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IFRS実務トピックニューズレター ～銀行業～
IFRS第9号で変わる金融商品の条件変更の会計処理 

 

 

 

 

 

 

金融商品の条件変更に関する会計処理はかねてから議論の対象と
なっている。金融資産の条件変更がその認識の中止と新たな金融資
産の認識という会計処理をもたらすのはどのような場合であるか、
金融資産または金融負債の認識の中止を伴わないような条件変更
の場合条件変更による利得または損失を認識すべきであるかとい
う点が議論されている。 

IFRS第9号の公表によりこれらの論点はさらに注目されている。
IFRS第9号は、金融負債の条件変更がその認識の中止を伴わない場
合、利得または損失を直ちに純損益に認識するという新たなガイダ
ンスを提供している。また、IFRS第9号の新たな減損モデルの下で
は、条件変更により金融資産の認識を中止しその代わりに新たな資
産を認識する場合、減損の判定を行うための当初認識日は条件変更
日にリセットされる。これはつまり、例えば、条件変更以前には全
期間の予想信用損失を測定する資産（ステージ2）であり、かつ新
たな資産が信用毀損していないと判断される場合、新たな資産は
12ヶ月の予想信用損失を測定する資産（ステージ1）に戻ることを
意味する。

金融負債の条件変更－認識を中止する場合 

IAS第39号「金融商品：認識及び測定」及びIFRS第9号は条件変更した金融負
債の認識を中止する場合について同じガイダンスを設けている。 

 

 

金 融 負 債 の 条 件 変
更 が そ の 認 識 の 中
止 を 伴 わ な い 場 合
の 処 理 の 明 確 化 を
求 め る 質 問 が IFRS
解 釈 指 針 委 員 会

（ IFRS-IC）に提出さ
れ、IFRS-IC会議及び
IASBボード会議で
審議された。 
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両基準はともに金融負債の条件変更が「大幅」1な場合に認識の中止を要求し、どのよ
うな場合が「大幅」2であるかのガイダンスを提供している。 

新たな条件の下での金融負債のキャッシュ・フローの現在価値と、条件変更前の残りの
キャッシュ・フローの現在価値（いずれも当初の実効金利で割り引く）が少なくとも
10%異なる場合、条件変更が大幅であることが両基準で明確にされている。KPMGは、
2つの負債のキャッシュ・フローの現在価値の差異が10％未満の場合、借手は条件が大
幅に異なるか否かを判断するために定性的な評価を実施すべきであると考えている。 

 

金融負債の条件変更－利得または損失の認識 
条件変更が認識の中止を伴う場合 

金融負債の条件変更が認識の中止を伴う場合、利得または損失を当初の負債の帳簿価
額と支払われた金額（条件変更後の負債の公正価値を含む）との差額として算定し、認
識する3。設例1参照。 

設例1－金融負債の認識の中止による利得または損失の算定 

製造業のM社はB銀行と借入金について条件変更を行うことで合意した。既存の借
入金の条件と再交渉後の条件は下表のとおりである。既存の借入金の帳簿価額は
100でありその実効金利は5％である。単純化するために、このリストラクチャリ
ングに関する費用または手数料は存在しないと仮定する。また、当初認識時の公正
価値は102と仮定する。 

 既存の条件 条件変更後の条件 
表面金利 5％ 7.5% 
残存期間 1年 5年 
額面金額 100 100 
当初認識時の公正価値  102 
残りのキャッシュ・フローの現
在価値（既存の実効金利である
5%で割り引き） 

100 111 

他の条件は変更されていない。 

条件変更後の借入金のキャッシュ・フローの割引現在価値（111）と既存の借入金
の残りのキャッシュ・フローの割引現在価値（100）との差は10％を超えるので、
M社は既存の借入金の認識を中止し、条件変更後の借入金を公正価値の102で認識
する。 

M社はこの条件変更において、既存の借入金の帳簿価額（100）と条件変更後の借
入金の公正価値（102）の差額である2の損失を認識する。 

 
条件変更が認識の中止を伴わない場合 

では、条件変更が当初の負債の認識の中止を伴わない場合はどうすべきであろうか？
IAS第39号はこの場合におけるガイダンスを提供しておらず、一般的な実務では、利得
または損失を認識せずに、実効金利を調整することで条件変更後の金融負債の残存期
間にわたって利得または損失の償却を行っている。

                                                           

 
1 IAS第39号第40項及びIFRS第9号第3.3.2項 

2 IAS第39号第AG62項及びIFRS第9号第B3.3.6項 

3 IFRS第9号第3.3.3項 
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しかし、IAS第39号第AG8項をIFRS第9号第B5.4.6項に置き換える際、IFRS第9号は文
言を変更しており、そのことは認識の中止を伴わない金融負債の契約条件の変更から
生じる見積キャッシュ・フローの変動は、既存の契約条件における見積りの変更（例：
早期返済の見積もり変更）と同様の方法で会計処理することを示している。すなわち、
この場合には利得または損失の認識が要求される。さらに、IFRS第9号は、認識の中止
を伴わない金融資産の条件変更の会計処理に関し、条件変更による利得または損失の
認識を要求する特別のガイダンスを付け加えている4。 

上述のIFRS第9号の要求事項の明確化を求める質問がIFRS解釈指針委員会（IFRS-IC）
に提出され、IFRS-IC会議 5及びIASBボード会議 6で審議された。両会議は、認識の中止
を伴わない金融負債の条件変更における利得または損失の認識については、IFRS第9号
第B5.4.6項において規定している金融資産と同様の方法（後述）を要求することで合意
した。2017年7月、IASBは、負の補償を伴う期限前償還要素に関するIFRS第9号の改訂
に合わせ、結論の根拠において上記を強調することを決定した7。 

設例 2－認識の中止を伴わない条件変更の場合の利得または損失の算定 

設例 1 を修正し、当初の実効金利である 5％で割り引いた条件変更後の負債の
キャッシュ・フローの現在価値は 106 であり、条件変更は大幅ではないと仮定する。 

― IAS 第 39 号の一般的な実務では、利得または損失を直ちに認識せずに、実効
金利を調整することにより増加したキャッシュ・フローの影響を認識してお
り、満期までの 5 年間にわたり追加的な利息費用を認識する。 

― IFRS 第 9 号の下では、条件変更時に 6 の損失を認識する。その後、M 社は当
初の実効金利である 5％で利息費用を認識する。 

 

企業は変動金利の金融商品の条件変更について、IFRS第9号のガイダンスをどのように
適用するかを検討する必要がある。変動金利の金融商品については、IFRS第9号第
B5.4.5項が適用され、市場金利の変動を反映するキャッシュ・フローの再見積により実
効金利が変更される。 

金融資産の条件変更－認識を中止する場合 

IAS第39号では、条件変更した金融資産の認識の中止を行う場合に関するガイダンスは
ない。他方、IFRS第9号は、金融資産の条件変更が認識の中止を生じさせる場合がある
ことを示している8。IFRS-ICは数年にわたりこの論点を検討した9が、追加的なガイダ
ンスを提供することを棄却した。 

 

 

                                                           

 
4 IFRS第9号第5.4.3項 

5 2016年11月並びに2017年3月及び6月IFRS-IC会議 

6 2017年2月IASBボード会議 

7 IFRS Newsletter: Financial Instruments, July 2017参照 

8 IFRS第9号第B5.5.25項 

9 2012年9月、2015年11月及び2016年5月IFRS-IC会議 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/jp/pdf/jp-ifrs-financial-instruments-newsletter-41.pdf
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IAS第39号の下では、金融資産に大幅な条件変更が行われた場合、その認識が中止され
るというコンセンサスが存在していると考えられる。条件変更が大幅であるか否かを
判断する際、多くの企業は金融負債についての要件を類推適用し、当初の金融資産と条
件変更後の金融資産のキャッシュ・フローが大幅に異なるか否かの定性的及び定量的
評価を実施している10。 

IFRS第9号はこれに関する包括的な分析を提供していないが、以下の記載がある11。 

― 状況によっては、金融資産の契約上のキャッシュ・フローの条件変更が、その認
識の中止を生じさせる場合がある。 

― 認識の中止が生じる条件変更の例として、価値が毀損している資産の「大幅な条
件変更」が挙げられている。 

― 条件変更した資産の帳簿価額総額が当初の貸出金より30％も低下しているが、認
識の中止が生じない条件変更の例が提示されている。 

条件変更した資産の価値が毀損しているか否かは重要か 

多くのリストラクチャリングは、債務者が現実的に支払うことができる内容に契約条
件を修正することであり、価値が毀損している資産からのキャッシュ・フローの回収を
最大化する手段であるため、価値が毀損している資産の条件変更は「特別なケース」と
して考えられていることが多い。このような状況において、資産の認識の中止を行うこ
とは理にかなっているのだろうか？ 

また、IAS第39号は、借手の財政的困難により、貸出金、債権または満期保有投資の条
件を変更した場合、減損は条件変更前の当初の実効金利を用いて測定すると記載して
いる12。これは当初の資産が存在し続けていることを示すと考えることができる。 

KPMGは、金融資産の保有者は、条件変更が大幅であるか否か（すなわち、当初の金融
資産のキャッシュ・フローと条件変更後のキャッシュ・フローが大幅に異なるか否か）
についての定性的及び定量的な評価を実施すべきであると考える。その評価を行う際、
要求されてはいないが、金融負債の認識の中止に関するガイダンスを類推することも
できると考える。ただし、認識の中止と減損の規定との関係があるため、金融負債にお
いて要求されるのと同様の「10％テスト」の適用が適切でない場合もある。 

さらに、保有者が資産の一部を放棄することとなる方法での金融資産の条件変更を計
画する場合、資産の一部の直接償却を行った後に、当初の契約条件の下での直接償却後
のキャッシュ・フローと新たな契約条件の下でのキャッシュ・フローとを比較しなけれ
ばならない場合がある。 

  

                                                           

 
10 2012年9月、IFRS-ICは、IAS第39号の下で、ギリシャ国債のリストラクチャリングがその認識の中止を生じ

させるか否かを審議した。その審議では、金融資産の条件変更が認識の中止を生じさせる場合について、IAS

第39号で明示的に提示されていないため、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」が関連す
る規定であると指摘された。IAS第8号は、適切な会計方針の決定において、類似の事項や関連する事項を
扱っているIFRSの要求事項を最初に考慮することを要求している。IFRS-ICはこの要求により、IAS第39号第
40項の金融負債の大幅な条件変更における考え方を類推適用できると指摘した。 

11 IFRS第9号第B5.5.25項から第B5.5.26項及び第IE68項から第IE69項 

12 IAS第39号第AG84項 
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金融資産の条件変更‐利得または損失の認識 

金融資産の条件変更がその認識の中止を伴う場合、金融負債と同様に当初の資産の帳
簿価額と、受け取った対価（条件変更後の資産の公正価値を含む）の差額を算定し、利
得または損失として認識する13。 

IAS第39号では、金融資産の条件を変更したがその認識の中止を伴わない場合、金融資
産の保有者が利得または損失を認識すべきか否かは不明確である。現状においては、認
識の中止を伴わない条件変更が、価値が毀損している資産に関するものでない場合、多
くの銀行は実効金利の調整を行い、利得または損失を直ちに認識していない。 

対照的に、IFRS第9号では、契約上のキャッシュ・フローの条件変更が金融資産の認識
の中止を伴わない場合、金融資産の保有者は当初の実効金利を用いての帳簿価額総額
を再計算し、条件変更前の帳簿価額総額との差額を利得または損失として認識しなけ
ればならないことが明確である14。 

例えば、銀行がビジネス上の理由から信用状態の良い債務者に対する固定金利の貸出
金の条件を変更する場合がある。信用状態の向上した債務者が銀行に金利の低減を求
め、銀行が債務者との関係を維持するため、これに合意する場合がある。その条件変更
が当初の貸出金の認識の中止に該当しない場合、IFRS第9号は、銀行がこの取引につい
て直ちに損失を認識することを求めている。これは再計算した貸出金の帳簿価額総額
が、条件変更後の（すなわち減少した）キャッシュ・フローを当初の実効金利で割り引
いた正味現在価値と等しくなるからである。 

別の事例として、顧客のビジネス上のニーズに対応するために、銀行が優良顧客への固
定金利の貸出金の期間を延長し、金利を上昇させる場合がある。その条件変更が当初の
貸出金の認識の中止に該当しない場合、IFRS第9号は、銀行がこの取引について直ちに
利得を認識することを求めている。 

一方で、IFRS第9号B5.4.5項が適用される場合は、上記の結果は異なる可能性がある。 

IFRS第9号B5.4.5項は、変動金利の商品の場合、市場金利の変動を反映するキャッシュ・
フローの再見積りを行い、実効金利を変更することを要求している。このため、どのよ
うな商品がIFRS第9号B5.4.5項の対象になるのかが実務上議論になる。 

IFRS第9号の適用プロジェクトへの影響 

銀行は、条件変更の会計処理に関するIAS第39号とIFRS第9号の差異に注意する必要が
あり、会計方針を適切に変更しなければならない。これにあたり、明示的なガイダンス
が提供されていないIFRS第9号の要求事項を解釈する際には、判断を伴う可能性がある。
認識の中止を伴わないような条件変更を行った固定金利の金融商品を所有する銀行は、
重大な会計処理の変更及び移行処理の調整作業に直面することとなる。 

IFRS第9号の適用に関するすべての会計方針の変更は、（一定の経過措置を除き）原則
として遡及的に適用することが要求されており、それには労力を要する可能性がある。 

                                                           

 
13 IFRS第9号第3.2.12項 

14 IFRS第9号第5.4.3項 

IFRS第9号の適用に
関するすべての会計
方針の変更は、（一定
の経過措置を除き）
原則として遡及的に
適用することが要求
されており、それに
は労力を要する可能
性がある。 
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