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IFRS実務トピックニューズレター ～銀行業～ 
予想信用損失の会計処理： 

IFRSとU.S. GAAPの両基準に基づき財務報告を行うグローバルな 
銀行が直面する課題 

 

 

 

 

 

 

IFRSとU.S. GAAPの両基準で財務報告を行わなければならないグ
ローバルな銀行は、予想信用損失について2つの会計基準を適用す
るという課題に直面している。IFRSの予想信用損失フレームワーク
は、2014年7月に国際会計基準審議会（IASB）が発行したIFRS第9
号に含まれており、U.S. GAAPのフレームワークは、財務会計基準
審議会（FASB）が2016年6月に発行したAccounting Standards 
Update（ASU）2016-13金融商品―信用損失（Topic 326）に含ま
れている。 

本ニューズレターでは、IFRSとU.S. GAAPの両基準に基づき報告
する銀行がこの課題に取り組む際の考慮すべき事項について説明
する。 

予想信用損失会計の2つのフレームワーク 

新しい信用損失フレームワークは、現在IFRSとU.S. GAAPで適用される「発生」
損失フレームワークとは対照的に、ともに「予想損失」を求めるものであり、「将
来予測」を反映させる点において、概念的に類似している。しかしながら、会計
処理及びガバナンスの問題点を解決する際に、IFRSとU.S. GAAPの両基準に基
づき報告する銀行が注意深く考慮する必要のある重要な差異がある（そのうち
のいくつかはKPMG Insight Vol.20／2016年9月号で取り上げられている）。 

いずれの会計基準でも発生損失から予想損失へ信用損失算定の枠組みは変更が
予定されている。

すでにIFRS第9号の
要 求 事 項 を 満 た す
信 用 損 失 モ デ ル や
関 連 す る ガ バ ナ ン
ス を 構 築 し た グ
ロ ー バ ル な 銀 行 に
とって、最も重要な
課 題 は ど の 程 度 そ
れらのモデルやガバ
ナンスをU.S.GAAP
の 信 用 損 失 の 要 求
事 項 を 満 た す た め
に 活 用 で き る か で
ある。 

– Reza van Roosmalen 
KPMG Accounting 
Advisory Services in the 
US 

– Brandon Isaacs 
KPMG Accounting 
Advisory Services in the 
US 

https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2016/09/usgaap-cecl-afs-20160915.html
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さらに、IFRSとU.S. GAAPの両基準に基づき報告する銀行は2つの異なる適用日に適応
しなければならない。IFRS第9号の予想信用損失フレームワークは、2018年1月1日以降
に開始する会計期間から適用される。SECに登録している公開企業は、ASU2016-13

（CECL）の予想信用損失フレームワークを2020年1月1日から適用する。CECLは1年前の
早期適用が認められている。 

IFRSとU.S. GAAPの両基準に基づき報告する銀行が、両基準の要求事項を満たすため
に同じ適用のためのインフラ（すなわち同一の損失モデルフレームワーク、適用プロセ
ス及びコントロール等）を使用することは可能かもしれないが、それぞれの要求事項を
確実に満たすためには、すでに計画または構築した適用フレームワークの改善が必要
となる。 

課題―集中化vs分散化 

U.S. GAAPに基づき報告するグローバルな銀行は、両基準の信用損失フレームワー
クの準拠のために、完全に集中化した適用アプローチが最適な対応策を提供すると考
える可能性がある。この方法の下では、IFRS第9号のためにすでに構築されている信
用損失モデルやガバナンスをCECLのために活用し、1つの集中化されたワークスト
リームにより、2つのフレームワークの適用が可能になるであろう。対照的に、分散
化アプローチの下では、銀行の報告体制内の2つ以上の異なる企業における別個の
ワークストリームによりそれぞれの適用が行われる。分散化アプローチではまた、
IFRS第9号とCECLのそれぞれに対して独立した対応が行われるであろう。 

適用の取組みを集中化するか否かという問題は、IFRSで報告する海外子会社を有す
るU.S. GAAPで報告する親会社であるグローバルな銀行、及びU.S. GAAPで報告す
る米国子会社を有するIFRSで報告する親会社であるグローバルな銀行の両者に関係
がある。どちらのグループもIFRS第9号の適用に関する取組みはかなり進んでおり、
その多くはIFRS第9号の適用日である2018年1月からCECLの適用まで丸2年を予定し
ている。 

一見したところでは、2つのフレームワークを適用するための集中化対応策は、最も
効率的なアプローチであると考えられる。多くの銀行にとって、2つの基準を適用す
るには財務諸表及び信用リスク管理の準備や承認に多大な労力を費やすであろうが、
集中化アプローチは、最終的にはそれらの労力を最小限にすると考えらえる。新会計
基準の要求事項を満たすためには会計システム及びプロセスの多くの側面の整備が
必要となることが多いため、IFRS第9号及びCECLの適用開始及び準拠性の維持には
時間がかかり、コストが増加し、複雑となる可能性が高い。これらの理由から、多く
の金融機関は、2つの予想信用損失フレームワークの適用を1つの共通かつ集中化し
たワークストリームで行うことで、2つの減損フレームワークの要求事項を満たすこ
とを望むかもしれない。 

しかし、集中化した「オールインワン」の対応策で手っ取り早く実行することが賢明
なのか、または長い目で見ると裏目に出ることはないのか、完全に集中化した対応策
は2つの会計基準の要求事項の差異に効率的に対処しうるだろうか、という点を検討
する必要がある。 

集中化―異なる会計上の要求事項及び他のリスクへの対処 

完全に集中化したアプローチにとって、重要な考慮すべき事項の1つは、2つのフレー
ムワークのすべての関連する差異を確実に検討して、測定及び開示の差異を継続的に
反映するプロセスを構築することである。すでにIFRS第9号の要求事項を満たす信用損
失モデル及び関連するガバナンスを構築した銀行にとって、最重要課題はどの程度こ
れらのモデル及びガバナンスをCECLの要求事項を満たすために活用できるかである。 
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問題点の1つは、IFRS第9号の減損フレームワークは概してCECLよりも規範的であるこ
とである。例えば、IFRS第9号は複数の確率加重経済シナリオの考慮と割引計算を要求
するが、CECLではこれらは強制されない。結果として、CECLの要求事項を満たすため
に、IFRS第9号目的で構築された信用損失モデルを活用することは、CECL適用におけ
る潜在的な選択肢を減らし、不必要な複雑性をもたらす可能性がある。 

会計上の要求事項のその他の差異はより複雑かもしれない。例えば、CECLは単一の測
定目的―すなわち全期間の予想信用損失―を適用する一方で、IFRSのフレームワーク
は12ヶ月または全期間の予想信用損失という2つの測定目的を有する。IFRS第9号が要
求する複数の経済シナリオ及び割引計算を考慮したとしても、グローバルな銀行が、
CECLの下ですべての貸出金に対する損失の予想を構築するために、IFRS第9号の全期
間の予想信用損失の手法を活用することは可能だろうか。もし類似の信用リスク特性
を有する貸出金がIFRS第9号の信用損失モデル内で十分に合算されていない場合はど
うなるのか？類似のリスク特性が存在する場合、CECLでは常に合算して集合的に評価
することが要求されるが、IFRS第9号では要求されない。 

銀行はまた、未実行のローン・コミットメントの予想信用損失の見積もりにおける差異
に対応する必要がある。IFRS第9号は、典型的なクレジットカードのような短期間で取
消可能な特定の貸出コミットメントについては、契約上のエクスポージャー期間より
も長い期間に対し予想信用損失を測定するように特別の要求事項を設けている。対照
的に、CECLの下では、発行体が無条件で取消可能な場合、企業は未実行コミットメン
トに対し信用損失を見積もる必要はない。IFRS第9号の下での実務上の課題のいくつか
は、未実行部分のエクスポージャーにさらされる期間を見積もることに関するもので
ある。CECLの下での実務上の課題としては、実行部分のエクスポージャーにさらされ
る期間の見積もりが含まれる。これには、顧客からの返済額を、既実行部分と特定時点
で未実行であるものの将来実行部分との間にどのように按分するかの方法が含まれる。 

会計処理及び報告に関する要求事項にはその他の多くの差異があり、それらの重要性
は銀行グループにおけるビジネスのタイプ及び個々の企業が有する金融商品に依存す
る可能性がある。IFRS第9号の開示の要求事項はCECLとは異なる。さらに、大部分の
金融機関にとってCECLを適用するまで2年以上あり、追加的なSECの開示ガイダンス
が発行される可能性もある。このため金融機関のデータのニーズ及びすでにIFRS第9号
のために構築済みのものを活用する程度は変わるかもしれない。 

銀行はまた集中化して構築した信用損失モデルが、異なる個々の国に特有の資産分類
について、IFRS第9号及びCECL両方への、準拠性及び報告に関する要求事項へ十分に
対応していないというリスクを考慮する必要がある。IFRS第9号のために集中化して構
築された信用損失モデルは、米国特有の経済状況及び信用損失の発生態様に敏感に反
応するであろうか？集中化モデルのために決定された仮定及びモデルに対するアプ
ローチにおける粒度は、米国とは潜在的に異なる資産分類と異なる重要性のレベルに
おけるIFRS第9号の適用において適切であるか？ 

分散化におけるリスク 

実際は、分散化の対応策を実施するよりも、統一したワークストリームを通じ、IFRS

第9号のために構築したモデルを活用してCECLのために集中化した対応策を構築する
方が実際にはよりコストがかかり非効率であると懸念する銀行もあるかもしれない。
しかし分散化は本当に最適なアプローチだろうか？ 

分散化の対応策において、適用への取組みはそれぞれの異なるワークストリームによ
り行われ、IFRS第9号のためにすでに構築されているモデル及びガバナンスを活用せず
にU.S. GAAPのための独立したCECLへの対応策の構築が必要となる可能性がある。し
かし、この方法もまたリスクがある。 
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主なリスクは純粋に負担が重いということである。分散化アプローチはプロジェクト
を複雑にしすぎ、重複作業を引き起こし、大幅にコストを上昇させる可能性がある。
IFRSとU.S. GAAPの両基準に基づき報告する銀行の一部は、信用損失モデルにおいて、
地方、地域または国の変数に基づく組み合わせや調整により、銀行グループ全体では約
2,000の異なるマクロ経済変数を考慮している。それにより会計、財務、リスク部門に
おける膨大な業務は、多額の費用を要するシステム及びデータプロセスの整備を要求
するだろう。 

集中化は、またリソースの問題ももたらす。しかし、グローバルな銀行の米国子会社は、
本社から独立して米国において準拠すべきCECLへの準拠プロセスを管理するための
専門知識、リソース、財務能力を有しているかが問題となる。 

どちらが正しいアプローチなのか？ 

ハイブリッド・アプローチについて多くの議論がなされているかもしれない。IFRS第9

号とCECL対応策に多くのシナジー及び共通要素があるため、適用業務の多くの部分に
対して集中化アプローチは非常に効率的である可能性がある。ただし同時に、適用の取
組みを集中化することが適切ではないもの（例えば、未実行コミットメントに対する信
用損失の会計上の取扱いにおける差異）もある。このため、ハイブリッド・アプローチ
の方が選好されると考えられる。要求事項が一致する分野において信用損失フレーム
ワーク間のシナジーが得られ、会計上の要求事項の重要な差異から生じる潜在的な誤
謬リスクは、特定の事項について分散化ワークストリームを採用することによって軽
減されうる。 

リソース及び専門知識の配置状況に応じて、グローバルな銀行はCECL及びIFRS第9号
適用の特定の取組みを集中化し、一方で会計処理モデルの要求事項及び開示義務の重
要な差異に対処するためのその他の取組みを分散化するという選択をする可能性があ
る。これらの銀行はまた、会計、モデルの要求事項及び開示義務における差異に関する
プロセス及びコントロールも集中化すべきでないと考える可能性がある。 

適用後のガバナンス 

銀行は、ハイブリッド・アプローチはまた基準適用後の継続的ガバナンスにおいてより
適切なアプローチであると考える可能性がある。集中化モデルで用いられるシステム
に関連するITコントロールのような、特定の継続的な取組みは、適切に集中化される可
能性がある。ただし、適用後の継続的な報告努力を満たすための財務報告プロセス及び
コントロールのデザインのような、その他の取組は、集中化した適用の取組みとは別個
のワークストリームとして考え、U.S. GAAPの報告子会社または親会社に一任するこ
とが引き続き最良である可能性がある。KPMGは、集中化のための継続的なプロセスに
関する意思決定は、グループの会計基準適用のための取組みの集中化と分散化の状況
に大きく左右されると考える。明らかに適用後のガバナンス・フレームワークの集中化
の程度は、状況に応じて常に変更される可能性がある。 

まとめ 

ハイブリッド・アプローチにより、グローバルな銀行が、集中化適用アプローチにより
効率性を実現すると同時に、2つの信用損失フレームワークの重要な差異に対処するこ
とも可能にする。慎重に適用されれば、各現地チームの特定の財務報告義務に基づくコ
ントロール・フレームワークのデザインに関して、現地チームにある程度の裁量を提供
し、現地の規制当局の懸念事項を解消するより良い機会をもたらす可能性がある。 
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日本の金融機関への影響 

日本基準のみを採用する日本の金融機関についても、海外現地法人または海外支店で
の対応として、IFRS第9号またはCECLに基づく財務報告が求められる。IFRS第9号また
はCECLで求められるような予想損失フレームワークへの対応は現時点では求められ
ていないため、多くの金融機関にとっては、分散化をどのように効率的に行うかが現在
の課題であるかもしれない。しかし、IFRSまたはU.S. GAAPへの対応が必要な金融機
関、またはIFRS適用を検討する予定の金融機関においては、日本基準への対応も含め
た独自のハイブリッド・アプローチの検討が有用であろう。 
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