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IFRS実務トピックニューズレター ～銀行業～ 

EU域内の銀行におけるIFRS第9号の影響分析、
及びIFRS第9号に関する開示の好事例 

 

 

 

 

 

欧州銀行監督機構（EBA）及び欧州証券市場監督機構（ESMA）
は、IFRS第9号に関する2つの報告書をそれぞれ公表した。EBAの
報告書は、銀行によるIFRS第9号の適用状況について興味深い所
見を提供している。他方でESMAの報告書は、銀行が2016年及び
2017年の財務諸表開示に含めるべき項目について有用な見解を
提供している。 

 

EBAが実施した影響分析の結果によると、銀行はIFRS第9号
の適用を進めているが、データ、モデル化及びリソースの
課題は依然として残されている 

2016年11月10日にEBAの最初のIFRS第9号の影響分析の結果に関する報告書が
公表された。EBAは、銀行における規制上の資本に対するIFRS第9号の見積影響
額について理解すること、及びIFRS第9号と他の健全性規制との相互関係の評価
に資することを目的として、EU域内の銀行58行に対する調査を行った。2016年
4月の調査時には、銀行はIFRS第9号の適用準備の初期段階にあり、提供された
情報には、そのことが反映されている。発見事項の概略は以下のとおりである。 

– 75％の銀行は、IFRS第9号の適用により、純損益のボラティリティが高ま
ると予想した。60％の銀行は、IFRS第9号が銀行の貸出業務（価格設定、満
期設定及び引受の業務等）に影響を及ぼすと予想した。

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1360107/EBA+Report+on+impact+assessment+of+IFRS9
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– 多くの銀行は、分類及び測定、並びに減損に関して設計段階（design phase）にあ
り、少数の銀行のみがIFRS第9号の適用の構築段階（building phase）にあった。プ
ログラムや適用計画は引き続き進めているものの、一部の銀行はこれらの計画の再
調整及び計画内のより重要な事項の優先順位の再決定を行っている。 

– 主要な利害関係者（取締役会及び監査委員会等）のIFRS第9号の適用への関与は限
定的であると考えられる。ガバナンスに関する課題とともに、銀行はリソースの問
題（例えば、優れたモデル作成者の不足や、IT及び人的資源の不足）にも直面して
いることが明らかである。その結果、サービス提供の市場価格は上昇している。 

– データの質及び入手可能性は、モデルの検証及び信用リスク管理と財務報告データの
調整とともに、IFRS第9号の適用における最も重要な課題として認識されている。ま
た銀行は、将来に関する情報を予想信用損失の計算に、どのように組み込むかとい
う課題も抱えている。 

– KPMGの見解では、IFRS第9号の適用が内部モデル（信用リスク、市場リスク及び
カウンターパーティー・リスク）に与える影響は、資本計画プロセスの目的上、適
切に統合される必要があり、これらのモデルの質は規制当局の関心の的でもある。
KPMGは、銀行がモデルの検証に関する基準を策定し始め、独立したモデルの検証を
開始しようとしていることを、実務を通じて確認している。 

– IFRS第9号の見積影響額の合計は、主に減損の規定（特にステージ2のエクスポー
ジャーに関する全期間の予想信用損失（ECL）の計上）から生じる。IAS第39号と比
較して、引当金は平均18％の増加（回答者の86％によると30％までの増加）が見込
まれている。現在の市況及びIFRS第9号の適用による引当金の増加により、銀行は、
利益目標を達成するという課題に挑み続けることになり、目標値の達成に、さらに
圧力がかかることになる。ただし、銀行はIFRS第9号の影響について明確な見通し
を立てていないため、より広範囲な事業への影響を評価することは困難である。 

– 普通株式等Tier1（CET1）及び合計資本比率は平均で、それぞれ59ベーシス・ポイ
ント及び45ベーシス・ポイントの低下（回答者の79％によると最大75ベーシス・ポ
イントの低下）が予想されている。KPMGの見解では、銀行は、信用リスク、市場
リスク及びオペレーショナル・リスクに係るリスク加重エクスポージャー、並びに
ソブリン・リスク・エクスポージャー（RWAインフレーション）及び追加的損失吸
収能力（MREL）の算定に関する、より厳格な体制を通じて、自己資本比率を高め
るという圧力を受けている。 

 

銀行がIFRS第9号の適用に向けて継続して作業を進める中での
ESMAの開示に関する期待 

EBAが報告書を公表した日と同じ日に、ESMAは、「IFRS第9号『金融商品』の適用に
おける懸案事項」という公式文書を公表した。この文書では、ESMAは、IFRS第9号
の首尾一貫した高品質の適用の必要性及びIFRS第9号の適用が財務諸表利用者に及ぼ
す影響について透明性を持たせる必要性を強調している。 

ESMAは、新たなIFRSの適用により起こり得る影響として、IFRSは確定している情報、
または合理的に見積可能な（定性的及び定量的）情報の開示を要求していることを指摘
している。IFRS第9号の適用を開始した期間における大部分の発行者の影響は、2017年
度の期中財務諸表の作成時点において確定するか、または合理的に見積可能になるで
あろうとESMAは見込んでいる。ESMAはまた、2018年より前の報告日時点において利
用可能なすべての情報に基づいたIFRS第9号の適用の影響に関する定量的情報が存在
する場合には、2018年度の財務諸表における実績値がポートフォリオの構成または

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1563_public_statement-issues_on_implementation_of_ifrs_9.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1563_public_statement-issues_on_implementation_of_ifrs_9.pdf
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種々の経済状況の変化によって相違する可能性があっても、その情報を開示すべきで
あると指摘している。 

IFRS第9号の影響が重大であると見込まれている場合には、ESMAは発行者が以下を行
うと期待している。 

– 予定される会計方針の選択についての情報の提供 

– 予想される影響の細分化 

– 財務諸表利用者のIFRS第9号の適用における影響の理解のために、IAS第39号と比
較した場合の変更点及びその主要因の内容の説明 

ESMAはまた、発行者が以下を開示することを推奨している。 

– 健全性に関する指標及び資本計画に関する信頼性のある情報 

– リスク管理及びその他の業績指標に対する影響 

この文書に、ESMAは、金融機関に特有の検討事項とともに、スケジュールの例及び開
示の好事例を含めている。 

 

次のステップ 

EBAは、引き続きIFRS第9号の影響をモニタリングし、IFRS第9号の適用の、さらなる
評価のための影響分析の第2弾を実施する予定である。この影響分析は、（2016年度第3

四半期の数値に基づき）2016年11月から開始し、2017年2月に完了する見込みである。
この影響分析での発見事項によっては、EBAは、銀行が考慮しなければならない追加の
規制ガイダンスを公表する可能性もある。 

IFRS第9号の適用は、欧州の監督当局にとっての優先事項である。欧州中央銀行（ECB）
は、IFRS第9号の適用を2017年度上半期における最優先事項とし、EBA及びESMAの公式
文書に対して銀行が、どのように対応するかをモニタリングする予定である。バーゼル
銀行監督委員会諸規則（BCBS 239）のような種々の規定の遵守とともに行うデータ管理
及び、複数の地域に及ぶ規制当局の期待への対処のために、銀行はデータの質に対する
追加の投資を行わなければならない可能性がある。 

銀行は、規制当局からの多数の要求及び厳しい競争環境に対応する場合においても、
IFRS第9号の高品質の適用の達成に重点を置き続けなければならない。 

 

 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-prepares-new-international-financial-reporting-standard-9
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