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ASBJ、「金融商品に関する会計基準の改正に
ついての意見の募集」を公表 
 

企業会計基準委員会（以下「ASBJ」という）は、平成30年8月30日、「金融商品に関する会計基準の改正についての
意見の募集」（以下「本意見募集文書」という）を公表した（コメント期限：平成30年11月30日）。 

国際会計基準審議会（IASB）並びに米国財務会計基準審議会（FASB）では金融商品会計の複雑性の低減と世界的な
金融危機の際における減損認識についての批判への対応を図るべく金融商品会計の改訂に取り組み、すでに、それぞ
れ、国際財務報告基準（IFRS）第9号「金融商品」や、関連する米国会計基準会計基準更新書の公表に至っている。こ
れに対して「金融商品に係る会計基準（以下「金融商品会計基準」）」は平成11年に企業会計審議会により設定され、
その後抜本的な改正は行われていない。 

ASBJでは、本意見募集文書の公表により、適用上の課題とプロジェクトの進め方に対する意見を幅広く把握しよう
とするものである。 

 

Ⅰ. プロジェクトの範囲等 

本意見募集文書では、金融商品会計基準の開発への着手が我が国の会計基準
の高品質化及び国内外の企業間の財務諸表の比較可能性を向上させることに
寄与し得ると考えるかについて意見を求めたうえで、以下の点についても個
別に意見を募集している。 

【検討範囲】 
今回のプロジェクトは「金融商品の分類及び測定」「金融資産の減損」「ヘッジ会
計」を対象としているが、どのように優先順位をつけて検討すべきかについて、
意見が募集されている。会計基準の開発に着手することとなった場合は、本意見
募集文書に寄せられた意見を踏まえ、具体的なプロジェクト計画が策定される予
定である。なお、「金融商品の認識の中止」については、連結範囲に関する検討
との関連から、今回のプロジェクトの範囲には含めていない。 

【開発（改正）の方向性】 
ASBJは、基本的に、IFRSを対象として国際的な整合性を図ってきた。しかし、
金融商品会計については、IFRSと米国会計基準が異なる点も少なくないことか
ら、①優先的にIFRSと整合性を図るか、②米国会計基準についても検討対象に
するかに関する意見を募集している。さらに、国際的な基準との整合性を図る
程度について、㋐国際的な会計基準をそのまま取り入れるか、㋑投資家の観点
で財務情報が国際的な会計基準と大きく異ならない程度に国際的な会計基準
に準拠するか、に関しても意見を募集している。また連結財務諸表と個別財務
諸表において異なる会計処理を定める必要があるかについての意見が求めら
れている。 
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「金融検査・監督の考え方と進め方（検査・監督基本方針）」との関係 

現在、預金等受入金融機関及び保険会社の償却・引当は、金融検査マニュアル及び保険検
査マニュアルの別表等に従って行われているが、今後は廃止の方向で新たな枠組みが模
索される。この取組みについては、現時点では明らかではないため、これらの影響につい
て記載されていない。基準開発の際にはその開発過程での検討がされるものと考えられ
ている。 

 

Ⅱ. 適用上の課題 

本意見募集文書の別紙（Appendix参照）では、「金融資産の分類及び測定」「金融資産の
減損」「ヘッジ会計」の3分野11項目にわたり、IFRS又は米国会計基準の基準本文（適用
指針を含む）の内容を我が国に導入した場合における適用上の課題の分析を行っている。
加えて、IFRSにおける主な表示及び注記事項も記載している。 

ASBJは、これらの11項目及び適用上の課題の分析の内容について、例えば、次の観点か
ら意見を求めている。 

 各々の項目の適用上の課題に記載されている内容の適切性 

 記載されている課題以外に適用上の課題として検討が必要と考えられる項目の有無 

 各々の項目について、その他のコメントの有無 

 11項目において記載されていない適用上の課題を識別しているか。その課題は何か 

ASBJは、11項目について優先順位をつけるか否か、あるいは、検討するにあたって金融
商品の種類ごとに優先順位をつけるか否かについても意見を求めている。 

表示及び注記事項は、採用する会計処理と関連するため、ASBJとしては個々の会計処理
を検討した後での検討を考えるとしているものの、現時点でも意見を求めている。 
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Appendix 予備的に識別された主な適用上の課題 

各項目における適用上の課題としてASBJが識別している事項のうち、主なものは以下
のとおりである。 

項目の内容 予備的に識別された適用上の課題のうち、主なもの 

【項目1】 
金融資産の分類 

（我が国における基本的な考え方との相違） 

 株式等にFVOCIオプション（当初認識時に指定することで、その他の包括利益を通じ
て公正価値測定することを認めるオプション）を認めた場合のノンリサイクリング
処理 

 非上場株式の公正価値測定をめぐる懸念 

（実務上の困難さ） 

 金融資産の分類及び測定の契約キャッシュ・フロー要件を検討するにあたっての、契
約条件についての詳細な調査が必要となる可能性 

 非上場株式の公正価値測定の困難性 

 分類検討の結果、FVPL測定（純損益を通じて公正価値で測定）の金融資産が増加す
る場合には、リスク管理方法の変更が必要となる可能性 

【項目2】 
金融負債の分類 
 

（我が国における基本的な考え方との相違） 

 金融負債に公正価値オプションを適用する場合に、自己信用リスクに関してOCI計上
した金額のノンリサイクリング処理 

（実務上の困難さ） 

 組込デリバティブの区分処理要否の要件に際し、金融負債の契約条件についての詳
細な調査が必要となる可能性 

 組込デリバティブの区分要否判断が変更されることによる、リスク管理方法の変更
の可能性 

【項目3】 
分類の変更 

実務上困難と考えられる点等は特段ないと考えられる 

【項目4】 
償却原価 

実効金利に含まれる可能性のある手数料及びコストを調査・収集し、個々の金融商品に紐
づけた上で、実効金利計算を行うためのシステムの改修が必要となる可能性 

【項目5】 
その他の分類及び測定に係る項目

（当初認識時の測定、FVOCI測定
（その他の包括利益を通じて公正

価値測定）の債券の為替換算差額） 

 観察可能でないインプットを用いた評価技法で測定される金融商品につき、当初測
定の公正価値と取引価格との差額の繰延べが要求されるため、新たなプロセスの構
築やシステムの改修が必要となる 

FVOCI測定に区分される外貨建債券の為替換算差額の純損益認識が要求されることによ
る、リスク管理方法の変更の可能性 

【項目6】 
予想信用損失の認識 

 同一債務者に対する金融資産でも、複数の信用損失算定方法（12ヵ月の予想信用損
失・全期間の予想信用損失）が債権ごとに並立しうることから、信用リスクのデータ
を整備し各金融資産に紐付けて保存するプロセス（システム改修を含む）の整備が必
要となる可能性 

 信用リスクが著しく増大しているかどうかの評価を適時に行うことができるような
プロセスの整備が必要となる可能性 
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項目の内容 予備的に識別された適用上の課題のうち、主なもの 

【項目7】 
予想信用損失の測定 

 合理的で裏付け可能な将来予測的な情報を反映するためのプロセスの検討が必要と
なる可能性 

 一定程度残存期間が長い金融資産について、予想信用損失を測定するためのデータ
収集のプロセスの構築が必要となる可能性 

【項目8】 
ヘッジの種類と会計処理 

 公正価値ヘッジにおいて、ヘッジ対象リスクのみに起因するヘッジ対象の相場変動
を計算するプロセス（システムの改修を含む）が、新たに必要となる可能性 

 金利スワップの特例処理や為替の振当処理が認められなくなることで、決算プロセ
スの変更やシステム改修が必要となる可能性 

 日本基準で認められている銀行業及び保険業における包括ヘッジが認められなくな
ることで、リスク管理を含むプロセスの変更やシステムの改修が必要となる可能性 

【項目9】 
ヘッジ手段 

実務上困難と考えられる点等は特段ないと考えらえる 

【項目10】 
ヘッジ対象 

実務上困難と考えられる点等は特段ないと考えられる 

【項目11】 
ヘッジ会計の適格要件 

 ヘッジの非有効部を計算するプロセス（システムの改修を含む）の追加が必要となる
可能性 

 リスク管理目的が変わらないときには、適時にヘッジ比率を調整しヘッジ会計を継
続させるための、リスク管理のプロセスが必要となる可能性 
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