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概要 

• 2013年 11 月、国際会計基準審議会（IASB）は、金融商品会計モデルを改訂するプロジェクトの第 3

フェーズの成果として、国際財務報告基準（IFRS）第 9 号に追加された新しい一般ヘッジ会計の要

求事項を公表しました。この新しい要求事項により、IASBモデルは、従前のモデルや米国会計基準

（US GAAP）の現行モデルに比べてより原則主義的なものになっています。この要求事項は、ヘッジ

会計を簡略化するとの IASB の目標を反映しており、企業が行っているリスク管理活動により密接に

合致させつつ、企業のリスク管理戦略に関する意思決定に有用な情報を提供します。 

• 金融商品のオープン・ポートフォリオに含まれる純額ポジションおよび予定取引（母集団が時間経過

と共に変化する「マクロヘッジ」として知られるポートフォリオ）のヘッジは、この新しい IASB の一般ヘ

ッジ会計の要求事項では取り扱われていません。そのような取引は、IASB 単独の再審議のテーマ

であり、今後対処される予定です。それまでの間、ヘッジ会計に IFRS 第 9 号を用いている企業は金

融資産または金融負債のポートフォリオの金利リスクの公正価値ヘッジに関する国際会計基準（IAS）

第 39 号を適用し続けるか、または、新しいマクロヘッジのガイダンスが公表されるまで IAS 第 39 号

を完全適用することができます。 

• 金融商品プロジェクトの当フェーズにおける IASBの主要な目的は、FASBとのコンバージェンスを達

成することではなく、IAS 第 39 号を改善させることでした。新しい IASB のヘッジ会計モデルは、現行

のUS GAAPおよび 2010年 5月に FASBによって公表された公開草案とは大幅に異なっています。

PwC は、おそらく減損ならびに分類および測定の金融商品プロジェクトの完了前に、FASB がヘッジ

会計プロジェクトを再開するのではないかと考えています。 

背景 

.1 IAS第 39号「金融商品：認識及び測定」におけるヘッジ会計に関する規則は、その要求事項が一般

的なリスク管理の実務と適合していなかったため、多くの財務諸表作成者に不満を抱かせてきました。ヘッ

ジ取引が経済的に合理的なリスク管理戦略を反映している場合であっても、詳細な規則によりヘッジ会計

の達成が不可能または非常に高コストになることが頻繁にありました。IASB は、IAS 第 39 号を IFRS 第 9

号に置き替える取り組みの第 3 フェーズにおけるこうした懸念事項の多くに対処しています。 
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.2 IASB の新しいヘッジ会計モデルは、次の抜本的な変更を導入しています。 

• ヘッジ会計の適格要件としてのきわめて有効（80％－125％）の閾値を、（1）ヘッジ対象とヘッジ手

段との間に経済的関係があること、（2）信用リスクの影響が、当該経済的関係から生じる価格変動に

優越するものではないこと、および、（3）リスク管理目的のために企業が実際に使用しているヘッジ

対象とヘッジ手段の量の関係を反映したヘッジ比率、に焦点を当てた要求事項と置き替える。 

• ヘッジの「バランス再調整」は、通常、リスク管理のヘッジ比率が（例えば、ヘッジ対象とヘッジ手段

の経済的関係の変化により）変化した場合に要求される。ただし、バランス再調整は、ヘッジ関係の

指定の取り消しおよびヘッジ関係の再指定としては扱われない。 

• ヘッジ関係のリスク管理目的が変化しない限り、任意によるヘッジ関係の中止を禁止する。 

• 非金融商品項目のヘッジ対象として独立して識別可能であり、信頼性をもって測定可能なリスク要

素を指定できる。 

• （純額エクスポージャーを含む）類似していない項目グループのヘッジに、より多くの柔軟性を与える。 

• 公正価値ヘッジおよびキャッシュ・フロー・ヘッジの両方におけるオプションでヘッジする場合、その

プロテクションを購入したコストとして当初の時間的価値を会計処理する。直物法が選択された場合

のフォワード・ポイント、および為替リスクのヘッジに伴う通貨ベーシスのスプレッドについて、類似し

た会計処理が認められる。 

• 金融商品の信用リスクをクレジット・デリバティブで管理する場合、金融商品を当初認識時または当

初認識後において、純損益を通じて公正価値で測定されるものとして指定することができる。 

• 企業のリスク管理戦略に関する有用な情報を財務諸表利用者に提供するための追加的な開示要

求事項を導入する。 

.3 米国会計基準審議会（FASB）が 2010 年 5 月に公表した公開草案には、これに限定されるものでは

ないものの、次のような主要な変更が盛り込まれていました。 

• 有効性の閾値を「きわめて有効」から「合理的に有効」まで下げることによる、ヘッジの有効性の判定

に関連する規則の緩和 

• 有効性を判定するためのテクニックとしての簡便法および主要条件同一法の削除 

• キャッシュ・フローのアンダーヘッジから生じるヘッジ非有効部分の認識 

• 任意にヘッジ関係の指定を取消すことを容認する規定の削除 

2010年 5月にFASBによって提案された重要な変更に関する詳細な解説は、2011年 2月 1日付Dataline 

2011-06 を参照して下さい。 
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主な規定 

ヘッジ会計の適格性 

ヘッジ関係の開始時におけるヘッジ会計の適格性 

.4 これは、IFRS 第 9 号が、従前の規則を大幅に緩和してより多くのヘッジ関係をヘッジ会計に適格であ

ると認めた領域です。IAS第 39号およびUS GAAPでは、ヘッジ取引は、ヘッジの開始時および継続的にき

わめて有効であることが見込まれていなければなりません（「事前の」テスト）。さらに、その関係はその後の

各報告日において実際にきわめて有効であることを実証しなければなりません（「事後の」テスト）。「きわめ

て有効」とは、80％から 125％の「ブライトライン（明確な境界線）」の定量テストとして定義されています。 

.5 IFRS 第 9 号の下で、以下の要件が満たされる場合、ヘッジ取引はヘッジ会計に適格となります。 

• ヘッジ関係が、適格なヘッジ手段およびヘッジ対象のみから構成されている。 

• IAS 第 39 号と同様、ヘッジ関係の開始時に、ヘッジ関係およびヘッジの実行に関する企業のリスク

管理目的および戦略に関する公式な指定と文書化がなければならない。文書化の要求事項は、

IAS 第 39 号における要求事項と大幅に異なっているわけではなく、そのため、ヘッジ会計を達成す

るために必要な現行の管理からの救済措置はそれほど多くない。しかし、事後的な有効性テストは

要求されないため、このテストを文書化する必要はない。 

• ヘッジ対象とヘッジ手段の間に経済的関係が存在する（すなわち、ヘッジ対象とヘッジ手段の価値

が、ヘッジされるリスクにより、一般的に反対方向に動く）。したがって、ヘッジ手段の価値とヘッジ対

象の価値とが、同一の基礎数値または非常に類似している経済的に関連している基礎数値に対応

して、規則的に変動するであろうという予想がなければならない。リスク管理目的に合致すると予想

できるかどうかを確かめるために、ヘッジ関係の期間中における考え得る行動の継続的な分析が要

求されている。単に二変数間に統計上の相関が存在するというだけでは、経済的関係が存在すると

いう有効な結論を支持するものとはならない。 

PwC の見解 

経済的関係についての要求事項は新しく導入されたものですが、企業がリスク管理目的のために有効な

経済的関係を提供しないヘッジ手段を用いる可能性は低いと考えられます。したがって、これが問題の

ある要求事項となる可能性は低いでしょう。 

 

• 信用リスクの影響は、経済的関係から生じる価値変動に優越しません。ヘッジ関係に優越する信用

リスクの一例は、企業が無担保のデリバティブを使用して商品価格リスクに対するエクスポージャー

をヘッジする場合です。当該デリバティブの相手方に信用度の著しい低下があった場合には、ヘッ

ジ対象の価値の変動は主として商品価格の変動に左右されるのに対して、相手方の信用度の変動

の影響が、商品価格の変動がヘッジ手段の公正価値に与える影響を上回ることがあり得ます。 

PwC の見解 

IFRS 第 9 号は、「優越する」の定義を示していません。しかし、ヘッジ手段とヘッジ対象の両方について

信用リスクの影響を考慮する必要があることは明らかです。例えば、金融資産（債券など）の金利リスクま

たは為替リスクをヘッジしている企業は、債券の信用リスクを見る必要があります。債券の発行者が高い

信用リスクを有している場合にはその債券はヘッジ会計に適格とならない可能性があります。金融危機

の間に、企業が経営難に陥っている金融機関の資産を購入し、最終的に実現される金額が非常に不確

実であったためにヘッジ会計に適格にならなかったという多くの状況がありました。その一方で、デリバテ

ィブ商品が担保契約や非常に大きな規模のクレジット・サポート・アネックス（訳注：信用補完条項）によっ

てカバーされている場合には信用リスクが「優越する」可能性はかなり低くなります。 
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• ヘッジ関係のヘッジ比率は、企業が実際にヘッジするヘッジ対象の量および企業が当該数量のヘ

ッジ対象をヘッジするために実際に使用するヘッジ手段の量から生じる比率です。 

PwC の見解 

80-125％のヘッジ有効性のブライトラインの廃止は、多くのリスク管理戦略のヘッジ会計処理に対する重

大な障害を取り除いています。IAS 第 39 号では、81％が有効であるヘッジは、例え 19％が非有効だとし

てもヘッジ会計を達成することになります（キャッシュ・フローおよび純投資ヘッジについての「低価」テス

トを受けなければなりません）。一方、79％有効であったヘッジは、ヘッジ会計を達成せず、またデリバテ

ィブの公正価値の変動はすべて純損益に計上されます（すなわち、この勘定は 100％非有効を示すこと

になります）。リスク管理の観点から、79％と 81％の有効性の差異は微少ですが、IAS 第 39 号の会計規

則はこれを反映していませんでした。そのため、PwC は、多くの当事者がこの 80-125％ブライトラインの

廃止を歓迎すると予想しています。 

 

以下の表は、IFRS第 9号によってもたらされる主要な変更の概要およびその変更領域におけるUS GAAP、

IAS 第 39 号との比較を示しています。 

ヘッジ有効性 US GAAP IAS 第 39 号 IFRS 第 9 号 

 きわめて有効（通常、

80％-125％） 

US GAAP に類似 「経済的ヘッジ」および

実際のリスク管理戦略

に基づくヘッジ指定 

非有効部分を発生させ

る可能性のある不均衡

を、ヘッジ会計の目的

に整合しない会計上の

結果を達成するために

設定しない。 

信用リスクは、経済的関

係から生じる価値変動

に優越しない。 
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ヘッジ比率およびバランス再調整 

.6 IFRS 第 9 号では遡及的な有効性テストは要求されていません。しかし、企業はパラグラフ 5 で説明

しているヘッジ有効性の要件を満たし続けているか否かの継続的な評価を行わなければなりません。 

.7 IFRS第 9号は、「ヘッジ比率」が適切であると保証することを要求しています。言い換えれば、企業

はヘッジ比率がその経済的ヘッジ戦略（リスク管理戦略）で要求されている比率と合致していることを証

明しなければなりません。意図的な不均衡は避けなければならず、ヘッジ会計の目的と不整合となる会

計上の結果を生じるような、ヘッジ対象とヘッジ手段のウェイト付けの不均衡を反映するものであっては

なりません。このことは、ヘッジ関係は完全でなければならないと示唆しているわけではなく、非有効部分

を作り出す目的のために、ヘッジ手段と実際に使用されたヘッジ対象のウェイト付けを選択できないこと

を示しています。 

.8 ヘッジ比率に関して、IFRS第 9号は、バランス再調整の要求事項を導入しています。バランス再調

整は、ヘッジ開始時だけでなく、各報告日および重大な状況の変化が生じた時にも行う、ウェイト付けの

不均衡を回避する要求事項と整合しています。ヘッジ手段の公正価値とヘッジ対象の公正価値または

キャッシュ・フローの変動の間の相殺の程度の変化が、すべてヘッジ手段とヘッジ対象との間の関係の

変動となるわけではありません。ヘッジ関係に影響すると予想したヘッジ非有効部分の発生原因は、以

下を表します。 

• 依然として有効なヘッジ比率の周辺での変動（すなわち、ヘッジ手段とヘッジ対象との間の関係を

引き続き適切に反映している）；または 

• ヘッジ比率がもはやヘッジ手段とヘッジ対象との間の関係を適切に反映していないという兆候 

.9 一定のヘッジ比率（および関連するヘッジの非有効部分）の周辺での変動は、それぞれの特定の

結果に対応したヘッジ比率の調整では削減することはできません。したがって、こうした状況では、相殺の

程度の変化は、ヘッジ非有効部分の測定および認識の問題であり、バランスの再調整を必要としません。 

.10 しかしながら、相殺の程度が、変動がヘッジ関係に現在用いられているヘッジ比率と異なっている

ヘッジ比率の周辺であることを示す場合、またはヘッジ比率から離れていく傾向がある場合、ヘッジ非有

効部分はヘッジ比率を調整することによって削減することができます。こうした状況では、企業は、ヘッジ

関係が、ヘッジ会計の目的と不整合となる会計上の結果を生じる可能性のあるヘッジ非有効部分（認識さ

れるかどうかに関係なく）を生じさせるようなヘッジ対象とヘッジ手段のウェイト付けの間の不均衡を反映し

たものなのかどうかを評価しなければなりません。バランス再調整に際し、ヘッジ関係を調整する前に、当

該ヘッジ関係の非有効部分を算定して直ちに純損益に認識します。 
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設例：ヘッジのバランス再調整 

バランス再調整が要求されない場合 

ユーロ（EUR）を機能通貨として用いている企業が、香港ドル（HKD）で6か月の期間に上限7.8

百万HKDまでの予定購入を行っています。企業は、将来のエクスポージャーをヘッジするた

め外貨を購入（すなわち、外国為替先渡契約を締結）し、ユーロでの購入価格を事実上確定

したいと考えています。 

香港ドルは、米ドル（USD）と連動しています（つまり、為替レートが、香港金融当局が設定して

いる帯域内または為替レートに維持されていることを意味します）。 

企業は、香港ドルを購入してユーロで支払う先渡契約を締結することが可能です。しかし、

香港ドルを購入しユーロで支払う先渡契約を締結することは、米ドルを購入しユーロで支払

う契約を締結するよりも（米ドルに比較すると香港ドルの市場は小さく流動性も乏しいことか

ら）割高になります。企業は、香港ドル対ユーロではなく米ドル対ユーロの先渡契約を締結

することを決定しました。香港ドルが米ドルに連動している限りにおいて、米ドル・デリバティ

ブをヘッジ手段として用いることは、企業にとって香港ドル・デリバティブと同じように機能す

ることになります。 

この場合の連動比率は、香港ドル対米ドル=7.8:1です。しかし、例え連動していても完全に固

定されているわけではありません（香港ドルは、香港ドル7.75から7.85の狭い範囲内で取引す

ることが可能です）。その幅は非常に小さいためこの範囲のリスクを引き受けるつもりであること

から、企業は、米ドル1百万（香港ドル7．8百万）の先渡契約を締結します。 

非有効部分が、ヘッジ開始時点において当初予想されていた狭いトレーディング範囲内の為

替レートの変動のために発生している場合には、バランス再調整は要求されません。したがっ

てヘッジ比率は依然として有効です。 

バランス再調整が要求される場合 

前掲の設例の事案を検討しますが、為替レートの香港ドル：米ドルが再連動、つまり、香港ド

ル対米ドル=7.2:1 であると仮定します。1 百万米ドルについてデリバティブが継続している場

合、ヘッジ比率はもはやヘッジ手段とヘッジ対象の関係を反映せず、そのため強制的にバラ

ンスの再調整を行います。 

バランス再調整は、企業のリスク管理戦略を反映させたものでなければなりません。つまり、7.8

百万の香港ドルの予定購入のうち7.2百万香港ドルまでヘッジ対象を減少させるか、または、

残りの0.6百万香港ドルのヘッジ対象をカバーするために別のデリバティブを購入することによ

ってヘッジ手段を増やすかのいずれかを行うことになります。 

 

.11 バランス再調整は、ヘッジ関係の継続です。すなわち、ヘッジは、指定の取り消しや再指定によって

再設定されず、そのため新しい仮想デリバティブの設定または純損益に対する公正価値の変動の有効部

分の償却（公正価値金利リスクのヘッジの場合）を要求しません。IFRS 第 9 号は、ヘッジ関係におけるヘッ

ジ対象またはヘッジ手段の量の増減によるバランス再調整を認めています。 

.12 ヘッジ関係のバランス再調整を行う際、企業は、その（残存）期間におけるヘッジ関係に影響すると

予想されるヘッジ非有効部分の発生原因の分析を更新しなければなりません。ヘッジ関係の文書化もそ

れに応じて更新しなければなりません。 

以下の表は、IFRS第 9号によってもたらされる主要な変更の概要およびその変更領域におけるUS GAAP、

IAS 第 39 号との比較を示しています。 
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バランス再調整 US GAAP IAS 第 39 号 IFRS 第 9 号 

 バランス再調整の概

念は存在しない。しか

し、それが発生する場

合は指定の取り消し

および再指定となる。 

US GAAP に類似 通常、バランス再調整

は、リスク管理比率が

変動した場合に要求

される。 

バランス再調整は、仮

想デリバティブを再設

定すること（キャッシ

ュ・フロー・ヘッジの場

合）、または償却を開

始すること（公正価値

ヘッジの場合）を要し

ないヘッジ関係の継

続である。 

 

有効性テストの性質 

.13 IFRS 第 9 号は、定期的な有効性の判定要件（すくなくとも、各報告日または状況が変化した時に実

施）を引き継いでいます。しかし、有効性テストは、将来予測的なテストのみです（すなわち、遡及的テスト

は要求されていません）。 

.14 IFRS 第 9 号は、ヘッジ関係の特徴に応じて、企業が有効性を定性的または定量的に判定すること

を認めています。例えば、主要条件のすべてが合致している場合のような単純なヘッジにおいては定性

的テストで十分なことがあります。一方、非常に複雑なヘッジ戦略においては、一定の種類の定量的分析

を行う必要性が高くなります。 

.15 非有効部分を測定する際に、企業は、ヘッジ対象に対する貨幣の時間価値の影響を考慮しなけれ

ばなりません。 

PwC の見解 

IASB スタッフは、これはガイダンスの変更ではないために実務に影響しないと考えています。しかし、先

渡契約を含んだヘッジに影響を与える可能性があります。現在、実務上、多くの企業が先渡契約からフ

ォワード・ポイントのみを分離し、直物要素だけをヘッジ対象のリスクとして指定しています。直物要素は

割り引かれません。したがってタイミングの影響（展開中の戦略および部分的な期間のヘッジの主要要

素）は考慮されません。今後、ヘッジされた取引のタイミングを追跡し続け、ヘッジされた取引とデリバティ

ブの間の予想タイミングの差異から発生した非有効部分を測定しなければならない企業が増えると考え

られます。 
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以下の表は、IFRS第 9号によってもたらされる主要な変更の概要およびその変更領域におけるUS GAAP、

IAS 第 39 号との比較を示しています。 

有効性テスト US GAAP IAS 第 39 号 IFRS 第 9 号 

テストの内容 開始時における事前

のテスト 

各報告期間または少

なくとも3か月ごとの事

前および事後のテスト 

特定の状況において

簡便法を適用できる。 

開始時における事前

のテスト 

状況の変化、または

少なくとも各報告期間

における事前および

事後のテスト 

事後のテストは定量的

テスト 

各報告期間、または

それより短い期間の場

合は状況が変化した

時に、事前のテストの

みが要求される。 

ヘッジ関係の複雑性

に応じて、定性的テス

トまたは定量的テスト

が可能 

貨幣の時間価値 実務上、企業は先渡

契約の直物要素のみ

を、ヘッジ対象のリス

クとして指定してい

る。直物要素は割り

引かれない。これは、

ヘッジ対象とヘッジ

手段の間のタイミング

の差異が有効性に影

響を与えないように

行われる。 

US GAAP に類似 非有効部分を測定す

る際に、企業は、ヘッ

ジ対象に対する貨幣

の時間価値の影響を

考慮しなければならな

い。有効性を判定す

る際に、先渡契約の

直物要素のみが考慮

される場合には、割引

を伴う直物法（spot 

method）を適用しなけ

ればならない。 

 

任意の指定の取り消し 

.16 IAS 第 39 号および US GAAP は、ヘッジ関係の任意による指定の取り消しを認めています。IFRS 第 9

号の下で、企業は、次のようなヘッジ関係について、指定を取り消すことにより中止することはできません。 

• ヘッジ会計に適格となった根拠であるリスク管理目的に依然として合致している（すなわち、企業が

依然としてそのリスク管理目的に従っている）。 

• 他の適格要件のすべてを引き続き満たしている（該当がある場合には、ヘッジ関係のバランス再調

整を考慮後）。 

.17 ヘッジ関係の中止が要求されている場合あるいは認められない場合を決定する上で、リスク管理

戦略とリスク管理目的の概念を区別することが重要です。「リスク管理戦略」は、企業がリスクをどのように

管理するかを決定する最高レベルにて設定されます。リスク管理戦略は、企業が晒されているリスクを特

定し、企業がそれにどのように対応するかを示しています。これに対し、「リスク管理目的」は、特定のヘッ

ジ関係のレベルで適用される目的のことをいいます。言い換えれば、これは、指定した特定のヘッジ手

段が、ヘッジ対象として指定した特定のエクスポージャーをヘッジするためにどのように使用されるかに

関連しています。 
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.18 リスク管理戦略には、その全体的なリスク管理戦略の実行に関連するリスク管理目的を有する多くの

異なったヘッジ関係を伴うことになります。したがって、企業のリスク管理戦略が変更されなくても、特定の

ヘッジ関係についてのリスク管理目的が変更される場合があります。リスク管理目的が変更された場合、ヘ

ッジ関係を中止しなければなりません。 

任意の指定の取り消し US GAAP IAS 第 39 号 IFRS 第 9 号 

 認められる US GAAP に類似 リスク管理目的が同一

の場合、禁止される。 

 

適格なヘッジ対象 

.19 IFRS 第 9 号は、エクスポージャーをヘッジされるリスクとして指定するのに、より大きな柔軟性を与えて

います。変更としては、主に、ヘッジ会計の適格要件から、一部の経済的に合理的なヘッジ戦略を妨げている

現行の制限を削除することです。IFRS 第 9 号は、非金融商品項目のリスク項目および類似していない項目グ

ループ（純額エクスポージャーを含む）をヘッジ項目として指定することを認めています。以下の表は、IFRS第

9 号によってもたらされる主要な変更の概要および US GAAP、IAS 第 39 号との比較を示しています。 

ヘッジ対象 US GAAP IAS 第 39 号 IFRS 第 9 号 

非金融項目の構成要素 為替リスク以外は禁止 為替リスク以外は禁止 リスク構成要素が独立

に識別可能であり、信

頼性をもって測定可能

な場合は認められる。 

デリバティブ デリバティブはヘッジ

対象として指定でき

ない。 

US GAAP に類似 デリバティブを含む合

計されたエクスポージ

ャーのヘッジを認める。 

類似項目グループ 個々の項目のそれぞ

れについての公正価

値の変動がグループ

の公正価値の全体的

な変動に対して比例

的である場合にのみ

認められる。 

US GAAP に類似 特定の条件が満たさ

れた場合に、個々の

項目の公正価値の変

動にかかわらず指定

は認められる。 

類似していいない項目

グループ（純額ポジシ

ョン） 

限定的な状況におけ

る内部デリバティブで

ヘッジした場合を除

き、認められない。 

認められない 公正価値ヘッジおよ

び為替リスク・キャッシ

ュ・フロー・ヘッジにつ

いて認められる。 

ゼロの純額ポジション 認められない US GAAP に類似 特定の要件が満たさ

れる場合に認められる 

「底溜まり」階層および

項目グループの階層

を含む階層部分 

階層部分についてキ

ャッシュ・フロー・ヘッ

ジが認められる。底溜

まり階層または「最後

の」部分のヘッジは認

められる。 

US GAAP に類似 底溜まり階層の公正

価値およびキャッシ

ュ・フロー・ヘッジを含

む、階層部分のヘッジ

は認められる。 

OCI を通じて公正価

値で測定されるものに

指定された資本性金

融商品 

認められない。 US GAAP と類似 認められる。 
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非金融商品項目のリスク要素のヘッジ 

.20 IAS 第 39 号および US GAAP は、金融商品項目の構成要素のみのヘッジを認めています。しかし、

IFRS第9号は、非金融商品項目のリスク要素が独立に識別可能であり、信頼性をもって測定可能であるこ

とを条件に、このような構成要素をヘッジすることを企業に認めています。これは、非金融サービス企業の

リスク管理部門が重要な関心を示す領域です。 

.21 非金融商品項目のリスク要素がヘッジ対象のリスクとしての指定に適格かどうかを判定する際に、企

業は、以下の要素を考慮しなければなりません。 

• リスクが関連しており、ヘッジ活動が行われている特定の市場構造 

• リスク要素が契約上明示された要素かどうか（契約が算定式に基づいた価格設定構造（または、例

えば、商品 A＋マージン）を伴う場合） 

設例：契約上明示されたリスク要素 

A 社は、特定のコモディティ（例えば、軽油、燃料油など）および輸送費などの他の要素を参照し

た契約に明示された価格算定式を用いて価格が設定された天然ガスの長期供給契約を締結し

ています。A 社は、軽油の先渡契約を用いて天然ガス供給契約における指定された軽油の構成

要素をヘッジすることができます。 

• リスク要素は、その項目の公正価値またはキャッシュ・フローにおいて明示的かどうか（例えば、契約

が価格算定式ではなく単一の価格のみを含んだ場合の、契約上明示されていないリスク要素） 

設例：内在的なリスク要素 

ある企業が、金属（アルミニウムなど）をその製造工程で使用する製品（飲料用アルミ缶など）を購

入しています。アルミ缶を購入する契約は、一般に、以下のような、ビルディング・ブロック・アプロ

ーチに基づき市場参加者によって価格が決められます。 

• 最初のビルディング・ブロックは、標準的な等級のアルミニウム・インゴットのロンドン金属取引所

（LME）価格です。 

• 次のビルディング・ブロックは、LME の標準的な等級/ロケーションと比較した、使用されるアルミニウ

ムの等級/品質および/またはロケーションの違いを反映させた等級プレミアムまたはディスカウント

です。 

• インゴットから缶への転換または配送コストのために追加コストが支払われます。 

• 最後のビルディング・ブロックは、売手に対する利鞘です。 

この企業は、製品コストのアルミニウム要素に対する価格エクスポージャーをヘッジするために、

アルミニウムのLME先物または先渡を利用したいと考える可能性があります。コモディティの性質

（すなわち、アルミニウムは市場で取引されている）および製品全体に対する重要性（すなわち、

飲料缶の主要な構成要素のコスト）により、企業は、それが独立に識別可能であり信頼性をもっ

て測定可能であると結論付けることができる可能性があります。 
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PwC の見解 

リスク要素をヘッジすることが認められたことは、過去にこの領域でヘッジ会計を達成できなかった多くの

企業に歓迎されるでしょう。US GAAP も IAS 第 39 号も、価格の LME 要素をヘッジ関係のヘッジ対象に

指定することを認めていません。価格要素の全体が、デリバティブ商品によってヘッジされるものに指定

されなければなりません。これが、純損益に計上されている非有効部分をもたらし、極端な場合には重要

なリスク管理戦略がヘッジ会計に適格でなくなる原因となっていました。IFRS第 9号は現在、独立に識別

可能であって、信頼性をもって測定可能である限り、非金融商品項目のリスク要素をヘッジ対象のリスク

として指定することを企業に認めています。契約上明示されている場合、リスク要素が独立に識別可能で

あり信頼性をもって測定可能であることを実証することが容易になります。しかし、これは、契約上明示さ

れていない場合に、より困難になる可能性があります。 

IFRS 第 9 号は、リスクが関連しており、ヘッジ活動が行われている特定の市場構造の文脈にて、リスク要

素が独立して識別可能であって、信頼性をもって測定可能であるかどうかの判定を企業に求めていま

す。しかし、IFRS 第 9 号は、市場構造の分析に用いるべき要件も、市場を定義するために何を分析すべ

きかに関するガイダンスも明確にしていません。したがって、判断を要する領域となります。 

 

ヘッジ対象としてのデリバティブ 

.22 US GAAP または IAS 第 39 号の下では、現在、デリバティブはヘッジ対象として指定することは認め

られていません。IFRS 第 9 号は、デリバティブと別のエクスポージャーの組合せから生じた合計されたエク

スポージャーの指定を認めています。これは通常、企業が階層に基づいてリスクを管理するケースです。 

設例：デリバティブをヘッジ対象の一部として含める 

機能通貨として米ドル（USD）を用いているA社が、ユーロ（EUR）（外国通貨）で10年物変動利付

のローンを組んでいます。A 社は、金利の変動から生じるキャッシュ・フローの変動性（variability）

に対するエクスポージャーを解消したいと考えており、ユーロでの変動対固定金利スワップ契約

を締結しています。純損益のボラティリティを解消するために、A 社はこのスワップをキャッシュ・フ

ロー・ヘッジに指定しています。その後の期において、A 社は、為替エクスポージャーも解消させ

たいと考え、米ドル:ユーロの固定対固定の為替金利スワップを行っています。しかし IAS第 39号

は、デリバティブは通常ヘッジ対象として指定できないため、ローンを結合させてユーロ金利スワ

ップをヘッジ対象として指定することを発行者に認めていません。IAS 第 39 号では、企業はその

代わりに、当初のスワップと新規の為替金利スワップをヘッジ手段として結合させる必要がありま

した。これは、当初の金利ヘッジの指定の取り消しを要求します。これは、純額の為替リスクを解

消するためにひとつのデリバティブを単純に重ねる（オーバーレイする）企業の戦略と整合しませ

んでした。しかし、IFRS 第 9 号の下では、合計されたエクスポージャー（すなわち、負債性金融商

品と金利スワップの組み合わせ）は、ヘッジ対象としての指定に適格になります。 
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項目グループ 

.23 US GAAP および IAS 第 39 号は、グループ内のすべての項目が類似するリスクに晒されており、そ

れぞれの項目がグループの公正価値の変動全体に対する比例的部分である場合にのみ項目グループ

のヘッジを認めています。IFRS第 9号は、リスク管理戦略により合致させるために、この領域に重要な変更

を行っています。 

.24 IFRS 第 9 号は、（1）各個別の項目の公正価値の変動はグループ全体の比例的部分であるという要

求事項のない類似した項目グループ（例えば、S&P500 株式のポートフォリオを S&P500 先物でヘッジする

場合）、ならびに、（2）エクスポージャー（例えば、予定売却・購入取引から生じるエクスポージャー）を相殺

するグループのヘッジを認めています。 

.25 しかし、IFRS第 9号は、このようなヘッジに追加的な適格要件を定めています。これには以下を含み

ます。 

• グループは、個々に適格なヘッジ対象である項目（その構成要素も含む）で構成されている。 

• 当該グループの各項目が、リスク管理の目的上、グループとして一体として管理されている。 

• 純額エクスポージャーのキャッシュ・フロー・ヘッジの場合、それは為替リスクのヘッジであり、ヘッジ

の指定は、予定取引が純損益に影響すると見込まれる報告期間を、その内容および数量と共に、

特定している。 

設例：純額ポジションのヘッジ 

ユーロ（EUR）を機能通貨にしている企業が、6か月の間に在庫商品の購入ならびに150米ドルお

よび100米ドルの売却をそれぞれ予定していると仮定します。この企業は、150米ドルの購入およ

び100米ドルの売却のヘッジとして、50米ドルの先渡の購入を指定することが認められます。 

 

PwC の見解 

純額エクスポージャーをヘッジできることは、一般的なリスク管理の実務に合致しており、現在、IAS 第 39

号の下で要求されている特定された総額キャッシュ・フロー（例えば、純額のオープン・ポジションに合致

する特定の購入額）を識別する必要性を削除することになります。 

 

.26 純額エクスポージャーのヘッジについて、IFRS第9号は、ヘッジの影響は損益計算書内の独立した

表示科目として反映させなければならないと規定しています。例えば、企業が売上高と売上原価をヘッジ

している場合、ヘッジの影響は、売上高および売上原価の表示科目の下に、独立した表示科目として表

示されることになります。 
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設例：純額ポジションのヘッジの純損益の表示 

ユーロを機能通貨としている企業が、100 米ドルの売上および 80 米ドルの費用（両方ともに 3

か月の予定）を有しており、為替レートの変動をヘッジしたいと考えていると仮定します。当該

企業は、1.33 のレートで先渡契約により 20 米ドルをヘッジし、マージンを 15ユーロに固定しま

す。決済時の直物レートは 1.25 であり、これにより 1 ユーロの先渡に損失がでます。以下の表

は、IFRS 第 9 号の表示方法と、類似するヘッジが IAS 第 39 号ではどのように反映されるかの

比較を示しています。 

ヘッジ対象 IAS 第 39 号による会計処

理（総額で識別されたポ

ジションに対するヘッジの

影響を反映） 

IFRS 第 9 号による会計処

理（独立した表示科目とし

てヘッジの影響を反映） 

売上高 79 80 

費用 64 64 

ヘッジの結果 - (1) 

営業利益 15 15 

       
 

収益総額の比率のヘッジについて US GAAP に準拠した表示は IAS 第 39 号による表示と類似したものに

なります。しかし、内部デリバティブが使用された場合には、総額表示が認められ、ヘッジの影響は売上高

と費用のそれぞれの表示科目に反映されることになります。 

PwC の見解 

ヘッジの影響を個別に表示することは、必ずしも純額ベースでヘッジされている項目に関するリスク管理

戦略全体を反映しているというわけではありません。リスク管理者は、通常、純額ポジションの中のすべて

の項目をヘッジ対象として考えており、そのため、ヘッジされたレートでそれらの項目を表示することを選

好する可能性があります。 

 

ゼロの純額ポジションのヘッジ 

.27 ヘッジ対象が、ゼロの純額ポジションのグループである（すなわち、それらの中のヘッジ対象が、グ

ループとして管理されているリスクを完全に相殺している）場合には、企業は、次のすべてに該当すること

を条件に、そのポジションを、ヘッジ手段を含まないヘッジ関係において指定することが認められます。 

• そのヘッジがローリング正味リスクヘッジ戦略の一部であり、それにより、時間の経過とともに（例えば、

取引が、企業がヘッジしている期間帯に移った時に）同じ種類の新規のポジションを企業が日常的

にヘッジしている。 

• ヘッジされる純額ポジションの大きさが、ローリング正味リスクヘッジ戦略の期間にわたり変化し、企

業がその正味リスクをヘッジするために適格なヘッジ手段を使用している。 

• 純額ポジションがゼロではなく、かつ、適格なヘッジ手段でヘッジされている場合に、こうした純額ポ

ジションには通常、ヘッジ会計が適用されている。 

• このゼロの純額ポジションにヘッジ会計を適用しないとすると、適用していたならば純額ポジションの

ヘッジにおいて認識されていたであろう相殺しあうリスク・ポジションが認識されないことにより、不整

合な会計上の結果を生じることとなる。  
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「階層」部分のヘッジ 

.28 IAS 第 39 号および US GAAP は、特定の項目または項目グループの比例的部分（パーセント）また

は一部分（「階層」）のキャッシュ・フロー・ヘッジを認めています。しかし、公正価値ヘッジの場合には、こ

れは特定の項目（グループを含む）の比例的部分に制限されます。階層アプローチが用いられる場合、階

層部分は、十分な明示性をもってその関係の中で識別しなければならず、それにより、取引が発生した場

合に当該取引がヘッジされた取引か否かを明確にすることができます。 

.29 IFRS 第 9 号の下で、企業は、固定金利債務の底溜り階層のヘッジなどの特定の項目または項目グ

ループの比例的部分または一部分のいずれかについて、一定の制限の付いた公正価値ヘッジを締結す

る能力を有することになります。ただし、項目が期限前償還オプションを含んでいる場合、そのような項目

の「階層」は、オプションの公正価値がヘッジされたリスクの変動によって影響を受ける場合、公正価値ヘ

ッジのヘッジ対象としての指定に適格になりません。ただし、ヘッジ対象の公正価値の変動を決定する際

に指定された階層部分が、期限前償還オプションの影響を含んでいる場合を除きます。 

その他の差異 

.30 さらに、US GAAP と IAS 第 39 号の間には IFRS 第 9 号によって影響を受けていない多数のその他

の差異があります。主要な差異の一部を以下に解説します。 

ヘッジ対象 US GAAP IAS 第 39 号および

IFRS 第 9 号 

金融商品項目の構成要素 ベンチマーク金利、信用リス

ク、および為替リスクについて

認められる。「ベンチマーク」

は、米国政府借入金利および

LIBOR に制限された。2013 年

6 月に、発生問題専門委員会

は、FF レート（OIS）をベンチマ

ークとして含める最終合意に達

した。 

認められる。ベンチ

マークの定義は制

限されない。 

一部の期間のヘッジ（公正価値ヘッジ） 認められているが非有効となる

可能性が高い。 
認められる 

単一のデリバティブで複数のリスクを 
ヘッジする 

ベーシス・スワップ以外は認め

られない。 
認められる 

 

金融商品項目のリスク要素のヘッジ 

.31 IFRS は、リスクの種類が独立に識別可能であり信頼性をもって測定可能であることを条件に、金融

商品のリスクの構成要素を適格なヘッジ対象であると認めています。それとは対照的に、US GAAP では、

指定されたリスクは、次の 1 つにおける変化でなければならないと規定しています。（1）全体的な公正価値

またはキャッシュ・フロー、（2）ベンチマーク金利（米国における米国連邦政府長期債務に係る金利もしく

は LIBOR または FF レート（OIS）ならびに米国以外の金融商品についての比較可能な金利）、（3）外国為

替レート、（4）信用リスク。さらに、ベンチマーク金利の測定は非常に制限的であるなどの実務が米国にお

いて展開されています。そのため、この領域において、IFRSモデルはすでにUS GAAPよりも柔軟性があり

ます。 
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.32 この領域における非有効部分の算定も、IFRSとUS GAAPでは異なります。例えば、ベンチマーク金

利の変動について固定金利債務をヘッジする場合、US GAAP は、ヘッジ対象の公正価値は「契約上の

金利」を用いて決定しなければならないと要求しています。これが、損益計上された重要な非有効部分を

生じさせた可能性があります。一方、IFRS は、ヘッジされたリスクの公正価値を算定するためにスワップ・レ

ートを用いることを認めています。以下の設例においてこの違いを説明します。 

設例：金利の公正価値ヘッジにおける非有効部分の測定 

企業が固定金利7％の負債性金融商品を発行していると仮定します。発行日現在の固定金利受

取・LIBOR 支払スワップのスワップ金利は 5％です。企業は、このスワップを、固定金利債務にお

ける LIBOR の変動の公正価値ヘッジのヘッジ手段として指定しています。 

IFRS の下で、指定されたヘッジ対象のリスクは 5％のスワップ金利です。そのため、有効性判定

が行われ、合計 7％の固定金利のうちの 5％を参照して非有効部分が測定されます。US GAAP

の下で、非有効部分の算定のために使用されるキャッシュ・フローは、ヘッジ対象全体の契約上

のキャッシュ・フローに基づかなければなりません（簡便法を用いる場合を除く）。したがって、指

定されたリスクはベンチマーク金利である一方で、有効性が判定され、また非有効部分は契約上

の 7％の固定金利を参照して測定されます。このように、重要である可能性のある非有効部分が

生じます。 

 

一部の期間のヘッジ 

.33 一部の期間の公正価値ヘッジ関係に関して、IFRS は US GAAPよりも寛容です。IFRS は、信頼性を

もって有効性を測定することができ、他のヘッジ会計上の要件が満たされれば、ヘッジ対象の満期までの

期間の一部のみのヘッジとして、デリバティブを指定することを認めています。 

設例：一部の期間のヘッジ 

A 社は、満期までの残存期間が 10 年の固定金利 10%の国債を取得しています。A 社は、この国

債を売却可能として分類しています。5 年目までの金利支払に伴う当該国債にかかる公正価値

エクスポージャーをヘッジするため、A 社は 5 年の固定支払・変動受取スワップを取得していま

す。以下の場合、このスワップをヘッジ指定することができます。 

• 5 年間の金利支払の公正価値エクスポージャー 

• 満期時に 5 年のスワップに関連するイールドカーブの変動によって影響される範囲までの元

本払いの価値の変動 

言い換えれば、IFRS は実際の 10 年物国債について 5 年物国債とみなすことを認めています。 

US GAAP は、ヘッジ対象リスクを上記のとおり定義することを認めていません。 

 

単一のヘッジ手段で複数の種類のリスクをヘッジする 

.34 IFRS は、以下を条件に、単一のヘッジ手段を、複数の種類のリスクのヘッジ手段として指定すること

を認めています。 

• ヘッジされたリスクは明確に識別可能である。 

• ヘッジの有効性を証明することができる。 

• ヘッジ手段およびヘッジ対象としての異なるリスク・ポジションの具体的な指定があることを確保する

ことが可能である。 
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したがって、IFRS の下では、企業自身の機能通貨建てであることを条件に、（仮想上）等しい相殺レグを挿

入することによって、単一のデリバティブを 2 つの構成要素に分離することができます。しかし、US GAAP

では、ヘッジ手段に仮想上の構成要素を創出することを認めておらず、そのため、そのようなヘッジ戦略

は認められません。 

以下の設例は、ヘッジ会計が IFRS の下では認められているものの US GAAP では認められていない状況

を説明しています。 

設例：複数のリスクを単一のヘッジ手段でヘッジする 

A 社の機能通貨はユーロ（EUR）であり、次の 2 つの項目をヘッジ手段としてのひとつのスワップ

でヘッジしたいと考えています。 

• ヘッジ対象：（1）10年、5％、固定金利での米ドル借入、および（2）10年、6か月LIBOR＋80 

bpのスイス・フラン（CHF）建貸付債権 

• ヘッジ手段：A社がそのスワップに基づいて米ドルで固定金利を受取り、6か月LIBORの

CHFで変動金利を支払う（CHFでの6か月銀行間預金を表す利率）、10年為替金利スワップ

（CCIRS） 

IFRS の下では、単一のスワップについて仮想上等しい相殺レグみなすことによって分離すること

が可能です。これらのレグは、代替処理がヘッジ会計に適格であることを条件に、固定か変動か

のいずれかになります。さらに、IFRS は、企業が 2 つの異なるヘッジ関係（すなわち、キャッシュ・

フロー・ヘッジおよび公正価値ヘッジ）を有することができるなど、その 2 つのヘッジ関係が同じ種

類であることを要求しています。 

この設例において、当初の CCIRS は、次の 2 つの方法のいずれかで分離することができます。 

ヘッジ手段 ヘッジ対象 ヘッジの種類 

代替処理 A:スワップにユーロの変動レグを挿入 

固定米ドル受取/変動ユーロ支払 米ドル債務に対する通

貨および金利リスク 

金利および通貨リスクの公

正価値ヘッジ 

変動ユーロ受取/変動スイス・フラ

ン支払 

スイス・フラン貸付債権の

通貨リスク 

通貨リスクのキャッシュ・フ

ロー・ヘッジ 

 

代替処理 B：スワップにユーロの固定レグを挿入 

固定米ドル受取/固定ユーロ支払 米ドル債務に対する通

貨リスク 

通貨リスクのキャッシュ・フ

ロー・ヘッジ 

固定ユーロ受取/変動スイス・フラ

ン支払 

スイス・フラン債権の通貨

および金利リスク 

金利および為替リスクのキ

ャッシュ・フロー・ヘッジ 
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ヘッジ手段 

.35 IFRS 第 9 号は、純損益を通じて公正価値で測定するものに分類される現金商品を異なる種類のリ

スクのヘッジに適格であると認めています。IFRS 第 9 号は、オプションの時間価値および先渡契約による

ヘッジの会計処理に対する重要な変更も含んでいます。以下の表は、IFRS 第 9 号のヘッジが US GAAP、

IAS 第 39 号ではどのように会計処理されるかについての比較を要約しています。 

ヘッジ手段 US GAAP IAS 第 39 号 IFRS 第 9 号 

現金商品 限定的な状況におけ

る為替リスクのヘッジ

にのみ認められる。 

為替リスクのヘッジに

認められる。 

純損益を通じて公正

価値で測定するもの

に分類されている金

融商品は、すべての

種類のリスクについ

てヘッジ手段として

用いることが認められ

ている。 

償却原価で分類され

た負債性金融商品

は、為替リスクについ

てのみヘッジ手段とな

り得る。 

組込デリバティブ 組込デリバティブが分

離されている場合、

US GAAP の下で認め

られる。 

US GAAP に類似。 IFRS 第 9 号の下で

は、混合金融資産に

おける組込デリバティ

ブについては認めら

れない（もはや独立し

ていないため）。 

混合金融負債から分

離された組込デリバテ

ィブは、依然として、

ヘッジ手段として指定

することができる。 

非金融主契約から分

離された組込デリバテ

ィブも、依然として適

格なヘッジとなりうる。 
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ヘッジ手段 US GAAP IAS 第 39 号 IFRS 第 9 号 

オプション US GAAP は、特定の

適格なキャッシュ・フロ

ー・ヘッジ関係の時間

価値を、OCI で繰り延

べ、その後純損益に

振替えるものとして認

めている。 

オプションの時間価

値要素は時価評価さ

れ、損益計算書のボ

ラティリティを生じる結

果となる。 

支払済み時間価値は

公正価値ヘッジおよ

びキャッシュ・フロー・

ヘッジについて保険

料と同じように処理さ

れる。 

プレミアムの会計処理

は、ヘッジ対象が取

引に関連するか期間

に関連するかによっ

て異なる。 

時間価値の事後的な

変動は OCI で繰り延

べられ、その後、ヘッ

ジ項目が期間に関連

する取引かどうかによ

り純損益に振り替えら

れる。この会計処理

は、時間的価値がヘ

ッジ対象に関連する

範囲（調整後の時間

的価値）まで適用さ

れる。 

先渡契約によるキャッ

シュ・フロー・ヘッジ 

先渡レートまたは直物

レートのいずれかを指

定できる。直物レート

を使用する場合、フォ

ワード・ポイントによる

公正価値の変動は、

純損益に計上される。 

US GAAP に類似。 直物レート法および

先渡レート法に加え

て、当初のフォワー

ド・ポイントは、ヘッジ

対象が期間に関連す

るのか取引に関連す

るかによって、オプシ

ョンの時間的価値に

類似する方法で処理

され、純損益に計上

することもできる。 

内部デリバティブ 限られた状況におい

て為替リスクについて

のみ認められる。 

認められない。 認められない。 
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オプションの時間的価値の会計処理 

.36 US GAAP の下では、適格なキャッシュ・フロー・ヘッジ関係について、買建オプションの時間的価値

を OCI にて繰り延べることが可能であり、ヘッジ対象が当期純利益に影響する時点でその後の純損益に

振り替えます。 

.37 時間的価値は純損益を通じて時価評価される一方で、IAS 第 39 号は、オプションの本源的価値を

ヘッジ手段として指定することのみを認めています。IFRS 第 9 号は、オプションの時間的価値の会計処理

に関連するガイダンスに重要な変更を導入しています。IFRS 第 9 号は、時間的価値を保険料と同様と考

えています。したがって、時間的価値は、初日（day 1）に資産として計上され、その後、オプションがヘッジ

している項目の種類に基づいて純損益に振り替えられます。例えば、企業は、ヘッジが取引に関連したも

の（例えば、外国為替による商品在庫の予定仕入）か、または、期間に関連したもの（例えば、商品先渡契

約を用いた次の 6 か月間の商品在庫の公正価値ヘッジ）かを判定します。時間的価値に起因するオプシ

ョンの公正価値の変動は、（本源的価値の変動と共に）OCI に計上され、その後、上記の説明のように純

損益に振り替えられます。IFRS 第 9 号の会計処理は公正価値ヘッジにも適用されます。 

.38 ヘッジ手段のオプションとヘッジ項目の重要な条件が一致しない場合、IFRS 第 9 号は、前に説明し

た時間的価値の会計処理は、その時間的価値がヘッジ対象に関連している範囲でのみ適用します。これ

が「調整後の時間的価値」と呼ばれるものです。調整後の時間的価値はヘッジ対象と完全に一致する重

要な条件を有するオプションの評価に基づいて決定することができます。調整後の時間的価値を超過す

るオプションの時間的価値の変動は純損益に計上されます。 

PwC の見解 

総じて、これは多くの IFRS 適用企業に歓迎された変更点であり、損益計算書における時間的価値のボ

ラティリティを避けることができることから、買建オプションの使用によるヘッジ会計が増える可能性があり

ます。 
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先渡契約および通貨金利スワップによるヘッジ 

.39 US GAAP、IAS 第 39 号および IFRS 第 9 号の下で、企業は、為替リスクのヘッジを先渡レートまたは

直物レートのいずれかを用いて指定するかの選択肢を有しています。先渡レートを用いる場合、企業は、

デリバティブの公正価値全体でヘッジします。直物レートのみでヘッジする場合、フォワード・ポイントに関

連する公正価値の変動は純損益に認識します。 

.40 IFRS第9号の下で、企業は引き続き前のパラグラフで説明するように、これらのヘッジを会計処理す

ることができます。ただし、IFRS第 9 号は第 3 の代替処理も認めています。このアプローチの下で、当初の

フォワード・ポイントは、事後的な変動がその他の包括利益にて繰り延べられるオプションの時間的価値と

同様に処理することができます。当初のフォワード・ポイントは、ヘッジ対象が期間に関連するか取引に関

連するかに応じて事後的に純損益に計上されます。 

.41 前で説明した IFRS 第 9 号の下でのオプションの時間価値の会計処理は強制されますが、フォワー

ド・ポイントの公正価値の変動をオプションの時間的価値と同様の方法で認識するのは選択であることは

注意が必要です。企業は、かわりにフォワード・ポイントにかかるすべての変動を純損益で認識することも

選択できます。 

.42 IFRS 第 9 号は、ヘッジされるエクスポージャーに含まれない項目は、有効性テストにあたり存在する

とは仮定できないことを明示しています。これは、公正価値ヘッジを使うかキャッシュ・フロー・ヘッジを使う

か、そして、仮定上のデリバティブ・アプローチが適用されるかどうかにかかわらず、適用されます。仮定上

のデリバティブにカレンシー・ベーシスのリスクを含めることの明示的な禁止は、現行実務への重要な変更

を意味します。しかし、再審議のあいだに、IASB は、（オプションの時間価値および先渡契約のフォワー

ド・ポイントに適用可能な）ヘッジの「コスト」の概念の範囲を、カレンシー・ベーシス・スプレッドを組み入れ

るまで拡大することを決定しました。これは、主に為替リスクのキャッシュ・フロー・ヘッジにおける財政状態

計算書（損益計算書）のボラティリティを低減させる一助になります。 

内部デリバティブ 

.43 IAS 第 39 号および IFRS 第 9 号の下では、報告企業の外部の当事者が関与する金融商品のみを

ヘッジ手段として指定することができます。内部デリバティブ契約は連結する際に消去されるため、IFRS の

下では、グループの連結財務諸表におけるヘッジ会計について適格ではありません。IFRS における制限

のため、企業は以下のいずれかを行わなければなりません。 

• 純額ベースではない単一通貨での為替エクスポージャーの総額について、独立した第三者と金融

商品（ヘッジ手段）を契約する（典型的な財務センターがグループのエクスポージャーをヘッジする

ために行っているとおり）。 

• 第三者とヘッジ金融商品契約を純額ベースで締結し、その契約を総額のエクスポージャーの一部

のヘッジとして指定する。 

外部とのデリバティブ契約を複数締結するのにかかるコストを考慮すれば、「総額」アプローチ

は望ましくないことがあります。 

.44 IFRS と同様、US GAAP は、通常、関連のない外部当事者を相手とする金融商品のみを、ヘッジ手

段として適格であると認めています。しかし、US GAAP は、以下の特定の条件が満たされる場合に、為替

リスクのキャッシュ・フロー・ヘッジにおける内部デリバティブを認めています。 

• ヘッジ会計のすべての要件は、ヘッジ・エクスポージャーを有する企業により満たされなければなら

ない。 

• 財務センターは、以下のいずれかを行わなければならない。 
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a) 内部デリバティブがもたらすエクスポージャーを相殺するために、関連のない第三者とのデリバティ

ブ契約を締結する。 

b) 特定の追加の条件が満たされた場合、複数の内部デリバティブ契約から発生する為替リスクにつ

いて、各外国通貨について純額ベースで相殺する関連のない第三者とのデリバティブ契約を締

結する。 

PwC の見解 

この論点は、IFRS 第 9 号の公開草案を策定中に IASB によって議論されたものです。しかし、IASB は、

連結グループのリスクを低減しないため、内部デリバティブをヘッジ手段として使用することを認めない

決定を行いました。また、IASB は、純額ポジションに関連するガイダンスの変更は、一部、財務センタ

ーが内部デリバティブを利用する能力を有しないために直面することがある問題の解決を助けると考え

ています。 

 

表示 

公正価値ヘッジ 

.45 IFRS 第 9 号は、公開草案で論じられた公正価値ヘッジの仕組みに対する変更を維持していません。

そのため、公正価値ヘッジの表示は、US GAAP、IAS 第 39 号、および IFRS 第 9 号の下では依然として類

似しています。しかし、その他の包括利益（OCI）を通じて公正価値で会計処理される資本性金融商品の

ヘッジの場合、ヘッジ手段の公正価値の変動も OCI に計上されます。 

強制的なベーシス・アジャストメント－キャッシュ・フロー・ヘッジ 

.46 IFRS第9号は、非金融資産（例えば、償却可能資産）の予定購入のヘッジについて、認識する場合

にヘッジ対象の強制的なベーシス・アジャストメントを要求しています。したがって、OCI に繰り延べられて

いるヘッジ手段の公正価値の変動は、当初認識時にヘッジ対象の価値に含められます。IAS 第 39 号は、

ヘッジ対象のベーシスを調整するか、引き続き持分の公正価値の変動を繰り延べ、ヘッジ対象が純損益

に影響する場合に純損益にそれらを振り替えるかの選択肢を与えています。US GAAP は、ヘッジ対象の

ベーシスを調整することを禁止しており、OCI で繰り延べられる公正価値の変動を OCI から振り替えること

を要求しています。 

設例：キャッシュ・フロー・ヘッジのベーシス・アジャストメント 

ある企業が、先渡契約を用いて、機械類の予定購入の為替リスクをヘッジしていると仮定しま

す。実際の機械類の購入日現在において、資本に繰り延べられたデリバティブに 100 の累積

利得が存在します。機械類の予定購入で支払われた価格が 500 である場合、IFRS 第 9 号に

基づきバランスシートで認識された当初金額は 400（500 マイナス 100）となります。IAS 第 39

号の下では、この機械類は、ベーシス・アジャストメント方針が選択された場合には 400、選択

されない場合には資本で繰り延べられた利得 100 により 500 で計上されることになります。US 

GAAP のもとでは、機械類は、資本に繰り延べられた利得 100 により 500 で認識しなければな

りません。IAS 第 39 号またはUS GAAPに基づいて資本で繰り延べられた利得は、ヘッジ対象

が当期純利益に影響する場合、純損益に振り替えられます。 
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以下の表は、IFRS 第 9 号によってもたらされる主要な変更の概要、およびこの領域における US GAAP、

IAS 第 39 号との比較を示しています。 

表示 US GAAP IAS 第 39 号 IFRS 第 9 号 

公正価値による表示 ヘッジ対象の帳簿価

額は、公正価値の変

動について調整され

る（ベーシス・アジャス

トメント）。 

ヘッジされたリスクお

よびヘッジ手段の公

正価値の変動は当期

純利益に計上される。 

US GAAP と類似。 US GAAP と類似して

いるが、注記に公正

価値ヘッジの調整を

開示する要求事項が

ある。 

OCI を通じて公正価

値で測定する資本性

金融商品をヘッジす

る場合には特定の考

慮事項を適用する。 

キャッシュ・フロー・ヘッ

ジ－ベーシス・アジャス

トメント 

禁止－OCI における

繰延およびヘッジ対

象が当期純利益に影

響する場合に純利益

に振り替える。 

関連するヘッジ対象

の帳簿価額を調整す

るか、またはOCIで繰

り延べ、ヘッジ対象が

純損益に影響する場

合は純損益に振り替

える。 

ヘッジ対象の帳簿価額

の調整が要求される。 

 

ヘッジ会計の代替処理 

自己使用契約への公正価値オプションの拡張 

.47 IAS 第 39 号の下で、契約が「自己使用」の適用除外に適格である場合、当該契約はデリバティブと

して純損益を通じて公正価値で会計処理されません。IFRS 第 9 号は、純損益を通じた公正価値オプショ

ンを、会計上のミスマッチを解消または大幅に低減する状況における「自己使用」の適用除外を満たす契

約にまで、純損益を通じた公正価値オプションを拡張しています。これは、公正価値に基づいたリスク管

理戦略のより良い会計上の表示を提供します。US GAAP では、「通常の購入・通常の販売」の適用除外

（IFRS の「自己使用」の適用除外の概念と類似）の選択は任意です。これを選択しない場合、その契約は、

公正価値の変動を純損益に認識した公正価値で認識されたデリバティブ金融商品として処理されます

（通常、「純損益を通じた公正価値」と呼称されています）。 

クレジット・デリバティブを用いた信用リスクのヘッジ 

.48 金融商品項目の信用リスクは、ヘッジ対象の適格要件を満たすリスク要素ではありません。リスクフリ

ー金利と市場金利の間のスプレッドは、信用リスク、流動性リスク、およびその他のリスク要素が織り込まれ

ています。したがって、信用リスクは分離することはできず、IFRS 第 9 号における独立して識別可能要件を

満たしません。 

.49 クレジット・デフォルト・スワップは、純損益を通じて公正価値で会計処理される一方で、ヘッジされた

信用エクスポージャーは償却原価で会計処理されているか、または未認識（例えば、多くの場合のロー

ン・コミットメント）になります。このため、公正価値が増加するにつれて購入済みのクレジット・デフォルト・ス

ワップに係る利得を認識する一方で、信用エクスポージャーに伴う減損費用が異なる測定基礎に基づい

て認識されることになります。 
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.50 測定上のミスマッチの一部を解消するために、IFRS 第 9 号は、純損益を通じて公正価値で信用エクス

ポージャーを会計処理する選択肢も提供しています。この指定は、当初認識時に、または事後的に行うことが

できますが、同時に文書化を行わなければなりません。この選択肢は、以下の場合にのみ使用可能です。 

• 信用エクスポージャーの名義（例えば、借手またはローン・コミットメントの保有者）が、クレジット・デリ

バティブの参照企業と一致している場合（「名義の一致」）であって、かつ、 

• 当該金融商品の優先順位が、クレジット・デリバティブに従って引き渡される可能性のある金融商品

の優先順位と一致している場合。 

PwC の見解 

銀行は、金融商品のポートフォリオの信用リスクをヘッジするために指標に連動したクレジット・デフォル

ト・スワップを用いる場合があります。IFRS 第 9 号は、借手の名義の一致または優先順位を通じて、金融

商品間の連動を要求しています。したがって、このような連動したクレジット・デフォルト・スワップは、新し

い IFRS 第 9 号のガイダンスに適格な金融商品とは扱われません。 

 

以下の表は、IFRS 第 9 号によってもたらされる主要な変更の概要、およびこの領域における US GAAP、

IAS 第 39 号との比較を示しています。 

ヘッジ会計の代替処理 US GAAP IAS 第 39 号 IFRS 第 9 号 

自己使用の契約につい

ての公正価値オプション 

特定の契約をデリバ

ティブとして会計処

理しないことを認める

「通常の購入・通常

の売却」の例外規定

は、US GAAP の下で

は選択的である。 

そのため、純損益を通

じた公正価値の会計

処理は、これらの契約

について達成できる。 

「自己使用」の適用除

外を満たす契約は、

デリバティブとして会

計処理されない。 

「自己使用」の適用

除外を満たす契約が

会計上のミスマッチを

解消または大幅に低

減する場合、デリバ

ティブとして会計処

理できる。 

信用リスクのヘッジ 信用リスクは、実務

上、ヘッジすることが

難しい。 

信用リスク管理につ

いて特定の公正価値

オプションを利用す

ることはできない。 

公正価値オプション

は取消し不能であり、

また当初認識時、ま

たは再認識事象の発

生時に、金融商品全

体についてのみ適用

可能である。 

信用リスクは、実務

上、ヘッジすることが

難しい。 

信用リスク管理につ

いて具体的な公正価

値オプションを利用

することはできない。 

公正価値オプション

は取消し不能であり、

また当初認識時に特

定の状況でのみ適用

可能である。 

金融商品の信用リス

クがクレジット・デリバ

ティブで管理される

場合、当該金融商品

は当初認識時または

事後的に純損益を通

じて公正価値で測定

されるものに指定す

ることができる。 

企業は同時にヘッジ

指定の文書化を行う。 

特定の状況において

は、指定の取り消し

が可能である。 
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開示 

.51 IFRS 第 9 号は、ヘッジ会計に関する開示の要求事項を拡張しています。企業はヘッジを通じてリ

スクをどのように管理しているかに基づいて、ヘッジ会計の開示を「リスク区分」ごとに示さなければなりま

せん。企業は、提案したヘッジ会計の開示のすべてを通じてリスク区分を整合的に適用しなければなり

ません。 

.52 開示の要求事項は次の 3 つの主要セクションに分割され、より詳細な開示を要求しています。 

• リスク管理戦略 

• 将来キャッシュ・フローの金額、タイミング、不確実性 

• ヘッジ会計が基本財務諸表に与える影響 

.53 企業は、要求される開示を財務諸表において単一の注記または独立のセクションで表示しなけれ

ばなりません。ただし、すでに他の場所で表示している情報を重複して記載する必要はありません。これは、

その情報が財務諸表から他の報告書（経営者による説明またはリスク報告書など）への参照により組み込

まれており、財務諸表利用者が財務諸表と同じ条件で同時に利用可能であることが条件となります。参照

により組み込まれた情報がない場合、その財務諸表は不完全であるとされます。 

  

National Professional Services Group | CFOdirect Network – www.cfodirect.pwc.com Dataline 
 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

24 



次のステップは？ 

発効日および経過措置 

.54 企業には IFRS 第 9 号のヘッジ会計を適用するか、または新しいマクロヘッジのガイダンスが公表さ

れるまでは引き続き IAS 第 39 号のヘッジ会計を適用するかの会計方針の選択肢があります。IFRS 第 9 号

の適用を選択する企業については、IFRS 第 9 号への最新の修正により強制発効日が削除されています。 

当基準は、即時適用を行うことができます。企業は、以下の 4 つの選択肢のいずれかに従って、IFRS 第 9

号を適用することを選択できます。1）金融負債についての自己の信用リスクの要求事項－企業は、公正

価値オプションの下で指定されている金融負債における企業の自己の信用リスクの変動に起因する公正

価値の変動を OCI に認識するとする要求事項を早期適用できる。2）金融資産のみの分類および測定の

要求事項（IFRS 第 9 号 2009 年公表）、3）金融資産および金融負債の分類および測定の要求事項（IFRS

第 9 号 2010 年公表）、ならびに、4）現行の IFRS 第 9 号の完全版（すなわち、金融資産および金融負債

についての分類および測定の要求事項ならびにヘッジ会計）。さらに、IFRS 第 9 号を適用する企業は、金

融資産または金融負債のポートフォリオの金利リスクの公正価値ヘッジに関する IAS 第 39 号の要求事項

を引き続き適用することを選択できます。これらの経過措置は、IASBが IFRS第 9号のすべてのフェーズを

完了する際、変更される可能性があります。 

.55 IFRS第 9号の要件に基づくヘッジ会計に適格であり（移行時にヘッジ関係のバランス再調整を考慮

後）、IAS 第 39 号に基づくヘッジ会計にも適格であるヘッジ関係は、ヘッジ関係の継続としてみなされます。

ここでのバランス再調整による利得または損失は、純損益に認識しなければなりません。 

.56 IFRS 第 9 号は、すべてのヘッジ関係につき提案されているヘッジ会計の要求事項を、将来に向か

って適用することを要求しています。移行日時点において、すべての既存のヘッジ関係は、IAS第 39号の

下での現行のモデルから IFRS 第 9 号モデルに移行しなければなりません。比較情報の修正再表示は行

われません。 

.57 以下の場合、遡及適用が強制または容認されます。 

• オプションの本源的価値の変動のみがヘッジ手段として指定されている場合、オプションの時間的

価値の会計処理（強制） 

• 先渡契約の直物要素の変動のみがヘッジ手段として指定された場合、先渡契約の金利要素の会

計処理（容認） 

• 外国通貨ベーシスのスプレッドの会計処理（容認） 

企業は、「自己使用」契約に対する純損益を通じて公正価値で測定するものに指定（FVTPL）の選択にあ

たり、IAS第39号に対する修正の発効日時点で存在している類似する契約の各グループに対し首尾一貫

した指定を行う必要があります。 
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