的なものもあり

ます―により、保険業界の経営者は気を抜くことができません。例えば、進化するサイバー犯罪の脅威、気候変動の影響を数値

化・軽減する取り組み、あるいは、市場に参入する代替投資家からの資金流入により引受能力が拡大する一方で価格交渉力や

収益性を損なっているときの最も効果的な資本管理方法と、いずれに対処するにせよ、保険業界のリーダー達は多忙を極める

ことでしょう。大手の保険会社は以前にも増して厳しい政府規制に直面し続けており、また、間近に迫った会計処理の変化は保

険会社の財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。保険セクターの企業は、これらの変化がその事業に及ぼす影響を注意

深く見極める必要があるでしょう。

経済成長

低金利は（失業率の低下とともに）引き続き保険セクターの全体的な成長を後押しした一方で、投資収益の継続的な減少ももた

らしました。そのため、合併・買収（M&A1）を通じた企業規模、マーケットリーチおよび引受能力の拡大により、本業における成長

の低迷を補うことを検討した保険会社が数社あり、また、多くの保険会社は、潜在的により問題の多いM&Aを試みる代わりに、

最近では、自社株買いや配当の支払等、株主価値の向上のために余剰資本を配賦する傾向が続きました。

規制改革

規制の面では、保険会社は2015年に多くの重要なコンプライアンス上の変更に取り組むことが求められます。そのひとつとし

て、保険会社は2015年に最初のリスク及びソルベンシーの自己評価（ORSA）レポートの提出を行います。ORSAは、保険規制

の新たな波を反映するもので、規制当局と規制対象企業との継続的な対話へと、5年ごとに実施されていた静的検証から、置き

換えてられています。

規制の進化のペースがすぐには緩みそうもないことから、保険会社にとってはコンプライアンス・プロセスの変革を検討する時期

なのかもしれません。これには、即時に対応するチームの組成とともに、主要な規制変更活動の会社全体での集約、予測可能

な規制に対する組織的な対応プロセスの確立、未知のことに関するシナリオ計画技法の利用が含まれる可能性があります。こ

うした変革は、変更の計画・対応に関する進行中のプロセスを促進することになるかもしれません。加えて、州、連邦および国際

規制当局がその基準や体制の優位性を争っていることから、規制上の要求の範囲および数が拡大し続けることが予想されま

す。一部の企業が当初、厳密には新たな規制の対象外だったとしても、ゆくゆくは当該規制に従わなくてはならないかもしれま

せん。当局が主導権争いを展開し、保険業界が最終的にどのルールに従うべきかを議論する中、保険会社は、継続して規制の

不確実性を見込まなければなりません。

会計上の変更

2015年5月、FASBは短期保険契約の開示規定に関する最終ASUを公表しました。FASBは長期保険契約に関する限定的な改

善の再審議を続けてます。時期は不確定ですが、再審議は2016年に完了すると見込まれています。 

1 本稿で使用している略語および各種法律の正式名称の一覧は、付録Bをご覧ください。本稿で使用している基準および規制の正式名称は、付録Aをご覧ください。
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IASBの新保険基準（2016年に公表される見込み）には、米国GAAPと著しく異なる会計モデルおよび開示規定が定められる見

通しです。さらに、2015年12月、IASBは新保険基準の対象となる企業のIFRS第9号の適用に対処するためのEDを公表しました。 

業界の課題や動向の詳細については、デロイトの2015 Financial Services Industry Outlooksをご覧ください。 

http://www2.deloitte.com/us/en/pages/outlooks/financial-services-industry-outlooks.html
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短期保険契約

背景

2013年6月、FASBはIASBとの共同プロジェクトの一環として保険契約に関するASU案

を公表し、これに関するパブリックコメントを募集しました。この提案は2年間の審議を経

て公表されましたが、両審議会はこれを完全に収斂することはできませんでした。この提

案に対する関係者のフィードバックを受けて、2014年初めにFASBは、（1）IFRSと収斂さ

れる会計モデルを目指すのではなく、米国GAAPの保険会計に対する限定的な改善へ

の取組みに再度焦点を置くこと、（2） 短期契約に関する限定的な開示の改善と、長期契約に関する限定的な改善とで個別に審

議を行う、との決定をしました。特に、FASBは、IASBが提案した契約ベースのアプローチを採用するのではなく、米国GAAPに

基づく既存の保険会計の範囲を維持するとの決定も行いました。 したがって、FASBの限定的な改善の対象となるのは保険会

社のみとなります。

FASBは2015年5月、ASU 2015-09を公表し、保険会社が発行する短期保険契約について、企業が提供すべき開示の範囲を

拡大しました1。当該ASUは開示のみに焦点を当てており、米国GAAPの短期契約に係る既存の会計モデルを変更するもので

はありません。

主要な規定

本ASUに基づき、短期保険契約を扱う保険会社は、年次で以下の開示を行う必要があります。 

• 「発生保険金と支払保険金〔および損害調査費（claim adjustment expenses：CAEs）配賦額〕の事故年度別ディベ

ロップメントの情報（再保険によるリスク軽減後の純額ベース。通常発生保険金が未確定である年数分（財政状態計

算書に表示した直近事業年度を含め最長10年分））。直近報告期間より前の各期間のクレーム・ディベロップメントの

開示は、補足情報として取扱われる」。表示した直近報告期間に関して、保険会社は、クレーム・ディベロップメント表

に個別に表示されないすべての事故年度に係る未確定の保険金の純額も合算で開示する必要がある。

• クレーム・ディベロップメントの開示と、「直近報告期間で表示している支払備金および損害調査費備金の帳簿価額合

計（保険金未払額のうち再保険による回収可能額を別途開示）」との調整。

• クレーム・ディベロップメント表に表示した各事故年度について、（1）保険金請求件数（実務上不可能な場合を除く）、

および、（2）既発生未報告（IBNR）備金に、報告済保険金の予想されるディベロップメントを加算した金額、に関する

情報。

• 次の算定方法および当該算定方法の重要な変更に関する説明。（1）IBNR備金および報告済保険金の予想される

ディベロップメント、および（2）保険金請求累計件数。

• 健康保険を除くすべての保険金について、クレーム・ディベロップメント表に表示した事故年度に係る発生保険金に対

する年間平均保険金支払率（経過年数別、再保険控除後）。

• 支払備金・損害調査費備金の計算に適用した方法と仮定の重要な変更に関する情報2。当該変更の理由および当該

変更が直近報告期間の財務諸表に与える影響を含む。

• 支払備金・損害調査費備金を現在価値で表示している場合の帳簿価額および次を含む割引の影響。（1）負債から控

除した割引額合計、（2）各期に認識する利息の計上額、（3）利息の計上を分類した包括利益計算書上の勘定科目3。

1 本ASUの適用範囲は、ASC 944が適用される保険会社に限定されます。 
2 本ASUに基づくこの開示は年次期間にのみ求められますが、本ASUの「結論の根拠」では、会計上の見積りの変更による影響については、ASC 270に基づき、期中財務 

諸表で開示することが求められるとしています。 
3 本ASUは、短期保険負債を割り引くという新たな要求を追加していませんが、現行の米国GAAPおよびSECスタッフ・ガイダンスでは、一定の条件下で短期保険契約負債 

の割引が認められているため、FASBは、負債の割引に関する開示は、財務諸表利用者にとって有用となると考えています。 
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• 開示は、「重要でない大量の詳細情報を含めたり、特性が著しく異なるものを合算することにより、有用な情報が不

明瞭となることのないよう」合算または細分化しなければならない。

加えて、保険会社は、期中および年次の報告時のいずれも以下の開示が求められます。

• 支払備金・損害調査費備金のロールフォワード。

• 健康保険の支払備金・損害調査費備金に含まれる、IBNR備金の総額に報告済保険金の予想されるディベロップメン

トを加算した金額。支払備金のロールフォワードの開示とは別途開示するか、その一部として開示するかのいずれか

による。適度な細分化が必要。

発効日および経過措置

公開企業体に関しては、本ASUは、2015年12月15日より後に開始する年次期間および2016年12月15日より後に開始する年

次期間の期中期間から適用されます。その他のすべての事業体に関しては、本ガイダンスは2016年12月15日より後に開始す

る年次期間および2017年12月15日より後に開始する年次期間の期中期間から適用されます。早期適用も認められます。 

本ASUは遡及適用しなければなりません。ただし、規定の一部は当期のみに適用されます。例えば以下のとおりです。 

• クレーム・ディベロップメント表および関連する表は、累計の実績を表示するものであるため、比較可能な表を提供す

る必要はありません。保険会社が、適用開始年度において、クレーム・ディベロップメント・テーブルを提供するにあた

り必要な情報を実務上入手できない場合には、適用開始年度末から起算して5年より前に発生した特定のカテゴリー

のクレーム・ディベロップメント情報については、掲載する必要はありません。その後の各年度において、クレーム・

ディベロップメント・テーブルへの表示が必要な最低年数は少なくとも1年ずつ増加しますが、財政状態計算書に表示

する直近報告期間を含め10年を超える必要はありません。

• 保険会社は、支払備金・損害調査費備金の計算に用いる判断の重要な変更に関する開示規定は、将来に向かって

適用することになると考えられます。

本ASUのもとで、保険会社はASC 250-10で規定される経過的開示の一部は要求されません。 

実施準備

現行の米国GAAPおよびSECの規定に従い、本ASU案の要求を遵守するために必要な情報と類似する情報の収集・報告に既

に慣れている保険会社もあるかもしれません。しかしながら、そうした保険会社も注意すべき点がいくつかあります。本ASU案

は、現在保険会社が開示している情報についてこれまでより広範囲の内訳を示すよう要求しているため、追加データを把握する

ためのシステムを有する必要が生じると考えられます。保険契約の各内訳について複数年分のクレーム・ディベロップメントの情

報の表形式の開示が通常必要になるほか、クレーム・ディベロップメント以外の開示については、財務諸表に表示する過年度に

関する比較情報（当報告期間のみに関連する開示以外）の開示が必要になります。とりわけ、健康保険会社は、現行の報告基

準のもとではかかる情報を収集し報告する必要がなかったと考えられるため、社内のシステムに係るデータ収集能力を評価す

べきです。

さらに、本ASU案の要求する開示は、監査済財務諸表注記（直近報告期間のクレーム･ディベロップメントに関する情報を含む）

に記載しなければならないため、当該開示が完全かつ正確であることを保証する十分な内部統制が整備されているかを保険会

社は評価しなければなりません。

SEC登録会社である保険会社は、これまで必要なかった情報の開示を求める本ASU案によって、経営者による検討と分析

（MD&A）を修正しなければならないかを検討する必要があります。また、ベストプラクティスとして、レギュレーション S-X第6条に

従った開示と財務諸表における開示の間にある相違を説明または調整できなければなりません。
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さらに、この新しい開示基準に基づいて報告する財務データはインタラクティブ・データ（XBRL）報告義務の対象となる予定であ

るため、SEC登録会社は、インタラクティブ・データ・ファイルを（内部の財務報告担当者または外部のサービス提供会社が）作

成するための十分な準備期間を確保すべきです。

多国籍の保険会社は、IASBの保険プロジェクトの動向をモニターし、必要に応じてIFRSと米国GAAPの保険分野における規定

の差異に注意を払う必要があります。また、必要な場合には、内部または監督報告目的のために、ある会計基準に準拠して作

成された財務諸表から、他の会計基準に準拠して作成された財務諸表に組替可能なシステムおよび人的能力があるかどうかを

評価する必要があります。

最後に、本ASUによる要求を遵守するにあたって、非公開保険会社には1年間追加的な猶予が与えられる見通しですが、その

猶予を最大限活用して、十分な管理体制を作り上げる必要があります。

ASU 2015-09に関する詳細については、デロイトの2015年5月のInsurance Spotlightをご覧ください。 

収益認識

背景

2014年5月、FASBとIASBは収益認識に係る最終的な基準を公表しました。FASBによるASU2014-09、IASBによるIFRS第15
号として公表された本基準は、事業体が顧客との契約から生じる収益の会計処理に使用するための単一の包括的モデルを概

括しており、業界固有のガイダンス（例えば、ASC 360-20およびASC 970-605の一部セクション）を含む直近の収益認識ガイダン

スを廃止しています。公表されたASU 2014-09についての追加情報は、デロイトの2014年5月28日付Heads Upと2014年7月

のFinancial Services Spotlightをご覧下さい。 

収益認識の新たな規定を適用することに関してFASBが受け取った懸念事項に対応して、FASBは2015年に、ASU 2014-09の

新たな収益認識ガイダンスを改訂する以下の3件のASU案（現在それぞれ異なる検討段階にある）を公表しました4。 

• 本人か代理人かの検討（収益を総額で報告するか、純額で報告するか）―当該ガイダンス案は、3者以上の当事者を

含む契約において自身が本人であるかそれとも代理人であるかを事業体が評価する方法に関連した問題に対処す

るものです。ガイダンスには、（1）会計の単位を決定する方法、（2）ASU 2014-09における指標が支配に係る単独の

評価を補助することと追加的な評価を表すことのどちらを目的としているか、および（3）特定の指標が一般的な支配

の原則とどのように関連しているかが含まれます。また当該提案は、契約に明記されたそれぞれの財貨またはサー

ビスについて自身が本人であるかそれとも代理人であるかを事業体が評価すべきであること、ひいては事業体が同じ

契約における異なる履行義務について本人兼代理人となり得るかどうかを明確化するものです。追加情報について

は、デロイトの2015年9月1日付Heads Upをご覧ください。

• 履行義務およびライセンシングの識別―当該改訂提案は、事業体による特定の履行義務の識別に関するガイダンス

を明確化するものです。変更案には、重要でない約束された財貨・サービスおよび個別に識別可能な約束に関するガ

イダンス、ならびに（1）支配の移転後に発生した出荷・取扱手数料に係る方針の選択、および（2）ライセンスに関連す

る明確化が含まれます。加えて、FASBは2015年10月5日の会合において、最終ASUの草案作成をスタッフに指示し

ました。追加情報については、デロイトの2015年5月13日付Heads Upおよび2015年10月8日付journal entryをご覧

ください。

• 狭い範囲の改善および実務上の簡便法―当該ガイダンス案は、（1）契約の存在を裏付けるために特定の状況にお

いて回収の可能性が高いかどうかを評価する方法を明確化し、（2）収益における売上税の純額表示に係る実務上の

簡便法を追加し、（3）契約開始時および契約期間全体における現金以外の対価の会計処理の方法を明確化し、（4）

移行にあたっての契約変更に対処するための実務上の簡便法を確立するものです。追加情報については、デロイト

の2015年10月2日付Heads Upをご覧ください。

4 IASBの2015年7月の公開草案もまた、IFRS第15号に対して同様の変更を提案しています。 

http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/industry-spotlight/insurance/may-2015
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2014/revenue?id=en-us%3AHU052814
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/industry-spotlight/fs/revenue
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2015/issue-30?id=en-us:email:HU09012015
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2015/issue-15
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/aje/2015/1008
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2015/issue-34
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ASU 2014-09は、ASC 944の範囲に含まれる保険契約が同ASUの範囲から除外されるとしています。しかしながら、保険会社

が提供する特定の商品またはその一部（例えば、健康保険制度運営管理業務限定契約または資産管理業務）に対してASU 
2014-09に基づく会計処理が必要となることがあります。これはASC 944または他のASC のトピックスに分離または当初測定

のガイダンスが含まれていない場合に必要となります。したがって、保険会社が新しい収益認識基準を適用する際に重要なこと

は、契約の一部と全体のどちらが新基準の適用範囲内にあるのかを判断することです。

発効日および経過措置

利害関係者の懸念の結果として、2015年8月に、FASBはASU 2014-09の発効日を延期するASU 2015-14を発行しました5。こ

れに従い本ASUは、公開企業体については、2017年12月15日より後に開始する年次報告期間（かかる期間の期中報告期間を

含む）より発効します。早期適用は、2016年12月15日より後に開始する年次報告期間（かかる年次期間の期中報告期間を含

む）の時点で認められます。

非公開事業体については、当該基準は2018年12月15日より後に開始する年次報告期間、および2019年12月15日より後に開

始する年次報告期間の期中報告期間より発効します。非公開事業体も、以下の時点で当該基準を早期適用することを選択でき

ます。

• 2016年12月15日より後に開始する年次報告期間（期中期間を含む）

• 2016年12月15日より後に開始する年次報告期間、および新基準が当初適用される年次報告期間の1年後に開始

する年次報告期間の期中期間

導入および移行活動

TRG（デロイトのTRG Snapshotを参照）、AICPAの各収益認識タスクフォース、さまざまな事務所、SEC6、およびPCAOBを含

む多数のグループが、新基準に関連する導入活動に積極的に関与しています。財務諸表の作成者は、新ガイダンスの適用に

先立ち、これらのグループの活動を引き続きモニターすべきです。

5 IASBは1ヵ月後にIFRS第15号を改訂し、その発効日を延期しました。 
6 SECは、本ASUを考慮し、SABトピック13における収益認識のガイダンスをレビューし、アップデートする予定であることを示唆しています。本ASUのガイダンスが公開事業 

体に影響を与える程度は、新たな収益基準に合わせてSECがSABトピック13のガイダンスを削除するのか、または改訂するのかに左右されます。 

掘り下げた検討

次の取引に対して、利害関係者から範囲に関する質問がありました。

• 保険商品とサービスの両方を含む契約 — このような契約の例には、損害保険会社が、顧客が保険対象とするこ

とを望む設備の安全性に関する潜在的な問題を識別する活動を行う契約があります。そのような活動が、ASC
606に基づいて会計処理を行う顧客に対する個別サービスとなるのか、または保険会社の引受プロセスに影響を

与えるリスク軽減活動となる（よって、当該契約上保険リスクから分離できず、保険リスクと合わせてASC 944に基

づき会計処理することになる）のかについては見解が分かれています。

• モーゲージ保険契約 — ASC 944は、モーゲージ保証保険会社を収益認識の適用除外としているため、コディフィ

ケーションには現在のところ、モーゲージ保険契約に関する特定のガイダンスはありません。そのため、業界固有

の実務が発達することになりました。その結果、保険契約がASC 606の範囲から明確に除外される一方で、その

除外によりモーゲージ保険契約がASC 606に基づいて会計処理されることになるのかについては明確ではない

ため、現在認められている会計実務が無効とされています。

また、保険会社が同様に顧客と締結しうる取引（仲介業務、資産運用およびその他第三者が提供するサービス等）に関す

る検討事項については、デロイトの2015年度版Banking and Securities — Accounting and Financial Reporting Update
およびInvestment Management — Accounting and Financial Reporting Updateの収益認識のセクションをご参照ください。 

http://www.iasplus.com/en-us/tag-types/united-states/trg-snapshot
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/industry/bs/upd/bs2015
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/industry/bs/upd/bs2015
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/industry/im/upd/fsi2015im
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連結

背景

2015年2月、FASBはASC 810の連結規定を改訂するASU 2015-02を発行しました。この改訂は、保険会社の合同運用ファン

ドを連結すべきかに関する結論を大幅に変える可能性があります。具体的には、修正されたガイダンスは、（1）ファンドの管理に

より受け取る報酬が、事業体を連結する結果となるか否か、（2）リミテッド・パートナーシップおよび類似の事業体は連結される

べきか否か、および（3）保険会社の関連当事者または事実上の代理人によって保有される変動持分が、報告事業体の連結の

結論に影響を与えるか否かにおける事業体の評価に影響を与える可能性があります。加えて、ASU 2015-02は、特定の投資 
ファンドへの投資に係るASU 2009-17（旧基準書第167号）に基づく適用延期を廃止しました。したがって、保険会社、ジェネラ

ル・パートナー、およびこれらのファンドの投資家は、抜本的に異なる連結評価を実施する必要があります。

ASUは主に合同運用ファンドに焦点を当てていますが、保険会社は、既存のVIE、従来VIEとみなされなかったリミテッド・パート

ナーシップ、および従来ASU 2009-17の適用延期の対象であった事業体を含む、関与のあるすべての事業体に関して、従前の

連結の結論を再評価する必要があります。

ASU 2015-02に関するその他の情報については、デロイトのConsolidation — A Roadmap to Identifying a Controlling 
Financial Interestをご参照ください。 

保険会社に支払われる報酬が変動持分か否かの決定

報告事業体がある法的事業体の連結を要求されるかどうかの評価における最初のステップの一つは、報告事業体が当該法的

事業体に対して変動持分を保有しているかどうかを判断することです。意思決定に関する報酬の取決めは変動持分ではないと

いう保険会社の判断は、一般に、当該保険会社は当該法的事業体の連結を要求されないという結論につながります。加えて、

これは評価対象の法的事業体が変動持分事業体（VIE）であるかどうかに影響を及ぼす可能性があります。本ASUは現行の変

動持分の定義を維持する一方で、意思決定者の報酬が変動持分であるかどうかの判断に係る規準を修正しています。

ASU 2015-02以前は、意思決定者またはサービス提供者の報酬が変動持分に相当しないと報告事業体が結論付けるために

は、6つの規準が満たされていなければなりませんでした。本ASUは、報酬の劣後に関連する規準（ASC 810-10-55-37（b））な

らびに報酬の重要性に関連する規準（ASC 810-10-55-37（e）および（f））を廃止しています。これに従い、ASU 2015-02の適用

後、意思決定者に支払われる報酬が変動持分に相当するかどうかの評価は、（1）報酬が提供されたサービスに相応であるかど

うか、（2）報酬の取決めが慣習的な契約条件のみを含むものである（すなわち「アット・マーケット」である）かどうか、および（3）

意思決定者（その特定の関連当事者を含む）が重要でないとはいえない金額（more than an insignificant amount）の予想損失

またはリターンを吸収する他の変動持分を持っているかどうかに焦点を合わせたものとなります。結果として、本ASUのもとで変

動持分とみなされる報酬の取決めは減少すると予想されます。

報酬の取決めが提供されたサービスに相応であり、かつアット・マーケットであるかどうかを評価する規定は本ASU以前にも存

在していましたが、その結論を裏付けるために必要な証拠に関して異なる見解が展開されてきました。SECおよびPCAOBの動

向に関する2015年の米国公認会計士協会全国会議（以下、「AICPA会議」）で、SECスタッフである専門会計官のクリス・シーメ

スキー（Chris Semesky）氏は次のように述べました。 

意思決定者の報酬の取決めが、慣習的かつ相応であるかどうかの評価にも言及したいと思います。（脚注は省略）この評価は、サービス契約

の開始時、または、取決めに含まれる密接に関連する条件もしくは金額の変更などの再検討事象の発生時に行います。

報酬が提供されたサービス水準に相応するかどうかは、提供したサービスを超えて、連結の評価対象となる事業体の活動を指示する義務がな

い場合、取引が独立第三者間の取引として交渉されたかどうかという質的評価により決定されることが多くあります。この分析には、報酬に関

連して意思決定者が提供するサービスを慎重に検討することが必要となります。

http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/roadmap-series/consolidation
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/roadmap-series/consolidation
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取決めに含まれる条件および金額が、類似するサービス契約に慣習的に含まれるものであるかどうかの評価は、対象となる取決めの主要な

性質を、他の市場参加者が独立第三者間取引として交渉した取決め、また、場合によっては当該意思決定者が締結した他の独立第三者間取

引に照らして評価する等の方法で行うことができるでしょう。取決めが慣習的であるかを評価する明確な線引きはなく、評価には合理的判断が

必要となります。意思決定者は、契約条件または金額が、事業体の他の変動持分保有者に対する代理人またはサービス提供者としての意思

決定者の役割に実質的に影響を与えるものであるかどうかを慎重に検討する必要があります。

したがって、報酬の取決めが独立第三者間（すなわち、関連のない当事者間）取引として交渉されたかどうか、または、市場参

加者から暗黙のうちに認められているかどうかに焦点を当てて評価すべきと私たちは考えます。潜在的VIEに対して重要でない

とはいえない金額の持分を関連のない当事者が保有する場合（例えば、保険会社が外部投資家にファンドを売り出す場合）、意

思決定者またはサービス提供者の報酬の取決めのほとんどは、独立第三者間取引として交渉されるか、または市場参加者か

ら暗黙のうちに認められています。このような状況においては、（当該サービスを、市場において他社が提供しない場合であって

も）報酬は相応であると推定されます。取決めがアット・マーケットである（すなわち慣習的である）との結論を裏付けるため、報

告事業体は、契約交渉が独立第三者間のものとして行われたこと、または市場参加者から暗黙のうちに認められていることを

示すのに加えて、当該報酬の取決めを第三者と交渉した他の取決めと比較します。したがって、このような状況では、報告事業

体は通常、報酬の取決めが相応であり、かつアット・マーケットであるとの結論を裏付けるために、当該報酬の取決めを市場に

おける他の取決めと比較する必要はないでしょう。ただし、報告事業体にそれ以外の内部の指標がない場合は除きます。

リミテッド・パートナーシップまたは類似の事業体がVIEであるか否かの決定 
本ASUは、リミテッド・パートナーシップおよび類似の事業体に係るVIEの定義を改訂しています。本ASUのもとで、リミテッド・ 
パートナーシップは、単一のリミテッド・パートナー（LP）もしくはすべてのパートナーの単純過半数（ジェネラル・パートナー

（GP）、GPと共通支配下にある事業体およびGPのために行動する事業体が保有する持分を除く）が実質的なキック・アウト権

（清算権を含む）を持っているか、または各LPが参加権を持っている場合を除いて、十分な資本を持っているかどうかまたは議

決権持分事業体として適格となるためのその他の要件を満たしているかどうかに関わりなく、VIEとみなされます。リミテッド・ 
パートナーシップおよび類似の事業体に係るVIEの定義の改訂の結果として、過去にVIEとみなされていなかったパートナーシッ

プは、新たなVIE連結モデルのもとで評価を受ける必要があります。反対に、単純過半数のキック･アウト権または参加権（単一

のパートナーの権利ではなく）を含むパートナーシップの取決めは、VIEでなくなる可能性があります。 

本ASUは保険会社による連結に関する結論を変えないかもしれませんが、改訂後のガイダンスに基づく分析のアップデートが

要求されます。加えて報告事業体は、VIEであるパートナーシップを連結する必要がないと判断した場合であっても、変動持分を

保有しているVIEについて、現行の詳細な開示を提供しなければなりません。 

リミテッド・パートナーシップ（または類似の事業体）以外の事業体がVIEであるか否かの決定 
本ASUは、リミテッド・パートナーシップ以外の法的事業体について、報告事業体がASC 810-10-15-14（b）（1）の条件（（グルー

プとしての）持分保有者がパワーを持っているかどうか）を評価すべき方法を明確化しています。特に本ASUは、持分保有者が

意思決定責任を委譲しており、かつ意思決定者の報酬の取決めがASC 810-10-55-37に基づく変動持分である状況において、

この評価は、持分保有者がその資本持分を通じて当該法的事業体の最も重要な活動に対してパワーを持っているかどうかに焦

点を合わせるべきであることを明確化しています。この評価を行うにあたり、保険会社は、持分保有者（ファンドへの投資家）が

意思決定者としての保険会社を交代させる権利を持っているかどうかを検

討しなければなりません。これは、単一の当事者が保有する場合にのみ

キック・アウト権が考慮されていた従来のガイダンスからの重要な変更とな

ります。
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どの当事者を連結すべきか？

ASU 2009-17におけるガイダンスと整合する方法で、保険会社が本ASUのもとでVIEの連結を要求されるかどうかの判断は、

保険会社が（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を持っているかどうか（パワーの条

件）、および（2）VIEに対して潜在的に重要な持分を持っているかどうか（経済的条件）に焦点を合わせています。本ASUは保険

会社が経済的条件を満たしているかどうかの評価に係る現行の基準を変更するものではありませんが、新たな連結規定のもと

では、VIEの意思決定者に支払われる報酬が相応かつアット・マーケットである場合、報告事業体がVIEに対して他の経済的持

分を持っているかどうかに関わりなく、かかる報酬を意思決定者の当該VIEに対する経済的エクスポージャーの評価において考

慮してはなりません。報酬の取決めの重要性により連結されていた特定のストラクチャーは、この新たな規定のもとで、連結を中

止する必要がある可能性があります。このガイダンスは、リミテッド･パートナーシップおよびVIEに該当する類似事業体を含む、

VIEであるすべての事業体に適用されます。 

VIEとみなされない法的事業体をどの当事者が支配しているかを評価する際には、株式投資家の権利に焦点を当てます。特

に、リミテッド･パートナーシップの分析では、一方的に当該リミテッド･パートナーシップを解散できる、または理由なくGPを解任

できる実質的な能力をLPが有しているかどうかに焦点が当てられ、そのような能力を有している場合には、当該パートナーシッ

プを連結する必要があります。その他すべての事業体については、議決権の過半数（すなわち、50％超）を有する当事者が通

常当該事業体を連結する必要があります。

関連当事者の影響

本ASUは、報告事業体の関連当事者または事実上の代理人が保有する変動持分が報告事業体による連結に関する結論に及

ぼす影響の程度を大幅に変更するものです。特に本ASUは、（1）投資マネジャーの報酬の取決めが変動持分であるかどうかの

評価、および（2）VIEに対する投資マネジャーの経済的エクスポージャーの評価において、投資マネジャーの関連当事者が保有

する持分の影響を軽減しています。

設例

保険会社ABCはファンドX（会社）と管理契約を締結している。ABCは、当該ファンドの基礎となる投資および運営を管理（すなわち、当該 
ファンドの最も重要な活動を指揮）し、自社のサービスに対して相応かつアット・マーケットの報酬を稼得している。ABCが持つXのその他の

持分により、ABCの報酬の取決めは変動持分とみなされる。ただし、持分保有者は（1）ファンド運用会社としてのABCを交代させる能力、（2）

ABCの報酬を承認する能力、および（3）Xの全体的な投資戦略を決定する能力を持っているため、ABCの権限を制約することができる。 

ASU 2015-02のもとで、持分保有者はファンドの最も重要な活動を指揮するパワーを持っており、当該ファンドがVIEとみなされるためのそ

の他の条件をいずれも満たしていない場合、当該法的事業体は議決権持分事業体モデルに基づき連結について評価される。

掘り下げた検討

現行ガイダンスのもとでは、保険会社が基準書第167号の適用延期に適格であるVIEの主たる受益者である（したがって、

当該VIEの連結が必要）か否かの評価では、定量的分析を通じて、当該保険会社が当該VIEの変動性の過半を吸収する

か否かに焦点を当てます。本ASUのもとでは、保険会社がVIEを連結することを要求されるのは、パワーの条件と経済的

条件の両方を満たす場合です。このため、VIEに対してパワーを有してはいるものの、VIEの変動性の過半を吸収していな

かったために従来は連結していなかった保険会社は、当該VIEにとって重要となり得る経済的持分（例えば、当該VIEのエ

クイティ持分15％）を有している場合には、当該VIEを連結する必要性が生じる可能性があります。 



9 

発効日および経過措置

公開企業体については、本ASUのガイダンスは2015年12月15日より後に開始する年次期間およびかかる年次期間の期中期

間より発効します。公開企業体以外の事業体については、本ASUのガイダンスは2016年12月15日より後に開始する年次期

間、および2017年12月15日より後に開始する期中期間より発効します。本ASUはすべての事業体に早期適用を認めています

が、適用日を含む年次期間の期首時点で当該ガイダンスを適用することを事業体に要求しています。修正遡及適用（実行可能

性による適用除外を含む）が要求されますが、完全遡及適用の選択肢も用意されています。

分類および測定

背景

2016年1月に、FASBはASU 2016-01を発行しました。これは、金融商品の分類および測定に関するガイダンスを改訂するもの

です。その審議において、FASBはIASBに収斂されたアプローチを廃止し、米国GAAPにおける現行の規定の多くを維持するこ

とを決定しました。ただし、当該改訂は以下に関連する変更を含んでいます。

• 持分投資の会計処理（持分法で会計処理されるものまたは連結されるものを除く）

• 公正価値オプションが選択されている金融負債に係る商品固有の信用リスクの変動に起因する公正価値の変動の認識

• 売却可能（AFS）負債証券に関連する繰延税金資産（DTA）に係る評価性引当金の決定

• 金融資産および金融負債に係る開示規定

ASU 2016-01に関するさらなる情報については、デロイトの2016年1月12日付Heads Upをご参照ください。 

持分投資の分類および測定

当該改訂は、持分投資が持分法で会計処理されているかまたは連結されている場合を除き、事業体が持分証券へのすべての

投資を公正価値で計上し、公正価値の変動を損益を通じて計上（FVTNI）することを要求しています。容易に決定可能な公正価

値を持たない持分投資について当該ガイダンスは実行可能性による適用除外を認めており、かかる除外に基づく持分投資は、

（該当する場合）減損損失控除後の原価に、秩序ある取引における観察可能な価格の変動を加減した金額で測定されます。投

資会社、証券ブローカー・ディーラーである報告事業体または退職後給付制度は、この適用除外を利用することができません。

容易に決定可能な公正価値を持たない持分投資に対して実行可能性による適用除外を選択した事業体は、次の指標を定性的

に検討することで、当該持分投資が減損しているかどうかを評価することが要求されます（ASUのASC 321-10-35-3）。 

a. 投資先の業績、信用格付、資産の質、または事業見通しの著しい悪化

b. 投資先の規制環境、経済環境、または技術環境における重要な不利な変化

c. 投資先が事業を行う地理的地域または業界の一般的な市場環境における重要な不利な変化

d. 投資の帳簿価額より低い金額での、同一または類似の投資に対する購入の真正な申し込み、投資先による売却の申し込み、または完了し

たオークションプロセス

e. マイナスの営業キャッシュ・フロー、運転資本の不足、自己資本規制や借入契約条項に対する違反のような、継続企業として存続する投資

先の能力について重大な疑義を生じさせる要因

定性的な評価に基づき、持分投資が減損している場合、投資先は当該帳簿価額が公正価値を超過する金額に等しい減損損失

の計上が要求されることになります。投資先は、そのような減損が一時的でないかどうか評価することはもう要求されません。

http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2016/issue-1
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商品固有の信用リスクの変動に起因する負債の公正価値の変動

公正価値オプションが選択されている金融負債（デリバティブ商品を除く）について、当該改訂は、商品固有の信用リスクに関連

する公正価値の変動を、事業体がOCIにおいて個別に認識することを要求しています。当該ガイダンスは、公正価値の変動合

計のうち基礎的な市場リスク（無リスク金利など）の変動により生じる金額を超過する部分は商品固有の信用リスクに起因してい

る可能性があるとしていますが、同時に事業体が商品固有の信用リスクの決定に用いることのできるその他の手法もあり得ると

認めています。

AFS負債証券に係る繰延税金資産に対する評価性引当金 
新しいガイダンスは、AFSに分類される負債証券に係るDTAに対する評価性引当金の必要性の評価について実務上の多様性

を排除しています。現行の米国GAAPのもとで、事業体は、他のDTAと区別または合算してのいずれかで評価を実施します。新

しいガイダンスは、事業体が「［AFS］証券に係る［DTA］に対する評価性引当金の必要性を当該事業体の他の［DTAs］と合わせ

て評価」すべきことを明確にしています。

開示規定の変更

非公開企業体について、当該改訂は、償却原価で測定される金融商品の公正価値を開示する要求を廃止しています。加えて、

公開企業体はかかる金融商品について、（1）公正価値の見積りに用いた手法および重要な仮定に関連する情報、または（2）公

正価値の見積りに用いた手法および重要な仮定の変更の内容を開示することを要求されません。また当該ガイダンスは、開示

の目的においてローンの公正価値の見積りに係る「入口」価格の概念を認めるものと解釈されていたASC 825の規定を廃止す

ることにより、米国GAAPを明確化しています。当該改訂は、公開企業体がASC 820の出口価格の概念に従って公正価値を開

示することを要求しています。加えて、すべての事業体は、（1）測定カテゴリー（すなわち、償却原価と公正価値―純損益とOCI）
別、および（2）金融資産の形態（すなわち、有価証券とローン／受取債権）別に分類されたすべての金融資産および金融負債

を、財務諸表の注記において開示することを要求されます。

発効日および経過措置

公開企業体に対しては、本ASUガイダンスは、2017年12月15日より後に開始する年次期間、およびそれら年次期間内の期中

期間から発効します。公開企業体以外の事業体については、本ASUガイダンスは、2018年12月15日より後に開始する年次期

間、および2019年12月15日より後に開始する期中期間から発効します。当該基準の一部規定は、すべての事業体に早期適用

が認められています。公開企業体以外の事業体については、公開企業体に対する発効日に従い、当該基準の適用が認められ

ています。

掘り下げた検討

現行の米国GAAPのもとで、持分法投資以外の市場性のある持分証券または投資先の連結をもたらす市場性のある持分

証券は、（1）公正価値の変動を純損益に認識する売買目的保有、または、（2）公正価値の変動をその他の包括利益

（OCI）に認識するAFSのいずれかに分類されます。さらに、容易に決定可能な公正価値を持たない市場性のない持分証

券は通常、公正価値オプションが選択される場合を除き、取得原価（減損損失控除後）で測定されます。しかしながら、保

険に特化した事業体にとって、そのような投資もまた業界固有のガイダンス（ASC 944）に従い、OCIを通じて公正価値で

測定されます。保険会社が保有するAFSおよび市場性のない持分投資について、公正価値の変動はOCIに累積され、当

該投資が売却されるか、または一時的でない減損が識別されるまで純損益には認識されません。

新基準のもとでは、持分証券は、AFSとして会計処理できなくなり、また、保険特有のガイダンスに従ってOCIを通じて会計

処理することもできなくなり、代わりにFVTNIで計上されることになるため（ただし、市場性のない証券について、実務上の

簡便法を選択する場合を除く）、そのような投資を保有する事業体の純損益の変動はより大きくなり得ます。
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本ガイダンスの適用にあたり、事業体は当ガイダンスが発効する事業年度の期首の剰余金に対して累積的影響額の修正を行う

ことが要求されることになりますが、次の場合を除きます。

• 容易に決定可能な公正価値を持たない持分証券に関するガイダンス（開示規定を含む）が、適用日時点で存在する

すべての持分投資に対して、将来に向かって適用される場合。

• 開示目的で金融商品の公正価値を測定するために出口価格の概念を用いることに関して、ASC 820と整合するガイ

ダンスが将来に向かって適用される場合。当該ガイダンスの適用により情報に比較可能性がなくなる場合には、事

業体はその旨を開示することが要求されます。

FASBの簡素化の取り組み 
起債コスト

背景

2015年4月、FASBはASU 2015-03を発行しました。これは、財務諸表における起債コストの表示を変更するものです。本ASU
は、「社債に関連する起債コストは、貸借対照表上、社債の額面金額からの直接控除として報告」され、「起債コストの償却費

も、利息費用として報告されなければならない」と明記しています。従前のガイダンスにおいて、企業は起債コストを貸借対照表

上の繰延費用として（すなわち、資産として）報告していました。

本改訂は、起債コストの認識および測定に係る現行のガイダンスに影響を与えるものではありません。例えば、転換社債の起債

コストは、ASC 470-20-30-13に基づく、有利な転換特性を表象する組込転換オプションの本源的価値の計算を変更することに

はなりません。したがって、事業体は起債コストを社債のディスカウントと区別して記載する必要があるでしょう。

本ASUの発行以降、実務担当者は、リボルビング債務の取決めに関連して発生したコストの適切な貸借対照表上の表示につ

いて質問してきました。2015年6月のEITFの会合において、SECスタッフは、「［かかる］コストを繰延べて資産として表示し、そ

の後（中略）コストを当該信用枠取決めの期間にわたり均等に償却している事業体に対し、異議を唱えない」と発表しました。こ

のSECスタッフのアナウンスメントは、2015年8月にASU 2015-15の発行により成文化され、リボルビング債務の取決めがASU 
2015-03の適用範囲外であることを明確にしていますが、他方で、本ASUの表示アプローチがこのような取決めに対する会計方

針として認められるのか、それが認められる場合に、事業体がどのようにそのアプローチを取り入れるべきかについては言及し

ていません。本ASUに基づき、事業体は、関連する債務負債から起債コストを控除することになるでしょう。しかしながら、リボル

ビング債務の取決めに基づく残高を返済していながら、同じ取決めに基づいて新たに借入を行うオプションを引き続き有してい

た場合に、起債コストの未償却残高を事業体がどのように表示するかについては明確ではありません。この場合には、当該コス

トに関連する負債はもはや存在しないことになります。また、リボルビング債務の取決めに基づく現在の債務残高を超過する未

償却コストがある場合に、当該コストをどのように表示するかについても明確ではありません。

掘り下げた検討

起債コストを（資産としてではなく）関連する債務負債の直接の控除として表示する要求は、米国GAAPのもとでの社債の

ディスカウントの表示と一貫しています。加えてこれは、米国GAAPのガイダンスを、金融負債の発行に直接起因する取引

コストは当該負債の当初の帳簿価額の調整として取り扱うものとするIFRSのガイダンスに収斂させています。またこれは、

資本発行コストを株式募集の総収入の控除として取り扱うことに関するSECスタッフの見解を反映しています。さらにこれ

は、米国GAAPを、「社債のディスカウントが資産でないのと同じ理由―将来の経済的便益を提供しない―により、起債コ

ストは資産ではない。起債コストは実際に借入れによる収入を減少させ、実効金利を高めるため、社債のディスカウントと

同様に会計処理することができる」と述べているFASB概念基準書第6号と一致させています。 
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リボルビング債務の取決めに対する本ASUの表示アプローチの適用や、そのような適用が認められるかに関連する導入に係る

質問があったことを鑑み、私たちは、SECスタッフが2015年6月のEITFの会合で概要を示した会計方針を、ほとんどとまではい

かなくても多くの事業体が適用することを選択するであろうと考えます。その方針に基づき、事業体は、リボルビング債務の取決

めに基づく未決済残高の金額で債務負債を認識している場合でも、当該取引に関連する起債コストの未償却残高を資産として

表示します。さらに、そのようなコストは、事業体が以前に引き出した金額を返済したとしても、当該取決めの期間にわたり償却

されます。

発効日および経過措置

公開企業体については、ASU 2015-03のガイダンスは2015年12月15日より後に開始する事業年度およびかかる事業年度の

期中期間より発効します。公開企業体以外の事業体については、当該ガイダンスは2015年12月15日より後に開始する事業年

度、および2016年12月15日より後に開始する期中期間より発効します。すべての事業体の過去に発行されていない財務諸表

について、早期適用が認められます。事業体は、新ガイダンスをすべての過去の期間に遡及的に適用します（すなわち、それぞ

れの期間の貸借対照表が修正されます）。

本ASUは事業体に次のことを要求しています。「事業体における適用日後の最初の事業年度および最初の事業年度の期中期

間において、以下を開示する。

1. 会計原則の変更の性質及び理由

2. 移行方法

3. 遡及的に修正された過去の期間の情報に関する説明

4. 財務諸表の表示項目に対する変更の影響（すなわち、起債コスト資産および債務負債）。」

掘り下げた検討

ASU 2015-03の適用以前において、事業体は取引日の為替レートを用いて起債コストを機能通貨に再測定することができ

ました。これは、（1）ASC 835-30のもとで起債コストは貸借対照表上繰延費用として表示されたため、また、（2）ASC 830-
10-45-18（i）が、繰延費用を取引日の為替レートを用いて再測定される非貨幣性の貸借対照表項目として取り扱うことを要

求しているためでした。

しかしながら、ASU 2015-03の適用にあたり、事業体は、起債コスト（信用枠またはリボルビング債務の取決めに関連する

費用を除く）を、繰延費用としてではなく、（ASU 2015-03により改訂されたASC 835-30-45-1Aに従って）貸借対照表上で

関連する債務負債からの直接の控除として表示します。したがって、債務負債の帳簿価額を企業の機能通貨に再測定す

る際には、起債コストに関連する控除をすべて含めます。ASC 830-10-45-17のもとで、貨幣性負債（起債コスト調整後の貨

幣性債務負債の帳簿価額を含む）は直近の為替レートを用いて企業の機能通貨に再測定されます。

起債コストに係る認識および測定のガイダンスは変更しないとの審議会の明言された意向にも関わらず、ASU 2015-03の適用

開始前にASC 830-10に基づき、起債コスト（信用枠またはリボルビング債務の取決めに関連する発行コストを除く）を繰延費用

として表示し、非貨幣性項目として処理した企業は、（1）ASU 2015-03への移行時に、ASC 830-10に基づく起債コストの会

計処理をASC 835-30-65-1（c）に従い遡及的に修正し、（2）その後の各報告期間に直近の為替レートを用いて再測定を行

う必要があるでしょう。
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測定期間調整

背景

2015年9月、FASBは、測定期間調整の会計処理に関するASC 805のガイダンスを改訂するASU 2015-16を発行しました。本

ASUは、FASBによる簡素化の取組みの一環として、企業結合において認識した暫定的な金額に対して行う調整を反映させる

ための過去の期間に係る修正再表示は財務報告のコストおよび複雑性を高めるが財務諸表の利用者に提供される情報の有

用性を大幅に向上させることはないという利害関係者のフィードバックに対応して発行されました。

ASUの主要な規定 
従来のガイダンスのもとでは、取得者が測定期間中に暫定的な金額の調整を識別した場合、当該取得者は、当初の会計処理

を完了させるにあたり認識した減価償却費、償却費、またはその他の損益への影響を変更することを含め、過去の期間に係る

比較情報を、当該企業結合の会計処理が取得日の時点で完了していたかのように修正することが要求されていました。

本ASUは、取得者が、測定期間中に識別した暫定的な金額の調整を、調整金額が確定した報告期間において認識することを

要求しています。減価償却費もしくは償却費の変動が損益に及ぼす影響、または暫定的な金額の変更の結果として生じるその

他の損益への影響（該当する場合）は、会計処理が取得日の時点で完了していたかのように計算し、遡及的にではなく調整金

額が確定した報告期間において計上しなければなりません。

開示規定

また本ASUは、取得者が、当期の損益に計上した金額のうち、暫定的な金額の調整を取得日の時点で認識していた場合には

過去の報告期間において計上していたであろう部分を、科目別に、損益計算書の本体に個別に表示するか、または注記におい

て開示することを要求しています。

発効日および経過措置

公開企業体については、本ASUは2015年12月15日より後に開始する事業年度（かかる事業年度の期中期間を含む）より発効

します。その他のすべての事業体については、本ASUは2016年12月15日より後に開始する事業年度、および2017年12月15
日より後に開始する事業年度の期中期間より発効します。本ASUは、発効日後に発生する暫定的な金額の調整に対し、将来に

向かって適用しなければなりません。未発行の財務諸表について、早期適用が認められます。

移行時に要求される開示は、会計原則の変更の内容および理由のみです。事業体はかかる情報を、適用を行った最初の年次

期間、および変更が実施された最初の年次期間中に測定期間調整がある場合にはこの最初の年次期間の期中期間において

開示しなければなりません。本ASUに関するさらなる情報については、デロイトの2015年9月30日付Heads Upをご参照ください。 

掘り下げた検討

本ASUは測定期間調整の会計処理を変更していますが、測定期間調整の定義（すなわち、「既知であった場合には取得日の時

点における暫定的に認識した金額の測定に影響を及ぼしたであろう、取得日の時点で存在していた事実および状況に関して入

手した新たな情報」の結果としての、譲渡した対価、取得した資産、および引き受けた負債について暫定的に認識した金額の調

整）は変更していません。誤謬、測定期間の終了後に受け取った情報、または取得日の時点で存在していなかった事象もしくは

状況に関して受け取った情報は、測定期間調整ではありません。

http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2015/issue-33
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非公開会社の代替的な会計処理 
 

背景 
以下のガイダンス（非公開会社評議会（PCC）が2014年に策定）が、2015年に発効されています。 

• のれん―2014年1月、FASBは、ASU 2014-02を発行しました。これは、買収後にのれんを会計処理するために、非

公開会社が簡便なアプローチを使用することを認めています。当該代替アプローチのもとで、事業体は、（1）通常10
年間にわたって定額法でのれんを償却し、（2）トリガー事象が生じた場合にのみ、のれんの減損テストを実施し、そし

て（3）事業体全体レベルまたは報告単位レベルのどちらかにおいて減損テストを実施するための会計方針を選択す

ることになります。加えて、本ASUはのれんの減損テストの「ステップ2」を廃止しています。この結果、事業体は、事業

体の（または構成単位の）帳簿価額が公正価値を超過した金額として、のれんの減損を測定します。この簡便なアプ

ローチを選択する事業体は、本ASUのガイダンスを将来に向けて適用し、適用した期間の期首現在で存在していた

既存のすべてののれん（および将来の買収から生じるのれん）に対して採用します。本ASUは、2014年12月15日より

後に開始する年次期間、および2015年12月15日より後に開始する年次期間の期中期間より発効します。詳しい情報

については、デロイトの2014年1月27日のHeads Upをご参照ください。 

• ヘッジ会計―2014年1月、FASBはASU 2014-03を発行しました。これは、変動金利の負債をヘッジするために使用

した変動金利受・固定金利払の金利スワップについて簡便な会計処理方法を非公開会社に対して提供しています。

適格なヘッジ関係に対して簡便なヘッジ会計の適用を選択する事業体は、貸借対照表上において金利スワップと変

動金利の負債を別々に会計処理し続けます。しかしながら、ヘッジ関係に非有効部分がないと仮定することができ、

それによって、本質的に、固定金利の借入費用と同じような損益計算書上のプロファイルを達成できます。加えて事

業体は、当初のヘッジ文書の完成により多くの時間をかけることができます。また、簡便なヘッジ会計アプローチを適

用する事業体は、関連するスワップを公正価値ではなく決済価額で測定することを選択できます。金融機関（銀行、貯

蓄貸付組合、貯蓄銀行、信用組合、金融会社、および保険会社を含む）は当該代替的会計処理を選択することは明

確に非適格とされます。本ASUは、2014年12月15日より後に開始する年次期間、および2015年12月15日より後に

開始する年次期間の期中期間より発効します。簡便なアプローチを選択する事業体は、完全遡及または修正遡及法

のいずれかに基づき本ASUを適用しなければなりません。詳しい情報は、デロイトの2014年1月27日のHeads Upを

ご参照ください。 

• 識別された無形資産―2014年12月、FASBはASU 2014-18を発行しました。これは、（1）企業結合において取得され

る資産、または（2）持分法で会計処理される投資について、もしくはフレッシュ・スタート会計の適用時に、特定の無形

資産に係る認識義務の適用除外を非公開会社に与えています。特に事業体は、本ASUの範囲内で発生する競業避

止契約に係る無形資産および特定の顧客関連の無形資産を個別に認識することを要求されません。これらの項目に

関連する金額はのれんに組み込まれるため、この代替的な会計処理を選択する事業体はASU 2014-02の適用も要

求され（上記の説明を参照）、結果としてのれんの償却が生じます。代替的な会計処理を選択する事業体は、本ASU
を、2015年12月15日より後に開始する年次期間中に発生した本ASUの範囲に含まれる最初の適格取引（早期適用

も認められる）、およびその後のすべての取引に対し、将来に向かって適用しなければなりません。さらなる情報につ

いては、デロイトの2014年12月30日付Heads Upをご参照ください。 
 

特定の非公開会社ASUにおける発効日および経過措置ガイダンスの変更案 
2015年9月、FASBは、今回の提案の範囲に含まれるPCCの代替的な会計処理を初めて選択する際に選好性（preferability）

評価を実施しない一回限りの無条件の選択肢を非公開会社に与えるASU案を、パブリックコメント募集のために発行しました。

またこれは、当該案の範囲に含まれるPCCの代替的な会計処理の発効日を廃止すると共に、ASU 2014-02およびASU 2014-
03の経過措置ガイダンスを延長しています。当該案による改訂は、ASU 2014-02およびASU 2014-03、ならびにASU 2014-07
およびASU 2014-18の範囲に含まれるすべての非公開会社に影響を及ぼす可能性があります。さらなる情報については、デロ

イトの2015年10月6日付Heads Upをご参照ください。 
 

非公開会社に関するその他の事項 
2015年を通じて、PCCは、株式に基づく報酬、リース以外の共通支配下の取決めに対するVIEガイダンスの適用、および債務の

貸借対照表における分類を含め、非公開会社にとって複雑かつコストのかかる財務報告の諸側面について議論してきました。 

http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2014/fasb-asu-pcc
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2014/fasb-asu-pcc
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2014/asu-2014-18
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2015/issue-36
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最近の会合においてPCCは、株式に基づく報酬に関する審議を継続し、従業員への株式に基づく支払いの会計処理の改善に

関するFASBのASU案に関連して受け取ったフィードバックを検討することで一致しました。さらなる情報については、デロイトの

2015年6月12日付Heads Upをご参照ください。 

またPCCは、（1）リース以外の共通支配下の取決めに対するVIEガイダンスの適用を明確化する設例、および（2）適用上の問

題に対処するための現行の事業範囲に係る例外の潜在的な修正について、FASBスタッフに調査を要請しました。 

加えてPCCは、2015年2月に、「今回は現行の非公開事業体の定義を改訂しない。現行の定義は、FASBによる今後の潜在的

な改訂まで、FASBコディフィケーションにおいて維持される。公開企業体の定義は、［ASU 2013-12による改訂の通り］将来の

会計および報告ガイダンスに引き続き用いられるべきである」と決定しました7。 

1株当たり純資産またはその同等物を計算している特

定の事業体への投資に係る開示

背景

2015年5月、FASBは、論点第14-B号に関してEITFが達した最終合意に基づくASU 2015-07を発行しました。本ASUは、実務

的簡便法9を用いて純資産価値（NAV）で公正価値を測定する投資8を公正価値ヒエラルキー内で分類する開示規定を廃止して

います。また、本ASUはNAVで測定される適格投資に係るその他の開示規定を改訂または廃止しており、結果として、キャッシュ・

フロー計算書に関連するASC 230-10の改訂および確定給付制度のスポンサーに関するASC 715-20の改訂を含んでいます。 

主要な規定

NAVの実務的簡便法を用いて測定する適格投資を公正価値ヒエラルキー内で分類する代わりに10、本ASUは、事業体がかか

る投資のNAVについて、公正価値ヒエラルキー内の投資の公正価値から財政状態計算書の表示科目への調整を開示すること

を要求しています。加えて、NAVの実務的簡便法が適用される適格投資について、公正価値レベル間の振替、レベル3のロー

ルフォワード表、特定の資産および負債の評価手法の説明など、ASC 820-10-50-2により要求されるその他の情報を開示する

必要はなくなりました。

7 PCC 論点第14-01号に関して達した決定のPCCによる要約をご参照ください。 
8 ASC 820-10-15-4および15-5は、公正価値測定において1株当たりNAV（またはその同等物）の実務的簡便法を適用するための投資の適格性に係る規定を定めています。 
9 NAVの実務的簡便法は、ASC 820-10-35-59から35-62において説明されています。 

10 ASU 2015-07のもとで、制度投資を公正価値で測定するためにNAVの実務的簡便法を選択したASC 715-20の範囲に含まれる確定給付制度のスポンサーは、制度投資 
の注記において当該投資を公正価値ヒエラルキーの各レベル内に分類することができなくなります。

掘り下げた検討

事業体は、投資のNAVの開示、ならびに公正価値測定においてNAVの実務的簡便法が適用される適格投資の性質、リス

ク、および償還可能性の開示を含む、ASC 820-10-50-6Aの規定を依然として遵守しなければなりません。 

また、事業体のすべての投資について実務的簡便法を用いてNAVで公正価値が測定される場合、ASC 820-10-50-6Aに

より要求される情報は、開示における投資の公正価値から財政状態計算書の表示科目に調整するという当該ASUの規定

を遵守した方法で開示することができます。したがって事業体は、当該ASUの調整の規定を満たすために公正価値ヒエラ

ルキーのレベルが空欄の表形式の開示を表示することはないでしょう。

http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2015/issue-19
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加えて、本ASUはASC 820-10-50-6Aの開示規定の範囲を改訂し、かかる範囲に含まれる投資を（1）実務的簡便法に適格であ

り、かつ（2）NAVでの公正価値測定における実務的簡便法の適用を選択している投資のみとしています。また本ASUは、投資

がNAVと異なる金額で売却される可能性が高い場合に特定の開示を要求していたASC 820-10-50-6A（g）のガイダンスを廃止

しています。

発効日および経過措置

公開企業体については、本ASUは2015年12月15日より後に開始する事業年度（かかる事業年度の期中期間を含む）より発効

します。公開企業体以外の事業体については、発効日が1年延期されています。早期適用は認められます。本ASUは、すべて

の表示期間に遡及的に適用されなければなりません。

混合金融商品に含まれる主契約が負債と資本のいず

れにより類似しているかの決定

FASBは2014年11月、ASU 2014-16を公表しました。本ASUの目的は、株式の形態で発行された混合金融商品（転換優先株

式など）の主契約の性質を事業体がどのように決定するかに関連する実務における多様性を軽減することにあります。なお同判

定は、ASC 815-15に従って区分処理しなければならない組込デリバティブが混合金融商品に含まれているかを決定するため

の分析の一環として行うものです。

現在は、主契約の性質を決定する際は、「カメレオン・アプローチ」（chameleon approach）11と「商品全体アプローチ」（whole-
instrument approach）12という2種類の方法が認められており、報告事業体はいずれかを用いて主契約の性質を決定していま

す（また、いずれかの方法を一貫して適用しなければなりません）。

カメレオン・アプローチの適用については、実務における多様性はほとんどありません。他方、条件付でない固定価格での償還

特性のある転換優先株式への商品全体アプローチの適用においては、実務における多様性が存在します。これは、各種の組

込特性を重視する程度が事業体によって異なっているためです。

例えば、固定価格での償還特性を重視し、主契約は負債に類似していると結論付ける事業体もあります。保有者を残余リスクに

晒さないという理由で主契約が負債に類似しているとする結論においては、条件付でない固定価格での償還特性の存在が、推

定の根拠となる要素である、というのがこうした事業体の考え方です。したがって、組み込まれている転換特性をこのアプローチ

に基づいて区分処理できると考えます。

また、商品全体アプローチのもとで、主契約の性質を評価する際は、関係あるすべての条件および特性を考慮に入れなければ

ならず、（転換請求権を含む）資本に類似する特性も検討すべきであると考える事業体も存在します。これによって、（1）（転換特

性を含む主契約の資本に類似する特性をより重視した結果）主契約は資本に類似しており、（2）転換請求権は主契約と明確か

つ密接に関係しており、（3）よって、組込転換特性は区分処理してはならないと結論付けられることになります。 

11 カメレオン・アプローチのもとでは、区分処理すべきか分析する、特定の組込特性を除いて、明示的であるか、黙示的であるかを問わず、混合金融商品にかかるすべての 
重要な条件および特性を考慮して事業体は主契約の性質を判定します。組込特性が複数ある混合金融商品を分析するのにカメレオン・アプローチを用いるときは、各組

込特性を別々に分析することで、主契約の性質が変わる場合があります。
12 商品全体アプローチのもとでは、区分処理すべきか分析する、組込特性を含めて、明示的であるか黙示的であるかを問わず、混合金融商品にかかるすべての重要な条 

件および特性を考慮して主契約の性質を判定します。組込特性が複数ある混合金融商品を分析するのに商品全体アプローチを用いるときは、各組込特性を別々に分析

することで、主契約の性質が変わることはありません。

掘り下げた検討

ASU 2015-07は、ASC 820-10-50-6Aにより要求される開示を（実務的簡便法を適用することのできるすべての適格投資

ではなく）NAVの実務的簡便法のもとで測定される投資に限定することにより、報告規定を簡素化しています 
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本ASUのもとでは、ガイダンスの対象である商品を保有している事業体は、株式の形態で発行された混合金融商品における主

契約の性質を決定する際は、商品全体アプローチを適用しなければなりません。すなわち、今後は、カメレオン・アプローチは認

められません。

本ASUはまた、報告事業体が商品全体アプローチを適用するときに役立つ導入ガイダンスも示しています。同導入ガイダンスに

よると、報告事業体は、（1）明示的であるか黙示的であるかを問わず、その商品のすべての重要な条件および特性を特定し、そ

れらの条件および特性が負債に類似するかまたは資本に類似するかを判定し、（2）各特徴の内容および相対的重要性を分析

し、（3）すべての条件および特性に基づき、かつ各特徴の内容および相対的重要性を考慮して、主契約の性質を決定すること

になります。本ASUでは、新しい開示義務はありません。 

公開企業体に関しては、ASUのガイダンスは、2015年12月15日より後に開始する年度（およびその年度の期中期間）から適用

されます。その他の事業体に関しては、2015年12月15日より後に開始する年度およびそれ以降の期中期間から適用されます。

早期適用も可能です。

報告事業体は、本ガイダンスを適用する際は、完全遡及アプローチおよび修正遡及アプローチのいずれかを選択することがで

きます。いずれのアプローチのもとでも、該当する商品を発行したまたは取得した日に存在していた事実および状況を考慮に入

れて、主契約の性質を判定することが求められます。

掘り下げた検討

カメレオン・アプローチに代わり商品全体アプローチを適用した場合、組込特性は主契約の属性とみなされるため、組込特

性と主契約が明確かつ密接に関連していると、事業体が結論付ける可能性が高くなります。しかしながら、本ASUのもとで

は、主契約の性質について結論に達する際に、事業体は関係のあるすべての条件および特性の内容を慎重に検討し、そ

の相対的な強みを評価しなければなりません。例えば、本ASUでは、「転換優先株式契約における、投資家保有の固定価

格での非偶発償還オプションの存在が、それ自体で、主契約の性質が負債性金融商品または資本性金融商品のいずれ

により類似しているかを決定すると、事業体は推定することはできない」と記載されています。よって、主契約の性質を判断

するにあたり、事業体は、混合金融商品のすべての条件および特性について確固たる分析を行う必要があります。



将来に向けて
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長期保険契約

現在までの審議

FASBは2014年8月、長期保険契約の会計処理における的を絞った改善に関する議論を開始しました。2015年11月19日現在、

FASBは、保険会社に要求される以下の項目について暫定的に決定しました。 

• 伝統的な長期保険契約、短期払込契約、有配当生命保険契約、及び、非伝統的な保険契約に係る将来保険給付の

保険負債の算出に用いたすべての前提条件を更新する。

• 次の（1）から（3）のとおり、将来保険給付の保険負債の算出に用いた前提条件を更新する。（1）キャッシュ・フローの

前提条件については、（経営者が選択した）同じ時期に毎年更新する、又はもし実績や他の証拠が従来の前提条件を

修正する必要性を示した場合に、年に1回以上の頻度で更新する、（2）割引率の前提条件については、四半期ごとに

更新する、（3）公正価値で測定された市場リスクに係る給付については、四半期ごとに更新する。

• 投資利回り、予定死亡率、解約（失効）、費用および配当金の支払い等の要素を含めるため、有配当生命保険契約に

係る将来保険給付の保険負債の測定に用いる前提条件を拡充する（将来の予想キャッシュ・フロー等）。

• 伝統的な長期保険契約や短期払込契約においては、遡及アプローチを用いて前提条件の更新による影響額を算出

する。それに基づき、保険会社は（1）キャッシュ・フロー見積りの前提条件の変更による影響額を直ちに純損益に認識

し、（2）割引率の変更による影響額をOCIに当初計上する。

• 当該保険負債の計算において、安全割増の引当を含めない。

• 保険料不足テスト（premium-deficiency test）を実施する必要はない。

• 現行の米国GAAPに従って、予想投資利回りを用いて割引く長期保険契約については、優良債券の投資ポートフォリ

オに基づく割引率を使用し割引を行う。

• 一定の投資契約に関する繰延新契約費（DAC）を償却するため、引き続き実効金利法を使用する。

• 他の種類の長期保険契約に関連するDACは、「保有契約の金額の割合に比例した契約群の予想継続期間」にわたり

償却する。保有契約の金額が変動し信頼性をもって予測できない場合は、定額法が適用可能である。

• 一定の基準を満たす契約および給付金について市場リスクに係る給付をFVTNIで測定し、保険会社自身の信用リス

クに起因するその変動の構成要素をOCIに表示する。

掘り下げた検討

伝統的な長期保険契約の暫定的モデルにより、該当する契約の前提条件を更新する保険会社は、割引率の変更による影

響を除き、過去の実績および修正後の前提条件に基づいて更新されたキャッシュ・フロー予測を用いて、修正後の正味保

険料率（将来保険給付の現在価値を将来の正味保険料の現在価値で除すことにより算出）を算定します。また、（1）修正

後の正味保険料率が契約開始時から適用されていた場合に計上されたであろう金額に将来保険給付の保険負債を修正

するために、当期の損益に累積的キャッチアップ調整を認識し、（2）修正後の正味保険料率に基づき、将来の期間の将来

保険給付の保険負債を見積計上します。割引率の変更に起因する将来保険給付の保険負債の変動額については、（1）

直ちにOCIに認識し、（2）将来保険給付の保険負債の残存期間にわたり損益に再分類されます。さらに、正味保険料率は

100％を超えないものとします。 
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次のステップ

すべての暫定的決定は変更される可能性があります。FASBは、将来の会合において、（1）暫定的決定に関連する表示および

開示の規定について、（2）DACの減損モデルは必要であるか、また（現在DACの会計処理を適用している）取得買収した事業の

評価にもDACに関する結論を適用すべきか否かについて、ならびに（3）移行措置に関する検討事項について議論する予定です。 

リース

背景

FASBは、借手による特定のリース契約のオフ・バランス・シートの取扱いに関する懸念に対処するために、約10年にわたって

IASBと協力してきました。両審議会のモデル案は、短期リース（すなわち、リース期間が12カ月未満のリース）を除く実質的にす

べてのリースをオンバランスする使用権（ROU）資産アプローチを採用することを借手に要求しています。本アプローチのもと

で、借手は、（キャピタル・リースに関する現行のアプローチに類似する）リース期間における原資産の使用権を表すROU資産お

よび対応するリース負債を計上します。

借手と非リース構成部分

リースの借手と貸手は、リース契約をリース構成部分と非リース構成部分（提供されるサービスなど）に区分し、取引価格の合計

を、各構成部分に配分する必要があります。貸手は、新たな収益認識基準におけるガイダンスに従って、この配分を行うことに

なります。他方借手は、（観察可能な単独価格を用いるか、価格が観察可能ではない場合、単独価格の見積りを用いることによ

り）単独価格の比率に基づいてこの配分を行います。ただし、両審議会は、借手は「原資産別の会計方針として、リース構成部

分と非リース構成部分に区分せずに、契約全体を（中略）単一のリース構成部分として処理することを選択」1できるようになるだ

ろうと説明しています。

1 2014年5月の両審議会によるagenda paperから引用された文章です 

掘り下げた検討

リースの借手は、ROU資産の計算に、リースに伴う初期直接コストを含めることになります。一方貸手は、今後も現行の基

準に従って初期直接コストを処理することになります。しかしながら、両審議会は、初期直接コストの定義を改訂すると決定

しました。2014年5月、両審議会による暫定的決定によると、借手および貸手の双方に適用される初期直接コストの定義に

は、リースの締結に伴う増分コストで、当該リースを取得しなければ発生しなかったであろうコストのみが含まれることにな

ります。この定義は、このほど公表された収益認識基準における増分コストの定義と整合性がとれた内容になっています。

この定義のもとでは、リースを取得するための手数料や既存の賃借人への支払いなどのコストは、初期直接コストと見なさ

れます。反対に、配分された内部コストやリース契約の交渉・締結にかかるコスト（法務アドバイスや税務アドバイスを得る

ために支払った専門家報酬など）などのコストは、この定義に該当しないことになります。

掘り下げた検討

両審議会は、ある活動によって独立した財貨またはサービスが借手に移転するときは、その活動は独立した非リース構成

部分と見なされるべきであるということで合意しました。例えば、メンテナンスサービス（共有スペースのメンテナンスサービ

スを含む）と、消費するのは借手だが貸手が料金を負担する公共サービスは、それぞれ独立した非リース構成部分になり

ます。これは、他の場合においてこれらのサービスについて別々の契約を締結しなければならないからです。ただし、両審

議会は、資産税または保険の支払いが非リース構成部分と見なされるか否かについては言及していません。
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借手の会計処理

両審議会は、借手がリース開始時にROU資産と対応するリース負債を計上すべきであるということで一致しているものの、

FASBとIASBは、借手の事後の会計処理に関して異なるアプローチを支持しています。FASBは、現行のIAS第17号における 
リースの分類規準に類似した規準を使用して借手がリースを分類する、二重モデル・アプローチを決定しました。IAS第17号のも

とでは、現行の米国GAAPのような「明確な線引き」（例えば、ASC840における公正価値の90％テスト）は存在しません。ファイ

ナンス・リースとみなされるリース（現行のキャピタル・リースの大半がファイナンス・リースに適格になると見込まれています）に

対し、借手は、ファイナンス購入契約と類似の方法でリースを会計処理します。すなわち、借手は利息費用とROU資産の償却を

認識し、これは一般的にリースの初期期間においてより多くの費用を計上する結果となります。オペレーティング・リースとみなさ

れるリース（現行のオペレーティング・リースの大半が引き続きオペレーティング・リースに適格になると見込まれています）に対

し、借手はリース費用総額を定額で認識します。リースの両方のタイプに関して、借手は、原資産に対する持分に係るROU資産

と対応するリース負債を計上します。

貸手の会計処理

2014年に、両審議会は、EDに対する関係者のフィードバックについて議論し、現行の貸手の会計処理モデルに重要な変更を加

えないことを決定しました。むしろ両審議会は、ASC840およびIAS第17号の現行のキャピタル／ファイナンス・リースおよびオペ

レーティング・リースのモデルと類似のアプローチを採用することに合意しました。しかしながらFASBは、米国GAAPの分類規定

をIAS第17号の規準に整合させる決定を行いました。加えてFASBは、現行のセールスタイプ・リースに類似するリースについ

て、契約が新しい収益認識ガイダンス（ASC606）のもとで売却として適格となったであろう場合においてのみ、貸手が取引に係

る利益を計上することを認める決定を行いました。FASBはまた、レバレッジド・リース会計を廃止するという従来の決定を再確認

しましたが、最終ガイダンスの発効日時点で存在するレバレッジド・リース契約に対して現行のレバレッジド・リースのガイダンス

の適用を継続することを事業体に認めることを暫定的に決定しました。

掘り下げた検討

このリース会計に関するガイダンス案により、現在は不動産リースをオペレーティング・リースとして処理している保険会社

は著しい影響を受ける可能性があります。当案の下では、こうした保険会社はかかる取引を財政状態計算書に計上しなけ

ればならなくなります。また、当案では、IAS第17号の規準と類似の規準を用いるアプローチを使用して不動産リースを分

類するよう求めているため、保険会社が損益計算書に認識する費用構成がおそらく変わると考えられます。さらに、提案さ

れているIAS第17号の手法案の下では、借手は、不動産リースを構成する土地要素と他の要素の分類を別々に検討しな

ければなりません。ただし、土地要素が明らかに重要でないときはこの限りではありません。この改訂が導入されると、不

動産リースを土地と建物の別々の要素に区分処理しなければならないケースが増えると考えられます。つまり、リースを分

類する際に、土地と建物の要素を別々に評価することになります。

掘り下げた検討

保険会社は、運用収益を得るためにレバレッジド・リース契約に投資する場合があります。レバレッジド・リース契約に関す

るFASBの今般の決定により、保険会社は、ガイダンス正式導入後の新たなレバレッジド・リース契約については、レバレッ

ジド・リースに特別に認められていた会計処理を適用できなくなりました。代わりに、レバレッジド・リースを2つの別々の契

約として会計処理することが要求されます。
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次のステップ

FASBはリースに関する再審議を完了済であり、2016年第1四半期に最終基準を発行すると見込まれています。公開企業体に

ついては、新ガイダンスは2018年12月15日より後に開始する事業年度（すなわち、2019年1月1日に開始する暦年期間）（その

期中期間を含む）より発効します。その他のすべての事業体については、当該基準は2019年12月15日より後に開始する年次

期間（すなわち、2020年1月1日に開始する暦年期間）、およびその後の期中期間より発効します。早期適用は認められます。さ

らに、IASBは2016年1月、リースに関する最終基準（IFRS第16号）を公表しました。 

事業の定義
2015年11月、FASBは、事業（business）の定義に関するプロジェクトの第一段階についてASU案を発行しました。本提案は、

現在の事業の定義が広範であるために、取引が資産の取得の方に類似している場合でも、多くの取引が企業結合として会計処

理されてしまう懸念に対応したものになっています。本提案に対するコメント期限は、2016年1月22日でした。 

本提案の内容は、以下のとおりです。

• 事業であるためには、資産および活動の組合せ（以下「組合せ」といいます）は、アウトプットを創出する能力に全体で

寄与するインプットおよび実質的プロセスを含まなければならない。

• ほとんど全ての総資産の公正価値が、単一の識別可能資産または類似の識別可能資産グループに集中している場

合、その組合せは事業とならない。

• アウトプットの定義は、ASC 606と一致するように狭められている。

単一資産への集中

現在事業体は、まず総資産の公正価値のほとんどすべてが単一の識別可能資産または類似の識別可能資産グループに集中

しているか否かを判断し、集中している場合には、当該組合せは事業でないと結論付けることができます。この閾値が満たされ

ない場合、事業体は、インプットおよび実質的プロセスの双方が存在し、アウトプットを創出する能力に全体で寄与しているかに

ついて評価するASUのフレームワーク案を適用することができます。 

この評価においては、「不可欠な設備（Integral equipment）」という概念を現行の会計処理に盛り込んでおり、それによって、別

の有形非金融資産に付属し、いずれかの資産に多額のコストが生じることもその価値が減少することもなく別の有形非金融資

産から物理的に分離することができない有形非金融資産は、単一の識別可能資産とみなされることになります。

本ガイダンス案は、有形資産および無形資産を単一資産に結合することができず、当該閾値テストの下では類似の資産とみな

されないことも示しています。

掘り下げた検討

本ASU案は、企業結合と資産取得に対する異なる会計処理の結果として、保険業界に影響を与える可能性があります。

例えば、取得コストは、企業結合では費用計上されますが、資産取得では資産計上されます。従って、より狭められた事業

の定義により、資産取得となる取引が増加し、取得コストがより多く資産計上される結果となるかもしれません。

さらに、本ASU案がブロックの再保険取引の取扱いに影響を与えるか否かについて、また影響を与える場合にはどのよう

に影響を与えるかについては、まだ明確になっていません。
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インプットおよびプロセスに関する要件

本提案は、ある組合せがアウトプットを創出する能力に全体で寄与するインプット

および実質的プロセスを有しているか否かを判定するフレームワーク（「インプット

およびプロセスに関する要件」）を提供するものです。

ある組合せがアウトプットを有しない状況において、インプットおよびプロセスに関

する要件を満たすのは、他の取得される一つまたは複数のインプットに適用され

る場合に、その取得される一つもしくは複数のインプットを複数のアウトプットに開

発するまたは変換する能力に、決定的に重要である、一つの取得されるプロセス

を実施するために必要なスキル、知識または経験を有する組織化されたワーク

フォースを含む場合になります。

ある組合せがアウトプットを有する状況においては、次のいずれかが該当する場合、当該組合せは、インプットおよびプロセスに

関する要件を満たすことになります。

• 「組織化されたワークフォースは、取得される一つまたは複数のインプットに適用される際に、複数のアウトプットを創

出し続ける能力に,決定的に重要である、一つの取得プロセス（またはプロセスのグループ）を実施するために必要な

スキル、知識または経験を有している。」

• 「取得されるプロセス（またはプロセスのグループ）は、取得される一つまたは複数のインプットに適用される際に、ア

ウトプットを創出し続ける能力に寄与し、アウトプット創出を継続する能力において重要なコスト、労力または遅延なし

に取り替えることができない。」

• 「取得されるプロセス（またはプロセスのグループ）は、取得される一つまたは複数のインプットに適用される際に、ア

ウトプットを創出し続ける能力に寄与しており、特有または希少とみなされる。」

さらに、ある組合せがアウトプットを有する場合、収益の継続性によって実質的プロセスが取得されたとの結論には至りません。

実際、継続的な収益を有する契約（実行されているリースまたは顧客契約等）は、インプットおよびプロセスに関する要件の分析

から除外し、上記の要因のみが当該要件が満たされたという証拠になります。

アウトプットの定義

現行のガイダンスでは、アウトプットは、「投資家もしくはその他の所有者、構成員または参加者に対して、配当、コストの低減、

または、その他の経済的便益の形式でリターンを直接的に提供するまたは提供する能力を有する、当該インプットに適用される

インプットおよびプロセスの結果」と定義されています。本提案によってこの定義は、「顧客に財またはサービスを提供するイン

プットに適用されるインプットおよびプロセスの結果、その他の収益、または配当や利息等の投資収益」に変更されることになり

ます。変更されたアウトプットの定義は、ASC 606の新しい収益ガイダンスにおけるアウトプットの検討方法と整合しており、アウ

トプットとしてただ単にどのような形態のリターンも含めないように現行の定義を狭めています。

経過措置および発効日

本提案による修正は、発効日以降に生じる取引に将来に向かって適用されることになります。移行時に開示は求められません。

FASBは発効日を決定し、提案された修正に対する利害関係者の意見を考慮した後、発効日前に適用可能とするか否かを判断

します。

詳細については、デロイトの2015年12月4日のHeads Upをご参照ください。 

http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2015/issue-39
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金融商品の減損

背景

FASBは、2015年の多くの時間を減損に関するガイダンスの改訂草案の作成に費やしました。改訂により現在予想信用損失

（CECL）モデルが導入される予定であり、当該モデルは、一定の金融商品のための発生した損失ではなく予想損失に基づく新

しい減損モデル2になっています。CECLモデルの下では、事業体は、回収できないと予想する契約上のキャッシュ・フローの見

積りを引当金として認識します。FASBは、CECLモデルによって信用損失がより適時に認識されることになり、負債性金融商品

の会計処理に用いられる信用減損モデルの数を減らすことで、米国GAAPの複雑性を軽減できると信じています3。 

現行の減損モデル（しばしば、発生損失モデルと呼ばれます）のもとでは、減損引当金は、損失事象（例えば、債務不履行）が発

生したかまたは発生の可能性が高いと判断された後でのみ認識されます。減損引当金を認識すべきか否かを評価するにあた

り、事業体は現在の状況および過去の事象のみを考慮すればよく、将来の情報を考慮しなくても差し支えありません。

CECLモデル 

範囲

CECLモデルは、負債性金融商品（FVTNIで測定されるもの以外）の大半4、営業債権、リース債権、保険取引から生じる再保険

債権および回収可能額、金融保証契約5およびローン・コミットメントに適用されます。しかしながら、AFS負債証券は、当該モデ

ルの適用範囲から除外されており、引き続きASC320の下で減損の評価が行われます（下記の説明のとおり、FASBはAFS負

債証券に係る減損モデルの限定的な変更を提案しています）。

予想信用損失の認識

現行の米国会GAAPにおける発生損失モデルとは異なり、CECLモデルは、減損引当金の認識についての閾値を明確にしてい

ません。むしろ、事業体は報告期間末現在の金融資産の予想信用損失（すなわち、事業体が回収できないと予想する契約上の

キャッシュ・フローの合計額）に関する現在の見積りと同額の減損引当金を認識します。信用減損は、金融資産の償却原価ベー

スの直接的な償却としてではなく、引当金（すなわち評価勘定）として認識します。

2 減損は、FASBとIASBの共同プロジェクトとして始まったにもかかわらず、両審議会の「二重測定」アプローチに対する関係者のフィードバックは、FASBを自らの減損モデ

ルの開発へと導きました。しかしながら、IASBは二重測定アプローチを開発し続け、IFRS第9号に対する2014年7月の改訂の一部として、当該アプローチに基づく最終の

 減損ガイダンスを公表しました。IASBの減損モデルの詳しい情報については、デロイトの2014年8月8日Heads Upをご参照ください。 
3  CECLモデル案はいくつかの現行の米国GAAPの減損モデルに代わるまたはそれを改訂するものであることにご留意ください。それらのモデルについて表にまとめた概要

については、デロイトの2015年3月13日Heads Upの添付資料Bをご参照ください。 
4 CECLモデルは、以下の負債性金融商品には適用されません。 

• 確定拠出型従業員給付制度によって加入者に貸し付けられたローン

• 保険会社の契約者貸付債権

• 非営利事業体の誓約にかかる債権（寄付の約束）

• 共通支配下にある事業体間でのローンと債権
5 CECLモデルは、保険として会計処理されるまたはFVTNIで測定される金融保証契約には適用されません。 

掘り下げた検討

CECLモデルには減損損失の認識についての最小閾値がないため、事業体は、損失リスクが低い資産（例えば、満期保有

目的の投資適格負債証券）について、予想信用損失を測定する必要があります。しかしながら、「事業体は、不払いリスク

がゼロより大きいものの損失額がゼロの金融資産について、損失を認識する必要はありません」。FASBは、信用損失が

無いとの認識を事業体に認める資産の具体的な種類を明示しないことを決定しましたが、米国財務省証券や特定の高格

付の負債証券をFASBが検討していたと思われます。 

http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2014/ifrs9
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2015/issue-7
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予想信用損失の測定

本改訂によると、事業体による予想信用損失の見積りは、金融資産の契約期間にわたって回収できないと予想するすべての契

約上のキャッシュ・フローを反映します。金融資産の契約期間を決定する際、事業体は、予想される期限前償還を考慮します

が、「借手との不良債権の貸出条件の緩和を実行すると合理的に予想」6している場合を除き、予想される延長を考慮することは

認められません。

事業体は見積りを行うために、過去の事象、現在の状況ならびに合理的かつ裏付け可能な予測およびその予想信用損失に対

する影響についての情報を含む、すべての入手可能な関連情報を考慮します。すなわち、事業体は予想信用損失を決定するに

あたっての出発点として過去の償却率を用いることができますが、過去の償却期間中に存在していた状況が現在の予想とどの

ように異なっているかを評価し、これに従い予想信用損失の見積りを修正しなければなりません。ただし、事業体は当該資産の

契約期間にわたって状況を予測することは要求されません。事業体が合理的かつ裏付け可能な予測を行うことのできる期間よ

り先の期間については、事業体は代わりに調整前の過去の信用損失実績に立ち戻ることになります。

AFS負債証券 
AFS負債証券の減損は引き続きASC 320に従って会計処理されます。ただし、当該改訂はこのガイダンスを以下のように修正

しています。

• 認識する信用損失を、当該有価証券の償却原価とその公正価値との差額までに制限

• 事業体に（証券の原価ベースの永久的な評価減ではなく）引当金アプローチの使用を要求

• 証券が一時的でない減損の状態にあるか否かを評価する際、事業体が公正価値が償却原価を下回っている期間

の長さを考慮すべきという要求の削除

• 信用損失が存在しているか否かを評価する際、貸借対照表日後の公正価値の回復を考慮すべきという要求の削除

6 2015年12月22日時点で達した暫定的な決定のFASBによる要約から引用された文章です。 

掘り下げた検討

予想信用損失の測定は、重要な課題となる可能性が高いと思われます。また、事業体においては、システムの変更に関連

するコスト、データの収集に関連するコスト、資産の契約上の期間にわたって予想信用損失を見積もるための将来予測的

な情報の使用に関連するコストなど、CECLモデルの導入に関連する一回限りまたは経常的なコストが発生する可能性が

あります。

掘り下げた検討

FASBは、（1）現行の一時的でない減損モデルのステップ1（すなわち、「投資の公正価値が原価を下回っている場合、投資

は減損している」）および（2）事業体が、信用関連の減損金額のみを純利益に、信用関連以外の減損金額をOCIに認識す

るとしたASC320に基づく要求を修正しませんでした。しかしながら、信用損失を認識する際、事業体は（AFS証券の原価

ベースの永久的な評価減ではなく）引当金アプローチを使用することになります。その結果、以下の例示の両方において、

事業体は、AFS負債証券に係る信用損失を当期間の損益を通じて戻入れます。 

• （公正価値が償却原価を下回ったことにより）信用損失が損益を通じて認識された後の期間において、負債証券の

公正価値が償却原価を上回った場合、事業体は、以前に認識した信用損失の全額を戻入れ、貸倒引当金に対応

する調整を認識する。
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経過措置

大部分の負債性金融商品について、当該改訂は、事業体が当該ガイダンスの発効する最初の報告期間の期首時点で財政状

態計算書に係る累積的影響の調整を計上することを要求しています（修正遡及アプローチ）。ただし、一時的でない減損の状態

にある負債証券、購入した信用悪化（PCD）金融資産、およびASC 325-40の範囲に含まれる特定の受益持分については、商

品固有の経過措置が定められます。

その他の重要な決定

また、新たなガイダンスには、以下に関連するFASBの暫定的な決定が反映されます。 

• 予想信用損失を測定する際の実務的簡便法

• 償却

• 条件変更

• PCD資産

• ASC 325-40の範囲に含まれる特定の受益持分

• ローン・コミットメント

• 開示

発効日および早期適用

FASBは以下を暫定的に決定しました。 

• 米国GAAPに基づくSEC登録会社の定義を満たす公開企業体については、最終基準は2018年12月15日より後に開

始する事業年度（かかる事業年度の期中期間を含む）より発効する。

• SEC登録会社の定義を満たさない公開企業体については、最終基準は2019年12月15日より後に開始する事業年度

（かかる事業年度の期中期間を含む）より発効する。

• その他のすべての事業体については、最終基準は2019年12月15日より後に開始する事業年度、および2020年12
月15日より後に開始する事業年度の期中期間より発効する。

またFASBは、米国GAAPに基づくSEC登録会社の定義を満たす公開企業体は最終基準の早期適用を認められないことを暫定

的に決定しました。その他のすべての事業体は最終基準の早期適用を認められますが、SEC登録会社が当該基準を適用する

前には認められません。

次のステップ

FASBは、2016年第2四半期中に最終基準を発行する見込みです。これまでの減損プロジェクトの包括的な要約については、

FASBのウェブサイトにおけるプロジェクトの最新情報のページをご参照ください。 

• （公正価値が償却原価を下回ったことにより）信用損失が損益を通じて認識された後の期間において、負債証券の

公正価値が償却原価を上回ってはいないものの、当期において負債証券の信用の質が改善している場合、事業

体は、負債証券の改善した信用の質を反映する金額についてのみ、以前に認識した信用損失を戻入れる。

ASC320の減損モデルの修正は、減損の認識を早める結果となる可能性があります。 
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ヘッジ

背景

ヘッジ会計の的を絞った改善に関するプロジェクトの一環として、FASBは2015年中に数回の教育セッションを開催しました。そ

れらのセッションは、最終的に承認された場合には現行のヘッジ会計モデルにおける特定の側面を大幅に修正するであろう多

数の暫定的な決定をFASBが下した3回の意思決定会合で今のところ締めくくられています。FASBは、これらの暫定的な結論を

反映するASU案を2016年第2四半期中に発行する予定です。 

全体的なヘッジモデル

FASBは、公正価値ヘッジとキャッシュ・フロー・ヘッジの両方について、（1）現行の米国GAAPの下でヘッジ会計に適格となるた

めに用いられる「高い有効性」の閾値、および（2）事業体がヘッジ関係を任意に指定解除することを認める現行ガイダンスを維

持することを暫定的に決定しました。さらに、当該案の下で事業体は、（ショート・カット法または重要条件一致法の使用に係る規

準を満たし、定量的評価の必要性が排除されている場合を除き）ヘッジの有効性を定量的に評価する手法の説明を含む、ヘッ

ジの開始時における所定の文書化を依然として実施する必要があります。ただし事業体は、当該ヘッジを指定した報告期間の

期末まで、このヘッジの有効性に係る当初の定量的評価を実際に完了する必要はありません（すなわち、事業体は最大3カ月間

をかけて有効性の当初の定量的評価を完了することができます）。また、当該案の下で、ヘッジの開始後、事業体は事実および

状況が変化した場合にのみヘッジの有効性の定量的評価を実施する必要があります。

またFASBは、ヘッジの非有効性の従来からの概念を廃止することを暫定的に決定しました。 

• 有効性の高いキャッシュ・フロー・ヘッジ関係については、事業体によるヘッジの有効性の評価に含まれるヘッジ手段

の公正価値の変動全額が、当初OCIに計上されます。ヘッジ対象が損益に影響を及ぼす場合、OCI累計額に含まれ

る金額は、ヘッジ対象が損益に影響する際と同じ損益計算書の科目に再分類されます。ヘッジ手段の公正価値の変

動のうち事業体によるヘッジの有効性の評価から除外される部分は、直ちに損益に認識されます（ただし、ヘッジ対象

が損益に影響する際と同じ損益計算書の科目に表示されます）。

• 有効性の高い公正価値ヘッジ関係については、ヘッジ手段の公正価値の変動全額が、ヘッジ対象が損益に影響する

際と同じ損益計算書の科目において直ちに損益に計上されます。

• 有効性の高い純投資ヘッジ関係については、事業体によるヘッジの有効性の評価に含まれるヘッジ手段の公正価値

の変動全額が、当初OCIにおいて累積した為替換算調整の一部として計上されます。ヘッジ対象が損益に影響を及

ぼす際、OCI累計額に含まれる金額は、ヘッジ対象が損益に影響する際と同じ損益計算書の科目に再分類されま

す。ヘッジ手段の公正価値の変動のうち事業体によるヘッジの有効性の評価から除外される部分は、直ちに損益に

認識されます。

加えてFASBは、（1）公正価値ヘッジに係る累積的ベーシス調整、および（2）ヘッジが個別の損益計算書の科目に及ぼす影響

に関して、追加的な開示を要求することを暫定的に決定しました。またFASBは、事業体がそのヘッジ目的を達成するために設

定した定量的目標（該当する場合）に関して拡充した定性的開示を要求することを暫定的に決定しました。

非金融ヘッジ関係

非金融項目のヘッジについてFASBは、現行の米国GAAPを変更し、契約で定められたレート

または指数に連動する、契約上特定された構成要素を事業体がヘッジ対象として指定するこ

とを認めると暫定的に決定しました。非金融項目の契約上特定された構成要素の価格決定に

関連する上限、下限、または負のベーシスは、かかる構成要素をヘッジ対象として指定するこ

とを妨げません―事業体は単に、自身が行うヘッジの有効性の評価においてかかる価格決定

の特性を考慮する必要があります。
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金融ヘッジ関係

金融項目のヘッジについて、FASBは以下を暫定的に決定しました。（1）変動金利を持つヘッジ対象の契約で定められた指標金

利を金利リスクとして指定することを認める（これにより事業体は変動金利商品のキャッシュ・フロー・ヘッジに関してベンチマー

ク金利を指定する必要がなくなる）、（2）固定金利商品のヘッジに係る現行のベンチマーク金利の定義を維持する（ただし、矛盾

を排除するための軽微な修正を伴う）、（3）米国証券業金融市場協会（SIFMA）のミュニシパル・スワップ・インデックスを認めら

れたベンチマーク金利として指定する。

加えて、この暫定的な決定は、金利リスクの公正価値ヘッジについて事業体に以下を認めています。

• 償還可能債務のヘッジに係る債務の価値の変動を決定する際に、指定されたヘッジ対象リスク（例えば、金利リスク）

が期限前償還オプションに及ぼす影響のみを考慮すること。

• ヘッジ対象の期間の一部のみをヘッジされたリスクとして指定する（すなわち、ヘッジ対象の公正価値の変動をヘッジ

手段の期間と同じ期間を用いて計算する）こと。

• ベンチマーク金利の変動に起因するヘッジ対象の公正価値の変動を、（1）クーポンのキャッシュ・フロー合計、または

（2）ベンチマーク金利に関連するキャッシュ・フローのみのいずれかを用いて計算すること。ただし、ヘッジ指定日にお

いてヘッジ対象の実効金利がベンチマーク金利を下回っている場合、事業体はクーポンのキャッシュ・フロー合計を用

いることを要求されます。

ショート・カット法

FASBは、現行の米国GAAPにおけるショート・カット法を維持することを暫定的に決定しました。ただし、FASBは同時に、ショー

ト・カット法を適用できない場合にヘッジの非有効性の測定に用いるロング・ホール法をヘッジの開始時に事業体が文書化する

ことを認めると暫定的に決定しました。すなわち、ショート・カット法の使用を継続することが不適切であると事業体が後に判断し

た場合、当該ヘッジ関係が開始以降高い有効性を維持している限りにおいて、事業体は開始時に指定したロング・ホール法を

用いて当該ヘッジ関係を継続することができます。

次のステップ

FASBスタッフは、（1）審議会の決定を反映する本ASU案のスタッフ草案の策定を継続し、（2）暫定的な決定のコスト、便益およ

び潜在的な複雑性を分析し、（3）投票のために審議会に差し戻す必要のある問題を識別する予定です。加えてFASBは、本

ASU案の経過措置およびコメント期間に対応する必要があります。 

FASBのヘッジプロジェクトに関する最新の状況については、デロイトのUS GAAP Plusウェブサイトにおけるプロジェクトページ

をご参照ください。

掘り下げた検討

当該案が発行される際、企業はこれを注意深く分析してこれが自身のヘッジ戦略、システム、および内部統制に及ぼす可

能性のある派生的な影響を評価すべきであり、また企業は当該改訂案に対するフィードバックをFASBに提供することが推

奨されます。多国籍企業は、FASBのヘッジモデル案がIASBのIFRS第9号のヘッジモデルと大幅に異なる可能性が高いこ

とに留意すべきです。

http://www.iasplus.com/en-us/projects/broad/hedging
http://www.iasplus.com/en-us/projects/broad/hedging
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FASBの簡素化の取り組み 
公開企業体および非営利事業体に係るのれんおよび識別可能な無形資産

背景

上述のように、2013年11月、FASBは、非公開企業体がのれんを償却することおよび簡素化されたのれんの減損テストを実施

することを認めるPCCの決定を承認しました。また、FASBは2014年、（1）企業結合で取得される資産について、または（2）持分

法で会計処理される投資について、もしくはまたはフレッシュ・スタート会計の適用時に、特定の無形資産に係る認識義務の適

用除外を非公開会社に与えるPCCの代替案を承認しました。このPCCの決定に対して、FASBは、多くの公開企業体および非

営利事業体が当該規定の適用に係るコストおよび複雑性に関する類似の懸念を持っていると指摘するフィードバックを受け取り

ました。これに対応して、FASBは2014年に、のれんに係るプロジェクトおよび無形資産に係る別個のプロジェクトをアジェンダに

追加しました。

現在の状況および次のステップ

現在、当該のれんのプロジェクトは当初の審議フェーズにあります。2015年10月28日の会合において、FASBは当該プロジェク

トを2つのフェーズに分割することを暫定的に決定しました。第1フェーズは、のれんの減損テストの簡素化に焦点を合わせます。

第2フェーズでは、FASBはIASBと協力してのれんの事後的会計処理に関連する利害関係者の懸念に対処します。 

10月の会合において、FASBはのれんの減損テストをどのように簡素化するかについて議論し、ステップ2を削除することによ

り、仮想的な購入価格の配分を完了する要求を廃止することを暫定的に決定しました。またFASBは、ステップ2を実施する選択

肢を事業体に与えず、代わりに簡素化された減損テストを将来に向かって適用することを事業体に要求すると暫定的に決定しま

した。当該プロジェクトの第1フェーズに関連するEDの公表は2016年上半期に予定されています。コメント期間は60日間となる

見込みです。

現在、識別可能な無形資産のプロジェクトは当初の審議フェーズにあります。FASBは、IASBと連携し当プロジェクトに関する調

査を続ける予定です。

従業員に対する株式に基づく報酬

2015年6月、FASBは、その簡素化の取組みの一環として、株式に基づく報酬に係るASU案を発行し、最終基準の発行は2016
年第1四半期中を見込んでいます。本ASU案は、公開および非公開事業体の双方に関する従業員に対する株式に基づく報酬

に係る会計処理の特定の側面（例えば、法人所得税、失効、最低法定源泉規定に関する会計処理、キャッシュ・フロー計算書上

の分類、および買い戻し特性を有する報酬の分類）に影響を及ぼします。加えて、本ASU案は、非公開事業体に対して、報酬の

予想期間を見積るために簡便法を使用すること、また負債に分類された報酬に関して公正価値測定から本源的価値への変更

を一回限り選択することを可能にする、二つの実務的簡便法を含んでいます。

FASBは、財務諸表の作成者、専門家団体および業界団体、ならびに会計事務所を含むさまざまな回答者から、当該案に対す

る60件を超えるコメント・レターを受け取りました（回答期限は2015年8月14日でした）。回答者は変更案を一般に支持していた

ものの、多数が税務便益超過額および不足額の会計処理に関連する主要な規定について懸念していました。具体的には、本

ASUはAPICプールを廃止し、事業体がすべての税務便益超過額および不足額を損益計算書において計上するよう要求するこ

とを提案しています。回答者はAPICプールを廃止するというFASBの提案に一般に同意していたものの、多くがすべての税務便

益超過額および不足額を資本に直接計上することを望んでいました。

本ASU案についての詳細は、デロイトの2015年6月12日のHeads UpおよびデロイトのUS GAAP Plus Web siteのproject 
pageをご参照ください。 

http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2015/issue-19
http://www.iasplus.com/en-us/projects/narrow-scope/employee-sbp
http://www.iasplus.com/en-us/projects/narrow-scope/employee-sbp
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貸借対照表における債務の分類

背景

FASBは簡素化の取組みの一環として、現行の個別に異なる債務の分類ガイダンスを、区分式財政状態計算書で債務負債を

流動と非流動のどちらに分類すべきかの決定に適用されることになる一体的な原則に置き換えることを暫定的に決定しました。

すべての債務の取決め（すなわち、「貸手に金銭を受領する契約上の権利を提供し、借手に要求に応じてまたは固定もしくは決

定可能な日に金銭を支払う契約上の義務を与える」取決め7）が、この暫定的な決定の範囲に含まれることになります。 

暫定的決定

債務の分類原則 
FASBは、事業体は、貸借対照表日において次の1つまたは両方の要件が満たされる場合、債務を非流動性に分類しなければ

ならないと、暫定的に決定しました。

1. 負債の契約上の決済期日が、貸借対照表日後12ヶ月（または、営業循環期間が12ヶ月超の場合は営業循環期間）

を超えて到来する。

2. 事業体が、負債の決済を、貸借対照表日後最低12ヶ月（または、営業循環期間が12ヶ月超の場合は営業循環期間）

延期する契約上の権利を有している。8

債務の分類は通常、貸借対照表日現在の事実と状況に基づいて行われますが、FASBは、事業体が借入契約条項抵触の免除

を受ける特定の状況において例外を設ける暫定的決定を行いました。事業体が貸借対照表日またはそれより前に借入契約条

項に違反し、当該長期債務が短期債務となる場合、当該事業体は自動的に当該債務を流動に分類することは要求されません。

貸手が、事業体の財務諸表の発行前に借入契約条項の適用を免除する場合、当該事業体は当該債務を非流動に分類し、貸

借対照表上で当該債務を個別に表示します。このように表示する目的は、当該事業体が貸借対照表日現在で1つ以上の借入

契約条項に違反していたとしても、当該債務は非流動に分類されていることを財務諸表の利用者に周知することです。この例外

は、ASC 470-50に基づく債務の条件変更や消滅などにかかわる免除には適用されません。 

7 引用文章は、2015年7月29日のFASBの会合における配布資料によるものです。 
8 2015年1月28日のFASBの会合において達した暫定的な決定の要約から引用された文章です。 

掘り下げた検討

当該プロジェクトの範囲には、転換時に株式で決済されるかもしれない転換可能な負債性金融商品および事業体の持分

株式の形で発行されるかもしれないが負債に分類される強制償還可能な金融商品も含まれます。

掘り下げた検討

現行の米国GAAPのもとで、事業体は、貸借対照表日後であるが財務諸表の発行前に締結した取引について、債務を流

動または非流動のどちらに分類すべきかを検討することがあります。例えば、事業体は、貸借対照表日後であるが財務諸

表の発行前に、短期債務の長期ベースでの借換え目的で長期債務また持分証券を発行する場合など、特定の状況で短

期債務を流動負債から除外することがあります。FASBの暫定的決定に基づき、そのような分類は、当該事業体の貸借対

照表日現在の権利および義務に基づいて行われることになります。この分類原則に関する提案により、米国GAAPとIFRS
（すなわち、IAS第1号69項）はより整合するものとなります。 
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事業体が免除に関する例外を適用することに関して、FASB、（1）当期の違反に対する免除は、貸借対照表日から12ヵ月を超え

ており、また、（2）借手は、今後12ヶ月以内の借入契約条項遵守日までに、借入契約条項を遵守できない可能性が高くない場

合には、現行の米国GAAPのガイダンス9を維持することを暫定的に決定しました。 

主観的な返済期日繰上条項 
主観的な返済期日繰上条項（subjective acceleration clauses）とは、貸手が、客観的に判断できない状況（例えば、債務者が

良好な事業運営を維持できない、または、重要な不利な変化が発生する）により、債務の返済期日を繰り上げることができる条

項です。FASBは、主観的な返済期日繰上条項は、当該条項が発動した場合にのみ債務の分類に影響を与えると暫定的に決

定しました。

開示および経過措置

FASBは、（1）現在SECガイダンス10に存在する借入契約条項の違反に関する開示規定を米国GAAPに組み込むこと、ならび

に、（2）公開企業体と非公開企業体の両方に対して開示を要求すること、を暫定的に決定しました。FASBはまた、重要性のある

主観的な返済期日繰上条項および借入契約条項について、その性質および存在の開示を事業体に要求することも決定しました。

当ガイダンスは、発効日現在で存在するすべての債務に対して、将来に向かって適用されることになります。移行時に、企業は

次の開示を要求されることになります。

• 会計原則の変更について、その性質および理由

• 当期の影響を受ける財務諸表の表示項目に対する当該変更による影響

発効日は、利害関係者のフィードバック受領後に決定される予定です。

次のステップ

FASBは、60日間のコメント期間付きで、2016年第2四半期にASU案の発行を予定しています。 

持分法の簡素化

2015年6月、FASBは、その簡素化の取組みの一環として持分法会計に係るASU案を発行しました。当該案は、投資家が（1）持

分法を適用する投資先に関連するベーシス差異を会計処理するという規定、および（2）所有持分または影響力の増加により新

たに持分法の使用に適格となった投資を遡及的に会計処理するという規定を廃止することを目的としています。

本ASU案に寄せられたフィードバックに基づき、FASBは、ベーシス差異を会計処理するという規定を削除すべきかどうかに関し

追加調査を行うようスタッフに指示しました。しかしながら、FASBは、所有持分または影響力の増加により新たに持分法に適格

となった投資の遡及的な会計処理の削除に関連するガイダンス案をさらに明確にし、最終化することを決定しました。FASBは、

持分法に適格となったAFS証券に関連してOCI累計額に含まれる未実現保有損益は、当該投資が持分法に適格となった時点

で損益に認識しなければならないことを明確にしました。

9 ASC 470-10-45-1（b）をご参照ください。 
10 SEC レギュレーションS-Xおよび規則4-08（ASC 235-10-S99-1（c））をご参照ください。 

掘り下げた検討

現行の米国GAAPのもとでは、特定の状況（例えば、借手に経常的な損失や流動性に係る問題がある場合）において主観

的な返済期日繰上条項の対象となる長期債務は、貸手が当該条項を行使しない場合でも、流動に分類されます。しかしな

がら、このFASBの暫定的決定では、主観的な返済期日繰上条項は、事業体の債務の返済が繰り上げられた場合にのみ

債務の分類に影響を与えることが明らかです。
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FASBは、最終的な基準の発行に向けて草案を作成するようスタッフに指示しており、それは2016年第1四半期を予定していま

す。本ASUにおけるガイダンスは、最終ASUの発効日後に生じる株主持分の水準または影響力の増加に対して将来に向かっ

て適用される予定です。経過的開示は要求されません。この最終基準は、すべての事業体に対し、当該事業年度の期中期間を

含む2016年12月15日より後に開始する事業年度から適用されます。また、すべての事業体は、最終基準の発行時に当ガイ 
ダンスの早期適用を認められます。

負債および資本―的を絞った改善 

背景

2014年11月、FASBは、「負債および資本の特性を持つ金融商品に関連する会計ガイダンスを簡素化」11するプロジェクトをア 
ジェンダに追加しました。当該プロジェクトは以下に焦点を合わせています。

1. 「『ダウンラウンド』特性を含む株式連動型金融商品」に対するASC 815-40のインデクセーションのガイダンスの適用

2. 「特定の非公開事業体に係る特定の強制償還可能な金融商品および特定の強制償還可能な非支配持分」に関する

ASC 480-10における負債分類ガイダンスの無期限の延期

3. 「事業体自身の株式を指標としこれで決済される可能性のある独立の契約」に関するASC 815-40の会計処理ガイ

ダンスの潜在的な改善

4. 「コディフィケーション内のナビゲーションの改善」

このプロジェクトの第1フェーズに関する審議はFASBの2015年9月6日の会合において始まり、この中でFASBは上記の項目

（1）および（2）について議論しました。FASBは、本ASU案の発行を2016年第1四半期中に予定しています。 

ダウンラウンド特性

9月の会合において、FASBは、かかる特性に関するASC 815-40の現行ガイダンスを置き換える新たな会計モデルを創設する

ことを暫定的に決定しました。

現行の米国GAAPと異なり、ダウンラウンド特性に関連するFASBの暫定的なアプローチは、ある商品が事業体自身の株式を指

標としていると事業体が結論付けることを妨げません。例えば、事業体が自身の普通株式を取得できる独立の新株予約権を

ASC 815-40のもとで負債として分類することを要求されるかどうかを評価する際、ダウンラウンド特性の存在は当該分析に影

響を及ぼしません。同様に、ダウンラウンド特性は、（1）主契約の債務に組み込まれた転換特性をASC 815-15に基づく組込デ

リバティブとして分離しなければならないかどうか、または（2）かかる契約がASC 815-10-15-74における事業体自身の株式を指

標とし株主持分に分類される契約に係るデリバティブ会計の適用範囲の例外に適格であるかどうかの分析から除外されます。

11 FASBウェブサイトのproject update pageから引用された文章です。 

掘り下げた検討

ダウンラウンド特性とは、株式連動型金融商品（例えば、独立の新株予約権契約、または主契約の債務もしくは資本に組

み込まれた株式転換特性）において、事業体が当該商品の行使価格より低い価格で持分株式を発行（または当該商品の

行使価格より低い行使価格を持つ株式連動型金融商品を発行）した場合に、当該商品の行使価格（または転換価格）が下

方調整されるトリガーとなる規定です。この特性の目的は、当該商品のカウンターパーティを将来のより有利な価格での持

分株式発行から保護することです。例えば、ある新株予約権における行使価格は、1株当たり5ドルと当該株式の将来の新

規株式公開における普通株式売出価格のうちいずれか低い方と定められることがあります。現行の米国GAAPのもとで、

ダウンラウンド特性を含む契約は、かかる特性が当該契約は事業体自身の株式を指標としているというASC 815-40-15の

もとでの結論を妨げる（ASC 815-40-55-33および55-34における説明の通り）ことから、資本として適格ではありません。 
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この暫定的なアプローチのもとでは、ダウンラウンド特性が起動した場合、これの会計処理は関連する商品の分類と整合させら

れます。資本に分類される商品については、ダウンラウンド特性の起動時における事業体から保有者への価値の移転は、結果

として投資家への配当の認識につながります。商品が負債として分類される場合には、ダウンラウンド特性が起動した際に生じ

る価値の移転は、損益への借方計上により認識されます。商品全体が負債として分類され、公正価値の変動がそれぞれの報

告期間において損益に借方計上される場合、ダウンラウンドが起動した際の価値は期間ごとの調整において本質的に捕捉され

るため、個別の調整は要求されません。

FASBは、現行の米国GAAP会計基準の規定はダウンラウンド特性を持つ商品に関連する開示に十分対応していると考えてい

ます。ただしFASBは、事業体はダウンラウンド特性が起動した期間において当該特性の認識の影響を開示するという狭い範囲

の要求を追加することを支持しました。

ASC 480-10に基づく無期限の延期 
ASC 480-10の経過措置ガイダンスは、特定の商品および事業体（すなわち、SEC登録会社でない非公開事業体の特定の強制

償還可能な金融商品および特定の強制償還可能な非支配持分）に対する一部の規定の適用を無期限に延期しています。した

がって、ASC 480-10-25はかかる商品が負債として分類されるべきであると示唆しているにもかかわらず、これらは米国GAAP
のもとで資本として適格となる可能性があります。FASBは、ASC 480-10における無期限の延期を、同様に適用される適用範

囲の例外に置き換えることで暫定的に一致しました。これは会計上の取扱いに何らかの影響を及ぼすことを意図したものではな

く、コディフィケーション内におけるナビゲーションを改善することを目的としています。

純期間給付費用の表示

2016年1月に、FASBは簡素化の取り組みの一環として純期間給付費用の表示に係るASU案を発行しました。本ガイダンス案

のもとでは、事業体は、（1）当期サービス費用要素を、純給付費用のその他の要素から分離して、従業員に関連するのその他

の当期報酬費用と共に損益計算書に表示し、（2）残りの純給付費用要素を損益計算書の他の箇所（小計を表示する場合には

営業利益の外）に表示することを要求されます。

さらに、本ASU案では、損益計算書上、サービス費用の要素およ

び純給付費用のその他の構成要素の表示の変更について、遡

及的適用が要求されることになります。事業体は、本ASUを適用

した最初の期中期間および年次報告期間において、会計原則の

変更の性質および理由を開示することになります。

本ASU案に対するコメントの期限は2016年4月25日です。本

ASUについての追加情報は、デロイトの2016年1月28日付

Heads Upをご覧下さい。 

掘り下げた検討

現行の米国GAAPのもとでは、ダウンラウンド特性の存在は、評価対象の商品（独立しているか組み込まれているかに関

わりなく）がASC 815-40-15-74におけるデリバティブ会計の適用範囲の例外に該当することを自動的に妨げます。暫定的

なアプローチの結果として、（1）この適用範囲の例外に該当する自身の資本に基づく独立の契約（例えば、新株予約権）は

増加し（よってデリバティブ負債として会計処理される代わりに資本に含められる契約は増加し）、（2）組込デリバティブとし

ての分離に係るASC 815-15のすべての規準を満たす組み込まれた特性（例えば、株式転換特性）は減少すると思われま

す。デリバティブ負債は、株式に分類される契約と異なり、それぞれの報告期間に公正価値に調整されるため、このことは

発行体の財務諸表における損益の変動を縮小させます。

http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2016/issue-3


その他のトピック 
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開示フレームワーク

背景

2012年7月、FASBは、財務諸表の開示を「一段と効果的、有機的で、無駄を省い

た」ものにするためのフレームワークを策定するプロジェクトの一環として、ディス

カッション・ペーパーを公表しました。このディスカッション・ペーパーは、財務諸表の

注記の要改善点を識別し、それらの改善が可能となる方法を模索しています。

FASBはその後、開示規定の評価に関する「審議会の決定プロセス」と「事業体の決

定プロセス」を区別することを決定しました。

FASBの決定プロセス 
2014年3月4日、FASBは、パブリックコメントを求めるために、財務報告のための審議会の概念フレームワークに新しい章を追

加する概念基準書案を公表しました。この概念書案は、財務諸表の注記でどのような開示が要求されるべきかを決定するため

に審議会およびそのスタッフが使用すべき決定プロセスを提案しています。この提案の公表におけるFASBの目的は、報告事業

体が財務諸表の利用者にとって最も重要な情報を明確に伝達することを確実にすることにより、当該開示の有効性を改善する

ことです。詳細については、デロイトの2014年3月6日のHeads Upをご参照ください。 

事業体の決定プロセス

2015年9月、FASBは、コディフィケーションを改訂し重要でない情報に関する開示の省略は会計上の記載誤りでないことを明ら

かにするASU案を発行しました。FASBによる開示の有効性に係る取り組みの一部である当該案は、重要性とは、定量的・定性

的な開示を全体としての財務諸表との関連において個別におよび集約して評価するために適用される法律上の概念であると述

べています。さらなる情報については、デロイトの2015年9月28日付Heads Upをご参照ください。 

本ASU案に対するコメントの期限は2015年12月8日でした。 

トピック固有の開示レビュー

ガイダンスの改訂を提案することに加えて、FASBのスタッフは、適切な財務諸表開示の決定において「（事業体の）自由裁量の

適切な使用をさらに促進する」方法を分析しています。FASBは、「セクション固有の修正」を検討するにあたり、事業体の決定プ

ロセスとFASBの決定プロセスの両方において当該概念を適用しています。2015年下半期に、FASBはコディフィケーションの以

下のトピックの開示規定に関して暫定的な決定に達しました。

• ASC 820（公正価値測定）

• ASC 740（法人所得税）

• ASC 715-20（確定給付制度）

• ASC 330（棚卸資産）

公正価値測定および法人所得税に係る開示規定の変更案は、以下に説明されている通りです。

http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2014/fasb-disclosure-ed
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2015/issue-32
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2015/issue-32
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公正価値測定

開示の目的

2015年12月、 FASBはパブリックコメント募集のため、公正価値測定の開示に関するASC 820の規定を改訂するASU案を公表

しました。本ASU案は、開示規定の遵守において裁量を適用することを財務諸表作成者に促すため、ASC 820に以下の目的を

追加するものです。

このサブトピックの開示規定の目的は、以下のすべてに関する情報を財務諸表の利用者に提供することである。

a. 公正価値の測定に到達するために報告事業体が使用する評価技法およびインプット（事業体が行う判断および仮定を含む）

b. 公正価値の変動が財務諸表において報告される金額に及ぼす影響

c. 報告日現在のレベル3の資産および負債の公正価値測定における不確実性

d. 公正価値測定が期間ごとにどのように変動するか

開示目的の確立に加えて、FASBは、ASC 820の特定の公正価値の開示規定に係る変更（すなわち、削除、修正、および追加）

を行うことを暫定的に決定しました。

削除および改訂される開示規定

レベル間の振替の時期に関する方針およびレベル1とレベル2の間における振替 
ASU案では、公正価値ヒエラルキーのレベル間における振替の時期に関する方針を事業体が開示するというASC 820-10-50-
2Cの要求が削除されます。事業体は、かかる振替の時期に関する一貫した方針を持つことを依然として要求されます。また、レ

ベル1とレベル2の間で振り替えられた金額およびその対応する理由を個別に開示する要求も削除されます。 

レベル3の公正価値測定 
FASBは、レベル3の公正価値測定に関する開示に影響を及ぼす以下の暫定的な決定を下しました。 

• 評価プロセス―レベル3の公正価値測定に係る評価プロセスを事業体が開示するというASC 820-10-50-2（f）の要求

（および関連するASC 820-10-55-105の適用ガイダンス）を削除します。

• 測定の不確実性―観察不能なインプットの変動に対する公正価値測定の感応度の叙述的説明を提供するという

ASC 820-10-50-2（g）の要求を維持します。ただしFASBは、この開示は報告日の時点における測定の不確実性に

関する情報を伝達することを目的としており、将来の公正価値の変動に対する感応度に関する情報を提供すること

は意図していない旨を明確化することを計画しています。

掘り下げた検討

ASC 820-10-50-2（f）の開示規定の削除は、結果として米国GAAPとIFRSの間の乖離につながると思われます。

当該規定は、IASBの専門家パネルの提言に基づいてFASBとIASBの共同発行基準に追加されました。同パネル

は、当該開示は財務諸表の利用者が事業体による公正価値の見積りの質を理解する助けとなり、経営者の見積

りへのより大きな信頼を投資家に与えると説明していました。当該規定はFASBの概念基準書案と矛盾しているこ

とから、FASBはこれを削除することを暫定的に決定しました。FASBは、内部統制手続の開示は財務諸表の注記

の目的に含まれず、米国GAAPにおけるその他のトピックのもとで要求されないことを明らかにしました。 

この規定の削除は、評価プロセスに係る内部統制に関する経営者の責任および関連する監査人のテストを変更

するものではありません。さらに、米国における規制環境（例えば、SECおよびPCAOB）ならびにこの分野におけ

る厳格な精査を踏まえると、この規定の削除は公正価値の見積りの質に対する投資家の信頼に影響を及ぼさな

いでしょう。またFASBは、投資家は一般に全体的な評価プロセスに精通していると述べました。 
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• 観察不能なインプットに関する定量的情報―ASC 820-10-50-2（bbb）の要求を遵守するための観察不能なインプッ

トの範囲および加重平均の開示（ASC 820-10-55-103の導入ガイダンスにおける設例に示されている通り）を要求しま

す。また、過去のデータに基づいて重要な観察不能なインプットを算出するために用いた期間の開示も要求されます。

• レベル3のロールフォワード―公開企業体については、レベル3のロールフォワードの要求を維持します。公開企業体

以外の事業体については、FASBは、レベル3のロールフォワードのガイダンスを修正し、ASC820-10-50-2（d）に基づ

く貸借対照表日現在で保有する投資に関連する未実現の増価または減価の変動を開示する要求を削除することを暫

定的に決定しました。代わりに、レベル3への振替およびレベル3からの振替、ならびにレベル3の投資の購入に関す

る開示が要求されます。FASBは、事業体は公正価値ヒエラルキー表における期末残高の開示をすでに要求されて

おり、レベル3の投資への（およびレベル3の投資からの）振替ならびにレベル3の投資の購入を、今日要求されている

完全なロールフォワードではなく文章で開示することができると明らかにしました。また、確定給付制度のスポンサー

についても、公正価値ヒエラルキーにおいてレベル3として分類される制度投資に関する期首残高と期末残高の調整

（すなわち、レベル3のロールフォワード）が廃止され、レベル3への振替およびレベル3からの振替、ならびにレベル3
の資産の購入を確定給付制度の注記において開示することのみを要求されます（確定給付制度の開示を見直す

FASBのASU案に関するさらなる情報については、デロイトの2016年1月28日付Heads Upをご参照ください）。

将来の事象に係る時期の見積りのNAV開示 
ASC 820-10-50-6A（b）およびASC 820-10-50-6A（e）のもとで現在要求される以下の開示は、これらが投資先によって報告事

業体に伝達されているか、または（特に投資者に伝達されていないとしても）その他の方法で公表されている場合にのみ適用さ

れます。

• 「投資先から償還することはできないが投資先の基礎となる資産の清算を通じて報告事業体が分配を受け取ることの

できる投資を含むそれぞれの投資クラスについて、基礎となる資産が投資先によって清算されると予想される期間の

報告事業体による見積り」

• 「償還の制限が消滅し得る時期」

新たな開示規定―未実現損益

公開企業体は、貸借対照表日現在で保有する資産および負債に係る公正価値の変動を、（1）税引前純利益および（2）包括利

益について、公正価値ヒエラルキーのレベル（すなわち、レベル1、2、および3）別に分解して開示します。これは現在、ASC 
820-10-50-2（c）および（d）のもとで、純利益におけるレベル3の金額についてのみ要求されています。非公開会社の意思決定

のフレームワークに従い、この規定は公開企業体以外の事業体には適用されません。

掘り下げた検討

FASBはレベル3のロールフォワードに関する財務諸表の利用者のアウトリーチの結果について議論し、一部の利

用者がロールフォワードは特に異なる景気サイクルに係る経営者の意思決定を理解する助けとなるため有用であ

ると考えていることに注目しました。完全なロールフォワードは、非公開会社の財務諸表の利用者にとって有用性

がより低いと一般にみなされていました。レベル3への振替およびレベル3からの振替は、ロールフォワードの最も

有用な側面であると一般にみなされていました。

掘り下げた検討

この変更の目的は、投資者が投資先またはその他の公開情報源から当該時期についての知識を得ていない場合に独自の

見積りを立てなければならない状況を回避することです。加えて、ASU 2015-07は、事業体がNAVの実務的簡便法のもとで

測定したすべての投資を公正価値ヒエラルキーの各レベル内に分類するという要求を削除しました。

http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2016/issue-3
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経過措置および次のステップ

ASU案では、未実現損益の変動および観察不能なインプットに関する定量的情報の変動（上記の説明を参照）に関する開示の

修正を、適用した期間から将来に向かって適用することを要求しています。事業体は、開示に係るその他のすべての変更を、す

べての表示期間に遡及的に適用します。

FASBは発効日について提案しませんでしたが、本ASU案に対する利害関係者のフィードバックを検討した上で、発効日を決定

する予定であることを示唆しました。本ASU案に対するコメントの期限は2016年2月29日です。さらなる情報については、デロイ

トの2015年12月8日付Heads Upをご参照ください。 

法人所得税

2015年1月7日の会合において、FASBスタッフは、財務諸表の利用者による外国税の理解を促進することになるASC 740の開

示規定の潜在的な改訂について概説しました。このFASBの取組みは、主として、利用者は（1）「法人所得税、特に法域（例え

ば、米国と外国）別の当期の支払税額に関連する現金面の影響、および将来の支払税額の見積り」、ならびに（2）「外国子会社

において無期限に再投資されると判断された利益」の分析が可能となるよう多くの情報を求めているという、基準書第109号の

導入後のレビューにおける発見事項によって推進されたものです。

2015年10月21日の会合において、FASBは法人所得税支払額、繰延法人所得税、評価性引当金、および税率の調整に関連す

る法人所得税の開示規定について議論し、公開事業体と非公開事業体の両方に適用される以下の暫定的な決定に達しました。

• 法人所得税支払額―FASBは、（1）税法の変更が実施され当該変更が将来の期間において報告事業体に影響を及

ぼす可能性が高い時期、および（2）外国の法域と国内の法域別との間で分解した法人所得税支払額を報告事業体

が開示するという要求を追加しています。

• 繰延法人所得税―事業体は、繰延税金が表示されている貸借対照表の科目を開示すること（すなわち、計上されて

いる貸借対照表の科目に対する繰延税金合計のマッピング）を要求されます。

• 評価性引当金―事業体は、「報告期間中に計上および取崩しが行われた評価性引当金の内容および金額」1を説明

する必要があります。

• 税率の調整―FASBは以下を暫定的に決定しました。

o 非公開事業体は、ASC 740-10-50-12が現在公開事業体について要求している通り、税率の調整を財務諸表の

注記において表示することを要求されます。

o SECのレギュレーションS-Xと一貫して、税率の調整における個別の構成要素が法定税率による税額の5％以上

である場合、当該構成要素の分解が要求されます。

o 事業体は、実効税率の重要な前年比の変動の原因となった項目の定性的な説明を開示することを要求されます。

加えてFASBは、（1）税務申告書に記載された繰越の総額および期限、（2）繰延税金資産を生じさせる繰越の税効果後の金額

および期限、ならびに（3）繰越に関連する繰延税金資産を相殺する未認識税務便益の合計額に関する開示を要求することを暫

定的に決定しました。

FASBは、パブリックコメント募集のため、法人所得税の開示規定に関してこれまでに達したすべての暫定的な決定を考慮した

ASU案の草案作成を開始するようスタッフに指示しました。かかる決定には、無期限に再投資される外国での利益および未認

識税務便益に関連する開示規定に関してFASBが下した過去の暫定的な決定が含まれます。 

1 2015年10月21日のFASBの会合において達した暫定的な決定のFASBによる要約から引用された文章です。 

http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2015/issue-40
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未分配外国利益

2015年2月11日の会合において、FASBは、事業体は以下を行うべきであると暫定的に決定しました。 

• 税引前利益における国内および外国の構成要素に関する情報を個別に開示する。さらに事業体は、税引前利益合

計に対して相対的に重要な個々の国の税引前利益を個別に開示すべきである2。

• 外国利益に関連して当該期間に認識された国内の税金費用を開示する。

• 当期において、無期限に再投資するとは主張しなくなった未送金の外国利益、および当該利益が無期限に再投資す

ると事業体が主張しなくなるに至った状況の説明を開示する。これらの開示は総額で、および無期限に再投資すると

主張しなくなった金額が総額に対して相対的に重要な国ごとに提供しなければならない。

• 総額の10％以上の国について、無期限に再投資する外国利益の累積金額を個別に開示する。

未認識税務便益

2015年8月26日の会合において、FASBは以下を行うことを暫定的に決定しました。 

• 決済を調整表の形式で現金と非現金（例えば、既存の繰越欠損金または税額控除を用いた決済）に分解するという

開示規定を追加する。

• 未認識税務便益の合計額の内訳を、かかる未認識税務便益が計上された各貸借対照表の科目別に調整表の形式

で提供するという開示規定を追加する。

• 今後12カ月間に未認識税務便益の合計額が大幅に増減する合理的な可能性のあるポジションの詳細を事業体が提

供するというASC 740-10-50-15（d）の要求を削除する。

未認識税務便益に係る2つの新たな開示規定案は調整表に関連しているため、これらは公開事業体にのみ適用されます。 

FASBは、当該追加開示案の設例を作成するようスタッフに指示しました。 

期中報告

これまでに、FASBは概念基準書案に基づき5つの期中報告の概念について議論してきました。FASBは、期中財務諸表は「各

科目の認識、測定、および表示における差異」を記述し、かつ「当該期中期間が年度全体とどのように関連しているか」を説明す

るものでなければならないという考えで全般的に一致しました3。期中報告の概念のうち2つは直近の年度財務諸表からの変動

の開示に関連するもの、2つはあまり重要でないとはいえない、または「特別に重要な」項目の開示に関連するものでした。 

「特別に重要な」の意味するところを決定するため、FASBは、公正価値測定の開示

の見直しに関するプロジェクトにおいて提案されている期中開示規定、およびASC 
270-10-50-1Aにおける収益に関連する期中開示規定を評価する予定です。このプ

ロセスに基づいて、FASBは、変動はしていないが特別に重要な項目または金額を

事業体が開示すべきかどうかを評価することができます。

2 ASC 740では、税引前利益（income before income taxes）は税引前財務利益（pretax financial income）とも呼ばれています。 
3 2015年1月7日のFASBの会合における配布資料から引用された文章です。 
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キャッシュ・フロー計算書：一定の現金収支の分類

（EITF論点第15-F号） 
ASC 230の適用における多様性を軽減するため、FASBは2015年4月に論点第15-F号をEITFのアジェンダに追加しました。論

点第15-F号では、キャッシュ・フローの分類に関連する9つの個別の論点が議論されました。EITFは個別対応を予定している1
点を除いて、すべての論点に関して合意に達し、FASBは2016年1月にこの合意に基づいてASU案を発行しました。本ASU案に

対するコメントの期限は2016年3月29日です。以下の表は、各論点とその現状をまとめたものです。

キャッシュ・フローの分類の論点および提案された処理 現状

負債事前償還または負債消滅コスト

負債事前償還または消滅コストに係る現金支払は、財務活動によるキャッシュ・アウトフローとして分類されること

になる。

ASU案に含められる 

ゼロ・クーポン債の決済

決済時のゼロ・クーポン債に係るキャッシュ・アウトフローは、営業活動及び財務活動として分類される。発生利息

に係る現金支払は営業活動として分類され、当初受取金（すなわち、元本）に帰属する現金支払は財務活動とし

て分類されることになる。

ASU案に含められる 

企業結合後になされた条件付対価の支払

企業結合の直後に行われない条件付対価の支払は、営業活動および財務活動に区分され、分類される。取得日

の時点で認識される、条件付対価負債の金額を超えない部分の現金支払は、測定期間の調整を含み、財務活動

に分類されることになる。一方、条件付対価負債の金額を超過して支払われた部分は、営業活動に分類されるこ

とになる。

ASU案に含められる 

保険金支払による受取金

保険金請求の決済からの現金収入は、保険カバーの性質（すなわち、損害の性質）に基づいて分類されることに

なる。一時払決済において受領される保険金収入については、事業体は、当決済に含まれる各損害の性質に基

づいて分類を決定することになる。

ASU案に含められる 

会社所有生命保険（COLI）契約および銀行所有生命保険（BOLI）契約の支払による受取金 
COLI契約およびBOLI契約の決済からの現金収入は、投資活動に分類されることになる。ただし、事業体はCOLI
契約およびBOLI契約の保険料支払の分類をCOLIおよびBOLI保険金収入の分類と整合させることは容認されるが

要求されない（すなわち、保険料の支払は、投資、営業またはこれらの組み合わせとして分類される場合がある）。

ASU案に含められる 

持分法投資から受領する配当

事業体は、持分法投資から受領する配当を、累積利益アプローチを適用することにより、営業活動もしくは財務活

動（またはその双方）に分類することになる。

本ASU案は、公正価値オプションにより測定される持分法投資には対応していない。 

ASU案に含められる 

証券化取引に対する受益権

事業体の金融資産の証券化からの収入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ことにな

る。事業体の売掛金の証券化から得た受益権の事後的な現金収入は、投資活動による現金流入として分類され

ることになる。

ASU案に含められる 

優位原則の適用

当ガイダンスは、事業体が（1）単一項目のキャッシュ・フローを、二種類以上のキャッシュ・フローに分離する、また

は（2）複数のキャッシュ・フローを優位性を基礎として一種類のキャッシュ・フローに集約する場合を明確化するこ

とになる。

ASU案に含められる 

拘束預金

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。

第1回EITF 審議 
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本ASU案のもとで、当該ガイダンスは、その適用が実務的ではない場合を除き、表示対象の全過去期間に対して遡及的に適用

されます。当該ガイダンスの適用が実務的である場合、事業体は、実務的に可能な最も早い日から当該ガイダンスを将来に向

かって適用します。FASBは、本ASU案に係る利害関係者からのフィードバックを検討後、発効日と早期適用を認めるか否かに

ついて議論する予定です。

拘束預金に関連するガイダンスに関するEITFの最初の審議では、EITFのメンバー間で見解が異なっていたことから、EITFは当

該論点を本ASU案から除外することを選択し、さらなる調査を実施するようFASBスタッフに指示しました。EITFは、2016年3月3
日の会合で拘束預金に関する議論を継続すると見込まれています。

本ASU案に関するさらなる情報については、2016年2月4日のデロイトによるHeads Upをご参照ください。当該論点に関する

EITFの決定の要約については、デロイトのEITF Snapshotニュースレター2015年6月号、2015年9月号、および2015年11月号

をご参照ください。

償還可能負債証券の購入に関連する利息収益の

会計処理

背景

2015年3月、FASBは購入債券およびローンの利息収入開示を改善するため、新たなプロジェクトをアジェンダに追加しました。

当該プロジェクトは、財務諸表の注記に記載される購入債券およびローンの利息収入に係る情報の透明性と有用性の改善を目

標としています。改善策として、以下を含む開示要求が予定されています。

• 購入した負債証券およびローンの実効利回りにおける個別の構成要素、特に（1）契約上の金利および（2）増価プレミ

アムまたはディスカウントの開示

• 購入した負債証券およびローンの元本およびプレミアムまたはディスカウントの残高の開示（コール・オプションの対

象となる金額の別個の開示を含む）

2015年9月の会合において、FASBは購入した負債証券およびローンの利息収益に関する開示の審議を継続すると共に、プロ

ジェクトの範囲を拡大し、償還可能負債証券に用いる償却期間を含めることを決定しました。FASBは、購入した償還可能負債

証券について、（1）プレミアムは最初の償還日まで償却され、（2）ディスカウントは満期日まで償却されると暫定的に決定しまし

た。これは、類似の証券を大量に保有している事業体が期限前償還およびディスカウントを当該証券の予想残存期間にわたっ

て償却することを会計方針として選択している場合を除いてプレミアムおよびディスカウントを満期日まで償却することを要求す

る現行の実務からの変更となります。

次のステップ

FASBは、（1）償還可能負債証券およびローンに係る現行の開示規定、ならびに（2）当該プロジェクトに含まれる金融商品の範

囲を改訂すべきかどうかについて調査するようスタッフに指示しました。今後の会合において、スタッフは、購入した負債証券お

よびローンの利息収益に関連する調査結果および開示規定案を審議会に提供する予定です。

http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2016/issue-4
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/eitf-snapshot/2015/june
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/eitf-snapshot/2015/september
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/eitf-snapshot/2015/nov
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/eitf-snapshot/2015/nov
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監督会計の動向（全米保険監督官協会：NAIC） 
保険数理ガイドラインXLVIII（AG48）の適用 
2014年12月、NAICはAG48を適用しました。これは、PBR要件が有効になるまで、資金調達調整に関わるXXX/AXXX準備金

の使用を規制する NAICの短期的解決策です。AG48はキャプティブ準備金取引を禁止していませんが、その代わりにこのよう

な調整について統一した基準を提供しています。新基準を遵守する出再会社に対して、法定準備金（一般にPBRによって要請さ

れる準備金額）は、高品質の資産に担保されている必要があります。 PBR水準を超過する法定準備金の部分は、出再会社の

本拠地保険監督官に承認されたものとして、他の証券の形式で裏付けられる可能性があります。このガイドラインは、2015年1
月1日以降に出再されたもので、モデル830第6条および第7条に基づいて評価された対象保険契約に適用されます。2014年12
月31日現在、発行された保険契約及び出再された保険契約には適用されません。結果として、2014年12月31日現在のキャプ

ティブ契約の対象契約も、同様に取り扱われます。

AG48はキャプティブ再保険取引に関わる規定XXX/AXXXの中間段階になると考えられています。NAICは関連する準備金要

件および再保険規定の更新作業を継続しています。

その他の動向

2014年12月、NAICは不動産投資の会計処理に関わるSSAP40Rのガイダンスを修正しました。この修正は監督会計基準の適

用範囲を拡張するもので、その適用範囲には、完全子会社である不動産投資1件のみを保有する有限責任会社（LLC）を含み、

当該LLCへの投資について、特定の条件が合致する場合、不動産の直接投資として会計処理することが許容されます。この修

正は2015年1月1日に発効しました。 

また、2014年12月、NAICはSSAP107を発行しました。これはリスク調整、再保険、リスク・コリドールとして知られる医療保険制

度改革の3つのプログラムについての会計ガイダンスを提供するものです。このガイダンスは2014年12月15日に発効しました。 

2015年3月、NAICはSSAP69を修正し、キャッシュ・フロー計算書は計算書において定義された“現金”関連取引に限定されるこ

とを明確にしました。また、この修正により、非現金取引の営業活動項目を含めた開示の要求事項が拡大されました。この明確

化は、2015年12月31日に発効します。 

2015年11月、NAICはINT15-01を発行しました。これは、即時に発効しました。この解釈指針はリスク・コリドール債権の認識お

よび測定を明確にし、ガイダンスを提供するものです。解釈指針に従って、米国福祉保健省による12.6％配分額を超過する

2014年リスク・コリドール債権は、非認容資産とする必要があります。さらに、2015年および2016年の債権は、前期の給付金が

全て支払われるまで、非認容資産とする必要があります。

掘り下げた検討

このプロジェクトは、財務諸表において報告された利息収益のうち、いくらが借手が支払った現金に起因し、いくらがプレミ

アムまたはディスカウントの償却に起因するかを財務諸表の利用者が判断できるよう、報告された利息収益に関する開示

を改善することを目指しています。加えてFASBは、特定のフィードバックに対応して、プレミアムで購入した償還可能負債

証券に係る現行の利息収益の会計モデルを修正することを計画していますが、これは現行の会計モデルにより、（1）借手

による当該負債性金融商品の期限前償還前における過大な利息収益の認識、および（2）未償却プレミアムに係る損失の

遅延認識の可能性が生じ得るためです。
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SEC アップデート 
 

SECおよびPCAOBの動向に係るAICPA会議報告 
 2015年のAICPA会議では、多数のスピーカーおよびディスカッションのパネリストが、会計、報告および監査実務に関する最近

の問題について知見を明らかにしました。今年度の会議で主に以下のトピックが取り上げられました: 

• 開示有効性 —スピーカーは、投資家に提供される情報を強化し、効率性、競争および資本形成を促進するための開

示要求の改善に焦点を合わせました。SECは、投資家層への働きかけ、FASBとの継続的な協力、レギュレーション

S-Xに関する一定の開示要求について一般コメントを募集する旨の最近のリリース、レギュレーションS-Kの特定箇所

に関するフィードバックを求めるリリースの予定、およびその他の当面の取り組みを含め、開示有効性に引き続き注力

することを改めて述べました。 

• 財務報告に関する内部統制（ICFR）— ICFRは引き続き、規制当局、作成者および監査人にとって重点事項の1つと

なっています。SEC主任会計官のジェームズ・シュナー（James Schnurr）氏は、「経営者が自身の財務報告の責任を

果たす能力は、主に財務報告に関する内部統制のデザインおよび有効性に掛かっている」と述べました。数名のスピ

ーカーは、PCAOBの検査においてICFR関連の指摘事項の頻度が高いことは、経営者、監査人および監査委員会が

協力して内部統制および評価に関する潜在的な根本的問題に取り組む必要があることを浮き彫りにしているとコメント

しました。 

• 国際財務報告基準—米国の財務報告システムにIFRSを組み込む可能性に関するSECの検討は、長年にわたる本会

議のトピックであり、今年も例外ではありませんでした。2014年の会議において、シュナー氏は米国におけるIFRSの

使用に関して第4の選択肢の可能性を提唱しました。それは、米国を拠点とする提出者が、米国会計基準への調整を

行わずにIFRSに基づく補足情報を自主的に提出することを許容するというものでした。シュナー氏は2015年のAICPA
会議以前の発言で、SEC主任会計官局（OCA）はSECに対して、この第4の選択肢と整合する規則作成を検討し開始

することを提言する可能性が高いと示唆しました。 

• 監査委員会 — スピーカーは、SECが監査委員会に要求する中核的な義務に加え、現在頻繁に課されている役割や

責任は、企業の財務報告を監督するという監査委員会の主要な責任を妨げる可能性があると述べました。シュナー氏

は、監査委員会の報告要求に関する議論の中で、「（a）投資家は、監査委員会が自身の責任を果たした（か否かだけ

でなく、その）方法について監査委員会から説明を受けることに関心を持っているか、および（b）SECの規則がかかる

報告を支えるものであるか」に取り組んできた過去1年のSECスタッフの努力を要約しました。SECは、こうした努力の

一部として、報告要求の改訂案のほか投資家が望む可能性のある追加的な開示に関するフィードバックを求めるため

に、2015年7月にコンセプト・リリースを公表しました。 

• 会計原則に基づかない指標（Non-GAAP measures）—会計原則に基づかない指標に関する新規則はまだ公表され

ておらず、現時点でその予定は全くないものの、当該指標は今年の会議における主な議論のトピックの1つでした。 
SEC企業財務局（以下、「同局」）のスタッフも同様に、引き続き会計原則に基づかない指標の使用に照準を合わせ

て、かかる使用がレギュレーションS-Kアイテム10（e）の開示要求を遵守しているか否かを同局が判断していると述べ

ました。同局スタッフは、したがって、会計原則に基づく指標よりも会計原則に基づかない指標を目立たせるべきでは

ないか否か、および両指標間の調整の表示が明瞭か否かに照準を合わせていると強調しました。 

さらなる情報については、デロイトの2015年12月15日付 Heads Upをご参照ください。 
 

 

掘り下げた検討 
2015年に数社の保険会社は、投資クラスの細分水準等の公正価値の開示に係るコメント・レターをSECから受け取りまし

た。また、SECスタッフは、2015年12月17日のAICPA保険会社専門パネリスト会議でこのトピックスを取り上げました。そ

の会議でSECスタッフは、登録会社は、このトピックスに関してSECコメント・レターで特定された解決策よりも、2015年年

次会議でSEC企業財務局の主任会計官代理のクレイグ・オリンジャー（Craig Olinger）氏の発言したことに焦点をあてるべ

きであると指摘しました。 

http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2015/issue-42
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規則の策定

SECは、とりわけドッド・フランク法のもとで要求された措置を完了するための取組みに関連した規則の策定に焦点を当て続けて

います。本出版物の前号の発行後に生じた、主要なSECの規則策定の活動およびその他の動向を、以下で議論しています。 

SECによる報酬比率の開示に関する最終規則の発行 
2015年8月、SECは、登録会社が（1）すべての従業員（主要経営責任者（PEO）を除く）の年間報酬合計額の中央値、（2）PEO
の年間報酬合計額、および（3）（1）の（2）に対する比率を計算し開示することを要求する最終規則を発行しました。登録会社は、

2017年1月1日以降に開始する最初の通年の事業年度より、委任状勧誘書類、登録届出書、年次報告書などの役員報酬の情

報が要求される提出書類に当該開示を含めることになります。新興成長企業（EGC）、小規模報告企業、外国民間発行体、登

録投資会社、および米国・カナダ間多法域間開示制度（multijurisdictional disclosure system）に基づく提出会社は、当該規則

の適用を免除されます。

最終規則は2015年10月19日に発効しました。 

さらなる情報については、SECのウェブサイトのpress releaseをご参照ください。あわせて、デロイトの2015年8月6日付journal 
entry および2015年9月10日付Heads Upもご参照ください。 

オリンジャー氏は、財務諸表利用者が公正価値の算定に使用された評価技法およびインプットを評価するのに役立つよう

に公正価値の開示を改善することについて指摘しました。さらにSECスタッフは、会議で不適切な公正価値の開示例を示し

ました：

• 複数のタイプの負債性有価証券を一つのクラスに集約している—同じ特性があり、公正価値ヒエラルキーの同じレ

ベルの有価証券のみを集約するべきである。さらに、エージェンシー・モーゲージ担保証券と非エージェンシー債の

ように異なる公正価値インプットを用いる有価証券は異なるクラスに集約するべきである。

• 評価アプローチのみ開示している —評価アプローチのみではなく、使用した特定の評価技法を開示するべきである。

• 第三者の使用した評価技法を開示していない—第三者の使用した特定の評価技法を開示するべきである。

• 特定の資産または負債クラスについて使用されることのある様々な評価のインプットまたは技法の一覧表示—各

評価技法にどのようなインプットが使用されているか、及び、投資の各クラスに適用される特定の評価技法及び

インプットを明確に関連付けすべきである。スタッフはまた、表示期間において使用していない評価技法は開示す

べきでないと指摘した。

登録会社は、公正価値の開示を作成する際、これらのコメントを考慮する必要があります。

掘り下げた検討

この新たな要求に関連する規則制定は、SECが当初の規則案に関して287,400件を超えるコメント・レターを受け取ったこ

と、また最終規則に係るSECの投票が3対2だったことからも分かるように、議論の多いものでした。当該規則は、コメント提

出者が表明した、当該規定を遵守するためのコストに関する懸念に対処するための特定の計らいを規定しています。

適用後1年から2年の間は、一部の登録会社が、従業員中央値を特定し年間報酬合計額を計算する、より効率的かつ正確

な方法を見つけて、報酬比率の計算方法を変更する可能性があります。しかしながら、自社にあった方法を一旦見つけれ

ば、登録会社はその方法を継続することを勧められるでしょう。株主、アナリスト、その他の当事者等には、計算方法の頻

繁な変更は危険なサインであり、これにより登録会社の報酬比率の開示に注意が向けられる可能性があります。

http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/aje/2015/0806-a
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/aje/2015/0806-a
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2015/issue-31
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SECによる新たなクローバック要求の提案 
2015年7月、SECは、企業が役員報酬に「クローバック」の方針を採用することを要求する規則案を発行しました。当該案はドッ

ド・フランク法第954条のマンデートに対応して公表されたものであり、具体的には、「それぞれの発行体が、現在または過去の

役員が受け取っている、証券法のもとで報告が要求される財務情報に基づいたインセンティブ・ベースの報酬を、特定の状況に

おいて回収することを定めた方針を策定・導入し、当該方針を開示することを要求する上場基準を定めるよう、米国の証券取引

所および証券協会に指示」しています。この案は、SECによるドッド・フランク法に基づく役員報酬規則案の発行の完了を示すも

のです。

規則案に対するコメントの期限は2015年9月14日でした。さらなる情報については、SECのウェブサイトのpress releaseをご参

照ください。あわせて、デロイトの2015年7月2日付journal entryおよび 2015年8月5日付Heads Upもご参照ください。 

SECによる報酬対業績に関する規則案の発行 
2015年4月、SECは、公開企業―外国民間発行体、登録投資会社、およびEGCを除く―が、「実際に支払われた役員報酬と登

録会社の財務成績の間の関係」を、役員報酬の開示が要求される委任状勧誘書類において開示することを要求する規則案を

発行しました。SECのメアリー・ジョー・ホワイト委員長は、公式の声明において、当該開示規定案が「企業の役員報酬の実務お

よび方針を株主が評価する助けとなり、［かつ］取締役選任の投票時に、また役員報酬に関する株主の勧告的投票に関連して、

［株主に］情報を与える」と確信していると述べました。

掘り下げた検討

この提案は、新たな上場規則の発効日前に付与されたインセンティブ・ベースの報酬の未稼得および権利未確定の報奨

（発効日後に稼得または権利確定した場合）に適用されうる強制的な報酬回収方針の採用について、スケジュールを繰り

上げることになるため、対象となる登録会社は以下を実施すべきです。

• SEC最終規則の発行と証券取引所の新たな上場規則、両方の適用時期をモニターする。上場規則が承認されて

から、登録会社が現行の回収方針を修正または新しい方針を導入するのに限られた時間（提案では60日）しかな

いためである。

• 以下を行う人事部門と法務部門のクロス・ファンクショナルなチームを設立する。

o 登録会社の現行の回収方針を見直し、SECの最終規則を遵守するために必要な変更を検討し始める。

o 役員の雇用に係るレター式契約書を検討し、（1） 契約条件とSEC規則案の間に潜在的なコンフリクトがあるか

どうかを判断して、（2）会社は契約書を修正する必要があるかどうかを検討する。

o 登録会社の株式報酬契約の形式、年次賞与制度の条件、長期インセンティブ制度を検討し、インセンティブ・

ベースの超過報酬の回収を認めているかどうか、またそれらを更新する必要があるかどうかを判断する。

http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/aje/2015/0702-a
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2015/issue-27
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本規則案に対するコメントの期限は2015年7月6日でした。 

さらなる情報については、SECのウェブサイトのpress releaseをご参照ください。あわせて、デロイトの2015年4月30日付

journal entryおよび2015年5月 29日付Heads Upもご参照ください。 

FAST法による、JOBS法およびSECの開示規定の修正 
2015年12月4日に、オバマ大統領は署名してFAST法を成立させました。その多くの規定の中で特に、FAST法はJOBS法およ

びSECの開示規定の一部を修正しています。同法はまた、私募証券の転売に関して新たに法律上の適用免除を設けていま

す。FAST法の一部の規定には、EGCの新規株式公開に関するJOBS法の変更、様式10-KおよびレギュレーションS-Kの開示

に関する変更、私募証券の転売に関する新たな第4条（a）（7）の免除、より小規模の報告会社に関する参照による組込、そして

貯蓄貸付持株会社に適用される登録基準の修正に関連するものが含まれています。

その後、2015年12月にSECは、FAST法に関連する数々の法令遵守および開示に関するSEC解釈（C&DI）を発行しました。

C&DIにおいて扱われたトピックには、（1）EGCはその登録届出書に期中財務諸表または他の事業体の財務諸表を含めなくて

もよいかどうか、また含めなくてもよい場合、それはどのような状況か、および（2）貯蓄貸付会社に影響を及ぼすFAST法の規定

が含まれています。

さらに、2016年1月にSECは、FAST法の一部の規定を導入するために暫定的最終規則および様式の改訂を発表しました。こ

の規定の中には、予定する募集を行う際にレギュレーションS-Xに要求される過去の期間に関する情報が不要とEGCが合理的

に判断した場合に、こうした過去の期間の財務情報を新規株式公開の前に提出する（またはレビューのためSECに非公開提出

する）登録届出書含めないことを容認することについて、登録届出書の様式S-1およびF-1を改訂する規則があります。この規則

はまた、より小規模の報告会社が、登録届出書の発効日後に発行者が提出した書類を登録届出書に参照により組み込むこと

を認めるため、様式S-1を改訂し、レギュレーションS-Kを修正しています。これらの規則および修正は2016年1月19日に発効し

ました。

SECは、暫定的最終規則を他の登録会社または様式に拡大すべきかを含め、当該規則のいかなる点に関するコメントも募集し

ています。コメントの期限は2016年2月18日です。 

証券に関する法令規則へのFAST法の影響についての情報は、デロイトの2015年12月8日付journal entryを参照してください。

また暫定的最終規則の詳細についてはデロイトの2016年1月15日付journal entryを、C&DIに関する情報については、2016年

1月12日付および2015年12月18日付のjournal entryを参照してください。 

SECによる小規模企業の資本へのアクセスを緩和する最終規則の発行 
2015年3月、SECは、特定の募集・売出しを証券法に基づく登録から免除するレギュレーションAを改訂および拡大する最終規

則を発行しました。当該規則は、小規模企業の資本へのアクセスを緩和するJOBS法第401条のマンデートを実施しています。 

掘り下げた検討

多くの登録会社は、（1）この開示をどこに表示すべきか、（2）この開示をすでにSEC規則で要求されている報酬に関する他

の広範な開示にどのように組み込むべきかの判断が困難であると考えているかもしれません。この提案は、この開示を報酬

に関する検討と分析（CD&A）のセクションに 含めることが、報酬と株主総利回りとの関係が報酬の設定におけるひとつの要

素であることを示唆することを認めていますが、そうではないかもしれません。したがって、規則案のもとで、登録会社は、委

任状勧誘書類において最も適切であると考える場所に要求された開示を記載する柔軟性を保持します。さらに、登録会社

は、引き続き他の業績指標（実現可能報酬（定義された）等）を算定し、表示することができます。これは、CD&Aの他の箇所

において登録会社が「自社について語る（tell their own story）」ことを可能にします。 

http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/aje/2015/0430
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2015/issue-18
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/aje/2015/1208
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/aje/2016/0115
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/aje/2016/0112
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/aje/2016/0112
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/aje/2015/1218
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改訂前のレギュレーションAのもとでは、企業は12カ月の期間内に500万ドルを上限として証券の募集・売出しを行うことができ、

それらの証券のうち当該企業の証券保有者が募集・売出しできる上限は150万ドルでした。新たな規則のもとでは、企業が所定

の適格性要件、開示規定、および報告要件を満たす場合、12カ月の期間内に5,000万ドルを上限として証券の募集・売出しを行

うことができます。当該規則は、レギュレーションAに基づく募集・売出しに以下の2つのティアを設けています。 

• 「ティア1：年間の募集・売出しの上限は2,000万ドル、うち発行体の関連者である証券保有者に代わっての募集・売出

しの上限は600万ドル」

• 「ティア2：年間の募集・売出しの上限は5,000万ドル、うち発行体の関連者である証券保有者に代わっての募集・売出

しの上限は1,500万ドル」

当該最終規則は両ティアの発行体に係る募集・売出要件および報告要件を定めていますが、かかる要件はティア2の発行体に

ついてより幅広いものとなっており、ティア2の発行体は自身の募集・売出書類において監査済財務諸表を提供しなければなら

ず、かつ年次報告書、半期報告書、および臨時報告書をSECに提出しなければなりません。また当該規則は、「いくつかの修正

を伴って、発行体の適格性、目論見書の内容、予備調査、および「バッド・アクター」の資格喪失に関する現行の規定」を維持し

ています。

当該最終規則は2015年6月19日に発効しました。 

さらなる情報については、デロイトの2015年3月27日付journal entry、および SECのウェブサイトにおけるpress releaseをご参

照ください。

SECスタッフによるレギュレーションAの改訂に関するガイダンスの発行 
2015年6月、SECスタッフは、2015年3月のレギュレーションAの改訂に関するガイダンスを発行しました。 

また、SECスタッフは最近、レギュレーションAに関する追加的なガイダンスを定めるために多数のC&DIを発行および改訂しまし

た。具体的には、スタッフは質問182.01から182.11を証券法規則のセクションに追加し、質問128.01および128.03を証券法フォー

ムのセクションから削除しました。

SECによる財務報告マニュアルのアップデート 
2015年8月、SECの企業財務局（以下、「同局」）のスタッフは財務報告マニュアル（FRM）のパラグラフ1320.3および1320.4を 
アップデートし、「一般に、企業財務局は、提出遅延登録会社が遅延した提出書類に含まれるであろうすべての重要な情報を含

むフォーム10-Kによる包括的な年次報告書を提出している場合、かかる登録会社がすべての遅延した提出書類を個別に提出

することを求めるコメントを発行しない」ことを明確化しました。従来、登録会社は、同局のOCAによる書面でのかかる計らいを求

めていました。

また当該アップデートは、それらの状況における登録会社のフォーム10-Kによる包括的な年次報告書の提出は、（1）登録会社

が要求されるすべての報告書を提出できなかったことにより生じる米国証券取引法上の責任を免除する、または関連する執行

行為から登録会社を保護する、（2）登録会社をレギュレーションS、規則144、またはフォームS-8の提出について「最新

（current）」の取扱いとしたり、（3）登録会社が適時提出会社の要件を満たすまでフォームS-3を使用できない取扱いに影響を及

ぼしたりするものではないと繰り返して述べています。

さらなる情報については、SECのウェブサイトにおけるFRMページをご参照ください。 

SECによるサイバーセキュリティに関する出版物の発行 
2015年2月、SECは、ブローカレッジ会社およびアドバイザリー会社におけるサイバーセキュリティ・リスクに関連する以下の2つ

の出版物を発行しました。

• Risk alert―SECの法令遵守調査・検査局（OCIE）が実施した100社を超える投資助言会社およびブローカー・ディーラー

の検査に関連した発見事項を要約したものです。OCIEは、「サイバーセキュリティに関連するリスクの識別、サイバー

セキュリティのガバナンスの確立（方針、手続、および監督プロセスを含む）、企業のネットワークおよび情報の保護、顧

客情報への遠隔アクセスおよび資金移動指図に関連するリスクの識別とこれへの対処、ベンダーおよびその他の第三

者に関連するリスクの識別とこれへの対処、ならびに不正な活動の発見」に関連する事業体の実務を観察しました。

http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/aje/2015/0327
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• Investor bulletin―オンライン投資口座を保護する方法（例えば、強力なパスワードの選定、2ステップの検証、公共の

ネットワークの慎重な利用など）に関するアドバイスを投資家に提供しています。

これらの出版物は、保険会社に特化したものではありませんが、保険業界の登録会社にとって有用でしょう。さらなる情報につ

いては、SECのウェブサイトのpress releaseをご参照ください。 



付録
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付録A―基準書その他の公表物の一覧 
以下は、本刊行物で引用されているか、またはリンクが張られている基準書および公表物です。

FASB 会計基準コディフィケーション（ASC）に関する参考公表物 
FASB会計基準コディフィケーションに関連する参考公表物のタイトルについては、デロイトのTitles of Topics and Subtopics in 
the FASB Accounting Standards Codificationをご参照ください。 

FASB会計基準アップデートその他のFASB公表物 

以下のタイトルについては、FASBのウェブサイトをご参照ください。 

• Accounting Standards Updates（会計基準アップデート）

• Proposed Accounting Standards Updates（exposure drafts and public comment documents）（会計基準アップ

デート案（公開草案およびパブリックコメント文書））

• Pre-Codification literature（Statements, Staff Positions, EITF Issues, and Topics）（コディフィケーション前の公表

物（基準書、職員意見書、EITF論点、およびトピック））

• Concepts Statements（概念基準書）

非公開会社評議会の公表物

PCC Issue No. 14-01, Definition of a Public Business Entity（PCC論点第14-01号「公開企業体の定義」） 

NAIC による公表物 
AG 48, Actuarial Opinion and Memorandum Requirements for the Reinsurance of Policies Required to be Valued Under 
Sections 6 and 7 of the NAIC Valuation of Life Insurance Policies Model Regulation（NAIC生命保険契約モデル評価規則

第6条および第7条に基づく評価が要求される再保険契約に関する保険数理上の意見／覚書の要求事項）（Model 830） 

INT 15-01: ACA Risk Corridors Collectibility（ACAリスク・コリドールの回収可能性） 

SSAP No. 107, Risk-Sharing Provisions of the Affordable Care Act（医療費負担適正化法のリスク・シェアリング規定） 

SSAP No. 69, Statement of Cash Flow（キャッシュ・フロー計算書） 

SSAP No. 40R, Real Estate Investment（不動産投資） 

SEC Regulation S-K 
Item 10(e), “Use of Non-GAAP Financial Measures in Commission Filings”（SECへの届出における非GAAP指標の使用） 

SEC Regulation S-X 
Article 6, “Registered Investment Companies”（登録投資会社） 

SEC の最終規則 
33-9877, Pay Ratio Disclosure（報酬比率の開示） 

33-9741, Amendments to Regulation A（レギュレーションAの改訂） 

SEC の暫定的最終規則 
33-10003, Simplification of Disclosure Requirements for Emerging Growth Companies and Forward Incorporation by 
Reference on Form S-1 for Smaller Reporting Companies（新興成長企業に関する開示規定の簡素化およびより小規模の

会社に関する様式S-1における将来の参照による組込） 

http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/other/codtopics/file
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/other/codtopics/file
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/other/codtopics/file
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SECの提案規則 
34-74835, Pay Versus Performance（報酬対業績） 

33-9922, Comment Period for Investment Company Reporting Modernization Release（投資会社の報告の現代化の公表

に関するコメント期間） 

33-9861, Listing Standards for Recovery of Erroneously Awarded Compensation（誤って与えられた報酬の回収に係る上

場基準） 

33-9776, Investment Company Reporting Modernization（投資会社の報告の現代化） 

IA-4091, Amendments to Form ADV and Investment Advisers Act Rules（様式ADVおよび投資顧問法規則の改訂） 

SEC 職員会計公報 
SAB Topic 5.J, “New Basis of Accounting Required in Certain Circumstances”（ （rescinded by SAB 115） （特定の状況に

おいて要求される新たな会計ベーシス（SAB 第115号により廃止）） 

SAB Topic 13, “Revenue Recognition”（収益認識） 

SEC 法令遵守調査・検査局 
Examination Priorities for 2015（2015年の検査優先事項） 

SEC 財務報告マニュアル 
Section 1320, “Financial Statements Required”（要求される財務諸表） 

SECガイダンス 
Amendments to Regulation A: A Small Entity Compliance Guide（レギュレーションAの改訂：小規模企業のコンプライアンス

ガイド） 

国際基準

以下のタイトルについては、デロイトのIAS Plusウェブサイトをご参照ください。 

• International Financial Reporting Standards（国際財務報告基準）

• International Accounting Standards（国際会計基準）

• Exposure documents（公開草案）

http://www.iasplus.com/en/standards
http://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/due-process/iasb-eds
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付録B―略語 
略語 用語

ABS 資産担保証券（asset-backed security） 
AFS 売却可能（available for sale） 
AICPA 米国公認会計士協会（American Institute of 

Certified Public Accountants） 
APIC 株式払込剰余金（additional paid-in capital） 
ASC FASBの会計基準コディフィケーション 

（FASB Accounting Standards Codification） 
ASU FASBの会計基準アップデート 

（FASB Accounting Standards Update） 
BOLI 銀行所有生命保険

（bank-owned life insurance） 
C&DI 法令遵守および開示に関するSEC解釈 

（SEC Compliance and Disclosure 
Interpretation） 

CAE 損害調査費（claim adjustment expenses） 
CD&A 報酬に関する検討および分析

（compensation discussion and analysis） 
CECL 現在予想信用損失（current expected credit 

loss） 
CFTC 米国商品先物取引委員会

（U.S. Commodity Futures Trading 
Commission） 

COLI 会社所有生命保険

（corporate-owned life insurance） 
DAC 繰延新契約費 （deferred acquisition costs） 
DTA 繰延税金資産（deferred tax asset） 
ED 公開草案（exposure draft） 
EGC 新興成長企業（emerging growth company） 
EITF 発生問題専門委員会

（Emerging Issues Task Force） 
ETF 上場投資信託（exchange-traded fund） 
FASB 米国財務会計基準審議会

（Financial Accounting Standards Board） 
FRM SEC財務報告マニュアル 

（SEC’s Financial Reporting Manual） 
FVTNI 純利益を通じて公正価値で測定

（fair value through net income） 
GP ジェネラル・パートナー（general partner） 
IAS 国際会計基準

（International Accounting Standard） 
IASB 国際会計基準審議会

（International Accounting Standards Board） 
IBNR 既発生未報告保険

（incurred but not reported） 
ICFR 財務報告に係る内部統制

（internal control over financial reporting） 
IFRS 国際財務報告基準（International Financial 

Reporting Standard） 

略語 用語

IM 投資運用（investment  management） 
IPO 新規株式公開（initial public offering） 
LLC 有限責任会社（limited liability company） 
M&A 合併・買収（merger and acquisition） 
MD&A 経営者の検討および分析（Management’s 

Discussion & Analysis） 
NAIC 全米保険監督官協会（National Association of 

Insurance Commissioners） 
NAV 純資産価値（net asset value） 
OCA SEC主任会計官局（SEC’s Office of the Chief 

Accountant） 
OCI その他の包括利益

（other comprehensive income） 
OCIE SEC法令遵守調査・検査局（SEC’s Office of 

Compliance Inspections and Examinations） 
ORSA リスク及びソルベンシーの自己評価

（Own Risk and Solvency Assessment） 
PBR 原則主義方式の準備金積立

（principles-based  reserving） 
PCAOB 公開会社会計監督委員会（Public Company 

Accounting Oversight Board） 
PCC 非公開会社評議会（Private Company 

Council） 
PCD 購入した信用悪化

（purchased  credit-deteriorated） 
PEO 主要経営責任者（principal executive officer） 
REIT 不動産投資信託（real estate investment trust） 
ROU 使用権（right of use） 
SAB SEC職員会計公報 

（SEC Staff Accounting Bulletin） 
SEC 米国証券取引委員会

（Securities and Exchange Commission） 
SIFMA 米国証券業金融市場協会（Securities Industry 

and Financial Markets Association） 
SSAP NAICの監督会計原則ステートメント（NAIC 

Statement of Statutory Accounting 
Principles） 

TIS テクニカル質問サービス

（Technical Inquiry Service） 
TRG 収益認識に関するFASB・IASB合同の移行リ 

ソース・グループ（FASB-IASB joint revenue 
recognition transition resource group） 

U.S. GAAP 米国において一般に公正妥当と認められる会計

原則（United States generally accepted 
accounting principles） 

VIE 変動持分事業体（variable interest entity） 
XBRL 拡張可能な事業報告言語

（eXtensible Business Reporting Language） 
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以下は、本刊行物において言及された法律の略称の一覧です。

ドッド・フランク法（Dodd-Frank Act） ドッド・フランク・ウォール街改革・消費者保護法

 （The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act） 

FAST法（FAST Act）  アメリカ陸上交通修復法（Fixing America’s Surface Transportation Act） 

証券法（Securities Act）   1933年証券法（Securities Act of 1933） 

略語 法律名

証券取引法（Exchange Act）     1934 年証券取引法（Securities Exchange Act of 1934） 

JOBS法（JOBS Act）   新規産業活性化法（Jumpstart Our Business Startups Act） 
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付録 C — その他の資料 
デロイトの刊行物

デロイトのその他の業界関連刊行物のお受け取りをご希望の方は、ウェブサイト（www.deloitte.com/us/subscriptions）でご購

読の登録が必要です。選択した業界に関する刊行物のほか、ご希望のその他のデロイトの刊行物やウェブキャストのご案内を

電子メールでお送りします。

Dbriefs 
デロイトはウェブキャスト「Dbriefs」も提供しています。このウェブキャストは、デロイトのプロフェッショナルと業界スペシャリスト

が、貴社のビジネスに影響を与える重要な問題を討議するのが特色です。幹部レベルの視聴者を対象とする「Dbriefs」は、貴社

の継続的な専門教育を支え、その目的に即したタイムリーな内容をお届けするインタラクティブで利便性の高いプログラムです。

「Dbriefs」の詳細については、こちらのウェブサイト（www.deloitte.com/us/dbriefs）をご参照ください。 

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: Deloitte Accounting Research Tool と呼ばれるこのライブラリーには、デロイトの会計処理マニュア

ル、SECマニュアル、その他の会計やSECの解釈ガイダンスのみならず、FASB、EITF、AICPA、PCAOB、IASB、SECの資料

などがございます。

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検索できます。Technical Libraryのご登録者には、ライブラ 
リーへの最新の追加情報を取り上げる週報Technically Speakingもお送りします。詳しい登録方法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）をご参照ください。 

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、米国会計基準に重点を置いた、会計に関するニュース、情

報や刊行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会計基準コディ

フィケーション™のアップデートのほか、PCAOB、AICPA、SEC、IASB、IFRS解釈指針委員会など、FASB以外の米国会計基準

の設定主体と国際会計基準の設定主体、規制当局の最新動向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！

本資料に掲載されているのは一般的な情報のみであり、デロイトは、本資料により会計、ビジネス、金融、投資、法務、税務またはその他の専門的助言もしくはサービスを提供するものではありません。

本資料はかかる専門的アドバイスまたはサービスに代替するものではなく、また貴社の事業に影響を及ぼす可能性のある一切の決定もしくは行為の基礎として利用されるべきではありません。貴社の事

業に影響を及ぼす可能性のある一切の決定または行為を行う前に、必ず資格のある専門家のアドバイスを受ける必要があります。 

デロイトは、本資料に依拠した利用者が被った損失について一切責任を負わないものとします。

Copyright © 2016 Deloitte Development LLC. All rights reserved. 
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