
は じ め に

国際会計基準審議会（IASB）は，昨年11月

に公開草案ED10号「連結財務諸表」（以下

「公開草案」という）を公表している。当公開

草案の目的は，現行の IAS27号「連結財務諸

表及び個別財務諸表」とSIC12号「連結－特

別目的事業体」に代えて，新たな連結規定につ

いての単一の IFRSを設け，事業体の支配の

定義を明確化するとともに適用上の論点を取り

扱い，連結及び非連結事業体についての開示を

拡大することである。

公開草案の内容は，IASBが2003年６月に開

始した連結プロジェクトにおいて検討されてき

たものであるが，金融危機や金融安定化フォー

ラムの勧告に対応して作業を加速化し公表され

た。なお，IASBは別のプロジェクトで金融商

品の認識の中止を検討しており，その内容が本

公開草案で扱っている仕組事業体（structured

 

entity）と密接に関連するため，当初同時に公

開草案を公表することを予定していたが，連結

基準の改訂に対する多くの関係者からの要望に

対応し今回の公表にいたっている。

背 景

従来から，企業すなわち報告事業体が他の事

業体を連結するときの判定は「支配」によってい

る。現行の IAS27号はその支配を「他の事業体

の活動からの便益を獲得するための財務および

営業の方針を統治する力」として定義している。

一方，特別目的事業体（SPE）についての

支配の判定は困難であるため，SIC12号が別途，

連結すべき時点についての指標を示している。

SIC12号では，表１の指標により誰が便益を受

けているか，誰がリスクを負担しているのかが

分析され，SPEの支配の推定が行われる。し

かし，当該指標ではリスクと経済価値に重点が

置かれるため，支配に重点を置く IAS27号と
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実質的に，その企業は，SPEの事業活動からの便益を得るために，SPE又はその資産

に関連した残余価値又は所有リスクの大半を負っている。

⒟残余価値又は

所有リスク

実質的に，企業はSPEの便益の大半を獲得する権利をもつゆえにSPEの事業活動に

伴うリスクに晒されている。

⒞便益とリスク

実質的に，企業はSPEの事業活動の便益の大半を獲得するための意思決定の権限を保

有し，又は「自動操縦」の仕組みを設定することによって企業はこの意思決定の権限を

委託している。

⒝意思決定

実質的に，SPEの事業活動が企業の特定の事業上の必要に従ってその企業のために行

われ，それにより企業はSPEの事業運営から便益を受けている。

⒜事業活動

〔表１〕 SIC12号におけるSPEの支配についての指標
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２



の不整合が生じていた。また，SIC12号では

SPEを限定的で明確に定義された目的を有す

る事業体と定義しているが，この定義だけでは

IAS27号と SIC12号のいずれが適用されるかの

判断が困難なため，SPEの連結の実務が多様

化し比較可能性が失われることが懸念された。

支配の定義

⑴ 定 義

公開草案は，IAS27号の支配の定義とSIC12

号の支配の指標に代え，支配を「報告事業体が

自己のリターンを生成するために，他の事業体

の活動を指揮する力を有している場合に当該他

の事業体を支配している」と定義している

（para.4）。

また，財務及び営業活動を統治する力は様々

な形態により保有されており，議決権の保有，

オプションあるいは転換債，契約，あるいはこ

れらの結合，あるいは報告事業体の便益のため

に活動を指揮する能力を有する代理人を有する

など多くの方法で力を達成されるとしている。

（para.8,9）。一方，報告事業体は，他の事業体の

活動を指揮するために力を行使した実績がなく

てもよいとされている（para.8）。これには，受

動的な支配株主やオプションなどの潜在的な議

決権の保有者が含まれる（para.BC47,BC48)。

⑵ リターン

公開草案は，支配とは他の事業体から便益を

獲得する力をもたらすという IAS27号の支配

の概念を維持しているが，「便益（benefit）」

に代え「リターン（return）」という用語を使

用した。これは便益が正のリターンのみを意味

していると解釈されがちなため，リターンとい

う用語の方が，報告事業体が正または負のリタ

ーンを獲得することを明確にするからである

（para.10）。

支配の評価

⑴ 支配の評価の視点

支配の評価においては，力とリターンを同時

に検討し，リターンに影響を与えるために力を

どのように使用できるのかを検討しなければな

らない（para.12）。これは，企業は自己の便

益のために力を使用することになるため，リタ

ーンと力がリンクしており，支配は力だけでな

く，その力から便益を得る能力が含まれている

ことを意味している。

そして，支配の評価にあたっては，すべての

事実と状況を検討しなければならないとしてい

る（para.14）。事実と状況の検討においては，

継続して支配の評価を行うこと（para.15），

関連する契約のすべての条件を検討すること

（para.17），関連する契約を含めた他の事業体

に関与することから得られるリターンを評価す

ること（para.19），そして他の事業体を指揮

する力を評価すること（para.21）の４つの視

点があげられている。

⑵ 他の事業体を指揮する力の評価

上記の４番目の視点である他の事業体を指揮

する力を評価にあたっては，議決権またはその

他の契約による事業体の活動を指揮する力と，

仕組事業体の活動を指揮する力に分けて支配の

評価が行われる（para.21）。

① 議決権またはその他の契約による事業体の

支配の評価

報告事業体は，表２（次頁）に該当する場合

に他の事業体の戦略的な営業及び財務の方針を

決定できるならば他の事業体の活動を指揮する

力を有している。

② 仕組事業体の支配の評価

公開草案は「仕組事業体」という用語を新た

に導入した。仕組事業体は，SIC12号における

SPEと類似の特徴を有するものであるが，上

記の支配の評価においてその活動が指揮されて
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いないと判断された範囲に活動が制限されてい

る事業体と定義しており（para.30），これは

活動が議決権等によって指揮されていない事業

体を指している。

仕組事業体については，当該事業体の活動か

らのリターンの配分方法や当該リターンに影響

を与える意思決定方法の確認が必要であるため，

表３に示した事実や状況の検討が必要とされる。

なお，公開草案の過程で，仕組事業体の活動

を指示する力を有していなくても，特定の水準

の変動リターンに晒されている場合について当

該事業体を連結することを「フォール・バック

テスト」として適用することも検討されたが，

公開草案では提案されていない。この点は，リ

ターンのみをみるのではなく，力とリターンの

両側面から支配を検討する観点から結論されて

いるのではないかと考えられる。

開 示

公開草案は，特に非支配持分の影響に関連し

て連結事業体の開示規定の拡大を提案している。

これに加え，世界的な金融危機により，報告事

業体が支配していない仕組事業体の性質，関連

するリスク，報告事業体の関与についての開示

の改善についての必要性が注目されている。こ

のような開示はオフバランス活動についての情

報とされているもので，以下の開示が要求され

る（para.48）。

・支配の基礎及び関連する会計上の取扱い

・非支配持分が，グループの活動に対して有し

ている持分

・子会社によって保有されている資産，負債に

ついての制限の性質

・報告事業体が支配はしていないが関与してい

る仕組事業体の性質とリスク

・支配の喪失とはならない子会社への所有持分

の変動についての会計上の取扱い

・報告事業体が報告期間中に支配を失った場合

の会計上の取扱い

米国基準とのコンバージェンス

連結プロジェクトは IASBとFASBにおい

て，コンバージェンスを目的としたMoU項目

となっており，FASBもFAS140号「金融資

産の譲渡及びサービス業務並びに負債の消滅の

認識に関する会計処理」及びFIN46R「変動持

分事業体の連結」を修正する公開草案を2008年

９月に公表している。FIN46Rの改訂では，リ

スク経済価値モデルから支配を基礎としたモデ

ルへ変動持分事業体の連結の基準を移行するこ

とが検討されている。

また，FAS140号及びFIN46の改訂の検討が

完了するまでの間，FASBはFASBスタッフ

見解として，2008年12月に連結及び非連結の変

〔表２〕 議決権またはその他の契約による事業体の支配

議決権の過半数によ

り活動を指揮する力

（para.23-25）

議決権により事業体の統治機関の構成委員の選任，解任が決定されるならば，議決

権の過半数を保有する報告事業体が統治機関を支配し，その活動を指揮する力を有

している。

しかし，過半数の議決権を保有する報告事業体が他の事業体の活動を指揮する力が

ない場合もある。これは，法律上の規定，定款あるいは契約による制限等による

議決権の過半数なく

活動を指揮する力

（para.26-29）

議決権の過半数がなくても，以下の場合には活動を指揮する力がある。

●他のいかなる当事者より多くの議決権を保有している。

●事業体の営業及び財務方針を決定する能力を与えるほど十分な議決権を保有して

いる。

例えば，報告事業体が議決権を有する支配的株主であり，全ての他の株主が分散し

ておりかつ議決権行使にあたり積極的に共同するように組織化されていない場合な

どがあげられる。
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動持分事業体についての追加的な開示の規定を

公表している。

現段階では IASBとFASBは共同で作業は

していないが，プロジェクトの進捗に応じて情

報交換を行っており，両審議会ともに仕組事業

体について類似した支配を基礎とした連結規定

と開示規定を導入することを提案している

（para.BC153-BC155）。

お わ り に

サブプライム住宅ローンに関連した金融機関

の巨額な損失の発生により，現行のSPEに関

わる連結基準や開示についての見直しが課題と

なっている。特に，非常に大きなリスクを抱え

ているSPEへの企業の関与について透明性が

欠けていることについての懸念が関係者の間で

高まっている。

このような状況を背景に，公開草案は取引の

オフバランス化などのストラクチャリングの機

会を抑制し透明性の高い情報を提供することを

目的として公表されている。そこでは，従来の

連結の支配の概念をより強調し支配を力とリタ

ーンの両方により基礎付けた上で，対象となる

事実と状況を確認し力とリターンを保有する者

を識別していくことにより支配の分析を行うも

のであり，より実態に即した判断を要求するも

のである。このようなアプローチが実務で機能

するのか，また仕組事業体の実態についての開

示の透明性の向上につながるのか今後の議論の

動向が注目される。

他の当事者の代理人と

して活動しているか，

他の当事者が代理人と

して活動している場合

（Para.B3-B7）

代理人が，事業体の営業及び財務活動に関連する意思決定を行う場合には，活動

を指揮している能力があるかもしれない。

しかし，本人の利益のために行動することを規定する契約，法律または信託上の

責任等により統治されている場合には，本人のためにリターンを生成するために

委任された意思決定能力を使用しているとみられ，本人が活動を指揮していると

みられる。その判断にあたっては，代理人の解任権の内容，代理人の報酬形態を

検討する必要がある。

関 連 す る 契 約

（para.37）

報告事業体が，仕組事業体を設立し，自己の固定金利債権を現金で購入し，当該

債権の回収を行い仕組事業体の投資者にパススルーする場合がある。特定期間以

上延滞している債権が報告事業体に返却される場合，他の事実がないかぎり報告

事業体は当該仕組事業体を支配している。

制限または事前に決定

された営業，財務の方

針を変更する能力

（para.38）

事業体を解散したり，その定款，規則を変更する能力によりその活動を指揮する

力を有している場合などがあげられる。

仕組事業体への関与か

ら の リ タ ー ン

（para.33）

報告事業体は，仕組事業体にとって潜在的に重要で，かつ他のいかなる当事者よ

りもエクスポージャーが大きい場合に，活動を指揮しているとみなされる可能性

が多い。

仕組事業体の活動

（para.34-36）

状況が変化し事象が生じたときに行動する報告事業体の能力は，報告事業体のリ

ターンを変動させる活動に関連している場合，力を形成している。見込まれる事

象または状況に対応してとられる行動をあらかじめ特定した戦略的営業または財

務の方針により，仕組事業体は指揮されていることがある。

報告事業体は，自己の現在の活動の一部を行うために組成された仕組事業体を支

配していることが多い。

仕組事業体の目的及び

計画（para.32）

検討内容事実と状況

〔表３〕 仕組事業体の支配の評価

企業会計 2009 Vol.61 No.3( )459

７


