
は じ め に

米国ではFAS141号R「企業結合」（以下

「FAS141号R」という）が2007年に公表され，

2008年12月15日以降開始する事業年度から適用

される。FAS141号Rの公表後，その企業結合

時の偶発事象の取扱いについて作成者側から懸

念が示されてきた。このため，米国財務会計基

準審議会（FASB）は，昨年12月にFASBス

タッフ見解FAS141R-a「偶発事象から生じる

企業結合において取得した資産及び引受けた債

務についての会計処理」（以下「FSP FAS141R

-a」という）を公表し，FAS141号Rの改訂案

を示している。今回は，FSP FAS141R-aにお

ける企業結合時の偶発事象の取扱いの論点につ

いて解説することとしたい。

当初認識及び測定

FAS141号Rでは，取得企業は契約に関連す

る偶発事象（契約上の偶発事象）から生じる取

得した資産または引受けた負債のすべてを取得

日で認識し，取得日の公正価値で測定すること

を要求している（FAS141号 R,para.23⒜)。

そして，それ以外のすべての偶発事象（非契約

上の偶発事象）は，取得日において当該偶発事

象が概念書６号で定義される資産または負債を

生じさせる可能性が，生じさせない可能性より

も高いか（more likely than not）どうかの判

断が企業に要求されている（図表１）。

もし，資産または負債を生じさせる可能性の

方が高いならば，非契約上の偶発事象から生じ

る資産または負債は当該時点で認識され，取得

日の公正価値で測定される。それ以外の場合は，

資産または負債を認識せず，場合によっては偶

発事象の一般的な会計処理を取り扱うFAS5号

「偶発事象の会計処理」など他の会計基準で会

計処理することを要求している（FAS141号 R,

para.23⒝）。

取得日において当該偶発事象が概念書６号で

定義される資産または負債を生じさせる可能性
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〔図表１〕 FAS141号Rの企業結合時の偶発事象の認識，測定の取扱い

契約上の偶発事象 取得日の公正価値で測定する。

非契約上の

偶発事象

資産または負債を生じさせる可能性が生じさせない

可能性よりも高い場合

取得日の公正価値で測定する。

資産または負債を生じさせる可能性が生じさせない

可能性より低い場合

原則として資産，負債は認識され

ない。

１

２



が，生じさせない可能性よりも高いか（more
 

likely than not）どうかの判断についての蓋然

性の要件は，特に非契約上の偶発事象の不確実

性についての実務上の判断に資するように

FAS141号Rにおいて追加されたものだった

（FSP FAS141R-a,para.C4）。これは，上記の

要件を満たさない非契約上の資産，負債の測定

が困難であり，また測定の信頼性について

FASBが懸念を抱いていたからで，この要件

を満たさない資産，負債を取得日において測定，

認識すべきでないと決定していた（FAS141号

R para.B271,FSP FAS141R-a,para.C5）。す

なわち，発生する可能性が50％を超過すれば偶

発事象から生じる資産，負債を公正価値で認識，

測定され，それ以外については原則として資産，

負債は認識測定されないこととされた。

しかし，新たに設けられた蓋然性の要件につ

いて，財務諸表作成者や弁護士から，負債が概

念書６号の下において存在している可能性が，

存在していない可能性よりも高いことについて，

独立監査人に対し情報が提供されることについ

て懸念を示した。すなわち，弁護士は，もしこ

のような要件を満たしているために負債が認識

されれば，取得企業は，非を認めたととらえら

れのではないかと指摘している。米国弁護士協

会の「監査人の情報要請に対する法律家の対応

に関する綱領」においても，このような判断に

ついてのコメントをすることが要求されておら

ず，顧客がこのような場合に負債を負っている

可能性が，負っていない可能性よりも高いとい

う監査証拠を提供できないと主張した（FSP
 

FAS141R-a,para.C7）。

このため，FASBは，FAS５号を独自に再

検討することによって，あるいは国際会計基準

審議会（IASB）が実施している IAS37号

「引当金，偶発負債及び偶発資産」のプロジェ

クトに参加することによって，すべての偶発事

象についての会計処理を別途取り扱うかを決定

するまで，このような蓋然性の要件を設けてい

ない改訂以前のFAS141号の指針と類似したモ

デルを採用する方向で検討を進めている

（FSP FAS141R-a,para.C10）。

具体的には，FSP FAS141R-aでは偶発事象

から生じる資産，負債の取得日の公正価値が，

測定期間において合理的に決定できるならば，

資産，負債は公正価値を基礎として取得日で認

識しなければならないとされている（FSP
 

FAS141R-a,para.B1）。一方，公正価値が合理

的に決定できない場合には，原則として負債に

ついてはFAS５号及びFASB解釈指針14号

「損失の金額についての合理的な見積」により

認識し，資産についても同様の金額で認識され

る（FSP FAS141R-a,para.7,B1）。具体的に

は，図表２のとおり整理することができる。

事後の認識及び測定

⑴ 取得日で公正価値により測定される資産，

負債についての事後の認識及び測定

一方，FSP FAS141R-aは，公正価値で認識

される偶発事象から生じる資産及び負債につい

ての事後の認識及び測定については，FAS141

号Rの規定を引き継いでいる。

改訂前のFAS141号は取得日で公正価値によ

り認識，測定された資産及び負債の事後測定及

び会計上の指針を取り扱っていなかった。とこ

ろが，企業結合後の期間において，FAS５号

がFAS141号Rにより取得日に公正価値で認

〔図表２〕 FSP FAS141R-aにおける偶発事象から生じる資産，負債の資産，負債の取得日の公正価値測

定の取扱い

公正価値が，測定期間において合理的に決定できる場合 FAS157号「公正価値測定」により測定。

公正価値が，測定期間において合理的に決定できない場合 企業結合以外の通常の偶発事象と同様に取扱う。
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識される偶発事象から生じる資産及び負債に適

用されると，両基準の認識，測定の規定の相違

により当該期間において即時に利得及び損失が

認識される可能性がある。このため，取得日に

おいて公正価値で認識される偶発事象から生じ

る資産及び負債についての事後測定及び会計処

理を取り扱う必要があった（FSP FAS141R-

a,para.C14）。

一方，FAS141号Rにおいて既にFASBは

取得日において認識された偶発事象についての

資産及び負債が公正価値でその後測定されると，

企業結合以外で取得されたその他の類似の資産

及び負債と異なる結果を生じさせ財務報告の理

解を困難にするため，公正価値で測定すること

を要求しないこととした（FSP FAS141R-a,

para.C15）。

このことから，偶発事象についての可能性の

ある結果についての新たな情報がないかぎり，

取得日の公正価値で取得日において認識された

偶発事象から生じる資産，負債を継続的に計上

することにした。なお，新たな情報が入手され

た場合には，取得企業は以下のように当該情報

を評価し，資産及び負債を測定する。

ａ 負債は以下のいずれか高い金額で測定さ

れる。

①取得日の公正価値，あるいは

②FAS５号を適用した場合に認識される

金額

ｂ 資産は以下のいずれか低い金額で測定さ

れる。

①取得日の公正価値，あるいは

②将来の決済金額の最善の見積（FSP
 

FAS141R-a,para.C15）

このように，FAS141号Rは取得日における

報告の改善とFAS５号の既存の規定の事後測

定についての実務的な解決方法を提供しており

（FSP FAS141R-a, para.C16），企業結合時の

取得法による公正価値による測定と，取得日以

降の偶発事象の会計処理の調整が図られており，

この点はFSP FAS141R-aでは変更されてい

ない。

⑵ 偶発事象による資産，負債の認識の中止

一方，FAS141号Rの公表後，偶発事象が長

期にわたり解決する場合，あるいは取得企業が

TOPICS

当該記載がされて以降最初に提出される監査報告

書等の内容をも勘案することを明確にするため，

上場管理等に関するガイドラインの一部改正を行

うものである。

なお，監査報告書等により財務諸表等が適正と

言い難いこと（必要な監査手続きが実施できない

ことによる場合を含む）が判明した場合等，速や

かに上場廃止すべき特段の事情が認められる場合

は，この限りではない，としている。

東京証券取引所では，上場管理等に関するガイ

ドラインの一部改正を行い，２月27日から施行す

ることを発表した。主な内容は以下のとおりであ

る。

監査報告書又は四半期レビュー報告書（以下

「監査報告書等」という）において意見不表明が

記載された場合の上場廃止基準に係る影響の重大

性の審査に関して，四半期報告制度の導入以降の

状況等に鑑み，当該記載がもっぱら継続企業の前

提を理由とするものであると認められるときは，

東証，上場管理等に関するガイドラインを一部改正
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偶発事象の対象となる事項の解消が将来的に要

求されておらず，取消または期限切れとなるこ

ともないと考えられ偶発事象の明確な解決が欠

けているような場合についての事後測定や会計

上の指針について財務諸表作成者及び監査人か

ら懸念が示されていた（FSP FAS141R-a,

para.C18）。

これは，FAS141号Rでは，負債が完全に清

算されあるいは義務が取消され，あるいは期限

切れとなるまで取得日の公正価値以下に偶発事

象から生じた企業結合における取得した資産，

引受けた負債を減少させることが認められてい

ないからである（FSP FAS141R-a,para.

C18）。

これに対し，FSP FAS141R-aは，もし取得

企業が長期的にリスクから解放されず，長期的

にその義務の履行を行われないならば，取得日

の公正価値で偶発事象からの負債を継続的に認

識するが，それは⒜偶発事象の可能性のある結

果についての新しい情報が獲得され，当該義務

が強制されることがほとんどなくなることが示

される（すなわち，履行が見込まれない）よう

になった，⒝取得企業が負債を清算した，ある

いは⒞決済される義務が取消されたか期限切れ

となるまで，とされた。これらの条件のいずれ

かが満たされれば，取得企業は負債の認識の中

止を行うこととされた（FSP FAS141R-a,

para.20,para.C20）。

お わ り に

FSP FAS141R-aにより提案された企業結合

における取得時における偶発事象から生じる資

産，負債の認識，測定及び事後の認識測定の取

扱いは，国際財務報告基準における IFRS３号

「企業結合」等と概ね一致したものとなった

（FSP FAS141R-a,para.C29，C30).

なお，FAS141号Rは，2008年12月15日以後

開始する事業年度から適用されることになって

おり，実質的には2009年から適用されるため，

FSP FAS141R-aは近々公表される見込みであ

る。

一方，わが国では昨年12月に「企業結合に関

する会計基準」等が改正されているが，偶発事

象から生じる資産，負債の認識，測定について

は取り扱われていない。本稿で解説したように，

当該資産，負債の認識においては，公正価値の

測定の実務適用上の論点や，事後の認識，測定

の会計処理を含めて会計基準を整備する必要が

あり，今後の課題であると考えられる。

さらに，上記でも触れたが，IASBは企業結

合時の偶発事象から生じる資産，負債の会計処

理と企業結合以外の取引から生じる偶発事象に

関連する資産，負債の会計処理の整合性につい

てのプロジェクトにも取り組んでおり，今後の

偶発事象から生じる資産，負債の議論の動向に

ついても注目される。
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