
 
 
国際会計基準審議会 御中 
 

2009 年 7月 28 日 

 
公開草案「認識の中止」に対するコメント 

 
 我々は、連結財務諸表プロジェクトにおける国際会計基準審議会(IASB)の努力に敬意を

表するとともに、公開草案「認識の中止」に対するコメントの機会を歓迎する。以下の見

解は、企業会計基準委員会(ASBJ)内に設けられた特別目的会社専門委員会のものである1。 

 
Ⅰ 要旨 

(1) キャッシュ・フローに対する権利への支配に基づいて、金融資産の認識の中止を検討す

るという公開草案における提案されているアプローチの基本的な考え方については賛同

する。 

(2) しかしながら、提案されているアプローチは、財務諸表利用者による将来のキャッシ

ュ・フローの予測に資するという財務報告の目的を達成するための改善とは考えられない

部分があるため、全面的には受け入れることはできない（質問 7のコメントである第 11

項参照）。 

(3) 特に、多くの買戻条件付売却取引（レポ取引）や有価証券の消費貸借取引については、

譲渡資産の売却として扱われるため、根本的な会計処理の変更をもたらす（公開草案第

BC58 項から第 BC60 項）としている提案について同意しない。当該取引の実態を忠実に表

現することができるように、現状と同様に、金融取引として会計処理すべきである（質問

3のコメントである第 6項(3)参照）。 

(4) また、我々は、代替アプローチは採用すべきではなく、公開草案で提案されているアプ

ローチについて、本コメントで示した点を見直したアプローチを採ることが適当であると

考える（質問 7のコメントである第 12項参照）。 

(5) 当プロジェクトは、米国財務会計基準審議会（FASB）との MOU 項目であり、本コメント

で示した点も含め、グローバルなコンバージェンスが図られるように取り進められること

を期待する。 

 

                                                   
1 SPE 専門委員会は、主に連結の範囲を検討しているが、認識の中止に関連することから、本

コメントは当該専門委員会で作成された。 
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Ⅱ 各質問コメント 

 公開草案に示されている各質問に対する我々のコメントは下記のとおりである。これら

のコメントが、当プロジェクトにおける今後の審議に役立つことを期待する。 
 

報告企業レベルにおける「資産」と「継続的関与」の評価 

質問 1 

認識の中止を評価すべき項目（すなわち「資産」）の決定及び継続的関与の評価は、報告

企業レベルで行うべきであるという点に同意しますか（第 15A 項、第 AG37A 項及び第 AG47A

項参照）。同意しない場合、その理由は何ですか。代替案とその理由も述べて下さい。 

 

1. 我々は、公開草案におけるこの提案の考え方に同意する。これは、連結財務諸表では、

終的に、グループとしての報告企業外への譲渡かどうかに基づき、認識の中止の要件

を満たすかどうかで判断することになることによる。 

2. また、認識の中止について評価する「資産」の決定は、譲渡の対象となった金融資産

に対する譲渡人に残っている持分（remaining interest）に基づき、報告企業レベルで

行われるという考え方についても同意する（この点については、質問 6 のコメントであ

る第 10 項も参照のこと）。 

 

認識の中止について評価する「資産」の決定 

質問 2 

 認識の中止を評価すべき項目（すなわち「資産」）としての適格要件に関し、第 16A 項で

提案されている要件に同意しますか。同意しない場合、その理由は何ですか。代替要件と

その理由も述べて下さい。 

（注：第 16A 項で提案されている要件は、IAS 第 39 号の要件と同じです。） 

 

3. 公開草案第 16A 項の提案には賛成できない。これは次の理由による。 

(1) 認識中止の評価対象である「資産」の決定について、公開草案は、金融資産のキャ

ッシュ・フローの譲渡のうち、 初の 90％部分の譲渡と、90％の比例部分の譲渡との

間で異なった取扱いを提案している。しかし、これは、金融資産のキャッシュ・フロ

ーに対する権利への支配をもとに認識の中止を検討するという公開草案の考え方（公

開草案第 BC9 項から第 BC12 項及び第 BC14 項）と整合的ではないと考える。この点に

ついての同様の見解は、反対意見においても触れられている（公開草案第 AV3 項及び

第 AV5 項）。 

(2) また、公開草案第 16A 項及び第 AG39A 項にいう、認識中止の評価対象となる「資産」

の定義を満たす当該金融資産からの「具体的に特定されたキャッシュ・フロー

（specifically identified cash flows）」が何を指すのか明確ではない。この提案
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された要件は、現行の IAS 第 39 号の要件と同じであると述べているが、公開草案に

おいては、現行の IAS 第 39 号第 16(a)(i)項で示されている金利ストリップ（interest 

rate strip）のような具体例は示されていない。 

(3) 公開草案第 BC23 項では、譲渡人が譲渡後の資産に関するリスク経済価値のある程

度の部分のみを有する場合でも、提案されているアプローチのもとでは、譲渡人が譲

渡済の資産全体を（すべて支配しているかのように）引き続き認識することになると

きがあるとしている。しかし、①ストラクチャリングが少なくなること、②現行の IAS

第 39 号の定めより理解及び適用が複雑ではないことから、公開草案では第 16A 項の

方法を支持している（公開草案第 BC23 項）。我々は、こうした会計処理が財務報告の

改善にはならないと考える。提案されているアプローチは、譲渡人によって「譲渡さ

れた」資産全体を引き続き認識することにつながり2、それは、実際に金融資産のほと

んどの部分を譲渡し、かつ、譲渡人は当該資産に関連するキャッシュ・フローに対す

る権利のほとんどすべてをもはや有していない場合を含む、事実を反映しない（第

AG39A 項）。これは、提案されているアプローチにおいて、譲渡人が資産全体を「資産」

と判断したうえで「継続的関与」フィルターや「自己の便益のために譲渡する実務上

の能力」テストを適用する必要があることにより生じる。 

4. さらに、公開草案第 BC35 項では、認識の中止について評価される「資産」を、「金融

資産からのいかなる（any）キャッシュ・フローに対する権利」と定義してしまう場合に

は、①譲渡部分に留保されるリスクと経済価値の一部が含まれているときや、②ある部

分の業績が残りの部分の業績に左右されるときにも、金融資産の当該譲渡部分の認識を

中止することとなるとしている。このため、公開草案では、認識の中止について評価さ

れる「資産」の範囲を限定したとされており、これは、その金融資産全体の認識が中止

されることの懸念に関するものであると理解している。しかし、これらは、実際に行わ

れた金融資産の一部分の譲渡の認識中止までも否定する理由として、十分ではないと考

える。 

5. 確かに、我々も、金融資産のわずかなキャッシュ・フローに対する権利の譲渡であっ

ても、その資産全体の認識が中止され、かつ、当該資産の残りのキャッシュ・フローに

対する権利の留保を新しい資産として取り扱う（第 BC69 項、第 AV19 項、第 AV24 項）と

いう代替アプローチは適当ではないと考える。一方、公開草案で提案されているアプロ

ーチの下では、金融資産の一部を譲渡し、その支配を放棄する場合には、当該部分の認

識のみを中止し、残りのキャッシュ・フローに対する権利の留保は、新しい資産ではな

く、これまで認識していた資産の留保持分として会計処理する（公開草案第 21A 項及び

第 22A 項）。このように、公開草案で提案されているアプローチは、代替アプローチと

比べて、一部の譲渡が資産全体の認識中止につながる危険性が少ないため、譲渡される

                                                   
2 また、提案されているアプローチには、現行の IAS 第 39 号のように継続的な関与の範囲内で

資産を認識するという定めは存在しない（公開草案第 BC23 項）。 
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「資産」の要件を不当に厳しくする必要性はないと考える。 

 

「譲渡」の定義 

質問 3 

第 9 項で提案されている譲渡の定義に同意しますか。同意しない場合、その理由は何で

すか。代わりにどのように定義を改訂すればよいと思いますか。理由も併せて述べて下さ

い。 

 
6. 公開草案第 9 項で提案されている「譲渡」の定義の考え方に同意するが、その具体的

な内容や認識の中止の規準を見直す必要がある。 

(1) 基本的には、金融資産自体を法的に売却するように、金融資産自体と金銭その他資

産との法的な交換が「譲渡」に該当すると考える。しかし、保有する金融資産からの

キャッシュ・フローのすべてを移転させる取引は法的な交換ではないが、譲渡人が継

続的関与を有しておらず、当該資産からの経済的な便益も損失も負わないような場合

には、譲渡人にとって当該取引は当該資産自体を売り切ることと同じである。したが

って、法的に売却でない取引も「譲渡」に該当するという考え方を否定はしない。 

(2) ただし、金融資産を消費貸借することや担保としていることが「譲渡」に該当する

(第 B29 項や第 BC60 項)としても、契約と譲渡人の行動により、それらの取引後にお

いて、従前どおり当該資産が存在することとなる場合には、当該金融資産を保有し続

けていることと実態はほとんど変わらず、継続して示されるべきである。このため、

現行の IAS 第 39 号第 AG40 項の結論と同様に、認識の中止にはあたらないことを示す

べきである。 

(3) これに関連して、公開草案第 BC58 項から第 BC60 項では、多くの買戻条件付の売却

（レポ取引）や証券貸借取引が譲渡資産の売却として取り扱われ、会計上、根本的な

変化をもたらすものとしている。我々は、このような結果をもたらす提案には同意し

ない。固定価格での現物決済が予定されている買戻条件付の売却は、担保付借入と同

じ実態の 1つの取引として取り扱うべきである。このように、譲受人が譲渡対象とな

った金融資産の譲渡を自由に行うことができるとしても、当該取引の実態を忠実に表

現することができるように、現状と同様に、金融取引として会計処理すべきである3。

そのような取引においては、①当事者は売却額と再購入額との差額（貸借取引の場合

は品貸料）を金利相当額と考えていること、②再購入契約終了前又は貸借取引終了前

に純額での決済が予定されていない場合、再取得のための確実である支出義務を負っ

ている。 

                                                   
3 米国財務会計基準審議会意見書（SFAS）第 166 号「金融資産の譲渡に関する会計処理－SFAS

第 140 号の改正」では、譲渡人が満期前に買い戻す又は償還する権利及び義務を有する合意の

ように、譲渡人が譲渡した金融資産への実質的な支配（effective control）がある場合は、売

却処理できないとしている。 
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7. その他として、譲渡は、いつ会計処理されるかという論点があり得る。資産自体の譲

渡の場合、原則として決済日であると思われる。なお、現行の IAS 第 39 号第 38 項、第

AG53 項から第 AG56 項では、通常の方法（regular way）による売買では、金融商品の区

分ごとに、取引日会計（trade date accounting）又は決済日会計（settlement date 

accounting）を首尾一貫して用いるとされている。我々は、この段落は、今後も維持す

べきと考える。 

 

「継続的関与」の判断 

質問 4 

第 17A 項(b)で提案されている「継続的関与」フィルター、及び第 18A 項の「継続的関与」

に対する例外規定に同意しますか。同意しない場合、その理由は何ですか。代替案とその

理由も述べて下さい。 

 

8. 「継続的関与」フィルターは必要であるという公開草案における提案に同意する。こ

れは、認識の中止が議論になるのは、継続的関与がある場合であることによる。しかし、

一定の継続的関与の中には認識の中止の会計処理を妨げることにはならない場合もある

ため、第 18A 項のような「継続的関与」に関する例外は必要であると考える。 

 

「自己の便益のために譲渡する実務上の能力」テスト 

質問 5 

 第 17A 項(c)で提案されている「譲渡する実務上の能力」に関する認識中止テストに同意

しますか。同意しない場合、その理由は何ですか。代替案とその理由も述べて下さい。 

（注：「譲受人自身の便益のため」の補足条項を除き、第 17A 項(c)で提案されている「譲

渡する実務上の能力」テストは IAS 第 39 号の支配のテストと同じです。） 

第 17A 項(c)の「譲渡する実務上の能力」テストの一部として提案されている「譲受人自

身の便益のため」テストに同意しますか。同意しない場合、その理由は何ですか。代替案

とその理由も述べて下さい。 

 

9. 公開草案における考え方及びガイダンスは適切ではないため、見直すべきと考える。 

(1) 金融商品の認識の中止の判断は、本来的には譲渡人の観点から行うべきであると考

える。しかし、これを適用しやすくするため、譲受人の観点から支配を評価するもの

とする（第 B16 項及び第 B17 項）ことには、取引を忠実に表現することができる限り

4、同意する。 

(2) 公開草案第 BC21 項で示されている理由に基づき、公開草案では、譲受人の「譲渡

                                                   
4 取引を忠実に表現することができるかどうかの判断基準には、資産を単に財政状態計算書か

ら取り除くか否かに加え、譲渡損益を認識するか否かも含められるべきと考える。 
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する実務上の能力」を第三者への譲渡（transfer）5に限っている。しかし、保有し続

けることによって契約上のキャッシュ・フローのすべてを獲得できるように、第三者

への譲渡以外の方法によって譲受人が経済的便益を享受できるため、その制限はその

ような金融資産の性格を反映していない6。また、もし譲受人の譲渡に関する制約が、

主として譲受人の便益のためにある場合（SFAS 第 140 号 ED 第 54A 項）や、譲受人で

あるSPEが発行した受益証券の保有者が当該受益証券を担保提供や交換する権利を有

する場合（SFAS 第 166 号第 9b 項）であれば、その制約が、譲受人による経済的便益

の支配を否定する要素にはならないはずである。 

(3) 公開草案では、譲受人が「資産」を譲渡する実務上の能力を有しているかどうかを

決定する際に考慮する要素を示している。これには、例えば、譲渡人が譲受人に、十

分価値のある保証をしている場合のような「経済的制約」が含まれる。公開草案第

AG52E 項(e)によれば、譲受人は、損をしてまで単独では譲受資産を第三者に譲渡しな

いためであり、したがって、単独では当該資産の譲渡は経済的な制約を受けているこ

とが多いとしている（公開草案第 AG52L 項(e)）。しかし、原則として、保証は原債権

に随伴するため、転換社債（CB）と同様に、金融資産と保証は一体として譲渡される

と見る方が実態に即している。また、(2)で示したように、第三者への「資産」の譲

渡以外の方法によっても譲受人は経済的便益を享受できるため、譲渡人による保証は、

譲受資産について、譲受人による経済的便益の支配を否定しないと考える。 

(4) さらに、仮に公開草案のように、譲受資産を譲受人が第三者に譲渡できない場合に

は「経済的制約」を受けているという前提に立った場合でも、なぜ、譲渡人が譲受人

（例えば SPE）の劣後持分を保有しているだけで、譲受人が一方的に、かつ、譲渡に

当たって追加的な制約を課すことなく、金融資産を第三者に対して譲渡できる実務上

の能力を有しないことになる（公開草案第 AG52L 項(d)）か不明である。我々の理解

では、現行の IAS 第 39 号には、このような例示はない。 

(5) 第 17A 項(c)で提案されている「譲渡する実務上の能力」テストは、（「譲受人自身

の便益のため」の補足条項を除き）現行の IAS 第 39 号の支配のテストと同じである

が、公開草案で提案されている会計処理は、現行の IAS 第 39 号のものとは異なる。

すなわち、現行の IAS 第 39 号第 20 項(c)では、公開草案と同様の譲渡する実務上の

能力がなく、譲渡人が譲渡された金融資産への支配を有しているとされても、当該資

産に対して継続的関与を有している範囲においてのみ認識を継続する扱いになって

いる。したがって、現行の IAS 第 39 号は、金融資産の分割可能性と証券化による分

解（unbundling）と言う経済特性を反映するように多少は工夫されていたのに対し、

公開草案では、そのような考慮はない。 

                                                   
5 この「譲渡」に関し、公開草案第 AG52A 項や第 AG52B 項では「処分」（dispose）を用いてお

り、「譲渡する実務上の能力」におけるその用語が、第 9項で提案されている「譲渡」と同じか

どうか明確ではない。もし異なるのであれば、適切な用語に修正する必要がある。 
6これは、反対意見を有するメンバーの見解（公開草案第 BC20 項）と同じであると思われる。 
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留保持分の会計処理 

質問 6 

 認識中止の要件を満たす譲渡における、金融資産又は金融資産グループに対する留保持

分の提案されている会計処理（認識及び測定）に同意しますか（金融資産又は金融資産グ

ループに対する留保持分については第 21A 項参照。企業を通して間接的に留保する金融資

産又は金融資産グループに対する持分については第 22A 項参照）。同意しない場合、その理

由は何ですか。代替案とその理由も述べて下さい。 

（注：第 21A 項で提案されている金融資産又は金融資産グループに対する留保持分の会

計処理は、IAS 第 39 号から変更されていません。ただし、第 22A 項で提案されている企業

を通して間接的に留保する金融資産又は金融資産グループに対する持分のガイダンスにつ

いては、新規のものです。） 

 

10. 公開草案第 21A 項における提案に同意する。これは以下の理由による。 

(1) 譲渡された金融資産に対する留保持分（例えば、ローン・ポートフォリオの 80%の

比例的な割合のみを譲渡した場合の残り 20%部分）は、譲渡後も投資が継続しており、

譲渡前に認識していた金融資産の一部とすることが適切であると考える。また、公開

草案第AG37A項で示す例は、譲渡人にとって同じ取引であるため、報告企業レベルで、

金融資産の一部譲渡（又は一部留保）として取り扱うことが適切であると考える。 

(2) 代替アプローチは、金融資産の譲渡取引が当該金融資産を分解し（unbundling）再

び組み合わせる（rebundling）（公開草案第 AV11 項）という見方であり、80%の比例

的な割合という一部譲渡（第 AG37A 項の例）を、いったん 100%を譲渡したうえで 20％

持分を新たに購入するとみるものと考えられる。代替アプローチも公開草案の提案ア

プローチも、譲渡人にとって同じ取引を同じように取り扱う点で共通している。しか

し、金融資産の経済的な便益は、将来のキャッシュ・フローに対する権利であり、非

金融資産と比べて分解しやすい。したがって、一部のキャッシュ・フローに対する権

利のみ移転し残りは留保することが可能であり、代替アプローチのように、一部譲渡

（又は一部留保）を全体の譲渡と新たな購入の組合せとみなす必要はないと考える。 

(3) 我々は、公開草案第 21A 項の提案について、適当であると考える7。ただし、反対意

見においても指摘（公開草案第 AV14 項）のように、公開草案第 22A 項は、譲渡人が

SPE ではなく事業を営む企業である場合など、実務上、適用困難な場合がある。むし

ろ、譲渡資産からのキャッシュ・フローかどうか明らかではない場合には、新たな資

産とみるというようなガイダンス（FAS 第 140 号第 58 項及び第 272 項参照）の方が、

                                                   
7 これは、従前に認識されていた金融資産の帳簿価額を、譲渡日における留保部分と譲渡部分

（認識を中止した部分）の公正価値に基づいて、当該部分にそれぞれ配分する方法である。そ

れぞれの原価が別々に識別できないため、連産品（joint product）が生じた場合（IAS 第 2 号

第 14 項）と同じように、合理的に按分されるものである。 
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実行可能性が高いものと考える8。 

 
金融資産の認識中止へのアプローチ 

質問 7 

提案されている金融資産の認識中止へのアプローチのステップ／テストを確認した上で

（質問 1 から 6）、提案されているアプローチを全体としてみて、金融資産の認識の中止を

判断する際の新しいアプローチとして採用することに同意しますか。同意しない場合、そ

の理由は何ですか。認識中止の新しいアプローチとして、代替的見解に基づく代わりのア

プローチを定めるべきだと思いますか。思う場合、その理由は何ですか。代替案とその理

由も述べて下さい。 

 

11. 提案されているアプローチは、財務諸表利用者による将来のキャッシュ・フローの予

測に資するという財務報告の目的を達成するための改善とは考えられない部分があるた

め、全面的には受け入れることはできない。 

(1) 金融資産の経済的な便益は、キャッシュ・フローに対する権利である。柔軟に分割

可能であるという経済特性を考慮すれば、優先部分が売却され劣後部分だけ保有する

場合、売却した優先部分は売却処理し、引き続き保有する劣後部分は従前の資産の一

部として処理することが、実態を忠実に反映すると考えられる（質問 2のコメントで

ある第 3項から第 5項参照）。 

(2) 「譲渡」については、提案されている譲渡の定義の考え方に同意するが、その具体

的な内容や認識の中止の規準を見直す必要がある（質問 3のコメントである第 6項参

照）。 

(3) 「譲渡する実務上の能力」テストの考え方及びガイダンスは適切ではなく、見直す

べきと考える（質問 5のコメントである第 9項参照）。 

(4) 公開草案第 BC58 項から第 BC60 項では、多くの買戻条件付売却取引（レポ取引）や

有価証券の消費貸借取引については、譲渡資産の売却として扱われるため、根本的な

会計処理の変更がもたらされると示されているが、こうした提案には同意しない（質

問 3 のコメントである第 6項(3)参照）。 

12. 第 5 項や第 10 項(2)で述べたように、我々は、代替アプローチは採用すべきではない

と考える。公開草案で提案されているアプローチについて、前項で示した点を見直した

アプローチを採ることが適当であると考える。 

 

                                                   
8 なお、現行の IAS 第 39 号 IG E3.1 では、売却可能に分類されている株式について、投資先が

企業再編により被取得企業となり取得企業の株式と交換され、認識の中止に該当した場合、被

取得企業の株式は処分され、取得企業の株式は公正価値で取得される（差額は損益）としてい

る。 
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連結と認識の中止との相互作用 

質問 8 

2008 年 12 月、ボードは公開草案である ED10「連結財務諸表」を公表しました。第 BC28

項及び第 BC29 項で述べられているように、ボードは、本公開草案中に金融資産の認識の中

止について提案されているアプローチは、（認識の中止は資産及び負債レベルで行われ、連

結は企業レベルで評価されるものであるが）ED10 で提案されているアプローチと同様であ

ると考えています。提案されている認識の中止のアプローチと連結アプローチは両立する

ものであるということに同意しますか。同意しない場合、その理由は何ですか。 

ボードは、公開草案を確定する前に、提案されている認識の中止及び連結へのアプロー

チのその他の側面についても検討すべきですか。検討すべきだと考える場合、どの側面に

ついて検討すべきですか。またその理由は何ですか。ボードが、代替アプローチの採用を

検討する場合、代替アプローチは提案されている連結アプローチと両立すると思いますか。 

 

13. 公開草案で提案されている認識の中止及びED10で提案されている連結のアプローチの

比較に、どのような意味があるかどうか明らかではないと考える。 

(1) 提案されている認識の中止及び連結のアプローチは、ともに支配概念に基づくもの

であり、自らのために経済的な便益を享受できることやそのために便益にアクセスで

きること（又は他を排除できること）を要素としている点では類似していると考える。 

(2) しかし、それらのアプローチは、その対象が資産か企業かという点で異なる提案で

ある。特に、報告企業の境界（boundary）を異にする財務報告（すなわち、個別財務

諸表か連結財務諸表か）を考慮すれば、それらのアプローチが両立（compatible）す

るか否かは意味がないと考える。むしろ、双方を適用した会計上の結果が、忠実な表

現をもたらすかどうかを考慮すべきである。 

14. また、資産自体の認識の中止について、すなわち、金融資産とそれ以外の資産につい

て比較することが有益ではないかと考える。 

(1) 公開草案第 BC2 項から第 BC14 項にあるような資産の定義に基づけば、すべての資

産に関する認識の中止は、統一的に、①資産の将来の経済的便益が存在しなくなるか、

②資産の将来の経済的便益に対する支配を失ったか、によって判断されることになる。 

(2) しかしながら、資産の種類ごとにその性格は異なるため、資産の将来の経済的便益

に対する支配を失ったかどうか判断する要素は、次のように、資産の性格に応じて異

なることが考えられる。 

① 金融資産の場合には、その経済的な便益はキャッシュ・フローに対する権利であ

り、柔軟に分割可能であるため、分解されたキャッシュ・フローに対する権利への

支配の有無に基づき検討する。 
② （棚卸資産や不動産のような）非金融資産の場合には、当該資産自体（資産全体）

に対する支配の有無に基づき検討する。 
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(3) したがって、金融資産の方が非金融資産よりも、支配の喪失に基づき認識が中止さ

れる場合は広いものと考えられる。しかし、「収益認識の DP」9では、製品保証や顧客

による返品権があっても、通常は支配が移転することが想定されている。また、「リ

ースの DP」10では、セール・アンド・リースバック取引において、金融処理とともに

売却処理が検討されている。一方、この公開草案では、保証を付していたり譲受人の

劣後部分を保有していたりする金融資産を売却処理しないため、金融資産を対象とし

たモデルの方が認識の中止となる結果が狭いと思われる。 

(4) このように、金融資産も非金融資産も、支配の移転を移転先による自由な利用が可

能かどうかの視点から検討している。しかし、①認識中止の判定対象となる「資産」

の範囲が制約されていること（質問 2 のコメントである第 3 項参照）、②譲受人が譲

り受けた金融資産を第三者に譲渡する実務上の能力を有しているかどうかの判断に

際して経済的な制約を考慮するものとしていること（質問 5のコメントである第 9項

参照）などから、金融資産の認識の中止となる結果は狭くなっているため、これらの

点を見直すことが考えられる。 

 

金融負債の認識の中止 

質問 9 

第 39A 項で提案されている金融負債の認識の中止の原則の改訂に同意しますか。同意し

ない場合、その理由は何ですか。代わりにどのように改訂すればよいですか、その理由も

併せて述べて下さい。 

 

15. 公開草案における金融負債の認識の中止に関する提案については、公開草案第 40A 項

で提案されている「条件改定」（modification）の取扱いを除き、同意する。 

(1) 「条件改定」は、既存の契約から新たな契約に置き換えられる「更改」（novation）

と異なり、既存の契約における条件の変更にすぎない。重要な条件改定が行われても、

既存の金融負債は存在しており、これに代わる新たな金融負債が生じるわけではない。

このため、「条件改定」は、認識の中止ではなく、SFAS 第 15 号のように評価替えとす

ることが適当であると考える。 

(2) また、金融負債が実質的に相違している場合（公開草案第 40A 項）の解釈として、

公開草案第 AG62 項において、「現在価値が少なくとも 10%相違する場合」という記述

は、現行の IAS 第 39 号第 AG62 項と同じではあるが、根拠もなく、ルールベースすぎ

るため見直すべきである。 

                                                   
9 これは、2008 年 12 月に IASB から公表されたディスカッション・ペーパー（DP）「顧客との

契約についての収益認識に関する予備的見解」を指す。 
10 これは、2009 年 3 月に IASB から公表されたディスカッション・ペーパー（DP）「リース：

予備的見解」を指す。 
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開示 

質問 11 

提案されている IFRS 第 7号の改訂に同意しますか。同意しない場合、その理由は何です

か。代わりに当該規定をどのように改訂すればよいですか、その理由も併せて述べて下さ

い。 

 
16. 提案されている開示には、次のような改善の余地がある。 

(1) ノンリコースローンは、裏付資産のみからのキャッシュ・フローにより返済するた

め、資産一般に対する請求権を有する他の負債と異なることになる。このため、公開

草案第 42B 項(e)では、このネットポジションを注記することを提案しているが、む

しろ、財政状態計算書において、ノンリコースローンと認識が中止されない資産を間

接控除にて表示する方が、実態を表していると考えられる。 

 なお、「財務諸表表示の DP」11では、カテゴリー別の表示が提案されている。この

提案において、企業は、関連すると考える資産負債を同じカテゴリーに表示し、カテ

ゴリーごとに小計を示すこととなる。もし、経営者が、ノンリコースローンを投資負

債に計上し、関連する資産を投資資産に表示するものとすれば、それらは同じカテゴ

リーに表示され、実質的に間接控除されるかたちで表示される。この DP の趣旨を考

慮すれば、ノンリコースローンを間接控除にて表示することを認めることの方が利用

者の役に立つものと考えられる。 

(2) ED10「連結財務諸表」において、非連結となった組成された企業（structured entity）

に対する関与について注記が提案されている。認識が中止された譲渡資産に対する継

続的関与の注記については、これらと合わせて効果的に開示することの方が役に立つ

と考えられる。 

(3) 公開草案第 42E 項(c)では、譲渡活動の合計金額が、報告期間において均等に分布

していない場合、 大の譲渡活動の期間に関する開示が要求されている。しかし、趣

旨が明らかでない（どのような場合になぜ開示するか）ため、見直すべきと考える。 

 
* * * * * * 

 

 我々のコメントが当プロジェクトにおける今後の審議に貢献することを期待する。 

 

新井 武広 

特別目的会社専門委員会 専門委員長 

企業会計基準委員会 常勤委員 
                                                   
11 これは、2008 年 10 月に IASB から公表されたディスカッション・ペーパー（DP）「財務諸表

の表示に関する予備的見解」を指す。 


