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はじめに
国際財務報告基準（IFRS）第 7 号は、金融機関および金融
機関以外の企業に適用されます。そのため、投資ファンド、
プライベート・エクイティ・ファンド、不動産ファンドおよび投
資マネージャーにも適用されます。要求される開示の範囲
は、ファンドが金融商品を利用している程度やリスク・エクス
ポージャーの程度により左右されます。
IFRS 第 7 号は、2 つの区別されたセクションに分かれていま
す。最初のセクションは、貸借対照表および損益計算書に
おける数値に関する定量的開示を扱っています。2 番目の
セクションは、経営者が測定値を理解し、ファンドのリスクを
管理する方法を反映するリスクの開示を扱っています。IFRS
第 7 号は、金融商品に関する開示要求を改善させるという
明確な目的により、この数年のあいだに何度か修正が行わ
れています。最近の 2 つの改訂は、金融資産の移転（2011
年 7 月 1 日以後開始する事業年度より適用）、および金融資
産と金融負債の相殺（2013 年 1 月 1 日以後開始する事業年
度より適用）に関連するものです。
さらに、これまで IFRS 第 7 号に含まれていた一部の開示要
求が IFRS 第 13 号に引き継がれています。しかし、IFRS 第
13 号は新しい要求事項および IFRS 第 13 号に含まれていた
現行の要求事項に対する明確化が含まれます。
IFRS 第 13 号は、公正価値を定義し、公正価値に対する単一
のフレームワークを示し、公正価値測定に関する開示を要求
しています。IFRS 第 13 号には公正価値で測定する非金融資
産および非金融負債が含まれているため、IFRS 第 7 号に
比べると IFRS 第 13 号の適用範囲は広くなっています。本
資料は、金融資産および金融負債に関連した開示要求のみ
を扱います。IFRS 第 13 号は、2013 年 1 月 1 日以後開始
する事業年度に適用され、早期適用は認められています。

IFRS 第 13 号の全体的な開示の目的は、企業が、財務諸表利
用者が以下を評価するのに役立つ情報を開示することです。


当初認識後に財政状態計算書において経常的また
は非経常的に公正価値で測定される資産および負債
の測定については、評価技法および当該測定を作成
するのに用いたインプット



重大な観察可能でないインプット(レベル 3)を用いた経
常的な公正価値測定については、その測定が当期の
純損益またはその他の包括利益に与える影響

本資料には、投資ファンド、プライベート・エクイティ・ファン
ド、不動産ファンド、および投資マネージャーのために、
IFRS 第 7 号および IFRS 第 13 号の金融商品に関する開示
要求の適用に関する多くの質問と回答（Q&A）が提供されて
います。本書は、規範的に使用されることを意図したもので
はなく、当該基準の要求事項が様々なシナリオの下でどのよ
うに適用され得るかについてガイダンスを提供することを目
的にしています。
本資料 は、2013 年 1 月 1 日以後開始する事業年度に適用
される IFRS 第 7 号および IFRS 第 13 号の開示要求に基づ
いたものですが、基準書や解釈指針そのものを読むことに代
わるものではなく、また表示の妥当性に関する専門家の判断
を代替するものでもありません。本書は、IFRS 第 7 号および
IFRS 第 13 号が要求する可能性のあるすべての開示を扱っ
てはおらず、またいかなる個別の法的枠組みを考慮したもの
でもありません。IFRSの下での公正な表示を確保するため
に、より詳細な情報が必要である可能性があります。読者の
皆様には、PwC の出版物である「国際財務報告基準（ IFRS）
開示チェックリスト 2013 年版（ IFRS Disclosure Checklist
2013）」を参照されることを推奨します。国内法、証券取引法
または他の法規に準拠するために、会計上の追加的な開示
が求められる可能性もあります。
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1．適用範囲
IFRS 第 7 号の目的は、企業の財政状態および業績に対す
る金融商品の重要性ならびに企業が当期中に晒されている
金融商品から生じるリスクの内容および程度そして企業の当
該リスクの管理方法を利用者が評価できるように、財務諸表
上の開示を提供することを企業に求めることです［IFRS 第 7
号 1 項］。IFRS 第 7 号は、すべての企業およびすべての形
態の金融商品（認識済の金融商品および未認識の金融商
品）に適用されます［IFRS 第 7 号第 4 項］。ただし、IFRS 第 7
号 3 項に記載されている金融商品は除きます。
FIRS 第 13 号の目的は、公正価値の単一の定義を示し、公
正価値で測定されたすべての（金融および非金融）資産お
よび負債について財務諸表において公正価値に関する開
示の提供を企業に求めることです［IFRS 第 13 号第 1 項］。
IFRS 第 13 号には公正価値で測定された非金融資産/負債
が含まれているため、その適用範囲は IFRS 第 7 号よりも広く
なっています。IFRS 第 13 号第 6 項および第 7 項に示されて
いる取引は、IFRS 第 13 号の適用を免除されています。これ
らには、株式に基づく報酬、リース、公正価値と何らかの類
似性はあるが公正価値でない測定（例：国際会計基準（IAS）
第 2 号における正味実現可能価額で保有されている棚卸資
産、IAS 第 36 号における使用価値の資産）などの項目を含
んでいます。IFRS 第 13 号は、他の IFRS が公正価値測定ま
たは公正価値測定に関する開示を要求または許容している
場合に適用されます［IFRS 第 13 号第 5 項］。
1.1

第三者である投資者のためにいくつかの投資ファンド
を管理している投資マネージャーは、それに関連する
重大な事業リスクに晒されています。IFRS第7号は、事
業リスクについての開示を要求していますか。

いいえ。事業リスクの開示は、IFRS 第 7 号の適用範囲に含
まれません。
1.2

ある不動産ファンドは、保有している不動産について重
大な市場リスクに晒されています。IFRS第7号は、不動
産の市場リスクについての開示を要求していますか。

状況によります。IFRS 第 7 号は、金融商品に適用されます。
したがって、不動産の保有に固有のリスクを開示する要求事
項はありません。しかし、不動産ファンドが、ファンド・オブ・フ
ァンズである、または、不動産会社への参加を通じて間接的
に不動産に投資されている場合、保有している商品の市場
リスクについて、間接的な不動産のリスクに関する開示を要
求される場合があります。

これに加えて、IFRS 第 13 号は、公正価値で測定される不動
産について追加の開示を要求する場合があります。
1.3

ある投資ファンドには未払いのパフォーマンス・フィー
が発生します。パフォーマンス・フィーについての経過
勘定は、IFRS第7号の適用範囲に含まれていますか。

状況によって異なります。現金を受取る権利または現金を引
き渡す義務を表す経過勘定は、IFRS 第 7 号の適用範囲に
含まれます。したがって、履行期間が終了し、投資マネージ
ャーの現金を受取る権利が確定している場合、未払いのパ
フォーマンス・フィーは、IAS 第 39 号の適用範囲の金融負債
であり、IFRS 第 7 号の開示に含めなければなりません。
しかし、投資ファンドは、期中報告期間、すなわち履行期間
が終了していない場合には、IAS 第 39 号または IAS 第 37
号のいずれかに従ってパフォーマンス・フィーを会計処理す
る会計方針の選択を有しています。投資ファンドが未払いの
パフォーマンス・フィーを IAS 第 39 号に従って会計処理する
ことを選択する場合には、パフォーマンス・フィーの未払費
用は IFRS 第 7 号の開示に含めなければなりませんが、未払
いのパフォーマンス・フィーを IAS 第 37 号に従って引当金と
して会計処理する場合には、IFRS 第 7 号の開示から除外さ
れることになります［IAS 第 37 号第 2 項および IFRS 第 7 号
第 3 項から第 4 項、IAS 第 39 号第 2 項(j)］。
1.4

ある投資ファンドは、IAS第32号第16A項および第16B
項に従い、当該ファンドの個別財務諸表において資
本性金融商品として分類される1クラスの償還可能な
配当付株式を発行しています。このような償還可能な
配当付株式は、IFRS第7号の適用範囲に含まれます
か（発行企業の観点から）。

いいえ。発行企業の財務諸表において資本性金融商品に
分類することが求められている金融商品は、IFRS 第 7 号の
適用範囲から除外されます［IFRS 第 7 号第 3 項(f)、IAS 第
32 号第 96C 項］。この適用除外には、IAS 第 32 号に対する
修正（2008 年 2 月公表）に従って、資本として分類するよう
要求される資本性金融商品が含まれます。
しかしながら、投資ファンドは、資本に分類した金額に関す
る数量データの要約、ならびに、当該金融商品の保有者か
ら要求された場合に買戻しまたは償還を行う義務の管理に
関しての、企業の目的、方針および手続（前期からの変更を
含む）を、開示しなければなりません［IAS 第 1 号第 136A 項
(a)および(b)］。これに加えて、そのクラスの金融商品の償還
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または買戻しの際の予想キャッシュ・アウトフローおよび償還
または買戻しの際の予想キャッシュ・アウトフローを算定する
方法に関する情報も開示しなければなりません［IAS 第 1 号
第 136A 項(c)および(d)］。
1.5

ある投資ファンドは、1クラスの償還可能な配当付株式
を発行しています。これは、IASB第32号の第16A項お
よび16B項に従って、ファンドの個別財務諸表におい
て資本性金融商品として分類され、当該ファンドの観
点 か ら 、 IFRS 第 7 号 の 開 示 は 要 求 さ れ て い ま せ ん
［IFRS第7号第3項(f)、IAS第32号第96C項］。
IFRS第7号は、IAS第32号AG29A項に従って投資マネ
ージャーの連結財務諸表において金融負債として分
類される非支配持分に適用されますか（投資者の観
点から）。

はい。償還可能な配当付株式に対する例外措置は、連結
財務諸表における非支配持分の分類にまでは拡張されず
［IAS 第 32 号 AG29A 項］、したがって、このような持分は、
IFRS 第 7 号に従って開示が求められる金融負債となります。
1.6

あるプライベート・エクイティ・ファンドの投資者が、契
約期間にわたりこのファンドに投資することを確約して
います。オフ・バランスシートの金融商品として会計処
理される未払込資本金のコミットメントは、ファンドの観
点から、IFRS第7号の適用範囲に含まれますか。

しかし、先渡購入契約は現金での純額決済するオプションの
ない(自己使用の免除 own use exemption)不動産を受取りま
たは引き渡しの目的のために保有する契約であることから、
その先渡購入契約が IAS 第 39 号の適用範囲から除外されて
いる場合には、IFRS 第 7 号の開示は要求されません。
1.8

ある不動産投資ファンドはオペレーティング・リース契
約のもとでリース料を受領しています。リース料は前払
いで支払われます（例えば、1月分を12月末に支払う）。
前払いで支払われたオペレーティング・リース料は、
IFRS第7号の適用範囲に含まれますか。

いいえ。ただし、現在、期限の到来している個々の支払に関
する部分（例：テナントからのリース債権）は別になります。オ
ペレーティング・リースのもとでのその他の支払は金融商品と
はみなされません［IAS 第 32 号 AG9 項］。したがって、借手か
ら受け取った前受金は非金融負債（別の月にリースアウトす
る債務）であり、IFRS 第 7 号の適用範囲に含まれません。
1.9

ある不動産投資ファンドが、建設業者に前払金の支
払いを要求する建設契約を締結しています。前払い
で支払われた金額は、IFRS第7号の適用範囲に含ま
れますか。

いいえ。IFRS 第 7 号は金融商品のみに適用されます。建設
業者に支払われた前払金は、非金融負債（業務を履行する、
または、サービスを引き渡す義務）であり、IFRS 第 7 号の適
用範囲に含まれません。

はい。IFRS 第 7 号は、認識済の金融商品および未認識の金
融商品の両方に適用されます［IFRS 第 7 号第 4 項］。未払
込資本金のコミットメントは、ローン・コミットメントと同様に会
計処理されます。ローン・コミットメントは、IFRS 第 7 号によっ
て要求されている未認識の金融商品の例として特定の開示
が具体的に言及されていることから、これと同じ会計方針が
プライベート・エクイティ・ファンドの資本コミットメントにも適
用されます。
しかし、資本コミットメントは、IFRS 第 7 号が要求するすべて
の定量的開示に含まれるわけではありません。例えば、す
べての資本コミットメントが流動性リスク開示に含まれますが、
取消不能の未払資本金コミットメントは信用リスク開示に含ま
れます。［IFRS 第 7 号第 36 項(a)および B10 項(d)、IFRS 第
7 号第 39 項(b)および B11B 項(b)］。
1.7

ある不動産投資ファンドが、3か月以内に不動産を購
入することをファンドに要求する先渡購入契約を締結
しています。先渡購入契約は、3か月以内に不動産の
権利および義務を移転するか、または、当該契約を現
金で純額決済するかのいずれかを選択できますか。

はい。IFRS 第 7 号は、非金融商品項目の売買契約が IAS 第
39 号の範囲に含まれる場合、その売買契約にも適用されま
す［IFRS 第 7 号第 5 項および IAS 第 39 号第 5 項～第 7 項］。
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2．金融商品のクラス
IFRS第7号は、例えば、引当金勘定の調整表［IFRS第7号第
16項］、金融資産および金融負債の公正価値［IFRS第7号
第25項］、公正価値測定が区分される公正価値ヒエラルキ
ーのレベル［IFRS第13号第93項］など、金融商品のクラスご
との開示を求めています。
IFRS第7号およびIFRS第13号のいずれも、金融商品のクラ
スについて規範的なリストを提供していません。しかし、IFRS
第7号は、ひとつのクラスに同じ性質や特徴の金融商品をグ
ループ化し、そのクラスは、貸借対照表上に表示される項目
と調整されると述べています［IFRS第7号第6項］。
IFRS第13号第94項では、企業は、資産または負債の性質、
特性およびリスク、ならびに、その公正価値測定が区分さ
れる公正価値ヒエラルキーのレベルに基づいて、資産およ
び負債の適切なクラスを決定しなければならないとされて
います。
2.1

識別されたクラスは、IFRS第7号およびIFRS第13号に
よって要求される、すべてのクラスに固有の財務諸表
開示に対して一貫して適用されますか、あるいは、経
営者はそ開示ごとに異なるクラスを用いることができま
すか。

IFRS第7号またはIFRS第13号のいずれにも、すべてのクラス
別の開示を同一クラスに整合的に使用するとの要求事項は
ありません。
IFRS第7号第6項は、「企業は開示する情報の性質上適切
で、当該金融商品の特徴を考慮に入れたクラスに金融商品
をグループ化しなければならない。」と述べています。例え
ば、負債性金融商品に投資している投資ファンドについて
のクラスごとの開示は、負債性金融商品の形態別が、また、
他の例では、発行企業の信用格付別がより適切な開示にな
ることがあります。

IFRS第13号第94項にも同様の要求事項があり、さらに、適
切なクラスを決定する際には、公正価値測定が区分される
公正価値ヒエラルキーのレベルを考慮することも要求されて
います。したがって、クラスの数は、公正価値ヒエラルキーの
レベル3に区分される公正価値測定については増やす必要
があることもあります。それらの測定は不確実性と主観性の
程度が大きいからです。
しかし、すべての事例において、貸借対照表上に表示され
ている表示科目への調整が十分にできるだけの情報を提供
しなければなりません。
2.2

IFRS第7号およびIFRS第13号が「クラス」に言及してい
る場合には、IAS第39号に定義されている区分別の開
示が要求されますか。

いいえ。金融商品の「クラス」は、金融商品の「区分」と同じで
はありません。IAS39号において、区分は、純損益を通じて
公正価値で測定する金融資産、満期保有の投資、貸出金
および受取債権、売却目的の金融資産、純損益を通じて公
正価値で測定する金融負債、ならびに償却原価で測定され
る金融負債と定義されています。クラスは、IAS第39号にお
ける測定区分よりも低いレベルで決定され、IFRS第7号第6
項およびIFRS第13号第94項で要求されているように、財政
状態計算書上に表示される項目との調整が行われます。
2.3

投資ファンドは「負債性金融商品への投資」を単一の
クラスとして開示することができますか、それとも、別個
のクラスに分割しなければなりませんか。

投資ファンドの場合、負債性金融商品が類似した特徴を有
していない限り、通常、「負債性金融商品への投資」という区
分は複数のクラスの金融商品で構成されます（例：類似の信
用格付けを有する社債）。その場合には、「負債性金融商品
への投資」はひとつのクラスであることがあります。
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2.4

クラスに関する規範的なリストが提供されていませんが、
負債性金融商品のみに投資している投資ファンドは、
異なるクラスの金融商品を識別する際にどのような考
慮事項を適用しなければなりませんか。

上記2.3に記載されているとおり、投資ファンドのポートフォリ
オは、通常、複数のクラスの負債性金融商品から構成されま
す。しかし、クラスの詳細レベルは、企業ごとで決定されます。
このことは、金融商品の特徴を考慮に入れ、そのクラスが有
用情報の開示に適切かどうかを考慮することを経営者に要
求します［IFRS1第7号第6項および第7項］。この判断は、投
資がファンドの経営幹部によって報告され評価される方法
に基づいていなければなりません。
例えば、負債性金融商品に投資している投資ファンドの場
合、以下の項目ごとにクラス別に開示することが適切な場合
があります。


負債性金融商品の形態（例：国債、社債、資産担保証
券）



投資の形態（例：自動車、テクノロジー、ヘルスケア）



発行企業の信用格付（例：AAA, AA, A, BBB）



利息の支払い（例：固定金利負債、変動金利負債）

2.5

すべて純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
として分類されている金融商品を、異なるクラスに識別
するにあたり、プライベート・エクイティ・ファンドは何を
検討しなければなりませんか。

2.6

IFRS第7号が金融商品のクラス別の開示を要求してい
る（例：IFRS第7号第25項、第36項、および第37項、
IFRS第13号第94項）場合には、投資ファンドが発行し
ている異なるクラスの償還可能な利益配当ユニットは、
法的に異なる場合であっても、同じグループに分ける
ことができるかどうかについて疑問が生じます。
投資ファンドXは、IAS第32号第16A項(c)の同一の特
徴という要件を満たしていない異なるクラスの償還可
能な有配当株を発行しており、そのため、ユニット保有
者に帰属する金額を金融負債として区分しています。
投資ファンドXは、IFRS第7号第6項に従って、ユニット
保有者に帰属する金額を別個のクラスに分割しなけ
ればなりませんか。

状況によって異なります。すべての償還可能な利益配当付
株のクラスが類似した特徴を有している場合、そのような開
示は要求されません。IFRS第7号は、IAS第32号よりも制限
が少なく、したがって、集約した株式クラスは、類似している
とみなされるために同一の特徴を有している必要はありませ
ん。ただし、株式のクラスに関連する権利および義務が著し
く異なる場合、ユニット保有者に帰属する金額は、IFRS第7
号の開示の別個のクラスに分割しなければなりません。例え
ば、ひとつの株式クラスが通知期間を設けずにいつでも償
還可能であり、別のクラスが1年の通知期間で償還可能であ
る場合、株式クラスは大きく異なる可能性があります。

プライベート・エクイティ投資の場合、「純損益を通じて公正
価値で測定する金融資産」という区分は、複数のクラスで構
成されると予想しています。しかし、クラスの詳細レベルは、
企業固有の基礎に基づいて決定されます。これは、金融商
品の特徴、および、そのクラスが有益情報の開示にとって適
切か否かを考慮に入れることを経営者に要求します［IFRS
第7号第6項および第7項］。その判断は、投資が報告され、
ファンドの主要な経営幹部による評価の基礎になります。例
えば、以下のように、個別のクラスを開示することが適切であ
る場合があります。


金融商品の形態（例：普通株、優先株、株式転換貸付、
転 換 優 先 出 資 証 券 （ convertible preferred equity
certificates）、株主からの借り入れ、現物利息債券）



投資の形態（例：自動車、テクノロジー、ヘルスケア）



経営戦略（例：買収、ベンチャー・キャピタル、インフラ
ストラクチャー、グロースキャピタル、公表価格のある
(quoted)プライベート・エクイティ）
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3．公正価値測定の開示
a)

金融商品のクラスごとの公正価値の開示

IFRS第7号第25項では、公正価値を金融資産と金融負債
のクラスごとに、帳簿価額と比較できる方法で開示するよう
要求しています。しかし、公正価値の開示は、帳簿価額が
公正価値の合理的な近似値となっている場合や、その特
性の公正価値を信頼性をもって測定できない場合、裁量
権のある有配当性を含んだ契約（IFRS第4号に記載されて
いる）には要求されません［IFRS第7号第29項］。
IFRS第13号第93項(a)は、経常的および非経常的な公正価
値測定について、報告期間末の公正価値測定、および非
経常的な公正価値測定について、当該測定の理由を要求
しています。
3.1

償却原価で測定される金融商品を含むすべての
金融商品について、公正価値の開示が要求されま
すか。

はい。IFRS第7号25項は、財政状態計算書で金融商品が
償却原価で測定されるかどうかにかかわらず、すべての金
融商品の公正価値の開示を要求しています。この開示は、
開示される金額を帳簿価額と比較できるような方法で提示
されます。しかし、償却原価で測定された金融商品につい
て財政状態計算書で開示された金額が公正価値の合理
的な近似値となっている場合、公正価値の開示は要求され
ません［IFRS第7号第29項］。
財政状態計算書で開示される金額が、IFRS第7号25項に
従い開示される公正価値の合理的な近似値となっている
場合の例を以下に表示します。


コマーシャルペーパーを保有するマネーマーケット
ファンドへの投資において、その公正価値の合理
的な近似値として償却原価を用いて測定されてい
る



変動金利の銀行借入金の公正価値が契約上の割
引将来キャッシュ・フローにより見積られ、期中に企
業の自己の信用リスクに著しい変動がない

しかし、IFRS第13号の開示要求は、以下に限定されてい
ます。


公正価値測定が全体として区分される公正価値ヒ
エラルキーのレベル［IFRS第13号第93項(b)］。



すべてのレベル2とレベル3の公正価値測定に用い
た評価技法とインプットの説明。重大な観察可能で
ないインプットについての定量的な開示が要求され
ない場合を除き、該当する場合、評価技法の変更
の説明を含む［IFRS第13号第97項］

3.2

IFRS第7号第25項は、金融資産および金融負債の
クラスごとの公正価値の開示を要求しています。未
払の資本コミットメントは、IAS第39号の対象範囲で
はない可能性があります［IFRS第39号第4項］が、
それらはIFRS第7号の範囲に含まれます［IFRS第7
号第4項］。
プライベート・エクイティ・ファンドへの投資者は、1
億5千万ユーロを今後10年間にわたり当該ファンド
に投資することをコミットしました。当該ファンドでは
すでに5千万ユーロが過去2年間において払い込
まれています。未払資本コミットメントの残額は、貸
借対照表の日付で1億ユーロです。
開示要求に従うと、当該のプライベート・エクイティ・
ファンドは、未払の資本コミットメントの残高（1億ユ
ーロ）を開示することが要求されますか。

いいえ。認識済および未認識の資本コミットメントの両方に
IFRS第7号は適用されます。しかし、IFRS第7号第25項の開
示要求が適用される状況は、通常、まれな状況でのみ該
当するため、プライベート・エクイティ・ファンドへの資本コミ
ットメントの公正価値は、新規のファンド・ユニットでは公正
価値で発行され、ゼロとなります。

IFRS第13号は、他の基準が公正価値測定または開示を要
求または許容している場合に適用されます［IFRS第13号第
5項］。したがって、IFRS第13号は、当該の金融商品は財政
状態計算書において償却原価で測定されるという事実が
あった場合でも、公正価値に関する情報が開示される場合
に適用されます。
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b)

公正価値ヒエラルキーの適用

企業は、公正価値測定の開示要求の一環として公正価値
を測定するために用いられる評価技法へのインプットを区
分する「公正価値ヒエラルキー」により公正価値測定を分類
しなくてはいけません。公正価値ヒエラルキーは、3つの異
なるレベルに区分され、活発な市場における（無調整の）相
場価格に最も高い優先順位を与えています。また、観察可
能でないインプットを最も低い優先順位とします［IFRS第13
号第72項］。
レベル1のインプットは、測定日における企業がアクセスで
きる同一の資産および負債に関する活発な市場における
相場価格（無調整）です（さらなる詳細についてはIFRS第
13号の第76項から第80項を参照）。
レベル2のインプットは、レベル1に含まれる相場価格以外
のインプットのうち、資産または負債について直接または間
接に観察可能なものです（さらなる詳細についてはIFRS第
13号の第81項から第85項を参照）。
レベル3のインプットは、資産および負債に関する観察可能
でないインプットです（詳細についてはIFRS第13号の第86
項から第90項を参照）。

3.3

（市場から単に価格を取得するのではなく）評価モデルを
使用することによってレベル1から除外されます。ただし、公
正価値ヒエラルキーが優先順位をつけるのは評価技法へ
のインプットであり、各モデルが公正価値の測定に用いた
評価技法そのものではありません［IFRS第13号第74項］。
ヒエラルキー内のレベルは、モデルの技法や複雑性ではな
く評価インプットに基づき決定されます。モデルの利用によ
り公正価値測定が自動的にレベル3に区分されるわけでは
ありません。例えば、あらゆる観察可能なインプットを用い
て価値を計算するのに用いられた標準的評価モデルは、
結果的にレベル2に分類される測定となる可能性が高くなり
ます。
しかし、標準的なモデルでレベル2のインプットに調整また
は推測がなされる限り、調整されたインプットが測定に対し
て重要であるかどうかにより、レベル3に区分される可能性
があります。さらに、報告企業が、独占的な観察可能では
ないインプットに基づく評価モデルを利用するのであれば、
結果的に公正価値測定はレベル3に区分されます。
3.4

3つの異なるレベルのうちの1つへ公正価値測定を区分す
る際には、公正価値測定の全体を最も低いレベルのインプ
ットを基準として決定されなければなりません。全体の公正
価値測定に対する特定のインプットの重大さの評価には、
当該資産または負債に固有の会計的な要因を考慮に入れ
た判断が必要となります［IFRS第13号第73項］。

評価モデルの利用は、公正価値ヒエラルキー内の
区分に対してどのような影響がありますか。

プライベート・エクイティ・ファンド毎に選択された評
価技法（すなわち、倍率、割引キャッシュ・フロー）
は、公正価値ヒエラルキー内の公正価値測定の区
分に影響がありますか。

いいえ。IFRS第13号の公正価値ヒエラルキーが優先順位
を付けるのは評価技法へのインプットであり、公正価値の
測定に用いる技法ではありません［IFRS第13号第74項］。
IFRS第13号第61項に従い、十分なデータが利用可能で適
切な評価技法を選択するのは、測定される資産または負債
に固有の事実および状況の評価に基づくべきであって、公
正価値ヒエラルキー内で用いられるインプットの区分からは
独立していなければなりません。
3.5

IAS第39号の区分（純損益を通じて公正価値、売却
可能、満期保有、および貸付金および債権）は、公
正価値ヒエラルキー内の公正価値測定の区分に影
響を与えますか。

いいえ。投資の区分と公正価値ヒエラルキー内の公正価値
測定の分類の間には直接的な関連性はありません。しかし、
いくつかの分類では、そのグループに分類される金融商品
は活発な市場で見積られないことを要求しています（例え
ば、貸付金と債権）。そうした投資では、レベル1への区分
が適切ではないことを示しています。
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3.6

プライシングサービスまたはブローカー相場を利用
することは、公正価値ヒエラルキーにおけるインプッ
トの分類に影響を与えますか。

多くの報告企業は、公正価値測定におけるインプットとして
使用するために、市場のプライシング情報を蓄積し顧客に
配布するプライシングサービス、ブローカーのプライシング
情報、および類似する情報源から情報を入手しています。
こうした情報源より提供される情報は、情報源の確からしさ
に応じて、公正価値ヒエラルキーにおけるいかなるレベルと
もなります。
以下の表は、プライシングに関するインプットのいくつかの
共通の情報源の分類を要約したものです。

レベル1インプット

レベル3インプット
レベル 3 の価格の例には次のものが含まれます。


観察可能な市場データを表さない（つまりそれらによって取
引されない）か、そうしたデータで裏付けられない、ブローカ
ー相場またはプライシングサービスから取得するインプット



観察可能な市場データにより裏付けられない経営者の仮定
を取り込んだモデル

注：上記は示されたレベルに適合するとみなされる可能性
のあるインプットの例です。ただし、測定に適用される事実
および状況は、常に評価されなければなりません。
3.7

レベル 1 のインプットは、測定日における企業がアクセスできる

投資ファンドの管理者は、評価の合理性について
プライシングサービスとブローカーが提供する評価
をテストすることが必要ですか。

同一の資産または負債に関する活発な市場における相場価格
（無調整）です。
レベル 1 の条件を満たす価格について、マーケットメーカーが単
一であることは、定義により不活発な市場の価格にあたることを
示唆するため、報告企業は、複数のソースから価格を取得する

はい。投資ファンドの管理者は、彼らの金融資産および金
融負債が適切な公正価値にて計上されていることの言明
につき最終的な責任を負っており、第三者であるプライシ
ングサービスまたはブローカー・ディーラーのどこを利用す
るかによりその責任を低減するものではありません。

ことができなければなりません。レベル 1 のインプットは、取引所
または活発なインデックス/市場ロケーションで取引される項目に
関連しています。

レベル2インプット
レベル 2 のインプットは、レベル 1 に含まれる相場価格以外のイ
ンプットのうち、資産または負債について、直接または間接のい
ずれかにより観察可能なもので、例えば、以下が含まれます。


活発な市場における類似の資産または負債に関する相場
価格



活発でない市場における同一のまたは類似の資産または
負債の相場価格。例えば、OTC市場のようにディーラーに

提供されている評価の作成に使用されている手法およびイ
ンプットの仮定の合理性をチェックするため、適切なプロセ
ス（価格の妥当性チェックまたはその他の手法）を経ること
なく、第三者が提供する情報が公正価値を表していると仮
定することはできません。
これは、投資が区分されるべき公正価値ヒエラルキーのレ
ベルの決定という意味でいっそう重要です。第三者の価格
は、その第三者が実際に取引するであろう確定気配ではな
く、気配値であることに注意が必要です。したがって、以下
を理解する必要があります。
1.

金融商品のプライシングのために第三者により使用さ
れる評価技法または手法

観察可能な市場の情報に裏付けられたブローカー相場

2.

手法で用いられるインプット

資産または負債について観察可能な相場価格以外のイン

3.

観察可能なデータへの調整

4.

金融資産または金融負債の種類に存在する裏付け
証拠の入手可能性

準備があって、取引可能となっているディーラー市場



プット。例えば、以下が含まれます。
-

通常公表される間隔で観察可能な金利およびイール
ド・カーブ

-

インプライド・ボラティリティ

-

信用スプレッド

したがって、上記を理解することは、管理者に対して、IFRS
第13号第93項(b)に従い、測定が区分されるレベルがどれ
かを決定するために必要なかなりの洞察を提供することが
要求されます。
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しかし、そうした分析の詳細および範囲のレベルは、金融
商品の種類および複雑性、その種類の金融商品が市場で
取引される頻度および取引レベルの観察可能性、ならびに
当該金融商品について一般に知られているプライシング手
法など、事実および状況によっています。必要な作業レベ
ルとしては、有価証券がどのように価格付けされているか、
およびすべての重要なインプットが類似した、または同一
の有価証券の取引を通じて観察可能であるかどうかについ
ての理解を得るためのプライシングサービス/ディーラーと
の議論も含まれる可能性があります。
3.8

投資ファンドは公正価値ヒエラルキー内における公
正価値測定の分類の決定においてインプットの重
大さをどのように評価すべきでしょうか。

公正価値測定の全体へのインプットの重大さの決定につい
ての明確な線引きはありません。したがって、複数の異なる
投資ファンドにおいて、同じ事実の下でも異なる結論となる
こともあります。
資産または負債の公正価値への観察可能ではないインプ
ットの重大さの評価において、経営者には以下が求められ
ます。
(a)

(b)

データの変動に対する当該資産または負債の価値
の全体の感応度を考慮する
当該資産または負債の残存期間中のデータにおけ
る変動の可能性を再評価する

例えば、11年物の金利スワップが10年間の観察可能なイー
ルド・カーブを持っている場合（イールド・カーブ11年の補外
がスワップ全体の公正価値測定にとって重要でないことが
条件）、公正価値測定はレベル2であるとみなされます。

3.9

ある投資ファンドは、証券取引所に上場しているが
取引量が少ないか、または量または活動レベルに
おける著しい減少があった金融商品のみに投資し
ているとします。このようなファンドであっても、レベ
ル1に区分されたすべての金融商品をレベル1に区
分することができますか。

状況によります。IFRS第13号第76項は、レベル1の金融商
品は、測定日における企業がアクセスできる活発な市場に
おける相場価格（無調整）であると規定しています。活発な
市場とは、資産または負債の取引が継続的に価格付けの
情報を提供するための十分な頻度と量で行われている市
場です［IFRS第13号付録A］。取引が、継続的に信頼できる
価格付けの情報を取得するのに十分な頻度で発生するの
であれば、市場は活発であるとみなされます。
しかし、この相場価格がレベル2またはレベル3である可能
性があり、または公正価値を表していない可能性もあります。
これを決するために、企業は、以下のような要素を検討す
べきです。


当該金融商品の最近の取引が少ない。



相場価格が現在の情報を用いて形成されていない。



相場価格が、時期によってまたはマーケットメーカ
ーごとに著しく異なっている（例えば、一部のブロー
カー市場）。



これまで当該資産または負債の公正価値と高い相
関があった指数が、公正価値の最近の指標と明ら
かに相関しなくなっている。



資産または負債の信用およびその他不履行リスク
についての入手可能なすべての市場データを考慮
した、企業の期待キャッシュ・フローの見積りと比較
して、観察された取引または相場価格についてのイ
ンプライド流動性プレミアム、イールド又はパフォー
マンス指標が著しく上昇している。



ビッド・アスク・スプレッドの幅が大きいか、またはビ
ッド・アスク・スプレッドの幅が著しく拡大している。



当該資産または負債あるいは類似の資産または負
債についての新規発行市場の活動が著しく低下し
ているか、またはそのような市場がない。



公表されている情報がほとんどない。

含まれているであろう判断のレベルにより、報告企業はイン
プットの分類を決定する場合にとられる論拠を文書化する
ことが必要です。また、報告企業は、重大さを決定する方
針を策定し、首尾一貫して適用しなければなりません。
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3.10

ある投資ファンドは、証券取引所に上場している金
融商品にのみ投資します。この投資は、地理的に
拡散しており、アジアに加え、カナダにおいて上場
している保有高も含まれています。当該ファンドは、
ニューヨーク証券取引所のクローズ時に投資を評
価しています。
しかし、アジア市場の取引終了時間は早いため、
当該ファンドは、香港証券取引所が提供する最終
取引価格でアジアの保有高の価値を測定せず、
予想される市場の動きにより価格を調整していま
す（インデックス運用と称することもある）。予想され
る市場の動きは商品ごとに計算され、その後クロ
ーズする証券取引所における展開をも考慮に入
れます。
過去の経験に基づくと、ニューヨーク証券取引所と
アジア金融商品との展開の間に強い相関関係があ
ります。
この投資ファンドではすべての投資をレベル1とし
て開示することができますか。

3.11

いいえ。ファンドの一部に対する投資者は、評価レベルの
決定においてファンドの部分の性質を考慮しなければなり
ませんが、ファンドが保有する基礎となる投資にルックスル
ーすることが求められるわけではありません。これは、会計
単位がファンドへの投資であり、裏付け資産への投資では
ないためです。したがって、ファンドの取引が観察可能であ
るならば、公正価値ヒエラルキーのレベル決定に際して考
慮されなければなりません。
しかし、もし当該の部分について観察可能な市場インプット
が利用可能でないのなら、評価技法が適用されなければ
なりません。これは、当該のファンドにおける投資の公正価
値へのインプットとして基礎となる投資における観察可能な
価格を用いることが含むことがあります。
公正価値を決定するために用いられるインプットのレベル
が公正価値ヒエラルキーのレベルを決定します。
3.12

いいえ。IFRS第13号第76項は、レベル1の公正価値は、測
定日における企業がアクセスできる同一の資産または負債
に関する活発な市場における相場価格（無調整）であるべ
きであると規定しています。証券取引所のクローズ後、ファ
ンドは予想される市場の変動を反映させるために特定の相
場価格を調整しており、相場価格は、無調整でなくなります。
このため、レベル1の条件を満たしません。
上記のシナリオにおいて、そうした投資の公正価値測定は、
同一の資産または負債の活発な市場における相場価格へ
の新しい情報への調整を表しているため、レベル2であると
みなされる可能性が最も高くなります。この調整は、より低
いレベルで公正価値測定を表しています。
市場の観察可能なインプットに基づく計算および相関の要
素は比較的、機械的であるため、計算および相関の要素
が適切で、観察可能であるかぎり、レベル3の評価であると
はみなされない可能性が高くなります。

公正価値測定が投資者によって分類される公正価
値ヒエラルキーのレベルを決定する際にファンドの
投資にルックスルーすることが必要ですか。

投資銀行Aは、ファンドXの業績に連動するファンド
連動債を発行しています。原ファンドXは、レベル1
の投資として分類されます。ファンド・リンク・ノート
に投資した投資者は、原ファンドの分類を参照して
レベル1にノートを分類することになりますか。

いいえ。投資者は、原ファンドの性質ではなく、ファンド連
動債の性質を考慮しなければなりません。これは、会計の
単位が当該のノートであるためです。したがって、取引がノ
ートについて観察可能なら、そうした取引は、公正価値ヒエ
ラルキーのレベルを決定する際に考慮されるべきです。フ
ァンド・リンク・ノートが活発な市場において見積られるなら、
レベル1ヘの分類が適切となります。
しかし、原ファンドの一部について観察可能な市場のイン
プットが入手できない場合、評価技法を適用しなければな
らず、公正価値の決定に使用するインプットのレベルが、
公正価値ヒエラルキーのレベルを決定することになります。
なかでも特に投資者は、インプットの観察可能性を検討し
ます。使用されるインプットの1つは、ファンドの純資産価値
ですが、発行企業はファンド・リンク・ノートの公正価値の決
定において投資銀行の信用リスクなどの追加的な要因を
考慮することが予想されます。追加的なインプットの重大さ
およびそれらの観察可能性に応じて、このファンド・リンク・
ノートは、レベル2またはレベル3のいずれかに分類されると
考えられます。
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3.13

証券取引所に上場しているが、取引量の少ない有
価証券を発行している投資ファンドに投資している
投資者は、このファンドへの参加について公正価
値ヒエラルキーのレベル1に分類できますか。

状況により異なります。IFRS第13号第76項では、レベル1の
金融商品は、測定日における企業がアクセスできる活発な
市場におけるレベル1の金融商品が相場価格（無調整）を
有していると規定しています。活発な市場とは、資産または
負債の取引が十分な頻度と量で発生する市場で、継続的
にプライシング情報を提供します。もし、取引が継続的に信
頼できるプライシング情報を取得するために十分な頻度に
て発生するとすれば、市場は活発であるとみなされます。
金融商品の取引がほとんどない、価格は最新ではない、あ
るいは相場価格が時間の経過とともに、またはマーケットメ
ーカー間（例えば、複数のブローカー市場）において著しく
変化するか、公開される情報がほとんどないとすれば、相
場価格はレベル2またはレベル3である可能性があります。

レベル1
取引が十分な頻度および量で発生し、継続的にプライシング情
報が提供される場合、上場投資信託（ETF）への投資は、レベル
1 に分類されます。

当付株式は、レベル1に分類されなければなりません。
しかし、募集または償還の頻度が少ないのであれば、この
純資産はレベル2のインプットとみなされる可能性がありま
す。会計の単位は、償還可能な配当付株式であって、投
資ファンドの裏付け資産ではありません。ミューチュアル・フ
ァンド株式では、基礎となる投資はすべて、レベル2または
レベル3のインプットを用いて評価されますが、それでもな
お、そうしたファンドのファンド・オブ・ファンズの持分につい
てはレベル1の評価とみなされます（逆も同じ）。
活発な市場が存在するかどうかの決定において、以下の質
問は役立つ検討事項となります。


報告された純資産はどのくらいの頻度で利用可能か



その価格は最近の募集または償還に基づいているか



募集または償還はどのくらいの取引量、存在するか



投資者が、報告日に純資産で投資を償還すること
ができないとの何らかの示唆がされているか
（例：投資の非流動性のため）

レベル1
いつでも償還可能なオープンエンド型ファンド。このオープンエ
ンド型ファンドでは、日々の純資産価値（NAV）が報告され、活

例：日次で報告される償還価格での日次の（募集および）償還を

発な市場が存在するという評価を裏付ける純資産価値において

伴うリテール向けのミューチュアル・ファンド

十分な募集および償還が発生します。

レベル2

例：日々報告される償還価格で十分な取引量を持ち日常的に（募
集および）償還が発生するリテール向けのミューチュアル・ファンド

ETF への投資は、取引がそれほど頻繁ではなく、取引量が少な
い場合、レベル 2 に分類されます。

レベル2

レベル3

測定日に報告可能な純資産で償還可能なオープンエンド型ファンド
であるが、もし純資産での取引が、貸借対照表日付で起きることが可

ETF への投資は、もし ETF が株式市場で取引が可能でない（マ

能であるならば、重要な募集や償還は発生しないとされるもの。

ーケティング目的でのみ上場など）、またはブローカーやマーケ
ットメーカーからの相場価格が、気配値で、ブローカーの各市場
メーカーは実際に取引されるだろう確定気配ではない場合、レ
ベル 3 に分類されます。

例：純資産が募集または償還が発生する四半期ごとおよび各日
付ごとに計算される単一の投資者が保有するオープンエンド型
ファンド（専用ファンド、特別ファンド）

レベル3
3.14

投資者は、オープンエンド型投資ファンドの配当付
き株式について、いつでも償還可能であって日々
の純資産価値が報告されている場合、レベル1に
分類することができますか。

状況によって異なります。レベル1のインプットは、測定日にお
ける企業がアクセスできる同一の資産または負債に関する活
発な市場における相場価格（無調整）です。したがって、ファン
ドの純資産（NAV）での募集または償還は、継続的に観察可
能なプライシング情報を提供するために十分な頻度と量で発
生するのであれば、純資産（NAV）で評価される償還可能な配

投資が償還可能になるまでの時間の長さが重要であるとみなさ
れる場合に信用および流動性リスクについての調整が純資産価
値に加えられる、将来日付で償還される可能性のあるオープン
エンド型のファンド。

例：一時的に償還が停止されたミューチュアル・ファンド。
重大な観察可能ではない調整が、ファンド・ユニットを評価する
際に、純資産になされるオープンエンド型のファンド

例：純資産価値が計算された後に起きた株式市場での展開を反
映するために純資産に調整が加えられるミューチュアル・ファンド
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3.15

投資ファンド Xは、いつでも償還可能であり、日次
純資産価値が報告されるオープンエンド型投資ファ
ンドです。このファンドが非流動的な投資に重要な
投資を持っている場合（例：投資不動産）、経営者の
裁量により償還が停止されるか、または延期される
可能性があります。停止の場合に、ファンドへの投
資が評価される際に、非流動性ディスカウントが純
資産価値に適用される可能性があります。投資者は、
この投資をレベル2に分類することが可能ですか。

状況により異なります。純資産価値への調整の観察可能性
（例：二次市場における取引から入手した証拠）および重要
性は、レベル 2 またはレベル 3 に分類されるかどうかを決定
するために検討される必要があります。
3.16

投資者は、いつでも償還可能ではないが、二次市
場が存在しているクローズエンド型の投資ファンド
をレベル2に分類することができますか。

状況により異なります。レベル 2 のインプットは、直接的また
は間接的のいずれかで観察可能なインプットです。二次市
場で最近、取引されたクローズエンド型のファンドについて、
観察された価格が評価目的で使用される場合はレベル 2 に
分類され、適用される評価技法が重大な観察可能でないイ
ンプットを使用する場合、報告日に償還または取引できない
クローズエンド型のファンドは、レベル 3 に分類されます。

レベル1

る、重大な観察可能ではないインプットが用いられたファンド。

例：重要な調整がなされるヘッジファンド。例えば、信用および
流動性リスクプレミアム。

3.17

投資者が、二次市場が存在せず、現在の取引が観
察可能ではないクローズエンド型の投資を保有し
ています。したがってファンドへの参加は評価技法
を用いて測定されます。ファンドは、少額の当座預
金の場合を除き、相場価格が存在する活発な市場
で取引される投資（レベル1の投資）のみに投資さ
れます。投資者はこのファンドの投資をレベル2に
分類することができますか。

状況により異なります。レベル 2 への分類は、評価技法がイ
ンプットが用いられるファンドに対する投資の評価に使用さ
れる場合に、それが観察可能な市場データに基づくことを
要求します。活発な市場における相場価格に基づく総資
産価値（NAV）の計算は、観察可能な市場データのみに基
づいている評価技法として解釈が可能です。
しかし、上記のシナリオにおいて、投資者は NAV が合理的
で適切な見積もりであるかどうかを注意深く評価する必要
があります。クローズエンド型ファンドの非流動性のために、
ファンド・ユニットを評価する際に、投資の非流動性が考慮
されることが見込まれます。そうした評価へのインプットは重
大である可能性があるため、当該ファンドはレベル 3 に分
類されます。

活発な市場が存在しており、投資者がその市場に測定日にアク
セスできるという評価を取引量によって裏付けられるような二次
市場を持つクローズエンド型ファンド（ただしこれは非常にまれな
シナリオであると考えられます）。

レベル2
観察可能な価格が公正価値を表している、またはファンド・ユニ
ットを評価するインプットとして使用される場合に、二次市場にお
いて最近、取引があったクローズエンド型ファンド

レベル3
満期まで報告企業による償還が不可能であるクローズエンド型
ファンド

例：二次市場がなく固定期間のプライベート・エクイティ・ファンド
評価技法（重大な観察可能ではないインプット）を使用し価値が
測定され、現在の純資産価値（NAV）が報告されないクローズエ
ンド型ファンド

例：四半期報告のみを行うプライベート・エクイティ・ファンド
公表された純資産価値または当該純資産価値に対する投資者
の調整を含み、その後、ファンド・ユニットを評価する可能性のあ
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3.18

プライベート・エクイティ・ファンドが未上場のプライベ
ート・エクイティへの投資を保有しています。この投資
の評価は、観察可能な市場データから導かれる倍率
（例：利益もしくは収益または類似の業績指標の倍率）
を用いて行われます。このファンドは、投資を公正価
値ヒエラルキーのレベル2に分類できますか。

状況によって異なります。プライベート・エクイティ取引の公
正価値測定の多くは、観察可能なデータと投資者のみが
知り得る観察可能でないデータを取り込んでいます。イン
プットのレベルを分類する際には、公正価値測定のそうし
た観察可能でないデータへの影響を考慮すべきです。観
察可能なデータは以下の情報を含みます。


独占的ではない



すぐに入手可能である



定期的に配信される



複数の独立ソースから入手可能



透明性がある



検証可能である

したがって、レベル2のインプットとは、市場参加者が容易に
利用可能なデータであり、仮定なしでデータを決定すること
を可能にするものです。したがって、利益倍率の使用は、以
下のようにレベル3のインプットである可能性が高くなります。


この倍率は、業務、市場、財務、および財務以外の
各要素を検討した事業の比較可能性に関する仮
定を適用することにより、観察可能な市場データか
ら導かれます。



倍率が適用される企業の利益、収益またはキャッシ
ュ・フローは通常、市場において観察可能ではあり
ません

さらに、この評価が、報告企業自身のデータを使用して作
成した財務予測（例：利益のキャッシュ・フロー）を含むので
あれば、このファンドは公正価値ヒエラルキーのレベル 3 に
分類されます。
3.19

ヘッジファンドは、一定割合の資本をサイドポケット
投資（サイドポケットシェアともいう）に配分すること
があります。こうした投資は、投資が実現されるか、
または、損金処理されるまで、償還できない場合が
あります。ヘッジファンドへの投資者は、IFRS第13
号の公正価値ヒエラルキーを適用する場合に、ど
のようにしてサイドポケットシェアを分類することが
できますか。

この持分に関する適切な評価および評価ヒエラルキー内の
レベルを決定する際に、当該ファンドの持分と分離してサイ
ドポケットの持分の属性および特徴を検討しなければなりま
せん。そうした投資は本来、非流動的です。活発な市場が
ない場合、サイドポケットの持分は、重大な観察可能ではな
いインプットを使用して評価される可能性が高くなります。
しかし、サイドポケットの持分がファンドにおけるその他の持
分から分離可能でない場合（例：投資企業がヘッジファンド
に 1 つの集約された資本持分を持つ）、投資者は、ヒエラル
キー内のへッジファンドの持分の分類を決定する際に、ヘ
ッジファンドの投資合計におけるサイドポケットの観察可能
でない価値の重大さを考慮しなければなりません。サイドポ
ケットのエクスポージャーは全体的に持分が重大であると
みなされ、サイドポケットの投資が観察可能でないインプッ
トを使用して行われている場合、ヘッジファンドのパートナ
ーシップへの投資全体として、レベル 3 の評価となります。
3.20

IAS第39号第46項(c)は、活発な市場における相場
価格を持たず、公正価値が取得原価で信頼性を
持って測定することが可能でない資本性金融商品
に対する投資を認めています。投資者Aは、あるプ
ライベート・エクイティ・ファンドに投資しており、利
用可能な信頼できる公正価値が存在していないた
め、取得原価でその投資を会計処理しています。
しかし、この投資が減損しているとみなされる場合、
この投資については、類似する投資の現行市場金
利で割り引いた将来キャッシュ・フローの現在価値
まで評価減します［IAS第39号第66項］。そうした投
資は、IFRS第13号公正価値の開示の対象となりま
すか。またその場合、当該投資はヒエラルキーのど
のレベルに分類されるべきですか。

IAS第39号の第46項(c)に従い取得原価で計上される投資
は、公正価値測定の対象ではありません。したがって、
IFRS第7号第25項の開示の要求事項の対象とはなりません
［IFRS第7号第29項(b)］。
しかし、減損およびIAS第39号第66項において要求されて
いる将来キャッシュ・フローの現在価値までの評価減の場
合に、投資者は、IFRS第13号第91項に従い、公正価値の
最善の見積りとして現在価値の決定において用いられる手
法および適用される仮定を開示しなければなりません。ま
たIFRS第13号第93項および第97項で要求されている開示
も要求されます。そうした評価は、レベル3に分類されなけ
ればなりません。
注：IFRS 第 9 号が適用される場合、金融機関および投資フ
ァンドは、公正価値の近似値として取得原価を使用するこ
とが禁止されます［IFRS 第 9 号 BC5.18 項］。

サイドポケットに対する持分がこのファンドにおけるその他の
持分と区別できる場合（例：株式の別のクラス）、投資者は、
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c)

レベル3の開示要求事項

IFRS 第 13 号における開示の目的は、公正価値測定を行う
ために用いられた評価技法やインプットに関する情報、お
よび重大な観察可能でないインプットを使用した公正価値
の測定が当該期間の純損益またはその他の包括利益にど
のような影響を与えるかについての情報を財務諸表利用者
に提供することです。IASB は、公正価値ヒエラルキーのレ
ベル 3 に分類された公正価値測定について、より多くの情
報を求める財務諸表利用者からの要望を受け取りました。
その結果、公正価値ヒエラルキーのレベル 3 に分類された
資産および負債の開示要求が拡大されました。
公正価値ヒエラルキーのレベル 3 における公正価値測定に
ついて、以下の追加的な開示が要求されます。








経常的および非経常的な公正価値測定について、
公正価値測定に用いた評価技法およびインプット
の説明。評価技法に変更があった場合には、その
変更の旨および変更の理由、および公正価値測定
を用いた重大な観察可能でないインプットに関する
定量的な情報［IFRS 第 13 号第 93 項(d)］。
経常的な公正価値測定について、期首残高から期
末残高への調整表が開示されなければなりません
［IFRS 第 13 号 93 項(e)］。
経常的な公正価値測定について、純損益に含まれ
ている上記の調整表に記載されている当期の利得又
は損失の合計額のうち、報告期間末に保有している
資産及び負債に関連する未実現損益の変動に起因
する額、およびそれらの未実現損益が認識されてい
る純損益の中の表示科目［IFRS 第 13 号第 93 項(f)］
経常的および非経常的な公正価値測定額につい
て、企業が用いた評価プロセスの説明［FRS第13号
第93項(g)］

経常的な公正価値測定について、観察可能ではないインプ
ットの変動に対する公正価値測定の感応度の記述的説明（そ
れらのインプットを異なる金額に変更すると、公正価値測定が
著しく高くなったり低くなったりする可能性がある場合）。それ
らのインプットと公正価値測定に使用される他の観察可能で
ないインプットとの間に相互関係がある場合には、企業は、そ
れらの相互関係と、それが観察可能でないインプットの変動
が公正価値測定に与える影響をどのように増幅又は軽減さ
せる可能性があるのかも説明しなければならない。
インプットを合理的に考え得る代替的な仮定に変更すると公正
価値が著しく変動する場合には、企業はその旨を記述し、資
産または負債の経常的な公正価値測定が、その他の IFRS が
各報告期間末に財政状態計算書において要求または容認し
ているものであることを開示しなければなりません。非経常的

な公正価値測定は、他の IFRS が特定の状況において財政状
態計算書において要求または容認しているものです。
さらに、企業は、合理的に考えられる代替的な仮定を反映
するための変更の影響をどのように計算したのかについて
開示します［IFRS 第 13 号第 93 項(h)］。
3.21

レベル3に区分される金融商品における購入と売
却について、個別の開示が要求されますか。

はい。公正価値ヒエラルキーのレベル 3 に区分される経常的
な公正価値測定について、期首残高から期末残高への調整
表は、以下に属する期中における変更を個別に開示し、表示
されなければなりません（［IFRS 第 13 号第 93 項(e)］）。


購入、販売、発行および決済（これらを区別して開示）



当期純利益に認識した利得又は損失の合計額、及
びそれらの利得又は損失が認識されている純損益
の中の表示科目



その他の包括利益に認識された利得又は損失の
合計額、及びそれらの利得又は損失が認識されて
いるその他の包括利益の中の表示科目



レベル3へのすべての振替又はレベル3からのすべ
ての振替の金額、それらの振替の理由、およびレ
ベルの振替がいつ生じたとみなすかの決定に関す
る企業の方針

IFRS 第 13 号 IE61 項は、上記の調整表がどのように開示さ
れるべきかについての設例を示します。
3.22

IFRS第13号第93項(h)(ii)は、観察可能でないインプ
ットを合理的に考え得る代替的な仮定を反映するた
めに変更すると公正価値が著しく変動する場合には、
企業はその旨を記述し、それらの変更の影響を開
示することを要求しています。 この要求事項に基づ
くと、公正価値測定が基礎となる仮定に感応度が高
い場合には、すべてのレベル3の測定について感応
度分析が行われることになりますか。

必ずしもそうではありません。レベル 3 に金融商品を分類する
かどうかの決定において、企業は、観察可能でないインプット
が個々の金融商品の公正価値の全体に対して重大かどうか
を考慮します。しかし、IFRS 第 13 号第 93 項(h)(ii)には、公正
価値測定でレベル 3 に区分された金融商品の各クラスの感
応度分析の開示の目的のために、著しいかどうかは、報告企
業の純損益および資産合計または負債合計（公正価値の変
動がその他の包括利益に認識される場合には、資本合計）に
ついて判断しなければならない、と明記されています。
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3.23

投資企業Xは、ファンド・オブ・ファンズ構造であり、
その他のプライベート・エクイティ・ファンド（原ファン
ド）に投資しています。原ファンドは、投資企業Xに
関連がない第三者の管理者が管理しており、プラ
イベート・エクイティ（基礎となる投資）に直接、投資
されます。投資企業Xは、原ファンドの純資産価値
に関する情報を定期的に受け取ります。しかし、活
発な市場で相場価格を構成するためには、純資産
価値の日付時点における原ファンドの一部につい
て不十分な取引しかありません。したがって投資企
業Xは、ファンドへの投資の公正価値を決定するた
めに評価技法を適用する必要があります。

3.24

したがって、投資企業Xは受領した純資産価値に
単に頼るのではなく、原投資の評価についてのハ
イレベルなチェックを行います。通常、原ファンドに
よる投資の公正価値の信頼性を評価するために利
益に関する倍率を使用します。

当初認識時の公正価値がその取引価格と同じであるかどう
かを決定する際に、企業は、取引および資産または負債に
固有の会計要因を考慮に入れなければなりません。取引
価格が当初の資産または負債の公正価値を表していない
可能性がある例としては、取引が関連当事者間である、売
手が財政難に陥っている状況でこの取引が行われている、
または取引が行われている市場が主要な（または最も有利
な）市場ではない、などが考えられます。

投資企業Xは、第三者から受領した公正価値測定
の信頼性を管理するために使用した倍率を開示す
る必要がありますか。
いいえ。上記のシナリオでは、企業は、純資産価値が公正
価値の信頼できる測定値であるかどうかのバックテストを行
うための内部統制の目的でのみ倍率を使用しています。し
たがって、投資企業 X は、公正価値のバックテストを行うた
めに適用した倍率の開示は要求されませんが、資産を測
定するために原ファンドによって用いられた変数の開示を
要求する可能性のある、純資産の決定方法に関する情報
を提供しなければなりません。

状況により異なります。通常、当初認識時における公正価値
の最善の証拠は、取引価格です。この場合、定義上は、開
示に差異はみられないと考えられます。しかし、IAS 第 39 号
AG76 項の条件が満たされるのであれば（すなわち、公正価
値が、比較可能および観察可能な市場取引に関して、よりよ
い証拠となるなら）、差異が存在する可能性があります。

未認識の初日の利得または損失は貸借対照表で個別に
認識されないことに留意する必要があります。IFRS第7号第
28項では、未認識の金額および過年度に繰り延べた金額
の変動、ならびにいつ繰り延べた金額を純損益で認識する
かの決定に関する企業の会計方針の開示を要求していま
す。さらに、IFRS第7号第28項は、企業に対して取引価格
が公正価値の最善の証拠ではないと企業が判断した理由
を開示するよう要求しています。
3.25

しかし、もし純資産価値と倍率を使用して計算された値との
間に重大な差異がある場合に、投資企業Xがこの計算値を
適用してこの投資を測定するのであれば、答えは違ったも
のになります。その場合には、投資を測定するために投資
企業Xが適用した倍率の開示が求められます。

あるプライベート・エクイティ・ファンドが未上場の有価
証券を取得します。取引価格は、評価技法の使用に
よって決定される当初認識時の公正価値と異なります。
IFRS第7号またはIFRS第13号は、企業に対して、そう
した差異を開示することを要求していますか。

以前、IFRS第7号の開示要求に従っていた企業に
対し、IFRS第13号の適用初年度にどのような公正
価値についての比較情報が要求されますか。

IFRS 第 13 号 C2 項は、IFRS 第 13 号が最初に適用する事
業年度の期首現在で将来に向かって適用しなければなら
ないと規定しています。IFRS 第 13 号の付録 C は、将来に
向かって適用されることを要求していますが、クラスごとの
開示の要求事項は新しいものではありません。IFRS 第 13
号は、設例の表を含めて［IFRS 第 13 号 IE60 項］、この問題
に関する詳細なガイダンスを提供しています。そのため比
較情報が要求されない一方で、前年度から IFRS 第 7 号で
提供されていた開示を提供しないことは奇妙に感じられる
かもしれません。
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d)
3.26

IFRS第13号の新規の開示要求事項
以前、IFRS第7号に含まれていた開示要求事項と
の比較において、IFRS第13号の新しい公正価値の
開示要求事項はどのようになっていますか。また、
企業はこれらの要求事項をどのようにして満たすの
でしょうか。

新規の開示要求事項は、以下に記載された通り、主に定
性的事項となっています。
a)

d)

IFRS第13号93項(h)(i)は、観察可能でないインプッ
トの変動に対する公正価値値定の感応度の記述的
説明（それらのインプットを異なる金額に変更すると、
公正価値測定が著しく高くなったり低くなったりする
可能性がある場合）を要求しています。

e)

IFRS第13号第93項(h)(i)はまた、それらのインプット
と、公正価値測定に使用される他の観察可能でな
いインプットとの間に相互関係がある場合には、そ
れらの相互関係と、それが観察可能でないインプッ
トの変動が公正価値に与える影響をどのように増幅
または軽減させる可能性があるのかの説明も要求し
ています。

f)

レベル間の振替の開示に関する要求事項は、IFRS
第7項に存在していました。しかし、IFRS第13号に
は、以下のような追加的な要求事項が含まれます。
企業は、公正価値ヒエラルキーのレベル間のすべ
ての振替、レベル間の振替がいつ生じたとみなす
かの決定に関する企業の方針などを開示しなけれ
ばなりません。各レベルへの振替は、開示され説明
されなければなりません［IFRS第13号第93項(c), (e),
(iv), 第95項］。

IFRS 第 13 号は、公正価値についての測定または
開示を他の IFRS が要求または許容している場合に
適用されます。
したがって、以下に記載される新規の開示要求は、
資産または負債が財政状態計算書において取得
原価または償却原価で測定される場合にも適用さ
れます。ただし、公正価値情報の開示に関する要
求事項があります。

b)

には、観察可能ではないインプットに関する定量的
なデータが必要とは明記されていませんでした。

公正価値ヒエラルキーのレベル3に区分される公正
価値測定について、企業は、企業が用いた評価プ
ロセスの説明（例えば、企業が評価の方針および手
続をどのように決定し、各期の公正価値測定の変
動をどのように分析しているかなど）を開示すること
が求められます［IFRS第13号第93項(g)］。

IFRS 第 7 号において、レベル間での振替の開示要
求は「重大な」振替にのみ適用されました。IFRS 第
13 号では、そうした「重大な」に関する閾値が取り
除かれ、レベル間の振替がいつ生じたとみなすか
の決定に関する企業の方針を開示するための新規
の要求事項が追加されました。

この新規の要求事項を満たすために、企業は、企
業の評価の方針および手続きを決定する企業内の
グループ、報告先、測定の頻度と方法、バックテスト
その他の価格決定モデルなどの情報を開示するこ
とが考えられます［IFRS第13号IE65項］。
c)

公正価値ヒエラルキーのレベル3に区分される公正価
値測定について、公正価値測定で用いられる重大な
観察可能ではないインプットに関する定量的な情報
公正価値を測定する際に定量的な観察可能では
ないインプットを企業が作成していない場合には、
この開示要求に従うために定量的な情報を作成す
る必要はありません（例えば、企業が過去の取引又
は第三者のプライシング情報を修正なしに価格を
利用する場合）。しかし、これらの開示を提供する際
に、企業は、定量的な観察可能でないインプットの
うち、公正価値測定に重要で、企業が合理的に利
用可能なものを無視することはできません［IFRS 第
13 号第 93 項(d)］。
IFRS 第 13 号 BC191 項は、以前から存在している
要求事項の明確化であるとしています。IFRS 第 7
号では感応度分析が要求されていましたが、以前

振替を認識する時期に関する方針は、そのレベル
への振替とそのレベルからについて同じでなけれ
ばなりません。振替の時期の決定に関する方針の
例としては、次のようなものがあります［IFRS 第 13 号
第 95 項］。

g)



振替を生じさせた事象又は状況の変化の日



報告期間の期首



報告期間の末日

経常的なレベル3の公正価値について、純損益に
含まれている当期の利得または損失の合計額のう
ち、報告期間末に保有している資産および負債に
関連する未実現損益に起因する額、およびそれら
の未実現損益が認識されている表示科目［IFRS第
13号第93項(f)］
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3.27

ABCファンドは、オープンエンド型の投資ファンドであり、公正価値ヒエラルキーのレベル2とレベル3に区分される多くの金
融資産および金融負債を保有しています。レベル1とレベル2の間、およびレベル2とレベル3の間で当期中にいくつかの
「重要な」振替がありました。
（1）ABCファンドは、どのようにしてIFRS第13号に記載されている開示要求を満たすことができますか。
（2）ABCファンドは、比較情報を要求されますか。

（1）

推奨されるABCファンドの開示は、以下の表に記載された通りです。

（2）

IFRS第13号の発効日は2013年1月1日で、将来に向かって適用されます。早期適用は容認されますが、開示が要求されて
います。適用開始前の期間に関する比較情報のIFRS第13号の開示は要求されません。

(a) 公正価値では計上されないが、公正価値が開示される資産および負債
以下の表は、2012 年 12 月 31 日時点では公正価値で測定されないが、公正価値が開示される当該のファンドの資産および負
債（クラスごと）に関して公正価値ヒエラルキーを分析しています。

レベル1

レベル2

レベル 3

残高
2,356

資産
ブローカーに対する債権
その他の債権

-

2,356

-

-

497

-

497

委託証拠金

1,026

-

-

1,026

現金および現金同等物

1,620

-

-

1,620

合計

2,626

2,853

-

893

償還可能株式に帰属する純資産

-

合計

-

5,499

負債
ブローカーに対する債務
未払額

-

893

114,414

-

114,414

115,564

-

115,564

257

257

上記の表に記載の資産および負債は、償却原価で計上されます。つまり、帳簿価額は、公正価値の合理的な近似値になります。
委託証拠金、現金および現金同等物は、手許現金、要求払預金および活発な市場におけるその他の短期投資が含まれます。
ブローカーに対する債権およびその他の債権には、取引の決済の契約上の金額および当該ファンドに対して支払うその他の
債務が含まれます。ブローカーに対する債務および未払額は、取引および費用の決済についての当該ファンドによって支払わ
れる契約上の金額および期限を表します。
償還可能株式のプット可能な価値は、当該ファンドの募集要項に従い、ファンドの資産合計とすべての他の負債との間の差異
の純額に基づいて計算されます。これらの株式は、活発な市場で取引されません。これらの株式は、保有者の選択により償還
可能であり、株式のクラスに帰属するファンドの純資産価値の比例持分と同額の現金について、いかなる取引日でも当ファンド
に償還できるため、要求払の特徴が付与されます。これらの公正価値は、要求払金額を、当該金額の支払が要求される可能性
がある最初の日から割り引いた金額に基づきます。この例における割引の影響は、重大ではありません。このように、レベル 2 が
償還可能株式の保有者に帰属する純資産の最も適切な区分であるとみなされます。
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以下の表は、2012 年 12 月 31 日時点では公正価値で測定されませんが、公正価値が開示される当該のファンドの資産および
負債（のクラスごと）に関して公正価値ヒエラルキーを分析しています。
全ての公正価値測定は、経常的な公正価値測定です。
レベル1

レベル2

レベル3

残高

11,774

-

-

11,774

情報技術

13,469

-

-

13,469

金融先物

13,540

2,694

-

16,234

医療

11,417

-

-

11,417

上場オプション

845

-

-

845

上場先物

755

-

-

755

資産
売買目的保有の金融資産
資本性証券
ユーロ圏
一般事業会社
米国

デリバティブ

負債性証券
米国財務省短期証券

2,000

-

-

2,000

ユーロ圏ソブリン債

8,000

4,501

-

12,501

61,800

7,195

-

68,995

生活必需品

8,741

3,250

7,298

19,289

エネルギー

8,500

4,077

-

12,577

一般消費財

4,650

4,181

-

8,831

その他のセクター

4,800

1,355

-

6,155

3,499

-

-

3,499

-

1,600

-

1,600

小計

開始時に損益を通じて公正価値で指定された金融資産:
資本性証券
米国

負債性証券
ユーロ圏ソブリン債
ユーロ圏社債

-

182

600

782

小計

米国社債

30,190

14,645

7,898

52,733

純損益を通じて公正価値で測定される資産合計

91,990

21,840

7,898

121,728

6,198

4,350

-

10,548

410

-

-

410

負債
売買目的保有の金融負債:
空売りされた資本性証券
米国
生活必需品
デリバティブ
上場オプション
上場先物
純資産を通じて公正価値で測定される負債合計

705

-

-

705

7,313

4,350

-

11,663
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以下の表では、2012 年 12 月 31 日時点では公正価値で測定されないが、公正価値が開示される当該のファンドの資産および負
債（クラスごと）に関して公正価値ヒエラルキーを分析しています。
レベル1

レベル2

レベル3

残高

6,523

-

-

6,523

491

-

-

491

情報技術

10,685

-

-

10,685

金融先物

11,244

-

-

11,244

6,572

-

-

6,572

上場オプション

700

-

-

700

上場先物

600

-

-

600

資産
売買目的保有の金融資産:
資本性証券
ユーロ圏
一般事業会社
その他
米国

医療
デリバティブ

負債性証券
米国財務省短期証券

1,000

-

-

1,000

ユーロ圏ソブリン債

1,401

4,000

-

5,401

39,216

4,000

-

43,216

小計

-

開始時の純損益を通じて公正価値で指定された金融資産:
資本性証券
米国
生活必需品

12,438

3,600

306

16,344

エネルギー

3,745

5,077

-

8,822

一般消費財

6,337

-

-

6,337

その他のセクター

8,112

-

-

8,112

負債性証券
ユーロ圏ソブリン債
米国社債

8,299

-

-

8,299

-

501

85

586

小計

38,931

9,178

391

48,500

資産合計

78,147

13,178

391

91,716

4,850

4,350

-

9,200

上場オプション

318

-

-

318

上場先物

220

-

-

220

5,388

4,350

-

9,738

負債
売買目的保有の金融負債:
空売りされた資本性証券
米国
生活必需品
デリバティブ

負債合計
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公正価値が活発な市場における市場相場価格に基づいていることから、レベル 1 に区分される投資には、活発な市場の上場株式、
市場デリバティブ、米国財務省短期証券、米国以外の政府（ソブリン）債などが含まれます。当該のファンドは、これらの金融商品
の相場価格を調整していません。
活発であるとはみなされない市場で取引される金融商品のうち、市場相場価格、ディーラー相場、または観察可能な代替的な価
格ソースに基づき評価される金融商品は、レベル 2 に区分されます。これらは投資適格社債および特定の米国以外の政府（ソブリ
ン）債、上場株式および店頭デリバティブを含みます。レベル 2 の投資は、活発な市場において取引されない、および/または、振
替に対する制限の対象となるポジションを含むため、評価は、非流動性または振替可能でないことを反映するために調整される可
能性があります。また、それは通常利用可能な市場情報に基づいています。
レベル 3 に区分される投資は、頻繁には売買されないため、重大な観察可能でないインプットを持っています。レベル 3 の金融商
品には、プライベート・エクイティおよび企業債が含まれます。観察可能な価格は、これらの債権には利用可能ではないため、この
ファンドには、公正価値を導き出すために評価技法を使用しています。

(b) レベル 3 の評価は、月次で取締役会に報告をする当該ファンドの評価委員会による週次でレビューされます。委員会は、評価
モデルのインプットの適切性、および業界内の基準として一般に認められている様々な評価方法および技法を用いた評価結果を
検討します。最も適切な評価モデルを選択するため、委員会は、バックテストを行い、どのモデルからの結果が過去の事例を考慮し
た場合実際の市場取引に最も緊密に連携しているかを検討しています。
(c) レベル 3 の資本性金融商品は、合計が 7,298 ユーロで、プライベート・エクイティ・ポジションを構成します。ファンドは、これらのポ
ジションの評価を導き出すために比較可能な取引倍率を利用します。経営者は、業界、規模、開発段階および戦略に基づいて、比
較可能な公開会社（ピア）を決定します。そして、経営者は、特定された比較可能な企業のぞれぞれについて取引倍率を計算しま
す。倍率は、比較可能な企業の企業価値を、利益、税金、減価償却および償却（EBITDA）で除して計算されます。その後、この取引
倍率は、非流動性および企業固有の事実や状況に基づく比較企業との差異などを考慮して割り引かれます。
(d) & (e) 合計が 600 ユーロのレベル 3 の負債は、米国社債ポジションを構成します。このファンドは、見積将来キャッシュ・フローの
正味現在価値を用いてこれらの金融商品の価値を測定しています。また、その他の流動性、信用、市場リスク要因を考慮し、必要と
みなされる場合に評価モデルを調整しています。
説明

2012年12月31日

2012年12月31日

観察可能でないイ

時点の公正価値

時点の公正価値

ンプット

加重平均
インプット*

合理的に可能

評価の変動

なシフト+/-

+/-

（絶対値）
米国資本性証券:

7,298

比較取引倍率

− 生活必需品
負債性証券:
− 米国社債

600

EBITDA倍率

9.5

1

605/(605)

市場性欠如の割引

10％

5％

(405)/405

支配プレミアム

12％

6％

487/(487)

割引キャッシュ・

資本コスト

10％

2％

(24)/24

フロー

貸倒確率

15％

10％

(75)/75

上記の表で開示される評価の変動は、各インプットの変数における増加または減少が評価結果にもたらす方向を示しています。資
本性証券に関して、EBITDA 倍率および支配プレミアムのインプットにおける増加はそれぞれ、見積り価値における増加につながり
ます。しかし、市場性欠如による割引の増加は、価値の減少につながります。負債性証券について、資本コストおよび貸倒確率の
増加は両方とも、見積価値の減少につながることがあります。
レベル 3 の資本性金融商品の当該ファンドの評価で用いる観察可能でないインプットの間には、相関は識別されていません。しか
し、レベル 3 の負債性証券について、貸倒確率に関して用いる仮定の変動は、資本コストの同方向への変動を伴うことが見込まれ
ます。
レベル 3 ポジションの感応度分析は、インプットにおける合理的な変動の影響は重大ではないとみなされたため、過年度において
は開示されていませんでした。
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(f) 以下の表は、2012 年 12 月 31 日に終了した事業年度におけるレベル間の振替を示しています。

レベル1

レベル2

レベル3

金融セクター

(2,200)

2,200

-

一般消費財

(3,520)

3,520

-

-

(450)

450

レベル1と2との間の振替:
米国資本性証券

レベル2とレベル3との間の振替:
米国社債

レベル1から振り替えられた資本性証券は、売買が2012年12月31日時点では休止状態だったものの、2011年12月31日には活発
に取引されていたポジションに関連しています。レベル2からレベル3に振り替えられた負債は、単一の社債に関連しており、発行
者が当期中、財政上の困難を経験したことから、最終的に、全ての発行済みの負債性金融商品について活発な売買が休止される
結果となりました。したがって、当該の証券の評価インプットは、市場の観察可能なインプットに基づくものではなく、結果的にレベ
ル3に再分類されました。
以下の表は、2012年12月31日に終了した事業年度におけるレベル間の振替を示しています。

レベル1

レベル2

レベル3

レベル1と2との間の振替::
米国資本性証券
生活必需品

(525)

525

-

一般消費財

1,012

(1,012)

-

-

(600)

600

レベル2と3との間の振替:
米国社債

レベル1から振り替えられた資本性証券は、その売買が2011年12月31日時点で休止されていたが、2009年12月31日に活発に売
買されていたポジションに関連しています。レベル1に振り替えられた資本性証券は、重要な売買が2011年12月31日に存在してい
たが、2009年12月31日頃には薄くなっていたポジションに関連しています。レベル2からレベル3への振替は、発行者が重要な信
用度のダウングレードと同様に当事業年度に活発な売買における重大な削減を経験した社債に関連しています。したがって、これ
らの有価証券についての評価インプットは、市場において観察可能なインプットを基礎としたものではなく、レベル3に再分類される
こととなります。
上記の表を作成する目的において、公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、報告期間の期首時点でに起きたとみなしています。
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(g) 以下の表は、金融商品の種類ごとに2011年12月21日に終了した事業年度のレベル3の金融商品における変動を表します。

米国資本性証券

米国社債

合計

− 生活必需品
期首残高

306

85

391

購入

6,500

-

6,500

売却

(850)

(20)

(870)

レベル3への振替

-

450

450

1,342

85

1,427

期末残高

7,298

600

7,898

期末に保有され、純損益を通じて公正価値にて測定に区分されている

1,292

80

1,372

純損益を通じて公正価値にて測定に区分されている金融資産および金
融負債についての公正価値のその他の純変動にて認識されている利得
（または損失）の純額

金融資産および金融負債であるレベル3資産の純変動に含まれている
未実現損益の変動

以下の表は、金融商品の種類ごとに2011年12月21日に終了した事業年度のレベル3の金融商品における変動を表しています。

米国資本性証券

米国社債

残高

− 生活必需品
期首残高

-

-

-

購入

450

-

450

売却

(150)

(400)

(550)

レベル3への振替

-

600

600

純損益を通じて公正価値にて測定に区分されている金融資産および金

6

(115)

(109)

306

85

391

4

(25)

(109)

融負債についての公正価値のその他の純変動にて認識されている利得
（または損失）の純額
期末残高
期末に保有され、純損益を通じて公正価値にて測定に区分されている
金融資産および金融負債であるレベル3資産の純変動に含まれている
未実現損益の変動*

3.28

どのタイプの資産および負債が非経常的な公正価値として認識されていますか。

IFRS 第 5 号に従い売却目的保有に分類される資産は、売却費用控除後の公正価値にて測定されます。これは、非経常的な公正
価値測定に分類されます。ほとんどのファンドが経常的な公正価値測定のみを持っていることとなる可能性が高いと言えます。

24

4. リスクの開示
a)

全般的な要求事項

企業は、財務諸表の利用者が報告期間の末日現在で晒さ
れていた金融商品から生じるリスクの内容および程度につき
評価できる情報を、開示しなければなりません［IFRS第7号
第31項］。要求されている開示は、金融商品から生じるリスク
およびどのようにしてそのリスクが管理されているかに焦点を
置いています。これらのリスクには、通常、信用リスク、流動
性リスク、および市場リスクが含まれますが、それらには限定
されません［IFRS第7号第32項］。定量的開示との関連で定
性的開示を提供することにより、利用者は関連する開示を結
び付け、金融商品から生じるリスクの内容と程度の全体像を
形成することが可能となります［IFRS第7号第32A項］。
定性的開示と定量的開示が要求されています。したがって、
金融商品から生じるそれぞれのリスクについて、企業は次の
事項を開示しなければなりません。


リスクに対するエクスポージャーおよび当該リスクが
どのように生じたのか、ならびに、リスク管理の目的、
方針、および手続ならびにリスクを測定するために
用いている方法［IFRS第7号第33項］。



報告期間の末日現在でリスクに晒されている程度に
関する定量的データの要約（定量的開示）［IFRS第7
号第34項(a)］。

定量的開示は、企業の主要経営陣に対し内部的に提供さ
れる情報を基礎としなければなりません［IFRS第7号第34項
(a)］。企業が複数の方法を用いてリスク・エクスポージャーを
管理している場合、企業は最も目的適合性があり信頼性の
ある情報を提供することになる方法により、情報を開示しな
ければなりません［IFRS第7号付録B7項］。

4.1

2つの区別される投資ポートフォリオ（例：債券ポート
フォリオと株式ポートフォリオ）を有するファンドは、
経営者がそれぞれのポートフォリオを別々に監視し
ている場合、IFRS第7号第34項(a)によって要求され
るリスクの開示をどのように表示しなければなりませ
んか。

2つの区別される投資ポートフォリオを有するファンドは、そ
れが、経営者が金融リスクを監視している方法であれば、債
券ポートフォリオと株式ポートフォリオについて別々に経営
陣に提供される情報を基礎とした開示を表示しなければなり
ません［IFRS第7号第34項(a)］。
4.2

2つの区別される投資ポートフォリオ(例：債券ポート
フォリオと株式ポートフォリオ)を有するファンドは、
IFRS第7号第34項(b)およびIFRS第7号第36項から
第42項によって要求されるリスクの開示を、どのよう
に表示しなければなりませんか。

2つの区別される投資ポートフォリオを有するファンドは、債
券ポートフォリオと株式ポートフォリオについて連結（結合）し
た基礎に基づいて最低限の開示を提供することも可能です。
すべての開示は、特定の例外規定（経営者の報告を基礎に
した開示など）がない限り、IFRS第10号第21項およびIFRS
第10号付録B86項（c）に従って、連結した基礎に基づいて
提供しなければなりません。
このファンドは、ポートフォリオ間で重要な取引がない限り、
経営者が金融リスクを監視している方法を反映させるために、
債券ポートフォリオおよび株式ポートフォリオについて別々
に最低限の開示を行うすることもできます。この場合、個別
の開示は、誤解を招きやすくなる可能性もあります。

報告期間の末日現在で開示されている定量的データが、当
期中の企業のリスクに対するエクスポージャーを表すもので
ない場合には、企業はそれを表す追加的な情報を提供しな
ければなりません［IFRS第7号第35項］。
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4.3

ファンドAとファンドBは、S&P500株式指数の上場株
式のみに投資する類似したポートフォリオ構成を有
しています。ファンドAは、投資先を選定する場合に
まずそれぞれの産業セクターに割り当てるファンド・
ポートフォリオの数量を決定し、その後、そのセクタ
ー内のどの株式に投資するかを決める「トップダウン」
アプローチを採用しています。ファンドBの経営者は、
「ボトムアップ」アプローチを採用しています。ファン
ドBの経営者は、ポートフォリオをセクター別で管理
しておらず、また、セクター別のポートフォリオを分析
した情報を利用していません。ファンドBの経営者は、
投資決定を行う際に、個々の投資にのみ焦点を当
てています。IFRS第7号に基づいてリスク開示を作
成する場合、ファンドAとファンドBのポートフォリオの
構成が類似しているとした場合に、それらのリスク開
示は異なる可能性がありますか。

はい。IFRS第7号に基づくリスク開示の規模に関する基礎は、
「経営者の目を通して」、すなわち、主要な経営幹部に提供
される情報に基づいています。PwCは、管理アプローチは
異なるもののポートフォリオ構成が類似する2つのファンドは、
いくつかの領域において異なるリスク開示を行うことになると
予想しています。しかし、すべての企業に適用される特定の
リスク開示があるため、経営者は、異なる企業のリスク開示を
比較する際には共通のベンチマークを財務諸表利用者が
提供しなければなりません。
4.4

ファンドAは、S&P500株式指数のみに投資していま
す。ファンドAの経営者は、投資先を選定する際にま
ずファンドのポートフォリオのどの程度を異なる産業
セクターに割り当て、その後にセクター内のどの株
式に投資するかを決定するという「トップダウン」アプ
ローチを採用しています。年度末において、ファンド
Aは、2銘柄の株式に投資しており、それらは合わせ
てポートフォリオの35％を構成しています。ひとつの
株式は「銀行」セクターであり、ポートフォリオ全体の
15％、および「銀行」セクターの75％を占めます。もう
ひとつの株式は「石油・ガス」セクターであり、ポートフ
ォリオ全体の20％および「石油・ ガス」セクターの
100％を占めます。経営者に提供された情報は、セク
ター別、それから株式別です。IFRS第7号第34項(a)
および(c)の下でファンドAが株価リスクに晒されてい
るリスクに関する要約の定量的データを提供する場
合、どのレベルの開示を行わなければなりませんか。

上記の「トップダウン」アプローチが経営者のリスクの見方お
よびポートフォリオの管理方法を表すとすれば、「トップダウ
ン」アプローチの利用は、結果的に産業セクターが提供して
いるリスクに関する要約の定量的データをもたらすことになり
ます。このような開示は、産業の集中を表します。しかし、株
式固有の集中も存在しており、そのため、産業セクターに関
する情報に加えて株式の情報も開示する必要があります
（例：それぞれ「銀行」セクターの75％、「石油・ガス」セクター
の100％が単一の投資で行われた等）。
4.5

ファンドAが、産業セクター別にポートフォリオを管理
せず、また、セクター別のポートフォリオを分析した情
報をも利用しないで「ボトムアップ」アプローチによる
場合、上記シナリオの答は違ったものになりますか。

はい。経営者が「ボトムアップ」アプローチを用いる場合、そ
の答は異なります。この場合、要約の定量的データは業界
セクターレベルで提供する必要はありません。ファンドAは、
ファンドが産業セクター毎に管理されているか否かに関わら
ず、最低限、ふたつの株式がポートフォリオおよびその一部
である産業集中の35％を構成していることを開示しなければ
なりません。
IFRS第7号は、リスク開示に対して「経営者の目を通した」ア
プローチを採用していますが、最低限の開示のリストも提示
しています。リスクの集中はそのうちのひとつです。そのため、
経営者に対してセクター別の情報が提供されていないとし
ても、上記の投資は個別だけでなくセクターの集中を表すこ
とになり、そのため、IFRS第7号第34項(c)に従った開示を行
わなければなりません。
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4.6

企業は、次の状況において、報告期間の末日現在
のポジションの開示に加えて、期中の企業のリスク・
エクスポージャーを表す追加的な情報を開示しなけ
ればなりませんか(IFRS第7号第35項)。
(a)

投資企業A社は、事業年度の重要といえない
期間に重要な金額の米国サブプライムローン
を保有しており、多額の損失を被りました。投
資企業Aは、当事業年度の残余期間および年
度末時点において、実質的にサブプライムロ
ーンを保有していません。

(b)

投資企業B社は、事業年度の重要な期間に、重
要な金額の米国サブプライムローンを保有して
いました。しかし、年度末では、B社は、実質的に
サブプライムローンを保有していませんでした。

(c)

投資企業C社は、秩序だった清算手続の一環
としてすべての株主に償還することを見越し、
当期中に資本性金融商品に対する投資を流
動化しています。報告日現在、投資企業C社
は、現金投資のみを有しています。

(d)

(e)

社は期中の（米国サブプライムローンに関連する）リ
スクの追加的な開示を行います。
(c)

投資企業C社は、期中に資本性金融商品に対する
投資に固有のリスクに晒されていたため、C社は期
中におけるリスクの追加的な開示を行います。

(d)

投資企業D社は、最終的なエクスポージャーが同じ
ではなく類似している場合、追加の開示が再編成以
前の構造を単純に定性的に説明できるものであった
としても、D社の期中のリスク・エクスポージャーに関
する追加的な開示を行います。

(e)

投資企業E社は、当期中の（株式指数デリバティブに
伴うリスクに関連した）リスクの追加的な開示を行いま
す。これは、IFRS第7号第35項への遵守を考慮する上
で関連しているのはリスクへのエクスポージャーをもた
らした活動によって発生した純損益の金額ではなく、
実際のリスク・エクスポージャーであるためです。

4.7

投資企業D社は、当事業年度の重要な期間中、
マスターファンドのフィーダーファンドとして事
業を運営していました。投資企業D社は、以前
はマスターファンドに対する投資を通じて間接
的にリスクに晒されていた、他の投資企業のポ
ートフォリオに直接投資しているファンド・オ
ブ・ファンドに再編成されました。
投資企業E社は、当期中に株式指数デリバテ
ィブの取引を行いました。しかし、報告期間の
末日時点において、当該株式指数デリバティ
ブを全く保有していませんでした。当期中の当
該取引からの純損益は重要ではありませんで
した。しかしながら、当期の重要な金額につい
て、このデリバティブのエクスポージャー全体
は、当社にとって重要でした。

はい。投資企業は、報告日現在における定量的データが当
事業年度のリスクに対するエクスポージャーを表していない
場合、追加的な情報を開示しなければなりません。データが
リスクに対するエクスポージャーを表していない単なる計算
書は、IFRS第7号第35項に基づき十分とはなりません。IFRS
第7号第35項の要求を満たすために、企業は期中に晒され
ていた最高および最低リスクと平均リスクを開示する場合が
あります［IFRS第7号IG20項］。したがって、
(a)

投資企業A社は、エクスポージャーの重要性とその
結果被った多額の損失を考慮して、期中におけるリ
スクの追加的な開示を行います。

(b)

報告期間の末日のポジションが、投資企業B社の期
中のリスク・エクスポージャーを表していないため、B

以下のシナリオのもとで、信用リスクの集中を開示す
る要件を考慮する場合、IFRS第7号第34項(c)に従い、
信用リスクの集中を開示しなければなりませんか。
(a)

企業が投資している負債性金融商品の発行企
業が、製造業および小売業に集中している。

(b)

企業が投資している負債性金融商品が、サブ
プライム市場に集中している。

(c)

企業が、欧州企業である発行体の負債性金融商
品に投資している。当事業年度末において、企
業の投資はある国の発行企業に集中している。

(d)

企業が、密接な関連にある企業グループの負
債性金融商品にファンドの重要な部分を投資
している。

はい。信用リスクの集中が、以下によって生じていることが他
の開示からは明らかでない場合、信用リスクの集中について
個別の開示が要求されます。
(a)

個々の業界における発行企業の集中

(b)

類似している信用の質を有する負債性金融商品へ
の投資

(c)

個々の国における発行企業への投資

(d)

限られた数の密接に関連する発行企業または発行
企業グループへの投資

リスクの集中の開示には、以下が含まれます。経営者がどの
ように集中を判断するのかの説明、それぞれのリスクの集中
に共通に見られる特徴の説明（例：相手方当事者、地理的
地域、通貨、市場または産業）、および、そうした特徴を有す
るすべての金融商品に関連するリスク・エクスポージャーの
金額［IFRS第7号付録B8項］。
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4.8

フィーダーファンドABC Ltd.は、唯一日本株式市場
のみに投資をしているマスターファンドDEF Ltdにの
み投資を行っています。ABC Ltd.は、連結財務諸
表を作成することを要求されていません。その個別
財務諸表の中で、ABC Ltdは、DEF Ltd.が東京証
券取引所に上場している日本企業の株式に投資し
ていると記載しており、DEF Ltd.への投資の性質に
ついて広い範囲の定性的開示を 行っています。
ABC LtdとDEF Ltdは、統合されたひとつの構造とし
て運営されています。ABC LtdとDEF Ltdの両経営
陣は、同じ当事者で構成されており、ABC Ltdのリス
ク・エクスポージャーをDEF Ltd.のリスク・エクスポー
ジャーと同じであると考えています。
IFRS第7号の「経営者の目を通した」アプローチの結
果として、以前に言及された定性的開示に加え、フ
ィーダーファンドABC Ltdの財務諸表においてマス
ターファンドDEF Ltdのポートフォリオに関連する金
融リスクの追加的な詳しい定量的開示を行わなけれ
ばなりませんか。

はい。IFRS第7号第34項(a)は、DEF Ltdに対する投資の
ABC Ltdのリスク・エクスポージャーに関する定量的データ
の開示を要求しています。この開示は、フィーダーファンド
ABC Ltdがそのリスクをどのように見て、管理しているかに基
づくべきである、すなわち、主要な経営陣に提出される情報
を用いて開示を行わなければなりません［IFRS第7号BC47
項］。統合された構造、およびABC Ltdのリスク・エクスポー
ジャーはDEF Ltd.のリスク・エクスポージャーと同じであると
する経営陣の考えを考慮すれば、マスターファンドDEF Ltd.
のポートフォリオ固有のリスクの完全な開示についてはフィ
ーダーファンドABC Ltdの個別財務諸表の中で行わなけれ
ばなりません。言い換えれば、この事案において、「経営者
の目を通した」アプローチを採用しなければなりません。
4.9

投資企業が1年で満期を迎える外貨建債券に投資
しており、同時に為替リスクを相殺するために同じ満
期の外為先渡契約を締結しています。IFRS第7号第
34項(b)は、重要なリスクについて特定のリスク開示
を要求しています。この債券に係る為替リスクの重
要性は、為替先渡契約の有無のいずれにより評価
されますか。

債券に係る為替リスクの重要性は、為替先渡契約がないも
のとして評価されます。債券および為替先渡契約は、異質
の項目であり［IAS第1号第29項］、そのため、為替リスクの重
要性の評価は、為替先渡契約を考慮せずに行われます。
しかし、為替リスクが重大であると確定された場合、感応度
分析で要求される開示［IFRS第7号第40項および第41項］は、
外為の純額エクスポージャーに基づきます。これは、外貨建
債券と外為先渡契約とを相殺した後です。
同じアプローチが、信用リスク、流動性リスク、およびその他
の市場リスクの評価にも適用されます。
4.10

投資企業の経営者は、それは通貨リスクを「管理して
いる」のではなく、単に「取引している」のだと主張し
ています。経営者は、そのため、IFRS第7号の下での
リスク開示を行う意図を有していません。IFRS第7号
は、リスクが管理されていないと経営者が考えるような
状況においてのリスク開示も要求していますか。

はい。IFRS第7号は、経営者がリスクは管理されているとみ
なしているか否かにかかわらず、定性的［IFRS第7号第33項
(a)］および定量的［IFRS第7号第34項(b)］リスクの開示を要
求しています。IFRS第7号IG15項(b)は、リスクの測定、監視、
統制に関する企業の方針および手続きに加え、リスクを受け
入れている企業方針および手続きの開示を経営者が行う必
要があることに言及しています。
4.11

ニュージーランド・ドルを機能通貨としている投資企
業ABC Ltdは、グローバル・エクイティ・ポートフォリ
オに投資しています。その結果、ABC Ltd.は円、ユ
ーロ、米ドル建ての株式への投資を通じて重要な為
替リスク・エクスポージャーを有しています。ABC Ltd
は、IFRS第7号の要求事項を満たす目的のために
通貨リスクを有しているとみなされますか。

いいえ。IFRS第7号の下では、通貨リスクは、株式投資など、
非貨幣性項目となる金融商品からは発生しないとみなされ
ています［IFRS第7号付録B23項］。非貨幣性項目の金融商
品への投資から発生する為替リスク・エクスポージャーは、
公正価値の利得および損失の一部として、その他の価格リ
スクの開示の中に反映されることになります。
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4.12

過年度において、ABC Ltdはリスク管理に関する方
針および手続きを報告しています。ABC Ltdが投資
している市場から発生したリスクの増加に対応して、
ABC Ltdの経営者は、当期中にリスク管理システムを
開発し、信用リスクを特に扱う追加的な方針と手続き
を設計しました。このような変更について、ABC Ltd
の財務諸表の中に開示しなければなりませんか。

はい。IFRS第7号第33項(c)は、過年度からの定性的開示の
変更、特にこの例においてはリスクの管理と測定に関する方
針および手続きの変更を報告し、その変更の理由を説明す
ることを企業に要求しています。
注：方針および手続きの変更が会計方針の変更をもたらす
場合、追加的な開示が要求される場合があります［IAS第8
号第29項］。
4.13

投資企業は、例えば、為替レートの合理的に起こり
得る変動が、過年度の5％から当期8％に変更され
た場合など、ボラティリティの変動に関する比較数値
のリスク開示を修正再表示しなければなりませんか。

いいえ。ボラティリティ（および従って合理的な変動幅）が2
測定日以内に増減した場合、過年度の開示を修正再表示
する必要はありません。

4.14

投資ファンドAは、リスクをどのように管理しているか
に関する詳細な情報を提供する経営者報告書を、
主要財務諸表と共に発行しています。年次報告書
で情報の重複を回避するために、経営者は、IFRS
第7号が要求するリスク開示を、財務諸表の注記に
おいて追加の開示を含めるのではなく、経営者報告
書の中に盛り込みたいと考えています。このようなア
プローチは認められるでしょうか。

はい。IFRS第7号付録B6項では、IFRS第7号によって要求さ
れている一部の開示を、財務諸表に対する注記に含めるか、
または経営者報告書もしくはリスク報告書などのその他の報
告書に含めるかのいずれかを行うことを認めています。IFRS
第7号の要求事項を遵守するために、財務諸表の注記は、
財務諸表と同じ条件で同じ時期に財務諸表の利用者が入
手することのできる他の報告書から相互参照できるようにす
る必要があります。
このような開示の適用を希望する企業は、IFRS第7号第31項
から第42項で要求されるすべての開示についてこのアプロ
ーチを適用しなければなりません。免除は、IFRS第7号にお
けるその他の開示要求には適用されません。
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b)

信用リスク－信用度

4.16

IFRS第7号第36項は、金融商品のクラス別に信用リスクに対
するエクスポージャーに関する情報を開示することを企業に
要求しています。そのような開示には、特に信用リスクを有
する金融資産の信用度に関する情報が含まれています。

IFRS第7号第37項(a)は、報告期間の末日時点で期
日経過しているが、減損していない金融資産の年齢
分析を要求しています。この要件を満たすためには、
次のどの金額を開示しなければなりませんか。
(a)

期日が経過した金額のみ（すなわち、契約で
定められた期日が到来したときに支払われて
いない分割払金額）

(b)

期日を経過した金額に関連する残高の全額

(c)

同じ債務者に対するその他の残高を含む、期
日経過した金額に関連する残高の全額

信用リスクを発生させる活動は、それだけに限られるもので
はありませんが、次のようなものがあります。


借手に貸付しを供与すること、債権を発生させる取
引契約を締結すること、および預金を他の企業に預
け入れること



外国為替契約、金利スワップ、クレジット・デリバティ
ブなど、デリバティブ契約を締結すること

投資企業は、期日を経過した金額に関連する残高の全額を
開示しなければなりません。



金融保証を付与すること



契約期間にわたり取消不能、または不利となる重
要性がある状況が生じた場合のみに取消可能なロ
ーン・コミットメントを提供すること［IFRS第7号付録
B10項］。

4.15

IFRS第7号第37項(a)は、報告期間の末日現在で
期日が経過しているものの、減損はしていない金
融資産 の年齢分 析を開示 することを投資企業に
要求しています。投資ファンドAの経営者は、期日
が1か月以上経過している場合にのみ、金融資産
を監視します。「期日経過」（“past due”）とはどうい
う意味でしょうか。

IFRS第7号BC55項(a)では、IFRS第7号第37項(a)で要求さ
れている開示は、財務諸表の利用者に、減損する可能性
がより高い金融資産に関する情報を財務諸表の利用者に
提供することであり、また、財務諸表利用者が将来の減損
損失の水準を見積る際の一助となることであると説明して
います。そのため、期日を経過した金額に関連する残高の
全額は、これが実際に減損した場合の減損した金融資産
の金額として開示されることになる金額として開示しなけれ
ばなりません。

IFRS第7号付録Aに定義されているように、相手方が契約で
定められた期日が到来した時点で支払を履行しない場合に
は、金融資産は期日が経過したものとなります。IFRS第7号
第34項(a)では、企業の主要な経営幹部に提供される情報
を基礎としたリスクの開示を要求していますが、経営者がリス
クをどのように監視しているかに関わらず、IFRS第7号（IFRS
第7号第36項～第42項）が常に開示しなければならないと定
義する一部の最低限の開示要求もあります。
しかし、企業が信用リスクの表で使用される適切な満期日ゾ
ーンを定義するに際して、経営者が金融資産を監視する方
法を考慮に入れることができます。上記のシナリオにおいて、
企業は、1か月未満の期日経過した金額および1か月超の
期日経過した金額を開示することができます。

同一の債務者に対するその他の関連する残高は、契約で
定められた期日が到来したときに債務者が支払の履行を怠
っていないため、期日は経過しているが減損していない金
額として、開示されないものとします。
4.17

あるプライベート・エクイティ・ファンドが、他の企業の
資本性金融商品を保有しています。その経営者は、
IFRS第7号の信用リスクの開示［IFRS第7号第36項か
ら第38項］は目的適合的でないと主張しています。
IFRS第7号第36項から第38項によって要求されてい
る信用リスクの開示は、企業の資本性金融商品の保
有に適用されますか。

いいえ。ただし、IFRS第7号第37項(b)によって要求されてい
る開示を除きます。IAS第32号における資本性金融商品の
定義は、発行企業が現金を支払うまたは他の金融資産を譲
渡する義務がないことを要求しています。このような資本性
金融商品は、信用リスクではなく、価格リスクに晒されます。
そのため、IFRS第7号の信用リスク開示のほとんどは、資本
性金融商品と関係がありません。
しかし、IFRS第7号第37項(b)は、減損している金融資産の
分析を開示することを企業に要求しています。この開示は目
的適合的であり、売却可能に分類されている減損した資本
性金融商品への投資について行わなければなりません（質
問4.18を参照）。
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4.18

あるプライベート・エクイティ・ファンドが、20x1年に減
損していると判定され、関連する損失を減損損失と
して損益計算書に含めた売却可能（AFS）に分類さ
れた資本性金融商品を保有しています。これらの資
産は減損しているため、減損の年度において、減損
金融資産の開示の中に含められています［IFRS第7
号第37項(b)］。その後の年度においても同様に開
示を行わなければなりませんか。

金融資産の公正価値が取得原価を下回っている限り、この
金融資産は「減損」しているとみなされるため、企業が当期
の財務諸表に評価益を認識した事実にもかかわらず、減損
している金融資産の開示の中に含めなければなりません。
公正価値が取得原価を上回った場合には、当該資産は開
示から除外されなければなりません（注：この答は、AFSに分
類された負債性金融商品にもあてはまります）。

4.19

IFRS第7号第37項(b)は、報告期間の末日現在で減
損していると個別に判定された金融資産の分析（金
融資産が減損していると判定する際に企業が検討
した要因を含む）を開示すると記載しています。
ある不動産投資ファンドが、3百万ユーロの債権（リ
ース料残高）を保有しており、当該金額が次のよう
に分類されている場合を想定します。
（1） 債権1百万ユーロは、減損について個別に評
価され、IAS第39号第58項から61項に記載さ
れている条件に基づいて減損していると結論
付けられている。
（2） IAS第39号に基づき、減損していると個別に
結 論付 けられている重要 とはいえない債 権
の組合せ1百万ユーロ（ただし、効率目的の
ために減損 の計算を1百万ユーロ単位で行
っている）。
（3） 個々の金融資産については減少が識別でき
ないが、金融資産のグループの見積将来キャ
ッシュ・フローについて、測定可能な減少があ
ったことを示す観察可能なデータがある資産
のポートフォリオ1百万ユーロ［IAS第39号第59
項(f)］。
これら3つのカテゴリーのうち、IFRS第7号第37項(b)
に従って開示が要求されるのはどれですか。

カテゴリー（1）および（2）において、債権は減損について個
別に評価されているため、両カテゴリーともにIFRS第7号第
37項(b)に従って開示が要求されます。
カテゴリー（3）において、債権は個別ベースではなくポート
フォリオ・ベースで評価されるため、このカテゴリーについて
開示は要求されません。ただし、資産のポートフォリオにつ
いての実際の減損損失は、IFRS第7号第20項(e)に従って損
益計算書において開示されなければなりません。
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c)

流動性リスク－満期分析

企業は、すべてのデリバティブ以外の金融負債（発行した金
融保証契約を含む）について残りの契約上の満期を示す満
期分析を開示しなければなりません（IFRS第7号第39項(a)）。
デリバティブ金融負債について要求されている満期分析に
は、契約上の満期がキャッシュ・フローの時期の理解に不可
欠であるデリバティブ金融負債についての残存する契約上
の満期を含んでいなければなりません(IFRS内7号第39項(b)、
IFRS第7号付録B11B項)。
4.20

以下の金融商品は、ひとつの満期バケットで示さな
ければなりませんか、それともキャッシュ・フローが発
生する満期バケットで分割しなければなりませんか。
(a)

契約上の満期がキャッシュ・フローの時期の理
解に不可欠であり、複数のキャッシュ・フローを
有しているデリバティブ

(b)

契約上の年1回の金利支払のある10年物ローン

(c)

契約上の年1回の金利支払および元本返済の
ある5年物ローン

すべての金融商品は、キャッシュ・フローが発生する満期バ
ケットごとに分割しなければなりません。この要求は、満期が
到来している期間における契約上の支払のそれぞれ（元本
および利息支払を含む）を開示することです。この特別な開
示の目的は、企業の流動性リスクを示すことにあります。
4.21

金融資産について満期分析は要求されますか。

IFRS第7号付録B11E項は、満期分析の情報によって財務
諸表の利用者が流動性リスクの内容および程度を評価でき
る場合、企業は流動性リスクを管理するために保有している
金融資産の満期分析を開示することを企業に要求していま
す（例：容易に売却可能であるか、または金融負債のキャッ
シュ・アウトフローを満たすためにキャッシュ・インフローを発
生することが見込まれる金融資産）。
投資ファンドは、その流動性リスクを管理するために金融資
産を使用する場合があります（例：日次の払戻要求を満たす
ために高い流動性の投資を保有している不動産ファンドな
ど）。このような状況において、財務諸表利用者が流動性リ
スクの内容および程度を評価するために、その情報が必要
になる可能性が高くなります。我々は、その場合に彼らは金
融資産の満期分析を開示すると予想しています。

4.22

投資ファンドは、デリバティブ以外の金融負債およ
びデリバティブ金融負債のすべてをひとつの満期分
析表で表示することができますか。

はい。ただし、その開示が契約上の満期に基づくものかまた
は予想満期に基づくものか、および、金融負債はデリバティ
ブかまたは非デリバティブかについて、財務諸表の利用者
にとって明瞭であることを条件とします。
4.23

経営者が、流動性リスクをどのように管理しているか
に基づく定量的情報の提供を要求されるのはどのよ
うなときですか［IFRS第7号付録B10A項］。

経営者が流動性リスクをどのように管理しているかに基づく
追加的な定量的情報は、キャッシュのアウトフローがデータ
に示されているよりも著しく早い時期に生じる可能性がある
場合に要求されます（例：発行者によって2年内に償還可能
であるが、12年の残りの契約上の満期がある債券）。
さらに、キャッシュ・アウトフローが、満期表に示されているの
と著しく異なる金額となる可能性がある場合、この情報を開
示しなければなりません。
4.24

ある投資ファンドは、保有者の裁量で償還できる利益
配当付株を発行しており、それらを負債に分類してい
ます。株式保有者が企業にその証券を返却するかど
うか不明である場合、満期分析におけるどの満期日ゾ
ーンにこの株式を含めなければなりませんか。

契約上の満期がキャッシュ・フローの時期の理解に不可欠
であるデリバティブ以外の金融負債およびデリバティブ金融
負債について、残存する契約上の満期に基づいた満期分
析が常に要求されます。負債に分類され、制限なくいつでも
発行者に戻すことができる株式は、契約上の満期に基づい
て、満期分析の目的上、最も早い期間に分類しなければな
りません(IFRS第7号付録B11C項(a))。
しかし、最も早い期間帯にこのような株式を含めることは、そ
のような負債の予想満期、つまり、通常の状況において予想
される償還を明らかにしない可能性があります。残存する契
約上の満期に基づく満期分析に加えて、これが事業を運営
するために主要な経営幹部に提供された情報である場合、
企業は、予想満期を示す（金融資産および）金融負債につい
ての満期分析を開示するかもしれません。最低限、経営者に
よる流動性リスクの監視が負債の契約上の満期分析と異なっ
ている場合、企業は、経営者が流動性リスクを監視する方法
について定性的開示を行なわなければなりません（IFRS第7
号第39項(c)）。重要である場合、企業の契約上の流動性と予
想される流動性の違いを説明しなければなりません。
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4.25

ある投資ファンドは、保有者の裁量で償還できる有
配当株を発行しており、それらを負債に分類してい
ます。償還についての制限がある場合（例：企業株
式の50％程度はいずれの月にも払い戻し可能であ
る。）、満期分析におけるどの満期日ゾーンに当該
株式を含めなければなりませんか。

いつでも償還できる株式数に制限がある場合、満期分析に
はそのような制限を反映させなければなりません。IFRS第7
号は、企業が満期分析において使用される満期日ゾーンの
適切な数の決定に判断を用いることを認めています(IFRS第
7号付録B11項)。しかし、株式の50％まではどの月でも払い
戻しができる場合は、その項目の重要性により、1か月まで
の満期日ゾーンについて開示しなければなりません。
4.26

企業は、IFRS第7号第39項(a)における開示要求に加えて、
IFRS第7号第34項(a)および付録B10Aで要求されているとお
り、企業の主要な経営幹部に内部的に提供されている情報
に基づいた、流動性リスクに対するエクスポージャーに関す
る定量的データの要約を提供しなければなりません。
4.28

非流動的な投資に重要な範囲の投資を行っている
投資ファンドは、保有者の裁量で償還可能な配当
付株式を発行しており、それらを負債として分類し
ています。重要な払戻要求を受取ったことにより、
ファンドの経営者は、ファンドを今後6か月間クロー
ズして償還することを決定し、それを投資者に公表
しました。償還に関する制限がある場合、満期分析
のどの期間帯に、当該株式を含めなければなりま
せんか。

投資契約は、投資マネージャーに、ファンド・ユニットの償還
を一時的に免除するオプションを与えています。そのため、
当該ユニットの契約上の満期は、ファンドのクローズの結果
として変更されています。投資ファンドは、期間帯6か月後に
満期となるユニット保有者に帰属可能な金額を開示します
［IFRS第7号付録B11C項］。
4.27

投資マネージャーAは、最低限、契約上の満期に基づいた
満期分析を表示しなければなりません［IFRS第7号第39項
(a)］。この場合、相手方が支払時期の選択権を有している
場合には、負債は企業が支払を要求される可能性のある最
も早い期間帯となります［IFRS第7号付録B11C項(a)］。した
がって、少数持分は要求払であるため、負債は最も早い期
間帯に含めなければなりません。

投資マネージャーAが支配しているミューチュアル・
ファンドBにおけるA自身の持分は45％です。残り
の55％については、一般顧客が保有しています。
ファンドBは、通知期間なしでいつでも払い戻すこと
が可能なプッタブル株式のみを発行しています。過
去のデータによると一般顧客の平均投資期間は4
年です。
ファンドBは、IAS第27号（または、発効している場
合はIFRS第10号）に従い、投資マネージャーの連
結財務諸表において子会社として含まれています。
一般顧客の少数持分は、金融負債に分類されてい
ます。
投資マネージャーAは、金融負債として分類されて
いる連結ファンドに対する第三者持分を、予想満期
日すなわち4年間の過去の平均満期を用いた流動
性分析に表示することができますか。

プライベート・エクイティ・ファンドのABC LPは、12年
の契約上の満期を有しています。このファンドは、払
込済資本を金融負債として表示しています。パート
ナーシップ契約は、ABC LPに、プライベート・エクイ
ティ投資の売却後90日以内に流動性配当を行うこと
を要求しています。この流動性配当には、投下資本
の比例持分の償還を含んでいます。
ABC LPは、満期分析をどのように表示しなければな
りませんか。

プライベート・エクイティ・ファンドABC LPは、返済が契約上
満期である時期（例：ファンドが流動化された時期）を反映さ
せた引き出し金額を期間枠の中に開示しなければなりませ
ん。しかし、ファンド・マネージャーが引き出し金額を著しく
早期に返済することを予定している場合、この事実を開示し
なければなりません。資金が投資の一部を流動化するときに
発生する流動性配当が契約上要求されていることにより、通
常、そのような早期返済が要求されています。ファンドが投
資を処分する場合、契約によって90日以内に流動性配当が
要求される可能性があります。その場合、配当される金額の
（予想満期ではなく）契約上の満期は90日間です。
4.29

投資者は、契約期間にわたりプライベート・エクイテ
ィ・ファンドに投資することを確約しています。上記の
信用枠に関する満期分析にどの金額を含めなけれ
ばなりませんか。

投資者は、プライベート・エクイティ・ファンドが実行できる最
も早い期間に、その資本コミットメントの未行使金額を含めな
ければなりません(IFRS第7号付録B11C項(b))。IFRS第7号
付録B11D項は、投資者が現金で支払うことを要求されてい
る金額が固定されているため、関連性はありません。
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4.30

デリバティブ金融負債についてどのような流動性リス
クの開示が要求されますか。

4.33

IFRS第7号第39項(b)に関して、以下の表を参照して下さい。
総額決済の
デリバティブ

純額決済の
デリバティブ

契約上の満期

 契約上の満期に

 契約上の満期に基

は(キャッシュ・

基づく支払部分

づく純額キャッシ

フローの時期

を開示

ュ・フローを開示

の)理解に不可

 受取部分を開示

欠である
契約上の満期

 契約上の満期、

 契約上の満期、ま

は理解に不可

または予想満期

たは公正価値など

欠でない

などリスク管理方

リスク管理方法の

法のいずれかに

いずれかに基づく

基づく支払部分

純額キャッシュ・フ

を開示

ローの開示

 受取部分を任意
に開示

オプションが純額または総額で決済されるか、またオプショ
ンが貸借対照表日現在にアウト・オブ・マネーであるか否か
によって異なります。
オプションがアウト・オブ・マネーであり、純額決済される場
合、負債を満期表において開示することは要求されません。
貸借対照表日現在に存在する条件に基づいて支払いを行
う債務がないからです（IFRS第7号付録B11D項）。
しかし、総額で決済されたデリバティブについて、契約相手
方が発行企業に支払うことを強制できる場合、金融商品がイ
ン・ザ・マネーまたはアウト・オブ・マネーかに関わらず、支払
部分は満期分析において開示されます。
アメリカン・タイプのオプションは、最も早い期間枠で開示し
なければなりませんが、ヨーロピアン・タイプのオプションは、
行使日にあたる期間枠で開示されます。
4.34

4.31

正の公正価値を有するデリバティブは、満期分析に
含めなければなりませんか。

通常、貸借対照表日現在の負債ポジションの（すなわち、負
の公正価値を有している）デリバティブのみを満期分析に含
めることが要求されています。
しかし、企業は、流動性リスクの内容と程度の理解にこのよう
な情報が必要である場合には、デリバティブ金融資産も含
めなければなりません［IFRS第7号付録B11E項］。例えば、こ
れはデリバティブ・ポジションの重要な相殺がある場合もあり
ます。
4.32

デリバティブ契約のもとで総額でキャッシュ・フロー
が交換される場合、IFRS第7号は、たとえ交換が同
時に発生するとしても、総額キャッシュ・フローの開
示を要求しますか。

はい。デリバティブ金融負債について、IFRS第7号付録
B11D項(d)は、デリバティブ金融商品（例えば、通貨スワップ）
で交換される契約上の金額は、総額のキャッシュ・フローが
交換される場合には、総額ベースで開示しなければならな
いことを明確にしています。キャッシュ・フローが同時に交換
される場合でも、これが当てはまります。

流動性を理解するために契約上のキャッシュ・フロ
ーが不可欠である売建プット・オプションは、満期分
析の中でどのように扱われますか。

デリバティブ契約の相手方が要求により早期に決済
する能力を有している場合、流動性リスクを分析する
に際し、割引前キャッシュ・フローをどの契約上の満期
分析の時間枠にて開示しなければなりませんか。

デリバティブ商品の相手方が、金額の支払時期の選択権を
有している場合、この負債は企業が支払いを要求される可
能性のある最も早い日付を基礎として含めます。そのため、
デリバティブの相手方が要求次第早期に決済する能力を有
している場合には、デリバティブのキャッシュ・フローは、最も
早い満期枠に含めなければなりません。
4.35

ある投資企業は要求により早期に決済する能力を
有している（しかし、相手方はその能力がない）デリ
バティブ金融商品の当事者です。流動性リスクの分
析を行う場合、契約上の満期分析においてどの時
間枠に割引前キャッシュ・フローを開示しなければな
りませんか。

満期分析は、それが作成された時点における企業の契約上
の義務を反映させなければなりません。投資企業の要求次
第で早期に決済する能力は、その契約上の義務を変更す
るものではありません。そのため、それぞれのデリバティブ商
品から発生するキャッシュ・フローは、契約上のキャッシュ・フ
ローに基づいて関連する満期日ゾーンに含めなければなり
ません。
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4.36

あるプライベート・エクイティ・ファンドが未上場証券
に投資しています。これらの証券は、非常に非流動
的であり、プライベート・エクイティ・ファンドは、買手
を探すのが困難です。当該ファンドは投資の流動性
不足のため追加の開示を行うことが求められていま
すか。

4.37

契約上の割引前キャッシュ・フローに基づいた満期表
に金額の開示が要求されている場合、変動金利の金
融商品および外貨建て金融商品について開示すべき
金額を決めるためには、どのレートを用いなければな
りませんか［IFRS第7号付録B11D項］。これは直物レ
ートまたは先物レートのいずれにすべきですか。

IFRS第7号第25項および第26項、ならびにIFRS第13号第
93項の開示要求に加えて、企業は、IFRS第7号第34項(a)
で要求されるように、企業の主要な経営幹部に対し内部的
に提供される情報に基づく流動性リスクに対するエクスポ
ージャーについて、定量的データの要約を提供しなければ
なりません。

企業は、首尾一貫して適用する必要のある会計方針の選択
を有しています。IFRS第7号付録B11D項は、報告日現在に
決まっていない金額は、報告日に存在する条件へ参照され
ることによって決定されると記載しています。これは、現行の
スポット・レートまたはフォワード・レートのいずれかと考えるこ
とができます。

IFRS第7号第39項(c)は、IFRS第7号第39項(a)および(b)で要
求される金融負債の満期分析に示されている固有の流動性
リスクをどのように管理しているかを説明するよう企業に求め
ています。財務諸表利用者が流動性リスクの性質および程
度を評価できるようにするのにその情報が必要な場合には、
企業は、流動性リスクを管理するために保有している金融資
産の満期分析を開示しなければなりません［IFRS第7号付録
B11E項］。

4.38

ほとんどのプライベート・エクイティ・ファンドの投資の性質
（公表価格のない、しばしば非流動的な投資への重要な投
資）を考慮した場合、経営者は、金融負債が満期になった
際にそれを決済する能力を管理する上で投資の流動性を
考慮することはほとんどありません。その結果、資産の実現
を通じて決済されると見込まれる負債がない限り、プライベ
ート・エクイティ・ファンドは、その投資の非流動性に関する
詳しい開示を行うことはないと考えられます。
さらに、多くのリミテッド・パートナーシップが、負債性金融商
品に分類されているパートナーシップの拠出によって資金
調達されていますが、このような金融負債の最終決済は、事
前に定められたパートナーシップの契約終了日に基づいて
いることが多く、一旦投資が実現されれば投資者に現金を
返すため、通常は流動性リスクを開示しません。

担保差入要求に対するエクスポージャーは開示す
べきですか。

金融商品の担保要求は、重大な流動性リスクを課す可能性
があります。例えば、デリバティブ負債を有する企業は、負
債が一定の限度額を上回る場合、デリバティブに現金担保
を差し入れることを要求される可能性があります。その結果、
担保差入要求が重大な流動性リスクを課す場合、そのような
キャッシュ・フローは契約上の満期よりも早い時期に発生す
る可能性があるために、当該企業は担保の取決めの定量的
開示を提供しなければなりません［IFRS第7号付録B10A項］。
企業が担保差入要求の対象となる場合は常に、追加の定
性的開示を提供し、企業が金融商品の担保差入要求リスク
に晒されているか否か、またこのリスクはどのように管理され
るかに関する説明を開示することを推奨されます［IFRS第7
号第33項(a)］。
4.39

企業は、IFRS第7号第39項(a)に従って、契約上の満
期分析（割引前キャッシュ・フロー）に、強制的な金
利支払のある永久的負債性金融商品をどのように
開示しなければなりませんか。

金利支払については、契約上の期限が到来した時期に基
づいて各期限枠内に開示しなければなりません。名目金額
の返済について、企業は、次のようなさまざまな方法によっ
て表示する可能性があります。例えば、「以後」の欄を用いる、
または「契約上の満期がない」というタイトルを付けた欄の中
にそれを表示する、などです。いずれの方法を用いるにせよ、
金融商品の条件に関する文章による説明によって補足しな
ければなりません。
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d)

市場リスク－感応度分析

4.42

企業が報告期間の末日現在で晒されている市場リスクの種
類ごとの感応度分析（報告期間の末日において合理的に起
こり得る適切なリスク変数の変化によって、純損益および資
本がどれだけ影響を受けるのかを示す）を開示しなければ
なりません［IFRS第7号第40項(a)］。
4.40

経営者は、「最悪のケースのシナリオ」に基づいて、
感応度分析を提供することを要求されていますか。

いいえ。IFRS第7号第40項(a)は、合理的に起こり得る適切な
リスク変数の変化によって、純損益および資本がどれだけ影
響を受けるのかを示す感応度分析を開示することを要求し
ています。合理的に起こり得る変化は、企業が運営している
経済環境に関連して判断されます。つまり可能性がほとんど
ない、もしくは「最悪のケース」シナリオ、または「ストレス・テ
スト」を含んでいません。さらに、企業は、関連するリスク変
数の合理的に起こり得る変動の範囲の中で、それぞれの変
動についての影響の開示を要求されていません。合理的に
起こり得る範囲の限度にまで変数が変動したとした場合の
影響を開示すれば十分です［IFRS第7号付録B18-19項］。
4.41

IFRS第7号第40項(a)は、合理的に起こり得る適切な
リスク変数の変化による純損益および資本に対する
影響を示す感応度分析を要求しています。過去の
データに基づいて「合理的に起こり得る」変化を決
定する際に、過去の期間とは、どのくらいの長さの期
間かについて明確なガイダンスはありますか。

いいえ、ありません。企業はそれぞれに何が合理的に起こり
得る変化かを判断しなければなりません。その評価は企業
ごとで変わる可能性があります。しかし、合理的に起こり得る
と考えられる変動は、企業が次にこうした開示を行うまでの
期間（通常は翌報告年度まで）にわたり評価しなければなり
ません［IFRS第7号付録B19項(b)］。
このような感応度に関する情報を提供する場合、企業は、通
常、翌報告年度にわたり潜在的に合理的に起こり得る変動
を開示することとなります。そのため、極端な数値となること
を最小限に抑える取り組みにおいて、同様の期間にわたる
過去の報告年度の変動をできる限り多くの過去の年度にわ
たったものとみなすことは理にかなっているといえます。
将来のリターンの予測に過去のデータを使用することには
それ固有の弱点があります。すなわち、基本構造、リスク、お
よびリスクが生じる関連する市場のリターンの変動について、
将来の変動を過去の感応度に基づいて検討しなければな
らないからです。どのような手法を用いるかにかかわらず、
用いた手法は首尾一貫して適用しなければならず、財務諸
表の利用者が感応度分析の作成に用いた手法を理解でき
るように十分に記述されていなければなりません［IFRS第7
号第40項(b)］。

ファンドABC社は5つのファンド（「ファンド」）に投資
しており、そのファンドのすべてが、グローバル社債
市場への投資を行っています。ABC社は、ファンド・
オブ・ファンズであり、グローバル長期/短期社債戦
略を有するファンドへの投資を重点的に行っていま
す。「ファンド」の投資ポートフォリオの運用に積極的
に関与していないABC社の経営者は、資金をどの
「ファンド」に配分するかを決める際に、基礎となるポ
ートフォリオの、特にリスクとリターンに関する情報を
利用しています。ABC社は、直接的には金利リスク
や通貨リスクに晒されていませんが、「ファンド」の株
式投資を通して重大な間接的エクスポージャーを有
しています。感応度分析の作成にあたり、経営者は
どのようにIFRS第7号第40項の要求事項を満たさな
ければなりませんか。

経営者は、市場リスクへの企業のエクスポージャーを最も良
く反映する関連するリスク変数を識別しなければなりません。
ABC社がグローバル長期/短期社債戦略に従ったファンド
に焦点を絞っていることを考えれば、ABC社の経営者は、
ABC社の主要なエクスポージャーは金利および為替レート
の変動であるとみなしています。経営者は、関連するリスク
変動は金利および為替レートであると判断しました。ABC社
の感応度分析を作成する際に、経営者は、「ファンド」の金
利および為替レートの感応度に関する定量的影響を反映さ
せなければなりません。
4.43

投資企業ABC社（「ファンド・オブ・ファンズ」）は、多
くの他の投資企業（「ファンド」）に投資しています。
「ファンド」は、多様なグローバル市場に投資してい
ます。経営者は、包括的なデューデリジェンスを行っ
た後に、特定の投資戦略および当該戦略における
特定のマネージャーに資金を配分および再配分す
ることによりポートフォリオを管理しています。年度末
現在、ABC社は37の「ファンド」に投資しています。
このファンドは、15の下部戦略を有する6つの主要
戦略に分類できます。ABC社のファンドに対する投
資は、当該ファンドにおける株式またはユニットの手
段により立証されます。ABC社の経営者は、ABC社
のリスクに対するエクスポージャーを、投資している
基礎となるファンドのマネージャーおよび各戦略に
対するエクスポージャーであるとみなしています。経
営者は、ファンドへの投資を通じてABC社が晒され
ているリスクの種類を認識していますが、基礎となる
ポートフォリオについての情報は利用していません。
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ABC社は、ファンドが発行している株式またはユニットの価格変動に対するABC社の感応度である株価リスクに直接的に
晒されており、当該株式またはユニットの価格に影響する多くのリスク（例えば、金利、為替レート、商品価格、株価等）に
間接的に晒されています。
感応度分析を作成するにあたり、経営者は、どのようにIFRS第7号第40項の要求事項を満たさなければなりませんか。
経営者は、市場リスクに対する企業のエクスポージャーを最も良く反映する関連するリスク変動を識別する必要があります。
経営者は、ABC社のリスクに対するエクスポージャーを、ABC社が投資している基礎となるファンドのマネージャーに対する、およ
び各戦略に対するエクスポージャーであるとみなしているため、ポートフォリオの感応度は、ファンドの戦略によって開示される可能
性があります。関連するリスク変数がファンドの戦略であると決定された場合、経営者は、各戦略における変動に対するABC社の
感応度について有意義な開示提供を検討する必要があります。また、経営者は、各戦略の中でファンドが直接的に晒されているリ
スクの種類（ひとつの戦略におけるファンドのそれぞれ固有のリスク）に関する定性的情報を開示する必要があります。
ひとつの例として、ABC社の経営者は、財務諸表において次の開示を提供することがあります。

「下記の表は、事業年度末現在でABC社が投資している37のファンドが晒されている、それぞれの戦略の成果としての収益の合理
的に起こり得る変動について、ABC社の税引後利益に与える影響を概略したものです。合理的に起こり得る変動は、米ドル建てで、
翌年度の各個別の戦略に従い、ファンドの価値の合理的に起こり得るパーセンテージの変動の、【情報源を記入】から入手した過
去のデータに基づく経営者の評価によるものです。税引後利益への影響は、ABC社が保有する各ファンドの価値に対するそれぞ
れの戦略について決定された合理的に起こり得る変動を適用することによって計算されます。この分析は、他の変数をすべて一定
に保つことにより開示時点の各戦略の収益が増加または減少したという仮定に基づいています。基礎となるリスクの開示は、ファン
ドが晒されている市場リスクを表しています。IFOとは、それぞれ、I=interest rate(金利リスク)、F=foreign currency（為替リスク）、およ
びO=other price risk（その他の価格リスク）を表しています。IFRS第7号に従い、通貨リスクは、株式投資などの非貨幣性項目であ
る金融商品では生じないと考えられています。」
戦略

下部戦略

基礎となるリスクへの
エクスポージャー

ファンド数

合理的に起こり
得る変化（％）

税引後利益への
影響（”000）

セクター・スペシャリスト
ショートバイアス
オポチュニスティック

O
O
O

4
3
1

5.2
3
6.7

115
157
155

ファンド・オブ・ファンズ
マルチマネージャー

I,F,O
I,F,O

6
2

7.5
6.6

365
113

グローバルマクロ
マーケット・タイミング
コモディティ・プール

I,F,O
I,F,O
I,F,O

4
1
1

8
7
5.3

313
34
45

債務不履行債券
合併アービトラージ
新興国市場

I, F
O
I,F,O

2
1
2

7.5
5.6
9.5

113
56
169

コンバージェンス・アービトラージ
債券アービトラージ
転換社債アービトラージ
MBS戦略

I,F,O
I,F
I,F,O
I,F
I,F,O

2
1
1
1
5
37

6.7
8.0
5.7
7.8
7.0

145
37
45

エクイティ ロング/ショート

ファンド・オブ・ファンズ

ディレクショナル取引

イベント・ドリブン

レラティブ・バリュー

マルチ・ストラテジー
合計

450
2,312
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4.44

「トラッキングエラー」（TE）は、ベンチマークに対す
るファンドの運用成績を監視するために経営者が使
用するツールです。TEは、ポートフォリオがどれほど
密接に指数に従っているかの測定値です。IFRS第7
号第40項および41項の要求事項を満たすための感
応度分析のひとつの手段としてTEを使用することは
可能ですか。

いいえ、できません。IFRS第7号第40項は、貸借対照表日付
時点において合理的に起こり得る関連するリスク変数の変
化によって、純損益および資本がどれだけ影響を受けるの
かを示す、企業が晒されている市場リスクの種類ごとの感応
度分析の開示を要求しています。IFRS第7号第41項は、企
業が、感応度分析を開示するためにリスク変数間の相互依
存性を反映する感応度分析（例えば、VaR）を利用すること
を認めています。
TEは、ファンドの純損益および資本が市場リスク変数の変
化からどのような影響を受けるかを示さないため、IFRS第7
号第40項によって要求される情報を提供しません。TEの数
値自体はリスク変数間の相互依存性に多少基づいています
が、手数料、再調整コスト、現金保有高などの他の要因を考
慮に入れることになります。そのため、その結果としてのTE
の数値はバリュー・アット・リスクの数値ではなく、ファンドが
指数をどれほど密接に追跡するかに関する見積りでしかあり
ません。したがって、TEはIFRS第7号によって要求される情
報を提供しません。
4.45

IFRS第7号第40項(a)に従って感応度分析を開示す
る場合、関連するリスク変数の変動の結果として純
損益および資本に与える影響は、係る変化の結果と
して増減する可能性のある手数料を控除しなければ
なりませんか。

適切なリスク変数の変化の結果として純損益および資本へ
の影響は、感応度分析を作成する際に使用された手法およ
び仮定が開示されていることを条件として、手数料を控除後
または総額のいずれでも開示することができます［IFRS第7
号第40項(b)］。
4.46

投資企業ABC社は、主にユーラシア地域に集中し
ている債券ポートフォリオに投資しています。ユーラ
シア地域諸国の多くが類似した経済環境にあります。
ただし、ユートピア国は、この地域内の他の国とは異
なり、比較的に発展した経済環境にあります。金利リ
スクの感応度分析を開示する際に、ABC社が投資し
ている全ての国の金利の合理的に起こり得る変動に
対するABC社の感応度を示す内訳情報を提供しな
ければなりませんか。

示するためには情報をどのようにまとめるべきかを判断しま
す［IFRS第7号B3項およびB17項］。ユーラシア諸国の多くは
類似した経済環境にあるため、合理的に起こり得る金利の
変動はこれらの国々では同じ（例えば、50ベーシス・ポイント
の変動）であると仮定することが不合理でないことを示すよう
な情報を合算することは可能でしょう。ただし、経済環境が
異なっているため、これら諸国の情報にユートピア国の情報
をもまとめることは適切ではありません。
4.47

IFRS第7号は、企業が報告日時点で晒されている市
場リスクの種類ごとの感応度分析の開示を要求して
おり［IFRS第7号第40項(a)］、また、企業が金融リスク
を管理するために感応度分析を利用する場合には、
リスク変数間の相互依存性を反映する感応度分析
を作成することができます［IFRS第7号第41項］。
投資ファンドは、株式ポートフォリオについて、リスク
の種類間の相互依存性を反映したバリュー・アット・
リスク（VaR）手法を利用していますが、債券ポートフ
ォリオについては市場リスクの種類ごとを反映させた
手法を用いて当該ポートフォリオを管理します。
当該ファンドは、株式ポートフォリオについてVaR
数値、および、債券ポートフォリオについて市場リス
クの種類ごとの感応度分析を開示することができま
すか。

はい。投資ファンドは、異なるクラスの金融商品については
異なる種類の感応度分析を提供することができます［IFRS第
7号B21項］が、ファンド全体についてはIFRS第7号第40項(a)
に概略されている感応度分析の適用を選択することができ
ます。ただし、全体についてVaR数値を開示することは認め
られていません（質問4.48を参照）。
4.48

投資企業ABCは、リスクを管理するためにVaRを利
用していません。しかし、市場の感応度分析を提供
することを求めるIFRS第7号の要求事項を満たすた
めにVaRを利用したいと考えています。これは認めら
れますか。

いいえ、認められません。VaRまたはいかなるリスク変数間の
相互依存性を反映した感応度分析を利用するためにも、
IFRS第7号第41項は、企業は「金融リスクを管理するために」
当該分析を利用していることが必要と具体的に記載してい
ます。企業が、金融リスクを管理するためにVARを利用して
いない場合、企業はIFRS第7号第41項を充足するために
VaRを利用することはできません。企業は、IFRS第7号第40
項に従い感応度分析を開示する必要があります。

状況により異なります。ABC社の経営者は、著しく異なる経
済環境からのリスクに対するエクスポージャーについて異な
る特徴を有する情報を結合することなく、リスクの全体像を表
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4.49

企業が金融リスクを管理するためにVaRを利用し、
IFRS第7号第41項に従って財務諸表にVaRを開示
することを選択する場合、利用すべき信頼区間、保
有期間、報告期間の末日時点のみのVaRに対して、
最大、最小、および平均VaRを開示すべきか否かに
関する明示的なガイダンスはありますか。

いいえ、明示的なガイダンスはありません。企業は、リスクを
管理/モニターするために実際に利用している感応度分析
を開示する必要があります。当該感応度分析を作成する際
に用いた手法ならびにデータの基礎となるパラメータと仮定
の説明を、用いた手法の目的、および関連する資産と負債
の公正価値を完全には反映しない情報を生じるかもしれな
い制約の説明と共に開示しなければなりません［IFRS第7号
第41項(a)および(b)］。
4.50

何が関連するリスク変動の「合理的に起こり得る」変
動かを決定する際に報告期間の末日以降に発生し
た事象を考慮する場合、投資企業ABC社が報告期
間の末日時点で決定したIFRS第7号第40項の感応
度分析が変わる可能性があります。何が報告期間
の末日現在の「合理的に起こり得る」変動かを決定
する際、報告期間の末日以降の事象を考慮しなけ
ればなりませんか。

状況によります。経営者は、何が適切なリスク変数の「合理的
に起こり得る」変動かを決定する際に、企業が事業を行って
いる経済環境を考慮する必要があります［IFRS第7号B19項
(a)］。経営者は、過去の変動、将来の予測、および貸借対照
表日時点の経済予想を考慮しなければなりません。これには、
報告期間の末日時点で存在した経済環境の証拠を提供する
報告期間の末日以後に発生した事象の検討が含まれます。
貸借対照表日時点の何が「合理的に起こり得る」変動かを決
定する際、報告期間の末日以降の経済環境を示す報告期間
の末日以降に発生した事象を考慮しません。

4.51

ニュージーランド・ドルを機能通貨としている投資企
業ABC社が、グローバル債券ポートフォリオに投資を
しており、その結果、円、ユーロ、および米ドルに重
大なエクスポージャーを有しています。IFRS第7号第
40項に従い、為替リスクについての感応度分析を作
成する際、ABC社は、重大な通貨リスクへのエクスポ
ージャー別に情報を分解しなければなりませんか。

はい。ABC社の経営者が、何を合算し何を分解するかにつ
いてある程度の自由裁量を有している場合であっても［IFRS
第7号B3項］、この例における合算は、各通貨エクスポージャ
ーが示すリスクを曖昧にします。IFRS第7号の適用上、通貨リ
スクは、例えば株式投資などの非貨幣性項目の金融商品か
ら生じないとみなされています。IFRS第7号第40項(b)に従っ
て、感応度分析の作成で用いられた手法は非常に明確にす
べきであり、為替リスクの感応度分析は貨幣性項目の感応度
のみを反映すると具体的に記載する必要があります。
4.52

ファンドABC社は、S&P500株価指数に焦点を絞った
ロング / ショート・エクイティ・ポートフォリオに投資し
ています。しかし、経営者は、ポートフォリオ全体（ロ
ングポジションおよびショートポジションを含む）のベ
ータ（市場の変動に対する感応度）が可能な限りゼロ
に近づくよう、すなわち、ポートフォリオは市場価格
（この場合は、S&P500株価指数）の変動にまったく、
またはほとんど感応しないようABC社を管理していま
す。これは、株価リスクを表す場合に感応度分析の
中にどのように反映させなければなりませんか。

IFRS第7号は、市場リスクには「その他の価格リスク」が含ま
れると定義しています。その他の価格リスクは、「市場価格の
変動（金利リスクまたは為替リスクにより生じる変動を除く）に
より金融商品の公正価値または将来キャッシュ・フローが変
動するリスク。それらの変動が個々の金融商品または発行
体固有の要因により生じるものであるのか、市場で売買され
ているすべての類似の金融商品に影響を及ぼす要因により
生じるものであるのかを問わない」と定義されています。その
ため、市場の変動（この例ではS&P500種株式指数によって
あらわされる）に対するABC社の感応度はニュートラルに近
似する可能性がありますが、ABC社はそれが投資するポー
トフォリオの価格の変動に依然として感応します。経営者は、
たとえ感応度が非常に小さくても、S&P500種株価指数の変
動に対するABC社の感応度についての定量的開示、およ
びABC社の指数に対するエクスポージャーの管理方法につ
いての定性的開示を行わなければなりません。また、ABC社
が、投資している有価証券の価格変動のリスクに晒されてい
る旨、およびそれらの価格の変動はABC社の当期純利益お
よび資本に対して有価証券の持分に比例した影響を有する
旨を開示する必要があります。
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4.53

ファンドABC社は、S&P500株価指数に焦点を絞っ
たロングのみのエクイティ・ポートフォリオに投資して
います。ABC社の経営者は、パフォーマンスの測定
またはS&P500株価指数に対するリスクの管理を行っ
ておらず、そのかわりにリターンのリスク・フリー・レー
トを上回る4-5％のリターンを提供することに集中し
ています。IFRS第7号第40項に従って感応度分析を
開示するにあたり、ABC社は株価変動に対する感応
度をどのように示す必要がありますか。

ABC社がS&P500株価指数に対するリスクの測定または管理
を行わないとしても、経営者は、感応度分析の基礎にした関
連するリスク変数を識別することが要求されています。IFRS
第7号第40項への遵守は、経営者のリスクの管理または測
定方法を基礎にしているのではなく、合理的に起こり得る変
動を決定するために基礎にした関連するリスク変動の識別
に基づいています。何が「関連性のある」リスク変動かに関し
てIFRS第7号第40項には具体的なガイダンスがありません。
しかし、リスク変動を決定する際に、経営者は、投資している
市場のリスクを最も反映するのはどの指数またはベンチマー
クかを考慮する必要があります。したがって、経営者は、リス
ク変数としてS&P500種株価指数を用いた感応度分析を提
供する必要があります。
4.54

ファンドABC社は、グローバル・エクイティ・ポートフ
ォリオに投資しています。ABC社の経営者は、特定
のベンチマークまたは指数に対してパフォーマンス
の測定またはリスクの管理を行っていません。その
かわりに、ABC社は、リターンのリスク・フリー・レート
を上回る4-5％のリターンを提供することに集中して
います。IFRS第7号第40項に従って感応度分析を開
示するにあたり、ABC社は株価変動に対する感応度
をどのように示す必要がありますか。

ABC社が特定のベンチマークまたは指数に対してリスクの
測定または管理を行わないとしても、経営者は、感応度分
析が基礎としている関連するリスク変数を識別することを要
求されています。グローバルに焦点を合わせていることを考
慮した場合、ABC社が投資している市場のリスクを反映する
指数はありません。そのため経営者は、感応度分析の基礎
となっている最も関連性のあるリスク変数を特定する必要が
あります。これは、国別配分、業種、またはその他の関連す
る変数である可能性があります。

例えば、経営者が最も適切なリスク変数を国別配分であると
みなした場合、その他の価格リスクはリスク変数である各国の
適切な指数で国別に分析しなければなりません。経営者は、
どのような変動が合理的に起こり得るかを指数のそれぞれに
ついて決定し、その指数に対するABC社の株式商品の過去
の相関関係に基づいて感応度を計算する必要があります。

「下記の表は、ファンドが投資している各国の主要な株価指
数の上昇が当事業年度のファンドの税引後利益に与える影
響を概略したものです。この分析は、すべての他の変数を
一定にすることで開示時点の株価指数が上昇/下落し、ファ
ンドの株式投資は過去の当該指数との相関関係に従って
変動しているという仮定に基づいています。」
指数

合理的に

税引後利益に

起こり得る

与える影響

変動（％）

（'000）

DAX

6

109

ダウジョーンズ

6

250

FTSE

6

67

オールオーディナリーズ

8

45

NZX50

8

15

ハンセン指数

10

25

合計

4.55

511

IFRS第7号第40項は、感応度分析を提供する際に、
関連するリスク変数の合理的に起こり得る変動が純
損益および資本に与える影響を開示することを要求
しています。純損益の変動が利益剰余金に与える影
響以外に資本に与える影響がない場合、資本への
影響について個別に開示しなければなりませんか。

いいえ。IFRS第7号第40項は、純損益および資本のその他
の項目への影響（例えば、一部の投資を売却可能として分
類することによる影響）がある場合にはそれを開示することを
要求しています。そのため、資本の影響のみが、純損益の
増減が利益剰余金に与える影響である場合、資本に対する
影響については開示する必要はありません［IFRS第7号B27
項およびIFRS第7号IG34項-36項］。
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4.56

投資企業Xは、ファンド・オブ・ファンズであり、その
他のプライベート・エクイティ・ファンド（基礎となるフ
ァンド）に投資しています。基礎となるファンドは、X
社に関連していない第三者のマネージャーによって
管理されており、プライベート・エクイティ投資（基礎
となる投資）に直接投資されています。X社は、基礎
となるファンドのネット・アセット・バリュー（NAV：時価
総額）を定期的に受け取ります。NAVは、通常、取引
が締結される場合の公正価値を表します。
すべての基礎となる投資は、基礎となるファンドの
NAV（時価総額）から導かれる公正価値で計上され
ています。ファンドの過去の変動率は10％でした。
その他の価格リスクを表すためにどのような手法を
適用しなければならないでしょうか。

IFRS第7号は、すべての金融商品について感応度分析を提
示することを企業に要求しています。ファンドの投資は、金
融商品であり、そのため、感応度分析を開示する必要があり
ます。感応度は貸借対照表上の数値から直接導くことがで
きます。投資の公正価値が10％増加 / 10％減少する場合、
利益は1百万ユーロ増加 / 1百万ユーロ減少します。
4.57

あるプライベート・エクイティ・ファンド（ABC, LP）が多
くの他のファンド（「ファンド・オブ・ファンズ」）に投資
しています。基礎となるファンドは、複数の業種およ
び営業地域で事業を行っている企業のさまざまな公
表価格のある、または公表価格のないポートフォリオ
に投資しています。経営者は、包括的なデューデリ
ジェンスを行った後に、特定の投資戦略および当該
戦略における特定のマネージャーに資金を配分お
よび再配分することにより、ポートフォリオを管理して
います。年度末現在、ABC LPは25のファンドに投資
しており、このファンドは4つの主要戦略に分類する
ことができます。ABC社のファンドに対する投資は、
限定的なパートナーシップの持分によって立証され
ます。ABC社の経営者は、リスクに対するABC社の
エクスポージャーを、それが投資している基礎となる
ファンドのマネージャーおよびそれぞれの戦略に対
するエクスポージャーであると考えています。当該リ
スクの評価において、経営者は、四半期ごとに、それ
ぞれの基礎となるマネージャーから投資全体のアッ
プデートおよび運用成績の数値を入手しています。

価リスクに直接的に晒されており、またそれらの持分
の価値に影響する株価リスクおよびその他のリスク
（例えば、金利、為替レート、商品価格、株価等）に
間接的に晒されています
このポートフォリオに内在するリスクおよび各戦略の
変動に対するABC LPの感応度について有意義な
開示を提供することを目的に、IFRS第7号第40項の
要求事項（市場リスク変数に関する感応度分析）を
満たすため、ABCは、ABC, LPの財務諸表にどのよ
うな情報を開示しなければならないでしょうか。
経営者は、市場リスクに対する企業のエクスポージャーを
最も良く反映する関連するリスク変数を識別する必要があ
ります。
経営者は、ABCのリスクに対するエクスポージャーを、投資
している基礎となるファンドのマネージャーおよび各戦略に
対するエクスポージャーであると考えているため、ポートフォ
リオの感応度は、ファンドの戦略によって開示される可能性
があります。関連するリスク変数がファンドの戦略に対するも
のであると判定された場合、経営者は、各戦略の変動に対
するABC LPの感応度の有意義な開示を提供することを検
討する必要があります。また、PwCは、経営者が各戦略にお
いてファンドが直接的に晒されているリスク（すなわち、戦略
内のファンドのそれぞれ固有のリスク）に関する定性的情報
も開示すると予想しています。

経営者は、ABC社が基礎となるファンドへの投資を
通じて晒されているリスクの種類を認識していますが、
四半期ごとの投資者へのアップデートの他には、基
礎となるポートフォリオに関する情報の提供を要求さ
れておらず、また入手していません。ABCは、基礎と
なるファンドにおける限定的パートナーシップ持分
の価値の変動に対するABC LPの感応度である株
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以下は、上記の状況に適切な開示例です。

「下記の表は、ABC LPが当事業年度中に投資している25の
ファンドを通じて晒されている戦略それぞれのリターンについ
て、合理的に起こり得る変動がABC LPの収益に与える影響
を概略したものです。合理的に起こり得る変動は、翌事業年
度においてそれぞれの戦略に従ったファンドの価値の変動
の合理的に起こり得る割合の、【情報源を記入】から得た過去
のデータに基づく経営者の仮定です。収益に与える影響は、
それぞれの戦略の合理的に起こり得る変動を各ファンドの
個々の公正価値に適用することによって決定されます。この
分析は、関連する財務変数が、他の変数をすべて一定にす
ることにより、開示時点で増加または減少しているという仮定
に基づいたものです。基礎となるリスクの開示は、ファンドが
それぞれ金利リスク、為替リスク、およびその他の価格リスクを
表すI,F,Oに晒されている直接的な市場リスクを表します。」
戦略

基礎とな
るリスクの
エクスポ
ージャー

ファンド
数

合理的に
起こり得
る変動
（+/-％）

税引後利
益への影
響（”000）

10

5

900

汎欧州バイア
ウト・ファンド

I, F, O

英国バイアウ
ト・ファンド

I, O

8

5

600

米国バイアウ
ト・ファンド

I, O

4

3

500

英国ベンチャ
ー・キャピタ
ル、小型株フ
ァンド

O

3

2

300

合計
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2,300

ABCのその他のファンドに対する大量の投資およびそれが
従っている分散された戦略を考慮すると、ABC LPが晒され
ている市場のリスクを反映する唯一のリスク変数はありませ
ん。その結果、ABCは、経営者が何を感応度分析の基礎と
して最も関連性のあるリスク変数（戦略）とみなすかを考慮す
る必要があります。提供されている開示のレベルは、ABC
LPが晒されているリスク、さらに投資している金融商品固有
のリスクに対する感応度を反映します。
4.58

あるプライベート・エクイティ・ファンドが、非上場の有
価証券に投資しています。非上場の有価証券の公正
価値は、評価手法を用いることによって決定されます。
IFRS第7号第40項(a)は、報告日時点で合理的に起こ
り得る関連するリスク変数の変化によって、純損益およ
び資本がどれだけ影響を受けるのかを示す感応度分
析を提供することを企業に要求しています。
プライベート・エクイティ・ファンドは通常、非上場の
有価証券の公正価値を、株価収益率や、その他の
割引後キャッシュ・フローなどの評価手法および純
資産に基づく手法を用いることによって決定してい
ます。これらの評価手法には、多様な変数／インプ
ット／仮定が組み込まれています。
市場リスクに関する感応度分析を行う際に、非上場の
有価証券に投資しているプライベート・エクイティ・ファ
ンドはどのような要素を検討する必要がありますか。

非上場の有価証券の投資に関する感応度分析を提供する
際に、経営者は、評価手法において使用された主要なリス
ク変数/インプットを決定し、これらの主要なリスク変数の合
理的に起こり得る変化についての感応度分析を提供する必
要があります。IFRS第7号は、金融リスクに関する情報のみ
を要求しており、営業リスクまたはビジネスリスクについての
情報は要求していません。したがって、株価収益率、金利お
よび為替レートは市場リスク変数とみなされます。しかし、企
業固有の資産価値および収益は、IFRS第7号の目的上、リ
スク変数とみなされません。経営者が、評価手法の主要なリ
スク変数を割引率（収益のリスク・フリー・レートを参照したも
の）、または使用されている株価収益率（公表済みのPE倍
率を参照したもの）であると見込んでいる場合、感応度分析
では割引率または株価収益率倍数の合理的に起こり得る変
化について開示する必要があります。

42

設例：

4.59

ヨーロピアン・ファンド LP(「EF」)が、西ヨーロッパの多数の
業種のマネジメント・バイアウトに投資しています。EFは、企
業が事業を行っている（消費財、運輸およびテクノロジーな
どの）業種ごとに被投資企業のポートフォリオを管理してい
ます。EFは、これらの投資を株価収益率に基づいて評価し、
評価の変動を損益計算書に計上します。またEFは、DCF
（割引キャッシュ・フロー）に基づいて評価された多数のイン
フラストラクチャー・プロジェクトに投資しています。
バイアウト：株価収益率は公正価値に影響する主要な市場リ
スク変数であることに基づき、EFは、そのポートフォリオを3
業種に分割し、合理的に起こり得るPE倍数の変化をセクタ
ーごとに決定し、この変数を適用した各投資の影響を算出
する必要があります。
インフラストラクチャー：金利が、公正価値に影響を与える主
要な市場リスク変数であることに基づき、EFは、適切な金利
における過去の変化を考慮して、合理的な変化を決定し、
それをDCF計算に適用する必要があります。
業種

市場リスク
変数

被投資
企業数

合理的に
起こり得る
変動（％）

PE倍率

10

2

500

運輸

PE倍率

4

1,5

350

テクノロジー PE倍率

8

4

600

2

1

200

インフラ
合計

金利
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はい。非貨幣性AFS金融商品の公正価値が減損の閾値に
近似する場合、企業は、減損に関する会計方針を考慮して、
純損益と資本に与える影響を区別する必要があります。
非貨幣性AFS金融資産がすでに減損している場合、下落の
変化は純損益に影響するものとして、上昇の変化は資本に
影響するものとして表示する必要があります。
4.60

税引後
利益へ
の影響
(“000)

消費財

ある投資企業が、感応度分析の中で、純損益およ
び資本に与える市場リスクの合理的に起こり得る変
動の影響を開示することが要求されています。AFS
株式投資を有するプライベート・エクイティ・ファンド
は、資本に与える影響（合理的に起こり得る株価の
下落によって減損の閾値を下回る価格になった場
合）と、純損益に与える影響（合理的に起こり得る株
価の下落によって減損の閾値を上回る価格になっ
た場合）とを区別する減損に関する会計方針を考慮
する必要がありますか。

あるプライベート・エクイティ・ファンドが、ある企業の
上場有価証券を大量に保有しています。当該企業
の有価証券がプライベート・エクイティ・ファンドによ
りすべて売却される場合、その有価証券は、少数保
有の価格まで割引されて売却されることになります。
プライベート・エクイティ・ファンドは、割引の影響を
開示しなければなりませんか。

「大量保有要因」は、測定目的のためには計上されません。
そのため、市場リスクについての開示は要求されません。し
かし、変化した市場リスク変数などの公表価格のある有価証
券価格を開示する市場リスク感応度分析について、個別の
開示が求められる可能性があります。

1,650

この質問は、IFRS第7号第40項によって要求される市場リス
クの開示にのみを扱っていることに留意して下さい。ただし、
追加の開示がDCF計算に関して要求される可能性がありま
す。IFRS第7号第27項は、評価手法を用いる場合、用いられ
た仮定を開示しなければならないと要求しています。評価手
法を変更した場合、企業は、変更した旨および変更理由を
開示しなければなりません。レベル3の公正価値測定につい
て、インプットのうち1つまたはそれ以上を、合理的に考え得
る代替的な仮定に変更すると公正価値が大幅に変動する
場合には、企業はその旨を述べるとともにそれらの変更の影
響を開示しなければなりません。さらに、それらの変更の影
響の開示が求められます［IFRS第7号第27B項(e)］。

さらに、プライベート・エクイティ・ファンドは、リスク集中リスク
および/ または 流動性リスクの開示も考慮しています。
IFRS第7号第34項は、リスク集中に関する定量的データの
開示を要求しており［IFRS第7号IG18項］、さらに、IFRS第7
号第39項(c)は、金融負債の満期分析に内在する流動性リ
スクの管理方法を記載することを企業に要求しています。次
の、追加的開示が検討されます。


有価証券の性質



保有期間



純損益に与える影響
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5．金融資産の分類変更
金融資産が、もはや近い将来における売却の目的にて保有
されていない場合、企業は、デリバティブ取引以外の金融
資産を売買目的保有のカテゴリーから分類変更することを
選択できます。貸付金および債権以外の金融資産は、異常
であり、近い将来期間において再発しない可能性が非常に
低い単一の事象から生じる稀な状況に限り、売買目的で保
有のカテゴリーから分類変更することが認められています。
さらに、企業グループが、分類変更日時点において、予見
可能な将来、または満期まで、これらの金融資産を保有す
る意図および能力を有している場合、企業は、貸付金およ
び債権の定義を満たす金融資産を売買目的保有または売
却可能の区分から分類変更することを選択できます。
分類変更は、分類変更日現在における公正価値で行われ
ます。公正価値は、新しい取得原価または適用できる場合
は償却原価となり、分類変更日前に計上された公正価値の
利得または損失の事後的な戻入れは行われません。貸出
金および債権ならびに満期保有の区分に分類変更された
金融資産の実効金利は、分類変更日時に決定されます。キ
ャッシュ・フローの見積りの更なる増加については、実効金
利を将来に向かって調整します。
5.1

投資ファンドは、ユニット保有者に帰属する金額を、
純損益を通じて公正価値測定の区分から分類変更
することができますか。

いいえ。売買目的保有に分類されているデリバティブ以外
の金融資産のみが、純損益を通じて公正価値測定からの分
類変更を検討することができます。
5.2

投資ファンドは、当初認識時に純損益を通じて公正
価値測定に指定された金融資産について、分類変
更できますか。

5.4

投資ファンドは、当初認識時に、IAS第39号に基づ
いて売買目的保有に分類された関連会社に対する
投資を分類変更することができますか。

はい。企業は、稀な状況において、もはや売買目的保有で
はない（近い将来売却する）関連会社に対する投資を分類
変更することが認められています［IAS第39号第50B項］。こ
れらの投資はもはや適用除外に適格ではなく、そのためIAS
第28号の持分法会計が適用されることになります。分類変
更日の公正価値は、事後測定において、関連会社社に対
する投資のみなし取得原価となります。
ただし、企業が当初認識時に純損益を通じて公正価値測定
として当該投資を指定していた場合は、分類変更が認めら
れます。
5.5

IAS第1号第122項は、重要な会計上の判断の開示
を要求しています。企業は、IAS第39号の分類変更
の修正に基づき金融資産を分類変更する決定を、
重要な会計上の判断として取扱い、IAS第1号第122
項によって要求されている開示を提供しなければな
りませんか。

状況によって異なります。重要な判断を伴い、財務諸表へ
の影響が重要である場合、IAS第1号第122項によって要求
されている開示を行わなければなりません。この場合、重要
な判断の注記は、財務諸表の他の箇所に示されている関連
する情報への相互参照（例えば、IFRS第7号の分類変更の
開示の一部として等）を含む必要があります。財務諸表への
影響が重要でない場合、IAS第1号第122項の開示は要求さ
れませんが、IFRS第7号第12A項(a)-(f)によって要求される
分類変更の開示を行う必要があります。

いいえ。IAS第39号第50項(b)は、金融資産が当初認識時に
純損益を通じて公正価値測定区分に任意により指定されて
いる場合、企業は、当該区分から金融商品を分類変更する
ことを禁じています。
5.3

純損益を通じて公正価値に分類しているプライベー
ト・エクイティ・ファンドに対する投資に関与している
投資者は、投資者が組成直後に資本コミットメントか
ら生じた参加を売却するこれまでの実務により、修
正案に基づき分類変更を行うことができますか。

いいえ。IAS第39号の適用範囲に含まれるローン・コミットメントは、
デリバティブの定義を満たしており、そのため、IAS第39号第50
項(a)に従い、当修正に基づく分類変更を禁じられています。
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6．その他の開示要求
a)

担保

企業は、負債または偶発負債の担保として差し入れている
金融資産の帳簿価額（IAS第39号第37項(a)（IFRS第9号の
第3.2.23項(a)）およびその担保に関する契約条件に従って
分類変更された金額を含む）を開示しなければなりません
［IFRS第7号第14項］。
企業が、（金融または非金融資産の）担保を保有し、これら
の担保の所有者の債務不履行がなくても売却または再担保
差入が認められている場合には、企業は次の事項を開示し
なければなりません［IFRS第7号第15項］。
a.

保有している担保の公正価値

b.

このような担保のうち売却または再担保差入を行っ
た担保の公正価値、および企業はそれを返還する
義務があるかどうか

c.

これらの担保の使用に関する契約条件

6.1

ファンドは、証券貸借を担保にしている金融資産を
開示しなければなりませんか。

要求されている開示の範囲は、担保に関する契約条件によ
って異なります。ファンドは、担保設定されているすべての
資産について担保の帳簿価額および担保に関する契約条
件を開示することが要求されています［IFRS第7号第14項］。
ただし、譲受人が、受領した担保を売却または再担保差入
できる権利を有している場合には、当該ファンドは、担保が
差し入れられた金融資産を他の資産とは区分して、財政状
態計算書上で開示することが要求されています［IAS第39号
第37項(a)；IFRS第9号第3.2.23項(a)］。
6.2

IFRS第7号第14項は、企業が負債の担保として差し入
れている金融資産の帳簿価額および担保に関する契
約条件の開示を要求しています。これは、空売りの担
保として差し入れられた資産を含んでいますか。

はい。空売りは、IFRS第7号第14項を遵守する目的では、負
債とみなされます。
6.3

IFRS第7号は、期日経過や減損していない金融商
品の担保として保有している物件の公正価値の定
性的開示を要求していますか。

状況によって異なります。企業が、担保を保有し、当該担保
の所有者の債務不履行がなくても売却または再担保差入が
認められている場合には、定性的開示［IFRS第7号第15項

(c)］に加えて、担保の公正価値が開示されます［IFRS第7号
第15項(a)および(b)］。担保が、売却または再担保差入が認
められていない場合、定性的開示、ならびに、信用リスクに
対する最大エクスポージャーを最もよく表す金額に関しての
財務的影響（例えば、担保およびその他の信用補完が信用
リスクを軽減している程度の数値化）の記述を開示します
［IFRS第7号第36項(b)］。

b)

金融資産と金融負債の相殺

企業は、ネッティングの取決めが企業の財政状態に与える
影響または潜在的影響を財務諸表の利用者が評価できるよ
うにする情報を提供しなければなりません。これは、IAS第32
号第42項に従って相殺されるすべての認識した金融商品に
ついて、ならびに、強制可能なマスターネッティング契約もし
くは類似の契約の対象になっている認識した金融商品につ
いての（IAS第32号第42項に従って相殺されているかどうか
に関係なく）、企業の認識した金融資産および認識した金融
負債に関する相殺の権利の影響または潜在的影響を含み
ます［IFRS第7号第13A項］。詳細な開示要件は、IFRS第7号
の第13B項から第13E項に記載されています。
6.4

どのような種類の金融商品がこれらの開示の適用範
囲に含まれることがありますか。



IAS第32号第42項に従って相殺される金融商品



IAS第32号第42項に従って相殺の要件を満たしてお
らず、強制可能なマスターネッティング契約の対象と
なっている金融商品



IAS第32号第42項に従って相殺の要件を満たしてお
らず、類似する金融商品および取引を適用範囲に
含む類似の契約の対象となっている金融商品。これ
らは以下を含む可能性がある。

類似の契約

類似の金融商品および取引

 デリバティブ清算契約

 デリバティブ

 グローバル・マスター買戻

 買戻し条件付売却契約

契約
 グローバル・マスター証券
貸付契約

 リバース・レポ契約
 証券借入および証券貸付
契約

 金融担保に対する関連す
る権利すべて
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6.5

ABCファンドは、次の金融商品を保有しています。


相手先A － ABCファンドは、相手先Aとのデリバティブ資産（公正価値100百万ユーロ）およびデリバティブ負債（公
正価値80百万ユーロ）を有しており、これらはIAS第32号の第42項の相殺要件を満たしています。正味のデリバティブ
資産の一部分（10百万ユーロ）について相手先Aから現金担保を受取っています。この現金担保はIAS第32号の第
42項の相殺要件を満たしていませんが、債務不履行および倒産または破産の場合には、関連する担保契約に従い、
デリバティブ資産とデリバティブ負債の純額と相殺することができます。



相手先B － ABCファンドは、相手先Bとのデリバティブ資産（公正価値100百万ユーロ）およびデリバティブ負債（公
正価値80百万ユーロ）を有しており、これらはIAS第32号の第42項の相殺要件を満たしていませんが、ABCファンドは
債務不履行および倒産または破産の場合にこれらを相殺する権利を有しています。相手先Bから、デリバティブ資産
とデリバティブ負債の純額（20百万ユーロ）に対して現金担保も受け取っています。この現金担保は、IAS第32号の第
42項の相殺要件を満たしていませんが、債務不履行および倒産または破産の場合には、関連する担保契約に従い、
デリバティブ資産およびデリバティブ負債の純額と相殺することができます。



相手先C － ABCファンドは相手先Cと買戻し条件付売却契約を締結しており、担保付借入金として会計処理してい
ます。担保として使用されABCファンドが当該取引について計上している金融資産の帳簿価額は79百万ユーロであ
り、その公正価値は85百万ユーロです。担保付借入金（レポ債務）の帳簿価額は80百万ユーロです。また、ABCファ
ンドは、相手先Cとリバース・レポ取引も行っており、担保付貸付金として会計処理しています。担保として受け取った
（ABCファンドの財政状態計算書で認識していない）金融資産の公正価値は105百万ユーロです。担保貸付金（リバ
ース・レポ債権）の帳簿価額は90百万ユーロです。この取引は国際買戻し標準契約書に従っており、相殺の権利は
債務不履行および倒産または破産の場合であるため、IAS第32号の第42項の相殺要件を満たしていません。



IFRS 第 7 号第 13C 項の(a)－(e)によって要求されている開示は、ABC ファンドの財務諸表にどのように表示されますか。

相殺、強制可能なマスターネッティング契約、および類似の契約の対象となる金融資産 （IFRS第7号第13C項(a)-(e)により要求さ
れている金融商品の種類別の開示）
単位：百万ユーロ － 2013年12月31日現在
(a)

(b)

(c)=(a)-(b)

(d)

(e)=(c)-(d)

財政状態計算書で相殺さ
れない関連する金額
認識済み金融資
産の総額

財政状態計算書
で相殺された認
識済み金融負債
の総額

財政状態計算書
に表示されている
記入資産の純額

(d)(i), (d)(ii)
金融商品

(d)(ii) 受け
取った現金
担保

純額

デリバティブ

200

(80)

120

(80)

(30)

10

リバース・レポ、
証券借入および
類似する契約

90

-

90

(90)

-

-

合計

290

(80)

210

(170)

(30)

10
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相殺、強制可能なマスターネッティング契約、および類似の契約の対象となる金融負債（IFRS第7号第13C項(a)-(e)により要求され
ている金融商品の種類別の開示）
単位：百万ユーロ － 2013年12月31日現在
(a)

(b)

(c)=(a)-(b)

(d)

(e)=(c)-(d)

財政状態計算書で相殺さ
れない関連する金額
認識済み金融
負債の総額

財政状態計算書
で相殺された認
識済み金融資産
の総額

財政状態計算書
に表示された
金融負債の純額

(d)(i), (d)(ii)
金融商品

(d)(ii) 差し
入れられた
現金担保

純額

デリバティブ

160

(80)

80

(80)

-

-

リバース・レポ、
証券借入および
類似する契約

80

-

80

(80)

-

-

合計

240

(80)

160

(160)

相殺、強制可能なマスターネッティング契約、および類似の契約の対象となる金融資産（IFRS第7号第13C項(c)-(e)により要求され
ている相手先別の開示）
単位：百万ユーロ － 2013年12月31日現在
(c)=(a)-(b)

(d)

(e)=(c)-(d)

財政状態計算書で相殺されない関連する金額
財政状態計算書に表示
される金融資産の純額

(d)(i), (d)(ii) 金融商品

(d)(ii) 差し入れられた
現金担保

純額

相手先A

20

-

(10)

10

相手先B

100

(80)

(20)

-

相手先C

90

(90)

合計

210

(170)

(30)

10

相殺、強制可能なマスターネッティング契約、および類似の契約の対象となる金融負債 （IFRS第7号第13C項(c)-(e)により要求さ
れている相手先別の開示）
単位：百万ユーロ － 2013年12月31日現在
(c)=(a)-(b)

(d)

(e)=(c)-(d)

財政状態計算書で相殺されない関連する金額
財政状態計算書に表示
される金融資産の純額

(d)(i), (d)(ii) 金融商品

(d)(ii) 差し入れられた
現金担保

純額

相手先A

-

-

-

-

相手先B

80

(80)

-

-

相手先C

80

(80)

合計

160

(160)
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6.6

相手先は契約により報告企業の債務不履行の場合
に相殺する権利を有しているものの、報告企業はい
かなる状況においても相殺する権利を有していない
契約の当事者である場合、この契約は開示要求の
適用範囲に含まれますか。

いいえ。当基準は報告企業の視点から策定されたものであ
り、企業の認識している金融資産と認識している金融負債に
関する相殺の権利を含むネッティングの取決めが企業の財
政状態に与える影響または潜在的影響を、企業の財務諸
表の利用者が評価できるようにする開示を要求しています
［IFRS第7号IN9項］。さらに、「結論の根拠」のBC24V項では、
当基準の目的は、財務諸表の作成者が信用エクスポージャ
ーを管理しているのと同じ方法で開示を表示できるようにす
ることであったとしています。上記のシナリオにおいて、報告
企業は常に、相手先と総額決済を行うよう義務付けられてお
り、報告企業の債務不履行の場合に相手先が純額決済を
選択する能力を有している事実は、報告企業が晒されてい
る信用リスクに影響しません。
6.7

c)

金融資産および金融負債の譲渡

IFRS第7号の第42B項から42H項は、報告日時点で存在して
いる、認識の中止をしていないすべての譲渡金融資産、お
よび譲渡資産に対するすべての継続的関与について要求
される開示の概要を示しています。譲渡取引が過去の年度
に発生しているか否かにかかわらず、この開示を行わなけ
ればなりません［IFRS第7号第42A項］。
企業は、全体が認識の中止となるわけではない譲渡金融資
産とそれに関連する負債との関係の理解、ならびに認識の
中止をした金融資産に対する企業の継続的関与の内容お
よび関連するリスクの評価を財務諸表の利用者が可能とな
る情報を開示しなければなりません［IFRS第7号第42B項］。

ファンドA（「ファンド」）は、ブローカーX（「ブローカ
ー」）と契約を締結しており、その契約の下でファンド
は証券取引口座を通じて証券の取引を行い、ブロ
ーカーXと預金および借越残高も維持します。未決
済取引は、ファンドの財政状態計算書に認識される
残高の中へまたは残高から支払われることになりま
す。契約条件に従って、ブローカーは、証券取引口
座で保有しているファンドのすべての資産に一般担
保権（general lien）を有します。すべての受取残高
および支払残高は総額で決済することが要求されて
おり、両当事者は債務不履行の場合にのみ相殺す
ることができます。ファンドは、当契約に準拠して、ブ
ローカーXとの間にデリバティブ清算、買戻し、また
は証券貸付/借入契約を締結していません。このブ
ローカー契約は、マスターネッティング契約または
IFRS第7号の第13A項に基づく契約であるとみなさ
れ、したがってIFRS第7号の修正の相殺開示の対象
となりますか。

はい。FASB（US GAAP）は、適用範囲を明確化し、営業債
務および営業債権を除外する同等の基準に、適用範囲の
修正を公表していますが、IASBは公表していません。このよ
うな明確化がないため、IFRSに基づく適用範囲は、2011年
12月に公表されたIFRS第7号に対する修正の中で定義され
た内容のままです。そのため、ほぼ間違いなくUS GAAPより
も適用範囲が広くなっており、報告企業が相殺権を有する
場合、営業債務および営業債権は適用範囲に含まれる可
能性が高くなります。
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d)

その他の定量的開示

企業は、財務諸表上または注記のいずれかにおいて、収益、
費用、利得、または損失項目に関する定量的情報を開示し
なければなりません。
6.8

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の金
利収益、金利費用および配当収益は、IFRS第7号第
20項(a)に従って、当該金融商品に係る正味利得ま
たは正味損失の一部として計上するか、または、金
利収益、金利費用、もしくは配当収益として区分し
て開示しなければなりませんか。

IFRS第7号付録B5項(e)は、これらの2つの会計処理の間で
会計方針の選択を認めています。この選択した方針は一貫
して適用および開示しなければなりません。
IFRS第7号は、金利収益および金利費用についてひとつの
会計処理、配当収益について別の会計処理を行うことを禁
止していないため、そのような会計処理を採用することは可
能です。ただし、金利収益の報告は金利費用の報告と整合
的でなければなりません。
企業が、FVTPLで金融商品に係る金利収益および金利費
用を、金利収益および金利費用の中で認識する場合、IAS
第18号第30項(a)およびIAS第39号第9項に従い、実効金利
法を用いなければなりません。
ただし、金利収益、金利費用、および配当の独立した開示
が、他の基準によって要求されています。
IAS第18号第35項(b)(iii)は、企業に、重要な場合の利息の
金額を開示することを要求しています。同様の要求は配当
収益にも適用されます［IAS第18号第35項(b)(v)］。このように、
配当収益が純損益を通じて公正価値で測定される金融商
品に係る正味利得または正味損失の一部として認識される
場合、純損益を通じて公正価値で測定される金融資産の配
当収益の金額は、当期間中に認識された配当収益の開示
の一部として注記において開示しなければなりません。

6.9

IFRS第7号第20項は、損益計算書上または注記に
おいて、収益、費用、利得または損失の多くの項目
を独立して開示することを要求しています。これらの
項目は以下を含みます。


金融資産および金融負債の区分ごとの正味
利得/損失



純損益を通じて公正価値で測定しない金融資
産の金利収益合計および金利費用合計



償却原価まで測定された金融資産、または純
損益を通じて公正価値で測定されない、信託
およびその他の受託活動による金融負債から
発生した手数料収益および費用



減損資産の金利収益



各クラスの金融資産の減損損失額

IFRS第7号第20項は外国為替差額について言及さ
れていません。外国為替差額は、正味利得または
正味損失の開示に含めなければなりませんか。
状況によって異なります。IFRS第7号はこの論点について何
も記載しておらず、そのため、経営者は、開示は「経営者の
目を通して」表示しなければならないとする当基準の基礎と
なる原則に目を向けなければなりません。金融商品の外国
為替差額は、経営者に提供された情報に基づいて同様に
外部向けに開示する必要があります。
さらに、IAS第21号第52項(a)の開示要求（純損益に認識した
為替差額の額の開示）を満たす必要があります。

詳細な開示が、IFRS第7号第20項の(b)および(d)によって要
求されています。
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6.10

投資マネージャーXは、ファンドおよび個人のマネ
ージャーとして活動しています。投資マネージャーX
は、10百万ユーロの管理手数料を受領しています。
Xが管理している資産は15億ユーロです。

6.11

主に信託活動に従事している投資マネージャーは、
その事実を開示し、それらの活動の範囲の指標を
示すことを要求されますか。
IFRS第7号は、稼得した手数料または負担した費用の開示
以外、信託およびその他の受託業務について個別の開示
を要求していません［IFRS第7号第20項(c)(ii)］。それにもか
かわらず、企業は、企業の事業内容および主要な活動に関
する記述を開示することが要求されています［IAS第1号第
138項(b)］。最低限、投資マネージャーXは、受託活動を行
っている事実を開示しなければなりません。
管理下にある資産の開示を求める要求事項はIFRS第7号に
はありませんが、そのような開示は受託活動の範囲を提示
することになるため、財務諸表の読者にとって助けとなります。
しかし、管理されている資産の開示は、一部の国・地域によ
って要求される場合があります。
それに加えて、IFRS第12号は、連結および非連結の組成さ
れた企業への関与について追加的な開示を要求していま
す。投資ファンドがIFRS第12号付録Aの組成された企業の
定義を満たす場合、例えば、投資マネージャーによって管
理されている投資ファンドの規模および活動を開示します
［例えば：IFRS第12号第26項］。

投資マネージャーAは、一般投資家および機関投
資家に売却された投資ファンドを管理しています。
ファンドを販売するために、投資マネージャーAは独
立した投資顧問を雇い、関連する純資産価値の
X％のトレイル・コミッション（”trail commission”、資
産運用額に応じて継続的に支払われる資産運用報
酬）を支払います。
投資マネージャーAは、支払われたトレイル・コミッシ
ョンを受託活動の手数料費用として開示しなければ
なりませんか。

はい。投資マネージャーは、ファンドを管理している間、受
託者として活動しており、支払われた手数料は投資契約が
確実になった時点で支払われます。そのため、支払われた
手数料は、受託活動からの負担費用として開示しなければ
なりません。
6.12

投資管理会社Aは、一般投資家および機関投資家
に販売された投資を管理しています。ファンドを管
理する上で、Aは数名のファンド・マネージャーを雇
用しています。各ファンド・マネージャーは固定額の
支払と、その支払いに加えて、ファンドの運用成績
が所定のベンチマークを上回る場合には投資管理
会社が受け取る資産運用報酬の10％のボーナスを
受け取ります。
投資管理会社Aは、ファンド・マネージャーの報酬を
受託活動からの手数料費用として開示しなければな
りませんか。

いいえ。投資マネージャーの従業員に対する支払は、受託
活動の負担費用となりません。

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon
the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to
the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers LLP, its
members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or
refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.
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