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何が問題となっているか？ 

2011年8月25日、国際会計基準審議会（IASB）は投資企業の定義に関する新しいガイダンスを提案しまし

た。IASBの当提案は、投資企業が自社のポートフォリオ投資を公正価値で会計処理することを要求してい

ます。さらに投資企業は、投資パフォーマンスを中心にいくつかの新しい開示を要求されます。 

 

主な規定 

連結 

当提案では、投資企業が保有するすべてのポートフォリオ投資を公正価値で会計処理することになります。

国際財務報告基準（IFRS）は現在、投資企業について定義しておらず、また、そのような企業を広範に通

常の連結の規則から免除する規定を提供していません。そのため、現在のIFRSのガイダンスとは対照的

に、投資企業は、支配財務持分を有するポートフォリオ投資を連結せず、また、重要な影響力を有する投

資に持分法を適用しないことになります。ただし、投資企業の親会社自身が投資企業ではない場合、その

下層の投資企業のポートフォリオに対して、通常の連結のガイダンスを適用することが要求されます。 

 

投資企業の定義 

当提案は、投資企業の要件として次の規準をすべて満たすことを要求しています。 

 投資活動の性質。 企業の実質的な活動は、投資収益または資本増価あるいはその両方を得ることを

目的として、複数の投資を行うことである。 

 事業目的。 投資企業の明確な事業目的は、投資収益または資本増価あるいはその両方のために投

資することである。 

 単位所有持分。 企業に対する所有持分は、純資産の持分に比例する投資単位によって表象される。 

 資金のプール。 企業の所有者の資金は、所有者が集団として専門的な投資管理を利用できるように

プールされている。企業の親会社（ある場合）と無関係な、重要な所有持分を有する複数の投資家が

存在する。 

 公正価値管理。 実質的にすべての投資が管理され、投資パフォーマンスは公正価値に基づいて評

価される。 
  

* 2011年10月27日、「連結」の項における、投資企業の親会社に適用されるガイダンスの記載を訂正しました。 

http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Consolidation/IE/investment+entities+ED+Aug+2011/ED+and+comment+letters.htm
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Consolidation/IE/investment+entities+ED+Aug+2011/ED+and+comment+letters.htm
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 報告企業。 企業は、投資活動についてその所有者に財務情報を提供しなければならない。企業自

身が法人である必要はない。 

当提案では、企業の特徴に変化があることを示す事実および状況がある場合には再評価することが求め

られます。 

 

開示 

当提案は、投資企業に、企業が行う投資活動の性質および財務上の影響を投資家が評価できるようにす

るための情報を含む、いくつかの新しい情報開示を要求しています。 

 

コンバージェンスは達成されるか？ 

米国財務会計基準審議会（FASB）は今年第3四半期に類似の提案を公表する予定です。投資企業の要

件として求められる規準は実質的に収斂すると予想されますが、財務報告においてはいくつかの重要な差

異が残るでしょう。特に次の内容において、米国会計基準（US GAAP）はIFRSと異なることになるでしょう。 

 企業が投資企業の規準のすべてを満たしていない場合でも、1940年の米国投資会社法で規制されて

いる企業は投資企業ガイダンスの対象となる。 

 投資企業は、別の投資企業または投資不動産企業に対する支配財務持分を、公正価値で測定する

のではなく、トピック810「連結」に従って会計処理する。 

 投資企業に対して支配財務持分を有する非投資企業は、連結の際に、投資企業の会計処理を踏襲

することが求められる。 

 投資取引をすべて公正価値で計上することを要求するIASBとは対照的に、投資取引は当初は取引価

格で計上する。 

 

影響を受ける企業は？ 

IFRSに従って報告している企業で当提案により影響を受けるであろう企業は、投資目的で設立され、投資

企業の定義を満たす企業です。現在、US GAAPに従って報告しており、投資会社としてみなされている企

業でも、間もなく公表されるFASBの提案においては、もはや投資会社とは認められない場合もでてくる可

能性があります。さらに、FASBの提案は、投資企業が支配財務持分を有する別の投資企業（または投資

不動産企業）を連結することを要求しているため、実務において変更が生じることになります。現在は、こ

のような状態は、通常、投資企業が完全子会社である場合にのみ発生します。 

 

提案された発効日は？ 

当IASBの提案に発効日は含まれていません。最近公表されたIFRSの連結およびジョイント・ベンチャーの

一連の基準を同時に適用する場合に限り、早期適用が認められます。 

 

次のステップは？ 

当IASBの提案に対するコメントの募集期限は2012年1月5日です。FASBの提案は今年第3四半期に公表

される予定ですが、その提案に対するコメントレターの募集期限も、当IASBの提案と同時期になるでしょ

う。 
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