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FASB－非継続事業の定義の変更 
 

FASBは、2014年4月10日、会計基準更新書（Accounting Standards Update, ASU）第2014－08号

「非継続事業の報告及び企業の構成単位の処分に関する開示」を公表した1。このASUにより、

非継続事業の定義が変更されることになる。 

 

【主な決定事項】 

 処分された構成単位（または売却目的保有に分類されている構成単位）のうち、以下の

いずれかに該当するもののみが非継続事業として報告される。 

- 営業及び財務成績に重要な影響を与える（または与えることが予想される）戦略

の変更（strategic shift）を伴う 

- 取得時に売却目的保有に分類される事業または非営利活動 

 継続的関与を有することが、処分グループを非継続事業として表示する妨げにはならない。 

 持分法投資（または、売却目的で保有されている持分法投資）の処分は、その処分が

非継続事業の新たな定義を満たす場合には、非継続事業として表示することができる。 

 非継続事業及び非継続事業への分類の定義を満たさない個々に重要性のある構成単

位の処分について、追加的な開示が要求される。 

 このASUは、原則として2015年まで適用されないが、以前に公表された、または公表で

きる状態にあった財務諸表において報告されていない処分（または売却目的保有への

分類）に対する早期適用が認められる。 

 

【主な影響】 

 非継続事業の表示を戦略の変更を伴う構成単位の処分に限定することにより、非継続

事業としての表示対象となる処分が著しく減少する可能性がある。 

 U.S. GAAPの新たな非継続事業の定義はIFRSのガイダンス2に類似するものとなったが、

基準のコンバージェンスが達成されたわけではない。 

 早期適用が認められることにより、12月31日を期末日とする企業は、このガイダンスを2014

年第1四半期に生じた処分（または売却目的保有への分類）に適用することが可能となる。

ただし、第1四半期の財務諸表が未だ公表されていないこと、及び従前のU.S. GAAPのガイ

ダンスのもとでこれらの構成単位を売却目的保有として報告していないことが条件となる。 

                                                      

1  ASU第2014-08号「非継続事業の報告及び企業の構成単位の処分に関する開示」。www.fasb.orgより入手可能。 

2  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」。 

http://www.fasb.org/
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【非継続事業の定義】 

ASUでは、以下のいずれかに該当するものを非継続事業として定義している。 

 企業の構成単位または構成単位グループのうち、以下の2つの要件を両方満たすもの 

- 処分されたか、売却目的保有に分類するための要件を満たすか、あるいは放棄ま

たは分離された3 

- 企業の営業及び財務成績に重要な影響を与える（または与えることが予想され

る）戦略の変更を伴う 

 取得時に売却目的保有に分類される要件を満たす事業または非営利活動 

戦略の変更の例として、主要な営業地域、事業分野、または主要な持分法投資の処分が挙

げられる。企業の主要な部分に関係するその他の処分（例：複数の営業地域または事業分野

にわたる構成単位の処分）も、それらが戦略の変更を伴う場合は非継続事業に該当する可

能性がある。ASUは、非継続事業が財務成績に与える影響について定量的な仮定を用いた

設例をいくつか提供しているが、「主要な」という文言の定義や明確な定量的指標（quantitative 

bright-line）は提供していない。よって、これらの要件について評価する際には、判断が必要と

なる。 

持分法投資（または売却目的で保有されている持分法投資）の処分は、それらが非継続事業

の新たな定義を満たしている場合には非継続事業として表示できることとなった。ただし、全

部原価法（full-cost method）を用いて会計処理する石油及びガス資産の処分は、引き続き、

非継続事業としての表示対象とならない。 

 

【表示及び開示】 

非継続事業の損益計算書上の表示は、現行の表示規定と同じであるが、貸借対照表上の表

示に関する規定は変更となる。非継続事業の資産及び負債は、当事業年度（貸借対照表日

に売却目的保有がある場合）のみならず、表示されるすべての過年度において、別個に表示

することが義務付けられる。非継続事業が処分された期間において初めて認識される（すな

わち、過年度において構成単位が売却目的保有として分類されていなかった）場合は、処分

前の期間についてのみ、資産と負債を別個に表示することになる。 

ASUは、非継続事業についての財務諸表注記における追加の開示も要求している。これらの

追加の開示には、非継続事業の主要な資産及び負債の種類、経営成績の主要な表示科目

及びキャッシュフローに関する情報（表示されるすべての期間について）が含まれる。企業は、

以下のいずれかの項目の開示を選択できる。 

(1) 非継続事業の、営業活動によるキャッシュフローの合計額及び投資活動によるキャッ

シュフローの合計額 

(2) 減価償却費、償却費、資本的支出、及び重要な営業活動及び投資活動の非現金項目 

企業はまた、非継続事業への分類の要件を満たさない処分された、または売却目的保有に

分類されている、個々に重要性のある構成単位の税引前損益についての開示が要求される4。 

                                                      

3  FASB ASC paragraph 205-20-45-1E www.fasb.orgより閲覧可能。 

4  FASB ASC Subtopic 360-10「有形固定資産－全般」www.fasb.orgより閲覧可能。 

http://www.fasb.org/
http://www.fasb.org/
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処分された構成単位への継続的関与の有無は、非継続事業の表示を検討する際に考慮しな

いこととなった。ただし、企業が非継続事業への継続的関与を有する場合には、特定の開示

が要求される。これらの開示には、以下の項目が含まれる。 

 継続的関与の内容及び予想される期間 

 処分取引後の非継続事業からの（または非継続事業への）キャッシュ・インフロー（また

はキャッシュ・アウトフロー）の金額 

 処分取引後に継続事業として表示されるが、処分取引前は連結上消去されていた収益

及び費用 

継続的関与が処分後の持分法投資の継続を含む場合、または非継続事業が持分法投資に

該当する場合は、追加的な開示も必要となる。 

 

【移行措置及び適用日】 

公開企業、及び取引所または店頭市場で取引されている証券の発行者（またはコンジット債

の債務者）である非営利企業は、このASUを、2014年12月15日以降開始する事業年度及び

その期中報告期間に生じた処分（または、売却目的保有への分類）に対して将来に向かって

適用することが要求される。その他の企業については、2014年12月15日以降開始する事業

年度及び2015年12月15日以降開始する事業年度の期中報告期間に生じた処分（または、売

却目的保有への分類）に対して、このASUを適用することを要求される。 

以前に公表されたか、または公表できる状態にあった財務諸表において未だ報告されていな

い処分（または売却目的保有への分類）5についてのみ、早期適用が認められる。したがって、

12月31日を期末日とする企業は、2014年の第1四半期の財務諸表が未だ公表されておらず、

かつこれらの構成単位が、例えば2013年の期末において従前のU.S. GAAPのガイダンスのも

とで売却目的保有として報告されていなかった場合、このガイダンスを第1四半期に生じた処

分（または売却目的保有への分類）に適用することが可能となる。企業はまた、その後の四半

期（すなわち、第1四半期以外の四半期）に将来に向かって早期適用をすることもできるが、

従前のガイダンスのもとで公表済みの財務諸表上ですでに報告されている処分（または売却

目的保有としての分類）に対して、新たな基準を遡及的に適用することは認められない。 

 

 

                                                      

5  FASB ASC Topic 855「後発事象」www.fasb.orgより閲覧可能。 
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この文書はKPMG LLPが発行しているDefining Issues®  

April 2014 No. 14-20をベースに作成したものです。 

 

上記の記述及び要約を、SECレギュレーション及び潜在的また

は現行の規定の代用として取り扱わないようにご注意願いま

す。U.S. GAAPを適用する企業またはSECへのファイリングを行

う企業は、関連する法規制及び会計規定の原文を参照するとと

もに、自社の特定の状況を検討し、会計及び法律顧問に相談さ

れることをお勧めいたします。 

 

本ニューズレターの内容に関しご質問等がございましたら、エン

ゲージメント・チームの担当者までご連絡ください。 

http://www.fasb.org/
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