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FASB－金融商品に関する基準書、
完成へ最終段階 
 

FASBは、2015年11月に開催された会議において、金融商品に関する基準書に関連して、不

良債権のリストラクチャリング（troubled debt restructuring, TDR）の会計処理、売却可能

（available-for-sale, AFS）負債証券の減損、及び、減損並びに分類及び測定に関する基準書

の適用日について決定を行った1。 

FASBは2015年末までに会議を開催して、残りの減損に関する論点及び費用対効果の検討を

審議し、減損に関する最終基準書を2016年第1四半期に公表予定である。FASBは、分類及び

測定に関する最終基準書を2015年中に公表予定である。 

 

【主な内容】 

n TDRに分類されたローンの信用損失は、現在予想信用損失（current expected credit 

loss, CECL）モデルで測定する。 

n AFS負債証券の減損は、償却原価と公正価値の差額までに限定する。 

n SECへのファイリングを行う公開企業 2は、減損に関する基準書を2018年12月16日

以降開始する会計年度及びそれに含まれる期中期間に適用する。 

n 公開企業は、分類及び測定に関する基準書を2017年12月16日以降開始する会計年度

及びそれに含まれる期中期間に適用する。 

 

【主な影響】 

n TDRに分類されたローンを事後測定において分離しなければならなかった企業は、

この実務が不要になる可能性がある。 

n 新たな減損ガイダンスの適用日は、U.S. GAAPとIFRSで異なる。 

                                                      

1 FASBは2015年11月11日に会議を開催した。FASB ASU案「金融商品－信用損失」2012年12月20日及びFASB ASU案「金融商品－全般：

金融資産及び金融負債の認識及び測定」2012年12月20日。www.fasb.orgより入手可能。 

2 SECへのファイリングを行う企業とは、（a）SEC、または（b）1934年証券取引法のセクション12（i）項に準ずる企業については適切な規制当局

のいずれかに財務諸表をファイリングまたは提出することが義務付けられている企業と定義される。その他のSECへのファイリングを行わな

い企業の財務諸表は、他のSECへのファイリングを行う企業の提出物にその財務諸表が含まれているとしても、この定義を満たさない。 

 

http://www.fasb.org/
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【減損】 

外部レビュー・ドラフト 

2015年8月、FASBは、金融商品の減損に関する基準書の外部レビュー・ドラフトを、特定の利

害関係者グループに配布した。FASBスタッフが受領した約950のコメントには、レビューワー

により重大な欠陥（fatal flaw）として識別された147のコメントが含まれており、FASBは、これら

の一部の論点について、さらに詳細に審議を行う予定である。その他のコメントに関しては、

スタッフは最終基準書の文言を明確化すると述べた。 

 

適用日 

FASBは、減損に関する基準書の適用日を以下のとおり決定した。 

n SECへのファイリングを行う公開企業は、2018年12月16日以降開始する会計年度及び

それに含まれる期中期間 

n SECへのファイリングを行わない公開企業は、2019年12月16日以降開始する会計年度

及びそれに含まれる期中期間 

n すべてのその他の企業3は、2019年12月16日以降開始する会計年度及び2020年12月

16日以降開始する会計年度の期中期間 

早期適用は、2018年12月16日以降開始する会計年度（その会計年度の期中期間を含む）から

認められる。 

 

KPMGの見解 

2019年及び2020年の適用日まではまだ時間があるが、すでに多くの企業は基準書の

影響に関する分析を行っている。企業は、会計プロセス及び内部統制の構築または見直

しが必要となる可能性があり、これには重要な判断の適用及び新たな見積方法の導入が

必要になる。ITシステムもまた、会計及び開示規定を裏付ける追加的なデータを捕捉する

ための修正が必要とる可能性がある。 

IFRSとのコンバージェンスの検討 

U.S. GAAP及びIFRSは、コンバージェンスされていないが、両基準とも新たな減損規定が

含まれることになり、一般的に、信用損失引当金は、両基準とも現行のガイダンスに基づく

計上額と比較して増加することになる。 

それぞれの基準書の強制適用日は異なる点について留意が必要である。U.S. GAAPでは、

当該基準書の適用日は2018年12月16日以降開始する会計年度より適用される。一方、IFRS第

9号「金融商品」の減損ガイダンスは、2018年1月1日以降開始する会計年度から適用される。 

 

AFS負債証券の減損の下限 

FASBは、AFS負債証券は公正価値を下限とする減損額を認識することを決定した。よって

減損額として、以下のいずれか少ない金額を認識する。 

n 償却原価と公正価値との差額 

n 信用損失額 

                                                      

3 その他の企業には、非営利企業、並びにFASB ASC Topic 960「確定給付型年金制度」、FASB ASC Topic 962「確定拠出型年金制度」及び

FASB ASC Topic 965「医療厚生給付制度」の適用範囲に含まれる従業員給付制度が含まれる。www.fasb.orgより入手可能。 

http://www.fasb.org/
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AFS負債証券の減損認識に関する事例 

前提 シナリオ1 シナリオ2 シナリオ3 

償却原価 ＄100 ＄100 ＄100 

公正価値 98 92 107 

信用損失額 5 5 5 

    

損益を通じて認識される 

減損額 
2 5 0 

 

背景 

FASBは、AFS負債証券に現行の一時的でない減損モデル（other-than-temporary impairment, 

OTTI）を引き続き使用することを過去に決定したが、信用損失の認識の適時性に関する懸念

に対処するために、当該モデルに対して特定の修正を行うことを決定した。 

FASBは、公正価値の下限（fair value floor）を取り入れることでAFS負債証券の減損モデルが

さらに単純化されるか否か、外部レビュー・プロセスの一環として利害関係者のフィードバック

を求めた。利害関係者は、一般的に、企業の負債証券の売却可能価額よりも原価ベースが

低くならないことから、公正価値の下限を支持した。 

 

KPMGの見解 

公正価値の下限が設けられたが、売却予定の負債証券または償却原価の回復前に売却

が必要となる可能性が50％超（more likely than not）の負債証券に公正価値の下限を取り

入れても、減損の認識額は変わらない。これらの場合、損益で認識される減損額は公正

価値と償却原価の差額に等しい結果となる。 

公正価値の下限の影響 

FASBの決定は、信用損失引当金の認識において、企業が負債証券の公正価値を下回る

帳簿価額の減額を行わないようにしている。公正価値の下限がなければ、信用損失引当

金により公正価値を下回る帳簿価額の減額が行われると、帳簿価額を上回る公正価値

の超過額を利得として同時に、企業はその他の包括利益で計上することになる。 

AFS負債証券の会計モデルに公正価値の下限を取り入れることにより、償却原価により測

定される金融商品（例：満期保有目的負債証券）の信用損失引当金計上額との比較可能

性はなくなることになる。 

公正価値の下限に限定された信用損失引当金が当初の認識額である場合、当初認識後

の公正価値の変動は、たとえそれらの変動が信用リスクではない要素（例：金利または流

動性）による変動であっても、引当金の調整を要することになる。 
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不良債権のリストラクチャリング 

FASBは、TDRに分類されたローンの信用損失は、他の償却原価で測定される金融資産すべ

てに適用されるCECLモデルを用いて測定を行うことを決定した。したがって、企業は、TDRの

減損を、類似するリスク特性を有する他のローンとともに集合的に（プールで）評価する。TDR

において他のローンと類似するリスク特性を有していない場合は、減損を個別に評価する。 

現行のU.S. GAAPと同様に、信用損失は、各報告期間に見直される引当金勘定を用いて、引

き続き損益を通じて認識される。 

 

背景 

FASBは、TDRに対して減損を認識する場合、資産の償却原価ベースを調整することと過去に

決定していた。新たな償却原価は、契約条件変更後の契約上のキャッシュフローの（資産の

当初実効金利で割引いた）現在価値になるとしていた。利害関係者は、過去にTDRに分類し

たローンについて、適用時に必要な累積的影響額の移行時の調整の決定を含めて、原価

ベースを調整する方法に伴うコスト及び複雑性に懸念を示した。 

KPMGの見解 

TDRにおいてCECLモデルの使用による測定を認めることは、企業が予想信用損失の

見積り及び測定方法を開発する上で広い裁量権が与えられることになる。それらの方法

は、継続的な適用が求められ、CECLモデルの主要な要素を反映しなければならない。

これは、TDRにおいて割引後キャッシュフローの技法を用いて個別に測定することを求める

現行のU.S. GAAPからの変更である。 

TDRの適用・非適用に関わらず、予想信用損失の測定において同様の方法を用いること

ができるため、事後測定においてTDRに区分されたローンを分離しなければならなかった

企業は、その分離が不要になる可能性がある。ただし、TDRに該当するローンの条件変更

は、現行のU.S. GAAPと同様に、TDRに関連する減損額及び企業が減損額を認識した

報告期間における投資計上額の両方を債権者は引き続き個別に開示する4。 

FASBは、TDRにおける減損を測定するために、企業が使用可能な方法の決定において

より広い裁量権を与えることを決定した。ただし、借手の金利減免を通じて貸手が譲歩

（concession）を与える場合に減損損失が認識されない測定方法を、FASBが認める意図

があったか否かは不明である。 

 

次のステップ 

FASBは2015年末までに会議を開催して、費用対効果の検討及び重要ではないとは言えない

（more-than-insignificant）信用の質の悪化が生じている購入金融資産の予想信用損失の

測定に関連する論点を審議する予定である。FASBは、減損の最終基準書を2016年第1四半期

に公表予定である。 

 

【分類及び測定】 

外部レビュー・ドラフト 

2015年8月、FASBは、分類及び測定に関する基準書の外部レビュー・ドラフトを、特定の利害

関係者グループに配布した。FASBが受領した約233のコメントには、レビューワーにより重大

な欠陥（fatal flaw）として識別された36のコメントが含まれていた。スタッフは、FASBが審議

すべき論点はないと結論付けた。

                                                      

4 FASB ASC Paragraph 310-40-50-4。www.fasb.orgより入手可能。 

http://www.fasb.org/
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適用日 

FASBは、分類及び測定に関する基準書の適用日を以下のとおり決定した。 

n 公開企業は、2017年12月16日以降開始する会計年度及びそれに含まれる期中期間 

n すべてのその他の企業5は、2018年12月16日以降開始する会計年度及び2019年12月

16日以降開始する会計年度の期中期間 

早期適用は、2017年12月16日以降開始する会計年度（その会計年度の期中期間を含む）から

認められる。基準書の公表後、企業は会計年度の期首において、金融商品固有の信用リスク

の変動から生じる（公正価値オプションを選択した）金融負債の公正価値変動部分を、その他

の包括利益に個別に表示する規定を早期適用できる。 

次のステップ 

FASBは、新たな分類及び測定に関する基準書は、適用による便益がコストを上回ると結論

付け、スタッフに書面投票を行うための最終基準書をドラフトするよう指示した。最終基準書

は、2015年末までに公表される予定である。 

 

                                                      

5 その他の企業には、非営利企業、並びにFASB ASC Topic 960「確定給付型年金制度」、FASB ASC Topic 962「確定拠出型年金制度」及び

FASB ASC Topic 965「医療厚生給付制度」の適用範囲に含まれる従業員給付制度が含まれる。www.fasb.org より入手可能。 

編集・発行  
 
有限責任 あずさ監査法人 

会計・審査統括部 

AZSA-USGAAP@jp.kpmg.com 
 
ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている

状況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めて

おりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありま

せん。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナル

が特定の状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。 
 
© 2016 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the 
Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of 
independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative（“KPMG 
International”）, a Swiss entity. All rights reserved.  
 
The KPMG name, logo and “cutting through complexity” are registered trademarks or 
trademarks of KPMG International. 

 

この文書はKPMG LLPが発行しているDefining Issues®  

Nov 2015 No. 15-54をベースに作成したものです。 

 

上記の記述及び要約を、SECレギュレーション及び潜在的また

は現行の規定の代用として取り扱わないようにご注意願いま

す。U.S. GAAPを適用する企業またはSECへのファイリングを行

う企業は、関連する法規制及び会計規定の原文を参照するとと

もに、自社の特定の状況を検討し、会計及び法律顧問に相談さ

れることをお勧めいたします。 

 

本ニューズレターの内容に関しご質問等がございましたら、エン

ゲージメント・チームの担当者までご連絡ください。 

 

FASBは、新たな分類及び測定に

関する基準書の適用日と新たな減

損に関する基準書の適用日を一致

させないことを決定した。代わり

に、FASBは、分類及び測定に関す

る基準書の適用日と収益に関する

基準書の適用日を一致させた。 

http://www.fasb.org/
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