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何が問題となっているか？
2011年6月14日、米国財務会計基準審議会（FASB）と国際会計基準審議会（IASB）の合同会議において、
両審議会は、金融資産および金融負債の相殺のプロジェクトに関して、特にマスター・ネッティング契約の
対象となるデリバティブおよび関連する現金担保の相殺を認めるかどうかを議論しました。FASBは、米国
会計基準（US GAAP）に従ってこれらの項目の相殺を認めるという例外を（僅かの差により）支持しました。
しかしながら、IASBは、国際財務報告基準（IFRS）では同様の例外を認めないことを全会一致で決定しま
した。

各審議会の決定は？
FASBの投票結果
FASBは、4対3の投票結果により、両審議会の2011年1月の公開草案（2011年1月の共同提案1）において
打ち出された新しい貸借対照表の相殺規定に対するデリバティブの例外を支持しました。この例外は、デ
リバティブおよび現金担保がマスター・ネッティング契約に基づいて求められている場合、同一相手先に
対するデリバティブおよび関連する現金担保の返還請求権（またはデリバティブから生じる現金担保の返
還義務）に関して認識された公正価値金額の相殺を許容します。
2011年1月の共同提案は、仮に元の取引が単一のマスター・ネッティング契約に従って実行された場合で
も、「無条件の相殺」の基準が満たされない限り、貸借対照表に計上されているデリバティブ資産およびデ
リバティブ負債ならびに関連する現金担保の相殺を禁止するものでした。マスター・ネッティング契約は、
取引相手のうちのひとつの倒産または債務不履行時に支払うべき金額を相殺します。現行のUS GAAPの
下では、企業はマスター・ネッティング契約の対象となるデリバティブおよび現金担保に関して、総額表示
または純額表示を選択できます。したがって、2011年1月の共同提案の規定は、現在、貸借対照表に純
額表示を行う会計方針の選択を適用している多くの報告企業の貸借対照表に重大な影響を与えることに
なるものでした。
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FASB が会計基準アップデート 「貸借対照表―相殺」および IASB が公開草案「金融資産および金融負債の相殺」を提案。
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IASBの投票結果
IASBは、ユーザーのコメントに基づくいくつかの修正事項を含むものの、主として2011年1月の共同提案
における無条件の相殺のための規定に基づいた異なるアプローチを全会一致で支持しました。IASBは、
無条件の相殺権を要求する相殺アプローチを推し進めることを決定しました。IASBは、将来の会議におい
ていくつかの規定の修正について議論する可能性があります。
現行のIFRSの下では、デリバティブ資産およびデリバティブ負債は、非常に特定的な基準が満たされない
限り、既存の相殺基準には「例外」がないため一般的には純額で表示されません。そのため、IASBの決定
は現行のIFRSの規定と軌を一にするものです。

コンバージェンスは達成されるか？
US GAAPとIFRSの下での既存の相殺規定の差異は、US GAAPに従っている貸借対照表とIFRSに従って
いる貸借対照表の間の単独で最大の定量的な差異の原因となっています。それにもかかわらず、両審議
会は合意に達することが出来ませんでした。しかし、両審議会は開示規定を収斂させることに取り組むこと
を決定しました。開示規定に関し、ユーザーは一致して、常にUS GAAPとIFRSの下での相殺規定の差異
を調整するのに役立つ情報を提供するよう求めています。

影響を受ける企業は？
2011年1月の共同提案の規定は、マスター・ネッティング契約を実行するデリバティブの取引先に関する
会計処理を規定するUS GAAPを大きく変更する可能性がありました。以前提案されたような、貸借対照表
における総額表示が要求されない限りは、FASBがデリバティブの例外を定める議決は主に2011年1月の
共同提案の規定に「影響を与える」ことになります。

発効日は？
2011年1月の共同提案には特定の発効日は設定されませんでした。

次のステップは？
FASBとIASBは、新しい開示事項に共同で取り組むでしょう。最終基準が発行される時期はまだ明確では
ありません。
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