
は じ め に

金融危機の一要因となったサブプライムロー

ンの損失を世界的に輸出したのは，適格特別目

的事業体（QSPE）を利用した金融資産等の流

動化であると言われている。このような取引の

ストラクチャリングが引き起こした財務報告の

透明性への不信感の高まりから，あらためて会

計基準の見直しが行われようとしている。国際

会計基準審議会（IASB）は，金融安定化フォ

ーラムからの勧告等を受けて，このような流動

化に関連する金融商品の認識の中止を取り扱っ

た「認識の中止 IAS39号及び IFRS７号の改

訂案」（公開草案）を公表した。

IASBでの公開草案の検討過程においては，

現行の IAS39号「金融資産：認識及び測定」

の関連規定が複雑となっていること，米国会計

基準が異なる取扱いを定めておりコンバージェ

ンスが必要なこと，上述のように，サブプライ

ムショックにより財務報告の透明性について関

係者，特に財務諸表の利用者からの不信感が高

まっていることなどが考慮されている。

公開草案では金融資産，金融負債の認識の中

止，開示が扱われているが，以下では関係者か

ら注目されている金融資産の認識の中止をめぐ

る会計上の論点を紹介していきたいと思う。

現行の IAS39号の認識の中止の

アプローチ

現行の IAS39号は，金融資産の認識の中止

にリスク経済価値アプローチという考え方をと

っており，図表１に示したように金融資産の認

識の中止が行われる。

まず金融資産を譲渡したかどうかという検討

が行われる。この場合の譲渡とは，契約上のキ

ャッシュ・フローを受け取る権利を譲渡したか，

あるいはキャッシュ・フローをパススルーする

義務を引き受けた場合をいう。後者は，証券化

において，金融資産のキャッシュ・フローを受

け取る権利を維持しているが，複数の企業（最

終的受取人）に対してそれらのキャッシュ・フ

ローを支払う義務を負う場合に特定の条件が満

たされていれば，譲渡取引として扱うものであ

る。これは，このようにキャッシュ・フローが

右から左に通過しているにすぎない場合には，

譲渡人は金融資産も金融負債も保有していない

と考えられ，したがって金融資産の認識が中止

されるものである。
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支配の移転（継続

的関与がない）

実質的にすべてのリス

クと経済価値の譲渡

金融資産の譲渡（あるいは

パススルー義務の引受）

〔図表１〕 IAS39号における金融資産の認識の中止のステップ
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つぎに，上記において金融資産が譲渡されて

いると判断された場合，所有に係る，実質的に

すべてのリスク経済価値が譲渡されたかが検討

され，譲渡されていると判断された場合には，

金融資産の認識が中止される。

さらに，当該譲渡人は資産の支配を維持して

いるかどうかが判断され，もし当該資産に譲渡

人が継続的に関与している場合には，継続的関

与をしている範囲で金融資産の認識を継続しな

ければならないとしている。

このように，リスク経済価値アプローチでは，

リスク経済価値，支配，継続的関与などいくつ

かの概念があること，また，実質的にすべての

リスク経済価値が譲渡された場合に金融資産の

認識が中止されるが，それがどの程度の譲渡を

指しているのかが明確でなく，適用が難しいと

いわれてきた。

公開草案の基本的な考え方

⑴ 譲受人の視点

公開草案が提示するアプローチでは，図表２

で示すように譲受人が譲渡人から受取った資産

の経済的便益を支配している場合に，譲渡人に

おいて金融資産の認識が中止され，譲受人にお

いて金融資産が認識される(公開草案BC15-

BC17)。

これは，譲受人が資産を完全に支配したとき

にはじめて，譲渡人において金融資産の認識の

中止を認めるもので，譲受人の視点に立って金

融資産の認識の中止を行うものである。このこ

とは，譲渡人の会計処理は譲受人の権利内容に

よって決まることを意味している。

⑵ 譲受人における支配とは

公開草案では，譲受人の視点に立ち，譲受人

が譲渡の対象である資産を無関係の第三者に譲

渡する能力を実際に有しているどうかにより，

譲渡人の金融資産の認識の中止が行われる。逆

に，譲受人が金融資産を自己の便益のために譲

渡する実際の能力を有しておらず，譲渡人が継

続的に関与している場合には，譲渡人は支配を

譲受人に移転していないとしている（公開草案

para.BC19,BC22）。

認識の中止のステップ

⑴ 概 要

公開草案における金融資産の認識の中止は，

図表３に示すとおり，金融資産の譲渡，継続的

関与，譲受人における資産の譲渡についての能

力のステップで考えることができる。

公開草案は金融資産の認識の中止のテストに

おいて IAS39号が要求している，実質的にす
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譲受人における資産譲渡能力の保有継続的関与がない金融資産の譲渡

〔図表３〕 公開草案における金融資産の認識の中止のステップ

支配継続的関与がない

金融資産

(オンバランス)支配の移転

金融資産

(オフバランス)

譲受人譲渡人

〔図表２〕 金融資産の譲渡と譲受人の金融資産の支配
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べてのリスクと経済価値が譲渡されているかの

テストを削除した（公開草案para.BC22）。

IAS39号では，譲渡の過程で，譲渡人に一部の

リスクと経済価値が残っている場合に，当該部

分について支配が維持されていれば継続的関与

のある範囲で当該資産の認識を継続することに

なるが，公開草案ではこのプロセスが削除され

ている。このことから，譲渡人が引続き譲渡済

資産を認識することが要求される場合が増加す

ると見込まれる。この点について，公開草案で

は当該ステップが削除されることにより，取引

がストラクチャリングされる機会は減少すると

している（公開草案para.BC23）。

以下では，公開草案に即して図表３の３つの

ステップの詳細について説明していきたい。

⑵ 認識の中止が適格となる金融資産の譲渡

公開草案では，金融資産のすべてのキャッシ

ュ・フローに対する権利を譲渡することが，資

産自体の譲渡に類似しているとしており，金融

資産の譲渡をキャッシュ・フローとして捉えら

れている。そして，金融資産の一部分が譲渡さ

れる場合には，具体的に特定されたキャッシ

ュ・フローまたは資産のキャッシュ・フローの

比例持分に対する権利を表す場合についてのみ

認識の中止の対象とし，金融資産の部分的認識

の中止を認めている（公開草案para.16A,

BC32）。

純粋なかたちでの資産の一部分は，当該資産

に組み込まれている権利と義務となるが，公開

草案はこのように定義しなかった。このように

定義してしまうと，留保されるリスクと経済価

値の一部又はすべてが譲渡部分に含まれていた

としても，あるいはある一部分の業績が残りの

部分の業績に左右され，相互依存している場合

でも，企業が金融資産の当該譲渡部分の認識を

中止することを許容することになることを懸念

したものである（公開草案 para.BC34,

BC35）。後述する代替的見解とこの点において

見解が分かれている。

⑶ 継続的関与がない

公開草案は，譲受人による金融資産の支配を

認識の中止の要件としているため，譲渡人が継

続的に関与していないことが条件となる（公開

草案para.BC40）。しかし，公開草案では，こ

の譲渡人の継続的関与について，現状での証券

化の実務を考慮して，以下の３つの例外を設け

ている。

⒜ 通常の表明及び保証

ほとんどの譲渡契約においては譲渡の対象と

なる資産について提供される情報についての正

確性に関する表明と保証が伴う。したがって，

このような通常の表明及び保証があったとして

も，継続的関与にはあたらないとされている

（公開草案para.BC42）。

⒝ 信託（あるいは代理人）サービス

譲渡人が留保するサービシングの権利は譲渡

資産に対する継続的関与となるが，信託または

代理関係の要件を満たすサービシング契約は例

外的に継続的関与としないとした。具体的には，

信託サービサーの役割を，契約上譲受人の最善

の利益となるようにその義務を履行する責務を

負うサービス・プロバイダーの役割とした。さ

らに，通常，信託又は代理報酬は，サービスの

対象となる資産から譲受人に対する支払いに関

して，その優先順位において上位にくるものと

した（公開草案para.BC44）。

⒞ 公正価値の約定価格での先物，オプションま

たはその他の契約

譲渡人が従前に認識されていた金融資産の譲

渡に関連して取得する公正価値を約定（または

行使）価格とする先物又はオプションは，譲渡

された資産に関連する新しい権利であり継続的

関与となるが，当該先物又はオプションにより

当該資産を買い戻す場合の譲渡人は当該資産を

譲受人から購入する第三者と同じ経済状態であ

るため，継続的関与として取り扱わないことに

されている（公開草案para.BC45）。
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⑷ 譲受人における資産譲渡能力の保有

既述のとおり，譲受人が譲渡の対象である資

産を無関係の第三者に譲渡する能力を実際に有

していれば，譲渡人において金融資産の認識は

中止される。しかし，公開草案では，以下の場

合について，資産を譲渡する実際の能力を有す

ることができるとされている。

⒜ 第三者への譲渡制限

公開草案では，資産の処分が契約上禁止され

ている場合でも，譲受人が入替資産を容易に入

手できる場合には，譲受人が資産を第三者に譲

渡する実際の能力を有することを妨げるもので

はないとされている（公開草案para.BC51）。

⒝ 譲渡人の同意

同様に，譲受人が第三者への金融資産の譲渡

に関し譲渡人の同意を得なければならない場合

であっても，譲渡人が合理的な理由なくして当

該同意を留保することはできない場合には，資

産を譲渡する実際の能力を有することができる

とされている（公開草案para.BC52）。

なお，公開草案は，譲受人が譲渡の対象であ

る金融資産を自由に譲渡できる場合，譲渡人は

経済的便益を譲受人に移転していると捉えるた

め，買戻し条件付売却契約（レポ取引）におい

て証券を譲渡した場合に，認識の中止ができる

かどうかが論点となる。この点について公開草

案は，買戻し条件付売却契約では容易に入手可

能な別の証券との交換で１つの容易に入手可能

な証券を譲渡することが多いため，本テストに

より大半のレポ取引が譲渡資産の売却として扱

われることになるとしている（公開草案para.

BC59）。すなわち，譲渡人において資産の認識

が中止され，譲受人において資産が認識される。

わが国でも，有価証券現先取引は資金取引とし

て扱われてきており，この提案による影響は大

きいといえる。

代替的見解

上記の公開草案のアプローチに対して，一部

の IASBのボードメンバーから代替的見解が

示されている。代替的見解は，特定されたキャ

ッシュ・フローに対する権利が譲渡されたとき，

譲渡人は従来認識されていた資産の認識を中止

し，留保されているあるいは譲渡取引で取得さ

れた権利と義務のすべてを認識するとしている。

TOPICS

■申し込み方法

東京会ホームページからお申し込み下さい。

http://tokyo.jicpa.or.jp

ハガキまたはFAXでお申し込みの方は，住

所・氏名・電話番号・年齢・学校名学年または職

業を明記の上，日本公認会計士協会東京後進育成

部宛にお送り下さい。

〒102-0074 東京都千代田区九段南４-４-９

ニッキン第２ビル７階

日本公認会計士協会東京会 後進育成部

TEL 03(3515)1186

FAX 03(3515)1193

日本公認会計士協会東京会では，来る９月26日

(土)，『公認会計士を志す人達への特別講演会』

を開催します。

■日時 ９月26日(土) 13：30～16：30

■場所 東京証券会館８階ホール」

東京都中央区日本橋茅場町１-５-８

TEL：03-3667-9210

■講師 公認会計士・監査審査会常勤委員

脇田良一先生

■演題 『公認会計士の担う使命』

■会費 無料

『公認会計士を志す人達への特別講演会』開催のお知らせ
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当該アプローチでは，先物契約，オプション等

による金融資産への関与は認識され，そして公

正価値で譲渡日に測定されるとしている。

既述のとおり，公開草案では認識の中止を判

断する上の会計単位は，金融資産全体か，また

は当該資産の具体的に特定されたキャッシュ・

フローあるいは比例キャッシュ・フローとして

いるが（公開草案para.BC72），代替的見解は，

このように会計単位を設けて，認識の中止を行

っていくことに概念的根拠がないとしている

（公開草案para.AV10）。上述のように代替的

見解は，認識の中止のアプローチは譲渡資産に

関する権利と義務を含めた譲渡の一部として取

得した権利，引受けた債務に焦点をあてるべき

としている（公開草案para.AV11）。この考

え方によれば，公開草案が認識の中止の対象と

はしていない金融資産の比例キャッシュ・フロ

ーとはならない識別可能キャッシュ・フローも

対象となるとしている（公開草案 para.

AV12）。

さらに，代替的見解は，公開草案において継

続的関与がある場合に資産の認識の中止を認め

ないと，企業のリスクまたはエクスポージャー

を忠実に示すことができないとしている。すな

わち，不確実性とリスクを取り扱う方法はすべ

ての権利と義務を認識することであるとし，金

融資産の譲渡人が留保するリスクを認識し，適

切な金額で測定するべきであるとしている（公

開草案para.AV13）。

したがって，代替的見解は金融資産の譲渡に

おいて公開草案よりも広い範囲で金融資産の認

識の中止を認めるとともに，譲渡人の留保する

権利，義務関係を新たな資産，負債としていく

もので，米国基準や日本基準でとられてきた財

務構成要素アプローチに近いアプローチと考え

られる。

お わ り に

以上述べてきたとおり，公開草案のアプロー

チは，金融資産の認識の中止となる対象を金融

資産全体か，または当該資産の具体的に特定さ

れたキャッシュ・フローあるいは比例キャッシ

ュ・フローに絞込み，そして継続的関与，譲受

人における資産の譲渡についての能力の評価を

通じて，ほぼ譲受人の資産となっていないかぎ

り資産の認識の中止を認めないという厳格なア

プローチをとっている。これは，冒頭に述べた

ストラクチャリングによる財務報告の透明性へ

の不信感を払拭する必要があるからである。こ

のアプローチでは認識の中止の対象が絞り込ま

れることから複雑性が削減されるとともに，金

融資産の認識が中止できるケースが減少するこ

とが予想される。

IASBは，６月にカナダ，日本及び英国でラ

ウンドテーブルを開催し，関係者へのヒアリン

グを実施している。金融資産の認識の中止の会

計処理の論点は，流動化，証券化に関係し経済

的な影響を大きいことから，会計面ではなく，

経済的側面，法律的側面からの見解も重要であ

ると考えられる。なお，コメント期限は７月31

日とされている。
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