
は じ め に

国際会計基準審議会（IASB）は，７月14日

に公開草案「金融商品：分類及び測定」（以下

「公開草案」という）を公表した。IASBは，

現行の IAS39号「金融商品：認識及び測定」

を改善するプロジェクトを米国財務会計基準審

議会（FASB）と共同で進めており，2008年３

月に討議資料「金融商品の報告における複雑性

の削減」（以下「討議資料」という）を公表し，

金融商品の分類，測定，及びヘッジ会計の簡素

化の検討を進めてきた。しかし，2008年後半に

おける金融危機の深刻化により生じた金融商品

に係る財務報告への不信感の高まりから，G20

首脳会議は2009年末までに現行の金融商品会計

基準を改善し簡素化することを IASBに勧告

している。

このため，IASBは2009年４月にプロジェク

トを加速化することを決定し，図表１に示した

とおり作業が進められており，今回の公開草案

はフェーズ１の分類と測定を扱ったものである。

なお，2009年10月に減損を取り扱う公開草案が，

そして12月にはヘッジ会計の改善と単純化を扱

う公開草案が公表され，2010年には現行の

IAS39号の改訂が完了する予定となっている。

本稿では，公開草案が提案する金融商品の分

類と測定について，現行の IAS39号との比較

を行いながら解説することとしたい。また，最

後にFASBにおける検討状況についてもふれ

ることとしたい。

分類及び測定

⑴ 分類及び測定

現行の IAS39号は，金融商品を，損益を通

じて公正価値で測定される金融資産，満期保有

投資，売却可能金融資産ならびに貸付金及び債

権の４つに分類してそれぞれに測定規定を設け

ているが，討議資料では，複雑性を削減するた

め，中期的には満期保有投資と売却可能金融資

産の分類の削減を，長期的にはすべての金融商

品を公正価値で測定する案が示されていた。

公開草案では，将来キャッシュ・フローの金

額，時期及び不確実性についての有用な情報を

提供するために，金融資産，金融負債を期末に
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〔図表１〕「金融商品：認識及び測定」を改訂するプロジェクトのフェーズ

プロジェクト・フェーズ

１．分類と測定

２．減損

３．ヘッジ会計 2009年12月 2010年

2009年10月 2010年

2009年７月 2009年末任意適用
但し，2012年度から強制適用
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償却原価で測定する分類と，公正価値で測定す

る分類の２つに，分類を削減することを提案し

ている。

具体的には，図表２に示したとおり，当該金

融資産あるいは金融負債が基本的貸付金の特徴

だけを有しており，かつ契約金利ベースで管理

されている場合に前者に分類され，それ以外の

金融商品については後者に分類されている。

⑵ 基本的な貸付金の特徴

基本的な貸付金の特徴は，特定の日に，元本

及び元本残高の利子の支払であるキャッシュ・

フローを生じさせる契約条件と定義されている。

公開草案は基本的な貸付金の特徴として以下の

特徴を例示している。

・固定金額（例：ゼロクーポン債券）

・金融商品の満期までにわたる固定リターン

・上場または観察可能な金利に相当する変動リ

ターン（例：LIBOR）

・固定及び変動リターンの組合せ（例：

LIBOR＋50ベーシス）

・固定の利子リターン及び変動の利子リターン

の組合せ（例：組み込まれたキャップ，フロ

アー，カラー）

・期限前返済等の契約の条項（例：期限前返済

金額が実質的に未返済の元本，利息の金額に

相当している期限前支払オプション）

したがって，取得された不良債権，レバレッ

ジが効いた金融商品，持分金融商品，デリバテ

ィブなどはこれらの特徴に該当しないため，償

却原価の分類から除外される。

⑶ 契約金利に基づく管理

公開草案は，保有または発行時の契約上のキ

ャッシュ・フローに基づいて，金融商品が管理

され，かつ，その業績が企業の主要な経営陣に

よって評価されている場合にのみ，金融商品は

契約金利に基づいて管理されているとしている。

公開草案は契約金利で管理されている例として

以下を挙げている。

・期限が到来した現金金額を企業が回収（支

払）する売掛債権（買掛債務）

・契約上の元本及び利子の支払に基づいて企業

が管理する金融商品

・契約条件に基づいて，企業が投資家に対して

支払う契約上の元本及び利子に基づいて管理

されている発行された債券

売買目的で保有されている金融商品は，契約

金利で管理されているとはいえないため償却原

価の分類から除外される。

上記⑵，⑶により，持分金融商品，デリバテ

ィブ，複合金融商品などの多くの金融商品は公

正価値で測定され，その評価差額は損益で認識

されることなる。

組込デリバティブ

現行の IAS39号では，金融商品にデリバテ

ィブが組み込まれている場合で，当該デリバテ

ィブの経済的特徴およびリスクが主契約のそれ

と密接に関連していない場合に，当該組込デリ

バティブを主契約から分離して，デリバティブ

としての会計処理を行うことが規定されている。

公開草案は，IAS39号のように組込デリバテ

ィブの分離を要求する規定を設けず，このよう

な複合契約（hybrid contract）を含む金融商

品すべてに，上記の２分類のアプローチを適用

することを提案している。これは，組込デリバ

ティブの分離要件である主契約の経済的特徴と

リスクの関連性の判断がもたらす複雑性を低減

〔図表２〕 金融商品の２の分類と測定

分類

基本的に貸付金の特徴だけを有する＋契約金利に基づいて管理されている

その他の金融商品 公正価値

償却原価

測定
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させるためでる。ただし，非金融商品契約に組

み込まれたデリバティブの分離処理については

変更されていない。

公正価値オプション

現行の IAS39号は，以下の⒜，⒝あるいは

⒞のいずれかの場合に，当初認識時にいかなる

金融資産または金融負債も純損益を通じた公正

価値で測定する分類に指定することができると

いう公正価値オプションの規定を設けている。

⒜ 資産又は負債の測定，あるいは資産又は負

債に関する利得又は損失の認識を，異なった

ベースで行うことから生じる会計上のミスマ

ッチが，指定を行うことにより，消去又は大

幅に削減される。

⒝ 金融資産グループ，金融負債グループ若し

くはその双方のグループが文書化されたリス

ク管理戦略ないしは投資戦略に従い，公正価

値に基づいてその業績が評価され，かつ管理

されており，かかるグループに関する情報が，

当該企業の主たる経営陣に対して社内的に同

じ基準で提供されている。

⒞ 金融資産又は金融負債が，１つ又は複数の

組込デリバティブを含み，企業が複合契約全

体を会計処理することを選択している。

しかし，公開草案はそもそも公正価値に基づ

いて管理される金融資産または金融負債すべて

を公正価値で測定することを求めているので，

上記⒝を考慮する必要なくなった。また，金融

商品の主契約を持つ混合契約を全体として分類

することも提案されており，組込デリバティブ

を分離して特定し会計処理する規定を削除して

いることから，⒞も必要とされなくなった。し

たがって，⒜についてのみ引き続き公正価値オ

プションが適用されることになる。

満期保有投資の分類と汚染ルール

現行の IAS39号では満期保有投資分類が設

けられており，当期中または直前２事業年度中

に，満期前に満期保有投資のうち僅少とは言え

ない金額の売却または振替を行った場合，すべ

ての金融資産を満期保有として分類することを

禁止する汚染ルール（tainting rule）を規定し

ている。

公開草案は IAS39号の満期保有分類及び汚

染ルールを削除することを提案している。これ

は，基本的な貸付金の特徴を有する金融商品が

満期前の売却または譲渡されたとしても，契約

キャッシュ・フローの回収又は支払を管理され

ているかぎり，企業が金融商品を管理する方法

を変更するものではないからである。また，満

期保有目的分類の削除に伴い汚染ルールも削除

された。

再 分 類

現行の IAS39号は，非デリバティブ金融商

品の分類間の振替を許容しており，昨年の金融

危機に対応して損益を通じて公正価値で測定す

る金融資産，売却可能金融資産からの再分類を

追加で認めている。

公開草案は分類を公正価値で測定する分類と

償却原価で測定する２分類に分類を減少させて

おり，上記のような再分類が比較可能性を減少

させることから，再分類を禁止している。

持分金融商品への投資

⑴ 公正価値が信頼をもって測定できない場合

現行の IAS39号には，活発な市場で相場価

格を持たず，公正価値が信頼をもって測定でき

ない持分金融商品への投資に関して，公正価値

測定を免除している。そうした投資は，減損を

控除した原価で測定され，減損はその金融資産

の帳簿価額と，類似の金融資産に対する現在市

場利回りで見積将来キャッシュ・フローを割り

引いた現在価値との差額で計算されてきた。

しかし，公開草案は当該免除規定を削除し，
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すべての持分金融商品への投資について公正価

値による測定を要求している。これは，公正価

値が持分金融商品についての最も適切な情報を

提供すること，複雑な減損規定が削除され複雑

性の低減につながるからである。

⑵ 戦略的投資

上記のとおり公開草案では，持分金融商品へ

の投資はすべて公正価値で測定され，公正価値

の変動は損益で認識されるが，他の企業と長期

的な営業上の関係を作り出す，または維持する

ことを意図して戦略的投資が行われることがあ

ることを認めている。そのような投資は，主と

して，配当や投資価値の増加を生み出すことを

目的として保有しているのではなく，事業上の

便益を得るために保有されている。

IASBは公正価値で測定され公正価値の変動

を損益で認識する金融商品とこのような戦略投

資をそれぞれ識別する要件を検討したが，識別

要件を設けることが不可能であり，たとえ設け

たとしても複雑性を増加させると判断したとし

ている。そのため，これに代えて，売買目的で

保有されるもの以外の持分金融商品へのいかな

る投資の価値の変動もその他の包括利益で表示

するという取消不能の選択を企業に許容するこ

とを提案している。

この選択を行った場合にはその後，公正価値

の変動を（金融資産の認識の中止その他の時点

で）損益に振り替えるべきでないとし，リサイ

クルを禁止している。また，当該選択を行った

場合には減損の規定の適用はない。これは，包

括利益計算書のなかで一度損失または利得が認

識されているので，その後純損益に振り替える

ことは不適切であるという考え方に基づいてい

る。

減 損

現行の IAS39号は，売却可能金融負債商品，

持分金融商品および償却原価で測定される貸付

金及び債券，満期保有投資に，様々な減損の規

定が適用されてきた。公開草案では，償却原価

が適用される負債金融商品についてのみ減損が

適用される。上記のとおり，当該分類には限定

された金融商品しか分類されてないため，減損

の規定の適用は絞り込まれ複雑性が削減される。

なお，減損の取扱いについては当プロジェクト

の第２フェーズで取り上げられる予定である。

上記 から に掲げた項目についての現行の

IAS39号と提案されたアプローチの比較を次頁

の図表３にまとめた。

IAS39号 提案されたアプローチ

分類

測定

組込デリバティブ

公正価値オプション

満期保有投資の分類
と汚染ルール

再分類

減損

金融商品を，損益を通じて公正価値で測
定される金融資産，満期保有投資，売却
可能金融資産，ならびに貸付金および債
権のそれぞれの分類に異なる測定を適用

一定の場合に組込デリバティブが分離さ
れる。

会計上のミスマッチが解消または大幅に
減少される場合，公正価値で管理されて
いる場合，複合契約について適用可能

満期保有投資に汚染ルールを適用

再分類が一部許容または強制される。

分類及び金融商品の種類ごとに異なる減
損規定を適用

２つの測定基礎：償却原価及び公正価値

一部の持分金融商品の公正価値の変動を
その他包括利益で認識する処理方法を選
択可能（但し，取消不能）

分離されず，複合契約全体に上記の分類，
測定を適用

会計上のミスマッチを解消または大幅に
減少される場合のみに適用可能

削除

削除

償却原価が適用される負債金融商品につ
いてのみ適用

〔図表３〕 IAS39号と提案されたアプローチの比較
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適 用 日

公開草案では，一部の例外を設けているが遡

及適用することが提案されている。また，

IASBが当該公開草案を承認すれば2009年12月

の財務諸表に任意適用することが予定されてい

る。しかし，2012年から強制適用することが予

定されている。

FASBの動向

FASBも７月15日の会議で，貸付金や満期

保有証券を含むより多くの金融商品を公正価値

で測定する提案を行うことで合意した。なお，

公開草案の公表は，2010年上半期に予定されて

いる。

⑴ 公正価値による測定

当該提案では，すべての金融商品を公正価値

で貸借対照表に計上し，その変動は純利益また

はその他包括利益に認識されるが，特定の状況

において負債については償却原価による測定を

例外的に認めるとしている。公正価値の変動が

その他の包括利益で認識された金融商品につい

ては，償却原価が貸借対照表で開示されるとと

もに公正価値との差額が追加で開示される。

⑵ 公正価値の変動をその他の包括利益で認識

する要件

企業の経営者の意図，ビジネスモデルや金融

商品のキャッシュ・フローの変動性に関連する

適格要件を満たした場合は，金融商品の公正価

値の変動をその他の包括利益で認識される。こ

の適格要件を適用する指針が検討される予定で

ある。

⑶ デリバティブ，持分金融商品等

デリバティブ，持分金融商品及びSFAS133

号「デリバティブ金融商品及びヘッジ活動の会

計処理」により分離が要求される組込デリバテ

ィブを含む複合金融商品の価値変動は純損益で

認識される。

⑷ 配当金，信用損失等

全ての金融商品の利息，配当金は引続き純損

益で認識する。信用損失，売却・決済による実

現損益も純損益で認識する。

⑸ 再分類

金融商品の分類は当初認識時に決定され，そ

の後変更されない。

⑹ その他

純利益とその他の包括利益の小計が示された

財務業績についての単一の計算書の作成が要求

され，引き続き１株当たり純利益のみの開示を

求める。

お わ り に

公開草案は，金融商品を償却原価で測定する

分類と公正価値で測定する分類の２つに減少さ

せることで，組込デリバティブ，公正価値オプ

ション，減損規定の適用範囲を大幅に縮小させ

るとともに，満期保有投資と汚染ルールと再分

類の規定の削除を行い，現行の IAS39号の複

雑性の削減を行っている。また，公正価値で測

定され公正価値の変動額を損益で認識する範囲

が大幅に拡大されている。したがって，金融商

品の保有による損益への変動の影響が増大する

とともに，公正価値測定による金融商品の管理

の向上が要求される。

本公開草案のコメント期限は９月14日とされ

ており，この公開草案を踏まえて金融資産の減

損及びヘッジ会計の公開草案が公表される予定

となっている。また，当該公開草案への国際的

な関心が高いことから，東京，ロンドン，ノー

ウォークで IASB，FASBによるラウンドテ

ーブルが開催される予定となっている。
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