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FASB－ASU第2015-07号 
「1株当たり純資産価値（または 
それに準ずるもの）で算定する特定の
企業への投資に関する開示」を公表 
 

FASBは2015年5月1日、FASBの公正価値測定に関するガイダンスにおける実務上の簡便法

を用いて1株当たり純資産価値（net asset value, NAV）（またはそれに準ずるもの）で公正価値

を測定する場合には、その投資を公正価値ヒエラルキーに従いレベル分類する規定の対象

外とする基準書を公表した1。この基準書は、FASBの発生問題専門委員会（Emerging Issues 

Task Force, EITF）のコンセンサスを反映して公表された2。 

 

【主な内容】 

 報告企業は、財務諸表利用者が公正価値ヒエラルキーの投資合計額を財政状態

計算書上の公正価値で測定された投資合計額に調整することができるように、十

分な情報を提供しなければならない。 

 NAVによる測定が適格な投資に関する現行の開示規定の適用範囲は、実務上の

簡便法が「適用される」投資に限定する。 

 

【主な影響】 

 この基準書における改訂により、将来における償還日を有し、実務上の簡便法に基づ

いてNAVで測定される投資について、どのように公正価値ヒエラルキーのレベルに分類

されるかに関連して生じていた様々な実務上の取扱いが解消されることになる。 

 この基準書は、公正価値測定のガイダンスにおける実務上の簡便法に基づいて投資を

NAVで測定する「すべての」企業に適用される。 

 

 

 

 

 

                                                      

1 FASB ASU第2015-07号「1株当たり純資産価値（またはそれに準ずるもの）で算定する特定の企業への投資に関する開示」、及びFASB 

ASC Topic 820 「公正価値測定」。共にwww.fasb.org より入手可能。 

2 EITF Issue No. 14-B 「1株当たり純資産価値（またはそれに準ずるもの）で算定する特定の企業への投資に関する開示」。www.fasb.org よ

り入手可能。 
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【背景】 

報告企業は、以下の両方の場合に、実務上の簡便法として、NAVを用いて投資の公正価値

を測定することが一般的に認められている。 

 その投資の公正価値を容易に算定できない場合 

 その投資がFASBの投資会社に関する会計ガイダンスの3適用対象である投資会社へ

の投資である場合 

現行のU.S. GAAP（新たな基準書の適用前）では、実務上の簡便法が適用される投資の公正

価値ヒエラルキーにおける分類は、その投資の償還の特性によって決まっている。これは、償

還日が投資会社の原投資の性質によって決まることが多いからである。例えば、流動性の高

い投資（例：マネー・マーケット・ファンド及び上場株式投資ファンド）を保有している投資会社

への投資は、頻繁に償還されうるが、流動性が乏しい、またはない投資（例：プライベート・エ

クイティ・ファンド及び不動産ファンド）を保有している投資会社への投資は、3ヶ月ごと、年に1

回または事業体の清算時のみなど、より低い頻度で償還されるのが一般的である。 

実務上の簡便法を用いて測定された測定日時点でNAVで償還可能な投資は、現行ではレベ

ル2に分類されている。事業体の清算時にのみ償還可能な投資、または将来の償還日が不

明な投資は、現行ではレベル3に分類されている。 

実務上の簡便法を用いて測定された将来特定時点で償還可能となる投資の場合、報告企業

はその投資が「短期間（near term）」で償還可能となるか否かを判定しなければならない。そ

の投資が短期間で償還可能となる場合、レベル2に分類される。ただし、FASBの公正価値ヒ

エラルキーに関するガイダンスでは短期間について定義されておらず、財務諸表作成者に

よってその用語の解釈は（年に4回または2回償還可能となること、というように）異なっていた。

このような解釈の違いによって、実務上の様々な取扱いが生じることとなった。また、投資を

償還期間に基づいて分類する場合の取扱いの違いに加えて、一部の報告企業では、複数の

測定日で、レベル2とレベル3の間での投資の再分類が行われている。これは、測定日によっ

ては、投資が短期間で償還可能となる場合もあれば、短期間で償還可能とならない場合もあ

るからである。異なる解釈の結果、複数の報告企業が類似するまたは同一の投資を有する

場合でも、それら投資の分類に差異が生じる可能性がある。この差異について、設例1で説

明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

3 FASB ASC Topic 946 「金融サービス－投資会社」。 www.fasb.org より入手可能。 
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純資産価値で測定される投資の公正価値ヒエラルキーへの分類－現行のU.S. GAAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設例1：NAVにより測定される投資の公正価値ヒエラルキー（現行の実務） 

シナリオA 

前提：公開企業である123 Company（以下、会社）は、XYZファンドに対する投資を保有して

いる。その投資は1年に1度償還日（1月1日）において償還可能である。会社の会計年度

は暦年であり、同社は測定日から90日以内を短期間と定義している。 

公正価値ヒエラルキーにおける分類：12月31日、会社は測定日において投資が短期間

（例：測定日から90日以内）で償還可能であることから、XYZファンドへの投資をレベル2に

分類する。ただし、3月31日、6月30日、9月30日においては、投資は短期間で償還可能で

はないため、レベル3に分類する。 

論点：会社は、報告年度内の複数の日において、同一の投資を公正価値ヒエラルキーの

異なるレベルに分類することになる。 

シナリオB 

前提：ファンド・オブ・ファンズであるABCファンド（以下、ファンド）もまた、XYZファンドに対

する投資を保有している。その投資は1年に1度償還日（1月1日）において償還可能であ

る。ファンドの会計年度は1月31日であり、同ファンドは測定日から90日以内を短期間と定

義している。 

公正価値ヒエラルキーにおける分類：1月31日、ファンドは、測定日において投資が短期間

で償還可能でないため、XYZファンドへの投資をレベル3に分類する。 

論点：会社とファンドは、測定日がそれぞれ異なるため、類似する（または同一の）投資を

公正価値ヒエラルキーの異なるレベルに分類する。 

シナリオC 

前提：シナリオAと同じ前提であるが、会社は測定日から120日以内を短期間と定義している。 

公正価値ヒエラルキーへの分類：12月31日、会社は、測定日において投資が短期間（例：

測定日から120日以内）で償還可能であることから、XYZファンドへの投資をレベル2に分

類する。ただし、3月31日、6月30日においては、投資が短期間で償還可能でなくなるた

め、レベル3に分類する。会社は、9月30日に、投資をレベル2に再分類する。 

論点：短期間の解釈の相違により、様々な実務上の取扱いが生じる可能性がある。 
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【主な規定】 

基準書における改訂は、FASBの公正価値測定のガイダンスにおける実務上の簡便法に基

づいてNAV（またはそれに準ずるもの）で公正価値を測定する投資を、公正価値ヒエラルキー

における分類を行うという規定を削除している。実務上の簡便法の適用が適格な投資でも、

実務上の簡便法を適用していない投資は、公正価値ヒエラルキーに引き続き含められる。 

報告企業はまた、財務諸表利用者が公正価値ヒエラルキーの投資合計額を財政状態計算書

上の公正価値で測定した投資合計額額に調整することができるように、実務上の簡便法に基

づいてNAV（またはそれに準ずるもの）で測定した投資額を開示しなければならない。ただし、

基準書ではこの調整の表示方法を明示していない。設例2では、報告企業が実務上の簡便

法に基づいてNAVで測定した投資を開示しうる一例を説明する。 

新たなガイダンスではまた、現行は実務上の簡便法に基づいてNAVで測定することが適格なす

べての投資に適用される開示規定を、実務上の簡便法が適用されている投資に限定している。 

設例2：開示例－純資産価値により測定された金額4 

  報告期間末日の公正価値測定 

説明 12/31/20X6 

同一資産に 

関する活発な 

市場における 

相場価格 

（レベル1） 

重要なその他の

観察可能な 

インプット 

（レベル2） 

重要な観察 

可能ではない 

インプット 

（レベル3） 

経常的に公正価値

により測定するもの 

 

   

売却可能持分証券 50 50   

社債 20  20  

ハイイールド債 80  80  

住宅ローン担保証券 35   35 

純資産価値で 

測定された投資1 45    

経常的に公正価値に

より測定するものの

合計 230 50 100 35 

1 実務上の簡便法を用いて純資産価値（またはそれに準ずるもの）で公正価値を測定する特定の投資は、公正価値ヒエラルキーに分類してい

ません。この表の公正価値は、公正価値ヒエラルキーの金額を財政状態計算書上の表示額に調整するために表示しています。 

 

適用範囲 

この基準書は、特定の投資ファンドに対する投資の公正価値を測定するために、実務上の簡

便法を用いて投資をNAVで測定するすべての企業に適用される。以下の事業体により保有さ

れる投資が含まれる可能性がある。 

 投資会社（例：ヘッジファンド、ファンド・オブ・ファンズ、不動産投資ファンド） 

 非営利企業 

 金融機関（例：保険会社及び銀行） 

                                                      

4 この設例はFASB ASC Topic 820「公正価値測定」の設例9を編集したものである。www.fasb.org より入手可能。この表は、財務諸表利用

者が公正価値ヒエラルキーを財政状態計算書に調整できるようにするために、財務諸表作成者が提供しうる十分な情報の一例を説明す

るためのものである。 
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整合性を図るための改訂 

基準書は、他の2つの基準と整合性を図るために改訂を行っている。 

 特定の投資会社のキャッシュフロー計算書の作成に関する免除規定 

投資会社は、特定の要件を満たす場合に、キャッシュフロー計算書の作成に関する免

除規定が適用される 5。企業の投資の実質的にすべてが公正価値で測定され、かつ、

測定日において公正価値ヒエラルキーのレベル1またはレベル2に分類されていること

が要件の1つである。 

基準書は、特定の投資会社に対するキャッシュフロー計算書の作成に関する免除規定

を引き続き適用するために、整合性を図るための改訂を行っている。投資会社は、実質

的にすべての投資が公正価値で測定され、かつ、レベル1もしくはレベル2に分類されて

いるか、または実務上の簡便法を用いて測定され、かつ、いつでも短期間で償還可能

である場合に、この免除規定が適用される。 

 

KPMGの見解 

EITFは、キャッシュフロー計算書に関する結果的修正（consequential amendment）のドラフ

ト作成において、現行、キャッシュフロー計算書の提出が免除される投資会社に関する変

更を最小限に留めることを意図していた。しかし、EITFは、「短期間で」という表現が、当初

問題を生じさせた表現と同じであるため、懸念を示した。EITFは、投資会社がキャッシュフ

ロー計算書の作成を、一部の報告期間では免除され、またその他の期間では免除されな

いという事態を避けるために、「いつでも（at all times）」（すなわち、各測定日）という表現を

改訂に含めた。したがって、一部の投資会社が保有するNAVで測定される投資は、いつで

も短期間で償還できないと判断した場合、キャッシュフロー計算書の作成免除に関する規

定の要件を満たさなくなる。 

 

 年金制度投資に関する開示 

FASBの従業員の退職給付に関する会計ガイダンスは、公正価値の測定に実務上の簡

便法としてNAVを利用することについて触れておらず、またNAVにより測定された投資

について具体的な開示規定もない6。ただし、多くの報告企業は年金制度資産の公正価

値の測定に実務上の簡便法を用いている。基準書は、整合性を図るための改訂を行い、

年金制度資産が実務上の簡便法を用いてNAVで評価できることを明確にしている。 

 

KPMGの見解 

EITFは、実務上の簡便法を用いてNAVで測定した制度資産投資の公正価値の開示規定

について決定を行わないこととし、当該開示規定はFASBの開示フレームワークのチーム

による対処が好ましいとの意見で合意した。FASBの開示フレームワークのプロジェクトは

進行中である。 

 

 

 

 

                                                      

5 FASB ASC Topic 230「キャッシュフロー計算書」。www.fasb.org より入手可能。 

6 FASB ASC Topic 715「報酬－退職給付」。www.fasb.org より入手可能。 
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【移行措置及び適用日】 

報告企業は、この基準書の遡及適用が求められる。公開企業については、2015年12月16日

以降開始する事業年度及びそれらの事業年度の期中期間から適用される。その他のすべて

の企業については、2016年12月16日以降開始する事業年度及びそれらの事業年度内の期

中期間から適用される。すべての企業について早期適用は認められる。 

 

KPMGの見解 

基準書における改訂により、NAVにより測定される投資の開示規定が簡素化される可能

性が高い。したがって、新たな基準書を適用するために必要なコストまたは労力は少ない

ことが予想される。すべての企業は、この基準書における改訂を再検討することが奨励さ

れる。多くの企業は、適用日より前に基準書を適用するのは比較的に単純でかつコスト効

果が高いと結論付ける可能性がある。 

 

 

 

 

編集・発行  
 
有限責任 あずさ監査法人 

会計・審査統括部 

AZSA-USGAAP@jp.kpmg.com 
 
ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている

状況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めて

おりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありま

せん。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナル

が特定の状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。 
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この文書はKPMG LLPが発行しているDefining Issues®  

May 2015 No. 15-20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。 
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