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1．はじめに 

本連載は、主に国際会計基準審議会（IASB）の月次会議における討議内容に基づき、IFRS を

めぐる最新の動向を伝えることを目的としています。本稿では、IASB における動的リスク管理

（DRM：Dynamic Risk Management）に関する最近の検討状況として、2021 年４月以降に開催され

た IASB 会議における議論の概要を取り上げます。なお、文中の意見にわたる部分は、筆者の私

見であることをあらかじめお断りします。 

2．背景 

企業における動的リスク管理は、オープン・ポートフォリオや純額でのリスク管理が前提となって

います。IASB は、このような動的リスク管理に現行の IFRS 第９号「金融商品」におけるヘッジ会計

の要求事項を適用することの困難さを認識し、まず銀行の金利リスクに関する動的リスク管理を議

論していました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響への対応などもあ

り、IASB の審議は大きくは進捗していませんでした。IASB は、2020 年 10 月から 2021 年２月の間

に、動的リスク管理に関して銀行に対するアウトリーチを実施し、2021 年４月からそのフィードバック

について議論し、会計モデルの精緻化を審議しました。 

3．2021 年４月・５月開催の IASB 会議 

IASB は、2021 年４月に、アウトリーチで得られたフィードバックを踏まえ、動的リスク管理モデル

（DRM モデル）の実行可能性及び運用可能性に重大な影響を与える次のトピックについて議論し

ました。 

・ 金利リスク管理戦略 

・ 目標プロファイル 

・ 予想キャッシュ・フローの指定及び不完全な一致に対する影響 

・ 公正価値変動のその他の包括利益における認識 

また、IASB は、2021 年５月に、アウトリーチで識別された課題を検討するための計画について

議論しました。いずれの IASB 会議においても、暫定的な決定は行われませんでした。 

https://member.zeiken.co.jp/Zeiken/Za_ArticleFrameAction.do?id=3572


4．2021 年９月・11 月開催の IASB 会議 

IASB は、2021 年９月・11 月に、アウトリーチで識別された課題に対処するため、DRM モデルの

精緻化について議論しました。11 月には、DRM モデルの精緻化について、以下の暫定的な決定

を行いました。 

（1）リスク限度 

IASB は、DRM モデルに企業のリスク管理戦略をより反映できるようにするため、次の事項を暫

定的に決定しました。 

・ 目標プロファイルが、企業のリスク管理戦略と整合的なものとして、現在の正味オープン・リス

ク・ポジションが変動可能な範囲（リスク限度）を表すように、目標プロファイルの定義を改訂

する。 

・ DRM モデルに「リスク軽減の意図」の要素を導入する。 

・ ベンチマーク・デリバティブが「リスク軽減の意図」を表すように、ベンチマーク・デリバティブの

構築についての要求事項を改訂する。 

・ 目標プロファイルを達成する DRM モデルの使用を確保するための将来に向かっての評価

を、予想外の変化から生じた不一致を DRM モデルに反映させるための遡及的な評価ととも

に導入する。 

上記の暫定的な決定による従来の DRM モデルからの重要な変更点は、アウトリーチで識別さ

れた企業のリスク管理戦略に対するフィードバックを踏まえた、目標プロファイルの定義の改訂で

す。以前の目標プロファイルの定義では、許容可能な範囲ではなく、単一の結果とされていまし

た。また、現在の正味オープン・リスク・ポジションが目標プロファイルの範囲内であるとしても、企業

はさらなるリスク軽減を図る可能性があるため、単一の結果である「リスク軽減の意図」の要素が新

たに導入されました。 

上記の暫定的な決定による改訂後の DRM モデルにおける用語の定義は、次表のとおりです。 

用語 内容 

現在の正味オープン・リスク・ポジシ

ョン 

（Current net open risk position） 

期間バケットごとの、資産・負債（コア要求払預金を含

む）・将来取引（Future transactions）の予想キャッシュ・

フローに基づく金利リスク・ポジション 

目標プロファイル 企業のリスク管理戦略に整合的であって、現在の正味



（Target profile） オープン・リスク・ポジションが変動可能な範囲（リスク限

度） 

リスク軽減の意図 

（Risk mitigation intention） 

デリバティブにより、現在の正味オープン・リスク・ポジシ

ョンを軽減する企業の意図の程度 

ベンチマーク・デリバティブ 

（Benchmark derivatives） 

リスク軽減の意図を表すデリバティブ（計算上のデリバ

ティブであり、「リスク軽減の意図」の測定に用いられる） 

指定デリバティブ 

（Designated derivatives） 

企業のリスク管理戦略を実行するために、企業外部の

相手方と取引したデリバティブ 

（2）期限前償還可能資産の一部分の指定 

IASB は、期限前償還可能資産のポートフォリオの一部分の指定を認めるための DRM モデル

の追加的な精緻化を行わないことを暫定的に決定しました。これは、アウトリーチで識別された底

溜り階層（Bottom layer）の指定を認めることに関するフィードバックに基づく論点でしたが、（1）で

説明した DRM モデルの精緻化による用語の定義の改訂により、期限前償還可能資産の底溜り階

層の指定について別途の定めを行う必要がないとされたためです。 

5. 2022 年２月・５月開催の IASB 会議 

（1）DRM モデルの仕組みの精緻化 

IASB は、2022 年２月に、DRM モデルの仕組みの精緻化、すなわち、どの金額を財務諸表のど

こに認識すべきかに関するアウトリーチにおけるフィードバック及び初期的分析について議論しま

した。これに引き続き、2022 年５月には、企業の動的リスク管理戦略を財務諸表により反映して財

務諸表利用者に有用な情報を提供できるよう、DRM モデルの仕組みについて議論し、次の事項

を要求するように変更することを暫定的に決定しました。 

①指定デリバティブを財政状態計算書において公正価値で測定 

②DRM 調整（DRM adjustment）を財政状態計算書において次のいずれか低い方（絶対額）で

認識 

（ⅰ）指定デリバティブについての DRM モデル開始時からの利得又は損失累計額 

（ⅱ）金利改定リスクに起因する「リスク軽減の意図」の公正価値についての DRM モデル

開始時からの変動累計額（ベンチマーク・デリバティブを代用して計算） 



③上記①に従って計算した指定デリバティブからの正味の利得又は損失と上記②に従って計

算した DRM 調整を純損益に認識（①と②の両方の影響が純損益で相殺される） 

上記の DRM モデルの仕組みによると、指定デリバティブの変動累計額（②（ⅰ））が「リスク軽減

の意図」の変動累計額（②（ⅱ））を超える場合に、オーバーヘッジとして不一致による純損益が生

じる結果となります。 

なお、この暫定的な決定が行われる前の DRM モデルは、IFRS 第９号におけるキャッシュ・フロ

ー・ヘッジを基礎として検討されていたため、指定デリバティブの変動累計額をその他の包括利益

に認識することとしており、純損益の変動可能性は低減される一方、資本の変動可能性は大きく、

市場関係者から会計上のミスマッチに関する懸念が寄せられていました。この暫定的な決定により

変更された DRM モデルによると、DRM 調整が財政状態計算書に認識され、純損益及び資本の

変動可能性は低減される結果となります。 

ただし、この変更により導入され財政状態計算書に認識される DRM 調整は、「財務報告に関す

る概念フレームワーク」における資産及び負債の定義を満たさない可能性があり、その正当性につ

いて今後も審議される可能性があります。 

次の図表は、オーバーヘッジが生じた場合の単純化した仕訳例による各モデルの比較です。 

借方（貸方） 

（税効果の影響は

考慮していない） 

（参考） 

プロジェクトの当初に

検討されていたモデ

ル 

（公正価値ヘッジを基

礎） 

これまで検討され

ていたモデル 

（キャッシュ・フロ

ー・ヘッジを基礎） 

2022 年５月の暫定決定

により変更されたモデル 

指定デリバティブ

（BS） 
（100） （100） （100） 

ヘッジ対象（BS） 

（便宜上、純額と

する） 

98 ─ ─ 

DRM 調整（BS） ─ ─ 98 

純損益 ２ ２ ２ 



その他の包括利

益 
─ 98 ─ 

（2）基準設定プログラムへの移行 

IASB は、2022 年５月に、動的リスク管理プロジェクトをリサーチ・プログラムから基準設定プログ

ラムに移すべきかどうかについて議論し、次の事項を決定しました。 

・ 動的リスク管理プロジェクトを基準設定プログラムに追加する。 

・ 動的リスク管理プロジェクト専用の諮問グループを設置せず、ASAF（会計基準アドバイザリ

ー・フォーラム）など各諮問機関の専門知識を引き続き利用する。 

この決定により、動的リスク管理プロジェクトの次の目標は、公開草案の公表となっています（目

標期日は示されていません）。 

6. 今後の動向 

IASB は、2022 年７月開催の IASB 会議において、動的リスク管理のプロジェクト計画案、特に、

DRM モデルの開発において検討すべきトピック及び当該トピックの検討順序について議論しまし

た。暫定的な決定は行われませんでしたが、アジェンダ・ペーパーには、次表の事項が挙げられて

おり、今後、以下の識別されたトピックについて順次審議される予定です。 

分類 検討すべきトピック 

適格な項目及び現在の正味オープン・リ

スク・ポジションの決定 

・ DRM モデルの指定に適格な項目 

・ コア要求払預金のモデリング 

・ 名目金額の一致と将来取引 

・ ヘッジされるリスクの定義 

・ 予想外の変動 

パフォーマンスの評価及び事後的な

DRM 調整の解消方法 

・ 遡及的な評価及び予想外の変動の影響 

・ 事後的な DRM 調整の解消方法の明確化 

目標プロファイル及び企業のリスク管理

戦略との一致 

・ 目標プロファイルの決定規準 

・ 目標プロファイル及びリスク管理戦略の変更 

「リスク軽減の意図」及びベンチマーク・

デリバティブの構築 

・ 「リスク軽減の意図」の証拠 

・ ベンチマーク・デリバティブの構築に関する要求



事項 

指定デリバティブ 

・ 非線形のデリバティブ（金利オプションなど） 

・ 市場外のデリバティブ（指定時の公正価値がゼ

ロでないデリバティブ）の影響 

その他の考慮事項 
・ DRM モデルの適用可能性 

・ 経過措置 

表示及び開示に関する要求事項 ─ 
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