
は じ め に

2009年６月に，米国財務会計基準審議会

（FASB）は，SFAS166号「金融資産の譲渡に

つ い て の 会 計 SFAS140号 の 改 訂」，

SFAS167号「FIN46号Rの改訂」の２つの新

基準書を公表した。

前者は，金融資産の認識の中止を扱っていた

SFAS140号「金融資産の譲渡及びサービス業

務並びに負債の消滅に関する会計処理－FASB

基準書第125号の改訂－」を改訂するものであ

り，後者は議決権により支配的財務持分を有す

る者が識別されない変動持分事業体（VIE）の

連結指針を扱っている FASB解 釈指針

（FIN）46「変動持分事業体の連結－ARB51号

の解釈」（FIN46号R）を改訂するものである。

これらの新基準書の公表の背景には，

SFAS140号公表後，実務が進歩し当初の意図

と整合しなくなり改訂が必要になってきたこと

や，金融危機を経て多くの利用者から従来の基

準によりオフバランス化された金融資産の多く

が本来譲渡人の財務諸表に計上すべきではなか

という懸念が示されたことなどが考えられる。

また，このような金融資産は，特別目的事業体

（SPE）へ譲渡されることにより認識の中止が

行われることから，このようなSPEを連結す

るかどうかは金融資産の認識の中止と密接に関

連している。このため，SFAS167号の公表に

伴いVIEの連結を取り扱ったFIN46号Rの改

訂も同時に行われた。

本稿では，金融資産の認識の中止，変動持分

事業体の連結を関連付けて今回の基準の改訂の

概要を解説していくことにしたい。なお，国際

会計基準審議会（IASB）は，同一項目を扱っ

た公開草案ED10号「連結財務諸表」及び「認

識の中止 IAS39号及び IFRS7号の改訂案」を

公表しており，同公開草案との関係についても

最後に触れることにしたい。

金融資産の譲渡の会計処理

⑴ S FAS 140号の問題点

FASBは，SFAS140号の改訂プロジェクト

において，適格特別事業体（QSPE）の条件を

明確化するよう検討を行ってきたが，かかる事

業体に対して限定された意思決定パワーしか有

していないことを要求するQSPEの条件を実

務上，適用することが難しく，これに対応した

実行可能な指針の設定に苦慮していた。一方，

このQSPEの概念は，国際財務報告基準

（IFRS）においては存在していない。このた

め，FASBは米国基準からQSPEの概念を削

除するととも，法的隔離及び譲渡金融資産への

譲渡人の継続的関与に着目して，現行の

SFAS140号の改訂を行うこととした。
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⑵ QS PE の概念の削除

① QSPEとは

QSPEの概念は，金融資産の譲渡先である

特別目的事業体などの証券化の導管体（vehi-

cle）が特定の条件を満たす受動的事業体とみ

なされる場合，譲渡された金融資産の認識の中

止を譲渡人である企業に許容するために導入さ

れたものである。

当該特定の条件とは，事業体がもっぱら受動

的金融資産しか保有しておらず，事業体の活動

が，設立または受益持分（beneficial interest）

創設の法的文書においてすべて特定されており，

かつ著しく制限することが規定されていること

である。しかし，実務上，当該事業体が保有す

る金融資産が本当に受動的であることは少なく，

また当該金融資産についての意思決定がされな

いことも少なくないため，これらの条件が実務

上達成されにくいことがわかってきた。このた

め，FASBは会計上の指針からQSPEの概念

を除外することを決定した。なお，従来の

FIN46号Rの下でも，QSPEであれば連結か

ら除外されてきた。

② QSPE概念削除による影響

QSPE概念の除外に関連してもっとも留意

すべき点は，従来，QSPEとして連結から除

外されていた事業体にFIN46号Rのすべての

規定が課されることで，当該事業体への変動持

分保有者が主たる受益者（primary benefici-

ary）となっているかどうかの分析が必要とさ

れることである。これにより，従来，連結から

除外されていた多くの事業体が連結される必要

とされる可能性が出てきた。

⑶ 会計単位：参加持分の概念

① 金融資産の一部分の譲渡の会計単位

SFAS166号は，金融資産の一部分が譲渡さ

れる場合に，売却処理を適用できる状況を縮小

した。その結果，⑴個々の金融資産または全体

としての金融資産のグループ，⑵参加持分

（participating interest）の譲渡（個々の金融

資産の適格部分）に限定して，売却処理するこ

とができるとした。個々の金融資産の一部の譲

渡が参加持分の定義を満たさない場合，売却処

理はされず譲渡人及び譲受人は担保付借入とし

て会計処理される。

従来，SFAS140号が不可分持分（undivid-

ed interest）という用語を使用しており，これ

が一般的に金融資産の一部分と解釈されており，

売却された部分がSPEの特定されたキャッシ

ュ・フローを受取る権利を示しているときに，

不可分持分に関連する収益認識がされると解釈

されていた。しかし，不可分持分という用語が

実務において様々に適用されていることを考慮

しFASBは不可分持分を削除し，金融資産の

一部分の譲渡を記述する新しい用語である参加

持分を定義した。

② 参加持分の概念

SFAS166号では，参加持分は以下の特徴を

有するとされている。

ａ 個々の金融資産全体についての比例所有持

分

ｂ 個々の金融資産全体から受取るすべてのキ

ャッシュ・フローは，サービサーへ報酬とし

て配分するものを除き，個々の保有者の所有

割合に比例して参加持分保有者間で分割され

る。なお，譲渡人が受取る金額が，サービス

の報酬として支払われるものであれば（例：

サービシング，オリジネーション及びアレン

ジメント手数料），除外される。ただし譲渡

人が劣後者ではなく，一般にサービスサーが

市場で公正な報酬を要求する金額を著しく上

回っていない場合に限られる。

ｃ 個々の参加持分保有者の権利に同一の順位

が与えられており，参加持分保有者はお互い

に劣後しない。いかなる持分保有者も他の持

分保有者に先立ち，参加権として契約の権利

上，現金を受取ることはできない。またすべ

ての参加持分保有者は，譲渡人またはその他

の参加持分保有者に対して，標準的な表明及

び保証，サービシング，事務的義務等を除き，
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その他のいかなる求償も行うことはできない。

ｄ いかなる当事者も，すべての参加持分保有

者が同意しないかぎり，金融資産全体を担保

提供したり，交換する権利を有していない。

⑷ 認識中止の要件

SFAS166号は，譲渡が売却処理として適格

であるか否かの判断についてのSFAS140号９

項の認識の中止の３要件を，以下の点において

修正している。

① 法的隔離の要件（SFAS140号９⒜項）

金融資産の認識の中止を行うために，従来か

ら譲渡人から当該金融資産が法的隔離されてい

なければならないとされてきたが，その分析に

あたり以下の２点が改訂された。

ａ 金融資産が，譲渡人からだけではなく，連

結上の関連会社からも隔離されていることが

明確化された。ただし，特定の倒産隔離関連

会社は除かれる。

ｂ 譲渡時に契約されていなくても，譲渡に関

連して行われる契約の検討を要求する。

新しい指針では，金融資産の譲渡が法律的な

真正売買か否かは，会計上の判断ではなく法律

上の判断であるとしている。真正売買について

の法的な意見は，譲渡された金融資産が譲渡人

から法的に隔離されていることを裏付けるもの

である。しかしながら，譲渡金融資産が譲渡人

の破産財産に組入れられるならば，当該金融資

産は隔離されているとはみなされない。したが

って，非連結についての法的意見には，譲渡人

の破産財産への実質的な組入れがおこらないこ

とを確認することが要求される。

② 譲受人の譲受資産に対する権利の制約要件

（SFAS140号９⒝項）

金融資産の認識の中止を行うために，従来か

ら原則として譲受人の譲受資産に対する権利が

制約されてはいけないとされてきたが，その分

析にあたり以下の２点が改訂された。

ａ QSPE（現行の指針は譲受人がQSPEと

みなされる場合この制約要件のテストの免除

を認めている）の概念が削除された。

ｂ 譲受人が証券化またはアセットバック金融

契約に関連するSPEである場合，受益持分

を担保提供あるいは交換する受益権保有者の

能力を検討するための調査規定を追加した。

③ 譲受人の有効な支配の要件（SFAS140号

９⒞項）

金融資産の認識の中止を行うために，従来か

ら譲渡人による譲渡資産に対する有効な支配が

あってはいけないとされてきたが，その分析に

あたり以下の２点が改訂された。

ａ 譲渡された金融資産と譲渡人の関係及び証

券化金融商品における受益持分所有者の関係

を考慮する。

ｂ 譲渡人は，譲渡された金融資産または１単

位として認識の中止において評価される金融

資産またはそのグループの全部または一部に

ついて有効な支配を維持している場合，当該

金融資産の譲渡を売却として会計処理すべき

でない。

なお，譲渡に関連するすべての契約は，同時

に契約されたもの，あるいは当該譲渡を考慮し

て契約されたものを含め，譲渡について売却処

理が適格かどうかの判断に考慮する。

⑸ 売却タイプの譲渡についての会計

従来，金融資産の売却で受取られた収入には，

現金，デリバティブ，サービス資産あるいは譲

渡された資産の持分ではないその他の資産しか

含められなかったが，譲渡された金融資産の受

益持分も，SFAS166号では金融資産の売却収

入の一部とみなされる。

この場合，売却処理として条件を満たす個々

の金融資産の全体または金融資産のグループ全

体の譲渡において，譲渡人は自ら保有する受益

持分を認識し公正価値で測定される。これに対

し，従来のFAS140号は比較公正価値計算を使

用して売却部分と留保部分に，譲渡資産の帳簿

価額を譲渡日における公正価値の比率で配分し，

譲渡資産における受益持分を認識することを譲
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渡人に要求していた。ただし，上記の参加持分

の売却については，売却とみなされない金融資

産の部分を測定するための，SFAS140号で規

定されている比較公正価値計算の使用が新基準

の下でも要求される。

変動持分事業体の連結

⑴ QS PE の概念の削除に伴う変動持分事

業体の連結への影響

2003年に公表されたFIN46号Rは，支配的

財務持分を有している当事者が議決権のみでは

識別されない特定の事業体の連結上の取扱いを

明確化したものである。今回公表された

SFAS167号では，SFAS166号のQSPEの概念

の削除に伴いFIN46号Rが改訂されるととも

に，事業体がVIEであるかどうか，どの企業

が主たる受益者であるか，またその判断方法等

についてのFIN46号Rの適用法について改訂

が行われた。

⑵ S FAS 167号による主要な変更点

① QSPEの概念の削除

SFAS166号によるQSPEの概念の削除に整

合させて，SFAS167号はFIN46号Rから関連

するQSPEの範囲除外の規定を削除した。

QSPEの概念は，証券化導管が特定の条件を

満たす受動的事業体であるならば，証券化取引

において譲渡金融資産の認識の中止を認めるた

めに導入されたものであるが，SFAS166号か

らQSPEの概念が削除されたことに伴い，適

用日に存在するすべてのQSPEは，FAS167号

によって改訂されたFIN46号Rが適用される。

② サービス提供者あるいは意思決定者が変動

持分を有しているかどうかの判断

契約上の取決めが検討対象の事業体の変動持

分を表しているかどうかの判断は，引き続き重

要な論点である。報告企業が当該事業体に変動

持分を保有していないと判断されるならば，

FIN46号Rの連結モデルは適用されない。

FAS167号は契約上の取決めが変動持分を表し

ているのかの判断について改訂を行い，サービ

スまたは意思決定者契約が変動持分かどうか判

断する要件を変更した。

従来，FIN46号Rでは，サービス提供者は

様々な要件が適用されてきたが，そのサービス

契約が変動持分となっているかどうかにより意

思決定者かどうかが判断されてきた。FASB

は，SFAS167号の検討過程で，主たる受益者

の決定においてVIEの経済的業績に最も著し

く影響がある活動を指揮するパワーを有してい

るのが誰かを考慮して意思決定者を判断するの

で，伝統的信託タイプのサービスを事業体に提

供している企業が，主たる受益者とみなされる

ことを懸念した。これは，このようなサービス

提供企業がSPE等の事業体の成功に著しく影

響を与える決定を行う契約上の権利を有してい

るからである。

このため，FASBは，その役割が信託でな

いものと，信託であると区分する要件を再度考

案し，本質的に信託である契約上の取決めによ

り意思決定者またはその他サービス提供者に支

払われる手数料は，次の要件が満たされる場合，

変動持分でないとした。

ａ 手数料は，当該サービスを提供するための

報酬であり，要求される努力の水準に見合っ

たものである。

ｂ 手数料の実質的にすべてが，買掛金のよう

に通常の事業体の活動で発生する事業体の営

業上の負債と同一水準または優先している。

ｃ 意思決定者またはサービス提供者及び関連

当事者は（実質的な代理人を含む）は，個々

に，あるいは合計しても，事業体の予測損失

の僅少額以上に吸収したり，あるいは事業体

の予測残余リターン僅少額以上に受取ること

はない。

ｄ サービス契約が，第三者間取引価格で交渉

される類似のサービスについての契約に慣習

的に提示されている条項，条件，あるいは金

額を含むものである。
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ｅ 見込まれる手数料の総額が，VIEの見込

まれる経済的業績の総額に比較して僅少であ

る。

ｆ 見込まれる手数料は，事業体の見込まれる

経済的業績に関連する金額の変動性について

僅少な金額についてしか吸収しないことが予

想される。

③ 事業体がVIEであるかどうかの判断

ａ 事業体が活動を指揮するパワーの欠如

企業が変動持分を保有していると判断された

場合，事業体がVIEであるか否かを立証する

必要がある。VIEの特徴の１つは，リスクに

晒されている持分保有者が当該事業体について

の意思決定能力を欠いていることである。

SFAS167号は，リスクに晒されている持分金

融商品保有者が意思決定能力を欠いているかど

うかの分析を，主たる受益者の決定についての

質的な分析と関連付けた。この結果，リスクに

晒されている持分投資保有者が，グループとし

て事業体の経済的業績へ最も著しい影響を与え

る活動を指揮する議決権あるいは類似の権利に

よるパワーを欠いている場合に当該事業体は

VIEとなる。

リスクに晒されている持分投資保有者が，経

済的業績へ最も重要な影響を与える活動へのパ

ワーを欠いているかどうかの評価において，排

除権（kick-out right）（基準の目的上，解任

権のみが含まれ，清算権は含まれない）そして

参加権（participating right）は無視される。

ただし，それらの権利が１当事者（その関連当

事者及び実質的代理人を含む）によって行使可

能でかつ実質的である場合は除かれる。

ｂ VIEあるいは議決権事業体としての事業

体の地位の再検討

SFAS167号は，事業体のVIEとしての地位

についての事象を起因とする再検討の規定を従

来どおり設けているが，対象となる事象につい

て以下の改訂を行った。

ⅰ 問題ある負債リストラの例外の削除

従来，問題のある負債リストラは再検討のト

リガーから除外されていたが，問題のある負債

リストラも例外なく再検討のトリガーとした。

ⅱ 当初，VIEとみなされなかった事業体

当初，VIEとみなされなかった事業体につ

いて，事実及び状況の変化の結果，事業体の持

分投資保有者が，最も著しく経済的業績に影響

を与える事業体の活動を指揮するための議決権

または類似の権利を通じてパワーを失う場合，

当該事業体はVIEとなる。

④ VIEの主たる受益者の識別

ａ 識別要件

従来，変動持分保有者は，事業体の期待損失

の定量的分析を基礎として，VIEへの支配的

財務持分を有しているかどうかにより連結する

か否かを判断しなければならなかった。FASB

は，従来のモデルでの定量的分析を理解し，適

用しそして監査を行うことが困難であることに

ついての関係者の懸念に対応してモデルを変更

した。これは，定量的分析による事業体のリス

ク及び経済価値の評価の適用が首尾一貫せず，

支配の質的観点が把握されていなかったからで

ある。

これに対し，SFAS167号はVIEへの変動持

分を有している企業に，事業体への支配的財務

持分を保有しているかどうかを，質的に評価す

ることを要求した。企業は以下の２つの要件の

双方を満たす場合，支配的財務持分を保有して

いるとみなされ，当該事業体を連結する。

ⅰ パワー要件

VIEの経済的業績に最も著しく影響を与え

るVIEの活動を指揮するパワーを有している。

ⅱ 損失／便益要件

VIEへ潜在的に著しいVIEから損失を吸収

する義務，あるいは便益を受取る権利を有して

いる。

ｂ 識別要件の適用

企業がVIEについて支配的財務持分を有し

ているかどうかの検討において，VIEが創出

し，変動持分保有者にパススルーするリスクを

含めてVIEの目的及び計画を考慮しなければ
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ならないとされている。また，１つ以上の企業

が損失／便益要件を満たすことがあるかもしれ

ないが，１つの企業のみが，事業体の経済的業

績に最も著しく影響を与えるVIEの活動を指

揮するパワーを有するとしている。さらに，

SFAS167号は，VIEへの経済的持分が，事業

体の経済的業績へ最も著しく影響を与える

VIEの活動を指揮する明示的なパワーよりも

不釣合いに大きい状況については疑念が持たれ

るとし，このような経済的利益とパワーの不均

衡が増加するにつれ，企業がパワーを本当に有

していないといえるのかどうか疑問であるとし

ている。

お わ り に

当該項目は IASBとFASBが合意したコン

バージェンスについての覚書（MoU）の主要

項目の１つであるが，作業は別々に行われてお

り，同一項目を扱った公開草案ED10号「連結

財務諸表」及び「認識の中止 IAS39号及び

IFRS7号の改訂案」が IASBから2008年12月

及び2009年３月にそれぞれ公表されている。

今回の米国基準の改訂は，現行のSFAS140

号及びFIN46号Rのかたちを残しつつ，金融

危機等に伴う会計基準の不備の改善に対応した

ものであるが，QSPEの概念を削除し，より

実質的にSPEを利用した金融資産の認識の中

止を行うことを要求した点では，コンバージェ

ンスは進んだと考えることができる。また，変

動持分事業体の連結にパワー要件を考慮するな

ど，支配をパワーとリターンの両者で判断する

という IASBの公開草案の考え方と共通する

考え方が示されている。また，米国基準の示し

た金融資産の一部分の譲渡に適用される参加持

分の概念は，IASBの公開草案の資産の一部分

譲渡におけるキャッシュ・フローの概念と共通

する部分もみられる。今後，IASB及びFASB

は，当該項目についてのコンバージェンスに向

けて作業を行うことが計画されており，IASB

の今後の基準の改訂にも影響するものと考えら

れる。なお，SFAS166号は，2009年11月15日

後に開始する事業年度に発生した金融資産の譲

渡から適用される。また，SFAS167号は，

2009年11月15日後に開始する事業年度の期首か

ら適用される。
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