
2008年に入り，サブプライムローン問題に端

を発し，米国の金融市場が悪化している。その

後，2008年９月のリーマンブラザーズの経営破

綻は世界的な金融市場に影響を与え，信用危機

を生じさせた。このような金融市場の急激な悪

化により，取引が減少し市場における価格の観

測が困難となった金融商品について，会計上ど

のように公正価値の測定，すなわち評価を行う

かが課題となっている。

今回は，このような既に活発でなくなった市

場における金融商品の測定をめぐる国際的な議

論の動向について解説していくこととしたい。

米国における金融商品の

公正価値測定の動向

米国では，2006年９月に財務会計基準書

（FAS）157号「公正価値測定」が公表されて

いる。FAS157号は公正価値の測定のフレーム

ワークを確立し，その測定についての開示を充

実させることを目的としている。

FAS157号は，公正価値を「測定日における

市場参加者間の規則的取引で，資産の売却によ

り受領する，あるいは負債により支払われるで

あろう価格」と定義している。ここで規則的取

引とは，このような資産・負債に関連する取引

について通常のそして慣行的な市場活動を行う

ために測定日前の期間，市場に晒されているこ

とを前提としており，強制清算のような強制的

な取引ではない。

このように，FAS157号では公正価値の定義

の明確化が図られるとともに，表１の３つの公

正価値の評価技法もあわせて明示された。

さらに，FAS157号は，このような評価技法

に使用されるインプットを２つに分類している。

第一は，観測可能なインプットであり，財務諸

表作成企業とは独立した情報から得られる市場

データを基礎として開発されたもので，市場参

加者が資産・負債の価格付けに使用する前提条

件が反映されているものである。第二は，観測

不能インプットで，市場参加者がその状況にお

いて利用可能な最善の情報を基礎として開発さ

れた資産・負債の価格付けに使用する仮定につ

いて財務諸表作成企業自身による前提条件が反

映されたものである。ここで，FAS157号は前
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再調達価格のようなある資産のサービス提供能力と交換するために要求される

金額を基礎として算定する方法

将来の金額（キャッシュ・フローや利益）を，割引後の単一の現在の金額に変

換して算定する方法（たとえばブラック・ショールズモデル，二項モデルなど

の現在価値技法が含まれる）

同一または比較可能な資産・負債（事業を含む）に関する市場取引によって生

成される価格またはその他の関連情報を用いて算定する方法

〔表１〕 公正価値の評価技法

コスト・アプローチ

インカム・アプローチ

マーケット・アプローチ

１



者の観測可能なインプットの使用を最大化し，

観測不能なインプットの使用を最小化するよう

要請している。

また，FAS157号ではこうして公正価値を算

定する際に利用した重要なインプットを，以下

の３つのレベルに区分した公正価値ヒエラルキ

ーを設け（表２），資産・負債の公正価値測定

がどのレベルに分類されるのかを検討し，用い

られたインプットの最低レベルに分類して開示

させることを要求している。

サブプライムローン問題を原因として証券化

商品の市場が不活発化していくなかで，このよ

うな証券化商品の公正価値測定をめぐり

FAS157号の適用法が課題となった。米国証券

取引委員会（SEC）は，従来から需給の不均

衡が存在してもそれが市場環境であり，この要

因を無視してより長期間の価格を適用すること

は会計基準違反であり，また取引量が減ってい

るとしてもその市場が不活発ではなく，上記の

レベル２のインプットを使用すべきという立場

をとってきた。

リーマンブラザーズの破綻後市場が混乱する

2008年10月10日に，米国財務会計基準審議会

（FASB）は，FASBスタッフ見解（FASB
 

STAFF POSITION No.FAS157-3）「資産の

市場が活発でない場合における金融資産の公正

価値の決定」（以下「FASBスタッフ見解」と

いう。）を公表した。FASBスタッフ見解は，

①市場が崩壊していてもすべての市場取引が強

制破産や清算売却と結論するのは妥当ではない

が，すべての取引価格が公正価値の決定要因で

あると結論することも妥当でない，②観測可能

なインプットがもはや妥当でない場合は，金融

資産の公正価値決定において将来キャッシュ・

フローや適切にリスク調整した割引率について

企業自身の仮定の使用が認められるが，また使

用される評価技法に関わらず，企業は市場参加

者が債務不履行や流動性のリスクについて行う

適切なリスク修正を含めなければならない，③

ブローカー価格は公正価値測定において適切な

インプットとなりうるが，活発な市場が存在し

ない場合それは必ずしも決定的な要因ではない

としている（para.9）。

市場が崩壊するなかで，金融商品の公正価値

測定においてレベル２のインプットにかなりの

修正を行わざるをえず，結果としてレベル３の

インプットによる公正価値とならざるをえない

場合がある。しかし，このような場合において

も金融商品の公正価値測定を放棄したのではな

く，企業自身の価格モデルを使用しブローカー

価格など市場参加者の情報を参照して公正価値

の測定を行うことを要求している。そして，イ

ンプットのレベルごとに公正価値を開示させ，

公正価値の内容の開示を充実させている。この

ように，米国においては公正価値測定の姿勢を

維持しつつ，その評価に企業自身の前提を使用

せざるをえなくなった部分については開示での

対応を図っているといえる。
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レベル１

インプット

レベル２

インプット

レベル３

インプット

〔表２〕 公正価値評価技法へのインプットの公正価値ヒエラルキー

測定日において，報告企業が取引可能な特定の資産・負債に関する活発な市場における相場

価格

特定の資産・負債について観測可能な，レベル１に含まれる相場価格以外の情報

・類似の資産・負債に関する活発な市場における相場価格

・活発でない市場における同種または類似の資産・負債に関する相場価格

・その他資産・負債について観測可能な相場価格以外のインプット

・相関関係その他によって，観測可能な市場情報により導かれたインプット

特定の資産・負債について観測不能なインプット（観測不能なインプットには，市場参加者

が当該資産・負債の価格決定に用いると思われる仮定について，報告企業自身の仮定を反映

させる必要がある。）



IASBにおける公正価値測定へ

の取組み

国際財務報告基準（IFRS）では，公正価値

は「知識のある自発的当事者間で，第三者間取

引により資産が交換され，負債が決済される金

額」と定義されているが，米国基準における

FAS157号に相当する公正価値測定の包括的な

基準はなく，各会計基準のなかで公正価値測定

の方法が規定されており，インプットの公正価

値ヒエラルキーについての概念はない。

このため，2006年12月に国際会計基準審議会

（IASB）は討議資料「公正価値測定」を公表

し，FAS157号「公正価値測定」を利用して，

IFRSにより要求されるすべての公正価値測定

についての単一の基礎的な指針を作成すること

を長期的な課題として検討を始めていた。

しかし，金融市場の急速な悪化に対応し，

2008年９月16日に，IASB専門家助言委員会か

ら草案「もはや活発でない市場における金融商

品の公正価値の測定及び開示」が公表された。

10月14日に IASB専門家助言委員会は，観測

可能なインプットが利用できない場合，将来の

キャッシュ・フローについての企業自身の仮定

や適切にリスクを調整した割引率が認められる

ことに合意したと発表した。また同時に，

IASBは IFRSと米国基準では公正価値測定の

指針は整合していると考えており，IASBと

FASBは市場が活発でない場合における公正

価値の適用方法が首尾一貫して行われるよう協

力することを確認している。

なお，10月31日 に同草案は，参考指 針

（educational guidance）「市場がもはや活発

でない場合の金融商品の公正価値測定について

の判断の利用」として公表されている。参考指

針では，もはや活発でない市場における金融商

品の測定について，①検討すべき情報には，同

一または類似の金融商品の最近の取引からの価

格，ブローカーやプライスサービスの相場価格，

指数等，モデルを基礎とした評価技法へのその

他インプットが含まれる（para.8），②使用す

る評価技法にかかわらず，現在の市場条件を考

慮し，信用リスク，流動性リスクのような市場

参加者が行う適切なリスク調整を含める

（para.9），③評価技法を利用する場合，モデル

が市場の現在の条件を反映しているかを確認し，

当該モデルの潜在的な欠陥を識別するために定

期的に当該モデルを修正する（para.10）とし

ている。また，開示については，FAS157号を

参考に，インプットの公正価値ヒエラルキーな

どの導入を提言している。

IFRS７号「金融商品：開示」

の改善案の公表

また，10月15日には，IASBは「金融商品に

ついての開示の改善 IFRS７号の改訂案」の

公開草案を公表している。

同公開草案は，FASBから公表された

FAS157号に含まれる開示の導入の検討と，企

業自身の流動性リスクについての開示の改善を

行うことを目的としている。

前者は，FAS157号に規定されている公正価

値ヒエラルキーを基礎とした開示規定を導入す

るものである。これには，①公正価値測定が全

体として分類される公正価値ヒエラルキーのレ

ベル，②評価技法に用いられた重要な観測不能

なインプットの使用から生じた公正価値測定金

額，及び③公正価値ヒエラルキーのレベル間で

の増減及びその増減理由の開示が含まれている。

また，後者には，①流動性リスクの開示は現

金またはその他の資産の流出を生じさせる金融

負債についてのみ要求することの明確化，②企

業がデリバティブ金融負債についての流動性リ

スクの管理手法を基礎とした定性的情報の開示

の要求，③企業が非デリバティブ金融負債の予

想期限を基礎に流動性リスクを管理している場

合にはその予想期限の開示の要求，④流動性リ

スクについての定性的及び定量的開示の関係の

補強が含まれている。
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IASBの金融資産の保有目的

変更の容認

一方，IASBは2008年10月13日に，「金融資

産の再分類 IAS39号『金融商品：認識と測

定』，IFRS7号『金融商品：開示』の改訂」

（以下「金融資産の再分類」という）を公表し

ている。この改訂は，９月以降の世界的な金融

市場の悪化に対応するもので，デュー・プロセ

スを通さずに即時に基準化するという大変異例

なかたちをとっており，再分類を通じて金融資

産の原価評価の道を開いた。

「金融資産の再分類」の公表の背景は，米国基

準では，FAS115号「特定の負債証券及び持分証

券への投資の会計処理」において稀な状況にお

いて有価証券をトレーディング分類から再分類

することが許容されており，またFAS65号「特

定の抵当銀行活動の会計処理」において企業が

貸付金を予見可能な将来または満期まで保有し

続ける意思と能力を有する場合，当該貸付金が

売却保有目的分類から再分類されることを許容

されており，当該規定との調整を図ることにある。

「金融資産の再分類」は，表３のとおり非デリ

バティブ金融資産について再分類できるとした。

上記のいずれの場合においても，金融資産は

再分類の日の公正価値で再分類される。すなわ

ち，再分類の日の金融資産の公正価値が，新た

な原価または償却原価となる（para.50C,50F)。

なお，当初認識時に，企業が純利益を通じて

公正価値で測定すると指定した金融商品すなわ

ち公正価値オプションを適用した金融資産につ

いては，上記の再分類は認められない（para.50

⒝）。なお，公正価値オプションとは，特定の条件

を満たす金融商品の当初認識時に，損益計算書を

通じて公正価値で測定するものとして取消不能

の指定を行うことであり任意適用となっている。

本規定の適用は，2008年７月１日から適用さ

れる。このため，2008年７月１日以降に再分類

を行う場合は，その再分類の日に公正価値で測

定し，損益を認識してから新たな分類に振替え

ることができる。

今後の金融商品の公正価値測定

への取組み

IASBは2008年10月20日に金融危機に対応し

て，ハイレベルの助言委員会を緊急に選任し，

今後数週間内にアジア，ヨーロッパ，北米でラ

ウンドテーブルを開催することを IASBと

FASBは合意したことが公表されている。そ

して，上記のような短期的な金融危機への対応

に加え，すでに両審議会が公表した討議資料

「金融商品の報告における複雑性の削減」を使

用して，金融商品の会計における透明性の向上

と複雑性の削減を目指して共通の解決法を開発

することを決めている。

このように，IASBも世界的な金融危機を注

視しながら，市場が活発でない金融商品の公正

価値測定の手法やその開示への取組みを開始し

ている。その基本的姿勢は，該当する金融商品

の市場が活発でなくなったとしても市場参加者

からの情報を極力入手し公正価値測定を行い，

透明性の高い情報を提供することにある。

貸付金及び債権の定義に該当

したであろう金融資産以外の

金融資産（すなわち証券）

貸付金及び債権の定義に該当

したであろう金融資産

〔表３〕 非デリバティブ金融資産

金融商品を純利益を通じて公正価値で測定する分類から，稀な状況におい

て再分類可能とした（para.50B)

企業が予見可能な将来または満期まで金融資産を保有する意思及び能力を

有している場合，純利益を通じて公正価値する分類から再分類可能とした

（para.50D）。

企業が予見可能な将来または満期まで金融資産を保有する意思及び能力を

有している場合，売却可能分類から貸付金及び債権分類に再分類可能とし

た（para.50E）。

09 Vol.61 No企業会計 20) .1( 01 9

⬅

有➡

字取り有

字取り

４

５


