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金融商品プロジェクトの動向 
本ニューズレターは、2015年3月における金融商品プロジェクトに関するIASBの審議の概

要を解説しています。 

3月の会議において、IASBは、マクロヘッジのプロジェクトに再び焦点を当て、2014年4月に公表された

ディスカッション・ペーパー（DP）に寄せられた残りのフィードバックについて審議を行った。 

会議の終盤で、IASBのメンバーは、プロジェクト全体に関わる様々な見解を示し、各セクションについての

再審議を行う前に、プロジェクトの方向性を決定する必要があるという点で合意したようであった。今後の会

議において、マクロヘッジのプロジェクト全体の方向性が決まることが期待される。 

概要 

3月の会議において、以下のDPのセクションに関して寄せられたフィードバックが示された。 

 管理対象エクスポージャーの再評価：多くの回答者は、再評価の計算は、動的リスク管理活動を忠実に表現すると 

   考えた。 

 表示：ほとんどの回答者が、財政状態計算書における単一の純額表示科目による表示と純損益及びその他の包括 

  利益計算書における実際の正味金利収益の表示を支持した。内部デリバティブの総額表示については、様々な懸念 

  が提起された。 

 開示：多くの回答者は、強固な開示は透明性及び比較可能性を高めるために不可欠であると考えた。 

 その他の考慮事項：多くの回答者は、どの時点でエクスポージャーを管理対象ポートフォリオに含めるかに関する提案 

  を支持した。 

 他のリスクへのポートフォリオ再評価アプローチ（PRA）の適用：他のリスクへのPRAの適用については、見解が分かれた。
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寄せられたフィードバックの検討を終えた

今、IASBは次のフェーズへと進む前に、 
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これまでの経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【動的リスク管理の会計処理】 

現行のIFRS（具体的には、IAS第39号「金融商品：認識及び測定」及びIFRS第9号「金融商品」）は、マクロヘッ

ジの会計処理モデルを提供してはいるものの、企業が一般的な動的リスク管理活動の一部を反映する能力

を制限するような制約が含まれている。さらに、そのうちのいくつかのモデルは、金利リスクの管理のみを取り

扱っており、その他のリスクを取り扱っていない。広範囲の動的リスク管理活動を反映する会計モデルがなけ

れば、こうした活動を財務諸表上で忠実に表現することが困難となり得るとの主張がある。 

こうした問題に対処するため、IASBは、2014年4月にディスカッション・ペーパー「DP/2014/1 動的リスク管理

の会計処理：マクロヘッジに対するポートフォリオ再評価アプローチ」（以下、「DP」という）を公表した。これは

本プロジェクトにおける最初のデュー・プロセス資料となった。このプロジェクトには会計の根本的な論点が含

まれており、現行のヘッジ会計モデルの単なる修正ではないため、IASBは直ちに公開草案を公表しなかっ

た。KPMGの出版物「 IFRS最新提案の解説：動的リスク管理活動の会計処理（New on the Horizon: 

Accounting for dynamic risk management activities）」は、このディスカッション・ペーパーに関する詳細な分析

を提供している。 

ポートフォリオ再評価アプローチ 

DPでは、マクロヘッジ会計のアプローチの1つとなる可能性がある「ポートフォリオ再評価アプローチ（PRA）」

を提案している。これは、企業の管理対象エクスポージャーを識別し、管理対象リスクの変動に対応して再測

定するものである。 

 管理対象エクスポージャー：管理対象エクスポージャーが識別され、管理対象リスクの変動に対応する

利得と損失を純損益に認識して再測定が行われる。再測定は、現在価値技法を用いて行われる。 

 リスク管理手段となる金融商品：リスク管理のデリバティブ（すなわち、リスク管理手段）は、引き続き純

損益を通じて公正価値で測定（FVTPL）する。 

 ヘッジ会計の効果：企業の動的リスク管理活動に係る成果は、上述の測定による純損益の純額の影響

として捉えられる。 

 その他のリスク：管理されていないリスクはこのアプローチの対象とはならない（すなわち、PRAは完全

な公正価値モデルとは異なる）。 

IASBは、現行のIFRSが求める1対1の指定に関連する複雑性を軽減するため、PRAモデルは現行のオープ

ン・ポートフォリオに関するヘッジ会計モデルよりも運用しやすくなると予想している。 

管理対象エクスポージャー 

PRAを適用する際に主に問題となるのは、動的リスク管理活動をどの程度まで会計処理に反映させるかであ

る。DPは、現行のIFRSよりもPRAの適用範囲が広くなる多数の分野について検討している。例えば、DPは管

理対象エクスポージャーに以下の事項を含めるべきか否かについて検討している。 

 パイプライン取引（pipeline transactions）－広告金利による固定利付商品の予想引出し量 

 エクイティ・モデル・ブック（equity model book）－金利に類似した目標最低リターンを達成するための、

企業の自己資本の管理 

 コア要求払預金負債、期限前返済リスク及び予測される顧客行動の変化に関連する行動予測を加味し

た期待キャッシュフロー（behaviouralised expected cash flow） 

 

マクロヘッジ・プロジェクトに寄せられたコメントの検討 

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/new-on-the-horizon/Pages/noth-dynamic-risk-management.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/new-on-the-horizon/Pages/noth-dynamic-risk-management.aspx


 

3 ©2015 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. 

 

2つの適用範囲の選択肢 

DPは、PRAの適用範囲について、2つの選択肢を提示している。 

 動的リスク管理に焦点を当てた適用範囲：このアプローチのもとでは、ヘッジされているか否かに関わら

ず、動的に管理されているすべてのエクスポージャーにPRAが適用される。 

 リスクの軽減に焦点を当てた適用範囲：企業がヘッジによってリスク軽減活動を行った場合にのみ、

PRAが適用される。 
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マクロヘッジに関するディスカッション・ペーパーに 

寄せられたコメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【DPの公表（2014年4月）以降の展開】 

DPの180日のコメント期間は2014年10月17日に終了し、IASBに126件のコメントレターが寄せられた。また、

IASBは財務諸表の作成者及び利用者、規制当局、会計基準設定主体、会計団体及び会計事務所を含む利

害関係者とのアウトリーチ会議も開催した。さらに、会計基準アドバイザリー・フォーラムではこのトピックに関

する審議が複数回にわたって行われ、メンバーのDPに対する見解を提供した。その後、世界作成者フォーラ

ム（Global Preparers Forum, GPF）でも同様の取り組みが行われた。 

2015年2月に、スタッフはIASBに対して以下を提供した。 

 財務諸表利用者から寄せられたフィードバックの概要 

 すべての回答者から寄せられたDPの複数のセクションに対するフィードバックの詳細な分析 

3月の会議において、IASBはDPに対するフィードバックの分析を終了した。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

【マクロヘッジについての今後の展開】 

3月の会議の終盤で、IASBのメンバーは、プロジェクト全体に関わる様々な見解を示した。メンバーの1人は、

DPにおける提案が多くの人工的な会計概念（artificial accounting constructs）を含んでいることに懸念を示

し、一方で他のメンバーは、DPにおける提案が財務諸表利用者に提供する情報の透明性を高める潜在的な

効果を有していることに注目した。 

全体としてボードメンバーは、各セクションについての再審議を行う前にプロジェクトの方向性を決定する必要

があるという点で合意しているようであった。今後の会議においてマクロヘッジのプロジェクト全体の方向性が

決まることが期待される。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

【回答者から寄せられたフィードバックの詳細な分析】 

会議では、DPの以下のセクションに関するフィードバックが示された。 

DPのセクション セクション番号 ページ番号 

管理対象エクスポージャーの再評価 4 4 

表示 6 5 

開示 6 6 

その他の考慮事項 7 7 

他のリスクへのPRAの適用 8 8 
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多くの回答者は移転

価格取引を用いるこ

とを支持した 

 

 

 

 

 

 

管理対象エクスポージャーの再評価 

論点 フィードバックの概要 

再評価の算定1 多くの回答者は、管理対象リスクのみ（例：金利リスク）に関する現在

価値法に基づく再評価の計算は、動的リスク管理活動を忠実に表現

すると考えた。このように考える回答者は、企業固有の要素（例：顧

客マージン）を再評価の算定に含めるべきではないと考えた。 

一部の回答者は、不完全なヘッジ関係から生じるベーシス・リスク

（例：通貨スワップの評価に存在するが、管理対象エクスポージャー

には存在しない外貨ベーシス・スプレッド）の論点にPRAが対処する

必要があるとして、懸念を示した。 

他の懸念事項には以下の事項が含まれていた。 

 現在価値法に基づく再評価の計算においては、管理対象エク

スポージャーの再測定が求められるため、以下の問題を伴う可

能性がある。 

− 管理対象エクスポージャーの性質によって、行動予測を

考慮した重要な判断が含まれる。 

− 割引率の選択等の実務的な問題が生じる。 

− 銀行の目的が、金利リスク・エクスポージャーの公正価値

変動のリスクから正味金利収益を守ることではなく、将来

キャッシュフローの変動のリスクから正味金利収益を守る

ことである場合に、銀行の金利リスク管理目的との不整

合が生じる。 

 動的リスク管理活動を表すために現在価値法が用いられる場

合、財政状態計算書上で認識されていない管理対象エクス

ポージャーを計算に含める必要がある。 

移転価格2 多くの回答者は、移転価格取引が管理対象エクスポージャーにおけ

るリスクを忠実に表現する場合に、PRAの適用の実務上の簡便法と

して移転価格取引を用いることを支持した。 

ただし、一部の回答者は、移転価格取引が企業に固有のものである

と考え、これを用いることを支持しなかった。 

多くの回答者は、PRAは市場金利リスクのみを捕捉すべきであると

指摘した。これは主に、このアプローチは、資金調達または流動性ス

プレッド等の他の要素から生じる再評価時（Day 1）の影響を生じさせ

ないからである。したがって、このように考える回答者は、管理対象エ

クスポージャーのキャッシュフローと割引率の双方に関して、市場の

資金調達指標（例：LIBOR）を用いた再評価アプローチを支持した。 

                                                      

1  PRAのもとでは、純額オープン・リスク・ポジションは現在価値法を用いて再評価される。割り引かれるキャッシュフロー及び割引率は、管理対象リスクを参照して識別されることになる。例えば、管理対象金利リ

スクのエクスポージャーの再評価は、管理されている金利リスクに対するエクスポージャーを表すキャッシュフローを、当該リスクの現在のレートで割り引くことによって計算される。 

2  銀行が金利リスクを事業単位から資産負債総合管理（ALM）単位に移転するために、内部の移転価格契約の一部として資金調達金利を織り込むことは一般的である。ALMは通常、顧客または商品マージンを

含めないベンチマーク資金調達金利に基づく移転価格取引を使用したエクスポージャーに係る金利リスクの管理を行う。これは、顧客または商品マージンのリスクは通常、事業単位の責任であるためである。 
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ほとんどの回答者

が、財政状態計算書

における単一の純額

表示科目による表示

と純損益及びその他

の包括利益計算書に

おける実際の正味金

利収益の表示を支持

した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

論点 フィードバックの概要 

資金調達指標 多くの回答者は、動的リスク管理目的が銀行の資金調達カーブにお

いて正味金利収益を管理することである場合、PRAにおける管理対

象リスクとして資金調達金利を用いることは適切だと考えた。 

多くの回答者は、PRAを適用する際に、通貨、地域、商品の種類や

期間ごとに異なる複数の資金調達指標を企業内で用いることを支持

した。ただし、一部の回答者は、複数の資金調達指標の選択により、

比較可能性が損なわれる恐れがあることの懸念を示した。 

 

表示 

論点 フィードバックの概要 

財政状態計算書上の表示 ほとんどの回答者は、以下の理由から、財政状態計算書における単一の

純額表示科目3による表示を支持した。 

 純額オープン・リスク・エクスポージャーの動的リスク管理と整

合する。 

 再評価調整を資産及び負債の異なる表示科目に配分する必

要がないため、運用が容易である。 

 科目ごとのグロスアップでは、各表示科目を償却原価でも公正価

値でもない金額で表示することになる。 

純損益及びその他の包括利益 

計算書上の表示 

ほとんどの回答者は、以下の理由から、実際の正味金利収益 4の表

示を支持した。 

 リスク管理デリバティブを使用した動的リスク管理活動につい

て、明確な情報を提供することになる。すなわち、金利収益及

び費用は実効金利法を用いて表示され、PRAの影響は別個に

表示される。 

 金利収益及び費用の表示は、IFRS第9号における償却原価測定及

び実効金利法の要求事項と整合する。 

 安定的な正味金利収益の表示は、正味金利収益が完全にヘッジさ

れたかのように表示されるため、動的リスク管理活動の実態を表さ

ない。 

 

 

 

                                                      

3  DPは、財政状態計算書上で再評価調整を表示する代替案として、（a）科目ごとのグロスアップ、（b）調整の合計額、（ｃ）単一の純額表示科目の3つのアプローチを説明している。単一の純額表示科目アプロー

チでは、再評価されるポートフォリオ全体の正味の再評価調整を、財政状態計算書における単一の科目に表示することが求められる。 

4 DPは、PRAの結果を純損益及びその他の包括利益計算書上で表示する代替案として、(a)安定的な正味金利収益を表示するアプローチと、(b)実際の正味金利収益を表示するアプローチの2つのアプローチを

説明している。実際の正味金利収益を表示するアプローチでは、管理対象エクスポージャーの実際の金利収益及び費用を実効金利法を用いて報告することが求められる。 
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多くの回答者は強固

な開示は透明性と比

較可能性を高めるた

めに不可欠であると
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論点 フィードバックの概要 

内部デリバティブの表示 内部デリバティブの総額表示については見解が分かれた。以下を含

む様々な懸念が提起された。 

 以下の理由により、連結財務諸表の表示に関する一般的な概

念と整合しなくなる。 

- 内部取引は連結財務諸表上相殺消去しなければならない。 

- 財務報告の目的は、外部取引を説明することにある。す

なわち、内部デリバティブは法的拘束力のある取引では

ない。 

 内部デリバティブの使用は企業固有のものであるため、比較可

能性が低下する。 

一部の回答者は、このような懸念に対処するためには、内部デリバ

ティブの使用を説明する開示を行った方がよいと指摘した。 

内部デリバティブの総額表示を支持する回答者の見解は、以下のと

おりである。 

 PRAを適用する際に使用した内部デリバティブと外部デリバ

ティブをマッチングさせる必要がないため、運用が容易である。 

 資産負債総合管理（ALM）単位内の動的リスク管理活動とト

レーディング単位内のトレーディング活動の両方を忠実に表現

することができる。 

 

開示 

論点 フィードバックの概要 

開示 多くの回答者は、DPにおいて特定された4つの開示の課題5を概ね支

持した。 

多くの回答者は、動的リスク管理活動が企業固有のものであること

から、強固な開示は透明性と比較可能性を高めるために不可欠であ

ると考えた。特に規制当局はこの点を重視している。 

一部の回答者は以下の追加的な開示を提案した。 

 動的リスク管理の前後における正味金利収益の感応度分析 

 正味金利収益の構成要素（顧客マージンを別個に表示） 

複数の回答者は、新たな開示規定を導入する前に、現行のIFRSの

規定（例：IFRS第7号「金融商品：開示」及びバーゼル規定等の規制

上のガイドライン）がどの程度動的リスク管理活動を表しているかに

ついて検討することの重要性を指摘した。 

                                                      

5  DPは、PRAに関して検討すべき以下の4つの開示項目を識別している。(a)動的リスク管理についての目的に関する定性的情報、(b)純額オープン・リスク・ポジションとそれがPRAの適用に与える影響に関する

定性的及び定量的情報、(c)PRAの適用、(d)動的リスク管理が企業の現在及び将来の業績に与える影響に関する定性的及び定量的情報 
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多くの回答者は、ど

の時点でエクスポー

ジャーを管理対象

ポートフォリオに含め

るかに関する提案を

支持した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

論点 フィードバックの概要 

開示の範囲 適切な開示の範囲について、見解が分かれた。 

 多くの回答者は、開示の範囲はPRAの適用範囲と同一である

べきだということに同意した。 

 他の回答者の多くは、動的リスク管理活動の全体を説明するよ

うな包括的な開示の範囲を提案した。これは主に、ヘッジされて

いるエクスポージャーとヘッジされていないエクスポージャー双

方の情報が財務諸表利用者にとって有用であるためである。 

 

その他の考慮事項 

論点 フィードバックの概要 

エクスポージャーの組入れ 多くの回答者は、企業が最初に契約の当事者となった後に、エクス

ポージャーを管理対象ポートフォリオに含めることがPRAにおいて認

められるべきだとの見解に同意した（例：動的に管理されていないエ

クスポージャーが事後的に動的リスク管理活動に含められる場合）。 

このように考える回答者は、動的リスク管理活動に事後的に含めら

れるエクスポージャーから生じるゼロ以外の再評価開始時の金額を

償却することを支持した。 

エクスポージャーの除外 多くの回答者は、認識中止前に、管理対象ポートフォリオからエクス

ポージャーを除外することがPRAにおいて認められるべきだとの見解

に同意した（例：動的に管理されているエクスポージャーが事後的に

動的リスク管理活動から除外される場合）。 

このように考える回答者はまた、エクスポージャーが動的リスク管理

から除外された時点から再評価を償却することを支持した。 

為替リスク及び金利リスクを合わ

せてのPRAの適用 

多くの回答者は、為替リスク及び金利リスクが動的に管理されている

場合には、金利リスクだけではなく為替リスクに対してもPRAを適用

すべきだと考えた。 

一部の回答者は、外貨ベーシス・スプレッドに関するIFRS第9号の一

般ヘッジ会計のモデル6は、為替リスクにPRAを適用する際の検討に

関連することを示した。 

 

 

 

 

 
                                                      

6  IFRS第9号は、金融商品の外貨ベーシス・スプレッドを区分して、ヘッジ手段の指定から除外することを認める「ヘッジのコスト」の概念を導入している。 
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他のリスクへのPRA

の適用について、見

解が分かれた 

他のリスクへのPRAの適用  

論点 フィードバックの概要 

銀行以外の業界の金利以外のリ

スク 

多くの回答者が、銀行以外の業界における金利以外のリスクの動的

リスク管理活動にPRAを適用することを検討すべきだと考えた。一部

の回答者は、電気・ガス・水道やエネルギー業界のリスク管理活動

が、銀行による動的金利リスク管理と類似していると指摘した。 

ただし、一部の回答者は、銀行以外の業界の金利以外のリスクに

PRAを適用することに賛成しなかった。これは主に、他の種類のリス

クまたは他の業界へPRAが適用される場合、その実施や監査が困

難になると考えられるためである。 
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