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会計トピック③

米国のヘッジ会計改訂の	
公開草案の概要
　　　　 　

有限責任 あずさ監査法人

金融事業部
パートナー 大川　圭美
シニアマネジャー 江﨑　千香

米国の財務会計基準審議会（FASB）は、2016年9月、ヘッジ会計の改訂に関する公開
草案を公表しました。コメント期限は2016年11月22日です。米国のヘッジ会計の改
訂案は、リスク管理活動と財務報告の整合性を高めることを目的とし、かつ、その複
雑性及び煩雑性を減らすことにより、現行の基準の問題点に対処することを意図し
たもので、その改訂は限定的なものであるとされています。しかし、キャッシュ・フ
ロー・ヘッジや純投資ヘッジにおいては、有効部分のみならず、現在純損益に認識し
ているヘッジの非有効部分も含めてその他の包括利益に計上し、ヘッジ対象の損益
認識時にその他の包括利益から純損益にリサイクルするという、ヘッジの非有効部
分の会計処理に関する改訂を提案しており、これはIFRSのヘッジ会計の処理とも大
きく異なるものです。
本稿では、米国のヘッジ会計の改訂案について、その概略を説明するとともに、IFRS
のヘッジ会計との主な相違点についても解説します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者らの私見であることをあらかじ
めお断りいたします。

 

【ポイント】

−	 	ヘッジ会計とリスク管理活動をより整合させ、かつ、複雑性の軽減を目
指す、限定的な改訂案であり、作成者のコストや労力の削減に繋がるこ
とが期待される。

−	 	キャッシュ・フロー・ヘッジや純投資ヘッジでは、ヘッジの有効部分と非
有効部分の両方をその他の包括利益に計上し、ヘッジ対象の損益認識時
点で、同じ損益科目を使って純損益にリサイクルするという提案をして
いる。これは現在の非有効部分の会計処理を大きく変えるものである。

−	 	IFRSのヘッジ会計とは異なるものとなる。

大川　圭美
おおかわ　たまみ

江﨑　千香
えざき　ちか
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1	 	実務上はヘッジ対象の公正価値またはキャッシュ・フローの変動の絶対値とヘッジ手段の公正価値変動の絶対値の割合が80％から125％の幅にあることという閾
値が適用される

Ⅰ.	ヘッジ会計改訂案公表の背景

米国基準とIFRSはともに、財務情報からヘッジ会計の効果を
把握することは難しく、かつヘッジ会計はリスク管理の実態を
表わしていないなどの批判を受けていました。複雑性の低減と
リスク管理活動をより財務諸表に表すようにすることを目指し
て、FASBや国際会計基準審議会（IASB）はそれぞれがヘッジ
会計の見直しを行ってきました。
FASBは、2016年9月8日、現行のヘッジ会計の限定的な改訂
案である、会計基準更新書案（以下「ED」という）を公表しまし
た。コメント受付期間は2016年11月22日までです。その詳細は
次節以降で説明します。
一方、IASBは、2014年に最終基準化したIFRS第9号「金融商
品」に、改訂ヘッジ会計を含めています。IFRSのヘッジ会計の
改訂はリスク管理との整合性を改善させることを目的としてお
り、IFRS第9号は2018年1月1日以降開始する事業年度より適用
されます。なお、ダイナミックなリスク管理のもとで行われる
ヘッジ取引についての会計処理は未だIASBでの審議が継続し
ています。そのため、IFRS第9号のヘッジ会計はIAS第39号の
ポートフォリオヘッジの一部の規定を引き継いでいます。しか
し、ダイナミックなリスク管理のもとで行われるヘッジ取引の会
計処理の改訂が審議中であるため、実務対応上の混乱を避ける
ために、IFRS第9号の強制適用後も、IFRS適用企業にはIAS第
39号のヘッジ会計の継続適用が認められています。
ＥＤもリスク管理とヘッジ会計の整合性を高めることを目的
の一つとしており、ＥＤのヘッジ会計適用の結果がIFRSのヘッ
ジ会計の結果と似たものになることが期待される項目がありま
す。しかしＥＤでは、キャッシュ・フロー・ヘッジ及び純投資ヘッ
ジに関して、非有効部分をその発生時には純損益に認識しない
という非有効部分の会計処理の変更を提言しているため、この
内容で確定した場合、IFRSのヘッジ会計とは異なるものになる
と考えられます。

Ⅱ.		ヘッジ会計改訂案の概要 
～  現行のヘッジ会計とは 

どのように異なるのか～

EDでは、ヘッジ会計をよりリスク管理活動と整合させ、かつ、
複雑性を削減させることで、ヘッジ活動に関する財務諸表利用
者の理解を深めるとともに、作成者のコストと労力を削減する

ことを目指しています。FASBはこれらの改訂により図表1の便
益が達成されると考えています。

以下では、認識及び表示に関する変更、ヘッジ対象のリスク
構成要素に関する変更、有効性評価の見直し、開示規定、移行
規定について、その概要を現行のヘッジ会計規定からの変更点
と共に説明します。

1.	認識及び表示に関する変更

（ 1 ）  キャッシュ・フロー・ヘッジ及び純投資ヘッジでの 
ヘッジ非有効部分の純損益処理の廃止

FASBはヘッジ関係に高い有効性があること1を引き続きヘッ
ジ会計の要件としています。現行のヘッジ会計においては、高
い有効性がある場合でも、ヘッジ手段の評価差額をヘッジの有
効部分と非有効部分とに区分することが必要です。有効部分は
その他の包括利益に計上し、ヘッジ対象の損益認識時に（例え
ば、金利リスクのヘッジの場合にはヘッジ期間にわたって金利
が損益認識されるのに合わせて、またはコモディティ販売予定
取引のヘッジの場合は当該予定販売取引の発生時に）、純損益
にリサイクルされます。これに対してヘッジの非有効部分は発
生時に純損益に計上されます。このような扱いは、複雑であり、
ヘッジの効果を理解し難くしている要因であるとして、FASB
は非有効部分の認識の変更を提案しています。EDでは、キャッ
シュ・フロー・ヘッジにおいて、高い有効性が達成される場合に
は、非有効部分を含むすべての評価差額をその他の包括利益に
計上し（815-30-35-3）、ヘッジ対象の損益計上時に、純損益にリサ
イクルすることを提案しています（815-30-35-3（b））。この結果、基

【図表1　EDにより達成される便益（ED.BC8）】

主な変更点 達成される便益

非金融リスク要素のヘッジ	
指定が可能に

作成者にとってはリスク・エクス
ポージャーとリスク管理活動に
関するより正確な情報の提供、
利用者にとってはリスク・エクス
ポージャー及びリスク管理活動
に関するより良い理解

ヘッジの非有効部分を純損益で
認識する会計処理の廃止

複雑性の低減とより有用な情報
提供

金利リスクのヘッジに関する	
改訂

リスク管理活動の経済的結果と
財務報告の整合性

有効性評価手続きの弾力化及び
現行の実務適用上の問題点に対
処する限定的改訂

作成者のコストと労力の削減
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礎数値の相違などから生じる非有効部分は、ヘッジ対象の損益
認識時に純損益に認識されることになります。この提案された
会計処理は、ヘッジ手段の公正価値変動の全額を、ヘッジのコ
スト（または便益）とみなす考えに基づいており、ヘッジ手段の
公正価値変動は、ヘッジ対象が損益に影響を及ぼすのと同じタ
イミングで純損益に認識します。キャッシュ・フロー・ヘッジに
おいて、デリバティブ締結後しばらくしてヘッジ指定をするよ
うな場合（オフ・マーケットのデリバティブをヘッジ手段として
指定する場合）は、デリバティブのヘッジ指定時の公正価値は、
ヘッジ対象の予定取引が損益に影響を及ぼす期間にわたって、
規則的かつ合理的な方法で純損益にリサイクルすることが提案

されています（815-30-35-41A）。
なお、デリバティブの一部を有効性の評価から除外した場
合は、現行のヘッジ会計と同じく、直ちに純損益に認識します	
（815-30-35-3（a））。例えばオプションを用いたヘッジにおいて有効
性の評価を本源的価値に基づいて行う場合には、控除された
「時間的価値」部分の変動を純損益に直ちに認識します。
以上の規定はキャッシュ・フロー・ヘッジのみならず、純投資
ヘッジにも同じく適用することが提案されています（815-35-35）。
以上の提案の概略については図表2をご参照ください。

【図表2　非有効部分の認識の変更】

まとめてその他の
包括利益に計上

純損益へ振り替え
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（ただし、オーバー・ヘッジの場合のみ）

ヘッジ関係に高い有効性がある場合、
非有効部分を含めてその他の包括利益
に計上、ヘッジ対象の損益発生時に純
損益にリサイクル

純損益を通じてヘッジ対象・ヘッジ手
段が再測定されることにより、差分（ヘ
ッジの非有効部分）は自動的に純損益
で認識される
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（ 2 ） 損益計算書上の表示区分に関する規定
EDでは、ヘッジの効果を表すために、ヘッジ対象から損益が
発生するタイミングでのその他の包括利益累計額から純損益
へのリサイクル（ヘッジの非有効部分も含む）や、ヘッジの有効
性評価から控除されたために直ちに純損益で認識する項目を、
ヘッジ対象の損益科目と同じ勘定科目で表示することを提案し
ています（815-30-35-3（a））。

2.	ヘッジ対象のリスク構成要素に関する変更

（ 1 ） 非金融ヘッジ対象のリスク構成要素
現行のヘッジ会計では、非金融項目の購入または販売に関連
してキャッシュ・フロー・ヘッジ会計を適用する場合、ヘッジ対
象リスクは、購入または販売のキャッシュ・フロー全体の変動
性か為替リスクによる変動のみに限定されています。一方実際
のリスク管理では、キャッシュ・フロー全体の変動性ではなく、
その価格構成要素（例えばジェット燃料のうち原油の構成要素
部分）の変動性を管理することが一般的です。このため、EDで
は非金融項目の構成要素をヘッジ対象リスクとして指定できる

ようにすることを提案しています。しかし、構成要素は契約上
明示された要素である（815-20-25-3（d）（1）（vii））など、以下の要件を
満たす必要があります（815-20-25-22A）。

◦	 	非金融資産の購入または販売契約は、ヘッジ期間にわたって、
契約上明示された構成要素の変化により、そのキャッシュ・フ
ローに変動性が生み出されるものでなければならない。

◦	 	価格の明示された構成要素はすべて、特定の市場での通常の
営業活動において非金融資産を購入または売却する際のコス
ト（例えば、輸送費、人件費、質やグレードの違いに対する調整
費、及び需給による調整費など）に関連するものでなければな
らない。

◦	 	明示された構成要素はすべて、契約締結時の市況を反映しなけ
ればならない。

（ 2 ） 金利リスク
現行のヘッジ会計では、金利リスクとしてヘッジ指定可能な
ものは、ベンチマーク金利に限られ、米国におけるベンチマーク
金利は米国債金利とLIBORスワップレート、翌日物金利スワッ
プレート（OIS）のみが認められています。EDでは、ベンチマー

【図表3　提案されている有効性評価方法（815-20-25-79）の概要】

定量評価
（定性評価の対象ではない

ヘッジ取引）

定量評価 定性評価

公正価値ヘッジ

ショートカット法* ショートカット法*
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を満たすターミナル・

バリュー法
特定の要件を満たす
スポットレート法

特定の要件を満たす
フォワードレート法

特定の要件を満たす
変動キャッシュフロー法

特定の要件を満たす
仮想デリバティブ法

クリティカル・ターム・
マッチ法*

クリティカル・ターム・
マッチ法*

純投資ヘッジ

1． いずれも方法も当初ヘッジ文
書に記載することが必要

2． 当初有効性評価の定性評価方
法はいずれもそのヘッジモデ
ルではパーフェクトヘッジとみ
なされる

3． ショートカット法*とクリティカ
ル・ターム・マッチ法*では簡便
化が図られている（詳細は本文
参照）

キャッシュフローヘッジ

定量評価 定量評価

定性評価

変化あり 変化あり

定性評価（以下の方法では完全なヘッジになっていると想定可能）当
初
有
効
性
評
価

そ
の
後
の
有
効
性
評
価
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ク金利として一部のインデックスが追加されるとともに、変動
利付商品の契約上明示された金利（例えばプライムレート）を
キャッシュ・フロー・ヘッジにおけるヘッジ対象リスクとして指
定することが可能になっています（815-20-25-15（j））。
さらに、固定利付商品の公正価値ヘッジで、ヘッジ対象の公
正価値変動を測定する際に、①ベンチマーク金利部分のみの
キャッシュ・フローに起因する公正価値変動を測定すること
（但し、ヘッジ開始時点でヘッジ対象である市場金利部分がベン
チマーク金利よりも小さい場合（いわゆるSub-Libor状態）を除
く）（815-25-35-13）、②満期までの期間の一部に限定してヘッジ対
象に指定する場合に、ヘッジ指定の対象となっている期間をそ
の商品の満期として扱うこと（815-20-25-12（b）（2）（ii）,	815-25-35-13B）、
及び、③ベンチマーク金利の変動以外の理由に起因する期限前
返済オプションの公正変動は考慮しないこと（815-20-25-6B,	815-25-
35-13A）、を容認する提案がなされています。①と②の導入により
算定される公正価値ヘッジ調整額はヘッジ手段の公正価値差
額とほぼ同一になることから、ヘッジ会計による純損益の変動
を現行のヘッジ会計より抑えることが可能になると考えられま
す。

3.	有効性評価に関する見直し

作成のコストと労力を削減しつつも、財務諸表利用者の入手
可能な情報の質を落とさず、かつ、ヘッジ取引の実態をより適
切に財務状況に反映させることを主な目的として、有効性評価
に関する見直しが提案されています。

（ 1 ） 有効性評価の方法
企業はヘッジ開始時（当初有効性評価）と、その後のヘッジ
期間にわたって有効性評価（その後の有効性評価）を行われな
ければなりません。その後の有効性評価では、将来にわたって
の（Prospective）評価と実績（Retrospective）評価の両方が必要
であり、ヘッジ期間にわたる有効性評価は報告期間ごとに（但
し少なくとも3ヵ月ごとに）行わなければならない点は、現行の
ヘッジ会計と同様です。今回提案されている有効性評価方法は
図表3のとおりです。
現行のヘッジ会計では、キャッシュ・フロー・ヘッジ及び純投
資ヘッジにおいてはヘッジの非有効部分を分けて純損益に認
識する必要があるため、ショートカット法2及びクリティカル・
ターム・マッチ法3の要件を満たすため完全に有効であるとみ
なされるヘッジ取引以外は、定量分析が必要です。EDでは、

キャッシュ・フロー・ヘッジ及び純投資ヘッジにおいて、非有効
部分を別途純損益に認識する必要がなくなるため、その後の有
効性評価を定性的に行うことを一定の要件の下で容認すること
が提案されています。
EDでは、企業が、当初有効性評価を定量的に行っており、そ
の結果が高い有効性を示す場合で、かつその後の期間で高い有
効性が期待できることを定性的な基礎により合理的に裏付け
ることができる場合に、その後の有効性評価を定性評価により
行うことができることが提案されています（815-20-35-2A）。この場
合、その後の有効性評価で、定性評価の基礎となる状況に変化
がないこと、取引相手の信用リスクに悪化がないこと等を検討
しなければなりません（815-20-35-2C）。なお、有効性評価を定性評
価にすることを選択していたとしても、状況の変化により定性
的に高い有効性を主張できなくなる場合には、企業は定量評価
を行う必要があります（815-20-35-2D）。定量評価の方法は当初の
ヘッジ文書に記載されていることが必要であり（815-20-35-2D）、当
初有効性評価とその後の有効性評価は原則として同じ方法に
よることになります。ヘッジ開始時のヘッジ文書に記載のない
方法への変更は、ヘッジ指定の取り消しと再指定として扱うこ
とが提案されています（815-20-55-55～56）。

（ 2 ） 当初有効性評価のタイミング
現行のヘッジ会計では、ヘッジ指定と同時に、当初の定量的
な有効性評価を実施しなければ、ヘッジ会計を適用できません。
EDでは、ヘッジ指定の後の一定の期間内に、当初の定量的な有
効性評価を実施することを認めることが提案されています（815-
20-25-3（b）（2）（iv）（02））。その後の有効性評価は、少なくとも四半
期ごとに行うことが必要なため、当初の定量的な有効性の評価
も、遅くとも次の四半期の有効性評価日の前までに実施するこ
とが必要になります。

（ 3 ） ショートカット法
ショートカット法の要件を満たす場合には、ヘッジ関係は完
全に有効であるとみなされます。しかし、ショートカット法をも
はや適用できない状況（例えば、ショートカット法の適用要件の
一部が充足されないことになる場合など）と判断される場合に
は、過去にさかのぼってヘッジ会計を適用しないという修正再
表示が、現行のヘッジ会計では要求されています。EDでは、①
あらかじめヘッジ文書にどのような定量的評価を行うかを明記
しており、かつ、②ショートカット法がもはや適用できない状況
においても、当初のヘッジ文書に記載されている定量評価方法

2	 	一定の要件を満たす場合に、利付資産または負債と金利スワップを使用した金利リスクに関するヘッジ関係において、ヘッジの非有効部分がないと仮定すること
ができるとした規定。

3	 	ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な契約条件が完全に一致する場合に、ヘッジ対象リスクに帰属する公正価値またはキャッシュ・フローの変動が、ヘッジ開始時及び
その後の期間において完全に相殺されることが期待できるとした規定。
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に基づき、将来に向かっての評価と実績評価との双方において
高い有効性が認められる場合には、ヘッジ関係の再指定を要求
せずショートカット法から定量評価方法への有効性評価方法の
変更を容認することを提案しています（815-20-25-117A）。FASBは、
ヘッジの有効性が高い場合、ヘッジ会計を継続して認めること
は、過年度におけるヘッジ会計の適用を否定する修正再表示を
行うよりも有用な財務情報を提供できると考えています。

（ 4 ） クリティカル・ターム・マッチ法
クリティカル・ターム・マッチ法を適用する場合、現行ではす
べての条件（例えば、想定元本、満期までの期間、基礎数値、非
金融項目の場合には場所など）が完全に一致することが必要で
す。EDはヘッジ対象が予定取引である場合に、①デリバティブ
の満期と予定取引の発生期日の差異が31日間以内である場合
には、ヘッジ手段のデリバティブの期日は、ヘッジ対象の予定取
引と同時期であるとみなすことができ（815-20-25-84A）、また、②非
金融項目の契約上明示された構成要素をヘッジ対象リスクとし
て指定する場合には、当該非金融項目に内在するロケーション
特性の相違は無視できる（815-20-25-84（a））ことを提案しています。

4.	開示規定

上述の改訂案を受けて、公正価値ヘッジやキャッシュ・フ
ロー・ヘッジの損益計算書上の影響の表開示が要求される（815-
10-50-4A-c）一方、非有効部分に関する開示規定は削除されるこ
とが提案されています。さらに新たな開示として、①公正価値
ヘッジ調整額に関する開示（815-10-50-4EE）、及び②ヘッジ会計の
目的及び戦略を設定するうえで定量的な目標水準を設けていれ
ばその水準、並びに当該水準を達成できたかどうか（815-10-50-1A-
e）を含むヘッジに関する定性的な開示が提案されています。

5.	適用日と移行規定

（ 1 ） 適用日
EDでは適用日は提示されておらず、EDへのコメントを受け
て、FASBは適用日を決定する予定です。早期適用は、最終基
準公表後の会計年度の期首から認められることが提案されて
います（815-20-65-3（b））。

（ 2 ） 移行規定
適用日時点で存在するヘッジ取引について、比較年度の期首
のその他の包括利益累計額と利益剰余金を修正することが提
案されています（修正遡及アプローチ）（815-20-65-3（c））。適用日後
の最初の会計年度で、企業は、有効性の評価方法に関するヘッ
ジ文書の修正を行うことが可能であり、これはヘッジの中止と

して扱う必要はありません（815-20-65-3（g））。また、キャッシュ・フ
ロー・ヘッジのヘッジ対象リスクを契約上明記された金利また
はリスク構成要素に変更する場合には、適用日の最初の四半
期における有効性評価の前までに、既存のヘッジ関係の中止と
（新たなヘッジ対象リスク構成要素に基づく）新たなヘッジ関係
の再指定を行い、既存のヘッジ関係の中止は修正遡及アプロー
チに基づき会計処理することが提案されています（815-20-65-3（h）
（3））。その場合、再指定されたヘッジ関係における有効性の評
価（たとえば仮想デリバティブ法を用いて有効性評価を行う場
合の仮想デリバティブの構築など）は、再指定日ではなく、ヘッ
ジ取引当初時点の市場データを基に行うことが提案されていま
す（815-20-65-3（h）（2））。

Ⅲ.		ヘッジ会計改訂案とIFRS9号に 
おけるヘッジ会計との主な相違

図表4は今回の改訂案に関連する点を中心としてIFRS第9号
との主な相違項目をまとめたものです。
日本ではIFRSを任意適用する企業が増加しています。IFRS
第9号の強制適用が開始される場合でも、IFRSを既に適用して
いる企業はIAS第39号のヘッジ会計を継続して適用することを
選択することが可能です。このため、日本の財務報告制度の下
では、IFRS第9号のヘッジ会計を任意適用する企業、IAS第39号
のヘッジ会計を継続適用する企業、米国会計基準を採用する企
業、並びに日本基準に基づき財務諸表を作成する企業が混在す
ることになります。ヘッジの効果は詳細な注記情報とともに比
較することが不可欠になると考えられます。IAS第39号のヘッ
ジ会計の継続適用を採用する企業にも、改訂されたIFRS第7号
のヘッジの開示規定は強制適用となるため、IFRS適用企業や
EDの内容で確認した場合に新たな米国基準を適用する企業は、
リスク管理活動との関連や純損益に与える影響等の詳細な開示
が要求されますので、これらの情報も含めてのヘッジの効果の
比較が必要と考えられます。
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【図表4　 米国基準EDとIFRS第9号の主な相違項目】

米国基準ED IFRS第9号

キャッシュ・フロー・ヘッジ
等におけるヘッジの非有効
部分の会計処理

キャッシュ・フロー・ヘッジ及び純投資ヘッジにおいて、
ヘッジ手段の公正価値の変動は、ヘッジの非有効部分	
も含めて全額その他の包括利益に表示し、ヘッジ対象が
損益に影響を及ぼす期間に純損益にリサイクルする。リ
サイクル時にはヘッジ対象の損益科目と同じ科目に表示
する。

IFRS第9号でも引き続き、ヘッジ手段の公正価値の変
動は、ヘッジの有効部分と非有効部分とに分けて測定
し、非有効部分は発生の都度純損益に認識する。有
効部分のリサイクル時の損益科目及び非有効部分の
損益科目については明示的な規定はない。

除外項目の扱い 有効性評価から除外した部分（例：オプションの時間的
価値やフォワード契約の直先差額）に起因する評価差額
は直ちに純損益に認識する。但し、損益科目はヘッジ対
象の損益科目と同じ科目を利用する。

オプションの時間的価値をヘッジ手段に含めない場
合には、ヘッジのコストとしてその評価差額をその他
の包括利益に計上し、ヘッジ対象が取引に関連する
か、または期間に関連するかに応じてそれぞれ異なる
タイミングで純損益にリサイクルする。フォワード契
約の直先差額をヘッジ手段に含めない場合には、直ち
に純損益に認識するか、オプションの時間価値に準じ
てヘッジのコストとして会計処理することを、ヘッジ関
係ごとに選ぶことができる。

非金融項目のリスク構成要
素のヘッジ

契約上明示されている場合に当該構成要素をヘッジ対象
のリスクとして指定することが可能である。

リスク構成要素が識別可能であり、かつその変動が
測定可能な場合、ヘッジ対象リスクとして指定可能で
ある。契約上の明記が無い場合でも市場慣行等に鑑
み識別可能である場合がある。しかし、識別可能性
の判断基準は提供されていない。

ヘッジ対象となりうる変動
金利

契約上明示された変動金利をキャッシュ・フロー・ヘッジ
における金利リスクとして指定することが可能である。

測定可能で識別可能な変動金利は、ヘッジ対象リスク
として指定可能である。

ヘッジ対象の固定金利に	
含まれるベンチマーク金利
要素

固定金利のうち、ベンチマーク金利要素を指定可能。な
お、ヘッジ対象リスクに指定できるベンチマーク金利は
限定列挙されているが、その範囲に新たな金利を追加す
ることが提案されている。

ベンチマーク金利という用語は用いていないものの、
固定金利の中に含まれる市場金利要素としての識別
可能で測定可能な金利部分は、ヘッジ指定可能であ
る。

公正価値ヘッジにおける
ヘッジ対象のポートフォリ
オ指定の要件

ポートフォリオの指定において、含まれる個々の項目の価
格変動とポートフォリオ全体の変動が比例的に変動する
必要がある（現行規定からの変更なし）。

左記の制限はIFRS第9号では撤廃された。

有効性評価 当初有効性評価としてヘッジ期間にわたる評価が要求さ
れ、その後の有効性評価としてヘッジ期間にわたる評価
と実績評価の両方が要求される。定量評価における高い
有効性として実務上の閾値は80%から125%が設定され
ている。
特定の要件を満たし、当初有効性評価時から定性評価
を行うヘッジ取引（図表3参照）は完全に有効であるとみ
なされる。当初有効性の評価を定量的に行う場合でも、
一定の要件を満たせばその後の有効性評価を定性評価
のみによることができる。
但し、有効性評価方法は、将来採用する可能性がある	
方法も含めてヘッジ開始時にヘッジ文書に含める必要が
ある。
なお、クリティカル・ターム・マッチ法については、一部要
件が緩和されている（31日以内の期間の相違や非金融項
目のヘッジ取引でのロケーション特性の相違については
無視することが許容される）。

当初有効性評価もその後の有効性評価もヘッジ期間
にわたる評価のみが必要である。また、IFRS第9号で
は定量的な閾値を要求していない。
IFRS第9号では実績評価は不要であるが、非有効部分
の測定及び純損益での認識はIAS第39号と同様に必
要である。
有効性の評価方法並びに非有効部分の測定方法は
ヘッジ開始時のヘッジ文書に記載が必要である。
状況の変化に合わせて有効性の評価方法を変更する
場合でもヘッジの中止処理の対象にはならない。

ヘッジ会計の任意の中止と
リバランシング

ヘッジ会計は引き続き任意に中止可能である。
リバランシングの規定はない。

IFRS第9号ではヘッジ会計の任意の中止は禁止されて
いる。
ヘッジ関係がヘッジ比率に関するヘッジ有効性の要
件に合致しなくなったものの、リスク管理目的に変更
がない場合は、ヘッジ比率を調整するリバランシング
が要請される。
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