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はじめに
2011 年 5 月に、国際財務報告基準第 10 号
（IFRS 第 10 号）および第 12 号（IFRS 第 12 号）
が公表されました。新たな基準は、財務諸表作
成者による適用の開始にあたり、課題や論点を
提起しています。IFRS 第 10 号は、国際会計基
準第 27 号（IAS 第 27 号）および SIC 解釈指針
第 12 号（SIC 第 12 号）の主要な原則、すなわち、
親会社が支配するすべての事業体を連結する
という原則を踏襲しています。しかし、詳細な適
用指針の一部が新しくなっており、一部の企業
にとっては、親会社の連結範囲に変更をもたら
す可能性もあります。要求事項は、これまでの
状況から、組成された企業（または「特別目的
事業体」）や第三者が管理するファンドに関する
連結の判定に対して最も大きな影響を及ぼすこ
とが示唆されています。

本ガイドでは、新基準を適用する過程で最もよく
見られる課題のいくつかについて、PwC の見解を
提供するものです。本ガイドをお役立て頂けると
幸いです。
なお、IFRS 第 10 号に関する詳細なガイドは、
PwC の『IFRS 実務ガイド―アセット・マネージャー
のための IFRS 第 10 号』（登録ユーザー向けコン
テンツ）をご参照ください。
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セクション A－パワー
パート I：関連性のある活動

ます。Y 社は、通行料金を決定する能力を有
しています。その一方で、取決めによって、
政府が予想収益にほとんど変動がなく請求
できるよう通行料金を規制しますが、有料道
路の建設方法については投資先により多く
の自由裁量を与え、投資先のキャッシュ・フロ
ーの純額を X 社と Y 社とで同額分配するよう
定めることができます。

質問A1 － 異なる投資者が異なる時期に
活動を支配する場合のパワーの判定
投資者は、投資先の関連性のある活動（すなわ
ち、投資先のリターンに重要な影響を及ぼす活
動）を指図する現在の能力を与える既存の権利
を有している場合には、投資先に対するパワーを
有しています（IFRS第10号第10項）。では、投資
者の意思決定権が将来においてのみ発生する
活動に関連している場合、当該投資者は、現時
点でパワーを有していることになるでしょうか。
X社とY社は、有料道路を建設し運営するために
新会社を設立しました。X社は、建設に2年かかる
と見込まれる有料道路の建設を担当します。Y社
は、その後の有料道路事業の運営に関するすべ
ての事項についての権限を有します。X社は、建
設を担当し、現時点で必要な意思決定を行う権
限を有していますが、この建設中にY社が当該新
会社に対するパワーを有することになる可能性は
あるでしょうか。

（c） （b）の要因に関する各投資者の意思決定権
限から生じる投資先のリターンへの影響
（d） リターンの変動性に対する投資者のエクス
ポージャー

質問A2 － パワーの再判定
投資者は、どのような場合に支配の再判定を行う
必要があるでしょうか。
以下の点を除き、質問A1と同じ事案を仮定します。


2年が経過し、有料道路が完成している。



Y社は破産し、X社が有料道路事業の運営
を引き継ぎ、当該事業の運営の継続につ
いて政府の道路運輸当局と協議中である。

解答
Y社は、意思決定権を行使できないとしても、現
時点でパワーを有している可能性があります。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ます（IFRS第10号B13項）。
IFRS第10号B13項設例1における要件を適用し、
以下の事項を考慮することになります。
（a） 投資先の目的および設計
（b） 投資先の利益マージン、収益、および価値を
決定する要因。例えば、道路建設が、国の道
路管轄当局の監督下に置かれている場合が
あります。X 社は、政府の監督の下で道路建
設工事を請け負い、監査を受けることを条件
に、そのコストと所定の割合のマージンを回
収します。当該マージンは、X 社に流れる予
定の通行料金の調整を通じて回収され、そ
れにより X 社は通行料が生み出すキャッシ
ュ・フローに対する第一請求権を有すること
になります。Y 社は、維持管理などの有料道
路事業の運営を行い、すべての営業費用（X
社への支払いを含む）支払後の企業におけ
る残余資金に相当する管理報酬を請求でき

X社は、このような状況において、投資先への支
配を有しているか否かを再判定する必要がある
でしょうか。

解答
はい。パワーの要件に影響を及ぼす変化がある
ため、X社は、再判定を行う必要があります（IFRS
第10号B80項）。

質問A3 － 企業の設立時に行われた意思
決定が関連性のある活動とされる可能性が
あるか
債券への投資を目的に、組成された企業（SE）が
スポンサーである銀行によって設立されました。
SEのリターンに最も重要な影響を及ぼす活動は、
債券の選定プロセスです。当該債券の選定は、
SEの設立時にスポンサーである銀行によって行
われており、設立文書には、追加の債券購入は
できないと記載されています。このため、SEの設
立後に債券の選定に関する意思決定が求められ
ることはありません。
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スポンサーである銀行は、SEが投資する債券を
選定するパワーという理由のみをもって、SEに対
するパワーを有しているといえるでしょうか。

解答
このシナリオでは、資産の選定自体によって、ス
ポンサーである銀行がパワーを得る可能性はほ
とんどないといえます。債券を入れ替えることはで
きず、債券を選定するパワー（関連性のある活動）
は、SEの設立時で消滅しています。ただし、スポ
ンサーである銀行によるSEの設計に対する積極
的な関与は、当該銀行がパワーを得る機会を有
していたことを示すものといえます。SEに対する
パワーを銀行が有しているかどうかを判断するた
めには、SEに関連するすべての契約上の取決め
および他の関連するすべての事実や状況を慎重
に評価する必要があります（IFRS第10号B51項）。
なお、パワーは、将来の事象に左右される権利
から生じる場合もあります（質問A7を参照）。

パート II：潜在的議決権
質問A4 － オプションの保有者が行使する
実際上の能力を有していない場合に当該オ
プションがパワーを与える可能性があるか
投資者であるX社とY社は、製造会社（「投資先」）
の株式をそれぞれ30％と70％所有しています。投
資先は、議決権によって支配されており、Y社が特
許を持つ特定の製品を製造し、現在はY社によっ
て運営されています。X社は、Y社が保有する投資
先の株式に対して、アウト・オブ・ザ・マネーのコー
ル・オプションを有しています。X社が当該コール・
オプションを行使する場合、Y社の支配に変化が
ない限り、あるいはY社が両当事者間の契約条件
に違反していないか、または、破産していない限り、
投資先が使用する特許がY社に戻されます。投資
先は、Y社の特許がなければ当該製品を製造でき
ず、この特許は他の特許で代替できません。いず
れの当事者も、コール・オプションを行使する予定
はありません。このコール・オプションの目的は、
例外的な状況において、X社が投資先の支配を
獲得できるようにすることにあります。このようなオ
プションは、X社に、投資先に対するパワーを与え
ることになるでしょうか。

解答
X社が保有するオプションが実質的なものとみな
される可能性は低いといえます。X社によるコー
ル・オプションの行使を妨げる実質的な運営上の
障害があります。さらに、X社は、上記の1つ以上
の事象が生じない限り、当該コール・オプションの
行使から便益を得ることはありません。このコー
ル・オプションの設計からは、当該コール・オプシ
ョンの行使は意図されていないことが示唆されて
います（IFRS第10号B48項）。そのため、このオプ
ションがX社にパワーを与える可能性は低いとい
えます。

質問A5 － オプションの保有者がオプショ
ンを行使する財務能力を有していない場合
に当該オプションがパワーを与える可能性が
あるか
投資者であるX社とY社は、議決権によって支配
されている会社（「投資先」）の株式をそれぞれ
30％と70％所有しています。X社は、Y社の保有
する投資先の株式に対して現在行使可能なイ
ン・ザ・マネーのコール・オプションを有していま
す。しかし、X社は財政難に陥っており、オプショ
ンを行使する財務能力はありません。一方、投資
先には利益が出ています。このオプションは、X
社に、投資先に対するパワーを与える可能性が
あるでしょうか。

解答
現在行使可能なイン・ザ・マネーのオプションは、
その保有者にパワーを与える可能性があります。
X社は、第三者から資金を調達せずに自身でオ
プションを行使できない、または、オプションを行
使したとしても、投資先に対する持分を即時に転
売する可能性があります。X社がオプション自体
を売却するか、あるいは、オプションの行使から
経済的利益を享受することができる場合、当該オ
プションは投資先に対するパワーを与えることに
なります。アウト・オブ・ザ・マネーのオプションは、
保有者の権利行使を妨げる重要な障害があるこ
とを意味する可能性があります[IFRS第10号B23
項（c）]。このため、保有者がオプションの行使か
ら便益を享受する可能性がない場合、当該オプ
ションは、通常、実質的なものとはなりません。
このように、オプションの目的および設計も考慮
する必要があります（IFRS第10号B48項）。
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質問A6 － オプションがアウト・オブ・ザ・マ
ネーの状態にある場合に当該オプションが
パワーを与える可能性があるか
投資者であるX社とY社は、議決権によって支配
されている企業（「投資先」）の株式をそれぞれ
30％と70％保有しています。X社は、Y社の保有
する投資先の株式に対して、現在行使可能なア
ウト・オブ・ザ・マネーのコール・オプションを有し
ています。このオプションは、X社に、投資先に対
するパワーを与える可能性があるでしょうか。

解答
はい。そのようなオプションは、実質的であると判
定される場合、X社にパワーを与える可能性があ
ります。この判定には、すべての事実および状況
に基づく判断が必要となります。関連性のある考
慮事項は、以下のとおりです。
オプションが実質的であるためには、X社は、オプ
ションの行使から便益を享受していなければなり
ません（IFRS第10号B23項（c））。このオプションは、
アウト・オブ・ザ・マネーの状態にあるため、潜在的
議決権が実質的でないことを示している可能性が
あります（IFRS第10号B23項（a）（ii））。ただし、アウ
ト・オブ・ザ・マネーの状態であってもX社がオプシ
ョンの行使から便益を享受する場合もあります。X
社は、コール・オプションの行使によりシナジーな
どの他の便益を得られることがあり、また、オプショ
ンの行使から、全体として、便益を享受する場合も
あります。このような状況にある場合、オプションは
実質的である可能性が高いといえます（IFRS第10
号B23項（c））。

質問A7 －どのような種類の株式を取得
または処分する権利が潜在的議決権を
表すか
IFRS第10号B47項は、投資者に対して、投資者
がパワーを有しているかどうかを判断する際に、
潜在的議決権を考慮することを求めています。潜
在的議決権とは、投資先の議決権を取得する権
利です。株式を取得または処分するどのような種
類の権利が、潜在的議決権を表すのでしょうか。

解答
以下の種類の株式を取得または処分する権利が
潜在的議決権を表します（関連する株式に議決
権が付与されていない場合は除く）。このような権
利は株主間契約に含まれる場合が多いです。

コール・オプション－保有者に対して、オプション
期間に特定の価格でオプション発行者が保有す
る株式を取得する権利を付与するもの
プット・オプション －保有者に対して、オプション
期間に特定の価格でオプション発行者に株式を
売却する権利を付与するもの
ドラッグ・アロング・ライト（drag-along rights） －こ
の権利がある場合、投資者（「売却株主」）は、自
らの株式の売却を望む場合にまず他の投資者
（「他の株主」）にその株式の売却を申し出なけれ
ばならないことになる。他の株主が株式の購入を
辞退し、売却株主が株式を売却するために第三
者（購入者）との交渉を始める場合に、売却株主
は他の株主に対して、同じ購入者へ同じ取引条
件で売却することを強制することができる。
タグ・アロング・ライト（tag along rights）－この権利
がある場合、投資者（「売却株主」）は、自らの株
式の売却を望む場合にまず他の投資者（「他の
株主」）にその株式の売却を申し出なければなら
ない。他の株主が株式の購入を辞退した場合に、
売却株主は第三者（購入者）との交渉を始めるこ
とができる。売却株主が購入者との合意に達する
ことができた場合、他の株主は購入者に対して、
その売却取引と同じ条件で自らの株式も購入す
ることを要求することができる。
ロシアンルーレット条項－この種の取決めは、一
般的に、二名の当事者による株主間契約に限り
適用される。一方の株主（申し出た株主）が他方
の株主（受領した者）に売却を通知する場合があ
る。この通知により、受領した者は、自らの株式の
すべてを当該通知に示された価格で申し出た株
主に売却するか、もしくは申し出た株主が保有す
る株式すべてを同じ価格で購入するかのいずれ
かが求められる。
潜在的議決権が実質的でありパワーを与えるもの
であるかどうかを判断するには、具体的な事実お
よび状況を評価する必要があります。

PwC: In depth – IFRSs 10 and 12 Q&A
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質問A8 － 一方の投資者がコール・オプショ
ンを保有し他方の投資者がプット・オプション
を保有する状況は、投資先に対するパワーを
与える可能性のある潜在的議決権を表すか
投資者XおよびYは、製造会社（「投資先」）の持
分をそれぞれ50％所有しています。これらの投資
者は株主間契約を締結しており、以下が定めら
れています。

を支配する場合、投資者Xは、連結財務諸表に
おいて、投資者Yが発行したデッドロックにあるプ
ット・オプション(すなわち、非支配持分（NCI）に
対するプット)について、それに対応する金融負
債を認識しなければなりません。

質 問 A9 －「 タグ・アロン グ・ライト」 は、投
資先に対するパワーを投資者に与える可能
性のある潜在的議決権を表すか



取締役会がすべての意思決定を行う。取締
役会は、各投資者から2名の代表者、すな
わち4名の取締役で構成される。



すべての意思決定に全員一致の同意が必
要となる。



決議案について取締役会で合意に至らな
かった場合、議論は拘束力のある裁定によ
り決定される必要がある。

取締役会がすべての意思決定を行う。取締
役会は、各投資者から2名の代表者、すな
わち4名の取締役で構成される。



すべての意思決定に全員一致の同意が必
要となる。



どちらか一方の投資者が自らの持分を売却す
るために第三者と交渉を始める場合、他の投
資者は「タグ・アロング・ライト」を行使できる。







他の投資者のすべての株式（一部ではなく、
すべて）について、投資者Xは買取を通知
する権利を有し、投資者Yは売却を通知す
る権利を有している。
コール・オプションおよびプット・オプション
の行使価格は、独立した評価者による公正
価値で定めるべきである。

このようなコール・オプションおよびプット・オプシ
ョンは、投資先に対するパワーを与える可能性の
ある潜在的議決権を表すでしょうか。

解答
はい。投資者Xおよび投資者Yが保有する権利は、
対称的なものではありません。投資者Xが保有す
るコール・オプションは、投資者Xが投資先に対す
る完全な所有を取得することを可能にする潜在的
議決権を表します。投資者Xが当該オプションを
行使する現在の能力を有している場合、一般的に
は、投資者Xに投資先に対するパワーを与えるこ
とになります。ただし、すべての事実および状況、
並びにIFRS第10号B14項からB50項に記載された
ガイダンスを考慮する必要があります。
投資者Yが保有するプット・オプションは、投資先
に対して自らの持分を売却する能力を与えるの
みであり、追加的な議決権を取得するためのもの
ではありません。これは、一般的に、投資先に対
する追加的なパワーを与えるものではありません。
また、投資者Xが膠着状態（デッドロック）にあるコ
ール・オプションから得るパワーによって投資先

投資者AおよびBは、製造会社（「投資先」）の持
分をそれぞれ50％所有しています。これらの投資
者は株主間契約を締結しており、以下が定めら
れています。

「タグ・アロング・ライト」は、投資先に対するパワ
ーをどちらか一方の投資者に与える可能性のあ
る潜在的議決権を表すでしょうか。

解答
いいえ。タグ・アロング・ライトは、どちらか一方の
当事者が行使可能な対称的な撤退の権利を表し、
一方の当事者に他方の当事者の議決権を取得
する能力を与えるものではありません。したがって、
タグ・アロング・ライトは、投資先に対するパワーの
判定に影響を与えるものではありません。

質問A10 －株主間契約の「ロシアンルーレッ
ト」条項は、投資先に対するパワーを投資者に
与える可能性のある潜在的議決権を表すか
投資者AおよびBは、製造会社（投資先）の持分
をそれぞれ50％所有しています。これらの投資者
は株主間契約を締結しており、以下が定められ
ています。


取締役会がすべての意思決定を行う。取締
役会は、各投資者から2名の代表者、すな
わち4名の取締役で構成される。



すべての意思決定に全員一致の同意が必
要となる。

PwC: In depth – IFRSs 10 and 12 Q&A
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決議案について取締役会で合意に至らなか
った場合、どちらか一方の株主は株主間契約
の「ロシアンルーレット」条項を行使できる。

かった場合、議論は拘束力のある裁定によ
り決定される必要がある。


この「ロシアンルーレット」条項は、どちらか一方の
投資者に、投資先に対するパワーを与えることが
できるでしょうか。

解答
状況によって異なります。株主間契約の「ロシア
ンルーレット」条項の行使により、結果として一方
の当事者が他方の当事者に自らの株式を売却
することになります。ただしこれは、いずれの株主
も売却となる可能性もあれば、購入となる可能性
もあります。当該条項は対称的な権利です。いず
れの当事者もこの権利を行使する実務上の能力
を有している場合、当該条項は一方の当事者に
他の当事者が保有する議決権を取得する能力を
与えるものではありません。したがって「ロシアン
ルーレット」条項は、だれが投資先に対するパワ
ーを有するかの判定に影響を及ぼしません。

どちらか一方の投資者が自らの持分を売却
するために第三者と交渉を始める場合、当
該投資者は「ドラッグ・アロング・ライト」を行
使できる。

「ドラッグ・アロング・ライト」は、投資先に対するパ
ワーをどちらか一方の投資者に与える可能性の
ある潜在的議決権を表すでしょうか。

解答
いいえ。ドラッグ・アロング・ライトは、どちらか一方
の当事者が行使可能な対称的な撤退の権利を
表し、一方の当事者に他方の当事者の議決権を
取得する能力を与えるものではありません。した
がって、ドラッグ・アロング・ライトは、投資先に対
するパワーの判定に影響を与える可能性のある
潜在的議決権を表すものではありません。

パート III：組成された企業
ただし、保有者の一方がその権利を行使する実
務上の能力を有していない場合があります。例え
ば、株主が購入の申し出を行使するのに十分な
財務的資源を利用できない場合があります。この
取引を開始する当事者は、他方の当事者が（財
政難により）承諾することはないと知りながら、他
方の当事者に売却を通知する場合があります。こ
の取引では、最終的に、取引を始めた当事者が
必ず他方の当事者の株式を購入することになりま
す。ただし、このような状況が頻繁に起こることは
予想されません。

質問A11 －複数の投資者が保有する「ドラ
ッグ・アロング・ライト」は、投資先に対するパ
ワーを投資者に与える可能性のある潜在的
議決権を表すか
投資者AおよびBは、製造会社（投資先）の持分
をそれぞれ50％所有しています。これらの投資者
は株主間契約を締結しており、以下が定められ
ています。


取締役会がすべての意思決定を行う。取締
役会は、各投資者から2名の代表者、すな
わち4名の取締役で構成される。



すべての意思決定に全員一致の同意が必
要となる。



決議案について取締役会で合意に至らな

組成された企業とは、誰が企業を支配しているの
かの決定に際して、議決権または類似の権利が
決定的な要因とならないように設計された企業で
す（IFRS第12号付録A）。このような企業には、い
ずれの投資者がパワーを有しているかを判定す
るために、IFRS第10号B51項からB54項までの要
件を適用する必要があります。
多くの組成された企業は、設立後に継続的な意
思決定を行う必要がないなど、「自動操縦」により
運営される場合があります。パワーを必要とする
重要な意思決定事項がないように見えるため、そ
のような企業について、パワーの判定を行うことが
困難な場合があります。
IFRS第10号第10項は、支配を有するために、投
資先の関連性のある活動を指図する現在の能力
を有することを投資者に要求しています。企業の
設立後に行うべき意思決定が存在しない場合、
いずれの投資者もそのような「指図する現在の能
力」を有しておらず、したがって、誰も投資先を連
結しないことになります。ただし、以下に記載した
事項を含むすべての関連性のある要因を考慮し、
慎重にこの判定を行わなければなりません。PwC
は、そのような企業は稀であると予想しています。
支配の判定を行う際には、組成された企業の目
的と設計を考慮する必要があります。組成された
企業の目的および設計への関与は、それ自体で

PwC: In depth – IFRSs 10 and 12 Q&A
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はパワーをもたらしませんが、誰がパワーを有す
る可能性があるかを示唆する場合があります
（IFRS第10号B17項およびB51項）。
契機となるような事象（例えば、受取債権の支払
不履行や組成された企業が保有する担保の格下
げなど）が発生した場合にのみリターンに重要な
影響を及ぼす意思決定が必要となる場合、契機
となるような事象が生じる可能性が低いかどうか
にかかわらず、誰がパワーを有しているかを決定
する際に、それらの意思決定を考慮する必要が
あります。当該意思決定には、企業の目的および
設計、ならびに移転することを意図していたリスク
を考慮する必要があります。例えば、ビークルの
設立時に支払不履行の可能性がほとんどないと
しても、組成された企業が債券の信用リスクのエ
クスポージャーを投資者に与えるために設立され
ている場合、支払不履行となった債券の管理に
関する意思決定は、関連性のある活動となる可
能性がより高くなります。
契約以外によるパワーが存在する可能性も考慮す
る必要があります。関連性のある活動に関する意
思決定が実務上どのように行われているかを評価
することが重要になります（IFRS第10号B18項）。
投資先が投資者との間で何らかの形態の「特別
な関係」を有する場合、そのような関係の存在も
投資者がパワーを有していることを示す可能性が
あります（IFRS第10号B19項）。
投資先の設立時に設定された契約上の取決め
（コールの権利、プットの権利、清算権など）も考
慮する必要があります。これらの契約上の取決め
が、投資先に密接に関連した活動に関係してい
る場合には、投資先に対するパワーの決定に際
して、これらの活動を関連性のある活動として考
える必要があります（IFRS第10号B52項）。投資者
は、投資先が設計どおりに運営されることを確保
する明示的または黙示的なコミットメントを有して
いる場合、関連性のある活動に対するパワーを有
していることを示す可能性があります。このようなコ
ミットメントは、リターンの変動性に対する投資者の
エクスポージャーを増大させ、投資者がパワーを
得るのに十分な権利を獲得するインセンティブも
増大させる場合があります（IFRS第10号B54項）。
さらに、投資者が、リターンの変動性に対して不
釣り合いに大きなエクスポージャーを有している
場合、そのエクスポージャーからの損失を防ぐた
めのパワーを得るインセンティブを有していること
になります。そのため、パワーを有しているかどう

かを判定するために事実や状況を慎重に検証す
る必要があります（IFRS第10号B20項）。

質問A12 － 偶発的なパワー
偶発事象の発生時にのみ意思決定を行うことが
できるが、現時点ではいかなる意思決定も行うこ
とができない場合に、投資者がパワーを有してい
る可能性はあるでしょうか。

解答
このような場合、投資者がパワーを有している可
能性があります。投資者が将来事象の発生時に
のみ生じる活動を指図できる場合、その事象の
発生前であってもこのパワーを考慮する必要があ
ります（IFRS第10号B13項；IFRS第10号設例1）。
偶発事象が発生しなければ意思決定が要求され
ないか、または、認められない場合、偶発的なパ
ワーは、そのような組成された企業を誰が支配し
ているかを判定する上での主要な考慮事項にな
ります（IFRS第10号B53項）。偶発的なパワーは
必ずしも防御的なものばかりではありません
（IFRS第10号B26項）。

質問A13 － 風評リスクが支配をもたらす
可能性はあるか
ある銀行が、予め指定した金融資産を取得し保
有するため、また、資産担保証券を投資者に発
行するために、組成された企業（SE）を設立して
います。当該銀行は、SEの設立後は、SEに対し
て、さらなる持分や意思決定の権限を有していま
せん。ただし、SEが破産すれば銀行の評判は悪
化します。当該銀行は、そのような状況では、何
ら義務がないとしても、自らの評判を守るために、
SEへの財務的支援の提供を検討することになり
ます。このような風評リスクは、支配に関する結論
にどのように影響するでしょうか。

解答
風評リスクへのエクスポージャーは、SEが設計ど
おりに運営されるようにするための銀行による黙
示的なコミットメントを生じさせる可能性があります。
しかし、それだけでは銀行がパワーを有している
と結論付ける証拠にはなりません（IFRS第10号
B54項）。銀行は、SEの設計や設立にも関与して
いましたが、この考慮事項もパワーを有していると
結論付ける証拠をもたらすものではありません
（IFRS第10号B51項）。パワーに関するその他の
指標が存在しない場合、当該銀行がSEを支配し
ている可能性は低いといえます。一般に、風評リ
PwC: In depth – IFRSs 10 and 12 Q&A
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スクに対するエクスポージャーは連結の適切な根
拠とはなりません（IFRS第10号BC37項）。
銀行が支配しているかどうかを決定するためには、
すべての事実や状況を慎重に検証する必要があり
ます。風評リスクに対するエクスポージャーを有する
ことだけでは、支配をもたらすのに十分ではありま
せんが、変動リターンへの投資者のエクスポージャ
ーを増大させる可能性があり、したがって、パワーを
与えるのに十分な権利を獲得するインセンティブを
もたらす可能性があります（IFRS第10号BC39項）。

質問A14 －事実と状況の変化によってこ
れまで組成された企業であると判断されて
いた企業がその要件を満たさなくなる可能
性はあるか
Opco社は、これまで組成された企業と結論付けら
れていました。リターンに最も重要な影響を及ぼ
す活動は、契約上の取決めにより指図されていま
した。Opco社を支配する投資者を決定する上で、
議決権は主要な要因ではありませんでした。
事実および状況の変化により、リターンに最も重
要な影響を及ぼすOpco社の活動が変わりました。
当該活動は議決権によって指図されます。
この場合、Opco社は組成された企業とみなされ
なくなるのでしょうか。

解答
はい。IFRS第10号は、事実および状況により支
配の3つの要素のいずれかに変更があったことが
示されている場合には、投資先を支配しているか
どうかを再判定することを要求しています。事実
および状況の変化は、企業の関連性のある活動
を変える可能性があり、また、複数の活動が存在
する場合には、それらの活動の相対的な重要性
を変える可能性があります。

さらに、投資者が保有する権利の性質も変える可
能性があります。これまで行使できなかった議決
権が、関連性のある活動に関する意思決定を行
うために現在は利用できる可能性があります。
IFRS第12号は、組成された企業を「誰が企業を
支配しているのかの決定に際して、議決権又は
類似の権利が決定的な要因とならないように設
計された企業（例えば、あらゆる議決権が管理業
務のみに関係しており、その関連性のある活動が
契約上の取決めによって指図される場合など）」
と定義しています。事実および状況の変化後、企
業の関連性のある活動が現在は議決権によって
決定される場合、当該取決めは組成された企業
の定義を満たさなくなります。
IFRS第12号は、非連結の組成された企業への関
与についての開示を要求しています。報告企業
が、組成された企業ではない非連結の企業への
関与を有している場合には、これらの開示の要求
事項は適用されないこととなります。

質問A15 －アセット・マネージャーが従業
員への報酬を目的に設定したキャリード・イ
ン タ レ ス ト ・ パ ー ト ナ ー シ ッ プ （ carried
interest partnership）は誰が連結すべきか
アセット・マネージャーが、リミテッド・パートナーシ
ップの形態でファンドを設立し、そのファンドにお
けるジェネラル・パートナー、非創設リミテッド・パ
ートナー、およびアセット・マネージャーを務めま
す。ファンドには、他の投資者がいる場合といな
い場合があります。他の投資者がいる場合、その
投資者は追加的な非創設リミテッド・パートナーと
なります。アセット・マネージャーは、キャリード・イ
ンタレスト・パートナーシップ（CIP）の設立と同時
にCIPのジェネラル・パートナーとなり、そのCIPは
ファンドの創設リミテッド・パートナーとなります。
CIPの他のリミテッド・パートナーは全員アセット・
マネージャーの従業員です。

PwC: In depth – IFRSs 10 and 12 Q&A
当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。

11

アセット・マネージャーはファンドから管理報酬を
受け取ります。また、非創設リミテッド・パートナー
として、投下資本のリターン、8％の優先リターン
および残存累積リターンの80％という形で分配を
受ける権利も有しています。ファンドに他の投資
者がいる場合、その投資者は同様の分配（すな
わち、優先リターンおよび残存累積リターンの
80％の株式）に対する権利を有します。CIPは、
アセット・マネージャーや他の投資者に支払われ
る管理報酬やリターンを控除した、ファンドの正の
リターンの20％の分配を受ける権利を有します。
このような分配を、一般的に「キャリード・インタレ
スト」と呼びます。
CIPはファンドに対して直接的な責任は負ってい
ませんが、CIPのリミテッド・パートナーはファンド
の運営に関与しています。
アセット・マネージャーにより指名されたCIPの判
定委員会は、CIPのリミテッド・パートナーに対し
て、ファンド運営においてアセット・マネージャー
として行動した彼らの経験と業績に基づいて「ポ
イント」を授与することによって、キャリード・インタ
レストを配分します。また判定委員会は、新たなリ
ミテッド・パートナーにCIPへの参加を認めるかど
うか、またアセット・マネージャーの助言により設
定された加入/脱退規則に従ってリミテッド・パー
トナーが持分を失うかをどうかも決定します。また、
この加入/脱退規則には、ファンド運営にとっての
良し悪しを判断する脱退条項も含んでいます。
この場合、アセット・マネージャーはCIPを連結す
べきでしょうか。すなわち、CIPに関連性のある活
動はあるでしょうか。また、その場合、誰がCIPに
対するパワーを有しているでしょうか。

するパワーを有しています。これは、パートナー
シップのような契約の仕組みと、CIPの判定委員
会を指名するパワーの双方を通じて得られるもの
です。
またアセット・マネージャーは、CIPへの関与から
生じる変動リターンに対するエクスポージャーも
有しています。CIPは、従業員によるファンド運営
のサービスに対して、アセット・マネージャーが彼
らに報酬を与える手段です。したがってCIPは、ア
セット・マネージャーが別の方法で直接的に担う
費用を負担します。CIPは、従業員によるアセッ
ト・マネージャーに対するサービスと引き換えに、
アセット・マネージャーが別の方法で従業員に与
えるリターンの一部を送るコンデュイットとして設
計されています。またCIPは、アセット・マネージャ
ーのために活動（例えば、アセット・マネージャー
によるCIPの判定委員会の指名）を行います。そ
のため、そのリターンはアセット・マネージャーのリ
ターンとして考慮されるべきです。
アセット・マネージャーはパワーおよび変動リター
ンに対するエクスポージャーのいずれも有してお
り、自らのリターンに影響を及ぼすようにパワーを
利用できるため、アセット・マネージャーはCIPを
支配しているとみなされ、CIPを連結する必要が
あります。
さらに、アセット・マネージャーがファンドも支配し
ているかどうかについては、別途の判定が必要と
なります。この判定は、アセット・マネージャーが
CIPを支配し連結する必要があるという結論に影
響を及ぼすものではありません。

解答
CIPの関連性のある活動は、「ポイント」の授与、
新たなリミテッド・パートナーにCIPへの参加を認
めるかどうかの判断、リミテッド・パートナーがCIP
に対する持分を失うかどうかの判断、およびファ
ンドの運営にとっての脱退の良し悪しの判断を行
うことであり、これらの関連性のある活動に対する
決定は、CIPが獲得するリターンに影響を及ぼし
ます。これは、ファンド運営に関して、「ポイント」
がリミテッド・パートナーを動機付け、そのパフォ
ーマンスに対する報酬となるためであり、それに
よってファンドの業績が影響を受けるためです。
これが、結果として、CIPの獲得するキャリード・イ
ンタレストの金額にも影響を及ぼします。アセット・
マネージャーは、これらの関連性のある活動に対

PwC: In depth – IFRSs 10 and 12 Q&A
当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。

12

セクション B－変動性に対するエクスポージャー
投資者が支配の要件を満たして投資先を連結す
る前に、投資者は投資先の変動リターンに対する
エクスポージャーを有していなければなりません
（IFRS第10号第7項）。IFRS第10号における「変動
リターン」は、幅広い概念となっています。IFRS第
10号は、配当から、規模の経済、コストの節減、税
務上の便益、将来の流動性に対するアクセス、お
よび独占的な知識へのアクセス獲得に至るまで幅
広い例を提示しています（IFRS第10号B56項、B57
項）。固定金利や固定の業績報酬であっても、回
収可能額が投資先の業績に依存し、投資者を投
資先の信用リスクに晒すことになるので、「変動」リ
ターンとみなされます。



投資先が発行した負債性金融商品
（固定金利か変動金利かを問わない）



投資先に対する受益持分



保有者による投資先の負債に関する保証
（当該保証により投資者は損失を被ることを
防ぐことができる）



投資先に提供される流動性コミットメント



投資先の資産に関する価値の保証

IFRS第10号第7項（b）の要件を満たすためには、
投資者による投資先への関与は、投資先に変動
性を提供するものではなく、投資先から変動性を
吸収するものである必要があります（IFRS第10号
BC66項、BC67項）。例えば、ある当事者が投資先
から通常の金利で借入を行う場合、その当事者は、
自身の信用リスクからの変動性を投資先に提供し
ているといえます。したがって、投資先に対する他
の関与がなければ、投資者は、投資先からの変動
リターンに晒されていないことになります。反対に、
投資先の普通株主は、投資先の残余リターンの変
動を吸収することになります。したがって、当該株
主は変動リターンに晒されている（変動性を吸収し
ている）ことになります。



投資先に対する未払金



投資先が所有していない資産の購入または
売却のために投資先が締結した先渡契約



指定価格で資産を購入するために投資先
が保有するコール・オプション



投資先によって売建てられたプット・オプシ
ョン（損失のリスクを投資先に移転）

質問B1 － どのような金融商品が投資先の
変動性を吸収し、どのような金融商品が投
資先の変動性を生み出すことになるか
解答
ある金融商品が変動性を生み出すものであるか、
吸収するものであるかは、必ずしも明らかではあ
りません。PwCは、一般に、下記Iに記載した金融
商品は投資先の変動性を吸収し、下記IIに記載
した金融商品は投資先の変動性を生み出すもの
であると見込んでいます。

I. 一般に、投資先の変動性を吸収し、したがって、
その保有者の変動リターンに対するエクスポージ
ャーの程度が十分に大きく、かつ、IFRS 第 10 号の
他のテストを満たす場合には、その保有者が投資
先を連結することになる可能性のある金融商品


投資先が発行した資本性金融商品

II. 一般に、投資先に変動性を提供し、それ自体
は保有者に変動リターンを与えず、その保有者が
投資先を連結することにはならない金融商品

質問B2 － 企業との契約が変動性を生み
出すか、それとも変動性を吸収するか
組成された企業（SE）は、優良国債をC2百万保
有しています。SEは、次のような条件の契約を締
結しています。すなわち、SEは、契約の相手方で
あるA社からの前払のプレミアムと引き換えに、A
社に対して、関連のない会社（Z社）が発行した特
定の負債性証券に支払不履行があった場合に
C2百万を支払うことを合意しています。SEは、他
に資産または負債を有しておらず、投資者から資
本性投資による資金調達を受けています。
SEは、A社と契約を締結し、特定の負債性金融商
品に関するZ社の支払不履行による損失からA社を
保護し、SEの投資者にZ社の信用リスクのエクスポ
ージャーを与えることを目的として設立されました。
Z社が特定の負債性金融商品の支払不履行に
陥った場合、A社は、潜在的にSEの信用リスクに
晒されることになります。このことは、A社が、購入
したクレジット・デフォルト・スワップを通じてSEの
変動リターンに対するエクスポージャーを有して
いることを意味することになるでしょうか（IFRS第
10号第7項（b））。
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解答
はい。A社は、SEの信用リスクに対する潜在的な
エクスポージャーを通じて、SEの変動リターンに対
するエクスポージャーを有しています。ただし、こ
の信用エクスポージャーは、国債の質を考えると、
Z社の信用リスクに比べて小さい可能性が高いと
いえます。加えて、SEは資本投資者によって資金
調達されており、他の負債を有していないため、A
社が潜在的に晒されている信用リスクは低減され
ています。当該契約は、SEが変動性を吸収してい
るというよりも、SEに変動性を提供している可能性
が高く、自ずと、A社がSEを連結することになる可
能性は低くなります。
さらに、SEの目的と設計は、Z社の信用リスクをSE
に移転することであり、国債に対するSEのエクス
ポージャーをA社に移転することではありません。
このような目的と設計は、A社との契約が主として
SEにリスクを移転するよう設計されているという結
論を裏付けることになります。
したがって、当該契約によってA社がSEを連結す
ることになる可能性は低いといえます。

質問B3 － 支配の判定に際して投資者が
見るべき資産は何か
会計上の目的で企業が計上している資産は、必
ずしも企業が法的に所有する資産と対応すると
は限りません。支配の判定は、会計上の資産を
考慮するか、または法律上の資産を考慮するか
によって異なる可能性があります。企業は、会計
上の資産または法律上の資産に焦点を当てるべ
きでしょうか。あるいは何か他のものに焦点を当て
るべきでしょうか。
売手は、元本C100の受取債権に対する法的権利
を、組成された企業（「買手SE」）に譲渡しています。
買手SEは、現金C93を支払い、受取債権の元本
C93を超える額を回収した場合に、売手にその超
過額を支払うことに合意しています。そのため、売
手は依然として、C7を上限として、受取債権が全額
回収されないリスクに晒されていることになります。
IAS第39号では、この繰延べられた対価C7によっ
て生じたエクスポージャーにより、売手が受取債権
のほとんどすべてのリスクと経済価値を留保してい
ると評価されることになります。したがって、IAS第39
号により、売手は、それらの受取債権の認識の中
止を行うことができません。またそれに対応して、買
手SEは、それらの受取債権を認識できません（IAS
第39号AG50項）。代わりに、買手SEは、売手に対
する受取債権を計上することになります。

法的な観点からは、買手SEは、原資産である受
取債権を100％所有しており、売手は、そのうち
C7のエクスポージャーを有しています。会計上の
観点からは、買手SEは、売手に対する受取債権
を有しています（すなわち、売手は、買手SEにと
っての債務者であり、したがって、買手SEの変動
性には晒されていません）。
IFRS第10号によって支配を判定する目的上、売
手が買手SEの変動性に対するエクスポージャー
を有しているでしょうか。

解答
はい。売手は、買手SEの変動性に対するエクス
ポージャーを有しています。
IFRS第10号は、企業の目的と設計の考慮を要求
しています（IFRS第10号B5項）。これには、投資
先が晒されるように設計されているリスク、投資先
に関与している当事者に移転するように設計され
ているリスク、および投資者がそれらのリスクの一
部または全部に晒されるかどうかについての考慮
も含まれています（IFRS第10号B8項）。
したがって、買手SEが晒されているリスク、および
買手SEが投資者に移転するリスクを考慮する必
要があります。このリスクに関する評価は、買手SE
の経済的なリスクの評価に基づき行う必要があり
ます。
経済的に、買手SEは、受取債権のすべてのリスク
に晒されていますが、それらのリスクの一部は対
価を繰り延べる仕組みを通じて買手に移転されま
す。このため、売手は、買手SEの変動性に晒され
ることになります。売手は買手SEの信用リスクにも
潜在的に晒されています（例えば、買手SEは受
取債権から全額を回収するものの、予見できない
状況により、最後のC7を売手に支払うことができ
ない場合）。
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質問B4 － 組成された企業（SE）の支配を
判定する際にパワーと変動性に対するエク
スポージャーの判定を当該SEの会計上の
資産、法律上の資産、または経済的エクス
ポージャーのいずれに基づいて行うべきか
SEは、資産（例えば、建物または航空機）を購入し、
この資産の法的所有権を得る目的で、銀行から融
資を受けています。SEは、その後、この資産を他の
当事者Y社にリースしています。Y社は、この資産を
自社の事業において日常的に使う予定です。

売手：製造業者
資産の売却
買手：SE

銀行
融資

リース
リースの借手：Y

法律上の観点から見ると、当該SEは資産を所有
しています。会計上の観点から見ると、当該SEは、
ファイナンス・リースに該当する場合にはリース債
権を認識し、オペレーティング・リースに該当する
場合には有形固定資産を認識します。経済的な
観点から見ると、当該SEは、リース契約に基づく
キャッシュ・フローに対する権利とリース期間終了
時のリース資産の残存価値に対する権利を有し
ています（これについては、質問B5で詳しく説明
しています。）
このような場合、パワーと変動性に対するエクスポ
ージャーの判定は、法律上の資産（建物または
航空機）、会計上の資産（リース債権もしくは有形
固定資産）、またはSEの経済的エクスポージャー
のいずれに基づいて行うべきでしょうか。

質問B5 － 組成された企業（SE）が資産を
リースする場合に何が関連性のある活動と
なるか
質問B4と同様の事案を仮定します。資産の使用
に関連し、借手が管理する活動（キャッシュ・フロ
ーを生み出すための資産の使用や関連するコス
トの発生など）は、SEの支配の判定にとって関連
性があるといえるでしょうか。

解答
本事案における支配の判定上、そのような活動
は、SEの関連性のある活動となる可能性は低いと
いえます。これは、SEの目的および設計と整合し
ています。資産の使用に関連する活動、便益お
よびリスクは借手が引き受けており、SEのリターン
に影響を及ばさないことから、支配の判定にとっ
て関連性はありません。SEは資産に対する法的
所有権を有していますが、その資産を他の当事
者にリースする行為により、SEが保有する資産の
性質は以下のように変わっています。


リース債権（関連性のある活動は、信用リス
クの管理である）



リース期間終了時の残存価値（関連性のあ
る活動は、再リースまたは資産の売却のい
ずれかを通じた価値の実現である）

支配の判定を行う際に、この2つの活動の相対的
な重要性は、リース期間や借手の信用リスクによ
り影響を受けます。


資産の耐用年数に対してリース期間が長く
なればなるほど、あるいは借手の信用リスク
が高まれば高まるほど、リース債権が SE の
リターンに最も重要な影響を及ぼす可能性
は高くなります。この場合、支配を有する当
事者の判定に際し、リース債権を管理する
活動がより重要となる可能性が高いといえ
ます。



資産の耐用年数に対してリース期間が短く
なればなるほど、あるいは借手の信用リスク
が低下すればするほど、残存価値が SE の
リターンに最も重要な影響を及ぼす可能性
が高くなります。この場合、支配を有する当
事者の判定に際し、再リースまたは資産の
売却活動がより重要となる可能性が高いと
いえます。

解答
パワーと変動性に対するエクスポージャーの判定
は、会計上の取扱いや取引の法的形態ではなく、
SEの経済的エクスポージャーに基づいて行うべ
きです。このアプローチでは、キャッシュ・フロー
や他の便益（税務上の優遇など）に対するSEの
権利を重視しています。また、そのような権利に
関連する活動に対するパワーと当該活動から生
じる変動リターンに対するエクスポージャーを誰
が有しているかに重点を置いています。

PwC: In depth – IFRSs 10 and 12 Q&A
当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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質問B6 － リース期間終了時に資産を購
入するオプションにより組成された企業（SE）
に対する支配は移転するか
質問B4と同様の事案を仮定します。ただし、借手
であるY社がリース期間終了時に資産を市場価格
で購入するオプションを有しているとします。この場
合、このオプションにより、SEに対する支配は移転
しますか。

解答
いいえ。このオプション自体によりSEに対する支
配が移転することにはなりません。資産の残存価
値の管理はSEの関連性のある活動であり、資産
を公正価値で購入するオプションは、この活動に
対するパワーを与えることになります。
しかし、当該オプションはSEに変動性を移転せず、
SEから変動性を移転されることもないため、リター
ンに影響を及ぼすものとはみなされないでしょう。
変動リターンに対するエクスポージャーは、IFRS第
10号における支配の3要件の1つであるため、資産
を市場価格で購入するオプション自体により支配を
移転することにはなりません。ただし、この購入オ
プションが固定価格の場合には、Y社はSEから変
動性を吸収することになるため、支配が移転する可
能性があります。
資産の残存価値が行使価格に比べて高い場合、
Y社は（オプションの保有者として）、リターンに伴う
変動性を吸収することになるため、このようにリタ
ーンに影響を及ぼすパワーは、SEに対する支配
を判定する際の重要な指標となります。また、リー
ス債権に関連する信用リスクも、SEのリターンに対
する変動性を生み出す他の要素と同様に、支配
を判定する際に検討する必要があります（前述の
質問B5を参照）。したがって、資産の残存価値の
規模と変動性が、リース債権に関連するキャッシ
ュ・フローの規模と変動性と比べて小さい場合に
は、当該オプションによりSEに対する支配が移転
する可能性は低くなります。

質問B7 － リース期間を延長するオプショ
ンにより組成された企業（SE）に対する支配
は移転するか
質問B4と同様の事案を仮定します。ただし、借手
であるY社が固定価格でリース期間を延長するオ
プションを有しているとします。
この場合このオプションによりSEに対する支配は
移転しますか。

解答
このオプションにより、SEに対する支配が移転する
可能性があります。SEに対するパワーの判定上、
資産の残存価値の管理が関連性のある活動となり
ます。固定価格でリース期間を延長するオプショ
ンにより、Y社は関連性のある活動に関して意思
決定を行う能力を有するとともに、SEからの残存価
値に関する変動性を吸収することになります。
ただし、この場合、借手に関連する信用リスクに
ついても検討する必要があります。信用リスクが
低く、残存価値がリース債権よりもSEのリターンの
規模と変動性により大きな影響を与えることが予
想される場合には、借手がSEを支配しているとみ
なされる可能性が高いといえます。
また、このリース期間を延長するオプションが市
場価格である場合は、SEに（またはSEから）変動
性が移転しないため、このオプション自体により
支配が移転することにはなりません。

質問B8 － 金融資産を保有する組成され
た企業（SE）における変動性に対するエクス
ポージャーをどのように判定すべきか
証券化取引において、売手は現金C93と引き換
えに、長期の不動産担保ローン債権（以下「債
権」）C100の法的所有権をSEに譲渡しています。
SEは、投資者に長期の債券をC93で発行し、債
権の購入資金の融資を受けます。SEは、債権か
ら受け取る利息を、投資者に発行した債券の利
払いに充てる予定です。
売手は、譲渡後も引き続き原資産である債権を管
理する予定です。売手は、この債権の回収業務に
おいて、本人として行動している（すなわち、売手
は投資者の代理人ではない）と判定されています。
債権の回収額のうちC93を超える額は、売手に支
払われます。C97を回収した場合、売手は追加で
C4を受け取ることになり、債権の予想損失はC3と
なります。
この場合、SEの変動リターンに対するエクスポー
ジャーは、以下のいずれとなるでしょうか。
（a） 総額のC100（このうち、C7を売手が吸収し、
C93を債券保有者がすべて吸収する。）
（b） 純額のC93（売手のエクスポージャーを差し
引いたC93の純額すべてが、長期債の保有
者によって吸収される。）

PwC: In depth – IFRSs 10 and 12 Q&A
当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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解答
SEの変動リターンは、債権の全額C100に関連し
ています。SEは、債権の全額C100のキャッシュ・
フローに対する権利を有しているとともに、支払
不履行が発生した際の当該債権のリスクに対す
る経済的エクスポージャーを有しています。
売手は、C100の債権から生じる可能性のある損
失のうち、最初の損失（ファースト・ロス）C7に対
するエクスポージャーを吸収しています。したが
って、この損失C7に対するエクスポージャーは、
債権の全額に関連しています。さらに、売手は、
最初の損失に晒されており、その最大エクスポー
ジャーはC7に限定されているものの予想損失C3
を相当程度上回っているため、売手はリターンの
変動性のほとんどすべてを吸収していることにな
ります。
売手は、原資産である債権を管理するパワーも
有しているため、SEの関連性のある活動に対す
るパワーを有しています。したがって、売手はSE
に対する支配を有しており、SEを連結する必要が
ある可能性が高いといえます。
なお、債券保有者は、最後に生じる可能性のあ
る損失C93に対するエクスポージャーのみを吸収
しています。この債券保有者のエクスポージャー
の絶対額は、売手の絶対額を上回ってはいます
が、予想リターンの変動性はごくわずかであること
を示しています。

質問B9 －投資者の変動リターンに対する
エクスポージャーに投資先に提供したサー
ビスに対する報酬が含まれている場合、そ
のサービス提供の際に生じた関連費用を当
該エクスポージャーの判定に含める必要が
あるか

ファンド・マネージャーは、不動産ファンドの資産
管理に対する報酬として5百万ドルを受け取りま
す。この報酬は以下を含む様々なサービスに対
するものです。


賃貸料の管理および回収



経理および記帳

ファンド・マネージャーには、これらのサービスを
提供する際に人件費などの費用が発生します。
発生した費用の総額は3百万ドルでした。ファン
ド・マネージャーの契約では、発生した費用をフ
ァンドに請求することは認められていません。
上記の取決めによるファンド・マネージャーの変
動リターンは、報酬総額である5百万ドルと、関連
費用控除後の正味のリターンである2百万ドルの
どちらになるでしょうか。

解答
ファンド・マネージャーは、変動リターンの判定に
おいて総額アプローチを採用する必要がありま
す。これは、質問B8に対する解答とも整合してい
ます。
管理サービスの提供の際に生じた費用は、ファン
ドからのリターンの一部を構成するものではありま
せん。同様に、投資の資金調達に係る費用は、
投資による変動リターンとはみなされません。
したがって、当該取決めによるファンド・マネージ
ャーの変動リターンは5百万ドルとなります。
この設例はファンド・マネージャーの特定の持分
に関するものですが、上記の原則は投資先にサ
ービスを提供する他の種類の投資者にも関連す
るものです。

PwC: In depth – IFRSs 10 and 12 Q&A
当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
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セクション C－本人か代理人かの分析
特定の意思決定者の場合、自らの便益のためで
はなく、他の当事者に代わってその意思決定に
関するパワーの行使を義務付けられていることが
あります。IFRS第10号では、このような意思決定
者を、他の当事者（「本人」）に代わって行動する
「代理人」とみなしています。本人が投資先に関
するパワーの一部を代理人に委任することがあり
ますが、代理人が本人の代わりにそのパワーを
行使する場合には、代理人は投資先を支配して
いないことになります（IFRS第10号B58項）。パワ
ーは通常、代理人ではなく本人が有しています
（IFRS第10号B59項）。本人が複数いる場合があ
りますが、その場合には、それぞれの本人が投資
先に対するパワーを有しているかどうかを判定す
る必要があります（IFRS第10号B59項）。代理人は
投資先を支配しておらず、したがって、投資先を
連結することはありません。
意思決定者と投資先に関与する他の当事者との
間の全体的な関係は、意思決定者が代理人とし
て行動しているかどうかを判定するために評価す
る必要があります。基準では、以下のような考慮
すべき特有の要因を示しています。




単一の当事者が理由なしに意思決定者を
解任できる場合、意思決定者は代理人であ
る（IFRS第10号B65項）。
意思決定者の報酬が通常の市場条件以外
の場合、意思決定者は代理人にはなり得な
い（IFRS第10号B69項からB70項）。



投資先に対する意思決定者権限の範囲が
広く、意思決定者がパワーを有している可
能性があることを示している場合。または、
権限の範囲が狭く、逆を示す場合（IFRS第
10号B62項からB63項）。



他の当事者が保有する実質的な権利が、
意思決定者が代理人であることを示す場合
（IFRS第10号B63項からB67項）。



意思決定者の報酬の規模と変動性が、他
の代理ではなく、自身のために行動してい
ることを示す場合（IFRS第10号B68項）。



同様に、投資先への他の関与により生じる
リターンに対する意思決定者のエクスポー
ジャーの規模と変動性が、他の代理ではな
く、自身のために行動していることを示す場
合（IFRS第10号B71項からB72項）。

質問C1 － 本人の判定
IFRS第10号B59項は、「本人が複数いる場合には、
それぞれの本人がB5項からB54項の要求事項を考
慮して、投資先に対するパワーを有しているかどう
かを検討しなければならない」と記載しています。
意思決定者（ファンド・マネージャー）は、自らが運
用している複数の投資者がいるファンドに関して、
代理人であると判定されています。この場合 、
いずれの投資者（もしいれば）がファンドを連結
すべきかを判定する際に、何を考慮する必要が
あるでしょうか。
投資者A、BおよびCは、外部のファンド・マネー
ジャーが管理しているファンドに対してそれぞれ
15％、30％および55％を投資しています。ファン
ド・マネージャーは、投資の意思決定を行うため
の広範なパワーを有しており、投資者がその意思
決定を指図したり、拒否したりすることはできませ
ん。ファンド・マネージャーの解任は、3名の投資
者による全員一致の投票によってのみ行うことが
できます。IFRS第10号に基づき、このファンド・マ
ネージャーは代理人であると判定されています。
投資者A、BまたはCがファンドに対してパワーを
有しているか検討する場合に、ファンド・マネージ
ャーの意思決定に関するパワーを投資者自身に
帰属させる必要があるでしょうか。

解答
代理人が投資先を支配することはありません
（IFRS第10号B58項）。上記のファンド・マネージ
ャーは、ファンドを支配しておらず、主として、他
の投資者（本人）のために行動しています。
ただし、代理人とは「他の当事者（本人）に代わっ
てその便益のために行動することを主とする当事
者である」とされていますが、これは必ずしも本人
のうちいずれか1人が企業を支配していることに
なるということを意味するものではありません。
本人が複数いる場合には、それぞれの本人が、
連結の枠組みにおけるすべての要因、すなわち、
パワー、変動リターンに対するエクスポージャー、
およびリターンに影響を及ぼすパワーを用いる能
力を考慮して、投資先に対するパワーを有してい
るかどうかを検討する必要があります（IFRS第10号
B59項）。

PwC: In depth – IFRSs 10 and 12 Q&A
当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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例えば、ファンドが多くの広範囲に分散した投資
者（すべて少額の投資を保有）で構成されており、
それらの投資者がファンド・マネージャーを解任す
る、もしくはファンドを解散させる実質的な権利を
有しておらず、また、ファンド・マネージャーが行う
意思決定を指図する実質的な権利も有していな
い場合、いずれの投資者も支配を有していないこ
とになります。
反対に、単一の投資者がファンドに対して大きな
投資を行っており、他の投資者が分散していて、
その投資者がファンド・マネージャーの解任また
はその意思決定の指図を行う実務上の能力を有
している場合、当該投資者がパワーを有し、ファ
ンドを支配している可能性が高くなります。
したがって、上記の事案では、投資者はファンド・
マネージャーの意思決定権を投資者自身に帰属
させる必要はありません。ファンド・マネージャー
は3名の投資者すべての代理人であるといえます。
代理人は複数の本人のために行動しているため、
それぞれの本人が、パワーを有しているかどうか
を検討しなければなりません（IFRS第10号B59
項）。いずれの投資者もファンド・マネージャーを
指図したり、解任したりする一方的なパワーを有
していません。そのため、いずれの投資者もファ
ンドの関連性のある活動を指図する能力を有して
いません（IFRS第10号B9項）。

質問C2 － 年次ベースの再任の要求は実
質的な権利であるとみなされるか
他の当事者が保有している実質的な解任権は、
意思決定者が代理人であることを示す場合があ
ります。年次ベースで意思決定者を再任する要
求は、実質的な解任権の例といえるでしょうか。
ファンドXは、ファンド・マネージャーによって管理
されています。ファンド・マネージャーは、ファンド
Xの取締役会が毎年指名することが要求されて
います。取締役会のメンバー全員がファンド・マ
ネージャーから独立しており、他の投資者によっ
て任命されています。このファンドの管理業務は、
この業界における他のファンド・マネージャーが
行うことができます。事実上、年次ベースでの指
名の要求は、必要なときに取締役会にファンド・
マネージャーを交代させる仕組みを提供するもの
です。この毎年の指名の要求は、実質的な解任
権となるでしょうか。

解答

可能性が高いといえます（IFRS第10号設例14C）。
ファンド・マネージャーが代理人か否かを判定す
るためには、ファンド・マネージャーは、報酬や他
の変動リターンへのエクスポージャーを含む関連
する他の要因とともに、この解任権も考慮する必
要があります。

質問C3 － 1年の通知期間が要求される解
任権が実質的な解任権となるか
ファンドXは、ファンド・マネージャーによって管理
されており、ファンドXの取締役会は1年の通知期
間によりこのファンド・マネージャーを解任するこ
とができます。取締役会のメンバー全員がファン
ド・マネージャーから独立しており、ファンドXの投
資者（大部分がファンド・マネージャーから独立し
ている）によって任命されています。このファンド
の管理業務は、この業界における他のファンド・
マネージャーが行うことができます。1年間の通知
期間の要求を考慮する場合に、この解任権は実
質的であるといえるでしょうか。

解答
PwCは、限定的な期間でのアセット・マネージャ
ーの積極的な任命（質問C2を参照）は、通知期
間を伴う行使可能な解任権を含む無期限の契約
とは異なると考えています。再任権は、アセット・
マネージャーの業績を積極的に考慮する仕組み
を生じさせることになりますが、解任権は、アセッ
ト・マネージャーのサービスが不満足であるとされ
た時点でのみ行使されます。アセット・マネージャ
ーが1年間任命される場合、そのサービスが任命
された初日に不満足とはならないと仮定すること
ができます。PwCは、長期の通知期間は解任権
の行使に対する障害となる可能性があるため、1
年の再任権は、1年の通知期間よりも実質的であ
る可能性がより高くなると考えています。
実質的な権利に関するガイダンスは、通知期間
を考慮する際に関連します。本人か代理人かの
決定に関して、アセット・マネージャーが通知期
間の影響を評価する際に聞くべき質問には、以
下のようなものがあります。


通知期間の長さはどのくらいか



通知を与えることのできる期間は短期間し
かないか



通知期間中に行われた決定がファンドのリ
ターンに重要な影響を及ぼすか

はい。そのような要求は、実質的な解任権である
PwC: In depth – IFRSs 10 and 12 Q&A
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質問C4 － 中間持株会社はその親会社の
代理人であるといえるか
Parent社の100％保有の子会社であるHoldco社
は、事業会社であるOpco社の100％を保有して
います。Holdco社は、Opco社に対する投資の保
有を唯一の事業目的としています。Holdco社は、
上場債券を発行しており、国内法により、IFRSに
準拠した連結財務諸表を作成することが要求さ
れています。
以下のいずれかの場合、Holdco社はParent社の
代理人、または事実上の代理人である（したがっ
てOpco社を支配していない）といえるでしょうか。


Parent社とHoldco社は、同一の取締役を
有している。



Holdco社の取締役は、Parent社の従業員で
ある。



Holdco社は、Parent社の決定に完全に従っ
て行動することを契約上義務付けられてい
る信託会社によって管理されている。

解答
いいえ。意思決定者は、別の当事者により意思
決定権限を委任された場合にのみ代理人または
事実上の代理人となります。IFRS第10号B59項に
は、「投資者は、ある特定の事項又はすべての関
連性のある活動について代理人に意思決定権
限を委任する場合がある。投資者が投資先を支
配しているかどうかを判定する際に、投資者は、
代理人の意思決定権を投資者が直接保有して
いるものとして扱わなければならない。」と記載さ
れています。
Holdco社は、Opco社に対する株式を保有し、そ
れにより与えられた議決権によるパワーを通じて、
Holdco社の経営者がOpco社の方針を指図する
ことができるので、上記の3つのシナリオすべて
においてOpco社を直接支配しています。Parent
社による代表やHoldco社の統治機関の支配の
程 度 に か か わ ら ず 、 Opco 社 へ の 直 接 投 資 と
Opco社に対するパワーの双方とも企業である
Holdco社が保有しています。Holdco社を統治す
るいかなる当事者も、Holdco社の代表者になる
ことによりこのパワーにアクセスでき、同様に、
Holdco社を所有するいかなる当事者も、Holdco
社を通じてOpco社のリターンにアクセスできるこ
とになります。

Opco社に対するパワーは当初からParent社では
なくHoldco社に帰属しているため、Parent社は、
Holdco社にいかなるパワーも委任していません。
したがって、Holdco社はParent社の代理人では
ありません。また、Holdco社は、Opco社のリター
ン の 変 動 性 に 晒さ れて い る た め 、 Holdco 社 は
Opco社を連結する必要があります。

質問C5 － パワーと便益が企業集団内の二
当事者に分かれた場合に一方の当事者が他
方の事実上の代理人であるかどうかを判断す
る際に検討すべき要因は何か
親会社は、100%子会社であるファンド・マネージャ
ーと兄弟会社の二社を有しています。
ファンド・マネージャーは、投資ファンドのマネージ
ャーとして行動し、ファンドの15％の持分を保有し
ています。ファンド・マネージャーは、投資ファンド
のマネージャーとしての活動に対して、市場に基づ
く少額の報酬を得ており、当該報酬は著しく重要な
変動リターンに対するエクスポージャーを与えるも
のではありません。ファンド・マネージャーは、管理
契約の条件により、投資ファンドの関連性のある活
動に対する意思決定を行うパワーを有しています。
兄弟会社は、当該ファンドの36％の持分を保有し
ています。また、残りの49％は、複数の第三者投資
者により保有されています。
ファンド・マネージャーおよび兄弟会社はいずれも
連結財務諸表を作成しています。
投資ファンドを誰が支配しているかを判断する際、
兄弟会社がファンド・マネージャーの事実上の代
理人であるかどうか（またはその反対の立場であ
るかどうか）を判定するときにはどのような要因を
考慮すべきでしょうか。IFRS第10号に基づき、兄
弟会社および投資ファンドのいずれも他の当事者
の事実上の代理人ではないと判断することは可
能でしょうか。
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他方の企業の代理人である可能性が高い
ことを示唆しているか。

解答
IFRS第10号B73項は、一方の当事者が他方の当
事者の事実上の代理人であるかどうかを決定する
には、両者の関係の性質だけではなく、それらの
当事者がどのように相互に影響しているかを検討
した上で判断する必要があるとしています。した
がって、この判定の実施には追加の情報が必要
であり、判定自体は個別の事実や状況により異な
ります。企業集団の観点で評価する際に考慮す
べき要因には以下がありますが、これらに限りま
せん。


企業間でパワーと変動リターンに対するエ
クスポージャーを分ける目的。例えば、兄弟
会社は、ファンド・マネージャーのために資
産管理を行うことをファンド・マネージャーと
約束しているか。あるいは、兄弟会社はファ
ンド・マネージャーのために資産を保有する
ように親会社から指示されているのか。



企業間の契約上の合意。それにより、いず
れかの当事者が他方の当事者に指示を与
えているという情報が提供される可能性が
ある。



それらの企業が、実務上、どのように相互に
影響を与えているか。例えば、兄弟会社は
ファンド・マネージャーと直接会って、業績
や戦略を議論しているか。兄弟会社は、フ
ァンド・マネージャーを解任して他のファン
ド・マネージャーに交代する能力を有してい
るか。兄弟会社は、ファンド・マネージャーや
親会社の指示に従って議決権を行使する
ことに合意しているか。



それらの企業の持分および変動リターンに
対するエクスポージャーの相対的な大きさ。
例えば、相対的な大きさは、一方の企業が

事実および状況によっては、グループ内のどの子
会社も他の子会社の事実上の代理人として行動
しているとは判断されない場合があります。そのた
め、親会社は投資先を連結するものの、どの子会
社も投資先を連結しない場合もあります。
事実上の代理人が特定された場合、本人は自ら
が投資先に対する支配を有しているかどうかを判
定することになります。IFRS第10号B74項は、本
人に対して、事実上の代理人が意思決定権を有
しているか、また本人が事実上の代理人を通じて
間接的な変動リターンに対するエクスポージャー
を有しているかについて、支配の判定の目的で
検討することを求めています。例えば、ファンド・マ
ネージャーが本人とみなされた場合、ファンド・マ
ネージャーが投資ファンドの支配を有する十分な
変動リターンに対するエクスポージャーを有して
いるかどうかを判定する際に、兄弟会社の持分を
含めることになります。
支配を判定する場合にのみ、このように兄弟会社
の持分を含めることになります。ファンド・マネージ
ャーが投資ファンドに対する支配を有していると
結論づけた場合、ファンド・マネージャーは、100％
から投資ファンドに対する15％の直接持分を控除し
た85％を非支配持分として計上します。また、兄
弟会社が投資ファンドに対する支配を有している
と結論づけた場合には、兄弟会社は、100％から
投資ファンドに対する36％の直接持分を控除した
64％を非支配持分として計上することになります。
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質問C6 － 事実上の代理人としての従業員
報告企業の従業員が、投資先の経営者としての
役割を引き受ける場合があります。経営幹部
（KMP）の役割を担う従業員は、報告企業の投資
先との関係において報告企業の事実上の代理
人とみなされることになるでしょうか。
X社は、ファンドを管理しており、ファンドに対する
完全な意思決定権限を有しています。X社は、一
定の条件が満たされた場合に運用ファンドの持
分を受け取ることにより、業績に基づく報酬を
KMPに与えます。また、X社は、KMPの現金賞与
の一部について、ファンドに直接投資することを
要求しています。KMPは、自己資金をファンドに
投資することもできます。X社は、ファンドに対す
る直接の持分を有していません。
X社はファンドに対する直接の持分を有していな
いため（経営者報酬を除く）、変動リターンに対し
て重要なエクスポージャーを有していないことを
示唆している可能性があります。しかし、KMPは、
X社のためにその持分を実質的に保有している
可能性があります。ファンドに投資するKMPの権
利は報酬の形式をとっていることがあり、その場
合、X社に対して間接的な便益を提供していると
いえます。これは、変動リターンに対するエクスポ
ージャーの要件（IFRS第10号7（b）項）と支配に関
する本人か代理人かの分析（IFRS第10号第7項
（c）、B74項）の両方に影響を及ぼします。
KMPは、X社の事実上の代理人として行動してい
るでしょうか。

解答
以下を評価するために判断が必要となります。
（a） KMPがX社のためにその投資を使用する場
合があるかどうか
（b） その投資は、KMPの個人資産であって、報
告企業がそれらに対してパワーを有してい
ないかどうか
この判断は、例えば、以下の事実や状況に基づ
いて行う必要があります。


社内におけるKMPの地位



KMPがそのような投資を保有している理由



それらの持分の権利が確定しているかどう
か（および、KMPはその投資を止めたり維
持したりできるかどうか）



それらの持分は、X社が与えたのか、それと
もKMPが自己資金を使って購入したのか



KMPによるX社の承認なしに行う持分の譲
渡に対する制限



KMPが実務上どのようにその投資に関する
投票を行っているか

KMPが事実上の代理人である場合には、X社がフ
ァンドを連結すべきかどうかを判定する際に、KMP
の保有持分をX社に帰属させることになります。

質問C7 － 意思決定者が市場価格で報酬
を受け取る場合にそれが意思決定者が代
理人であることを意味するか
ファンド・マネージャー（「FM」）は、管理している
株式ファンドに対して広範な投資に関するパワー
を与えられています。このファンド・マネージャー
はファンドの純資産価値の2％の年間報酬を受け
取っており、これは類似のファンドの報酬体系と
整合しています。
このファンド・マネージャーは、市場価格による報
酬を受け取っているにすぎないという事実により、
ファンドの投資者の代理人であり、したがって、ファ
ンドを支配していないと結論付けることができるでし
ょうか。

解答
いいえ。この根拠だけではファンド・マネージャー
が代理人であると結論付けることはできません。
この場合、IFRS第10号の他の要因も考慮する必
要があります。例えば、ファンド・マネージャーが
ファンドに対する直接投資を保有している場合、
そ れ を 考 慮 す る 必 要 が あ り ま す （ IFRS 第 10 号
B71-72項）。ファンド・マネージャーは、投資先の
リターンに対する報酬の規模や潜在的な変動性
を考慮する必要があります（IFRS第10号、B68項、
B72項）。アセット・マネージャーは、ファンドのリタ
ーンが非常に低い場合、関係上の目的から、そ
の報酬の減額を選択する場合があります。これに
より、他の投資者のリターンを保持することになり、
事実上、ファンド・マネージャーのリターンの変動
性を高めることになります。IFRS第10号設例13か
ら設例16では、このようなエクスポージャーの評
価方法に関するガイダンスを提供しています。
ファンド・マネージャーが、提供するサービスに見
合っていない報酬体系を採用しており、報酬契
約が、独立第三者間取引条件で交渉される類似
のサービスおよび技量の水準に関する取決めに
PwC: In depth – IFRSs 10 and 12 Q&A
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おいて通常示されるような契約条件や金額のみ
を含んでいない場合、そのファンド・マネージャー
は本人となります（IFRS第10号B69項）。ただし、
その逆は成立しません。すなわち、報酬が市場
に基づいているという事実だけでは、ファンド・マ
ネージャーが代理人であると結論付けるのに十

分ではありません（IFRS第10号B70項）。しかし、
市場に基づく報酬を受け取っており、ファンドに対
する直接の持分を有していないファンド・マネージ
ャーは、代理人である可能性が高いといえます。
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セクション D－サイロ
IFRS第10号B76項 では、企 業の一 部 分 を、連
結 上 、「別 個 とみなした事 業 体 」（または「サイ
ロ」）とみなすべき状況について説明しています。
企業の一部がサイロを構成している場合、サイ
ロに対する支配は、企業の残りの部分とは別個
に評価する必要があります（IFRS第10号B78項、
B79項）。
IFRS第10号B77項では、企業の一部分をサイロと
みなすべき要件を定めています。IFRS第10号
B77項は、「 投資者は、次の条件を満たしている
場合に、かつ、その場合にのみ、投資先の一部
分を別個の事業体とみなして扱わなければなら
ない」と規定しています。
「投資先の特定の資産（及び関連する信用補完）
が、投資先の特定の負債又は投資先に対するそ
の他の特定の持分に関する唯一の支払財源で
ある。その特定の負債を有する者以外は、その特
定の資産又はその特定の資産からの残余キャッ
シュ・フローに関する権利又は義務を有していな
い。実質上、特定の資産からのリターンを投資先
の残りの部分が使用することはできず、別個とみ
なした事業体の負債は投資先の残りの部分の資
産からは支払われない。このため、実質上、その
別個とみなした事業体の資産、負債及び資本が
すべて、投資先の全体から隔離されている。この
ような別個とみなした事業体は、しばしば「サイロ」
と呼ばれる。」
上 記 の B77 項 は 、 サ イ ロ の 資 産 と 負 債 に 隔 離
（ring-fence）が存在するかどうかの検討を求めて
います。実務上、このような隔離は絶対的なもの
ではなく、偶発事象の発生時に破棄される場合
があります。そのような破棄が、サイロの定義を満
たさなくなるかどうかについて疑問が生じます。
起こりそうにない商業的実質のないシナリオでの
み破棄が生じる可能性がある場合、PwCは、IFRS
第10号B77項の「実質的に」という用語は、形式よ
りも実質を重視する必要があることを示していると
考えており、IFRS第10号では、そのような場合で
あっても、サイロは存在することになります。
しかし、IFRS第10号B77項における「満たしてい
る場合に、かつ、その場合にのみ」という用語や
「唯一の支払財源」という用語はまた、商業的実
質のないものとしての破棄に関する非常に高い
ハードルを示唆しています。PwCは、発生の可
能性の低い事象が真の目的のために導入され

ている場合には、商業的な実質を有している可
能性があると考えています。これは、とりわけ、そ
の条項の存在が、投資者が投資の意思決定を
行う際に考慮した要因である場合に示唆される
ことになります。
こうした状況でサイロが存在するかどうかという問
題は、事実と状況に基づく判断を要求することに
なります。

質問D１ － サイロの破棄が実質的かどう
かを判断する際にどのような指標を考慮す
べきか
解答
企業は、サイロの破棄（breach）が実質的かどうか
を把握するために、破棄が生じる可能性とともに、
破棄が生じた場合の財務的な影響を把握する必
要があります。したがって、サイロが別個とみなし
た事業体かどうかを判断する際には、サイロの目
的と設計が重要になります。企業は、サイロの破
棄が実質的かどうかを判断する際に以下の要因
を考慮する必要があります。


国や地域の法規制



隔離をもたらす契約条件



信用補完



偶発的な権利および義務



不正による破棄

質問D2 －サイロが別個とみなした事業体
に該当するかどうかの判定に際してサイロの
資産が法的に隔離されているかどうかを考慮
する必要があるか
ある通信会社と保険会社が契約を締結し、その
契約のもとで、保険会社が法人内に保険部門
（insurance cell）を設定しています。通信会社はこ
の部門を利用して、顧客に携帯電話の保険を提
供しています。
当該部門の管理契約では、保険会社が部門の
活動の管理費用として、部門が契約した保険料
総額の5％を請求すると規定しています。通信会
社は、当該部門に生じたリターンから保険会社の
管理費と保険契約者からの保険金請求を支払っ
た後のすべてのリターンを受取る権利を有してい
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ます。さらに、通信会社は、契約上、当該部門の
支払能力の要件（規制上の資本）の維持を求め
られています。当該部門の支払能力が所定の閾
値を下回った場合、通信会社は追加資本を拠出
する必要があります。

解答
考慮する必要があります。企業は、当該部門が
IFRS第10号における別個とみなした事業体であ
るかどうかの検討に際して、国や地域の法規制の
観点から、サイロの資産が隔離されているかどう
かを把握する必要があります。
特定の国や地域では、法律上、このような組織は、
保護された保険部門（protected insurance cell）と
扱われます。保護された保険部門では、当該部
門の債権者（現在および将来の保険金請求者）
のみが、当該部門の資産、および部門のスポン
サー（この場合は通信会社）に対する償還請求
権を有しています。保険会社内の他の類似する
部門の債権者には、当該部門の資産に対する権
利はありません。したがって、保護された保険部
門は別個とみなした事業体に該当し、通信会社
は連結の検討を行う必要があります。
これとは別に、通信会社が、別の種類の株式（例
えば、優先株式A123）に投資することにより、当
該組織を保護されていない部門として設定してい
る場合もあります。部門A123が契約した保険契
約から生じる請求はすべて、当該部門の資産か
ら支払われます。当該部門の資産が、債権者に
対する支払いに不十分な場合、通信会社は追加
資本の拠出を求められます。しかし、通信会社が
そのような要求を満たすことができない場合（例え
ば、通信会社が破産に陥った場合）、当該部門
の債権者は、保険会社の一般資産や他の部門
の資産に対する請求権を有することになります。
当該部門の隔離の破棄につながるような一連の
事象が生じる可能性はほとんどないものの、可能
性がないわけではなく、かつ、その財務上の影響
が実質的である可能性があります。したがって、
より広い範囲の保険会社に適用されるIFRS第10
号においては、保護されていない部門は別個と
みなした事業体には該当しません。

質問D3 － 地域の法律に基づき特定の負
債の隔離が免除される場合にIFRS第10号
における隔離を契約により達成することがで
きるか
さまざまな金融商品に投資する目的で、新たなフ
ァンドが設定されました。このファンドは、投資者
に対して複数のユニットを発行する予定であり、
それらのユニットは、ユニット保有者に特定資産
のポートフォリオ（サブ・ファンド）の一部に対する
権利を与えます。ファンドの設定に係る契約では、
当該ファンドに対するユニット保有者の義務が特
定資産のポートフォリオに限定されることが明示さ
れています。

解答
サブ・ファンドが別個とみなした事業体であるかど
うかは、サブ・ファンドごとの潜在的な債権者によ
って異なります。契約上の負債（ユニット）は、当
該サイロの資産に対してのみ請求権を有している
一方で、税金や規制上の手数料などの法的負債
は、同様の隔離の規定の対象にはならない場合
があります。そのような場合、当該サブ・ファンドは、
別個とみなした事業体には該当しません。ただし、
当該ファンドが税金や規制上の手数料を負担し
ないような契約上の合意がある場合（例えば、税
金や賦課金のみ投資者に直接請求される場合）、
当該サイロは別個とみなした事業体に分類される
可能性があります。

質問D4 － 信用補完の存在によりサイロが
別個とみなした事業体に該当しないことがあ
るか
ある銀行は、第三者である資産の売手から、負債
性資産の「プール」を購入する資金を調達するた
めにビークルを設定しています。当該資産には、
不動産担保ローン債権、クレジットカード債権、
自動車ローン債権、売上債権、有価証券などが
含まれます。このビークルは5つのコンデュイット
に分けられ、各コンデュイットが特有のリスクに晒
された異なる資産プールを保有する予定です。
各コンデュイットは、負債性資産のプールの購入
資金を調達するために、投資者に約CU500百万
の債券を発行します。
当該銀行は、各コンデュイットに対して信用補完
を提供しています。
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解答
IFRS第10号に基づく分析は、信用補完がどのよ
うに組成されているかによって異なります。IFRS
第10号B77項には、投資先の特定の負債または
投資先への持分に対する唯一の支払財源である
資産プールに、「関連する信用補完」を含めてい
ますが、信用補完はプログラム全体を補完するも
のとして設定されることが多く、その場合、当該信
用補完はすべてのコンデュイットにわたって共有
されることになります。
例えば、銀行は、調達金利の削減のためにプロ
グラム全体を信用補完するものとして、CU100百
万の資産または保証のプールを提供することを
合意しています。この信用補完によって、各コン
デュイットの債券はトリプルAの格付けを確保でき
ることになります。このようなプログラム全体の信
用補完がなければ、当該債券の格付けはAにな
っていたでしょう。
コンデュイットの資産のプールに損失が生じた場
合、まずサイロに特有の信用補完により補填され、
その後にプログラム全体の信用補完により補填さ
れることになります。各コンデュイットが引き出せる
金額に制限はありませんが、一旦保証金額がゼ
ロになれば、それが補充されることはありません。
本事例では、信用補完はサイロに特有のもので
はないため、当該コンデュイットは別個とみなした
事業体の定義を満たしていないことになります。
た だ し 、 プ ロ グ ラ ム 全 体 の 信用 補 完 が 例 え ば
CU100,000のみで、債券の信用格付けが改善し
ないような場合には、当該コンデュイットは別個と
みなした事業体である可能性があります。IFRS第
10号B77項では、「実質上」という用語を用いて、
企業全体の他の資産から、別個とみなした事業
体の資産を隔離することを要求しています。プロ
グラム全体の信用補完の最低金額は、発行済債
券の信用格付けに影響を及ぼさず、金額は名目
的なものと考えられるため、このようなプログラム
全体の信用補完が存在していても、当該コンデュ
イットを別個とみなした事業体として分類すること
は妨げられないといえます。ただし、このような名
目上のプログラム全体の信用補完が提供された
理由を慎重に検討する必要があります。プログラ
ム全体の信用補完に関して商業的理由がない場
合にのみ、当該コンデュイットは別個とみなした
事業体の定義を満たすことになります。プログラ
ム全体の信用補完が商業的理由を有する場合、
その理由がごく稀な状況や例外的な状況に当て
はまるものであっても、当該コンデュイットは別個
とみなした事業体に分類されないことになります。

これとは別に、コンデュイットが発行した劣後債に
銀行が投資することによって信用補完が提供さ
れる場合もあります。このような信用補完は、発行
した債券の信用格付けを改善する可能性があり
ますが、当該コンデュイットやその資産プールに
特有のものです。この場合、信用補完の特有の
性質から、当該コンデュイットは別個とみなした事
業体に該当することになります。

質問D5 － 偶発事象が生じたときにサイロ
の債権者がサイロを含む企業の一般資産に
対して請求権を有する場合、サイロの定義
は満たされるか
サイロの債権者は、法律上、通常の事業活動に
おいてはサイロの資産に対してのみ請求権を有
しています。しかし、所定の事象（偶発事象）が生
じた場合には、サイロの債権者は企業全体の一
般資産に対する請求権、または（例えば、クロス
デフォルト条項に基づき）他のサイロの一般資産
に対する請求権を有することになります。規制当
局は、サイロの資産全体の5％を規制上の資本と
して保有することを企業に要求しています。

解答
この場合の分析は偶発事象が何かによって異な
ります。このような事象が生じる可能性はほとんど
ないものの、可能性がないわけではない場合、当
該サイロは別個とみなした事業体には該当しない
ことになります。例えば、債務不履行前の4週間
の間にFTSE100種総合株価指数が20％下落し
た場合に債権者が当該企業の一般資産に対す
る請求権を有する場合などがあります。
偶発事象が、規制当局によるサイロの隔離の保
護（公益権など）の撤回とされており、当局が今ま
でその権限を行使したことがなく、また行使する
可能性が低い場合、別個とみなした事業体の定
義を満たす可能性があります。ただし、当局が総
資産の5％を規制上の資本として保有することを
企業に要求していることは、サイロの破棄の可能
性が実質的であることを示唆している可能性もあ
るため、そのような要求の根拠を理解する必要が
あります。
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質問D6 － 不正が生じたときにサイロの
隔離が破棄される可能性がある場合、
当該サイロは別個とみなした事業体に該当
するか
質問D4と同様、銀行は、第三者である資産の売
手から住宅ローン債権の購入資金を調達するた
めにビークルを設定しています。このビークルは
多数のコンデュイットに分かれ、各コンデュイット
が特有のリスクに晒された異なる資産プールを保
有する予定です。各コンデュイットは、当該債権
の購入資金を調達するために、投資者に約
CU500百万の債券を発行します。取得する債権
の大部分は、自己証明書による住宅ローン債権
となる予定です。
当該債券の保有者が有する請求権は、特定のコ
ンデュイットの資産に限定され、隔離されていま
す。しかし、債務者の所得水準に関する虚偽表
示が生じる懸念があるため、銀行は、債務者が不
当に当該債権を取得した場合にコンデュイットが
被る損失を補填する目的で、CU50百万の資産プ
ールを提供する予定です。

解答
債務者の所得水準の虚偽表示は、自己証明書
による住宅ローン債権に伴う一般的な事業リスク
であるため、当該コンデュイットは別個とみなした
事業体には該当しません。サイロの目的および
設計において、不当な事象（この場合は、債務者
による虚偽表示）が生じたときにサイロの隔離が
破棄されることが想定されている場合、不正によ
るサイロの破棄は実質的なものとなります。
ただし、コンデュイットを設定した銀行が重大な不
正を行った場合にのみ、サイロの隔離が破棄され
る可能性がある場合には、当該サイロは別個と見
なした事業体に該当する可能性があります。この
場合、企業は、不正の発生可能性とともに、サイロ
の目的および設計が不正に対処するように組成さ
れているかどうかを検討する必要があります。
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セクション E－開示
IFRS第12号の目的は、財務諸表の読者が、子会
社、関連会社、共同支配の取決め、および非連
結の組成された企業への関与に伴うリスクおよび
財務上の影響の内容を評価できるようにする情
報の開示を企業に要求することです。この目的を
満たすために、企業は次の事項を開示する必要
があります。

号第24項から第31項）に関する開示を行う必要
があるでしょうか。

解答



他の企業又は取決めへの関与の性質を決
定する際、および関与を有する共同支配の
取決めの種類を決定する際に行った重大
な判断および仮定

はい。SEに対する持分（関与）がTC社にとって重
要性がある場合には、開示が必要となります。TC
社は、重要性の評価に際して、関連するすべて
の要因を考慮することになります。IFRS第12号第
24項における一般的な要求事項は、財務諸表利
用者が以下のことをできるようにするための情報
を開示することです。



子会社および非連結の組成された企業へ
の関与に関する情報

（a） 非連結の組成された企業への関与の内容
および程度の理解

投資者の組成された企業への関与とは、「企業を
他の企業の業績からのリターンの変動性に晒す
契約上および非契約上の関与のことを指します。」
［IFRS第12号付録A］
組成された企業への関与は、以下の事項のいず
れかを含む可能性があります。


負債性金融商品



資本性金融商品



契約上の取決め



参加権



残余持分



リース



資金の提供



流動性の支援



信用補完



保証

ただし、通常の得意先と仕入先といった関係は、
組成された企業への関与とはみなされません。

質問E1 － 売買目的で購入した持分につい
てIFRS第12号の開示が要求されるか
あるトレーディング会社（TC社）は、売買益を稼得
するために定期的に有価証券の売買を行ってい
ます。期末時点で、TC社は、組成された企業（SE）
に対する少額（1％未満）の持分を保有していま
す。当該持分は、期末直前に取得され、期末直
後に売却されました。TC社は、保有している持分
について、非連結の組成された企業（IFRS第12

（b） 非連結の組成された企業への関与に関連
したリスクの内容および変動の評価。これに
は、SEへの投資の規模、保有期間、優先持
分か劣後持分か、関与に関連するリスクの
程度、保有目的などの要因が含まれます。
IFRS第12号の開示規定の一部は、IFRS第7号の
既存の開示と重複しているため、繰り返して開示
する必要はありません。

質問E2 －IFRS第12号の開示の目的にお
ける「他の企業への関与」の定義に非財務
の便益が含まれるか
IFRS第12号は、企業に対して、さまざまな種類の
企業（例えば、共同支配の取決め、関連会社お
よび非連結の組成された企業）への関与につい
て、その性質、程度および財務上の影響とリスク
に関する情報を開示するように求めています。
IFRS 第 12 号 に お け る 「 他 の 企 業 へ の 関 与
（interest in another entity）」の定義は、「企業を
他の企業の業績からのリターンの変動制に晒す契
約上及び非契約上の関与を指す」というものです。
IFRS第10号はリターンについてさまざまな例を示
しており、これには「規模の経済を得るための営
業機能の統合、コスト節減、希少な製品の調達、
独占的な知識へのアクセス獲得、一部の営業ま
たは資産の制限」、並びに「税務上の便益および
将来の流動性に対するアクセス」が含まれます。
このようなIFRS第10号のリターンの例に含まれる
非財務の便益も、IFRS第12号の開示要求の目的
における「他の企業への関与」を表すのでしょうか。
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解答

解答

はい。IFRS第12号の開示の目的における「他の
企業への関与」の定義には、他の企業への関与
から生じる非財務の便益も含まれます。

重要性の評価は、特定の事実や状況によって異
なりますが、PwCは、NCIの重要性を総額の資産
および負債に基づいて評価することが適切となる
可能性が高いと考えています。

企業は、どのような開示が適切かを判断する際に、
取決めの目的や設計、並びにその重要性を考慮
する必要があります。

質問E3 － 非連結の組成された企業への
関与について報告期間中に生じた損失の
開示を求めるIFRS第12号B26項（ｂ）の要求
事項は当該期間中に処分された持分に適
用されるか
解答
はい。PwCは、期末時点で保有している持分に
加えて、当該報告期間中に処分された持分にも、
この開示要件が適用されると考えています。IFRS
第12号B25項は、IAS第12号第24項（b）の開示目
的を満たし、財務諸表利用者が「非連結の組成
された企業への関与に関連したリスクの内容及
び変動の評価」をできるようにするのに必要な情
報の開示を求めています。さらに、IFRS第12号第
25項では、報告日時点に契約上の関与を有して
いない場合でも、過去の期間における非連結の
組成された企業への関与を開示の要求事項に
含めると規定しています。このことは、報告期間
中に処分された持分に係る損失を開示する必要
があることを示唆しています。
さらに、IFRS第12号第27項では、組成された企
業への関与について、IFRS第12号第29項が要
求する情報が提供されていない場合に組成され
た企業からの収益の開示が求められることを明確
化しています。この開示には、年度の途中で処分
され、期末時点では当該企業への関与を有して
いない場合も含まれます。この要求事項は、組成
された企業への関与から生じる収益を定めるもの
であることから、組成された企業への関与から生
じる損失に対しても適用されると考えています
（IFRS第12号付録Aでは「組成された企業からの
収益」は「組成された企業への関与の認識の中
止．．．に係る利得又は損失」を含むと定義して
います）。

質問E4 － 子会社に対する非支配持分
（NCI）の重要性の評価を純額の持分と当該
持分に関連する総額の資産および負債の
いずれに基づいて行うべきか

IFRS第12号は、報告企業にとって重要性のある
NCIを有する子会社について、各子会社のNCIに
関する要約財務情報の開示を要求しています。
IFRS第12号の目的は、報告企業の他の企業へ
の関与に関連したリスクを財務諸表利用者が評
価できるようにする情報や、それらの関与が財政
状態およびキャッシュ・フローに与える可能性の
ある影響を開示することです。
この要求事項の目的は、NCIが有する企業集団
への関与（例えば、親会社がアクセスできない可
能性のあるキャッシュ・フロー）を、財務諸表利用
者が理解できるようにすることです。このため、子
会社が多額の資産および負債を有しているもの
の純資産が少額となっている場合、純額をベー
スとして重要性の評価を行うと、結果として、この
目的を満たさないことになる可能性があります。

質問E5 － 企業集団内のサブグループの
親会社に対して非支配持分（NCI）が存在
する場合、報告企業による当該NCIの重要
性の評価を当該親会社のみに対するNCIの
持分とサブグループ全体に対する持分のい
ずれに基づき行うべきか
解答
PwCは、サブグループ全体に対してNCIが保有
する持分に基づき評価を行うべきと考えます。
IFRS第12号の目的と要求事項は前述の質問に
記載のとおりです。サブグループ全体の財務業
績および財政状態は報告企業に連結され、サブ
グループの親会社に対するNCIの持分は、サブ
グループの残りの部分にも影響が及びます。した
がって、サブグループ全体をベースにして重要
性の評価を行うことが適切であると考えます。
IFRS解釈指針委員会は、2014年9月の会合で、
サブグループに関するNCIに重要性があるとみな
される場合、企業はIFRS第12号第12項が求める
財務情報を提供する方法を決定する際に判断を
行う必要があることを確認しました。この企業の判
断に応じて、サブグループ全体についての開示
となる可能性もあれば、サブグループ内の個別の
子会社についての分解した開示となる可能性も
あります。

PwC: In depth – IFRSs 10 and 12 Q&A
当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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質問E6 －子会社を持たない投資企業が関
連会社および共同支配企業に対する投資
についてIFRS第12号第21A項の開示免除
規定を適用することができるか
子会社を持たない投資企業が関連会社および
共同支配企業に対する投資を有しており、IAS第
28号に従って純損益を通じて公正価値で測定し
ている。
当該投資企業は、関連会社および共同支配企
業に関する要約財務情報の開示要求に対して、
投資企業に適用される開示免除規定を適用する
ことができるでしょうか。

解答
はい。子会社を有しておらず、かつ関連会社およ
び共同支配企業に対する投資を公正価値で測
定している投資企業は、これらの投資に関する要
約財務情報の開示に対して、IFRS第12号第21A
項の免除規定を適用することができます。IFRS第
10号における投資企業の定義は、投資企業が投
資を支配していることを要求していないため、
IFRS第12号の開示免除規定を適用することがで
きます。

PwC: In depth – IFRSs 10 and 12 Q&A
当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。

30

セクション F－経過措置
質問F1 － 「適用開始日」とは何か
IFRS第10号の経過措置には、「適用開始日」に
関するさまざまな参照が含まれています。ここで、
「適用開始日」とは、どの日付のことを意味してい
るでしょうか。

解答
適用開始日は、IFRSを最初に適用した報告期
間の期首、すなわち、2013年1月1日以後開始
事業年度からIFRS第10号およびIFRS第12号を
適用する12月決算会社の場合、2013年1月1日
になります。

質問F2 － 従前の基準の適用
親会社P社は、2005年にX社の49％を取得しまし
た。P社は、IAS第27号に従って、X社を支配して
いないと判断していました。しかし、IFRS第10号
では、P社はX社を2005年から支配していたことに
なります。
P社は、IFRS第3号（2008年）およびIAS第27号
（2008年）を適用した2009年7月1日より前の期間
については、この取得にIFRS第3号（2004年）お
よびIAS第27号（2004年）の規定を適用したいと
考えています。この決定は、計上されている特定
の資産および負債に影響を及ぼします（例えば、
IFRS第3号（2004年）では、直接起因する取引コ
ストの資産計上を認めていますが、IFRS第3号
（2008年）は認めていません）。
このような取扱いは認められるでしょうか。

解答
はい。P社は、2009年7月1日より前の期間につい
て、IFRS第3号（2004年）およびIAS第27号（2004
年）、またはIFRS第3号（2008年）およびIAS第27
号（2008年）のいずれかを首尾一貫して適用する
選択肢を有しています（IFRS第10号C4項（b）およ
び（c））。

質問F3 － 比較情報の修正再表示の制限
親会社P社は、2005年にX社の49％を取得しまし
た。P社は、IAS第27号に従って、X社を支配して
いないと判断し、代わりに、IAS第28号に従って持
分法で会計処理されていました。P社は、2013年1
月1日にIFRS第10号を適用しており、IFRS第10号
に従うと、P社はX社を2005年から支配していたこと
になります。
規制上の目的から、P社は、2年分の比較財務情
報を作成する必要があります。P社は、IFRS第10
号の遡及適用が実務上可能であると判断してい
ますが、修正再表示は2012年の比較情報のみに
限定したいと考えています。
このような取扱いは認められるでしょうか。

解答
はい。P社は、IFRS第10号に従って、そのように
行うことができます（IFRS第10号C6項（a））。ただ
し、P社は関連する規制上の要求事項を考慮し、
それらが他の2年分の比較情報の修正再表示を
要求しているかどうかも考慮する必要があります。
2012年の比較情報のみを修正再表示する場合、
持分法で会計処理されたX社に対するP社持分
の従前の帳簿価額と、IFRS第10号に従って連結
されたX社の資産、負債、および非支配持分との
従前の差異は、2012年1月1日時点の資本に認
識されます（IFRS第10号C4項（a））。それより前の
比較情報は調整しないままとすることができます。
2012年および2013年に関して、影響のある各財
務諸表項目の開示についてのIAS第8号の要求
事項にも従う必要があります（IAS第8号第28項）。
P社は、調整されていない情報を明確に特定し、
異なる方法で作成されていることを明記し、その
方法について説明する必要があります（IFRS第
10号C6項（b））。

PwC: In depth – IFRSs 10 and 12 Q&A
当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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セクション G－その他の論点
質問G1 － 組成された組織が企業である
かどうかを判断する際にどのような要素を
考慮すべきか



シンジケートなどの取決めは、独立の法人格を持
たない場合があります。例えば、以下のように組
成される可能性があります。


シンジケートの構成員が構成員名義で契約
の締結や投資を行う。



訴訟は、シンジケート自体が提訴されるの
ではなく、シンジケートの構成員に対しての
み提訴される。



資産運用の代理人がシンジケートの資産の
日常的な運用を行う。この代理人は、シン
ジケートの構成員の子会社である場合もあ
れば、そうでない場合もある。

投資者が、組織の関連性のある活動に関
する意思決定を行うことのできる、契約上の
合意が存在すること。これを示す要素には
以下が含まれる。
O

経営委員会または類似する組織が存
在する。

O

投資者が資産管理の代理人を解任で
きる。

O

反対意見を有する投資者も過半数の決
定に拘束される。

O

契約上の取決め自体が投資者とは別
の課税上の地位を有している。

O

契約上の取決め自体の名義で銀行口
座を開設できる。

O

投資者の債務がその投資金額に限定
されない。

このような組織（structure）がIFRS第10号の適用
範囲に含まれるかどうかを判定する目的で、当該
組織が企業（entity）に該当するかどうかを判断す
る場合、どのような要素を考慮すべきでしょうか。

上記は、すべての要素を網羅するものではありま
せん。IFRS第10号を適用する目的で、企業が存
在するかどうかを判断する場合には、あらゆる事
実と状況を検討する必要があります。

解答

質問G2 － 金融商品以外の商品に投資し
ている企業は投資企業の定義を満たすこと
ができるか

組織の関連性のある活動について、構成員が集
まって、すべての構成員を拘束する意思決定を
行うことができる仕組みが存在する場合、企業が
存在するといえます。この仕組みには、資産運用
の代理人または類似の関係者を任命および解任
する能力も含まれます。このような仕組みがない
場合、企業が存在するのではなく、組織の構成
員が単に資産への持分（例えば、不動産または
投資の比例的持分）を有しているだけであるとい
えます。
以下の条件のいずれかを満たす場合に、企業は
存在します。


組織が、その投資者とは異なる独立の法的
な存在であること。これを示す要素には以
下が含まれる。
O

法人格を有する。

O

組織が自らの名義で契約を締結できる。

O

組織が訴訟で訴えられる可能性がある。

ある企業の事業内容は、訴訟に関連したリターン
と引き換えに訴訟当事者に対して訴訟資金を前
払いすることです。


場合によっては、このリターンが、訴訟によ
り生じる訴訟当事者の権利を担保とする有
利子貸付（「ノンリコース債務契約」）の形態
となっていることがあります。



また別の場合では、訴訟当事者が、資金提
供に伴う、訴訟に係る将来の支払いの共有
に合意しているが、訴訟が敗訴となった場合
には、訴訟当事者は前受金（契約上の請求
権）の返済を求められないこともあります。こ
のような契約には重要な保険リスクが含まれ
ることから、IFRS 第 4 号に準拠した保険契約
に分類されます。

このような場合でも、企業は、自らの単一の事業
活動が資本増価、投資収益、またはその両方から
のリターンを得ることであると主張することはできる
でしょうか。
PwC: In depth – IFRSs 10 and 12 Q&A

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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解答
IFRS第10号では、投資企業を、投資者に投資管
理サービスを提供する目的で当該投資者から資
金を得ており、かつ当該投資者に対して、自らの
目的は資本増価、投資収益、またはその両方か
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企業であると説明しています。
そこでは、企業が保有しなければならない投資の
種類を特定してはいません。
ここでの重要な検討事項は、投資が金融商品で
あるか、保険契約であるか、または他の資産であ
るかではなく、企業が自らの投資をどのように管
理しているかです。投資企業の定義を満たすか
どうかの分析に際しては、企業が行う活動を検討
する必要があります。


企業が日常的に訴訟の管理に関与する場
合、通常、当該企業は投資企業に該当しな
いことになります。



企業が戦略的な助言を提供するのみであり、
かつ裁判や訴訟の管理に積極的に関与し
ていない場合には、当該企業は投資企業
の定義を満たす可能性があります。

PwC: In depth – IFRSs 10 and 12 Q&A
当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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セクション H－業種別の論点
質問H1 － 貸付の再編によって貸手はど
の時点で連結することになるか

背景
銀行が返済期限を延長した貸付について、返済
が困難となり、貸付契約の再編（restructuring）と
なる場合があります。債務の条件変更または延長
がなされるものの、借手と銀行との関係は明確に
借手と貸手の関係であり続ける場合があります。
例えば、銀行が借手の資本持分や転換可能金
融商品を全く有しておらず、借手の基礎となる事
業に対する防御的な権利のみを有する場合があ
ります。
しかし、場合によっては、債務の全部または一部
が資本性金融商品、優先株式または転換可能金
融商品と交換され、貸手が借手の事業活動をモ
ニタリングするという、より積極的な役割を担う場
合があります。実行されたことはないとしても、借
手がそのような交換を要求する権利を有している
場合もあります。
また、管財人や清算人が指名される場合もありま
す。債務の再編により、再編後に銀行が借手に
対する支配を有し借手を連結する必要があるか
を評価することが必要となります。この分析の目
的は、債務不履行の発生時に当該評価を行う際
の考慮すべき要因を示すことです。この評価の全
体的な目的は、本質的に貸付契約を維持してい
る状況（銀行の権利は問題を抱えた貸付関係に
より変更されているとしても）と、実質的に事業の
運営を支配する、あるいはそのような権利を取得
するという関係に銀行が踏み込んだ状況とを、識
別することです。多くの場合、前者の状況では、
銀行が連結することになる可能性は低いといえま
すが、後者の状況ではその可能性は高いといえ
ます。
この判断をIFRS（とりわけIFRS第10号）により行う
場合は、銀行が現在借手を支配しているかどうか
を判断する必要があります。投資者が以下を有
する場合、当該投資者は支配を有しています。


投資先に対するパワー



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または権利



投資者の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行使する能力

銀行による貸付期間の延長は、銀行に変動リタ
ーンに対するエクスポージャーを提供することに
なります。銀行が投資先に対するパワーを有して
いるかどうか、また銀行のリターンの変動性に対
するエクスポージャーが銀行が支配を有する本
人であることを示すのに十分かどうかについて、
評価が必要となります。
銀行の投資先への関与は追加的な損失から銀
行を保護することを意図している可能性がありま
すが、銀行が関連性のある活動に対する意思決
定を行うパワーを有し、変動性に対する十分なエ
クスポージャーを有しているとみなされる場合、銀
行は投資先に対する支配を有することになります。
どのような意思決定が事業経営への参加の性質
を有しており、防御的な性質の権利とは対照的か
を検討することは有用です。関連性のある活動に
対する実質的な権利、および防御的な権利の例
は、下記の「追加的なガイダンス」を参照ください。
防御的な権利には、例えば、通常の事業活動で
は発生の見込みがない一定の金額を超える支出
を拒否する能力が含まれます（発生の見込みが
ないことは、例えば、再編時に策定された事業計
画や営業計画に織り込まれていないことで裏付
けられます）。
借手の関連性のある活動に対する意思決定権の
評価が、この決定にとっての基本となる一方、銀
行およびそのエクスポージャーにより与えられる
投資の性質も、支配を判定する際に評価する必
要があります。さらに、借手への関与から生じるリ
ターンの変動性に対する銀行のエクスポージャ
ーの水準は、支配の追加的な証拠となる可能性
が高いといえます。エクスポージャーが増すほど、
銀行にパワーを与えるのに十分な権利を銀行が
取得するインセンティブが増します。銀行は、エク
スポージャーの水準を検討する際に、借手である
企業のすべての資本（劣後債、優先株式、普通
株式および転換社債を含む）を含めることになり
ます。
このガイダンスは主に企業向けの貸付に焦点を
当てており、企業向けの不動産貸付を含みます。
このような貸付に対して判定を行う際に考慮すべ
き特性を下記に記載しています。これらは企業が
正式に清算中の場合の考慮事項と類似していま
す。証券化や類似の取決めといった他の組成さ
れた企業に対する貸付は、経済的困難が生じた
場合に、貸手が回収できるようにするさまざまな

PwC: In depth – IFRSs 10 and 12 Q&A
当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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特性を有する場合があります。ただし、下記に記
載したいくつかの特性や考慮事項が引き続き適
用される可能性があります。



支配の判定においては銀行と借手との実質的な
関係が重要であり、さまざまな要素の考慮が必要
となる。いずれの状況も決して同じではなく、すべ
ての関連性のある要素および両者の相互関係を
考慮する必要があるが、それが明確ではなく判
断を要する場合がある。
最後に、この分析は、貸付関係の正式な再編時
または管財人や清算人が指名された場合におけ
る、支配の再判定に焦点を当てています。またこ
のガイダンスは、結果として潜在的に支配を有す
る可能性のある方法で、銀行が借手の事業活動
をモニタリングするといったより積極的な役割を担
う場合のように、他の状況にも関連する場合があ
ります。ただし、一般的には、（契約上のデフォル
ト条項によって他の方法が規定されていない限り）
債務不履行自体では、銀行に支配の獲得をもた
らすことはないと予想されます。

銀行は取締役会の過半数の議席を有して
いないものの、事後的な同意を得るために、
取締役会による決定が銀行に提出される。
これらの決定には、参加的な性質の決定も
含まれる（「追加的なガイダンス」を参照）。
営業および財務の方針決定に関する意思
決定への参加は、通常の事業活動におい
て行われている（例えば、貸付の再編時に
策定された事業計画または営業計画を実
行する意思決定）。これには、例えば、以下
がある。
O

年度の営業予算に対する承認

O

企業の通常の事業活動で見込まれる
資本的支出、処分等に対する承認

O

経営者の承認もしくは解任

O

経営者の報酬に対する承認

O

取締役の承認もしくは解任

貸付の再編により、銀行が借手に対するパワーを
獲得する場合について、それを示す可能性のあ
る要因の例を下記に記載しています。上記のとお
り、銀行と借手との実質的な関係を判断する際に
は、銀行と借手とのすべての関連性のある要因と
相互関係を考慮する必要があります。

この場合、取締役会は最終的な意思決定への参
加を行っていないため、銀行が取締役会の過半
数に満たない議席を有しているという事実は関連
性がないといえます。銀行が意思決定を支持ま
たは同意しない場合、経営陣は銀行が満足する
ような代替案を提案しなければなりません。銀行
はさまざまな方法でこのパワーを示す可能性があ
ります。一つの例として、取締役会または経営陣
が、銀行が拒否した意思決定に基づいて行動す
る場合、債務不履行を構成することになり、銀行
は貸付を回収、または清算を強制することが可能
となります。

意思決定に関する考慮事項



貸付契約の再編
パワーを有している場合の指標



経営陣は、銀行の代理人として行動してい
る。このような代理人関係の指標には以下
が含まれる。
O

現行の経営陣と交代させるため、銀行
が再建のための経営陣を指名している
（新たな経営陣が普通株式の過半数を
保有している場合であっても）。

O

銀行が経営陣を解任、交代または拒否
する能力を有している。

O

企業が支払不能に陥る事象が生じた場
合における経営者の報酬を銀行が保
証している。

銀行は、自らにパワーを与えるような、オプ
ション、ワラントあるいは他の現在行使可能
な権利を有している。このような権利が実質
的であるかどうかを評価する際に考慮すべ
き要因には、銀行の財務上および営業上
の行使可能な能力が含まれる。その権利が
商業的な実質を有していることを確かめる
には、権利行使の条件を検討する必要が
ある。どの当事者も権利を行使することが見
込まれない条件の場合、その権利は無視さ
れる。例えば、行使価格が意図的に商業的
でない高い水準に設定されている場合があ
げられる。
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パワーを有していない場合の指標
貸付の再編によっても、銀行が借手に対するパワ
ーを獲得することにならない場合について、それ
を示す可能性のある要因の例を下記に記載して
います。上記のとおり、行と借手との実質的な関
係を判断する際には、銀行と借手とのすべての
関連性のある要因と相互関係を考慮する必要が
あります。

意思決定に関する考慮事項






既存の経営陣および取締役が、意思決定
の実施において変わらぬ立場にあり、長期
の事業の成功に対して実質的な財務持分
を有している場合がある。これは、基礎とな
る事業モデルおよび経営陣は健全だが、
一般的な市況により借手が困難に直面して
いる場合が当てはまる可能性がある。銀行
は、参加的な性質を有する意思決定を承
認する権限を有していない（「追加的なガイ
ダンス」を参照）。すべての承認権限は、通
常の事業活動で生じる見込みのない大規
模な資本的支出、取得あるいは処分に対
する承認のように、防御的な性質を有する
意思決定に関するものである（これは、例え
ば、再編時に策定された事業計画や営業
計画に含まれていないことによって裏付け
られる）。
銀行が意思決定への「参加」を拒否できる
場合、決議に不一致が生じた場合であって
も、このような意思決定への参加に対する
議論が独立した裁定を通じて解決されると
いうデットロック条項がある。すなわち、銀行
は最終的な意思決定を強制する能力を有
していない。

検討する必要がある。


銀行は、集団で意思決定を行う貸手のシン
ジケートの一部であり、シンジケートが行っ
た最終的な意思決定に対するパワーを有し
ていない。



他の考慮事項として、債務不履行が発生し
た が 、 銀 行 が 「 弁 済 猶 予 協 定 (standstill
agreement)」を締結する場合がある。この弁
済猶予は、銀行（および他の債権者）が一
定の期間は企業に対して支払いの請求を
強制しないこと正式に合意するものである。
銀行はこの弁済猶予の一環で貸付条件の
違反を免除することになる。弁済猶予の存
在は、弁済猶予期間の末日まで、銀行が借
手に対するパワーを行使することができな
いことを示す場合がある。

ただし、関連性のある活動に関する意思決定を
行う必要がある日までにこの弁済猶予期間が終
了するかどうかを評価する必要があります。この
日までに弁済猶予期間が終了する場合、銀行が
有する権利はまだ実質的とみなされ、パワーを与
える可能性があります。弁済猶予期間の長さが短
い場合（例えば、2 か月から 3 か月）、その期間に
関連性のある活動に対する重要な意思決定が全
く行われない場合があります。このような場合、弁
済猶予協定は銀行が保有する権利に影響を及
ぼす可能性は低いといえます。
ただし、弁済猶予期間が長い場合（例えば、数年
間）、関連性のある活動に関する重要な意思決
定を弁済猶予期間中に行う必要がある可能性が
高いため、銀行はパワーを有していないといえま
す。具体的な事実および状況を慎重に評価する
必要があり、重大な判断が必要となる可能性があ
ります。

当初の貸付の再編の一部として、銀行は既
存の取締役に新たな経営陣の交代を要求
しているものの、新たな経営陣は既存の取
締役に報告を行っている。銀行は解任する
権利、または意思決定への追加的な関与
を有していない。取締役会または経営陣は、
長期の事業の成功に対する実質的な財務
持分を有していることから明らかなように、
独立した実質的な支配株主として行動して
いる。ただし、この場合、銀行が支配を有し
ていないように見える一方、銀行が引き続き
経営陣の変更を取締役会に強制する能力
を有する場合には、銀行が取締役会を支
配する十分なパワーを有しているかどうかを
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変動リターンに対するエクスポージャー

支配を行使する現在の能力と意図との比較



銀行は、資本持分や借入など、さまざまな
方法で変動リターンにさらされている可能
性がある。資本持分から生じる単なるエクス
ポージャーではなく、リターンの変動性に対
する銀行のエクスポージャーの合計を考慮
する必要がある。銀行が支配を有している
と結論付けた場合、銀行が重要な貸手であ
り、支配を有するのに十分な変動リターンに
対するエクスポージャーも有する可能性が
高いといえる。



例えば、企業の資本構造全体を考慮した
場合に、銀行は企業のほとんど、あるいは
すべての現在の貸付（負債および資本のい
ずれも）を行っている場合がある。銀行は
「議決権のある」普通株式を相対的に少な
い比率で保有しているが、この普通株式は
他の資本トランシェ（負債の優先債券など）
に比べて実質的ではない可能性がある。

上記に示した考慮事項により、銀行が借手に対す
るパワーを有する意図がないことが示される可能
性があるものの、その場合であっても、パワーをも
たらすような権利を銀行が保有していない（または、
取得する能力を有していない）ことを確認すること
は重要である。IFRS第10号におけるパワーおよび
支配の定義は、投資者の意図ではなく投資者が
保有する（または、取得可能な）権利に基づくもの
である。支配は、関連性のある活動の指図に関す
る意思決定を行う必要がある場合に、銀行の権利
が行使可能かどうかに基づくことになる。また、こ
の銀行の権利には、現在行使可能な権利と、現
在行使可能ではないが実質的に行使可能とみな
される権利のいずれも含まれる。経験的に、銀行
は積極的に支配を行使せず、また、行使する可能
性も低いものの、支配を行使する現在の能力およ
びパワーを有する場合には、銀行は支配を有する
ことになる。



また、企業の撤退時に、撤退から生じるあら
ゆる便益の過半数を銀行が取得するような、
銀行の経済的持分を著しく増加させる権利
である「スワンピング・ライト（swamping rights）」
があるかどうかを検討する必要がある。



銀行がパワーを有していながら、変動リター
ンに対するエクスポージャーを有していな
い可能性は低い。ただし、支配を与えるの
に十分でない可能性のあるエクスポージャ
ーの水準を示す指標には、以下がある。
O

銀行が負債性金融商品の条件を変更
したが（例えば、返済の繰延べ、または
期間の延長）、当該取引の前後でその
投資は負債のままであり、銀行は重要
な資本性持分を有していない。銀行の
リターンは、他のリスクの高い貸付に対
する要求を超えるものではない。

O

銀行が重要な資本持分（普通株式、優
先株式、その他の転換可能な金融商品
あるいは選択可能な金融商品）または
負債を有しておらず、他の投資者から
の実質的な資本性の投資がある。

O

他に実質的に劣後の投資者がいる（例
えば、銀行は銀行のシンジケートの一
部として貸付を行っている）。他の資本
持分の保有者もしくは経営陣は、信用
力のある独立した保有者である。

管財人制度および清算の計画
管財人または清算人が貸付の債務不履行後に
指名される場合（またはその予定の場合）、貸手
が保有するパワーに及ぼす影響も検討する必要
があります。


誰が管財人または清算人を指名または解
任する能力を有するか。一般的に、指名ま
たは解任の手続きには法廷への申請が含
まれるが、現地の法令によってさまざまな場
合がある。固定担保（fixed charge）または浮
動担保（floating charge）の保有者は、選出
された管財人または清算人を指名し、また
彼らの解任および交代を指示するパワーを
有する場合がある。



企業に正式な管財人または清算人が設定
されているか。設定されている場合、この期
間は誰が支配を有するか。一般的には、管
財手続中または清算中の企業は法廷が支
配し、管財人または清算人は銀行だけでな
くすべての債権者の利益のために行動する
ことが求められることになる。ただし、そのプ
ロセスは管轄地域によってさまざまである可
能性がある。銀行は、法的プロセスを理解
し、第一債権者としてこのプロセスを通じて
支配を有さないことを確認するために、この
プロセス（例えば、債権者委員会での陳述）
に参加する自らの権利を評価する必要があ
る。管財人または清算人が銀行とともに判
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断を下す必要がある場合（例えば、銀行が
債権者委員会の過半数の代表権を有する
場合）は、管財人または清算人は銀行の代
理人とされ、銀行がパワーを有しているとみ
なされる。






管財人または清算人が銀行の代理人として
行動しているかどうかを判断する際に考慮
すべき他の要因には、銀行が請求を受ける
報酬の交渉責任を有しているかどうかが挙
げられる。銀行が、この報酬を交渉する能
力により、管財人または清算人に影響を及
ぼすことが認められる場合、この能力が銀
行にパワーを与える可能性がある。
企業に正式な管財人または清算人が設定
されていない場合、資産を売却するために
新たな経営陣が指名されているか。指名さ
れている場合、銀行は、再交渉の時点で詳
細な売却計画を策定しているか。また、この
策定した計画にしたがって経営者は行動し
ているか。銀行は提案された資産の売却を
承認する必要があるか。銀行が計画の策定、
または処分活動の承認に広範囲にわたっ
て関与している場合は、上記で詳しく説明
したとおり、これは支配を有していることを示
唆する可能性がある。
銀行は、最小限であっても幾分か上乗せし
た報酬と引き換えに、事業の資産を売却す
る代理人として行動する経営陣を指名して
いるか。経営陣を指名している場合、銀行
はその経営陣を解任することができるか。

その他の検討事項
事業の中核ではない活動－銀行は、一般的に、
これらの種類の事業運営に「従事」しておらず、
事業運営に従事する能力または専門知識を有し
ていない場合がありますが、連結は、銀行が実際
に支配する能力を有するかどうかに基づきます。
活動が事業の中核ではない、あるいは銀行の他
の活動に関連性がない場合であっても、連結の
例外はありません。

保有に分類することを定めており、以下の場合は
非継続事業となります。


銀行の支配が及ばない事象または状況に
より売却時期に遅延が生じるが、銀行が売
却の確約を維持する場合で、期間の延長
の可能性はあるが、売却は1年以内に完了
する見込みである。



以下のIFRS第5号における他の要件が、取
得後に短期間（3か月未満）で満たされる可
能性が極めて高い。
O

現在の状態が売却可能である。

O

売却の可能性が非常に高い（すなわち、
経営者が売却計画を確約している。つ
まり、買手を探し売却計画を完了すると
いう積極的な計画に着手し、子会社を公
正価値価額で積極的に売買している）。

これらの要件を満たす場合は、貸借対照表およ
び損益計算書の表示が簡略化され、公正価値の
完全適用が一部免除される可能性があります。

重要な影響力－これまでの分析は、銀行が支配
を有していることを示す指標に焦点を当てていま
す。しかし銀行は支配を有していないが、借手の
資本持分を有している場合は、銀行が重要な影
響力を有しているかどうかを検討する必要があり
ます。銀行が重要な影響力と資本持分を有して
いる場合、持分法による会計処理が適用されるこ
とになります（IAS第28号第1項により、投資が純
損益を通じて公正価値で測定される場合を除く）。
重要な影響力は、投資先の財務上および営業上
の意思決定に参加するパワーと定義されており、
支配ではありません。上記に記載のものと同じ指
標の多くが、重要な影響力が存在するかどうかを
判定する際に関係することになります。

一時的な支配－銀行はこれらの事業について長
期的な投資目的を持たない場合が多く、また短
期での投資の撤退を探る場合がありますが、「一
時的な支配」に対する連結範囲の例外はありま
せん。
IFRS第5号における処分グループ－IFRS第5号
は売却のみを目的に取得した子会社を売却目的
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追加的なガイダンス
パワー
投資者は、関連性のある活動、すなわち、投資
先のリターンに重要な影響を及ぼす活動を指図
する現在の能力を与える既存の権利を有してい
る場合には、投資先に対するパワーを有している。
防御的な権利のみを保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。

パワーを与える既存の権利を証明し得る事項


子会社を通じて直接的または間接的に企
業の議決権の過半数を所有すること



他の投資者との合意による過半数の議決
権に対するパワー



法令や合意により企業の関連性のある活動
を支配するパワー



関連性のある活動を指図する能力を有する
投資先の経営幹部の人事（例えば、取締役会
メンバーやそれと同等の統治機関のメンバ
ー）の過半数を指名または解任するパワー



投資先の経営幹部の人事（例えば、取締役
会やそれと同等の統治機関）に関する会議
で過半数の投票を行うパワー



関連性のある活動を指図する他の企業を
指名または解任する権利



投資者の便益のために、投資先に、取引の
開始や取引の変更の拒否を指図する権利



保有者に関連性のある活動を指図する能
力を与えるその他の権利（経営管理契約が
定める意思決定権など）



結果として上記に示したパワーをもたらすこ
とになる潜在的議決権（例えば、企業の指
図によりいつでも行使可能なワラントまたは
オプション）

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ます。

潜在的議決権が実質的であるかどうかの決定に
は判断が必要であり、すべての事実および状況
を考慮する必要があります。考慮すべき要因には、
保有者の権利行使を妨げる何らかの障害（経済
的またはその他の障害）があるかどうか、また関
連性のある活動への指図を決定する際に権利が
行使可能であるかどうかの検討を含みます。権利
は、現在は行使可能でなくても実質的となり得る
場合があります。

関連性のある活動に対する権利の例


投資先の方針や手続きを実行する責任の
ある経営者の選出、解任または報酬の設定



通常の事業活動における予算を含む、投
資先の営業上および資本上の意思決定の
策定（例えば、年度の事業計画の承認）。



営業予算の承認に対する権利が実質的で
あるかどうかの判定が必要。以下の要因が、
このような権利が実質的であるかどうかを判
断する際に関連する可能性がある。
O

承認が必要となる予算の詳細さの水準。
詳細さの水準が高いほど、このような権
利が実質的である可能性は高まる。

O

これまでの予算に異議が申し立てられ
たかどうか。異議が申し立てられている
場合は、その実際の解決方法。このよう
な実質的な異議の申立てに関するこれ
までの証拠（予算の承認の前に必要とな
るこのような異議の申立てに関する解決
方法とともに）は、このような権利が実質
的な性質であることを示すことになる。

O

予算が達成されなかった場合の結果。
計画の結果として運営者や管理者が解
任となる場合、このことは権利がより実
質的な性質であることを示唆していると
いえる。

O

取引相手の性質、および取引相手によ
る事業への実務的な関与。企業が特定
の業界で事業を運営し、銀行が関連性
のある専門知識を有している場合、この
ことは投資先に対するパワーを有して
いる可能性を示唆している。
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通常の事業活動における重要ではない営
業上および資本上の意思決定を行う権利も
実質的なものではない。これには、例えば、
投資先の本社の場所、投資先の名称、監
査人の選任および会計方針の選択につい
ての意思決定が含まれる可能性がある。
通常の事業活動における意思決定に対す
る権利がほとんどない場合、その権利は実
質的なものではない。
O

資産の取得および処分に関する意思
決定

O

通常の事業活動における財務要件に
関する意思決定

O

投資者の便益のために、投資先に対し
て、重要性のある取引を行うこと、また
は取引の変更を拒否することの指図

O

慣習や予想配当の阻止

防御的な権利の例


企業の規約または定款の修正



投資者と投資先との間の取引の価格設定



投資先の清算、あるいは投資先が倒産また
は他の管財手続に至った意思決定



通常の事業活動ではない主要な資産の取
得および処分に対する制限



借手の信用リスクを貸手の不利な方向に著
しく変える可能性のある活動を行うことへの
制限



借手が所定の貸付返済条件を満たさない
場合に、借手の資産を差し押さえる権利



資本持分の発行または再購入



特別配当の阻止

防御的な権利は、企業の活動の根本的な変更に
関連するか、または例外的な状況で適用される。
しかし、例外的な状況で適用される権利や事象
に左右される権利のすべてが防御的であるわけ
ではない。
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セクション I－包括的なケーススタディ
ケーススタディ1 － 事業を営む企業についての事実上の支配の判定

他の 17 名の投資者

投資者 G 社

議決権 59％

議決権 41％

7 名の取締役を

5 名の取締役を
任命

D社



D社は、ガラス瓶を製造し、G社に市場価
格で販売しています。売上の大部分（95％）
は、G社に対するものですが、D社は、他の
顧客にも追加コストなしに販売することがで
きます。



D社は、G社がガラス瓶の安定供給を得ら
れるようにするために設立されました。

任命



D社は、2種類の株式を発行しており、G社
がA種株式を保有し、他の17名の投資者
がB種株式を保有しています。いずれの株
式も同等の議決権を有しています。この株
式の詳細は以下のとおりです。

A 種株式
株式保有者
各種類の株式に帰属する議決権割合（％）
各種類の株式保有者によって任命された取締役の人数

B種株式の上位6名の投資者は、それぞれ14％、
8％、7％、6％、5％、および4％を保有しています。
他のすべての投資者はそれぞれ3％未満を保有
しています。B種株式の投資者は、過去において
積極的に株主総会に参加しており、G社が提議し
た提案を否決したこともあります。
株主総会で戦略的意思決定が行われ、取締役
会で業務上の意思決定が行われています。株主
および取締役によって付与されたパワーに基づ
き、マネージャーが日常業務を行っています。
G社は、D社に対する支配を有しているでしょうか。

解答
G社は、この状況において、D社を支配しているよ
うには見えません。D社に対するパワーは、主に、
株主総会や取締役会を通じて行使されています。
G社は、いずれの会議においても過半数の代表
権を有していません。IFRS第10号B41項では、議

B 種株式

投資者 G

他の 17 名の投資者

41％

59％

5

7

決権の過半数未満を有する投資者は、IFRS第10
号B42項からB46項の要件を満たせば事実上の
支配を有する可能性があることを示しています。
しかし、事実上の支配は存在しないように見えま
す。B種株式の投資者が最低6名いれば、議決に
際してG社に勝つことができます。同様に、6名の
取締役（G社が任命していない7名の取締役のう
ち6名）が協調することで、議決に際して、G社が
任命した5名の取締役に勝つことができます。
IFRS第10号B44項設例6では、2名の他の投資者の
みが協力する必要がある場合、事実上の支配は存
在しないとされています。IFRS第10号B45項設例7
では、他の11名の株主が協力する必要がある場合、
その状況は不明確であるとされています。
6名の投資者の協調はその中間にあたります。し
かし、残りの17名の投資者は、積極的に過去の会
議に参加しており、G社の提議を否決したこともあ
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ケーススタディ2 － プット・オプションおよび
コール・オプションを伴う支配の判定

り、このことは、G社がD社に対する事実上の支配
を有していないことを示唆しています[IFRS第10号
B45項]。

G社は、モルトの製造業者であるI社を設立しまし
た。当初、G社は、I社の株式の100％を所有して
いましたが、その後、C社に50％を売却し、同時
に、以下の契約を締結しました。

IFRS第10号B46項は、すべての要素を考慮した
後に状況が不明確である場合、事実上の支配が
存在しないことを示しています。G社は、基準が
要求している事実上の「明確な」証拠を満たして
いないように見えます。基準では、経済的な依存
関係のみでは投資者が投資先に対してパワーを
有することにはならないと明記されています[IFRS
第10号B40項]



D社の50％の持分に対するプット契約とコ
ール契約



本ケーススタディの残りの部分に記載され
た条件を定めた一連の契約

I 社の株式を G 社に売却する
ための 50％のプットおよび
コール・オプション

投資者 G 社

投資者 C 社

議決権 50％

議決権 50％

3名の取締役を
任命

この取引の目的は、G社にアドバイスを提供し、
製造コストの管理に際してG社を支援するため、
また、原材料のより一貫した供給を提供するため
に、G社が農業に関する専門的企業であるC社に
関与できるようにすることです。

3名の取締役を
任命

I社



契約では、C社がI社に市場の情報やアドバ
イスを提供し、I社が原材料を取得するのに
役立つサプライチェーンに関する計画を策
定し実行することを要求しています。



C社は、提供サービスに見合った報酬を受
け取ります。



C社との契約は、いずれかのオプションが
行使された場合、違約金の支払いなしに自
動的に終了します。

I社に関する詳細な情報は以下のとおりです。


G社がCEOを任命し、C社が工場長（補佐
役）を任命しています。



I社は、G社のニーズを満たすのに十分なモ
ルトの製造と販売を契約により要求されて
いますが、余剰生産能力を有する場合には、
C社またはC社が指名した他の顧客にモル
トを販売することも認められています。



G社に対する販売価格は、I社が負担した
すべてのコストを考慮し、I社が発生コストの
10％の粗利益を得られるように算出したマ
ージンを加えた算定式に基づいています。

I社の関連性のある活動の一部は、契約によって
支配されています（例えば、顧客の選定やモルト
の販売価格）。しかし、業務上の意思決定（例え
ば、資本的支出、修理および保守に係る支出、
供給者の選定、従業員の雇用や解雇など）は、
株主総会もしくは取締役会議で行われています。
株主および取締役による決議はいずれも、全員
一致が要求されています。
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プットおよびコールの契約条件






G社が保有するコールの契約により、G社は、
C社からI社の50％を公正価値で購入するこ
とができます。同様に、C社が保有するプット
の契約により、C社は、G社に対してI社の
50％を公正価値で売却することができます。
G社は、プットまたはコールのいずれかの行
使により、I社の支配を取り戻し、C社との契約
が終了します。
プットとコールは、ともに以下の事象のいず
れかが存在する場合にのみ行使可能となり
ます。
O

オプションの売手の支配の変更、清算、
または破産（例えば、C 社に対する支配
に変更があった場合に G 社がコールを
行使できるなど）

O

G 社および C 社が、解決できない意思決定
上の膠着状態（デッドロック）に達した時。

O

契約後 10 年経過した場合（コールにつ
いてのみ）

オプションは、上記の予期せぬ事象や意思
決定のデッドロックによって撤退が必要とな
った場合に、C社が公正価値で撤退し、G社
がI社の支配を再取得できるように設計され
ています。



オプションの行使価格は公正価値であるた
め、オプションの開始時点や報告日時点を
含め、常にアット・ザ・マネーとなります。



意思決定のデッドロックが生じた場合、コー
ル・オプションはアット・ザ・マネーであり（行
使価格は公正価値であるため）、G社とI社と
の間にはシナジーがあるため、G社が当該コ
ール・オプションを行使し、I社の支配を再取
得することはG社にとって便益があります。

IFRS第10号では、G社はI社を支配していることに
なるでしょうか。

解答
関連性のある活動の一部が契約により支配され
ており、それらは確定しているように見えるため、
変更することができません。余剰生産能力がない
限り、I社は、G社に指定された価格で売却しなけ
ればなりません。
しかし、各投資者がI社にパワーを与えるのに十

分な権利を有しているかどうかを決定するため、I
社の関連性のある活動に対する権利を与える契
約や他の取決め（例えば、株式保有や取締役会
の代表権）のすべてについて評価を行わなけれ
ばなりません。

目的および設計
オプションを含む取引全体の目的と設計は、おそ
らく、以下のように、G社がI社の支配を維持できる
ようにすることであったといえます[IFRS第10号
B48項]。


I社は、G社のモルトを供給するために設立さ
れました。一方、C社は専門知識を提供してい
ます。これは、I社がG社のために設立されて
いる可能性が高く、C社の関与は主としてアド
バイスの提供であることを示唆しています。



オプションの行使価格は公正価値となってお
り、この行使価格はいずれかの当事者がオプ
ションを行使する際の経済的な障害にはなり
ません。

I 社の設計に関与する当事者
I社は、G社によって100％子会社として設立され
ましたが、G社とC社はともに、上記の契約上の取
決めに関与していました。

オプション
意思決定が膠着状態に陥った場合には、プット
の契約とコールの契約により、G社がすべての意
思決定の支配権を握ることができます。いずれか
のオプションが行使されれば、もう一方の契約も
終了し、これによってG社は、顧客の選定やモル
トの販売価格などの重要な要素の支配を取り戻
すことができます。このオプションは、意思決定の
膠着状態などの限定的な状況でのみ行使可能と
なるものですが、それらは実質的であるといえま
す。意思決定の膠着状態は、関連性のある活動
の指図に関する決定を行うためのパワーを必要と
する重要な事象です[IFRS第10号B24項]。

I 社が設計どおりに運営されるようにする
ためのコミットメントを有する当事者
G社は、I社から産出物であるモルトを受け取ると
いう設計通りにI社が運営されるようにするため、
より大きな関与を有しています。C社に撤退計画
を与えるプットとコールの契約は、G社がこの点に
関して最大のコミットメントを有していることを示唆
しているようにみえます。
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IFRS 第 10 号 B18 項から B20 項における
他の要因

「普通債券」のクーポンの支払期日と一致
するように、四半期ごとに純額ベースで支
払われます（以下参照）。いかなる期間（満
期日や清算時を含む）においても、スワップ
における純額の支払がSEから未収の場合
には、当該支払いは、SEの他のすべての
未払額に優先されます。

I社の活動は、G社のために行われているように見
えます（例えば、モルトの供給の確保など）。
G社は、I社に関するパワーの要件を充たしている
ように見えます。G社は、その50％の持分を通じ
て、I社の変動性に対するエクスポージャーも有し
ており、また、G社が本人ではないことを示す事
象もありません。したがって、G社は、I社を支配し
ています。



SEは、債券保有者に対して普通定額利付
債券（「普通債券」）を発行します。



債券保有者は、分散した多数の投資者グル
ープからなり、報告企業となるような投資者
はいません。個別に5％超の債券を保有す
る者はいません。また、受託者が債券保有
者の代表となっています。債券保有者の過
半数の議決により、この受託者を理由なしに
解任することができます。受託者は、定額報
酬を受け、また、IFRS第10号に基づき債券
保有者の代理人として行動していると判定さ
れています。受託者は、コーポレート社、銀
行および債券保有者の関連当事者ではあり
ません。なお、この設例では、IFRS第10号に
おける代理人か本人かについての要求事
項を考慮していません。



コーポレート社と銀行が仕組債券とスワップ
に関してそれぞれ活動している限り、いかな
る当事者もSEの活動を指図する必要（また
は指図の許可の必要）はありません。SEは、
仕組債券からの受取現金に、スワップにお
ける支払または受取現金を加減した純額を、
市場に発行した普通債券に関する支払いに
充当します。SEが他の活動を求められること
はありません。



普通債券には、銀行やコーポレート社によ
る保証はありませんが、支払不履行となっ
た場合には、債券保有者が指名した受託
者がSEの資産を差し押さえることができま
す。債券保有者は、普通債券の未払額を
回収するため、裏付けとなる仕組債券に関
する支払をコーポレート社に要求することが
できます。また、スワップが純額でSEからの
受取ポジションとなっている場合、銀行は、
SEの資産から、当該純額の受取ポジション
の回収を求めることができます。この場合、
銀行の請求権は債券保有者の請求権より
も優先されます。



スワップが、SEに対して支払ポジションにあ
るときに、銀行が債務不履行に陥った場合、
債券保有者の受託者が、債券保有者のた

ケーススタディ3 － 活動が制限された債務
の再編目的の組成された企業に対する支配
の判定

背景および目的
ある企業（「コーポレート社」）が、プレーンバニラ
の金利ではない長期の債務（例えば、インフレや
株価指数などの指数によりクーポン（利率）が変
動する債務）を発行したいと考えています。その
目的は、経済的なヘッジ（例えば、コーポレート
社の利益の一部または全部がインフレによって
変動する場合や、より広範囲の組成された取引
の一部、例えば税額控除の達成のため）である
場合があります。
しかし、このようなプレーンバニラでない債務の市
場は活発ではないため、コーポレート社は、以下
に記載するような、組成された企業（SE）が関与
する取引を締結しました。

事実


コーポレート社は、銀行と共同でSEを設立し
ました。コーポレート社は、SEに対し、望ん
でいたプレーンバニラ金利でない債券（以
下、「仕組債券」）を発行しています。当該仕
組債券のリターンは、特定の指数（例えば、
インフレや株価指数）のリターンに連動して
います。



SEの株式は、独立 した第三者（このケー
スでは慈善信託）が保有しています。ただ
し、契約上の取決めにより、株式資本はご
くわずかであり、議決権は実質的ではあり
ません。



銀行は、SEとの間で、発行済の債券に関す
る指数に連動した金利を、デリバティブを用
いて固定金利と交換するスワップ（以下、
「スワップ」）を締結しました。このスワップは、
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めに銀行から請求する能力を有することに
なります。


ク）と仕組債券のクーポンによる変動性の双
方を生み出します。この設例では、双方とも
重要であると仮定しています。

この仕組債券は、信用リスク（コーポレート
社、したがって、SEが債務不履行になるリス

銀行

スワップ
普通債券

仕組債券

債券保有者

SE

コーポレート社

IFRS第10号に基づく分析

SE は関連性のある活動を有しているか
SEの設立後、コーポレート社が債務不履行に陥
らない限り、意思決定は生じません。コーポレート
社が仕組債券について支払不履行となった場合、
SEは普通債券について支払不履行となります。
このような場合、債券の受託者は、SEの資産を差
し押さえ、コーポレート社からどのように回収する
かを決定する能力を有しています。
この意思決定は、偶発事象の発生に基づくもの
ですが、関連性のある活動となることを妨げられ
ることはありません[IFRS第10号B53項]。偶発事
象が発生した場合、この意思決定は潜在的にSE

のリターンに重要な影響を及ぼす可能性がありま
す[IFRS第10号付録A]。したがって、SEは、関連
性のある活動を有しているといえます。

誰が SE を支配しているか
いずれの当事者がSEを支配し連結するかを特定
するためには、多くの要素を評価する必要があり
ます。IFRS第10号における支配に必要な3つの
要素、すなわち、「パワー」「変動リターンに対す
るエクスポージャー」および「リターンに影響を及
ぼすようにパワーを用いる能力」を用いて、各当
事者は、以下のよう判定されることになると考えら
れます。受託者は、この状況では、代理人として
行動していると判定され、この支配の分析ではこ
れ以上考慮されることはありません。

コーポレート社
IFRS第10号の指標

判定

パワー

コーポレート社は、取引開始時にSEの設計に関与しており、究極的には、取引の開
始者であるといえます。これは、コーポレート社がパワーを有している、または、SEに
対するパワーを与える権利を得る機会を有していたことを示している可能性がありま
す。しかし、IFRS第10号B51項では、「投資先の設計への関与だけでは、投資者に
支配を与えるのに十分ではない」と記載しています。
IFRS第10号BC77項ではさらに、SEの設計や最終的な構造に複数の当事者（コーポ
レート社、銀行、および受託者）が関与している場合に、この考え方を支持していま
す。したがって、このような状況においては、コーポレート社にパワーを与える可能
性のある他の権利を評価する必要があります。
SEの活動は、資金調達を目的にコーポレート社のために行われていると主張される可
能性があります。SEは、コーポレート社に密接に関連した活動を行うよう設計されてい
ます。すなわち、コーポレート社は、SEの関連性のある活動に直接的な関与を有して
います。重要な点は、コーポレート社が存在していなければ、SEは存在していないとい
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うことであり、これは、コーポレート社とSEとの間に「特別な関係」がある可能性を示して
います[IFRS第10号B19項（b）および（c）]。ただし、IFRS第10号B19項では、特別な関
係の指標の存在は、パワーの要件を満たすことを必ずしも意味しないと記述していま
す。さらに、SEは債券保有者や銀行とも同時に特別な関係を有しているという主張も考
えられます。したがって、この「特別な関係」の指標は、コーポレート社がSEにパワーを
有していると決定するには十分ではありません。
コーポレート社は、自身にパワーが与えられている可能性があるという指標があるに
もかかわらず、SEの関連性のある活動に対して継続的なパワーを有していません。
コーポレート社がパワーを有していると結論付ける決定的な指標がありません。した
がって、他に指標がなければ、コーポレート社はSEに対してパワーを有していないと
いえます。
変動リターンに対す
るエクスポージャー

コーポレート社が発行し、SEが保有する仕組債券は、以下の理由から、SEにおける
変動性を吸収しているのではなく、変動性を生み出しています。

コーポレート社は、SEの債務者となり、したがって、SEをコーポレート社の信用
リスクに晒しています。

仕組債券のクーポンは、基礎となる指数に基づき変動し、SEに関してさらなる
変動性を生み出しています。
コーポレート社は、SEに対する他の関与を有していないため、SEが生み出すリター
ンの変動性に晒されていません[IFRS第10号B56項]。このことは、IFRS第12号B9項
の「金融商品の中には、リスクを報告企業から他の企業に移転するように設計されて
いるものがある。こうした金融商品は、当該他の企業にとってのリターンの変動性を
生み出すが、通常、報告企業を当該他の企業の業績からのリターンの変動性に晒
さない。」という記述によってさらに裏付けられます。
したがって、コーポレート社は、IFRS第10号B55項およびB56項が想定している方法
で変動リターンに晒されているとはいえません。
コーポレート社は、パワーも変動リターンに対するエクスポージャーも有していない
ため、SEを支配していません。

結論

銀行
IFRS第10号の指標

判定

パワー

コーポレート社と同様、銀行は、取引開始時にSEの設計に関与している主要な当
事者です。ただし、この指標の存在だけでは銀行が投資先に対してパワーを有し
ていると結論付けるのには十分ではありません。
銀行とSEの関係も、銀行がスワップに参加できるようにSEが設立されているという点
で、特別なものであると主張することができます[IFRS第10号B19項（c）]。しかし、
IFRS第10号B19項では、このような特別な関係の存在は、パワーの要件を満たして
いることを意味しないと記載しています。
銀行もSEの一部の変動性に晒されています（以下のリターンのセクションを参照）。
IFRS第10号B20項では、リターンの変動性に対するエクスポージャーが大きいというこ
とは、その投資者がパワーを有している可能性があることの指標になる、と記載してい
ます。しかし、IFRS第10号B20項では、この要因だけをもってパワーが存在するか否
かを決定することはできないとも記載しています（実際に債券保有者も変動性に晒さ
れています。以下を参照）。
この分析は、銀行はパワーを獲得するインセンティブを有しているものの、パワーにか
かる追加の証拠がなければ、パワーの存在は推定されないことを示唆しています。
銀行がパワーを有していることを示す要因のひとつとして、SEが支払不履行（例え
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ば、仕組債券の支払不履行）に陥った場合に、銀行が資産を回収するパワーを有
することがあげられます。しかし、このような状況における銀行のエクスポージャー
は小さい可能性が高く（以下の「リターン」のセクションを参照）、これに対応して、銀
行が行使できるパワーの範囲も、普通債券からのより大きなエクスポージャーを回
収するために行使可能な債券保有者のパワーと比べると、限定的である可能性が
高いといえます。スワップの支払が他より優先されることからも、SEの目的と設計
は、信用リスクのエクスポージャーと関連するパワーを、銀行ではなく、債券保有者
に移転することを示唆しているといえます。したがって、銀行は、関連性のある活動
に対するパワーではなく、その利益を保護するための防御的な権利を有しているも
のと考えられます[IFRS第10号B27項]。
銀行は、SEのリターンに最も重要な影響を及ぼす活動を指図できる実質的な権利
を有していないため、IFRS第10号第7項（a）におけるパワーの要件を満たしません
[IFRS第10号第13項]。
変動リターンに対す
るエクスポージャー

スワップの性質から、銀行は変動リターンに晒されているといえます。スワップは、仕
組債券のクーポンに含まれる指数に固有の変動性を吸収し、それを固定金額と交
換するため、SEのリターンに関する変動性の一部を吸収するよう設計されています。
PwCは、特定のプレーンバニラのデリバティブは、変動性を吸収するのではなく変
動性を提供するものである可能性がある、または、IFRS第12号付録Aの「関与」の
定義における「通常の得意先と仕入先の関係」である可能性があると考えていま
す。これは、そのようなデリバティブは「関与」とならず、したがって、変動リターンに
対するエクスポージャーを生み出さないことを意味します。しかし、本ケースにおけ
るスワップは、「プレーンバニラのデリバティブ」または「通常の得意先と仕入先の関
係」には該当しません。（仕組債券の）指数の変動性に関する特定のエクスポージ
ャーを銀行に移転することを目的として、銀行がスワップの発行先であるSEの設立
に関与しているためです。
さらに、銀行は、支払不履行の発生時にスワップ契約上の支払義務を負う場合、
損失のリスク（信用リスク）に晒されることになります。しかし、当該信用リスクのエクス
ポージャーは限定的であるといえます。（a）スワップは定期的に決済され、未払残
高が比較的少額となる可能性が高いこと、（b）銀行は、（SEに対してではなく）スワ
ップ契約上の支払義務を負う場合があること、（c）銀行は債券保有者から優先して
支払を受けることによります。
以上より、銀行が主として仕組債券のクーポンに伴う変動性を吸収することを通じ
て、一定の変動性に晒されていることを示すいくつかの裏付けがあるといえます。

結論

銀行は、SEに対するパワーを有していないと考えられます。したがって、銀行は、
SEを支配していません。
銀行はSEを支配していませんが、非連結の組成された企業への関与を有していま
す。このため、銀行は、IFRS第12号第24項から第30項で要求される開示が求めら
れます。

PwC: In depth – IFRSs 10 and 12 Q&A
当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。

47

各債券保有者
IFRS第10号の指標

判定

パワー

SEは、営業活動の資金を債券保有者に経済的に依存しています[IFRS第10号B19
項（b）（i）]。これは、債券保有者とSEの間に「特別な関係」が存在している可能性を
示しています。ただし、特別な関係の指標が存在しているという事実は、パワーの
要件を満たしていることを必ずしも意味しません。
債券保有者も変動性に晒されています（次のセクションを参照）。リターンの変動性
に対するエクスポージャーが大きいことはパワーを有することを示すひとつの指標
となります。
ただし、そのエクスポージャー自体は、投資者がパワーを有しているかどうかを決定す
るものではありません。さらに、銀行と同様、すべての債券保有者がエクスポージャーを
有しています。したがって、この指標は、誰が連結すべきかを判断する決定的なもので
はありません。
債券保有者の代理人として行動している受託者は、コーポレート社の支払不履行
時にパワーを有することになります。しかし、債券保有者の性質（分散しており、互
いに関連を有しないという性質）や、受託者の解任には過半数の議決が必要であ
るという事実から、債券保有者のいずれも受託者を指図する一方的なパワー、また
はSEに対するパワーを有していません。受託者のパワーを個々の債券保有者に帰
属させることはできません。これは、代理人が複数の本人のために行動する場合、
それぞれの本人が、パワーを有しているかどうかを検討しなければならないと記載
するIFRS第10号B59項と整合しています。
したがって、それぞれの債券保有者がパワーを有している可能性は低いといえます。

変動リターンに対す
るエクスポージャー

それぞれの債券保有者は、重要な下方への変動性に対してエクスポージャーを有
しています。これは、この取引が、コーポレート社による支払不履行から生じた変動
性の大部分または全部を吸収するよう設計されているためです。支払不履行時
に、SEに対する支払義務を有する可能性がある唯一の他の当事者は、銀行です。
しかし、銀行による信用リスクに対するエクスポージャーは限定されています。これ
は、（a）スワップは定期的に決済され、未払残高が比較的少額となる可能性が高い
こと、（b）銀行は、（SEに対してではなく）スワップ契約上の支払義務を負う場合があ
ること、（c）銀行は債券保有者に優先して支払を受けることによります。

結論

債券保有者は、それぞれ個別に、支配を構成するのに十分なパワーを有していま
せん。債券保有者の1名が一方的に受託者を指図するパワーを有している場合に
は、異なる分析結果となる可能性があります。
債券保有者はSEを支配していませんが、非連結の組成された企業への関与を有
しています。したがって、債券保有者は、IFRS第12号第24項から第31項で要求さ
れる開示が求められます。

結論
いずれの当事者もSEを連結しないことになります。
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ケーススタディ4 － 投資者のために行動
する第三者サービサーが管理する商業用
不動産担保証券の発行体に関する支配の
判定

券保有者に対して発行されています。それ
らの債券保有者は、報告企業を構成せず、
受託者が債券保有者の代表となっています。
個別に5％超のシニア債を保有する者はい
ません。C20のジュニア・トランシェ（劣後債）
については、銀行が保有しています。両方
のトランシェに関するSEの負債は、SEが保
有する不動産担保ローンからの回収額に限
定されています。SEが、不動産担保ローン
の支払不履行によっていずれかのトランシェ
を返済できなくなった場合でも、SEによる法
律上の支払不履行とはなりません（すなわち、
債務保有者は、SEの資産の差し押さえ、SE
を清算するといった措置を執ることができま
せん）。すべての当事者への支払後の残額
は、SEの終了時に劣後債に配分されます。

背景と目的
多くの理由から、商業用不動産担保ローンの証
券化が行われます。商業用不動産担保ローンを
組成または取得している銀行が、それらの資産に
関する資金調達を行うことが必要となる場合があ
ります。銀行は、この商業用不動産担保ローンの
損失に対するエクスポージャーの一部の移転を
求める場合もあります。最終的に、銀行は、投資
者にとって魅力的な特有のリスク特性をもつ市場
性のある有価証券を生み出し、それによって、資
金調達コストを減らし、取引に投資者を関与させ
ることによって報酬を稼得する機会をもつことが
できます。
注：多くの商業用不動産担保ローンの証券化に
は、ここで説明していない追加的な特徴が含まれ
ています。

事実


銀行が、組成された企業（SE）を設立し、
C100の価値のある商業用不動産担保ロー
ンをSEに譲渡します。SEの株式は、独立し
た第三者（慈善信託）によって保有され、厳
格な契約上の取決めにより意思決定権限
を有さないようにされています。



SEが保有する不動産担保ローンは、契約
によって特定され、SEの存続期間にわたっ
て変更されることはありません（静的ポート
フォリオ）。



これらの不動産担保ローンの過去のデフォ
ルト率と、予想される将来のデフォルト率は、
約5％です。デフォルト率が10％を上回るこ
とはほとんどないと考えられています。



第三者のサービサーが、債権回収の標準
を規定したサービシング契約に基づいて、
SEの不動産担保ローンのポートフォリオを
管理しています。当該サービサーは、その
業績にかかわらず、ローンの元本残高の8
ベーシスポイント（すなわち、0.08％）の管
理報酬を受け取ることになっています。



SEは、2つのトランシェの負債性証券を発行
しています。C80のシニア・トランシェ（シニ
ア債）は、市場で、関連のない分散した債



商業用不動産担保ローンの1つまたは複数
が支払不履行に陥った場合、サービサーが、
「スペシャル・サービサー」の地位を引き受け
ます。支払不履行に陥った不動産担保ロー
ンにかかる管理報酬は、当該ローンの元本
残高の8ベーシスポイント（0.08％）から25ベ
ーシスポイント（0.25％）に引き上げられ、業
績報酬は、当該ローンの回収金額の1％相
当が支払われます。この高い管理報酬は、
そのストラクチャーを管理するためのコストの
上昇をカバーするよう設計されており、また、
業績報酬は回収を最大化するためにスペシ
ャル・サービサーを動機付けるよう設計され
ています。これによりサービサーは、支払不
履行の不動産担保ローンの元本残高の最
低0.25％から最大1.25％の報酬を獲得する
ことができます。これらについて、本ケースス
タディでは、以下のように仮定しています。

O 管理報酬の規模（8 ベーシスポイントお
よび 25 ベーシスポイント）は、SE におけ
る不動産担保ローンのポートフォリオに
関する非常に高い予想リターン全体と
比べて重要ではないと評価されていま
す。業績報酬の規模も重要ではないと
予想されています。これは、当該金額
は、支払不履行となる不動産担保ロー
ンの回収額のわずか 1％であり、そうし
たローンは、ポートフォリオのわずか
5％を構成するにすぎないと予想される
ためです。

O SE のリターンと比べた管理報酬の変動
性も重要でないと評価されています。こ
れは、当該報酬は元本に基づくもので
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あり、元本は比較的安定しているためで
す。また、業績報酬の変動性も、重要で
ないと評価されています。これは、上記
と同様、当該金額は、支払不履行となる
不動産担保ローンの回収額のわずか
1％であり、そうしたローンは、ポートフォ
リオのわずか 5％を構成するにすぎない
と予想されるためです。


サービサーの報酬は、劣後債とシニア債の
支払に優先して支払われます。



サービサーの報酬は提供されたサービスに
見合ったものであり、報酬契約には、類似
する契約において通常示されないような諸
条件を含んでいません。



のため、SEが準拠する契約に従って意思
決定を行わなければなりません。ただし、支
払不履行があった場合には、サービサーは
重要な意思決定の裁量を有しています。

サービサーは、すべての投資者（すなわち、
銀行およびシニア債保有者）の最善の利益



契約違反が発生した場合、銀行はサービサ
ーを解任することができます。「契約違反」に
は、20％未満のシニア債のリターンという条件
が含まれ、その条件は、支払不履行が生じる
とすぐに充足されることになります。したがっ
て、それは、銀行が基礎となる債権の支払不
履行時に一方的にサービサーを解任できると
いう効果があります。他の当事者は解任権を
有していません。



報告日時点で不動産担保ローンのいずれも
支払不履行にならないということは起こりそう
にありません。サービサーは容易に交代可能
です。

シニア債
保有者

不動産担保ローン
を移転

SE

銀行

銀行
劣後債を保有

ローンのサービシング

第三者サービサー
（支払不履行時に「スペシャ
ル・サービサー」になる）

IFRS第10号に基づく分析

SE は関連性のある活動を有しているか
SEは、不動産担保ローンのサービシングと支払
不履行時の回収という2つの主要な業務を有して
います。日々の不動産担保ローンのサービシン
グは、関連性のある活動を構成しません。これは、
当該活動はSEのリターンに重要な影響を及ぼさ
ず、通常、契約上の取決めによってあらかじめ決
定されているためです。しかし、支払不履行時に
おける債権の回収は、SEのリターンに重要な影
響を及ぼす唯一の活動であるため、関連性のあ
る活動となります。このような支払不履行時にの
み権利が行使可能であるという事実は、当該権
利がSEの関連性のある活動に対する（防御的で
はなく）実質的な権利となることを妨げるものでは
ありません[IFRS第10号B53項]。

支払不履行後にSEの活動を指図する能力を有し
ている投資者は、当該活動が支払不履行時まで
あらかじめ決定されている場合に、潜在的にパワ
ーを有することになります。
したがって、SEは、関連性のある活動を有してい
ます。

誰が SE を支配しているか
いずれの当事者がSEを支配し、したがって、SE
を連結することになるかを特定するためには、多
くの要素を評価する必要があります。各当事者
は、以下のように判定されることになると考えられ
ます。

PwC: In depth – IFRSs 10 and 12 Q&A
当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
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サービサー／スペシャル・サービサー
IFRS第10号の指標

判定

パワー

サービサーは、不動産担保ローンの支払不履行時に重要な意思決定を行う裁量
を獲得することになります。IFRS第10号B53項では、サービサーがSEの関連性のあ
る活動を指図するパワーを有していることを示しています。
したがって、このサービサーは、SEに対するパワーを有しています（ただし、当該パ
ワーを代理人として使用している可能性もあります。後述参照）。

変動リターンに対す
るエクスポージャー

IFRS第10号B57項（b）は、リターンの例として「投資先の資産または負債のサービ
ス業務の報酬、信用または流動性の供与による報酬および損失エクスポージャ
ー、当該投資先の清算時の投資先の資産および負債に対する残余持分」と述べ
ています。
サービサーは固定の管理報酬を獲得していますが、IFRS第10号B56項は、固定の
業績報酬が変動リターンを構成することを明確にしています。サービサーは、変動
リターンに対するエクスポージャーを与える変動の業績報酬も受け取ります。このよ
うに、サービサーは変動リターンに晒されています。

パワーとリターンの
関連

サービサーは支払不履行に陥った資産を管理し再交渉するための幅広い裁量を
有しています。これは、IFRS第10号における本人か代理人かのガイダンスに基づ
き、サービサーの役割がより本人としての性質のものであることを示している可能性
があります[IFRS第10号B60項（a）]。
しかし、IFRS第10号B65項は、単一の当事者が、理由なしに意思決定者を解任で
きる場合には、それだけで、意思決定者が代理人であると結論を下すのに十分と
なる、と述べています。サービシング契約には、契約違反時にのみサービサーを解
任できると記載されています。しかし、契約違反には、シニア債のリターンが20％未
満となる場合を含むと定義されており、この条件は支払不履行が発生すると同時に
満たされることになります。したがって、これは、銀行が基礎となる受取債権の支払
不履行時にサービサーを解任する一方的な権利を有しているという効果をもつこと
になります。上記で説明したとおり、唯一の関連性のある活動は、支払不履行時に
受取債権を管理することです。そのような時点で、銀行は即時にサービサーを解任
するパワーを取得します。そのような解任権は、実質的に、IFRS第10号B65項で述
べている一方的かつ無条件の解任権と同様であるといえます。さらに、銀行は、劣
後債からの多少の回収を通じて、その権利の行使による便益を受け取ることができ
るため、当該権利は銀行の視点からも実質的であるといえます。
サービサーの報酬を考慮する必要はありません。単一の当事者による解任権によ
り、サービサーは代理人となります。なお、当該報酬は、SEの不動産担保ローンの
ポートフォリオに関して予想される非常に高いリターン全体と比べた場合、重要で
はありません。
以上より、サービサーは代理人であるといえます。

結論

サービサーは代理人であるため、SEを支配していません。

PwC: In depth – IFRSs 10 and 12 Q&A
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銀行（劣後債保有者）
IFRS第10号の指標

判定

パワー

銀行は、サービサーを一方的に解任するパワーを有していますが、これは、不動
産担保ローンが支払不履行となるか、または、サービサーがそれ以外のサービシ
ング契約の違反をしていることが条件となります。


事案には、銀行がこの権利を行使するのを妨げる障害はありません[IFRS第
10号B23項（a）]。



銀行は、その権利の行使にいかなる他の当事者の承認も必要ではありません
[IFRS第10号B23項（b）]。



銀行は、劣後債からのリターンに影響を及ぼすパワーを取得しているため、権
利の行使から便益を受け取ります［IFRS第10号B23項（c）］。



現在行使可能ではなくても、関連性のある活動に関する意思決定を行う必要が
あるときに当該権利は行使可能となります［IFRS第10号B24項］。前のセクション
で説明したとおり、このシナリオにおける唯一の関連性のある活動は、支払不履
行時の債権の管理であり、銀行はそのような支払不履行の発生時にその権利を
行使することができます。

この権利を実質的であると扱うことは、IFRS第10号B26項にも準拠したものであり、
そこでは、事象に左右されるパワーのすべてが防御的であるわけではないと明記さ
れています。この実質的な解任権により、銀行は解任の脅威を通じてサービサー
を指図することができます。したがって、サービサーのパワーは、IFRS第10号の分
析上、銀行に転嫁されます［IFRS第10号B59項］。上記で説明したとおり、このサー
ビサーは、関連性のある活動に対する広範なパワーを有しています。
上記の検討に基づき、銀行は、サービサーを解任する実質的な能力によりパワー
を有しているといえます。
変動リターンに対す
るエクスポージャー

銀行は劣後債を所有しているため、変動リターンに晒されていますが、これは残余
の変動性の大部分を吸収すると予想されます。

結論

以上より、銀行はSEを支配しています。

債券保有者（シニア債保有者）
IFRS第10号の指標

判定

パワー

以下の要因は、債券保有者がパワーを獲得する機会またはインセンティブを有し
ていることを示唆しています。


SEは、シニア・トランシェを通じて資金調達するため、債券保有者に経済的に
依存しています［IFRS第10号B19項（b）（i）］。ただし、IFRS第10号B19項は、
単一の指標の存在は必ずしもパワーの要件を満たしていることを意味しない
と記載しています。したがって、これは決定的な指標ではありません。さらに、
すべての債券保有者と同様に銀行もこの要件を満たすことになります。



債券保有者は、シニア債の保有を通じて、下方への変動性に対する限定的
なエクスポージャーを有しています［IFRS第10号B20項］。しかし、IFRS第10号
B20項では、投資者のエクスポージャーの大きさのみではパワーを有している
かどうかは決まらない、とも記載しています。

債券保有者のいずれもSEに対するパワーを有しているという決定的な指標はありませ
ん。さらに、IFRS第10号B16項では、1名の投資者のみが投資先を支配できるというこ
とを示しています。上記で説明したとおり、銀行がパワーを有していることが強く示唆さ
れています。

PwC: In depth – IFRSs 10 and 12 Q&A
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したがって、債権保有者のいずれもSEに対するパワーを有していないといえます。
変動リターンに対す
るエクスポージャー

基礎となる不動産担保ローンが支払不履行となった場合に、SEはシニア債を返済
できない可能性があるため、債券保有者はシニア債の保有によって変動性に晒さ
れています。
しかし、銀行は劣後債の保有を通じてより大きな変動リターンに晒されています。
債券保有者のいずれもSEに対するパワーを有していないため、いずれの債券保有
者もSEを支配していません。

結論

債券保有者はSEを支配していませんが、非連結の組成された企業への関与を有
しています。したがって、債券保有者は、IFRS第12号第24項から第31項によって要
求される開示を行う必要があります。

結論
上記の分析に基づき、銀行がSEを支配しています。

ケーススタディ5 － 制限された活動とリスク
を増大させるデリバティブを伴うクレジットリン
ク債の発行体の支配の判定

背景および目的

の債券がトリプルAから格下げされる事態が
発生した場合、受託者は、当該債券を売却
し、トリプルAの格付けをもつ代わりの債券を
購入することが必要となります。


SEは、多数の広く分散した関連のない投資
者（「債券保有者」）に対して単一のトランシ
ェであるクレジットリンク債（「債券」）を発行し
ます。これらの投資者は、報告企業を構成し
ません。また、個別に5％超の債券を保有す
る者もいません。当該債券のリターンは、トリ
プルAの債券からのリターンとCDSの支払に
連動しています。受託者がこれらの債券保
有者の代表となっていますが、債券保有者
は、その過半数の議決によって、この受託
者を理由なしに解任できるとされています。
受託者は、サービスの水準に見合った市場
価格と整合的な固定水準の報酬を受け取っ
ています。受託者は、IFRS第10号では、債
券保有者の代理人として行動すると判定さ
れています。したがって、本設例では、IFRS
第10号の代理人と本人に関する要求事項
を考慮していません。



当該債券に関するSEの負債は、CDSに関す
る受取または支払を調整した額面金額に限
定されています。CDSに関する信用事象の
発生により、SEが債券の全額の支払をできな
い場合でも、それがSEによる法律上の支払
不履行を構成することにはなりません（すな
わち、債券保有者は、SEに対して、資産の差
し押さえや、SEの清算などの措置を執ること
はできません）。



しかし、トリプルAの債券の支払不履行によっ
て、SEが債券（クレジットリンク債）の償還を行
うことができない場合には、当該債券の支払

クレジットリンク債は、さまざまな理由で組成される
場合があり、最も一般的な理由として、以下が挙
げられます。


銀行が保有する貸出金に対する信用のプロ
テクションを得ることができる。



銀行は、投資者にとって魅力的な特有のリス
ク特性をもつ市場性のある有価証券を組成
することができる。銀行は、当該仕組みを組
成し、販売することによって報酬を稼得する。

事実


銀行は、組成された企業（SE）を設立し、SE
とクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）を締
結して、SEに対して市場価格でのプレミアム
を支払っています。このCDSでは、特定の負
債性証券、（「リスク資産」）が支払不履行に
陥った場合に、SEが銀行に当該証券の額
面を支払うことになっています。CDSに関す
るSEの銀行に対する負債は、SEの他のすべ
ての負債に優先して支払われます。



独立した第三者（例えば、慈善信託）が保有
するSEの株式は、契約上の取決めによって
課せられた制限のため、重要な意思決定権
を有していません。



SEは、CDSとSEが発行した債券の満期と一
致した満期をもつトリプルAの債券に投資し
ています（次の箇条書きを参照）。トリプルA
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不履行が発生します。これが発生した場合、
銀行（CDSがSEに対する正味の債権となる場
合）と、受託者が代表する1グループとしての
債券保有者はともに、SEから未払金を回収

するための、破産法に基づく通常のパワー
（すなわち、資産の差し押さえ、SEの清算な
ど）を有しています。

クレジットリンク債

CDS

銀行

SE

リスク資産

トリプル A 債券

IFRS第10号に基づく分析

SE の関連性のある活動は何か
SEには、以下のような関連性のある活動が存在し
ます。



信託

B53項）、また、偶発事象が発生した場合に、これら
の意思決定は、SEのリターンに潜在的に重要な影
響を及ぼす可能性があります（IFRS第10号付録A）。
したがって、SEは関連性のある活動を有していると
いえます。

誰が SE を支配しているか
債券の格下げが生じた場合の資産の取替
えに関する意思決定
支払不履行時におけるSEの資産の差押え
と回収に関するパワー（例えば、債券が支払
不履行になり、債券保有者や銀行に支払わ
なければならなくなった場合）

これらの意思決定は偶発事象に基づくものですが、
関連性のある活動となることを妨げず（IFRS第10号

いずれの当事者がSEを支配し、したがって、SEを
連結することになるかを特定するために、多くの
要因を評価する必要があります。受託者は、この
状況では、代理人として活動していると判定され
ており、支配の分析ではこれ以上考慮されること
はありません。各当事者は、以下のように判定さ
れることになると考えられます。

銀行
IFRS第10号の指標

判定

パワー

以下の指標は、銀行が自身にパワーを提供する機会およびインセンティブを有し
ていることを示唆しています。ただし、これらの指標は、それだけで銀行にパワーを
提供するものではありません。


銀行は、取引開始時にSEの設計に関与しており、取引の開始者となっていま
す。これは、SEに対するパワーを獲得する機会を銀行に与えることになりま
す。しかし、IFRS第10号B51項は「投資先の設計への関与だけでは、投資者
に支配を与えるのに十分ではない。」と記載しています。したがって、このよう
な関与は決定的なものではありません。



銀行は、SEが設計どおりに運営されるようにする黙示的なコミットメントを有し
ています（B54項）。しかし、IFRS第10号B54項は、この指標だけでは、投資者
にパワーを与えることにはならないとも記載しています。

リスク資産とトリプルAの債券の双方が支払不履行に陥った場合に、銀行はSEに対
して資産の回収に関するパワーを有しています。したがって、銀行は、SEに対する
意思決定権を有しています。ただし、銀行は債券保有者の代表である受託者よりも
少ない意思決定権を有しています（以下を参照）。受託者も、資産の差押えや回
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収、およびトリプルAの債券の格下げ時の資産の取替えに対するパワーを有してい
ます。
複数の当事者が意思決定権を有している場合、リターンに最も重要な影響を及ぼ
す活動を指図する権利を有する当事者が投資先に対するパワーを有していること
になります（IFRS第10号第13項）。受託者は、以下の理由により、銀行よりもリター
ンに影響を及ぼすより強い立場にある可能性が高いといえます。


受託者も資産の取替えのパワーを有しているため



回収に関するパワーを行使することで受託者が軽減する必要のある信用リス
クは、銀行が晒されている信用リスクよりも重要であるため（以下の「変動リター
ンに対するエクスポージャー」を参照）。

したがって、IFRS第10号第7項（a）のパワーに関する要件は、銀行による連結を裏
付けることにはなりません。
変動リターンに対す
るエクスポージャー

以下の理由から、CDSは主として、SEに対して変動性を提供しているといえます。


CDSは、リスク資産から生じる損失にSEを晒しています（例えば、リスク資産に
関する信用事象が生じた場合）。



CDSは、潜在的に銀行をSEの信用リスクに晒すことになりますが、このリスクは
リスク資産が提供するリスクに比べて小さいと考えられます。このリスクは、CDS
の優先的な支払順位や高品質のトリプルA債券によってさらに軽減されてい
ます。



CDSの締結に際してのSEの目的は、通常、以下のうちのいずれかとなります。
o

リスク資産に対する銀行のエクスポージャーを、SEに移転することによっ
て軽減すること

o

より多くのリスク（およびリターン）をSEに移転することによって債券保有者
に対するリターンを改善すること

両方のケースにおいて、CDSを、変動性を提供するものと見る考え方は、その目的
および設計とより整合的であるといえます。変動リターンに対するエクスポージャー
を評価する際に、CDSの変動性に対する銀行のエクスポージャーは、銀行の他の
資産または負債によって軽減ないし最小化される場合があります（すなわち、銀行
がリスク資産を保有しているかどうかは支配の分析に影響しません）。
したがって、CDSは主として、SEに対して変動性を提供するものであり、したがって、
銀行は、SEの変動リターンに対する重要なエクスポージャーを有していません。
結論

パワーの要件が連結を裏付けることはなく、銀行は変動リターンに対する重要なエ
クスポージャーを有していないため、銀行はSEを支配していません（IFRS第10号
B56項）。
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各債券保有者
IFRS第10号の指標

判定

パワー

SEは、その営業活動の資金調達のため、債券に経済的に依存しています。これ
は、債券保有者とSEとの間に「特別な関係」が存在している可能性を示唆するもの
です（B19項（b）（i））。しかし、IFRS第10号B19項は、特別な関係の指標の存在が
必ずしもパワーの要件を満たしていることにはならない、と記述しています。
債券保有者は他の当事者よりも変動性に対する大きなエクスポージャーを有していま
す（以下を参照）。IFRS第10号B20項は次のように記述しています。「リターンの変動性
に対するエクスポージャーが大きいということは、その投資者がパワーを有している可
能性があるということの指標となる」。ただし、B20項では、エクスポージャーの大きさの
みでは、投資者が投資先に対するパワーを有しているかどうかは決まらないため、決定
的ではない、という記述もあります。
受託者は、以下のパワーを有しています。



格下げ時の担保の取替権
トリプルAの債券の支払不履行時の資産の差押えおよび清算の権利

受託者は、債券保有者の代理人であるため、上記のパワーを債券保有者に帰属さ
せることができるかどうかが問題となります。しかし、債券保有者は分散しており互
いに関連もないという性質から、いずれの債券保有者も受託者を指図する一方的
なパワーを有さず、また、受託者を解任する実質的な権利も有していません。した
がって、受託者のパワーを個別の債券保有者に帰属させることはできません。これ
は、IFRS第10号B59項とも整合しています。そこでは、代理人が複数の本人のため
に活動する場合には、それぞれの本人がパワーを有しているかどうかを判定しなけ
ればならない、と記載しています。
パワーに関する決定的な指標がない場合、それぞれの債券保有者がパワーを有
している可能性はほとんどありません。
変動リターンに対す
るエクスポージャー

債券保有者は、CDSからの変動性（IFRS第10号B8項）を吸収し、同様に、基礎とな
るトリプルAの債券の信用リスクからの変動性も吸収します（ただし、後者のリスクは
低いといえます）。このような構造は、貸出がリスク資産に直接連動しているため、
債券保有者が変動性を吸収するように設計されています。したがって、債券保有
者は、SEからの変動リターンに晒されています。

結論

それぞれの債券保有者はSEに対するパワーを有していないため、誰もSEを支配し
ていないことになります。単一の債券保有者が受託者を一方的に指図できる可能
性がある場合には異なる判定結果となる場合があります。
債券保有者はSEを支配していませんが、非連結の組成された企業への関与を有
しています。そのため、債券保有者は、IFRS第12号第24項から第31項によって要
求される開示を行わなければなりません。

結論
いずれの当事者もSEを連結しないことになります。
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