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論 文

出資先等に関する連結範囲規制の一考察

―IFRS（国際財務報告基準）第10号の投資企業等の連結の例外規定を中心として―

橋 上 徹

Considerationregardingthescopeofconsolidationofsomeinvestmentstobe
discussedinconsolidatedfinancialstatements

―Mainlyfocusedon“exemptions”forInvestmentEntitiesregulatedbyIFRS10―

ToruHASHIGAMI

第1章 はじめに－本論文の位置づけ－

筆者は，『県立広島大学 経営情報学部論集 第7号』（2015年2月20日発行）において，「我

が国の制度会計（企業会計法）における連結範囲規制の現状と認識される課題」という論文の中

で，日本の株式会社以外の事業体に関する連結範囲規制の課題と課題解決のための着眼点を記述

した。

我が国の制度会計は，現在，国際財務報告基準（InternationalFinancialReportingStandards：以

下「IFRS」と言う。）とのコンバージェンス（収斂化）が行われている。そのため，いずれ連結

範囲規制に関しても，IFRSの考え方が我が国にも導入されることが想定されており，関連IFRS
規定を研究し，あらかじめ問題点等を検討しておくことには意義がある。

このような問題意識の下，国際会計研究学会第32回研究大会（2015年10月3日）において，

「連結範囲規制に関する国際的潮流の問題点－投資企業等の連結の例外規定を中心として－」と

題し，論題報告をする機会をいただいた。

本論文は，IFRSを中心として，また，同学会報告の内容を論文にする形で，問題意識を読者と

共有することを主たる目的として記述を行うものである。

第2章 IFRS第10号「連結財務諸表」（InternationalFinancialReportingStandard10

ConsolidatedFinancialStatements）策定の背景と目的

第1節 IFRS第10号 策定の背景

2011年5月にIFRS第10号が公表される以前，IFRSにおける連結範囲規制は，主として，IAS
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第27号［連結及び個別財務諸表］（InternationalAccountingStandard127:ConsolidatedandSeparate
FinancialCtatements），SIC第12号［連結－特別的事業体］（StandingInterpretationsCommittee212:
Consolidation-SpecialPurposeEutities）により規制されていた。

IAS第27号は，報告企業に支配されている企業を連結することを要求し，支配を，ある企業か

らの便益を受けるために，その企業の財務及び営業の方針を左右する力と定義していた（IFRS10
BC3，以下，特に断りがなければBCはIFR第10号のBCである。）。

一方，SIC第12号は，IAS第27号の要求事項を特別目的事業体の文脈において解釈したもの

であったが，リスクと経済価値により大きな重点を置いていた（BC3）。
このような重点の置き方の食い違いにより，支配の概念の適用に不整合が生じていた（BC3）。
この不整合をさらに悪化させていたのは，どの投資先がIAS第27号の範囲に含まれ，どの投

資先がSIC第12号の範囲に含まれるのかについて，明確なガイダンスが欠如していた結果，支

配の判定が，投資者がリスクの過半を有しているかどうかという定量的な評価になる場合があ

り，このような明確な「境界線」の区分に基づくテストは，特定の会計上の結果を得るための操

作の機会を生じさせていた（BC3）。
さらに2007年に始まった世界的な金融危機で，投資者が証券化ビークルなどの「オフバラン

ス・ビークル」（自らが設立又は出資したものを含む）への関与により晒されているリスクに関す

る透明性の欠如が注目された（BC4）。
その結果，G20首脳，金融安定理事会（theFinancialStabilityBoard）等から，こうした「オフ

バランス・ビークル」に関する会計処理及び開示の要求事項の見直しが要請された（IFRS10BC4）。
このような背景から，IFRS第10号を開発する際に，IASB（theInternationalAccountingStandards

Board：国際会計基準審議会）（以下，「IASB」と言う。）は，2008年12月に公表した公開草案ED
第10号「連結財務諸表」（ConsolidatedFinancialStatements）に対するコメントを検討した（BC5）。
ED第10号へのコメント提出者は，IASB（InternationalAccountingStandardBoard：国際会計基

準委員会）（以下，「IASB」と言う。）とFASB（FinancialAccountingStandardsBoard：米国財務会

計基準審議会）（以下，「FASB」と言う。）が，両者の覚書において，2011年までに連結に関する

共通の基準の開発に向けて合意したことを指摘し，このため彼らは，両審議会が追求している基

準の要求事項が類似するだけではなく同一となるように，連結プロジェクトを共同で議論するこ

とを要望し，その結果IASBのIFRS第10号の開発にあたっての審議は，2009年10月からFASB
と共同で行われた（BC5）。

第2節 IFRS第10号の目的

IFRS第10号の目的は，ある事業体（anentity）が，1つあるいは複数の他の事業体（oneor
moreotherentities）を支配（control）している場合，連結財務諸表を表示（presentation）と作成

1 IASは，現在のIFRSの策定主体であるIASB（InternationalAccountingStandardsSettingBoard）以前，世界の主
要国の会計士が主体となって設立したIASC（InternationalAccountingSettingCommittee）が策定した国際会計基
準であり，IASBにIASとして引き継がれている。IAS27は，2001年に“ConsolidatedFinancialStatementsand
AccountingforInvestmentsinSubsidiaries”としてIASBに引き継がれ，2003年にタイトルが，“Consolidatedand
SeparateFinancialStatements”に変更された。さらにIFRS第10号の公表により，タイトルが“SeparateFinancial
Statements”に変更された。

2 IASCの時代のIASに対する解釈指針策定委員会であり，今はIFRIC（InternationalFinancialReporting
InterpretationsCommittee：国際財務報告解釈指針委員会）に置き換えられている。
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（preparation）に関する原則を定めることである（第1項）3。

第1項の目的を達成するため，IFRS第10号は，次のことを行っている（第2項 4）。

（a）1つあるいは複数の他の事業体（子会社）を支配している事業体（親会社）に，連結財務諸

表の表示（presentation）を要求する。

（b）支配（control）の原則を定義し，支配を，連結の基礎として確立する。

（c）投資者が投資先を支配しており，そのため，当該投資先を連結しなければならないかどうか

を識別するために，支配の原則の適用方法を呈示する。

（d）連結財務諸表の作成に関する会計処理上の要求事項を呈示する。

（e）投資企業（aninvestmententity）を定義し，投資企業の特定の子会社の連結に対する例外を呈

示する。

なお，IFRS第10号は，企業結合（businesscombinations）の会計処理上の要求事項とそれらの

連結への影響（企業結合時に生じるのれんを含む。）〔IFRS3号「企業結合」（InternationalFinancial
ReportingStandard3:BusinessCominations）参照〕は取り扱っていない。

第3章 連結範囲を規制する「支配」の定義

第1節 総論

IFRS第10号第6項は，IFRS第10号第7項は次のような記述を行い「支配」の概念を整理し

ている。

“投資先を「支配」”している状況とは，投資者が，次の各要素をすべて有している場合にのみ

である。

（a）投資先に対するパワー（powerovertheinvestee）（第10項から第14項参照）

（b）投資先への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利（exposure,or
rights,tovariablereturnsfromitsinvolvementwiththeinvestee）（第15項及び第16項参照）

（c）投資者のリターンの額に影響を及ぼすように投資家に対するパワーを用いる能力（theability
touseitspowerovertheinvesteetoaffecttheamountoftheinvestor’sreturns）（第17項及び第18
項参照）

投資者は，第7項に列挙した支配の3要素のうち1つ以上に変化があったことを示す事実や状

況がある場合には，投資先を支配しているかどうかを再検討しなければならない，としている。

また，第8項では，投資者は，投資先を支配しているかどうかの判定に際しては，すべての関

連性のある事実（facts）と状況（circumstances）を考慮しなければならない，としている。

3 IFRSFoundation,2015InternationalFinancialStandards,IFRSofficialpronouncementsissuedad1January2015.
IncludsStandardswhichaneffectivedateafter1January2015butbottheStandardstheywillreplace-PARTAthe
ConceptualFrameworkandrequirements,ppA383
日本語翻訳に関しては，IFRS財団編，企業会計基準委員会・公益財団法人 財務会計基準機構 監訳『2014
国際財務報告基準 PARTA 概念フレームワーク及び要求事項 －2014年1月1日現在で公表されている基準
書等（発効日が2014年1月1日より後のIFRSを含むが，それらが置き換えるIFRSは含まない）－』を参照に
しているが，①日本語訳に誤解が生じるため基本的に筆者の翻訳となっている点，②執筆日現在，IFRS
Foundation『InternationalFinancialReportingStandardsIFRSPARTAtheConceptualFrameworkandrequirements
officialpronouncementsissuedat1January2015.IncludesStandardswhichaneffectivedateafter1January2015butnot
theStandardstheywillreplace』と記述内容に変更があるため，筆者が，基本的に訳している。

4 Opcit.
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第2節 パワー

IFRS第10号第10項では，「投資者は，関連性のある活動（therelevantactivities）（すなわち，

投資先のリターンに重要〔significantly〕な影響を及ぼす活動）を指図する（direct）現在の能力

（ability）を与える既存の権利（existingrights）を有している場合には，投資先に対するパワーを

有している。

そして，第11項・第12項・第13項・第14項では，当該パワーの複雑性に着目している。

第3節 リターン

投資者は，その関与により生じる投資者のリターンが投資先の業績の結果によって変動する可

能性がある場合，投資先への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利

を有している，とされる（第15項）。

投資先を支配できるのは1人の投資者のみであるが，複数の当事者が投資先のリターンを共有

することはあり得，例えば，非支配持分の保有者は投資先の利益又は分配に参加することができ

る，とされている（第16項）。

第4節 パワーとリターンの関連

「支配」の要件である「パワー」と「リターン」の関連に関しては，投資者は投資先に対する

パワー及び投資先への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利を有す

表：パワーの複雑性の評価と具体例の整理

具体例パワーの複雑性

例えば，投資先に対するパワーを株式等の資本性金融商品によって付与
される議決権（votingrights）から直接に得ていて，それらの株式保有に
よる議決権を考慮することによって評価できる場合（第11項）

評価が単純な場合

例えば，パワーが複数の契約上の取決めから生じている場合（第11項）
関連性のある活動を指図する現在の能力を有する投資者は，その指図す
る権利をまだ行使していなくても，パワーを有している場合（第12項）

複数の関連のない投資者がそれぞれ，異なる関連性のある活動を指図す
る一方的な能力を与える既存の権利を有している場合には，投資先のリ
ターンに最も重要な影響を及ぼす活動を指図する現在の能力を有する投
資者が，投資先に対するパワーを有している（第13項）。

投資者は，たとえ関連性のある活動の指図に参加する能力を与える既存
の権利を他の企業が有している場合（例えば，他の企業が重要な影響力
を有している場合）であっても，投資家に対するパワーを有している場
合（第14項）

上記にかかわらず，防御的な権利（protectiverights）のみを有している
投資者は，投資先に対するパワーを有していないので投資者に対する支
配を有していない場合（第14項）

評価がより複雑と
なり，複数の要因
を考慮することが
必要となる場合

（出典：筆者作成）
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るだけでなく，投資先への関与により生じるリターンに影響を及ぼすように投資先に対するパ

ワーを用いる能力を有している場合に，投資先を支配している，とされている（第17項）。

このため，意思決定権を有する投資者は，自らが本人なのか代理人なのかを決定しなければな

らない，とされる（第18項）。

具体的には，パワー（意思決定権）が代理人に委任されている場合であっても，代理人がパワー

（の行使）から生じるリターンの変動性にさらされていないのであれば，企業に対する支配を有

せず，このような場合は，パワーを行使する代理人が被投資企業を連結するのではなく，意思決

定権を委任した本人が連結することとなる 5。

第4章 連結の範囲

第1節 総論

他の企業（子会社）を支配している企業（親会社）は，連結財務諸表を表示しなければならな

いとされている（第2項，第4項）。ただし，次の場合には，連結財務諸表の表示は求められない

（第4項）。

親会社は，次の条件のすべてを満たす場合は，連結財務諸表を作成する必要がない。

（ⅰ）親会社が他の企業の100％子会社であるか，又は他の企業の100％未満の子会社であり，他

の所有者（それ以外では議決権が与えられない者も含む）が，親会社が連結財務諸表を表

示しないことを知らされていて，それに反対していないこと。

（ⅱ）親会社の負債性又は資本性金融商品が，公開市場（国内又は外国の株式市場又は店頭市場，

ローカル及び地域市場を含む）で取引されていないこと。

（ⅲ）親会社が，財務諸表を証券委員会その他の規制機関に公開市場で何らかの種類の証券を発

行する目的で提出しておらず，提出する過程にもないこと。

（ⅳ）親会社の最上位の親会社，又は，いずれかの中間親会社が，子会社が連結されているか，

子会社がIFRSに準拠して損益を通じて公正価値で測定される公表用のIFRSsに準拠した

財務諸表を作成していること。

下線部分は，第5章で述べる2014年12月18日，IASBは，「投資企業：連結の例外の適用（IFRS
第10号，IFRS第12号及びIAS第28号の改訂）：InvestmentEntities:ApplyingtheConsolidation
Exception(AmendmentstoIFRS10,IFRS12andIAS28)」の公表により追加された部分である。

第2節 作成免除規定の議論の背景

第1款 100％子会社又は実質的に100％子会社である親会社の連結財務諸表作成免除

IAS第27号（2000年改訂）第7項では，連結財務諸表の表示を要求していたが，第8項では，

100％子会社又は実質的に100％子会社である親会社が連結財務諸表を作成しないことを認めて

いた。

2003年に，IASBは，この一般的要求の免除を廃止又は修正するかどうかを検討した（BCZ12，

5 あずさ監査法人編，山田辰巳責任編集『詳細解説 IFRS実務適用ガイドブック』（2014年9月15日，㈱中央経
済社）961頁参照。
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以下，特に断りがなければBCZはIFRS第10号のBCZである。）。

IASBは，免除を維持することを決定した（BCZ13）。これは，法律により，連結財務諸表に加

えて，IFRSに従った公表用の財務諸表の作成を要求されている企業集団内の企業に，過大な負担

が生じないようにするためである（BCZ13）。
IASBは，状況によっては，利用者は，個別財務諸表か連結財務諸表のいずれかで，子会社に

ついて目的に十分な情報を得られることに留意した（BCZ14）。さらに，子会社の財務諸表の利

用者は，もっと多くの情報を有しているか又はアクセス可能であることが多い（BCZ14）。
免除を維持すべきだとの結論を下した後，IASBは，企業が適用を免除される状況を見直すこ

とを決め，非支配株主持分の所有者全員の同意を要件を検討した。

2002年の公開草案では，議決権を与えられていない者も含めて，非支配株主持分の所有者が全

員同意する場合には，100％所有でない親会社にも免除を拡大することを提案した（BCZ16）。
一部のコメント提出者は，主に，非支配株主の全員から返答を得ることが実務上困難であるこ

とを理由に，この提案に反対した（BCZ17）。
この議論を認めて，IASBは，連結財務諸表を表示しないことについて非支配株主持分の所有

者が通知を受け，それに反対しない場合には，100％子会社でない親会社にも適用免除を認めるべ

きだと決定した（BCZ17）。

第2款 非公開企業のみが適用可能な適用免除

IASBは，負債性金融商品や資本性金融商品が公開市場で売買されている企業の財務諸表の利用

者の情報ニーズは，子会社，共同支配企業及び関連会社への投資をIAS第27号，IAS第28号
（InternationalAccountingStandard28:InvestmentsinAssociatesandJointVentures〔関連会社及び共

同支配企業に対する投資〕）及びIAS第31号（InternationalAccountingStandard31:InterestsinJoint
Ventures〔ジョイント・ベンチャーに対する持分〕）6に従って会計処理する場合に最もよく満たさ

れると考えた（BCZ18）。
したがって，IASBは，連結財務諸表の作成の免除を，そのような企業又は公開市場で金融商

品を発行する過程にある企業には認めないことを決定した（BCZ18）。

第3節 連結範囲除外

IAS第27号（2000年改訂）第13項は，支配が一時的と意図されている場合又は子会社が長期

の厳しい制限の下で営業活動を行っている場合には，子会社を連結除外とすることを要求してい

た（BCZ19）。
① 一時的な支配

2003年にIASBは，この範囲除外を廃止して，その直前に同様の範囲除外を削除していた他の

基準設定主体とのコンバージェンスを行うかどうかを検討した（BCZ20）。
IASBは，資産の処分を扱う包括的な基準の一部としてこの問題を検討することにし，IASBは，

子会社を12ヵ月以内に処分する意図で取得し，経営者が積極的に買手を探しているという証拠が

ある場合には，子会社の連結の免除を維持することを決定した（BCZ20）。

6 IAS第31号は，2011年5月にIFRS第11号（InternationalFinancialReportingStandard11,JointArrangements：共
同支配の取決め）により廃止された。
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IASBの公開草案ED第4号「非流動資産の処分及び非継続事業の表示」（ED4DISPOSALOF
NON-CURRENTASSETSANDPRESENTATIONOFDISCONTINUEDOPERATIONS）では，売却

目的で保有する資産を，保有しているのが投資者なのか子会社なのかに関係なく，首尾一貫した

方法で測定して表示することを提案した（BCZ20）。
したがって，ED第4号は，支配が一時的と意図されている場合についての連結免除の削除を

提案し，これを達成するためのIAS第27号の修正案を含んでいた（BCZ20）。
2004年3月にIASBは，IFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」

（InternationalFinancialReportingStandard5:Non-currentAssetsHeldforSaleandDiscontinued
Operations）を公表した。

IFRS第5号はこの範囲除外を廃止し，支配が一時的と意図されている場合の連結免除を削除し

た。

米国の旧SFAS（StatementofFinancialAccountingStandard）第144号（AccountingfortheImpairment
ofDisposalofLong-LivedAssets）7は，一時的に保有する子会社に関するUSGAAP（米国会計基

準）の連結除外の取扱いを削除したが，これは，一部の資産は連結し一部は連結しないというの

ではなく，売却目的保有のすべての資産を同じ方法で処理すべきだという理由によるものである

（IFRS5BC53）。
IASBもFASBと同様，すべての子会社については連結し，売却目的保有として分類される要件

を満たす，すべての資産（及び処分グループ）については同じ方法で処理すべきであると結論付

けた（IFRS5BC53）。
② 資金を親会社に送金する能力を損なう長期の厳しい制限

IASBは，子会社の資金を親会社に送金する能力を損なう長期の厳しい制限が存在している場

合の連結除外を廃止することを決定した（BCZ21）。そのような状況が支配を妨げない場合もあ

るからである（BCZ21）。
IASBは，親会社が子会社を支配する能力を評価する際に，子会社から親会社への資金の送金

に関する制限について考慮すべきだと判断した（IFRS10BCZ21）。そのような制限について考慮

すべきだと判断した（BCZ21）。そのような制限は，それ自体では支配を妨げるものではない

（BCZ21）。

第5章 「投資企業」の連結の例外規定

第1節 背景

2014年12月18日，IASBは，「投資企業：連結の例外の適用（IFRS10号，IFRS12号及びIAS
第28号の改訂）：InvestmentEntities:ApplyingtheConsolidationException(AmendmentstoIFRS10,
IFRS12andIAS28)」を公表した。

2012年10月に，IASBは，「投資企業」として定義される種類の企業に対して連結の例外規定

を設け，それに代えて，投資企業は，子会社に対する投資をIFRS第9号に従って，純損益を通

7 FASBは，2009年6月3日に新基準書であるAccountingStandardsCodification（ASC）を承認し，2009年9月15
日以後に終了する期中期間と年度から適用されている。SFAS第144号は，ASC360（Property,plantandequipment）
に置き換えられた。
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じて公正価値で測定することに関し，IFRS第10号を改訂していた。

IASBは，2002年に，IAS第27号の公開草案に対するコメント提出者が，ベンチャー・キャピ

タル組織，プライベート・エクイティ企業及び類似の組織について連結の例外を設けるようIASB
に要望した（BC216）。
その時点では，IASBは，そうした例外を導入しないと決定したが，それは，連結の支配モデ

ルを適用する際に，企業の種類又は投資の種類を区別すべきではないと考えたからである

（BC216）。
また，経営者が投資を保有する理由によって当該投資を連結すべきだという考えにも同意しな

かった（BC216）。
IASBは，ベンチャー・キャピタル組織，プライベート・エクイティ企業及び類似の組織にお

ける投資について，利用者の情報ニーズを最もよく満たすのは，それらの投資を連結して，支配

している企業の営業の範囲を明らかにした財務諸表であるとの結論を下した（BC216）。
ED第10号における提案の範囲は，IAS第27号の提案の範囲と同じであった（BC217）。
IAS第27号は，報告企業の性質を問わず，すべての支配している企業を連結することを報告企

業に要求していたが，ED第10号へのコメント提出者は，投資企業が支配している投資先を連結

した投資企業の財務諸表の有用性を疑問視した（BC217）。
彼らは，USGAAPを含むいくつかの他の国内会計基準が，歴史的に，投資企業に対して，支

配している投資を含めてすべての投資を公正価値で測定することを要求する業種特有のガイダン

スを設けてきたことを指摘した（BC217）。
コメント提出者たちは，投資企業は資本増価，投資収益（配当や利息など）又はその両方の目

的のためだけに投資を保有していることを主張した（BC217）。
これらの投資企業の財務諸表の利用者は，IASBに，投資の公正価値と，投資企業が投資の公

正価値をどのように測定しているかについての理解が最も有用な情報だと述べた（BC217）。
さらに，ED第10号に対するコメント提出者は，投資企業の連結財務諸表は，投資企業ではな

く投資先の財政状態，業績及びキャッシュ・フローを強調しているので，利用者が投資企業の財

政状態と業績を評価する能力を阻害するおそれがあると主張した（BC218）。
多くの場合，投資企業は，公正価値で報告される一部の企業に対する非支配持分を，IFRSの現

行の原則に従って連結される他の企業に対する支配持分とともに保有している（BC218）。
投資企業がすべての投資を類似した目的（資本増価，投資収益又はその両方からのリターン）

のために保有している投資を複数の測定基礎で報告することは財務諸表内での比較可能性を損な

うと指摘し，さらに，連結される項目の中には取得原価で測定されるものもあり，これは投資企

業の業績評価を歪め，企業の事業が管理されている方法を反映しないと指摘した（BC218）。
また，ED第10号へのコメント提出者は，投資企業が支配している企業を連結する場合には，

支配している投資を公正価値で測定したならば要求されるであろう公正価値測定に関する開示の

提供が要求されないことになると主張した（BC219）。
具体的には，例えば，IFRS第7号「金融商品：開示」（InternationalFinancialReportingStandard
7:FinancialInstruments:Disclosures）は，認識された金融資産及び金融負債のみに関係し，連結さ

れている投資についての公正価値に関連した開示を提供するという要求はない（BC219）。
コメント提出者は，公正価値及びその算定に用いた方法とインプットに関する情報は，利用者

が投資企業に対する持分の公正価値に関心があり，公正価値ベースで取引されていることが多い
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（すなわち，投資企業に対する投資は当該企業の純資産に対する取り分を基礎としている）と指

摘し，投資企業の純資産のほとんどすべてを公正価値で報告することにより，当該企業に対する

投資者が，それらの純資産に対する取り分の価値をより容易に識別できるようになると指摘した

（BC219）。
このフィードバックに対応して，IASBは，公開草案「投資企業」（ExposureDraft;Investing

Entities）（以下，「投資企業ED」と言う。）を2011年8月に公表した（BC220）。
投資企業EDは，投資企業が子会社に対する投資（投資関連のサービスを提供する子会社を除

く）をIFRS第9号「金融商品」（InternationalFinancialReportingStandard9:FinancialInstruments）
に従って純損益を通じて公正価値で測定することを要求すると提案していた（BC220）。
投資企業EDに対するコメント提出者の過半数が，BC217項からBC219項に示した理由により，

連結への例外の提案を支持した（BC220）。
IASBは，投資企業EDの公表及び最終的な投資企業の要求事項に至る審議を，FASBと共同で

行った（BC221）。
そして，IASBは，2012年10月に，「投資企業」（IFRS第10号，IFRS第12号及びIAS第27

号の修正）（InvestmentsEntities〔AmendmentstoIFRS10,IFRS12andIAS27〕）を公表し，「投資企

業」として定義される種類の企業に対して連結の例外を認めることとした。

具体的には次のとおりである。

（1）投資企業による会計処理

① 原則的処理（IFRS第10号第31項）

投資企業は子会社を連結せず，子会社への投資をIFRS第9号に従って純損益を通じて

公正価値で測定する。

② 例外的処理（IFRS第10号第32項）

投資企業の投資活動に関連するサービスを提供する子会社を投資企業が有している場

合，当該子会社を連結する。

（2）投資企業の親会社による処理（IFRS第10号第33項）

投資企業の親会社は，自身が投資企業である場合を除き，投資企業である子会社を通じて

支配している企業を含め支配している企業をすべて連結する。

その後，IASBは，2014年6月に公開草案「連結の例外の適用」（ExposureDraft:InvestmentEntities:
ApplyingtheConsolidationException-ProposedAmendmentstoIFRSandIAS28）を公表した。

2012年のIFRS第10号の改訂の適用が実務において進められるなか，その適用について生じた

次のような特徴がIFRIC（InternationalFinancialReportingInterpretationsCommittee：国際財務報告

解釈指針委員会）に提出された 8。

（1）連結財務諸表の作成免除基準（IFRS第10号第4項）

連結財務諸表の作成免除要件の1つに，最上位の親会社（又は中間親会社のいずれか）がIFRS
に準拠した連結財務諸表を作成し公表しているというものがある。

このため，連結財務諸表を作成しない投資企業を親会社とする子会社は，形式的にはこの作成

免除基準に該当せず，連結財務諸表を作成しなければならないかどうか，という点が課題となっ

ている。

8 岩崎伸哉「IFRS10号・IAS28号の修正案 IASB公開草案「投資企業：連結の例外」の適用」の解説」『旬刊
経理情報』（2014年8月，中央経済社）44頁参照。
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（2）投資活動関連サービス子会社の連結要否（IFRS第10号第32項）

投資企業は，原則としてその子会社を連結しないが，投資企業の投資活動に関連するサービス

を提供する子会社は例外的に連結が求められる。ここで課題となっているのは，投資企業の活動

に関連するサービスを提供する子会社が投資企業であっても，当該子会社を連結することが求め

られるかどうかである。

（3）投資企業である関連会社などへの持分法の適用方法（IAS第28号第17項）

投資企業の場合は，自身が投資企業である場合を除き，連結を行うことが求められ，子会社に

よる投資企業としての処理を維持することはできない。

一方，自身が投資企業ではない親会社が，投資企業である関連会社などに対して持分法を適用

するに当たり，関連会社などによって行われた投資企業としての処理（純損益を通じた公正価値

測定）を維持できるのかどうかは明確ではない。

これらの点に関して，次のような提案がなされ，最終的に，「投資企業：連結の例外の適用（IFRS
第10号，IFRS第12号及びIAS第28号の改訂）」（InvestmentEntities:ApplyingtheConsolidation
Exception〔AmendmentstoIFRS10,IFRS12andIAS28〕）を公表するに至った。

（1）IASBは，投資企業の子会社である親会社は，投資企業がそのすべてを公正価値で測定し

ている場合にも（かつ，第4項（a）のその他のすべての条件も満たされている場合に），

IFRS第10号第4項（a）に定められる連結財務諸表の作成の免除を適用できるということ

を明確にするよう，IFRS第10号を改訂した。

（2）IFRS第10号第31項により，投資企業は子会社に対する投資をIFRS第9号に従って純損

益を通じて公正価値で測定しなければならない。IASBは，この規定に関する例外として，

その子会社自体が投資企業には該当せず，その子会社が投資企業の活動に関係するサービ

スを提供することで投資企業の延長としてその行為を行う場合にのみ，投資企業はその子

会社を連結することを明確にした。

（3）企業自体が投資企業ではなく，かつ投資企業である関連会社又は共同支配企業に対する持

分を有する企業は，投資企業である関連会社又は共同支配企業がその子会社に対する持分

に適用した公正価値測定をそのまま維持することが可能となった（強制はされない）。

第2節 投資企業に関するプロジェクトの範囲

投資企業EDは，投資企業について限定的な範囲での連結の例外措置を提案していた（IFRS10
BC222）。

投資企業EDに対する多くのコメント提出者が，提案の範囲を拡大するようIASBに要望した

（BC222）。
① 公正価値測定の対象範囲の拡大に関する要望

一部のコメント提出者は，IASBが，投資企業がすべての投資を公正価値で測定することを要

求するようにプロジェクトの範囲を拡大することを要望した（BC223）。
しかし，IASBは，ほとんどの場合，現行のIFRSは投資企業が保有する投資を公正価値で測定

することを要求又は許容していることに留意した（BC223）。
例えば，企業は，
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（a）IAS第40号「投資不動産」（InternationalAccountingStandard40:InvestmentProperty）におけ

る公正価値オプションを選択できる。

（b）金融資産を公正価値ベースで管理している場合には，IFRS第9号（又はIAS第39号
〔InternationalAccountingStandard39:FinancialInstruments:RecognitionandMeasurement〕）に

準拠して当該資産を純損益を通じて公正価値で測定することを要求される。

したがって，IASBは，プロジェクトの範囲を限定して，投資企業についての連結の例外を設

けるのみとすることを決定した（BC223）。
② 連結の例外の拡大の要望

提案した連結の例外の拡大を要望したコメント提出者もいた（BC224）。
特に，保険業界からのコメント提出者は，保険投資ファンドに対する持分の連結への例外を要

望した（BC224）。
彼らの主張では，保険投資ファンドに対する持分の公正価値を，当該投資ファンドからのリ

ターンを受け取る保険契約者への負債の現在の価値について単一の表示科目とともに，単一の表

示科目で表示することにより，利用者に対して連結よりも有用な情報を提供することになる，と

指摘していた（BC224）。
IASBは，保険投資ファンドに対する保険者の持分について連結の例外を設けることは，投資

企業について連結の例外を設けることを意図した投資企業プロジェクトの範囲外となることに留

意した（BC224）。
さらに，連結に対する追加的な例外は，そうした例外を適用する可能性のある企業を定義する

ための追加的な作業をIASBが行うことが必要となり，IASBは，連結に対するこうした追加的な

例外は，当プロジェクトの範囲で考慮されておらず，コメントの対象にもなっていないことに留

意した（BC224）。
したがって，IASBは，連結に対する例外の提案を拡張しないことを決定した（BC224）。

③ 投資企業の1株当たり純資産価値（NAV:NetAssetValue）のガイダンス規定への要望

投資企業に対する投資者が，当該投資企業の報告された1株当たりの純資産価値（NAV）を，

当該投資企業に対する投資の公正価値を測定するための実務的便法として認めるガイダンスを設

けるよう，IASBに要望したコメント提出者もいた（BC225）。
同様のガイダンスがUSGAAPに存在している。

IASBは，IFRS第13号「公正価値測定」（InternationalFinancialReportingStandard13:FairValue
Measurement）に関する審議の中で，こうした実務的便法を設けることを検討したが，それは行わ

ないと決定した（BC225）。
これは，IFRSにおいて投資企業に関する具体的な会計処理ガイダンスがなく，世界の各法域で

NAVの計算においてさまざまな実務があるためである（BC225）。
IASBは，投資企業に対する投資についての公正価値測定のガイダンスを設けることは投資企

業プロジェクトの範囲外であると判断した（BC225）。
IASBが投資企業の定義を開発したのは，どの企業を連結に対する例外に適格とすべきなのか

を識別するためであり，この定義は，どの企業を公正価値測定の実務的便法に適格とすべきなの

かを決定するために設計したものではない（BC225）。
さらに，IASBは依然として，NAVは異なる法域では異なって計算される可能性があるという

懸念を有している（BC225）。
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したがって，IASBは，投資企業プロジェクトの一部として公正価値測定についてNAVによる

実務的便法を設けることはしないと決定した（BC225）。

その他の論点として，以下の事項がIASBにより検討された。

企業ベースのアプローチか，資産ベースのアプローチかについて

IASBは，連結に対する例外について企業ベースのアプローチを採用することを決定した

（BC226）。すなわち，連結に対する例外は，子会社を所有している企業の種類を基礎とする

（BC226）。
IASBは，連結に対する例外について資産ベースのアプローチを設けることを検討した

（BC226）。資産ベースのアプローチでは，企業は子会社のそれぞれ（すなわち，個別の資

産）との関係及びそれらの性質を考慮して，公正価値測定の方が連結よりも適切なのかどう

かを判断することになる（BC226）。
しかし，IASBは投資企業EDで提案した企業ベースの連結に対する例外を維持することを

決定した（BC226）。
IASBは，資産ベースのアプローチでは，関連性のある資産を保有するあらゆる企業が例外

を利用できるようになることにより，連結に対する例外が大幅に拡大することとなることを

懸念した（BC226）。これはIASBが，本基準で開発した連結モデルに対する大幅な概念的変

更となる（BC226）。
さらに，IASBの考えでは，投資企業は，子会社を公正価値で測定する方が連結よりも適切

となるような独特の事業モデルを有している（BC226）。
企業ベースのアプローチは，この投資企業の独特の事業モデルを捕捉するものである

（BC226）。

投資企業に子会社を連結するのか純損益を通じて公正価値測定で測定するのかのいずれかを認

める選択肢を設けるのか，について

IASBは，投資企業に子会社を連結するのか純損益を通じて公正価値で測定するのかのいずれ

かを認める選択肢を設けることも検討した（BC227）。
しかし，IASBの考えでは，この選択肢を設けることは，公正価値情報がすべての投資企業

について最も目的適合性の情報であるという考えと不整合となり，さらに，選択肢を設ける

ことは異なる投資企業の間での比較可能性を低下させることになる（BC227）。
したがって，IASBは，投資企業には子会社を純損益を通じて公正価値で測定することを要

求すべきであると決定した（BC227）。

第3節 投資企業の定義

IFRS第10号第27項では，投資企業は，次のすべてに該当する企業である，と定義している。

（a）投資者から，当該投資者に投資管理サービスを提供する目的で資金を得ている。

（b）投資者に対して，自らの目的は資本増価，投資収益，又はその両方からのリターンのためだ

けに資金を投資することであると確約している。

（c）投資のほとんどすべての測定及び業績評価を公正価値ベースで行っている。
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以上のように投資企業を他の種類の企業と区別する3つの基本的な要素があるとしているが，

具体的ないくつかの検討の内容は次のとおりであった。

① 投資管理サービス

IASBは，投資企業の不可欠な活動の1つは，投資者に投資管理サービスを提供するために投

資者から資金を得ることであることに留意した（BC237）。
IASBは，この投資管理サービスの提供が投資企業と他の企業とを区別するものであると考え

ている（BC237）。
したがって，IASBは，投資企業の定義では，投資企業が投資者から資金を得て投資者に投資

管理サービスを提供することを記述すべきだと決定した（BC237）。

② 事業目的

IASBが，企業の活動と事業目的が，当該企業が投資企業なのかどうかを判定する際に決定的

なものであると考えている（BC238）。
投資企業は投資者から資金を集めて，それらの資金を資本増価，投資収益，又はその両方から

だけリターンを得るために投資するというものであるため，IASBは，投資企業の定義では，投

資企業が投資者に対して，その事業目的は投資管理サービスを提供し資本増価，投資収益，又は

その両方からのリターンのみを目的として資金を投資することであると約束していることを記述

すべきだと決定した（BC238）。
投資企業EDでは，企業が第三者に対して実質的な投資関連のサービスを提供している場合に

は，投資企業として適格となることを認めていなかった（BC239）。
一部のコメント提出者はこれに同意したが，他は，投資企業がこうしたサービスを第三者に提

供することを認めるべきだと主張した（BC239）。
彼らは，こうした投資関連のサービスの第三者への提供は，単純に投資企業の投資活動の延長

であり，企業が投資企業に適格となることを妨げるべきではないと主張した（BC239）。
IASBは，これらの主張に同意して，こうしたサービスの提供は投資企業の事業モデルの範囲

に含まれるという結論を下した（BC239）。
こうした企業は投資関連サービスの提供により手数料収益を獲得するかもしれないが，その唯

一の事業目的は，依然として，資本増価，投資収益，又はその両方のためのものである（それが

自身のため，投資者のため，あるいは外部者のためのいずれであっても）（BC239）。
IASBは，投資企業が自らの投資活動のための投資関連サービスを提供する子会社に対する持

分を有する場合があることに留意している（BC240）。
IASBは，こうしたサービスを投資企業の営業活動の延長と見ているため，当該サービスを提

供する子会社は連結すべきだという結論を下した（BC240）。
IASBは，投資企業が一定の活動に従事することを禁止することを検討した（BC241）。
例えば，投資先に対する財務的支援の適用や，投資先の積極的な経営管理などである（BC241）。
しかし，当審議会の理解では，投資企業は，他の便益を得るためではなく，投資先の全体的な

価値を最大化するため（すなわち，資本増価を最大化するために）に，これらの活動を行う場合

があり，したがって，IASBの考え方では，これらの活動は投資企業の全体的な活動と整合し得

るものであり，別個の実質的な事業活動又は資本増価以外の収益の源泉を表すものでない限り禁
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止すべきではない（BC241）。
IASBは，投資企業の定義を満たす企業が，特定の会計上の結果を得るために，より大きな会

社組織に組み込まれる可能性があることを懸念した（BC242）。
例えば，親会社が「内部」の投資企業である子会社を使って損失を計上している企業（例えば，

グループ全体のための研究開発活動）に投資して，基礎となる投資先の活動を反映せずに，その

投資を公正価値で計上する可能性がある（BC242）。
こうした懸念に対処し，投資企業の事業目的を強調するために，IASBは，投資企業，又は当

該企業を含む企業集団の他のメンバーは，投資先と関連のない他の者には利用可能でない投資先

からの便益を得るべきではないという要求を含めることを決定した（BC242）。
IASBの考え方では，これは投資企業を投資企業ではない保有会社と区別する要因の1つであ

る（BC242）。
企業又は当該企業を含む企業集団の他のメンバーが他の投資者には利用可能でない投資先から

の便益を得る場合には，その投資は何らかの営業上の又は戦略的な立場での当該企業又は企業集

団に便益を与えることになるので，当該企業は投資企業として適格とならない（BC242）。
しかし，IASBは，投資企業が投資の資本増価を増大させるシナジーから便益を得るために，

同一の業種，市場又は地域において複数の投資を有する場合があることを明確化した（BC243）。
IASBは，こうした事実関係はプライベート・エクイティ業界では一般的な場合があることに

留意した（BC243）。
一部のIASBメンバーは，投資間の取引又はシナジーを認めると，それぞれの投資の公正価値

を人為的に増大させる可能性があり，したがって，投資企業が報告する資産を不適切に増加させ

るおそれがあるとの懸念を示した（BC243）。
しかし，IASBは，投資企業の投資の間で生じる売買取引又はシナジーを禁止すべきではない

と決定した（BC243）。それらの存在は，必ずしも投資企業が資本増価，投資収益，又はその両方

以外のリターンを受け取っていることを意味しないからである（BC243）。

出口戦略

IASBの考えでは，営業子会社を有する親会社は，当該営業からのリターンを実現するため

に子会社を無期限に保有する企業を投資企業として適格とすべきではないと考えている

（BC244）。
したがって，IASBは，投資企業が保有する投資のほとんどすべて（債券投資を含む）につ

いて出口戦略を要求することを検討した（BC244）。
しかし，投資企業EDに対するコメント提出者は，そうでなければ投資企業として適格とな

るはずの一部の投資ファンドが，相当量の債券投資を満期まで保有しているために，当該債券

投資について出口戦略を有していないことになると指摘した（BC245）。
例えば，IASBの理解では，場合によっては，プライベート・エクイティ・ファンドが投資

先に対して債券投資と持分投資の予想期間よりも短く，満期まで保有される場合がある

（BC245）。
さらに，投資企業は，流動性リスクを管理するため，又は変動性のより大きい他の種類の投

資を保有することによるリスクを軽減するため，負債性金融商品を満期まで保有する場合があ

る（BC245）。
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当該企業はこれらの債券投資について出口戦略を有していないが，無期限に保有する予定は

ない（BC245）。
企業がこれらの投資を満期前に売却することを予定していないとしても，債券投資の大多数

は期限が有限である（BC245）。
IASBは，こうした企業が，ほとんどすべての投資（債券投資を含む）を公正価値で測定す

る場合には，投資企業として適格となることを禁止すべきではないと決定した（BC246）。
IASBは，負債投資は出口戦略がない場合であってもIFRS第9号又はIAS第39号「金融商

品：認識及び測定」（FinancialInstruments:RecognitionandMeasurement）に従って公正価値で測

定される場合があることに留意した（BC246）。
しかし，IASBは，投資企業は無期限に保有される可能性のある投資（典型的には，持分投

資及び非金融資産）のほとんどすべてについて出口戦略を有していなければならないと決定し

た（BC247）。
IASBは，企業が持分投資を無期限に保有していて当該投資からの資本増価を実現すること

を計画していない場合には，企業を連結に対する例外に適格とするのは適切ではないと考えて

いる（BC247）。
出口戦略は状況によって異なり得るが，投資企業の定義を満たすためには，投資の処分に関

する実質的な時間枠を含めた，持分投資及び非金融投資に関する潜在的な出口戦略を，やはり

特定し文書化すべきである（BC247）。
IASBは，企業が投資企業の定義のこの部分を満たせない可能性があることに留意した

（BC248）。
それは，企業が法律上，規制上，税務上又は他の事業上の理由により投資企業である投資先

と関連して設立されていて（例えば，「ブロッカー」企業や「マスター・フィーダー」構造），

当該投資先が企業に代わって投資を保有している場合である（BC248）。
IASBは，投資先が投資企業であり自らの投資について適切な出口戦略を有している場合に

は，企業が単に投資先についての出口戦略を有していないという理由だけで投資企業として適

格となることを禁止すべきではないと決定した（BC248）。

③ 公正価値測定

IFRS第10号及び投資企業EDの開発中に，IASBは，公正価値情報が投資企業の経営者及び投

資者の両方の意思決定プロセスの主要な決定要因であると聞かされた（BC249）。
多くのコメント提出者が，経営者と投資者の両方が投資企業の業績を投資の公正価値を参照し

て評価していると述べた（BC249）。
IASBは，投資会社への投資者の一部は投資企業の連結財務諸表を無視しており，その代わり

にGAAP非準拠の公正価値報告書に依拠していると聞かされた（BC249）。
投資企業に提供されている連結に対する例外の根拠は，公正価値情報が投資企業の投資（子会

社に対する投資を含む）について最も目的適合性が高いというものである（BC250）。
したがって，IASBは，投資企業の定義の本質的な特徴の1つは，企業が現行のIFRSの要求事

項又は会計方針の選択肢を用いて，投資のほとんどすべてを公正価値で測定するということを決

定した（BC250）。
IASBは，IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」（InvestmentsinAssociated
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andJointVentmas）又はIAS第40号「投資不動産」（InvestmentProperty）で利用可能な公正価値

オプションを選択していない企業や，僅少とはいえない金額の金融資産をIFRS第9号又はIAS
第39号において償却原価で会計処理している企業は，投資企業として適格とすべきではないと

考えている（BC250）。
IASBは，一部の投資が財政状態計算書において公正価値で測定されて公正価値変動が純損益で

はなくその他の包括利益に認識される場合があることに留意し，これは投資企業の定義の公正価

値測定の要素を満たすことに同意した（BC251）。
IASBは，投資企業を区別する重要な特徴の1つは，投資企業に対する投資者が主として公正

価値に関心があり，投資の意思決定を投資企業の基礎となる投資の公正価値に基づいて行うこと

であると考えている（BC252）。
したがって，IASBは，投資企業の定義を満たす場合には，企業は，公正価値が内部的にも外

部的にも，投資の業績を評価するために使用される主要な測定属性であることを証明すべきだと

決定した（BC252）。

第6章 投資企業に関する連結範囲規制における例外規定の評価

筆者が，投資企業に関する連結範囲規制における例外規定設定について，現時点で懸念するの

は，連結範囲規制の例外規定を業種に認めた唯一のものとなっている点への懸念である。

改めて述べるまでもないが，IFRSは，原則主義（Principle-based）の会計基準であり，細則主

義（Rule-based）と言われてきたUSGAAPのように報告企業の属する業種・業態等により会計処

理のガイダンスを設けることは，策定当初から否定的であった。

実際，この論文で示した旧IAS第27号等の検討経緯や，IFRS第4号「保険契約」（International
FinancialReportingStandard4:InsuranceContracts）の策定過程において，IFRS第4号を保険会社

の保険負債（保険契約準備金）の認識・測定の会計基準にするか，あるいは保険契約に関する会

計基準にするかに関し検討され，IASBとしては特定業種のための会計基準の策定はしないという

ことで「保険契約」の会計基準となったこと等と，相矛盾してしまう。

また，経営者や投資者の関心が持分の公正価値にあるという理由を敷衍すると，保険会社にお

ける保険投資ファンド（日本の生命保険会社における「特別勘定」に近い概念と考えられる。）

も，投資企業の例外規定と同様な規定を設けてもいいのではないかとの見解も一定の説得力があ

る。

この点に関しては，IASBは投資企業プロジェクトの対象範囲外とし，また，保険投資ファン

ドに関する適用の問題をIASBが検討する立場にない（先述）としているが，投資企業の投資先

に関し，投資企業の経営者及び出資者の関心が公正価値にあることを連結の例外規定の理由の1
つにしているのであれば，保険会社における保険投資ファンドも同様の性格を有していると考え

られるが，明確に相違点をIASBは示す必要があると思われる。

そうでなければ，「経営者及び出資者の関心」という視点を普遍化し，原則主義とのIFRSの立

場を強く主張できなくなる懸念がある。

また，IFRSをいち早く2005年にEU域内上場企業の連結財務諸表からアドプションしたEU
域内上場企業における連結範囲に関する慣行に変更を加える規定となる。

筆者は，EU域内におけるIFRSの投資企業等の連結範囲規制等に関し，英国及びオランダの国
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際的会計事務所でヒアリングする機会があったが，世界的な大手投資銀行グループにおける連結

財務諸表に銀行等金融機関では通常みられない「棚卸資産」を含めているものがあることを確認

した。これは，投資銀行グループ傘下の投資企業の投資先の保有する在庫であった。

このようにEUでも金融機関等が，将来の出口戦略を持っている投資先であっても例外なく連

結をしているという実務慣行を否定することになるが，IFRS策定の当初の理念を否定してまで，

今回の例外規定を設ける必要性に関し，未だ十分な説得力を有する根拠はないとも考えられる。

すなわち，「支配」の概念に例外規定を許容することは，IFRSの生命線ともいえる，原則主義

（Principle-based）を崩し，IFRSの会計基準としての特性，特に「目的適合性」「忠実な表現」等

の基本原則の存在意義を揺るがす可能性を懸念したものと考えられる。

現実，第5章で述べたように，投資企業の例外規定適用のためには，会計不正操作懸念上の理

由から，複雑な適用要件が想定され，細則主義的側面が強く出ているが，むしろ細則を持つこと

が，会計不正を誘発することは，米国におけるエンロン事件や日本における旧日興コーディアル

グループ事件などをみると歴史が物語っているとも言える。

なお，投資先企業の投資先を公正価値で評価する場合，金融商品のように“一物一価”は成立

せず“一物多価”となる懸念が生じ，これが利益操作につながる可能性は否定できない。原則主

義の代表であるIFRSに，なぜ，例外規定が必要なのか，示されてきた懸念を十分カバーできる

だけの理論構築が存在するのか，等に関し，改めて，今後，批判的な検討が加えられることを期

待したい。 （以上）

参考文献

秋葉賢一「講演録 特別目的会社（SPE）の連結に係る動向（抄録）」『SFJJournalVol.1（創刊号）』

（2009年8月，有限責任中間法人 流動化・証券化協議会）38頁～46頁
あずさ監査法人編 山田辰巳責任編集『IFRS実務適用ガイドブック』951頁～1091頁
安達巧「日本企業における内部統制の現状と課題－日興コーディアルグループの不正会計問題を

素材として－」『中央大学大学院商経論叢 第21巻第1・2合併号』124頁～131頁
あらた監査法人編著『最新 アメリカの会計原則』（2014年10月9日，東洋経済新報社）19頁～

46頁
あらた監査法人・PwCアドバイザリー株式会社編『Q&A 国際財務報告基準』（2009年3月10

日，税務研究会）200頁～203頁
岩崎伸哉「IFRS10号・IAS28号の修正案 IASB公開草案「投資企業：連結の例外」の適用の解

説」『旬刊 経理情報』（2014年8月，中央経済社）44頁
今福愛志「第2章 投資企業の定義と会計問題－IFRS公開草案にみるCISの新たな定義と連結

免除」『産業経営プロジェクト報告書 第35－1号 －集団投資スキーム会計の国際比較」（2012
年3月12日，日本大学経済学部産業経営研究所）13頁～19頁

上田晋一「報告企業の形成と支配概念の適用－SPE連結と金融資産の認識中止を題材として－」

『成城大学「経済研究」第198号（斉藤昭雄名誉教授古希記念号）』（2012年12月20日，大学

経済学会）p253-p271
古賀智敏，鈴木一水，國部克彦，あずさ監査法人『国際会計基準と日本の会計実務［三訂補訂版］

－比較分析／仕訳・計算例／決算処理－』（2011年8月10日，同文館出版株式会社）174頁～



146 県立広島大学経営情報学部論集 第8号

175頁，560頁～569頁
齋藤憲『企業不祥事－ケーススタダィ150－』（2007年7月25日，日外アソシエーツ株式会社）

156頁～161頁
新日本有限責任監査法人『IFRSDevelopments 第97号（2014年12月）』（http://www.shinnihon.or.jp/
services/ifrs/issue/ifrs-developments/2014-12-02-97.html）［2015年10月1日閲覧］

田中弘隆「SPCに対する支配力基準の適用について－IFRS10号の取扱いを踏まえて－」『企業会

計 2013 Vol.65 No.8』33頁～45頁
田島誠士，川瀬圭「米国基準からIFRSへの組替対応とインパクト 第1章 IFRSとの差異の組

替ポイント－インパクト整理表で検討事項をチェック－」『旬刊 経理情報』（2010年3月10
日，中央経済社）26頁～32頁

永沢徹監修，さくら綜合事務所編著『［第4版］SPC&匿名組合の法律・会計税務と評価－投資ス

キームの実際例と実務上の問題点－』141頁～173頁
原田達「IFRS第10号等の修正「投資企業」について」『2013.3 vol.40 季刊 会計基準』（2013
年3月21日，公益財団法人 財務会計基準機構）47頁～51頁

古庄修「第4章 特別目的事業体（SPE）の連結をめぐるMD&A開示問題」『産業経営プロジェ

クト報告書 第35－1号 －集団投資スキーム会計の国際比較」（2012年3月12日，日本大

学経済学部産業経営研究所）50頁～63頁
安田忍「国際会計基準におけるSPEの連結」『南山経営研究 第27巻 第2号 2012年10月』

（2012年10月30日，南山経営研究 第27巻 第2巻（通巻71号））237頁～254頁
安田忍「投資企業の会計処理に関する予備的考察」『南山経営研究 第28巻 第3号 2014年
3月』（2014年3月31日，南山経営研究 第28巻 第3号（通巻75号））463頁～498頁

有限責任監査法人トーマツ訳『国際財務報告基準（IFRS）詳説 iGAAP2014 第2巻』（2014年
8月18日，レクシスネクシス・ジャパン株式会社）612頁～651頁

有限責任監査法人トーマツ編『連結会計ハンドブック』（2009年8月20日，㈱中央経済社）13頁
～49頁

IFRS財団編，企業会計基準委員会・公益財団法人 財務会計基準機構監訳『2014 国際財務報告

基準 IFRS 2014年1月1日現在で公表されている基準書（発効日が2014年1月1日より後

のIFRSを含むが，それらが置き換えるIFRSは含まない）PARTA 概念フレームワーク及び

要求事項）』

IFRS財団編，企業会計基準委員会・公益財団法人 財務会計基準機構監訳『2014 国際財務報告

基準 IFRS 2014年1月1日現在で公表されている基準書（発効日が2014年1月1日より後

のIFRSを含むが，それらが置き換えるIFRSは含まない）PARTＢ 付属文書）』

AsifChaudhry,CraigFuller,DanieCoesteeEdwardRands,ErwinBakker,NeedsdeVos,Santosh
Varughee,StephenLongmore,StephenMcllwaine& TV balasubramanian.(2015),WILEY 2015
InterpretationandApplicationInternationalFinancialReportingStandards(2015).JohnWiley&Sons,
Inc.pp263-pp291
IFRSFnoundation,IFRSOfficailpronouncementsissuedat1January2015.IncludsStandardswithan
effectivedateafter1January2015butnottheStandardstheywillreplace,PARTAtheConceptual
Frameworkandrequirements.
IFRSFnoundation,IFRS Officailpronouncementsissuedat1January2015.IncludsStandardswithan



出資先等に関する連結範囲規制の一考察 147

effectivedateafter1January2015butnottheStandardstheywillreplace,PARTBtheaccompanying
documents.

JoanneM.Flood.(2014).WILEY GAAP2014InterpretationandApplicationofGENERALLY
ACCEPTEDACCOUNTINGPRINCIPLES.(2014).JohnWiley&SonsInc,pp885-pp911

LexisNexis.com検索ワード“specialpurposeentity”and“fraud”and“consolidatedfinancialstatements”
PatriciaDoranWalters,PhD,CFA,AnjaliPatel,CPA,DavidCohen(2012),“ACCOUNTING
TREND&TECHNIQUESIFRSFinancialStatements-BestPracticesinPresentationandDisclosure,
(2012)”theAmericanInstituteofCertifiedPublicAccountants,Inc.NewYork,NY10036-8775,pp65-
pp72


