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何が問題となっているか？

今週（6月13日の週）の合同会議において、米国財務会計基準審議会（FASB）と国際会計基準審議会

（IASB）（「両審議会」）は、両審議会が提案していた金融資産の減損に関する提案モデルの方向性を変

更する決定を行いました。この新しいアプローチは、以前の提案モデルに対する関係者のフィードバック

に対処したものです。今年初めに提案されていた、負債性投資のポートフォリオを2つのカテゴリー（「グッ

ド・ブック」と「バッド・ブック」）に区分するアプローチに代わり、この新しいアプローチは、ポートフォリオを3

つのカテゴリーに区分することになり、これにより、最終的には信用損失を認識するタイミングと認識金額

が決定されます。金融資産は、その信用リスクや組成以降の信用度の低下に基づいてそれぞれのカテゴ

リーに割り振られます。

両審議会はまだ再審議の結論を出しておらず最終基準も公表していないため、今回の決定は暫定的で

変更される可能性があることに留意する必要があります。金融商品プロジェクトに関する両審議会の概要

のすべては、FASBのウェブサイト（www.fasb.org）またはIASBのウェブサイト（www.ifrs.org）でご覧いただけ

ます。

主な規定

Bucket #1: 観察可能な事象による影響を受けない資産－ このカテゴリーは、将来の債務不履行の発生

可能性に対する直接的な証拠となる、観察可能な事象に影響されない負債性投資で構成されます。

Bucket＃１の金融商品の予想信用損失は、個別の資産または資産グループに特有のものではないマクロ

経済的な事象のために変動している可能性があります。当該カテゴリーの各報告期間における引当金は、

予想損失額の12か月分に相当します。新モデルの目的は、負債性投資の信用の質の低下に関する一般

的なパターンを反映させることです。負債性投資の信用の質はそのライフ・サイクルにわたって低下するた

め、提案されている会計モデルはこの変化を把握するように意図されています。新アプローチでは、ポート

フォリオを3つのカテゴリーに区分することになります（両審議会はこのカテゴリーを「buckets」と呼称してい

ます）。

Bucket #2: 観察可能な事象（しかし、信用に関する問題は特定の資産について明らかになっていない）

の影響を受ける資産－ このカテゴリーは、将来の債務不履行の発生可能性に対する直接的な証拠とな

る、観察可能な事象に影響を受けているものの、ポートフォリオにおける個別の資産に直接的に関連する

証拠が存在しない負債性投資のポートフォリオで構成されます。信用減損の引当金は、全期間の予想損

失に相当する金額を当期の利益で即時に認識します。予想信用損失額は個別の資産について特定でき
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ないため、ポートフォリオ単位で引当額を決定します。

Bucket #3: 債務不履行が見込まれる、もしくは債務不履行に陥っている個別資産－ このカテゴリーは、

個別の資産について信用損失の発生が見込まれる、または発生していることを具体的に示す情報が入手

可能な負債性投資で構成されます。資産がこのカテゴリーに分類されるにあたって、債務不履行が既に

発生していなければならないという必要はありません。信用減損の引当金は、個別の資産の全期間の予

想損失に基づいて認識されます。

両審議会は、概念的には上述のアプローチ案を支持していますが、「buckets」間の分類変更を引き起こ

す可能性のある要因や事象に関する主要な問題点や、この提案モデルの実務上の適用可能性について、

対応と審議を継続する予定です。

コンバージェンスは達成されるか？

関係者は減損モデルに関するコンバージェンスの達成を非常に重要だと考えているため、両審議会は、

引き続きこの領域におけるコンバージェンスの達成に努めていく予定です。

影響を受ける企業は？

純損益を通じた公正価値の変動を認識するものとして分類および測定されない負債性投資を有するすべ

ての企業が影響を受ける可能性があります。

発効日は？

両審議会は発効日について決定していませんが、2014年よりも早くなる可能性は低いでしょう。

次のステップは？

両審議会は、今後数カ月にわたって改訂減損モデルの作成を継続します。新しい提案モデルを含む公

開草案は、2011年9月を目標に公表予定です。PwCは、引き続き、再審議の重要な決定事項をお知らせ

していきます。
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