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ＩＡＳＢ会議報告（第５６回会議） 

ＩＡＳＢ（国際会計基準審議会）の第５６回会議が、２００６年４月２４日から２６日ま

での３日間にわたりロンドンのＩＡＳＢ本部で開催された。また、２７日及び２８日には

ＦＡＳＢ（米国財務会計基準審議会）との合同会議がクラウンプラザホテルで行われた。

今回のＩＡＳＢ会議では、①企業結合第２フェーズ、②概念フレームワーク、③収益認識、

④金融商品、⑤公正価値でプットできる金融商品、⑥保険会計についての検討が行われた。

このほか教育セッションでは、連結及び特別目的会社（ＳＰＥ）プロジェクトに関連する

ものとして変動持分事業体に関するＦＡＳＢ解釈指針（ＦＩＮ）第４６Ｒ号（変動持分事

業体の連結―ＡＲＢ第５１号の解釈）の解説及び資本と負債の区分プロジェクトの現状の

紹介が行われた。 

ＦＡＳＢとの合同会議では、⑦金融商品、⑧収益認識、⑨企業結合第２フェーズ、⑩概念

フレームワーク及び⑪リースについて議論が行われた。 

ＩＡＳＢ会議には理事１４名全員が参加した。また、合同会議には、ＦＡＳＢのボードメ

ンバー７名を加え２１名が参加した。本稿では、このうち、ＩＡＳＢ会議の内容として①、

②及び⑥を、ＦＡＳＢ会議報告として⑦から⑪（ＩＡＳＢで議論した③及び④の内容も含

む）の議論の内容を紹介する。 

 

ＩＡＳＢ会議 

１．企業結合 

２００６年３月会議では、①企業結合プロジェクトを支える原則の明確化、②段階取得の

会計処理とのれんの取扱い（全部のれんと購入のれん）、③バーゲンパーチェス及び過払い

の会計処理及び④非支配持分の区分、表示及び開示の取扱いといった項目が議論され、暫

定的な合意が形成されたが、その後関係者から、これらの合意の意味を巡って疑念が呈さ

れたことから、今回改めて、合意の意義についてスタッフから報告が行われた。 

(a) ＦＡＳＢとＩＡＳＢは、原則に基づく基準作りを目指しており、２００６年３月会議で

暫定的に合意された下記の作業原則は、それを達成する手段として、公開草案などの背

後にある考え方を明確にし、議論の枠組みを明らかにしようとしたものである。今後こ

の作業原則に基づいて、コメントや円卓会議で示された懸念等を検討することになる。 

【基本的要求と定義】 

・ 企業結合とは、取得企業が１つ又はそれ以上のビジネスの支配を取得する取引又は

事象である。 

・ 取得企業は、すべての企業結合において識別することができる。 

・ 取得企業が被取得企業の支配を取得した日が企業結合の取得日である。 

oshio
禁複写
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・ 企業結合は、取得法によって会計処理される。 

・ 被取得企業の支配を獲得することによって、取得企業は、被取得企業に対する持分

比率にかかわらず、被取得企業の資産、負債及び活動に対して責任及び説明責任を

有する。 

【取得法を適用するための原則と前提】 

・ 認識：企業結合では、取得企業は、取得したすべての資産及び引き受けたすべての

負債を認識する。 

・ 測定：企業結合では、取得企業は、取得した個々の資産及び引き受けた個々の負債

を取得日の公正価値で測定する。取得企業が引渡した対価の企業結合日の公正価値

が取得した持分の公正価値の最良の証拠であると推定する。 

・ 開示：取得企業の財務諸表の利用者は、取得企業が認識した企業結合の性質及び財

務的影響を評価できなければならない。 

(b) 今後、２００６年３月会議で暫定的に確認された、段階取得やのれんの会計処理、バー

ゲンパーチェス及び過払いの会計処理及び非支配持分の区分、表示及び開示の取扱いと

いった項目も含めて、上記作業原則に照らしてＦＡＳＢ及びＩＡＳＢでそれらの内容が

順次検討されることになる。 

 

 

２．概念フレームワーク 

今回は、①報告企業（フェーズＤ）、②資産及び負債の定義（フェーズＢ）、③負債と資本

の区分（フェーズＢ）及び④測定（フェーズＣ）に関する議論が行われた。ここでは、①

から③について触れる（④については、ＦＡＳＢとの合同会議の説明を参照されたい）。 

 

(1)報告企業 

ＩＡＳＢやＦＡＳＢのフレームワークの中では、「報告企業」についての記述はほとんどな

い。そこで、両者の統合されたフレームワークでは、この問題をフェーズＤにおいて取り

上げることとしている。 
今回は、このフェーズの論点のうち、次の２つについて議論が行なわれた。 
RE５：支配とは何を意味するか？支配を定義するのは概念レベルか基準レベルか？ 
RE８：現在支配しているが、将来支配を失う可能性があることは問題となるか（例えば、

他の株主の保有が分散しているという理由のみで現在支配を有している場合）。もし、

現在は支配していないが、（例えばオプションの行使により）将来支配を獲得できる

場合はどうか？ 
今回の論点は、報告企業（単独の報告企業及び連結ベースでの報告企業の双方）の範囲を

決めるために支配概念を用いることになるが、その「支配」は、概念レベルで規定するの
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かそれより下の基準レベルで規定するのか、また、支配とは何を意味するのかであった。 
議論の結果、次の点が暫定的に合意された。 
(a) 支配は、概念レベルで定義する。 
(b) 支配の定義には、パワー要素とベネフィット要素及び両者の関連を含める。 

(c) パワー要素では、他の企業に対する支配企業の財務及び経営方針を指示する能力につ

いて触れる。また、支配は排他的なものであり共有されないものである点及び支配に

は事実上の（de facto）支配又は実質的（effective）支配を含む点を明確にする。 
(d) ベネフィット要素では、特定のタイプの便益（例えば、投資に対する利回り）を指す

のではなく、便益又は経済的便益全般を参照すべきである点を明確にする。また、支

配の定義では、持株比率が５０％超でなければならないといった便益の最低限のレベ

ルを特定しない。 

(e) 概念フレームワークでは、ある企業が他の企業に対して支配を持つかどうかを決定す

るためには、すべての事実及び状況の評価を行なう必要があることを説明する。言い

換えると、すべての場合に適用できるような、ある企業が他の企業を支配しているこ

とを証明する単一の事実又は状況はなく、例えば、議決権の過半数の所有のようなひ

とつの特定の事実又は状況が、支配が存在する必要条件として取り扱われるべきでは

ない。 

 

(2)資産及び負債の定義 

フェーズＢに関連して、資産及び負債の定義についての検討が行なわれてきており、２０

０６年２月会議では、資産及び負債を以下のとおり定義した上で、定義の一部を構成する

説明文（amplifying text）において定義の意味を説明する体系をとることが暫定的に合意

されていた（説明文は省略）。 

・ 企業の資産とは、企業に対する経済的便益を生み出す能力がある資源に対する、企業の

現在の権利又は他の現在の特権である。 
・ 企業の負債とは、経済的便益の潜在的な流出又は他の潜在的な犠牲を強制する、一つ以

上の他の企業に対する現在の債務である。 

今回、資産及び負債の定義を更に簡易で対照的なものとし、定義の内容の説明をより説明

文に移すことを前提とした５つの改善案が示され、これについて議論が行なわれた。 

この議論は、ＦＡＳＢとの合同会議で暫定合意に達しているので、合意の内容は、ＦＡＳ

Ｂとの合同会議の項を参照されたい。 

 

(3)負債と資本の区分 

今回、財務諸表の構成要素に関する第３回目の議論として、負債と資本の区分に関する初

めての議論が行われた。今回は、議論が行われたのみで、何も決定はされなかった。 
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①論点 

今回次の論点が議論された。 

EL２５：負債と資本の区別はあるべきか。 
EL２７：負債と資本を相互にどのように区別するか（例えば、公正価値でプッタブルな株

式）。 
EL２８：全ての構成要素（負債及び資本）は定義されるべきか。（もし、そうであるならば、

両者の定義から外れるものはあるのか。）又は、ある構成要素は残余であるべきか。

（もし、そうであれば、残余となるのはどちらか。） 
EL３１：企業自身の株式（又は他の持分金融商品）で決済が行われる場合、企業自身の持

分金融商品の取引から損益は発生するとかんがえるか。 

②４つの考え方 

資本を負債から区別する規準は何かという点に関してはさまざまな見解が考えられる。こ

の問題は、概念の基本的なレベルから検討する必要があるので、今回は、次のような４つ

の義務を負うことと引換えに、企業が現金を受け取る取引という簡単な例を検討して、負

債と資本を区別する規準についての検討が行なわれた。 
a) 100 の株式を発行する義務（受取人が受取る経済的利得は株価に連動しているため受取
人の経済的ポジションは株主の経済的ポジションに類似しており、一方、株式の発行によ

って企業から経済的資源は流失しない） 
b) 1,000ドルに相当する株式を発行する義務（受取人が将来受取る価値は固定されており、
所有者としてのリターンは得られない） 

c) 100の株式に相当する現金を支払う義務（企業が現金を渡さなければならない点は負債と
しての性格を示すが、受取人が受取る資産は株価に連動しているため株主の経済的ポジ

ションに類似している） 
d) 1,000ドルを支払う義務（他者に現金という経済的資源を提供するので、負債とすること
に異論は殆どない） 

上記４つのケースのうち、どれを資本とするのかについては、スタッフから次の４つの考

え方が提示された。 

Ａ案：企業の経済的資源を犠牲にする義務であるかどうかが資本と負債を分ける規準であ

ると考える。そのため、ｃ）とｄ）が負債であり、ａ）とｂ）が資本である。前の２

つは現金の支払いが生じるが、後の２つは株式の発行である。これはＦＡＳＢ概念基

準書第６号及び現状のＩＡＳＢのフレームワーク、さらに現在検討している負債の定

義と整合的である。 
Ｂ案：所有者としてのリターンとリスクをもたらすかどうかが資本と負債を分ける規準で

あると考える。そのため、ｂ）とｄ）が負債であり、ａ）とｃ）が資本である。前の

２つは犠牲となるが発行される経済的資源の価値が固定されているが、後の２つは経
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済的資源の価値が株価に連動して変動する。 
Ｃ案：経済的資源を犠牲にする義務であるか（あれば負債）、又は所有者のリターンとリス

クと異なるリターンとリスクをもたらすか（異なるリターンとリスクをもたらせば負

債）という２つの規準のいずれかに該当するかどうかが資本と負債を分ける規準であ

ると考える。そのため、ｂ）、ｃ）、ｄ）が負債であり、ａ）だけが資本である。なぜ

なら、ｃ）とｄ）は現金の支払いが生じ、ｂ）とｄ）は、固定された価値相当の経済

的資源の犠牲又は発行が求められるが、ａ）は経済的資源の犠牲は生じず、単に株価

によって価値が変動するものを発行するだけであるからである。これはＦＡＳＢとＩ

ＡＳＢによる最近の会計基準の決定事項に整合的である。 
Ｄ案：経済的資源を犠牲にする義務であるか、又は所有者のリターンとリスク又は権利と

異なるリターンとリスク又は権利をもたらすかどうかという２つの規準のいずれか

に該当するかどうかが資本と負債を分ける規準であると考える。この結果、ａ）、ｂ）、

ｃ）、ｄ）の全てが負債である。なぜなら、４つの義務は全て所有者のリターンとリ

スク又は権利を付与するものではなく、ｃ）とｄ）は経済的資源の犠牲が生じるため

である。 
これらのいずれが適切かについてのボードメンバーの見解は多様である。採決はされなか

ったが、Ｃ案に対する支持が比較的多かった。 
 

 

３．保険会計 

今回は、①保険負債の測定属性、②会計単位、③アンバンドリング及び④プロフィット・

マージンについて議論が行われた。 

 

(1)保険負債の測定属性 

議論では、２つの現在価値アプローチのうち、現在出口価値アプローチを採用することが

僅差（賛成７反対６棄権１）で支持された。 

①現在価値アプローチ 

これまでの議論では、保険負債の測定属性として、現在価値アプローチといわれる現在時

点での見積りをベースとした測定属性を選択することが暫定的に合意されてきた。理論上、

現在価値アプローチの目的は、現在の市場価格で保険負債を測定することであるが、実務

上、このような価格は一般的に観察できないので、市場価格は次のような要素を用いて見

積もられなければならないとされている。 

(a) 将来キャッシュ・フローに関わる現在のバイアスのない発生確率によって加重平均さ
れた見積り。 

(b) 見積り将来キャッシュ・フローを貨幣の時間的価値の分だけ調整するための現在市場
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割引率。 
(c) 市場参加者が要求する代償を反映したマージン（主にリスクを引き受けるためのもの
であるが、恐らく他の要素も含まれるであろう）。 

②現在入口価値と現在出口価値 

現在価値アプローチには、現在入口価値を用いる考え方と現在出口価値を用いる考え方の

２つのアプローチがある。２つのアプローチにおける違いは、上記(c)の要素の見積りにの

み表われる。言い換えると、両者のアプローチにおいて、(a)と(b)の要素の見積りに差異

は生じない。 

現在入口価値を用いる考え方では、保険負債の市場価格が観察可能なのは契約締結時１度

きりであるため、保険者と保険契約者がお互いに契約の受け容れ可能価格について合意し

た契約締結時の実際の保険料に課されたマージンで上記(c)の要素を計算する。したがって、

契約締結時に損益は発生しない。具体的には、リスク１単位当たりの価格を固定する。ま

た、契約締結時に負債十分性テストが行なわれる。契約締結時以降においては、将来キャ

ッシュ・フローと割引率は毎期見直されるが、マージンは見直されない。そのため、毎期

末にも負債十分性テストが必要となる。 
一方、現在出口価値を用いる考え方では、マージンは、現時点で保険契約を第三者に譲渡

する場合の価値を用いるため、マージンもそのようなベースで見積もられる。したがって、

契約締結時であっても損益が認識される可能性がある。また、毎期末にマージンの見積り

が行なわれる。 

③現在価値アプローチの利点 

これまでの議論の中で現在価値アプローチが優れていると判断された理由は次のとおりで

ある。 

(a) 現存の保険契約から生じる将来キャッシュ・フローの金額、タイミング及び不確実性に

関する有用な情報を提供する。 

(b) キャッシュ・フローの見積りの変動のすべてに対して一つの取扱いを提供する。 

(c) 新しく生じた問題を解決するのがより容易な原則に基づいたフレームワークを提供す

る。 

(d) 非金融負債（ＩＡＳ第３７号）及び金融負債（ＩＡＳ第３９号）の測定において将来キ

ャッシュ・フローの現在の見積りを求めている他のＩＦＲＳとの首尾一貫性を提供する。 

(e) マージンが明示され、かつ、当期中に保険会社がリスクから解放されたマージンの範囲

を示すことができる。 

(f) 保険負債と現在価値で測定された対応資産の間の経済的ミスマッチをより明確に識別

できる。 

④暫定合意 

今回の議論の結果、現在出口価値アプローチを採用することが僅差（賛成７反対６棄権１）
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で暫定的に合意された。今回暫定的に合意された現在出口価値アプローチは次のとおりで

ある。 

(a) 保険負債の測定上の属性は、当初認識時及びその後の測定において現在出口価値であ
るべきである。現在出口価値は、仮に、残存する契約上の権利・義務のすべて（他の

権利・義務により、受領・支払すべき額は除かれる）を他の企業に直ちに移転すると

した場合に、保険者が当該企業に、今日、支払わなければならないと見込まれる金額

として定義されるべきである。 
(b) 保険者は、保険契約の締結時にネットの利益（すなわち、新契約費と相殺後）あるい
はネットの損失を認識することを妨げられるべきではない。しかし、もし保険者が契

約締結時に明らかに大きな利益又は損失を識別した場合には、誤謬又は脱漏がないか

どうか注意深く確認する必要がある。 
(c) 現時点で現在出口価値が公正価値と同義であると結論付けるのは時期尚早である。こ
の問題は、公正価値測定プロジェクトの進展を待って将来検討される問題である。 

２００６年２月のＩＡＳＢ会議で顧客関係の資産及びそれに対応する負債が認識できるこ

とが暫定的に合意されている。これは、生命保険契約では、保険会社が保険契約者に対し

て保険料の支払いを強制することができないため、保険会社の責任準備金の計算に当たり、

そのような保険会社に強制力がない（保険会社が支配していない）将来の保険契約者によ

る保険料の支払いを考慮することが概念フレームワークの資産の定義に照らして妥当かど

うかが議論された際に新たに創造された考え方である。すなわち、保険会社が将来保険料

を支配していないとしても、保険契約者が保障を受けることを求めて将来保険料を支払う

という顧客との関係が存在すると想定できるので、それに対応する資産及び負債を認識で

きるというものである。この顧客との関係から生じる保険負債に対しても上述の現在出口

価値の考え方が等しく適用されるべきである点についても、暫定的に合意された。 

 

(2)会計単位 

会計単位は、保険契約の会計処理を考える単位である。この単位をどの範囲とするかで、

マージンとして測定される金額が異なることとなる。類似のリスクにさらされている保険

契約の群団を１つの会計単位と見るならば、ポートフォリオ内の分散効果だけがマージン

の測定に反映される。異なるリスクにさらされている複数の群団を１つの会計単位に含め

るならば、異なるリスク間の分散効果がマージンの測定に反映される。さらに、保険契約

と保険会社が有する保険契約以外に関する資産及び負債との分散を考慮することも可能性

としては考えられる。また、これとは異なるが、現在出口価値を用いるので、どのような

ポートフォリオを有する譲受人に保険契約が譲渡されると考えるかによって現在出口価値

が異なることになる。 

スタッフからは、類似のリスクにさらされていて単一のポートフォリオとして一緒に管理
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されている契約によるポートフォリオの中の分散を反映すべきであること、当該保険者の

その他の保険契約のポートフォリオやその他の資産および負債との分散を反映すべきでは

ないことが提案されたが、今回は議論が行われたのみであった。 

 

(3)アンバンドリング 

ここでは、保険契約の中からその中に含まれる個別の要素を分離して、個々にそれらを測

定すべきかどうかが議論された。 

議論の結果、次の点が暫定的に合意された。 

(a) 認識と測定のために預金要素及びサービス要素をアンバンドリングすることは要求さ

れるべきでない（自由裁量による配分が行なわれる恐れがあり、また、複雑なシステム

が必要となるため、アンバンドリングによりより忠実な財務諸表の表示になるとは思わ

れない）。アンバンドリングを禁止すべきかどうかについてはさらに検討する。なお、

保険料を、収益又は預り金として認識すべきかどうかについては２００６年５月に議論

することが予定されている。 

(b) 保険者は、保険者が分離勘定（投資信託に類似したもの）の資産から生じるすべてのキ

ャッシュ・フローを分離勘定の契約者に対して支払う契約上の義務を有していなければ、

分離勘定の資産とこれに対応する保険契約者の支払義務を認識すべきである。一方、保

険者は、その義務（債務）がＩＡＳ第３９号のパス・スルー契約に関する規定（第１９

項及び第２０項）に合致するならば、関連する資産と負債を相殺できるという取扱いを

すべきである。今後、パス・スルー契約の扱いが保険会社の倒産の場合にどのようにな

るかについて、さらに検討することがスタッフに指示された。 

 

(4)プロフィット・マージン 

これまでの議論で、保険負債の測定にはマージンを組み込むべきであると暫定的に合意さ

れているが、今回このマージンにどのようなマージンを組み込むべきかについて議論が行

なわれた。議論の結果、将来キャッシュ・フローに関連した不確実性を引き受けること（リ

スクを引き受けるサービス）に対する代償であるリスク・マージンに加えて、市場参加者

がリスクを負担することのサービス以外のサービスを提供するために要求するであろうマ

ージン（プロフィット・マージン）も組み込むべきであることが暫定的に合意された。 

 

ＩＡＳＢとＦＡＳＢの合同会議 

４．金融商品 

今回は、２００６年２月２７日にＩＡＳＢとＦＡＳＢが公表した、今後２００８年まで

に両者の会計基準をより一層統合化するための覚書（Memorandum of Understanding、
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以下「ＭＯＵ」という）における目標を達成するため、どのようにプロジェクトを進め

ていくかが議論された。ＭＯＵでは、金融商品に関するプロジェクトは、現行の金融商

品会計基準を全面公正価値の採用によって置き換えるというプロジェクトと認識の中

止プロジェクトに分けて記載されている。前者については、デュー・プロセス文書の公

表が、後者においてはスタッフのリサーチ結果に関するデュー・プロセス書類の公表が

予定されている。スタッフからは、ＭＯＵの要求を満たすために公表する文書に含める

べき項目のリストが示され、これについて議論が行なわれた。議論の結果、デュー・プ

ロセス文書で取り上げるべき論点を示した資料を作成するようスタッフに指示が出さ

れた。なお、デュー・プロセス文書に、ＩＡＳＢとＦＡＳＢの暫定的な見解を含めるの

か、また、基準開発の日程を示すのかについても今後議論される予定である。 

 

 

５．収益認識 

本プロジェクトでは、これまで収益認識方法として、①消滅をベースとする方法

（Extinguishment-based method, 以下、ＥＢＭ）及び②Performanceをベースとする方法

（Performance-based method, 以下、ＰＢＭ）の２つが検討されてきた。しかし、いずれ

の方法でも現実の取引を適切に捉えることが難しいため、今回は、これら２つを含む５つ

の代替案が提示され、今後採用されるべきモデルについて議論が行なわれた。 

 

(1)５つの代替案 

今回提示された５つの代替案は次のとおりである。 

① ＥＢＭ（顧客への物品引渡しまたはサービス提供を契機として収益を認識する方法） 

② ＥＢＭだが長期契約だけは例外とする方法（長期契約だけはＥＢＭの例外として発生主

義による収益認識を認める方法） 

③ 顧客便益法（customer benefit method）（顧客が便益を受領した時点で履行が行われた

と見て、履行が行なわれた時点で収益を認識する方法） 

④ ＰＢＭだが適用上の便法の使用を認める方法（便法として、短期契約ではＥＢＭによる

収益認識、長期契約では顧客の承認を条件に収益を認識することを認める方法） 

⑤ ＰＢＭ（物品の引渡しが行なわれていなくとも、契約で求められている物品の製造が進

捗するにつれて収益を認識する方法） 

 

(2)暫定合意 

上記代替案の議論の結果、収益を認識するには、顧客による承認（customer acceptance）

が非常に重要であり、顧客による承認は、企業が対価に対する無条件の権利を取得したこ

とを意味し、逆に顧客は、無条件の債務を引き受けたと考えられると結論付けた。企業の
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権利は、顧客との契約条件又は契約を規定する法律によって生じると考えられる。この考

え方は、ＥＢＭとＰＢＭの中間に位置する考え方であり、今後この考え方に従って収益認

識に関する検討を行なうことがスタッフに指示された。 

 

 

６．企業結合第２フェーズ 

今回は、①取得費用の取扱い、②非支配持分に関する表示と開示及び③公正価値測定ガイ

ダンスとの関係について議論が行なわれた。 

 

(1)取得費用の取扱い 

公開草案では、取得費用を企業結合で取得した資産の取得原価に算入せずに、発生時点の

費用として処理することを求めている。これは、現行の会計実務からの変更であり、多く

の反対のコメントが寄せられた。このため、今回合同会議で検討された。 

反対のコメントの多くは、いわゆるコスト累積モデルの方が公正価値による取得資産及び

引受負債の測定よりも優れているという考え方によるものであった。 

スタッフからは、コメントを分析した結果、次の理由から取得費用を発生時の費用とする

公開草案の提案を引続き採用すべきとの提案があり、ＩＡＳＢは１１名の賛成、ＦＡＳＢ

は全員の賛成により、スタッフ提案が暫定的に支持された。 

(a) 取得費用は企業結合で取得した資産又は引き受けた負債には該当しないものであり、む

しろ、被取得企業とは別の相手から受取ったサービスの対価の支払いである。 

(b) 公正価値には取得費用が含まれない。 

(c) 「企業結合では、取得企業は、取得した個々の資産及び引き受けた個々の負債を取得日

の公正価値で測定する」という取得法適用の原則と合致しない。 

(d) 公開草案で提案されている取得費用の開示により企業結合における投資総額が把握で

きる。 

 

(2)非支配持分に関する表示と開示 

ＦＡＳＢとＩＡＳＢの公開草案の中に非支配持分の表示と開示に関する差異が存在してお

り、これらの差異を残したままとするか調整するかが議論され、結果として、次のとおり

差異を取り除くことが暫定的に合意された。 
(a) ＦＡＳＢは、ＩＡＳＢの提案内容とあわせるため、資本の部の変動表上又は注記におい
て、資本の部の合計及び親会社の株主に帰属する分に関して、期首から期末までの変動

内容の開示（調整表）を求めることとした（ＦＡＳＢは、非支配持分についてのみ調整

表の開示を要求していた）。 
(b) ＩＡＳＢは、ＦＡＳＢの提案内容とあわせるため、注記において、非支配持分との取引
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が支配持分に帰属する資本に与える影響について別表にして示すことを求めることと

した。 
(c) ＩＡＳＢは、ＦＡＳＢの提案内容とあわせるため、注記において、子会社の支配を喪失
したために、支配喪失後も保有する株式に生じる再評価損益の開示に加えて、勘定科目

も開示することを追加で求めることとした。 
なお、このほか、非支配持分がある場合には、支配持分に帰属する①継続事業からの利益、

②廃止事業及び③資本の部で直接認識された損益項目を注記か又は財務諸表上で開示する

ことを求めることが改めて確認された。 

 

(3)公正価値測定ガイダンス 

別途進行している公正価値測定プロジェクトから公表される公正価値測定ガイダンスが、

企業結合プロジェクトにおける公正価値による測定に関する取扱い又は前提にどのような

影響を与えるかに関するスタッフの分析結果について議論が行なわれた。今回は、問題の

所在を明確にするための議論が行なわれたのみであり、今後さらに検討を行なうこととな

る。 

 

 

７．概念フレームワーク 

合同会議では、①資産及び負債の定義、②測定フェーズ（フェーズＣ）作業計画及び③財

務報告の目的及び質的特性（フェーズＡ）の公開資料の取扱いについて議論が行なわれた。 

 

(1)資産及び負債の定義 

財務諸表の構成要素に関する議論において、これまでの議論を踏まえて資産及び負債に関

する作業を今後行なうための定義として、次の内容が合意された。 

資産の定義：資産とは、企業の現在の経済的資源であり、その特徴は次のとおりである。 
(a) （資産を裏付ける）経済的資源があること。 
(b) 企業が経済的資源に対する権利又は他の特権的アクセスを有していること。 
(c) 貸借対照表日において権利又は他の特権的アクセスが存在していること。 
負債の定義：負債とは、企業の現在の経済的債務であり、その特徴は次のとおりである。 
(a) 企業が、ある方法により行動又は履行すること（又は行動したり履行したりしないこと）
を義務付けられていること。 

(b) 貸借対照表日において債務が存在していること。 
(c) 義務は経済的なものであること、すなわち、経済的資源を他者に提供するか、又は、そ
うするために待機しているという企業の義務であること。 

ＦＡＳＢとＩＡＳＢは、この提案に賛成し、スタッフに対して、資産及び負債の定義、特
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徴そして説明文を更に精緻化するよう指示した。 

 

(2)測定フェーズ（フェーズＣ）の作業計画 

今回の議論では、測定フェーズに関する次のようなスタッフ提案が検討された。 

(a) 測定のフェーズを単一のフェーズとして取り進めるよう従来の計画を変更すること。 
(b) 単一の測定フェーズを３つの段階に分け、それぞれの段階でデュー・プロセス文書を公

表すると共に円卓会議等による意見聴取を行なうこと。 

①単一の測定フェーズへの変更 

従来の案では、測定は、フェーズＢにおいて測定属性の定義のみを取り扱い（例えば、公

正価値の定義）、フェーズＣにおいてそれ以外の測定に関する問題を取り扱う（もし測定技

法をフレームワークの中に含める場合には、測定技法の議論はフェーズＣに含める。）こと

とされていた。測定に関する問題を２つのフェーズに分けることにより、首尾一貫した測

定に関する議論が難しくなること等の理由により、測定に関する検討を１つのフェーズで

まとめて行なうことが提案された。 
②３段階による単一フェーズの推進 

新しい測定フェーズは、次の３つの段階に分け、最終的には、２０１０年の完成を目指す

スケジュールが提案された。 
(a) マイルストーン I：測定属性の定義及び特性（Property）の記述（２００７年半ばまで） 
(b) マイルストーン II：測定属性の質的特性を用いた評価（２００９年始めまで） 
(c) マイルストーン III：概念的な結論及び実務上の適用（２０１０年半ばまで） 
計画では、それぞれのマイルストーンの中で、デュー・プロセス文書の公表及び円卓会議

等を開催することが提案されている。 
③暫定合意 

議論の結果、上記提案が暫定的に合意された。 
 
(3)財務報告の目的及び質的特性（フェーズＡ）に関する公開文書 

２００６年第２四半期にも公表予定の「財務報告の目的及び質的特性」（フェーズＡ）に関

する最初の公開文書として、当初公開草案での公開が予定されていたが、合同会議直前の

ＩＡＳＢ会議において、ＩＡＳＢがディスカッション・ペーパーとして公開することを決

定したのを受け、合同会議ではＦＡＳＢが当初の予定通り公開草案とするか、ＩＡＳＢに

合わせてディスカッション・ペーパーとするかが議論された。議論の結果、ＦＡＳＢもＩ

ＡＳＢに合わせてディスカッション・ペーパーとして公表することに合意し、その中で予

備的見解を示すこととなった。なお、公開期間は１２０日が予定されている。 
 
 



報告事項（２） 

 
 
(財)財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の
無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれ

らの法律により禁じられています。 
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８．リース 

２００６年４月の会議でＩＡＳＢは、ＩＡＳ第１７号（リース）を見直すための新たなプ

ロジェクトを議題として取り上げることを前提に、当該プロジェクトの方向性やディスカ

ッション・ペーパーで扱うべき内容についての議論を行なった。今回の合同会議では、Ｆ

ＡＳＢがこのプロジェクトをＩＡＳＢとの共同プロジェクトとすることに合意した。そし

て、スタッフに対しては、検討議題及び作業計画の内容を詰めることが指示された。今後

ＩＡＳＢでは、２００６年６月に基準諮問会議（ＳＡＣ）に諮った上で正式にプロジェク

トとして開始する予定である。 

以 上 
（国際会計基準審議会理事 山田辰己） 
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