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はじめに
現在、多くの企業が、金融商品に関する新たな会計基準である国際財務報告基準（IFRS）第9号を検討して
います。IFRS第9号は、分類および測定、金融資産の減損、ならびに一般ヘッジ会計に関連するすべての側面
に対処しています。本書は、多くのよくある質問（FAQ）を提示しており、IFRS第9号のなかで「一般ヘッジ会計」
だけに焦点を当てています。
IFRS第9号は、ヘッジ会計をリスク管理活動により密接に整合させ、ヘッジ会計に対するより原則主義のアプ
ローチを確立し、国際会計基準（IAS）第39号におけるヘッジ会計モデルの不整合および欠点に対処してい
ます。
本書に掲載されるよくある質問（FAQ）がすべてを網羅しているわけではありません。また、ヘッジ会計を達成
するためのすべての方法を例示するものでも、実務で提起される可能性のあるすべての質問に答えるものでも
ありません。しかし、次頁以降ではさまざまな状況におけるヘッジ会計に関する多くの質問を取り上げています。
それぞれの状況は、それ固有の事実に基づいて検討する必要があります。読者の皆様におかれましては、
各国PwCのコーポレート・トレジャリ―・ソリューションズの担当者と、貴社に固有の事実および状況について
議論されることをお勧めします。
また、PwCの会計マニュアル（MoA）におけるIFRS第9号のヘッジの章と併せて本書をお読みになることを
お勧めします。
質問および回答は、個別のトピックごとにまとめています。質問が複数の論点にまたがっている場合、主要な論点の
下に分類されています。すべての質問と回答の牽引を次の頁に示します。
本書が皆様の財務報告上の問題解決のお役に立つことを願っています。

Sebastian di Paola
グローバル・リーダー：PwCグローバル・コーポレート・トレジャリ―・ソリューションズ

Vincent Le Bellac
コーポレート・トレジャリ―・ソリューションズ、PwCフランス

注意
ヘッジ会計は、IFRS第9号の要件のすべてが満たされた場合にのみ適用できます。それぞれの質問と
回答は、ヘッジ会計のひとつの側面にのみ焦点を当てているかもしれませんが、他の要求事項が重要
でないということではありません。
本書に提示されているソリューション（質問に対する回答）は、本書に記載の事実および状況に基づいた
ものです。そのため、異なる状況に対して類推によりそのソリューションを適用すべきでないことに留意
する必要があります。
本書は質問に係る税金の影響を扱っていません。そのため企業は、ヘッジが当期税金および繰延税金
に与える影響について、IFRS第9号への移行時、そして継続的に個別に検討する必要があります。
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1. リスク管理および文書化

In depth

1

1.1 リスク管理戦略
質問
ヘッジ会計を適用するためにはリスク管理戦略が必要ですか。

回答
はい。ヘッジ会計の目的は、純損益（または、その他の包括利
益を通じた公正価値測定に分類される資本性金融商品に対す
る投資の場合には、その他の包括利益）に影響を与える可能性
のある特定のリスクから生じるエクスポージャーを管理するため
に、金融商品を用いた企業のリスク管理活動の影響を、財務諸
表にて表現することです。
IFRS 第 9 号 6.4.1 項(b)は、適格要件の中でもとくに、ヘッジの実
行に関する企業のリスク管理戦略およびリスク管理目的の公式
な指定と文書化がなければならないことを明確にしています。さ
らに、こうした戦略は IAS 第 24 号に定義された企業の経営幹部
によって承認されたものでなければなりません。
リスク管理戦略は、企業がリスクをどのように管理するかを決定
する最高レベルで設定されます。リスク管理戦略は、通常、企業
が晒されているリスクを特定し、企業がそれにどのように対応す
るかを示します。文書化されたリスク管理戦略の一部になり得る
代表的な項目には、以下が含まれます。
•

リスク管理活動のガバナンス

•

ヘッジされるリスクの説明

•

リスク選好および/またはリスクをヘッジ可能な範囲

•

リスクが管理される期間

•

リスク・エクスポージャーをヘッジするために利用可能な適
格金融商品のリスト

•

リスク制限

IFRS 第 9 号に従ったヘッジ会計の適用にはリスク管理戦略が
必要ですが、その逆は真ではないことに留意する必要がありま
す。ヘッジ会計は経営者の意思決定であり、要求事項ではあり
ません。

1.2 リスク管理戦略とリスク管理目的
質問

晒されているリスクを特定し、企業がそれにどのように対応する
かを示しています。リスク管理戦略は、通常、リスク管理目的より
も長期にわたって機能し、その戦略が機能しているあいだに発
生する状況の変化（例：ヘッジの規模の変更となる金利または
コモディティ価格レベルの変化）に対応する若干の柔軟性を含
んでいることがあります。リスク管理戦略には、さまざまな種類の
リスク・エクスポージャーを管理するために使用される可能性の
ある多くの受け入れられているアプローチも記載されていること
があります。これは通常、より具体的なガイドラインを含んだ方針
を通じて企業内に伝えられる一般的な文書において示されてい
ます。
これに対し、ヘッジ関係についてのリスク管理目的は、特定のヘ
ッジ関係のレベルで適用されます。リスク管理目的は、指定され
ている特定のヘッジ手段がヘッジ対象として指定されている特
定のエクスポージャーをヘッジするためにどのように利用されて
いるかに関連したものです。
リスク管理戦略は、複数のリスク管理目的を通じて実行される可
能性が高いといえます。

1.3 リスク管理目的に対する変更
質問
リスク管理戦略が変更されなくてもリスク管理目的を変更できま
すか。

設例
X 社のリスク管理戦略は、負債の金利を 60％から 90％の割合で
固定化することです。ヘッジのレベルは市況によって異なります
が、現在、企業が文書化しているリスク管理目的は、総負債の
80％の金利を固定化することです。
市況の変化により、X 社はリスク管理目的を修正して、固定金利
の割合を負債全体の 80％から 70％へ減らすことを決定しました。
この場合、リスク管理戦略が変わらない一方で、リスク管理目的
が変更されています。

回答
はい。特定の状況において、リスク管理戦略が変更されなくても
リスク管理目的を変更することができます。IFRS 第 9 号は、ヘッ
ジ関係がリスク管理目的をもはや満たさない場合には、ヘッジ会
計の中止を要求しています。

リスク管理目的とリスク管理戦略との違いは何ですか。

回答
IFRS 第 9 号 6.4.1 項(b)は、ヘッジの実行に関する企業のリスク
管理戦略およびリスク管理目的の文書化を要求しています。
企業のリスク管理戦略はリスク管理目的と区別されています。リ
スク管理戦略は、企業がリスクをどのように管理するかを決定す
る最高レベルで設定されます。リスク管理戦略は、通常、企業が

リスク管理目的の変更の結果として、X 社はヘッジ会計を中止
することを求められます。ヘッジ会計の中止は、リスク管理目的
が変更された範囲（すなわち、10％）に適用されます。
当初のヘッジ手段の指定中止部分が保持されている場合、他
のヘッジ関係において指定するか、純損益を通じて公正価値で
測定することができます。

In depth

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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1.4 ヘッジ関係の指定中止

1.5 ヘッジの文書化

質問

質問

ヘッジ関係の指定中止は可能ですか。

ヘッジ関係はどのように文書化しなければなりませんか。

設例

回答

X 社のリスク管理戦略は、非常に可能性の高い外貨建ての予定
売上に関する為替エクスポージャーの 40％から 80％をヘッジす
ることです。ヘッジのレベルは、市況によって異なりますが、企
業が現在指定しているリスク管理目的では、為替エクスポージャ
ーの 70％となっています。

文書化は、ヘッジ関係の開始時に行い、以下を含んでいなけれ
ばなりません。

市況の変化により、X 社はリスク管理目的を変更することを決定
し、そのため、ヘッジ・レベルを、外貨建て予定売上の 70％から
50％に減少させました（予定売上には変更ありません）。ヘッジ
手段は、為替予約です。
企業のリスク管理目的に対する変更に従って、X 社の経営者は、
当初のヘッジ取引と同じ相手方と新たな為替予約を締結し、当
初のヘッジ手段を部分的に相殺しました。2 つの為替予約の組
み合わせが新たなポジション（すなわち、外貨建て予定売上の
70％ではなく 50％のヘッジ）となります。

•

リスク管理戦略

•

リスク管理目的

•

ヘッジされるリスクの性質の識別

•

ヘッジ対象の識別

•

ヘッジ手段の識別

•

ヘッジ比率の決定方法

•

予想されるヘッジ非有効部分の発生原因の分析

•

ヘッジ有効性の要求事項がどのように満たされるか。これ
らは以下を含む。
- 経済的関係
- 信用リスクが経済的関係に著しく優越するか否かの評価

回答
特定の要件が満たされる場合、および満たされる場合にのみ、
指定の中止が認められます。
IFRS 第 9 号では、企業は、次のヘッジ関係について、指定を取
り消すことにより中止することはできません。
•

ヘッジ会計が適用された根拠となったリスク管理目的に依
然として合致している。

•

ヘッジ会計の他の適格要件のすべてを引き続き満たして
いる（該当がある場合には、ヘッジ関係のバランス再調整
を考慮後）

- ヘッジ比率がリスク管理目的で使用されているものと同
じか否かの評価
ヘッジ比率の再調整が行われた場合、予想されるヘッジ非有効
部分の発生原因の変更時、およびヘッジの有効性の評価方法
の変更について、文書化をアップデートする必要があります。

ただし、リスク管理目的が変更された場合、企業は、ヘッジ会計
を中止することが要求されます。ヘッジ会計の中止は、リスク管
理目的が変更された範囲まで適用されます。
この状況において、リスク管理目的の変更（ヘッジの 70％から
50％への減少）の結果、X 社の経営者は、リスク管理戦略が変
更されていなくても、外貨建て予定売上の 20％のヘッジ会計を
中止しなければなりません。
その他の包括利益に認識されている先物契約の公正価値の変
動累計額の有効部分（指定中止日まで）は、外貨建て予定売上
の発生まで、またはそれらがもはや発生しないと見込まれるまで、
その他の包括利益にとどまります。

In depth

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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2. ヘッジの有効性

In depth

4

2.1 ヘッジ比率

2.2 バランス再調整

質問

質問

ヘッジ比率はどのように決定されますか。

ヘッジ関係はいつバランス再調整を行わなければなりませんか。

回答

設例

IFRS 第 9 号は、ヘッジ比率（すなわち、ヘッジ対象の量に対す
るヘッジ手段の量）を、リスク管理目的で使用している比率に合
致させることを要求しています。ヘッジ会計の目的と不整合とな
るような意図的な不均衡は認められません。

X 社は、産業用ガスを生産しています。生産プロセスには、1 単
位の産業用ガス生産に 2 単位の電力が必要となります。特定の
期間にわたる非常に可能性の高い 1,000 単位の産業用ガスの
予定売上を考慮して、X 社は非常に可能性の高い 2,000 単位の
電力の購入を予想し、これをヘッジするために 2,000 単位の電
力を先物契約で購入します。X 社は電力先物と予定購入をキャ
ッシュ・フロー・ヘッジに指定します。

適切なヘッジ比率は、会計上の決定ではなく、主にリスク管理
上の決定です。適切なヘッジ比率を決定する際に、経営者は、
とくに次の要素を考慮する必要があります。
•

ヘッジ手段の利用可能性およびそれらヘッジ手段の基礎
数値の性質（および、その結果として、ヘッジ対象とヘッジ
手段の間の価値の変動差異リスク）

•

ヘッジの非有効性の予想される発生原因に関連する許容
水準（これがリスク管理目的のためにヘッジ関係を調整す
る時期を決定する）

•

ヘッジのコスト（既存のヘッジ関係の調整コストを含む）

ヘッジ比率の決定は、特定の事実および状況によって異なりま
す。例えば、統計的方法または物理的な要素（所定の製品量を
生産するために必要な原材料の量など）のいずれかに基づいた
り、契約上指定された公式の場合には、その公式によって決定
される数量に基づくことになります。
IFRS 第 9 号は、ヘッジ会計の目的上、企業は、ヘッジの非有
効性を生じさせるヘッジ対象とヘッジ手段のウェイト付けの不
均衡を反映させる方法でヘッジ関係を指定すべきでないことを
要求しています。その結果、ヘッジ関係の指定の目的上、企業
は、そのような不均衡を回避するために（必要な場合）、実際に
用いているヘッジ対象とヘッジ手段の量から生じるヘッジ比率
を調整しなければなりません。したがって、そのような不均衡を
回避するために、リスク管理戦略、ヘッジ対象とヘッジ手段の
経済的関係、および上記に記載の要因の慎重な評価を行う必
要があります。

ヘッジが未決済の期間中、X 社は生産プロセスを修正して産業
用ガス製造の効率を改善させたことにより、産業用ガス 1 単位を
製造するために、現在 1.75 単位のみの電力が必要となります。

回答
バランス再調整とは、ヘッジ有効性の評価の要求事項に従った
ヘッジ比率を維持する目的で、すでに存在しているヘッジ関係
のヘッジ対象またはヘッジ手段の指定された量を調整すること
を指します。バランス再調整は、ヘッジ関係のリスク管理目的が
変更された場合には適用されません。すなわち、企業が、当初
行っていたよりも多く、または少なくヘッジすることを決定した場
合には適用されません。
バランス再調整は、ヘッジ会計の継続として会計処理されます。
しかし、ヘッジの非有効部分はヘッジ関係の調整前に決定され、
損益計算書に即時に認識されます。さらに企業は、非有効部分
の発生原因の分析および文書化をアップデートしなければなり
ません。
そのため X 社は、2：1 から 1.75：1 になっている新しいヘッジ比
率に合致させるために、ヘッジ手段を調整します。この調整は
バランス再調整として会計処理されます（すなわち、ヘッジ関係
の中止はありません）。しかし、損益計算書には、バランス再調
整時に存在する非有効部分が反映されます。言い換えると、電
力の超過分である 250 単位のヘッジの利得または損失が即時
に損益計算書に認識されます。

In depth

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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2.3 経済的関係

いかなる場合においても、特にヘッジ手段の基礎数値がヘッジ
されているリスクと同じでない場合に、ヘッジの文書化では経済
的関係を識別し、説明する必要があります。

質問
経済的関係を証明するのに定量的テストで十分ですか。

回答

2.4 経済的関係および信用リスクの影響
質問

いいえ。経済的関係は、ヘッジ手段とヘッジ対象が、同一のリス
ク（すなわち、ヘッジされるリスク）であるため、通常は反対方向
に動く価値を有している場合に存在します。IFRS 第 9 号は、単
に 2 つの変数の間に統計上の相関が存在するというだけでは、
経済的関係が存在するという有効な結論を支持することにはな
らないと明示しています。その結果、企業は常に、ヘッジ対象と
ヘッジ手段の間の経済的関係の性質の定性的分析を実施しな
ければなりません。
特定の状況の場合には定性的評価のみが要求されることがあり
ます。例えば、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が密接に
整合しており、基礎となる経済的関係の相殺の性質が容易に明
白である場合、企業は、定性的評価に基づきヘッジ会計を適用
する適切性があると結論付けることができます。外貨建ての予定
売上に関連する為替エクスポージャーが同一通貨の先渡契約
で、外貨建て予定売上と同額およびほぼ同日の満期でヘッジさ
れている例が、これに該当します。
経済的関係の強さが明白でない場合、企業は、経済的関係が
存在することを立証するために、ヘッジ手段およびヘッジ対象
のそれぞれの期間にわたる可能性のある行動に係る定量的分
析を評価に含めなければならないことがあります。例えば、他の
通貨にペッグされている外国通貨へのエクスポージャーがある
場合、ペッグされた他の通貨建てであることを除き外貨建ての
予定取引に完全に合致する先物契約が用いられる場合があり
ます。なぜならば、その通貨建てのほうが流動性があるからです。
このような状況において、ヘッジの文書化には、2 つの通貨がペ
ッグされている方法およびその結果として経済的関係があること
を説明する定量的評価が含まれなければなりません。2 つの通
貨をペッグする為替管理の厳格さの程度によっては、経済的関
係の存在をさらに裏付けるために、2 つの通貨のこれまでの為
替レートの定量的分析でヘッジの文書化を補足する必要がある
かもしれません。
もうひとつの例は、ヘッジ対象とヘッジ手段の間に共通の基礎数
値が存在するが、ベーシスの差異も存在する場合（すなわち、ロ
ケーションの違い、またはコモディティ価格に関連する品質の違
い等）です。共通の基礎数値の価格の変動がベーシスの差異の
変動によって相殺される場合があるため、ヘッジ対象とヘッジ手
段のあいだの経済関係の存在を裏付けるために過去の価格総
額の変動についての定量的分析が必要となることがあります。
ヘッジ手段の行動がヘッジ対象の行動と合致していることを立
証するため、複数のシナリオを分析しなければならない場合が
あります。

信用リスクが経済的関係に著しく優越しているか否かを評価す
る際に、どの要因を検討すべきですか。

設例
ある企業が無担保デリバティブを利用してコモディティ価格リス
クのエクスポージャーをヘッジしています。デリバティブ契約の
相手方は、コモディティ価格のリスクが著しく変動していないとき
に、信用状態の悪化を経験します。

回答
ヘッジの有効性の要求事項のひとつは、信用リスクの影響が、
経済的関係から生じる価値の変動に著しく優越するものではな
いことです。IFRS 第 9 号は、「著しく優越」の定義を示していませ
んが、（例えば、貸方または借方の評価調整を通じて測定される）
信用リスクの影響はヘッジ対象とヘッジ手段の双方について考
慮しなければならないのは明らかです。
ヘッジ手段の公正価値において、信用リスクの変動の影響がコ
モディティ価格の変動の影響に著しく優越する場合、信用リスク
が経済的関係を著しく優越するとみなすことが可能です。
ただし、所定の期間における公正価値の変動が比較的小さい
ために信用リスクが著しく優越していると考えられる場合、これは
必ずしも信用リスクがヘッジ関係全体を著しく優越していることを
意味しません。
有効性テストの一部として、過去の信用の変動がヘッジ関係を
著しく優越していたか否か、また将来の信用の変動がヘッジ関
係を著しく優越する可能性が高いか否かについて、企業は、各
報告日時点で評価する必要があります。この評価を行うのは、
ヘッジ関係の残りの期間についてであり、報告日の直前の期間
のみではありません。また、この評価には、ヘッジの文書化の一
部であるという点において企業のリスク管理方針を考慮する必
要があります。例えば、企業のリスク管理方針は、契約相手方の
信用格付けが引き下げられた、および/または、その財政状態
が著しく悪化した場合に契約相手の入替えを要求することによ
って信用リスクの重要性を軽減することである場合があります。こ
のような相手方の入替えがヘッジの文書化に含まれる場合（ま
たは、企業がデリバティブの契約更改の要件に従う場合）、ヘッ
ジ関係の消滅にはなりません。
信用の悪化が深刻ではなく、ヘッジ手段の価値の変動が引き続
きコモディティ価格の変動に大きく依存している場合、ヘッジ会
計の関係は継続しますが、非有効部分を財務諸表に計上しな
ければなりません。
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2.5 仮想デリバティブおよびバランス再調整
質問
仮想デリバティブの条件は、バランス再調整後、ゼロの公正価
値に再設定しなければなりませんか。

回答
いいえ。バランス再調整は、ヘッジ関係の継続とみなされるため、
ヘッジ関係の中止や再指定とは異なります。バランス再調整は、
ヘッジ手段またはヘッジ対象のいずれかの量に関係するもので
あり、それらの特徴には関係しません。このため、有効性テストを
実施するために作られた仮想デリバティブは、公正価値をゼロと
するために再設定されません。しかしながら、ヘッジされる量の
変動（すなわち、ヘッジ比率の変更による変動）については調整
する必要があります。

解除し再指定することを認めていないことは明らかです。ただ、
ヘッジ比率の変更は、IFRS 第 9 号に定義される「バランス再調
整」に該当するとみなすことができます。バランス再調整によっ
て、そうでなければヘッジ手段が調整される際に要求されてい
た指定解除と再指定を回避でき、よって既存のヘッジ関係の継
続とみなすことができます。
ヘッジの文書化は、同時発生的に調整する必要があり、バラン
ス再調整を行うごとに非有効部分を認識します。

2.6 デルタニュートラルヘッジ戦略
質問
デルタニュートラルヘッジ戦略は、IFRS 第 9 号の「一般ヘッジ会
計」モデルではどのように会計処理されますか。

設例
デルタニュートラルヘッジ戦略を有する企業は、以下の間での
マッチングを確実にするために、ヘッジ手段を調整します。
•

基礎となるヘッジリスクの変動に伴って価値が変動するヘ
ッジ対象。例えば、外貨建ての CU100 の貨幣項目が
100％のデルタを有しているとすれば、企業の機能通貨に
対して為替レートが 1％変動した場合、この貨幣項目の価
値は 1％変動します。

•

ヘッジ手段。例えば、ヘッジ手段の公正価値全体の変動
がヘッジ対象の価値の変動と合致するように、想定元本が
定期的に調整されるオプションのポートフォリオ。

上記の項目を合致させるため、オプション・ポートフォリオが平均
50％のデルタを有している（すなわち、基礎となるヘッジ対象リ
スクが 1％変動するとポートフォリオの公正価値全体が 0.5％変
動する）と仮定した場合、オプションのポートフォリオの想定元本
は CU200 とすべきです。為替レートが一段とアウト・オブ・マネー
の方向に動いたためにデルタが 40％へ動いた場合、オプショ
ン・ポートフォリオの想定元本は、CU250（すなわち、CU250×
40％＝CU100）に調整しなければなりません。

回答
デルタニュートラルヘッジ戦略において、企業は、望ましいヘッ
ジ比率を維持するために、定期的にヘッジ手段を調整します。
IFRS 第 9 号が、引き続き経済的関係がありリスク管理目的が同
じである場合に、ヘッジ手段の調整ごとにヘッジ関係の指定を
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3. 会計処理

In depth
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3.1 オプションの時間的価値
質問
オプションの時間的価値はどのように決定しなければなりませ
んか。

回答
オプションの公正価値は本源的価値と時間的価値に分けること
ができます。オプションの時間的価値は、本源的価値を控除後
の残りの価値です。
本源的価値は、行使価格とオプションの基礎数値の現在の市
場価格の間の差額です。IFRS 第 9 号は、この算定方法に関す
る個別ガイダンスを提供していません。その結果、本源的価値
は以下のいずれかで算定されます。
•

オプションの行使価格と基礎数値の直物価格の差額にオ
プションの想定元本の金額を乗じた金額（すなわち、「直
物ベースの本源的価値」）

•

オプションの行使価格と基礎数値の先物価格との差額に
オプションの想定元本金額を乗じた金額（すなわち、「先
物ベースの本源的価値」）

3.2 先物、オプション、および外貨ベーシス・
スプレッドを有する金融商品によるヘッジ
質問
フォワードポイント、外貨ベーシス・スプレッド、およびオプション
の時間的価値は、同じ方法で会計処理されますか。

回答
状況によって異なります。IFRS 第 9 号は、先渡契約、オプション、
および外貨ベーシス・スプレッドを有する金融商品でヘッジする
場合のヘッジ会計に変更を導入しています。
企業は、以下を区分することを選択できます。
•

オプションの本源的価値と時間的価値を区分

•

先渡契約の直物レート部分とフォワードポイントを区分

•

金融商品（例：クロス・カレンシー・スワップ）の外貨ベーシ
ス・スプレッドと残りの価値を区分

上記に挙げた区分項目（時間的価値、フォワードポイント、およ
び外貨ベーシス・スプレッド）の会計処理はすべて、「ヘッジのコ
スト」という論拠に基づいており、そのため企業は、区分した構成
要素の変動を損益計算書に即時認識しない場合があります。こ
れらのヘッジの間の主な相違は次のとおりです。オプションによ
るヘッジを行う際に企業がオプションの本源的価値のみを指定
する決定を行った場合、時間的価値の変動はその他の包括利
益において会計処理することが強制されます。先物または外貨
ベーシス・スプレッドを有する金融商品でヘッジする場合、企業
はオプションの時間的価値と同じ会計処理または価値の変動を
損益計算書に認識する会計処理のいずれかの適用を選択でき
ます。この選択は、ヘッジ関係ごとに利用することができますが、
IFRS 第 9 号への移行時に、企業が遡及的適用を選択する場合
を除きます。この場合、企業は最も古い比較対象期間の期首に
存在していたすべてのヘッジ関係、またはそれ以後に指定され
たすべてのヘッジ関係に適用しなければなりません。

3.3 オプションの整合的な時間的価値
質問
オプションでヘッジする場合、「整合的である」原則をどのように
適用しなければなりませんか。

設例
ある企業のリスク管理目的は、20X1 年 4 月 15 日のコモディティ
100 トンの予定購入を、特定された閾値を上回る価格上昇（すな
わち、片側リスク）に対してヘッジすることです。この目的を満た
すために、企業は、コモディティ・オプションを購入します。原資
産のコモディティは同じであり、またオプションの行使価格は、
特定された閾値に合致しています。ただし、オプションは 20x1
年 4 月 30 日に期日が到来します。

回答
オプションとヘッジ対象の重要な条件（想定元本、行使価格、期
間、および基礎数値）が一致している場合、オプションの時間価
値全体がヘッジ対象に関連します。
上記の設例において、日付が合致していないため、企業はオプ
ションの時間的価値がヘッジ対象と整合的であるとみなすことが
できません。
ヘッジ手段であるオプションの重要な条件がヘッジ対象の重要
な条件と合致していない場合、企業は、重要な条件がヘッジ対
象の重要な条件と完全に一致するようなオプション（すなわち、
上記の例における、20x1 年 4 月 15 日に期限が到来するオプシ
ョン）の評価を用いて、整合的な時間的価値を算定します。
ヘッジ関係の開始時に、実際の時間的価値が、整合的な時
間的価値よりも大きい場合、企業は以下を行わなければなり
ません。
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a. 整合的な時間的価値を基礎として、資本の独立の構成要
素に累計される金額を決定する。
b. 純損益において、実際の時間的価値と整合的な時間的価
値の間の公正価値の変動における差額を会計処理する。
ヘッジ関係の開始時に、実際の時間的価値が整合的な時間的
価値よりも小さい場合、企業は、実際のオプションと整合的なオ
プションの公正価値の累計的変動の低い方を参照することによ
り、資本の独立の構成要素に累計される金額を決定する必要が
あります。差額は純損益に認識されます。
企業は、ヘッジ対象の重要な条件と完全に合致する特徴を有
するオプションの当初の価値を測定するために、オプションのプ
ライシング・モデルを用いる必要があるかもしれません。

3.4 直物為替レートの変動をヘッジする場合
の非有効部分の測定
質問
企業が直物為替レートの変動をヘッジする場合、非有効部分の
測定する際に貨幣の時間的価値はどのように含まれますか。

設例
機能通貨がユーロである XYZ 社は、9 か月の間に発生する可
能性が非常に高い 100 万米ドルの売上の為替リスクをヘッジす
る決定を行っています。リスク管理方針に従い、XYZ 社は、直
物為替レートの変動をヘッジ対象のリスクとして指定します。指
定されたヘッジ手段は、3 か月物の為替予約の直物部分であり、
これは予定売上の発生時までロールフォワードされることになり
ます。

回答
IFRS 第 9 号は、ヘッジの有効性を測定する際に企業が貨幣の
時間的価値を考慮することを要求しています。そのため、非有
効部分を測定する目的のため、ヘッジ対象を現在価値に基づ
いて測定する必要があります（すなわち、直物為替レートを割り
引く必要があることを意味します）。これは、IAS 第 39 号からの変
更点です。IAS 第 39 号の下では、多くの場合、企業は直物レー
トの変動をヘッジする際に直物レートを割り引いていません。
より具体的には、非有効部分を測定する際に、予定売上は非有
効テストの日付時点の現行直物レートで換算され、この金額を 9
か月にわたって割り引いて、ヘッジ対象の現在価値を算出する
必要があります。

金利のボラティリティが限定的な通貨間の短期的なヘッジにつ
いて、この割引の影響は重要でない可能性があることに留意す
る必要があります。ただし、もっと長期間のヘッジについては重
要になる可能性があります。企業は、そのため、自社のリスク管
理戦略への IFRS 第 9 号の要求事項の影響、および、フォワー
ド・レートを指定すべきか直物レートを指定すべきかについて検
討する必要があります。

3.5 公正価値がゼロでないデリバティブ
によるヘッジ
質問
ヘッジの開始時に公正価値がゼロでないスワップでヘッジする
影響とは何ですか。

設例
A 社は、新たな変動レートの借入契約を締結しています。A 社は、
リスク管理戦略に従い、債務の金利を固定したいと考えていま
す。これを行うために、A 社は、新規借入と同じまたは類似する
満期、同じまたは類似する支払日、同じ変動金利および同じ名
目金額を有する既存の変動受/固定払の金利スワップ（すなわ
ち、金利スワップは、新規借入の発行のずいぶん前に組成され
ていた）をヘッジ手段として指定します。

回答
指定時の既存のヘッジ手段の公正価値は、通常、ゼロではあり
ません。企業は、そのため、ヘッジ手段の公正価値の変動はヘ
ッジ対象の公正価値の変動を完全に相殺しないであろうと期待
するでしょう（このヘッジ対象を表現するために作られた仮想デ
リバティブの指定時の公正価値はゼロとなるでしょう）。
結果的に、ヘッジ手段の残存期間にわたり、スワップの市場外
価値に関連する財務要素が非有効部分を生じることになり
ます。
IAS 第 39 号と異なり、IFRS 第 9 号は、ヘッジ会計の適用に、「非
常に有効」であるという 80-125％の明確な線引きを要求してい
ません。そのため、公正価値がゼロではないスワップを用いるこ
とが企業のリスク管理戦略に従っており、IFRS 第 9 号のヘッジ会
計を用いる要件（ヘッジ比率の適切な決定を含む）が満たされる
場合、ヘッジ会計を適用することができます。ただし、非有効部
分を算定し、純損益で会計処理する必要があります。

これを、3 か月の期間にわたって割り引く必要がある先渡契約
の直物部分と比較します。これが非有効部分を生じさせること
になり、この非有効部分は純損益に直接計上しなければなりま
せん。
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3.6 外貨ベーシス・スプレッド

3.7 企業集団内のデリバティブ

質問

質問

外貨ベーシス・スプレッドは、ヘッジ関係に非有効部分をもたら
しますか。

企業集団は社内デリバティブの影響をどのように表示しなけれ
ばなりませんか。

設例

設例

ユーロを機能通貨とする K 社が、米ドル建て変動利付債を発行
しています。K 社のリスク管理戦略は、金利と為替レートのボラテ
ィリティをヘッジすることです。リスク管理戦略を満たすために、K
社は、重要な条件の合致した（すなわち、通貨、支払期日、価
格再設定日、および、変動レグの金利ベーシスが合致している）
変動対固定の通貨スワップを締結しています。

企業集団 E は、機能通貨が親会社の機能通貨と同一の子会社
から生じた外貨建ての予定仕入および予定売上をヘッジしてい
ます。企業集団 E は、企業集団 E の財務部によって締結された
外部のデリバティブ（為替予約）を用いて、連結勘定において純
額ベースでヘッジしています。
社内デリバティブ契約は、子会社レベルにおいて総額ベースで
ヘッジを提供するために、各子会社と企業集団 E の財務部との
間で締結されています。

回答
はい。ヘッジ手段の指定から除外されない場合、外貨ベーシス
は非有効部分をもたらします。
通貨スワップまたは為替予約は、デリバティブ金融商品が、将
来、2 通貨の交換になるという事実を反映する価格設定要素（流
動性費用または信用）を含んでいます。この価格設定要素は、
通常、「外貨ベーシス・スプレッド」と呼ばれています。一方、ヘ
ッジ対象（例えば、外貨建ての固定または変動金利債）は、通
常、通貨スワップと異なり、2 通貨の交換を含まない単一通貨の
金融商品です。そのため、その価値は、外貨ベーシス・スプレッ
ドを含んでいません。
外貨ベーシス・スプレッドは、ヘッジ対象に含まれないヘッジ手段
の特徴であるため、ヘッジ関係において非有効部分を生じます。
この非有効部分をより良く描写するために、IFRS 第 9 号は、当
初の外貨ベーシス・スプレッドの分離を認めています。分離する
場合、先渡契約におけるフォワードポイントと同じようにヘッジの
コストとして会計処理します。
上記に記載の個別の事実パターンにおいて、ヘッジのコストは
期間に関連するヘッジ対象（すなわち、発行された債務の期間）
に関係しており、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件は完全
に合致します。そのため、外貨ベーシス・スプレッドにおける変
動全体は、その他の包括利益に認識され、資本の独立の構成
要素に累積できます。外貨ベーシス・スプレッドの当初の価値は、
関連するヘッジ期間にわたり純損益で償却されます。

回答
社内デリバティブによるヘッジ関係は企業集団の財務諸表にお
いて IFRS に基づくヘッジ会計に適格ではありませんが、ヘッジ
会計は、子会社の個別財務諸表に適用される可能性がありま
す。
IFRS 第 8 号に基づくセグメント報告の開示は、経営者の視点に
よるものです。そのため、社内デリバティブに関連するヘッジ会
計の影響が最高業務意思決定者(CODM)に報告される社内財
務情報に含まれていることを条件として、企業集団 E は、基礎と
なるヘッジの影響を、セグメント報告の開示に反映させます。

3.8 予定されている企業結合の為替リスク
のキャッシュ・フロー・ヘッジ
質問
予定されている企業結合に係る為替リスクのヘッジは、キャッシュ・
フロー・ヘッジとして会計処理することができますか。

設例
機能通貨がユーロである A 社は、20X1 年 3 月 1 日に、B 社（海
外事業体）の支配を獲得して海外市場へのアクセスを得るため
に、B 社との交渉を開始しました。20X1 年 8 月 1 日、A 社と B 社
は、固定の外貨建てとなる購入価格を含め、取引の主要条件に
合意しました。しかし、A 社は外国当局から必要な承認を受けて
いません。20x2 年 3 月 29 日、A 社と B 社は取引のすべての条
件に合意し、外国当局は承認を与えました。この時点で、企業
結合の完了に影響を与える可能性のある重要な不確実性はあ
りません。A 社のリスク管理戦略は、可能性が非常に高くなれば
すぐに外国通貨建ての予定取引をヘッジすることです。A 社は、
外国通貨での支払いをヘッジするために、為替予約を利用する
つもりです。

In depth 11

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。

回答
はい。ただし、予定されている企業結合が適格なヘッジ対象で
あるためには、可能性が非常に高くなければなりません。
•

A 社は、20X1 年 8 月 1 日に、予定取引に対してヘッジ会
計を適用することができますか。
状況次第です。予定取引にヘッジ会計を適用するために
は、この取引の可能性が非常に高くなければなりません。
これに該当するかどうかは、特定の事実および状況、なら
びに取引の完了に影響する未決の偶発事象の重要性に
よって異なります。一部の地域において、規制プロセスは、
形式的な「ただ追認するだけ」のものと考えられる場合が
あり、そのため予定取引は、正式な承認を受ける前に、可
能性が非常に高いとみなすことができます。しかし、その
他のケースにおいて、規制承認プロセスは、もっと実質が
伴っており、承認を受けるかどうかについて著しい不確実
性があり、そのため、予定取引は、正式な承認を受けて初
めて非常に可能性が高いとみなすことができます。

•

A 社は、為替予約の直物部分のみをヘッジ手段として指
定することができますか。
ヘッジ会計の要件を満たせば、企業は為替予約の公正価
値全部をヘッジ手段として指定するか、またはフォワード
ポイントを分離して直物要素のみを（割引ベースで）ヘッジ
手段として指定するかのいずれかを選択できます。

3.9 IFRS 第 9 号への移行時における
ベーシス・アジャストメントの会計処理
質問
ベーシス・アジャストメントは IFRS 第 9 号への移行時にどのよう
に会計処理しなければなりませんか。

設例
企業は、事後的に非金融資産または非金融負債の認識をもた
らす予定取引のヘッジを選択することができます。ヘッジされた
取引が発生した場合、IAS 第 39 号は、以下を行うため、企業に
会計方針の選択を提供しています。
•

キャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金に累計されている金額を、
取得した非金融資産または引き受けた非金融負債が純損
益に影響を与える期間と同じ期間にリサイクルする。

•

非金融資産または非金融負債の当初の取得原価または
他の帳簿価額を調整する（しばしば、「ベーシス・アジャス
トメント」と呼ばれる）。

A 社は、これまで IAS 第 39 号に基づいて、ヘッジされたキャッシ
ュ・フローが利益に影響を与えるときに、リサイクルすることを選
択していました（すなわち、非金融資産または非金融負債の帳
簿価額のベーシス・アジャストメントを行っていませんでした）。

回答
IFRS 第 9 号は、IAS 第 39 号によって提供されている会計方針
の選択を削除しています。企業は、会計処理としてベーシス・ア
ジャストメントを行わなければなりません。
IFRS 第 9 号への移行時に、企業は、移行日に存在している全て
のヘッジ関係に新たなヘッジ会計の要求事項を適用しなけれ
ばなりません。したがって、適用開始日のキャッシュ・フロー・ヘ
ッジ剰余金に累積された金額は剰余金から除去して、対応する
非金融資産または非金融負債の帳簿価額に含めなければなり
ません。A 社（12 月決算企業）は、IFRS 第 9 号を適用した事業
年度の 1 月 1 日にその調整を行うことになります。比較情報の貸
借対照表（12 月 31 日付）は調整されません。ベーシス・アジャス
トメントは組替調整ではないため、A 社の包括利益計算書に影
響を与えません。

In depth 12

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。

4. ヘッジ対象

In depth 13

4.1 階層要素

4.2 予定される連結会社間の配当

質問

質問

企業は、実務上、ヘッジ対象の階層をどのように指定できますか。

宣言されていないが、外国通貨での支払い・受取りが見込まれ
ている予定されている連結会社間の配当は、連結財務諸表に
おいて適格なヘッジ対象ですか。

設例
企業は、階層要素をヘッジ対象として指定するつもりであり、次
のシナリオを検討中です。

基礎数値

階層指定

貨幣取引
の一部

•

米ドル建ての売上から生じるキャッシ
ュ・フローのうち、200X 年 3 月の最初
の 20,000 米ドルの後の 10,000 米ドル
のキャッシュ・フロー

現物または
その他の
取引量の
一部

•

200x 年 6 月における最初の 100 バレ
ルの石油購入

•

200x 年 6 月における最初の 100MWh
の電力販売

名目金額
からの階層

•

100,000 ユーロの確定約定の最後の
80,000 ユーロの支払い

•

100,000 英国ポンドの固定利付債の
最後の 20,000 英国ポンドの支払い

•

公正価値で早期償還可能な合計
100,000 カナダドルの固定利付債券の
最初の 30,000 カナダドルの支払い

設例
機能通貨が英国ポンドである Q 社は、米国において、機能通貨
が米ドルである子会社を有しています。200X 年 1 月 1 日に、Q
社の経営者は、6 か月のあいだに米国子会社から 100 百万米ド
ルの配当を受け取ることを予定しています。連結会社間の配当
は 200X 年 4 月 30 日に宣言され承認を受けており、その時点で、
Q 社とその子会社の両社は配当を債権および債務としてそれぞ
れ認識しました。
Q 社の貸借対照表における外貨建て配当金に係る債権は、報
告期間末時点（200X 年 5 月 31 日）で再換算され、その結果、
為替差損が生じました。子会社は 200X 年 6 月 30 日に配当を
支払いましたが、それによりさらなる為替差損が生じました。
Q 社の経営者は、英国ポンド/米ドルの為替レートの変動に対
するエクスポージャーをヘッジするため、生じる可能性が非常に
高い連結会社間の配当を、200X 年 1 月 1 日から 200X 年 6 月
30 日までのキャッシュ・フロー・ヘッジにおけるヘッジ対象として
指定しました。

回答
いいえ。IFRS 第 9 号は、連結会社間の貨幣性項目に係る為替リ
スクが連結時に消去されない場合など、特定の状況を除き、連
結勘定における連結会社間取引のヘッジにヘッジ会計を適用
することを認めていません。

回答
上記のシナリオにおける階層要素は、適格なヘッジ対象です。
IFRS 第 9 号の下で、階層要素は、定義された名目金額または
定義されているがオープンである母集団のいずれかによって特
定される場合があります。取引が発生するとき、または母集団の
一部の項目の価値が変動したときに、その取引（または項目）が
ヘッジ関係の一部であったかどうかが明確であるように、階層要
素は十分に具体的でなければなりません。
期限前償還オプションを含んだ階層要素は、ヘッジ対象の公正
価値の変動を算定する際に、指定された階層に関連する期限
前償還オプションの影響が含まれている場合にのみ、適格なヘ
ッジ対象となります。

宣言されていない連結会社間の配当は、利益の分配であり、連
結損益計算書に影響を与えないため、IFRS 第 9 号の下での適
格なヘッジ対象である為替取引に該当しません。
一方、200X 年 4 月 30 日に認識された米ドルの未収配当から生
じた為替エクスポージャーは、連結時に完全に消去されない為
替差損益を生じ、したがって連結損益計算書に影響を与えるた
め、ヘッジ対象として指定できます。そのため、Q 社の経営者は、
配当が宣言された 200X 年 4 月 30 日から現金を受取る 200X 年
6 月 30 日までに限りヘッジ会計を適用することができます。

公正価値ヘッジにおける名目部分の階層要素について、定義
された底溜り/上澄み階層を追跡するために、定義された名目
金額全体を追跡しなければなりません。

In depth 14

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。

4.3 予定される連結会社間の外国通貨建
取引
質問

で再売却する予定です。企業は、自己の株式に係る現金決済
型のプットオプションを購入し、株価下落によって自己株式の将
来の売却益が減少するリスクに対して自らを保護しています。

回答

可能性が非常に高い連結会社間の外国通貨建て予定取引は、
連結財務諸表におけるキャッシュ・フロー・ヘッジの適格なヘッ
ジ対象ですか。

設例
企業集団 X は、機能通貨がユーロであるフランス親会社、およ
びさまざまな機能通貨を有する多くの子会社から構成されてい
ます。機能通貨が英国ポンドである英国子会社は、機能通貨が
米ドルである米国姉妹企業に対する可能性が非常に高い棚卸
資産の予定売却をヘッジすることを提案しています。米国の姉
妹企業は、米国においてこの棚卸資産を外部の顧客に市場で
販売しています。連結会社間の売上は米ドル建であり、英国子
会社は、米ドル/英国ポンドの為替予約により、関連する通貨リ
スクをヘッジすることを提案しています。

回答
状況によって異なります。IFRS 第 9 号は、連結会社間の貨幣性
項目の為替リスクが連結時に消去されない場合など、特定の状
況を除き、連結勘定における連結会社間取引のヘッジにヘッジ
会計を適用することを認めていません。
外部の者に販売される棚卸資産の連結会社間の予定売上は、
キャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ対象になり得ます。
上記の設例において、この取引は取引締結企業の機能通貨
（GBP）以外の通貨（米ドル）建てです。すなわち、その後の外部
顧客に対する棚卸資産の売上は、連結会社間の販売から生じ
た為替リスクが連結純損益に影響を与えることを意味し、そのた
め、それらは適格なヘッジ対象となります。
ヘッジが有効である範囲まで、ヘッジ手段に係る利得または損
失は当初にその他の包括利益に認識されて資本の部に繰延べ
られ、米ドル子会社が外部売上を認識するとき、または棚卸資
産が減損される場合に、連結損益計算書に振り替えられます。
このソリューションを類推して連結会社間のヘッジ手段に適用
することはできません。

4.4 企業の自己株式
質問
企業の自己株式の予定取引はヘッジ対象として指定できますか。

設例
P 社は、自社株の一部を買い戻しています（自己株式）。P 社は、
新たな投資の資金調達のために 6 か月の間にその株式を市場

いいえ。IFRS 第 9 号の下で、認識済みの資産もしくは負債また
は予定取引は、純損益（または、企業がその他の包括利益に公
正価値の変動を表示することを選択している資本性投資をヘッ
ジする場合にはその他の包括利益）に影響を与える可能性のあ
る特定のリスクに企業を晒す場合にのみ、ヘッジ対象として適格
になります。
企業自身の資本性金融商品の購入、売却、発行、または消却
は、資本に計上され、そのため、純損益やその他の包括利益の
いずれにも影響しません。

4.5 取引が「発生する可能性が非常に高い」
か否かの評価
質問
企業は、取引が発生する可能性が非常に高いか否かの評価を
どのように行いますか。

回答
予定取引が発生する可能性が非常に高いか否かの評価は、観
察可能な証拠に基づいて行わなければなりません。
ある取引のヘッジについて考慮され得る事実の例には、同一の
または類似する取引を締結したこれまでの経験（例えば、各月
の、指定外貨の売却が x 百万を下回ったことがない、等）、現在
の受注残高の規模、および、予定取引の期間に関連する経済
的データが含まれます。
通常、予定取引の発生が見込まれるのが将来になればなるほ
ど、取引が発生する可能性が非常に高いことを立証することは
より困難になります。例えば、予定売上のうち発生する可能性が
非常に高い比率は、短期的には比較的高いかも知れませんが、
将来の売上までの期間が長くなるにつれてその可能性は低くな
ります。注文が確定している、または、最近予算プロセスに変更
を行っていない場合に最低でも予算金額の売上はいつも達成
しているという歴史がある等、その他の裏付けとなる状況が存在
しない限り、通常、売上の予算だけでは予定取引が発生する
可能性が非常に高いことを示す説得力のある証拠にはなりま
せん。
予定取引が単一で、一回限りの取引（債券の予定発行等）であ
る場合、この取引の発生する可能性が非常に高いかどうかの評
価は、その他の要素（代替的な資金調達源の利用可能性、相
手方との交渉の状態、資金調達のビジネス上の目的、ならびに
債券発行を続行しないビジネス上の結果など）を考慮する必要
があります。

In depth 15

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、
適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。

4.6 関連会社の予定キャッシュ・フロー

4.7 換算リスクと取引リスク

質問

質問

関連会社の予定キャッシュ・フローは、連結財務諸表において
ヘッジ対象として指定できますか。

子会社が親会社と異なる機能通貨を有している場合、親会社
は、子会社の予定取引の親会社の機能通貨への換算をヘッジ
することはできますか。

設例
R 社は、外国企業の 25％の持分を保有し、重要な影響力を有し
ています。そのため、R 社は、持分法（IAS 第 28 号「関連会社及
び共同支配企業に対する投資」）を用いてこの外国企業を関連
会社として会計処理しています。関連会社の機能通貨（売上高
とコストの大半の表示通貨）は、R 社の機能通貨と異なります。R
社の連結財務諸表において、この関連会社の純利益に対する
R 社の持分は、為替レートの変動に伴い変動します。
R 社は、関連会社の予定キャッシュ・フローの一部を、為替リスク
のヘッジにおけるヘッジ対象として指定できますか。

回答
いいえ。IAS 第 21 号「外国為替レート変動の影響」における機能
通貨の概念の下では、関連会社の個別財務諸表上、関連会社
の機能通貨建てのキャッシュ・フローは、関連会社に対して為替
（取引）エクスポージャーを発生させません。関連会社の純利益
に係る R 社の持分の変動が生じるのは、R 社の連結財務諸表に
おいてのみであり、その変動は、関連会社の財務諸表を企業集
団の表示通貨へ換算することによって生じます。これは、取引エ
クスポージャーではなく、換算エクスポージャーです。
IFRS 第 9 号は、企業が在外営業活動体に対する既存の純投資
から生じる外貨換算リスクのヘッジにヘッジ会計を適用すること
を認めています。しかし、これは、投資先の将来キャッシュ・フロ
ーまたは純損益の予測に、類推によって、適用することはできま
せん。

設例
V 社の機能通貨はユーロです。V 社は、米国子会社である C 社
を保有しており、C 社の機能通貨は米ドルです。子会社 C 社は、
発生する可能性が非常に高い日本円建ての予定売上を有して
います。
V 社は、子会社 C 社の日本円建ての予定キャッシュ・インフロー
について、外部との為替予約（日本円/ユーロ）を用いて、ユー
ロ（V 社の機能通貨）に換算するエクスポージャーをヘッジして
います。
V 社は、連結財務諸表において、この先渡契約を、日本円建て
予定取引のキャッシュ・フロー・ヘッジにおけるヘッジ手段として
指定するつもりです。

回答
いいえ。V 社が締結した日本円/ユーロの為替予約は、連結財
務諸表におけるキャッシュ・フロー・ヘッジ会計に適格ではありま
せん。
日本円/ユーロのキャッシュ・フローへのエクスポージャーは連
結財務諸表の中では生じません。子会社 C 社は日本円建ての
売上を自己の機能通貨（米ドル）に換算するため、損益計算書
は、日本円/米ドルの変動に晒されることになります。ユーロに
対する米ドルの変動に対するエクスポージャーは、キャッシュ・
フローへのエクスポージャーではなく為替換算リスクであり、その
ため、キャッシュ・フロー・ヘッジの対象にすることはできません。
一方、子会社 C 社は、C 社と V 社の連結財務諸表の両方にお
いて、円/米ドルの為替予約を円/米ドルの取引エクスポージャ
ーのキャッシュ・フロー・ヘッジとして指定することは可能です。
また、親会社 V は、その連結財務諸表において、ユーロ/米ドル
の為替予約を子会社 C 社に対する純投資のヘッジとして指定
することができます。しかし、これには、子会社 C 社における予
定売上取引を含みません。
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4.8 適格なヘッジ対象としての純投資には
何が含まれうるか

4.9 特定の期間内のキャッシュ・フローを
ヘッジする

質問

質問

在外営業活動体に対する純投資のどの金額が純投資ヘッジに
おけるヘッジ対象として適格ですか。

経営者は、将来の予定キャッシュ・フローを特定の個別の売買
取引に紐づけできない場合、予定売上をヘッジ対象として指定
できますか。

設例
機能通貨がユーロである W 社は、全額出資の米国子会社であ
る D 社を有しており、D 社の機能通貨は米ドルです。
子会社 D 社の純資産の帳簿価額は、70 百万米ドルです。子会
社 D 社は W 社から連結会社間の借入として 10 百万米ドルを受
領しており、これは、予見可能な将来において決済される見込
みはありません。
子会社 D 社の経営者は、以下が発生する可能性が非常に高い
と予測しています。
•

少なくとも 8 百万米ドルの利益を稼得する。

•

W 社に 5 百万米ドルの配当を支払う。

回答
W 社は、ヘッジ指定日に子会社 D 社に対する純投資 80 百万米
ドルまでヘッジすることができます。80 百万米ドルの内訳は以下
のとおりです。
•

子会社 D 社の純資産 70 百万米ドル

•

連結会社間の借入金。この借入金は、予見可能な将来に
おいて決済される予定がなく、そのため、実質的には、子
会社 D 社に対する W 社の純投資の一部であるため、ヘッ
ジ対象として指定することができる（IAS 第 21 号 15 項）。

子会社 D 社の予測される利益（8 百万米ドル）および予測される
連結会社間の配当支払（5 百万米ドル）は、W 社の既存の純投
資の一部ではないため、ヘッジ対象に含めることはできません。
宣言されていない連結会社間の予測配当支払（5 百万米ドル）
は、報告される純損益に影響を与えないため、ヘッジ対象として
適格ではありません。利益は稼得して純投資が増加した後にヘ
ッジ対象に含めることができます。配当が支払われた場合、純
投資のヘッジでカバーされた金額は、それに応じて減額する必
要があるでしょう。

設例
T 社は、アイスクリームを製造販売しています。機能通貨はユー
ロであり、売上の 30％は英国において英国ポンド建てで行われ
ています。経営者は、次のサマーシーズンについて月次ベース
で発生可能性の非常に高い売上を予測しています。これらの予
測を用いて、企業は、ユーロと交換に英国ポンドを売却する為
替予約を締結しています。T 社の事業の性質のため、T 社は個
別の売買取引を予測したり追跡することができません。

回答
はい。経営者は、階層アプローチを用いることにより、予定売上
をヘッジ対象として指定することができます。特定の期間内の売
上（例えば、毎月の英ポンド建て売上）から生じる可能性が非常
に高いキャッシュ・フローの最初の x 百万英ポンドをヘッジ対象
に指定できます。ヘッジ会計に適格となるために、この指定は、
予定取引が発生した場合に取引がヘッジされている取引か否
かを客観的に判断できるよう、十分に具体的でなければなりま
せん。さらに、IFRS 第 9 号は、このような予定売上をその発生が
見込まれている日付から割り引くことを要求しています。この日
付がヘッジ手段の日付と合致していない場合に、なんらかの非
有効部分が生じます。
ヘッジされているキャッシュ・フローが指定された期間内に発生
しない場合、経営者は、関連するヘッジに係る利得/損失を資
本の中で繰り延べ続けることはできず、損益計算書に振替えな
ければなりません。IFRS 第 7 号の下で、企業は、ヘッジ対象の
キャッシュ・フローの発生が見込まれなくなったためにキャッシ
ュ・フロー剰余金から純損益に振り替えた金額を、ヘッジ対象が
純損益に影響を与えたことにより振り替えた金額と区別して開示
する必要があります。
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4.10 満期がヘッジ手段の満期と全く同じで
ない場合のキャッシュ・フローのヘッジ
質問
企業は、ヘッジ手段とヘッジ対象の満期が合致する可能性が
低い場合、ヘッジ関係を指定できますか。

設例
J 社は、20X6 年 6 月に発生する可能性が非常に高い外貨建て
売上（米ドル）のキャッシュ・フロー・ヘッジを行っています。個別
の売上が 6 月のいつ発生するのかを決定することはできません。
そのため J 社は、20x6 年 6 月の最初の x 百万ドルの売上をヘッ
ジする決定を行っています。しかし、ヘッジ手段は、特定の日
（例：20X6 年 6 月 15 日）に満期を迎えます。

回答
はい。ヘッジ対象の満期日をヘッジ手段の満期に完全に合致さ
せる要求事項はありません。ただし、J 社のリスク管理戦略は、タ
イミングのミスマッチが非有効部分を発生させる可能性があるこ
とを認識し、それを受容しなければなりません。さらに、このデリ
バティブがヘッジ対象の後に満期を迎える場合、ヘッジ対象が
発生するまでの期間に帰属するデリバティブの価値の変動につ
いてのみ指定することはできません。これは、IFRS 第 9 号の下で、
ヘッジ手段の残存期間の一部分のみを指定することができない
ためです。

物レート法を用いて、全期間のヘッジを指定することができます。
有効部分の測定に使用する仮想デリバティブはヘッジ対象の
期間を反映しなければならないため、ヘッジ対象とヘッジ手段
の間の期間のミスマッチが非有効部分を発生させる可能性があ
ります。こうした非有効性は指定されたヘッジリスクが先物レート
か直物レートかに関わらず発生します。なぜならば、IFRS 第 9
号の要求事項に従って、どちらの状況でも貨幣の時間的価値を
考慮しなければならないからです。

設例 2 – 貸出期間の一部
ユーロを機能通貨とする A 社は、2 年物変動利付米ドル建てロ
ーンを発行しています。A 社は、為替エクスポージャー、すなわ
ち、このローンの初年度における為替変動に伴う元本の価値の
変動をヘッジすることを希望しています。初年度以降に、他の米
ドル建ての契約を締結する見通しであり、これが為替エクスポー
ジャーを自然に相殺すると見込まれています。A 社は、元本の
直物為替リスクをヘッジするために 1 年物の為替予約を締結し
ています。この関係をキャッシュ・フロー・ヘッジとして指定できま
すか。

回答

回答

はい。ヘッジの指定が企業のリスク管理戦略と整合している場
合、一部の期間のヘッジはこの特定の事実パターンについて認
められます。IAS 第 39 号の適用ガイダンス（一部の期間のヘッジ
についての F.2.17）は、有効部分を測定することができ、その他
のヘッジ会計の要件が満たされる場合、キャッシュ・フローまた
は公正価値の一部分のみについて、金融商品（ヘッジ対象）を
ヘッジすることを認めています。IFRS 第 9 号は IAS 第 39 号のこ
の適用ガイダンスを引き継ぎませんでしたが、その「結論の根拠」
の中で、IASB は、適用ガイダンスを引き継がなかったことは当該
ガイダンスを否定したという意味ではないことを強調しました。直
物外国為替リスクのヘッジにおいて、有効性は割引後の直物レ
ートに基づき（すなわち、現在価値に基づき）測定しなければな
りません。

ヘッジ対象が金融商品か否かによって異なります。以下の設例
をご覧ください。

2 年のスワップ契約の最初の 1 年部分など、ヘッジ手段の期間
の一部分ありえによるヘッジは認められていません。

4.11 一部の期間のヘッジ
質問
ヘッジ対象の満期までの期間の一部分について為替リスクを
ヘッジできますか。

設例 1– 予定売上までの期間の一部
機能通貨がユーロである A 社は、9 か月後に英国ポンドの予定
売上を有しており、その最初の 3 か月の間の為替エクスポージ
ャーをヘッジすることを希望しています。A 社は、最初の 3 か月
に見込まれる為替変動をヘッジするため、英国ポンドをユーロと
交換する 3 か月のスワップ契約を締結しました。この関係は、為
替エクスポージャーの最初の 3 か月分だけという部分的な期間
のヘッジとして指定できますか。

回答
いいえ。IFRS 第 9 号は、特定の状況（以下の設例 2 を参照）以
外において、一部の期間のヘッジを認めていません。しかし、A
社は、ミスマッチが経済的関係を無効にしないことを条件に、先
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4.12 コマーシャル・ペーパーのロール
オーバープログラムのヘッジ

4.13 子会社、関連会社、または共同支配
企業における持分

質問

質問

コマーシャル・ペーパーのロールオーバープログラムは、ヘッジ
対象として適格となり得ますか。

子会社、関連会社、または共同支配企業に対する親会社の資
本性投資は、その個別財務諸表において、為替リスクのヘッジ
対象として指定することができますか。

設例
A 社は、当期および将来の現金の流動性ニーズを満たすため
に、米ドル建てコマーシャル・ペーパー発行プログラムを締結し、
定期的に短期コマーシャル・ペーパーを発行しています。このコ
マーシャル・ペーパーは、市況および企業の流動性の予測に基
づき、1 か月、3 か月、または 6 か月満期のいずれかで発行され、
定期的にロールオーバーされています。企業の流動性方針は、
このプログラムに基づき、常時、発行済みのコマーシャル・ペー
パーを最低 250 百万米ドル、最高 500 百万米ドル保有すること
です。このコマーシャル・ペーパー・プログラムは、A 社の将来の
金利キャッシュ・フローの変動性を生み出します。
A 社のリスク管理戦略は、3 年の対象期間で債務合計の 60％か
ら 80％の割合で債務の金利レートを固定することです。この戦
略に従い、A 社は、名目金額が 200 万米ドル（すなわち、コマー
シャル・ペーパーの最低見積将来発行額の 75％）で、3 年満期
の固定利払/3 か月物 LIBOR 受取のスワップ契約を締結してい
ます。

回答
はい。ヘッジ関係期間中の可能性が非常に高いことを条件に、
ロールオーバープログラムは、ヘッジ対象として適格となり得ま
す。ヘッジ関係が IFRS 第 9 号の適格要件を満たしている場合
（例えば、コマーシャル・ペーパーのロールオーバーに関連する
1 か月物、3 か月物、6 か月物の LIBOR 金利と、金利スワップ決
済の基礎となる 3 か月物 LIBOR 金利の間に経済的関係が存在
する）、ヘッジ関係を指定することができます。

設例
企業集団の親会社である S 社は、外国子会社の 1 社に対する
純投資をヘッジするために、外国為替予約を締結しています。
S 社は、連結財務諸表において純投資ヘッジ会計を適用して
います。経営者は、子会社に対する資本性投資を、S 社の個
別財務諸表におけるヘッジ対象として指定することを希望して
います。

回答
はい。純投資ヘッジ会計は、連結財務諸表でのみ適用できます
が、ヘッジ会計の条件全てを満たすことを条件に、S 社は、外国
子会社に対するその資本性投資を、その持分に関連する為替
リスクの公正価値ヘッジにおけるヘッジ対象として指定すること
ができます。これらの条件には、保有している持分の外国為替
レートの変動に対する明確で識別可能なエクスポージャー（外
国子会社がヘッジされている通貨と同じ通貨をその機能通貨と
している場合に存在する可能性が高い）を指定する必要性を含
みます。
非貨幣項目の為替リスクをヘッジすることは、IAS 第 39 号適用ガ
イダンス（IG）E3.4 によって明示的に認められており、このような
ガイダンスは、その他の特定の IG と共に IFRS 第 9 号の適用ガ
イダンスの中に引き継がれています。
関連会社や共同支配企業に対する資本性投資は、同様に、個
別財務諸表における公正価値ヘッジのヘッジ対象として指定す
ることができます。

非有効部分は、コマーシャル・ペーパー発行プログラムと特徴
の合致する仮想スワップ（例えば、関連する 1 か月、3 か月、およ
び 6 か月物 LIBOR 金利の平均レートに基づいた変動レッグ）を
用いて測定されます。
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4.14 発行通貨が不確実な予定債務

4.15 ヘッジ対象の上にデリバティブを重ねる

質問

質問

企業は、発行通貨がまだ分からない場合であっても、予定債務
発行に連動する機能通貨での金利支払に対するエクスポージ
ャーを、適格なヘッジ対象として指定できますか。

ヘッジ関係において、ヘッジ対象の上にベーシス・スワップを重
ねることはできますか。

設例
200X 年 1 月 1 日、その機能通貨がユーロである A 社は、将来
の活動の資金調達を行うため、6 か月後に変動利付債務を発行
するつもりです。200X 年 7 月 1 日時点に存在する市況によって、
A 社は、この債務をユーロで発行するか米ドルで発行するかを
決定する予定です。この債務が米ドルで発行された場合、債務
に係る米ドルのエクスポージャーをユーロのエクスポージャーに
転換するために、債務発効日（200X 年 7 月 1 日）に、通貨スワッ
プ契約を締結します。
経営者は、変動金利に対するエクスポージャーをヘッジしたいと
考えています。200X 年 1 月 1 日に、A 社の経営者は、ユーロ建
てのフォワード・スターティング金利スワップ（すなわち、200X 年
7 月 1 日に開始する金利スワップ）契約を締結します。

回答
はい。IFRS 第 9 号の下で、ヘッジ対象として適格となり得る予定
取引とデリバティブの組み合わせである合計されたエクスポージ
ャーは、非常に可能性が高く、一旦発生して予定取引でなくな
った際にヘッジ対象として適格であることを条件に、ヘッジ対象
として指定することができます。
その結果、提案されている指定が A 社のリスク管理戦略およびリ
スク管理目的に合致していることを条件として、その指定を認め
ることができます。設例において、指定されたヘッジ対象は、ユ
ーロの債務から、または合計されたエクスポージャー（通貨スワ
ップを用いることによりユーロ建てにスワップされた米ドル債務）
からのいずれかにより発生する、ユーロ（A 社の機能通貨）での
可能性が非常に高い変動金利支払となります。

設例
会社の事業プランに従い、A 社は今後 3 年のあいだに 200 百万
ユーロから 300 百万ユーロの流動性要求を有しています。この
資金調達要求を満たすため、経営者は、B 銀行とリボルビング・
クレジット・ファシリティ契約を締結することを決定しています。A
社は、EURIBOR 3 か月+スプレッドまたは EURIOR 1 か月＋スプ
レッドのいずれかの変動金利で最高 350 百万ユーロまで引き出
すことができます。選択した金利は、EURIBOR 3 か月物です。
金利リスクへのエクスポージャーに関する A 社のリスク管理戦略
は、変動利付債務の少なくとも 60％の金利を固定することです。
この戦略を順守するために、財務部は、3 年満期の想定元本
200 百万ユーロで A 社が EURIBOR 3 か月物の金利を受取り、
固定金利 2.6％を支払う金利スワップ契約を締結しています。
1 年後、EURIBOR 1 か月物と EURIBOR 3 か月物の市場の流動
性の違いのため、A 社は、EURIBOR 1 か月ベースでリボルビン
グ・ファシリティをロールする決定を行い、金利スワップと借入の
間の不一致を避けるため、EURIBOR 1 か月物受取/EURIBOR
3 か月物支払のベーシス・スワップ契約を締結します。

回答
はい。IFRS 第 9 号の下で、リスク・エクスポージャーとデリバティ
ブをヘッジ対象（通常は「合計されたエクスポージャー」と呼ば
れている）として指定することは可能です。IFRS 第 9 号に従い、
合計されたエクスポージャーを構成する項目は、そのまま区別し
て会計処理されますが、企業は、ヘッジの有効性の評価および
非有効部分の測定の目的のため、これらの項目の合計された
影響を検討します。
この設例において、A 社は、変動対固定金利スワップを、変動利
付ローンにおける金利リスク・エクスポージャーのキャッシュ・フロ
ー・ヘッジにおけるヘッジ手段として指定しました（「ファースト・レ
ベル・ヘッジ関係」）。1 年後、ローンの参照金利は、EURIBOR 3
か月物から 1 か月物に変更され、これにより合計されたエクスポ
ージャー（すなわち、ファースト・レベル・ヘッジ関係に含まれる変
動利付ローンと金利スワップ）におけるキャッシュ・フローの変動
性に対する A 社のエクスポージャーが増加します。IFRS 第 9 号
の下で、A 社は、合計されたエクスポージャーのキャッシュ・フロ
ー・ヘッジにおけるヘッジ手段として、ベーシス・スワップを指定
することができます（「セカンド・レベル・ヘッジ関係」）。セカンド・
レベル・ヘッジ関係が開始されると、ファースト・レベル・ヘッジ関
係はそのまま独立したヘッジ関係を継続します。
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4.16 非金融商品項目のリスク要素

4.17 製造過程におけるリスク要素

質問

質問

適格なヘッジ要素であるためには、リスク要素が項目全体の公
正価値またはキャッシュ・フローに内在しているか否かを判定す
る際にどのような要因を検討しなければなりませんか。

ある企業が、非金融商品項目の契約上明示されていないリスク
要素をヘッジしたいと考えています。このリスク要素が非金融商
品項目の製造過程におけるインプットである場合、リスク要素が
適格なヘッジ対象であるためにこれで十分ですか。

回答
ヘッジ対象としての指定に適格となるためには、リスク要素は
独立に識別可能な構成要素でなければならず、また、当該リ
スク要素の変動に起因するヘッジ対象のキャッシュ・フローま
たは公正価値の変動が信頼性をもって測定可能でなければ
なりません。
IFRS 第 9 号は、適格なリスク要素の適格要件を、そのリスクが関
連していてヘッジ活動が行われている特定の市場構造の文脈
において検討することも要求しています。
金融商品については、多くの場合、リスク要素が適格なヘッジ
項目かどうかは明らかです。なぜならば、金融資産と金融負債
の公正価値は、通常、確立された市場慣行を通じて決定された
インプットによる公式を用いて決定されるからです。
しかし、非金融商品項目の場合、ヘッジ可能なリスク要素が存
在するためには、通常、市場構造を示すために、「ビルディン
グ・ブロック」アプローチを用いて、多様な構成要素から項目全
体の価格を積み上げることが必要となります。例えば、この非金
融商品項目の十分に情報を持った買手と売手が、全体的な非
金融商品項目の価格を決める際に、その構成要素（原材料費、
労務費、諸経費、利鞘等）の価格を検討することが明確でなけ
ればなりません。市場構造がリスク要素としての指定の裏付けと
なることを実証するために、他の市場参加者のアプローチの検
討が必要です。
市場構造を裏付けるために必要な証拠は、事実および状況に
基づいた判断の問題です。しかし、企業自身の交渉上の立場ま
たは標準的な原価計算制度のみに依存すべきではありません。

回答
いいえ。「独立して識別可能」とみなされ、IFRS 第 9 号の要件を
満たすために、通常、リスク要素は製造過程のインプットである
ことが必要になります。ただし、単に製造過程におけるインプット
であること自体では十分でありません。IFRS 第 9 号 B6.3.9 項は、
適格なリスク要素の適格要件は、そのリスクが関連していてヘッ
ジ活動が行われている特定の市場構造の文脈において検討す
ることを要求しています。
例えば、羊毛製セーターの製造過程においては、羊毛がインプ
ットとなります。羊毛が、セーターの価格全体のヘッジ可能なリス
ク要素か否かは、特定のセーターの市場構造によって異なります。
高級衣料市場において、原材料（羊毛）価格は、主に、ブランド
の認知度を反映する羊毛製セーターの価格にはそれほど影響を
与えません。そのような市場において、羊毛価格が小売業者にと
って適格なリスク要素である可能性は低いといえます。一方、一
般的なデザインの「実用的な」のセーターの価格は、製造過程に
おけるインプットのコスト（原材料費、労務費、および諸経費）と製
造マージンによって決まるかもしれません。この場合、羊毛価格
要素はヘッジ可能なリスク要素となる可能性が高いといえます。
通常、リスク要素は製造プロセスのインプットである必要がありま
すが、物理的に存在していない場合であっても、市場構造によ
って非金融リスク要素が独立して認識可能な構成要素であるこ
とが明らかな稀なケースがあります。例えば、一部の市場におい
て、天然ガスの長期供給契約は、特に、原油価格などの指標を
参照する契約上指定された公式に基づいている場合があります。
供給契約が締結されている場合、原油価格要素は、契約上「明
示されている」ため、適格なリスク要素とみなされます。同様に、
まだ供給契約を締結していないものの市場が通常、このような
方法による長期契約に基づいて天然ガスの購入価格を決定す
る場合、原油価格要素は依然としてヘッジ可能な契約上明示さ
れないリスク要素です。流動性のあるデリバティブが利用可能な
期間より長く、発生する可能性が非常に高い、天然ガスの予定
購入についても、原油が天然ガスの製造プロセスにおけるイン
プットではないものの、こうした天然ガスの価格設定の仕組み
（すなわち、原油価格との連動）が「業界の標準」である場合に
は、同様のことが言えます。天然ガスの価格設定が原油に基づ
いていない管轄地域、例えば、ヘッジ期間について天然ガスの
流動性のある直物および先物市場が存在する管轄地域におい
ては、異なる結論に達する可能性があります。
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4.18 信頼性をもって測定可能なリスク要素
質問
企業は、ヘッジ要素の変動に起因するキャッシュ・フローまたは
公正価値の変動が信頼性をもって測定可能か否かを、どのよう
に判断しなければなりませんか。

回答
契約によって特定されていないリスク要素の価格が項目全体の
価格に予測可能で直接的な影響を与える場合には、ヘッジ要
素の変動に起因するキャッシュ・フローまたは公正価値の変動
は信頼性をもって測定可能とみなされます。リスク要素の価格の
変動が項目全体の価格に同等の（必ずしも 1 対 1 である必要は
ない）影響を有するという直線的な関係は、他のインプットに変
動がない場合、通常、このような予測可能で直接的な影響を生
み出します。
それにもかかわらず、非線形の関係も、リスク要素が適格なヘッ
ジ要素とみなされるのに十分である可能性があります。例えば、
多くの項目の価格のアップデートが定期的であったり、インプッ
トの価格が合理的な閾値を超えて増減した場合であったりする
際に、リスク要素の価格と項目全体の価格との間に「段階的」な
変動が生じる場合があります。そのため、企業は、リスク要素が
項目全体の公正価値またはキャッシュ・フローに内在し、それに
より適格なヘッジ要素であるかを判断するために、非線形の関
係の性質、そのような関係の理由を分析する必要があります。
この判断を行う際に検討すべき要素には、以下が含まれます。
•

リスク要素の価格の変動が項目全体の価格の変動に影響
する前の、「段階」の絶対規模。例えば、高級羊毛製セー
ターの価格は、原材料（羊毛）の価格と限定的な相関関係
がある。

•

リスク要素の価格の変動に対応した項目全体の価格のア
ップデートの頻度

•

リスク要素と比較した、項目全体の供給と需要（および代
替品の供給と需要）に対する価格変動感応度

•

項目全体の価格の変動が一方向（例えば、価格上昇のみ
等）か、または、価格が一方向に「より動きやすい」（例えば、
価格下落に比べ、価格上昇の頻度が多いまたは価格の
変動幅が大きい）

•

項目の価格の変動が即時に転嫁されない理由。例えば、
項目の価格上昇について、市場が完全にそのような変動
を吸収できないために転嫁されない場合、これは、市場構
造が「ビルディング・ブロック」アプローチと整合していない
ことを示している可能性があります。

リスク要素の項目全体の価格に対する影響が非線形であるか否
かは、それが非金融商品項目の適格なヘッジ要素として適格か
否かの判定の中に織り込まれます。すなわち、適格なリスク要素
が存在している場合、それはヘッジの有効性に影響を与えませ
ん。したがって、適格なリスク要素が識別された場合、それは、
ヘッジ対象に線形の影響を有していると考えられます。これは、
全体的な価格設定における非線形要素が、特定のインプットの
価格変動による価格上昇を顧客に転嫁するのではなく、自らの
利益マージン内で吸収しようとする企業の前向きな意思を反映
しているためです。このような状況において、その基礎となる関
係は線形ですが、企業のマージンは一時的に減少または増加
することになります。従って、利益マージンの一部は、短期的お
よび/または少額の価格変動について、リスク要素と逆の相関関
係があることになりますが、それによってヘッジの有効性の判定
に線形の関係の使用が妨げられるわけではありません。ただし、
この逆の相関関係がより長期間またはより大きな価格変動で存
在する場合、適格なリスク要素が存在するという当初の判断、な
らびに、リスク管理戦略としてのヘッジの妥当性に疑問が投げか
けられることになります。
リスク要素が項目全体の公正価値またはキャッシュ・フローに内
在するか否か、および、リスク要素に起因する公正価値またはキ
ャッシュ・フローの変動が信頼性をもって測定可能か否かは、非
常に高度な判断を要します。実務は、企業が行っているリスク管
理戦略に基づいて展開される可能性が高いでしょう。経営者は、
リスク要素がヘッジ対象として適格であるという判断を裏付ける
ため、特定の市場構造を立証するしっかりした証拠が必要にな
ります。判断が関与することから、これは、財務諸表における開
示が要求される IAS 第 1 号に基づく重要な会計上の判断になる
可能性があります。
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5. ヘッジ手段

In depth 23

5.1 ノックインおよびノックアウトの特徴を
有するデリバティブ
質問
ノックインまたはノックアウトの特徴を有するオプションは、ヘッジ
手段として適格になり得ますか。

設例
U 社の経営者は、マネーマーケット変動利付（すなわち、3 か月
物 LIBOR+スプレッド）の有価証券に投資しています。契約当初、
現行の 3 か月物 LIBOR 金利は 3.5％です。経営者は、金利の
ダウンサイドを制限するためフロア・オプション契約を締結したい
と考えています。しかし、ヘッジ戦略のコストを低減させるため、
経営者は、ストライク・レートがアウト・オブ・マネーの 3％の
LIBOR 3 か月のフロア契約の購入を検討していますが、この契
約は残存期間中に LIBOR 3 か月金利が 2％を下回らないことを
条件としています（このような偶発的な条件は、通常、「ノックアウ
ト・バリア」として知られています）。

5.2 3-way オプション
質問
IFRS 第 9 号の下で、3-way オプションは、ヘッジ手段として適格
ですか。

設例
機能通貨がユーロである企業が、発生可能性の高い 100 米ドル
の予定購入を有しています。対応する外国為替（FX）リスクをヘ
ッジするために、企業は、以下のような「3-way」オプション・ストラ
テジー取引を締結しています。
•

100 米ドルの売建 FX プット（1 ドルに対して 0.7 ユーロの行
使価格）

•

100 米ドルの買建 FX コール（1 ドルに対して 0.8 ユーロの
行使価格）

•

100 米ドルの売建 FX コール（1 ドルに対して 0.9 ユーロの
行使価格）

回答

この組み合わせで受け取るネット・プレミアムはありません。

状況によって異なります。デリバティブがネット売建オプションで
ないことを前提に、ノックインまたはノックアウトの特徴を有するオ
プションをヘッジ手段として指定することを禁止する具体的な規
定はありません。オプションの組み合わせは、企業がネットでプ
レミアムを受取っておらず、オプションの重要な条件が（行使価
格を除いて）同じであり、売建オプションの名目金額が買建オプ
ションの名目金額を上回っていない場合、ネットの売建オプション
ではありません。さらに、IFRS 第 9 号が有効性の定量的評価を
要求していなくても、企業は、このヘッジ取引がそのリスク管理
戦略に合致したものであるか否か、およびヘッジ対象とヘッジ手段
の間に経済的関係があるか否かを検討する必要があるでしょう。

このストラテジー取引は、以下の図のように説明されます。

U 社は LIBOR 金利が 2％を下回らないと見込んでおり、そのた
め、ノックアウト・バリアの発動は見込んでいません。そのため、U
社は、ヘッジ手段とヘッジ対象の間に経済的関係があるとみな
し、ヘッジ対象の金利フローの現在価値の変動は、ヘッジ手段
の公正価値の変動によって部分的に相殺されると予想します。
この仮定は、ヘッジ会計を適用し続けることができるかどうかを
判断するために、各報告日時点で将来に向かって再評価する
必要があります。U 社がバリアの発動を予想しているとすれば、
ヘッジ対象とヘッジ手段との間には経済的関係がもはや存在し
ないため、ヘッジ会計の適用を中止しなければなません。
しかし、ヘッジ手段およびヘッジ対象の公正価値の変動を算定
して計上する場合、ヘッジ対象は合致するキックアウト条項を含
んでいないため、計上すべき非有効部分が生じます。

•

FX レートが 0.7 ユーロを下回る場合、企業が市場価格と
0.7 ユーロの間の差額を支払う

•

FX レートが 0.7 ユーロと 0.8 ユーロの間の場合、金融取引
は発生しない。

•

FX レートが 0.8 ユーロと 0.9 ユーロの間の場合、銀行が 0.8
ユーロと市場価格の間の差額を支払う。

•

FX レートが 0.9 ユーロを上回る場合、銀行が 0.8 ユーロと
0.9 ユーロの間の差額を支払う。利得は限定される。

売建コール
0.9

+
売建プット
0.7

-

買建コール
0.8

企業は、これらのデリバティブの組み合わせを、米ドル建ての予
定購入のキャッシュ・フロー・ヘッジにおけるヘッジ手段として指
定するつもりです。

本源的価値に基づいてヘッジの有効性を算定する場合、調整
後の時間的価値の規定を考慮に入れる必要があります。
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回答
いいえ。ネット売建オプションは、ヘッジ手段として認められてい
ません。デリバティブの組み合わせがネット売建オプションでな
いと判定するための要素は、以下のとおりです。
•

ネット・プレミアムを受け取っていない。

•

行使価格を除き、売建オプション要素と買建オプション要
素の重要な条件（基礎数値、通貨、および満期日等）が同
一である。さらに、売建オプション要素の名目金額が買建
オプション要素の名目金額を上回らない。

売建オプションの名目金額（200 米ドル）が買建オプションの名
目金額（100 米ドル）を上回っているため、この 3-way オプション
は、ヘッジ手段として適格ではありません。

5.3 外貨ベーシス・スワップ

され、資本に累積され、非有効部分（外貨ベーシス・スプ
レッドに連動している部分を含む）を損益計算書で認識し
ます。
ヘッジの非有効部分を評価するために企業が通常使用してい
るひとつの方法は、仮想デリバティブ法です。このシナリオにお
いて、仮想デリバティブは、オーバーナイト・ベースで価格を付
け直す変動米ドル対変動ユーロのスワップであり、そのため、ヘ
ッジ対象（すなわち、仮想デリバティブ）と、実際のデリバティブ
（外貨ベーシス・スワップ）の変動利率との間の価格再設定期間
の差異のために、非有効部分が発生する可能性があります。

5.4 連結財務諸表における連結会社間の
非デリバティブ金融商品
質問
連結会社間の外貨建てローンは連結財務諸表におけるヘッジ
手段として指定できますか。

質問
外貨ベーシス・スワップは、キャッシュ・フロー・ヘッジにおける
ヘッジ手段として適格となり得ますか。

設例
機能通貨がユーロである A 社のリスク管理戦略は、為替リスクに
対して財務ポジションをヘッジすることです。A 社は米ドル建変
動利付債務を発行して活動の資金を調達しており、変動対変動
の通貨スワップ（または外貨ベーシス・スワップ）により為替エク
スポージャーをヘッジすることを決定しています。

設例
機能通貨がスイスフラン（CHF）であるスイス・グループ G は、機
能通貨が米ドルの子会社 A に相当な投資を有しています。機能
通貨が CHF である親会社も、子会社 B（機能通貨は米ドル）か
ら連結会社間の米ドル建て借入を有しています。連結会社間の
借入は連結時に消去されますが、借入金を CHF に換算するこ
とにより親会社で生じた為替損益は、連結損益計算書に影響を
与えます。
親会社は、連結会社間の借入を子会社 A に対する純投資のヘ
ッジにおけるヘッジ手段として指定しようと考えています。

回答
はい。企業が、ヘッジ対象リスクを米ドル債務における外国通貨
直物要素として指定している場合は適格です。キャッシュ・フロ
ー・ヘッジは、認識済みの資産もしくは負債の全部もしくは構成
要素、または、可能性の非常に高い予定取引に関連し、かつ、
純損益に影響を与える可能性のある特定のリスクから生じるキャ
ッシュ・フローの変動性に対するエクスポージャーのヘッジです。
この設例において金利が固定でないという事実は、債務の為替
リスクのヘッジを妨げません。

回答
いいえ。IFRS 第 9 号は、企業集団の外部の当事者が関与する
商品のみをヘッジ手段として指定できると規定しています。これ
は、連結会社間の借入など、提案されているヘッジ手段が連結
損益に影響を与えるか否かにかかわらず適用されます。

キャッシュ・フロー・ヘッジにおいて変動対変動通貨スワップを用
いる場合、次の 2 つの可能性のある会計処理があります。
•

企業が、外貨ベーシス・スワップの公正価値全体から外貨
ベーシス・スプレッド要素を区分すると決定する場合、外
貨ベーシス・スプレッドの会計処理は、フォワードポイント
の会計処理と同様となります（すなわち、損益計算書で合
理的な基準に基づいて償却し、公正価値のさらなる変動
をその他の包括利益で認識して資本に累積する）。

•

企業が、外貨ベーシス・スワップの公正価値全体をヘッジ
手段として指定すると決定する場合、スワップの公正価値
全体の変動の有効部分はその他の包括利益で会計処理
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5.5 連結財務諸表における連結会社間の
デリバティブ
質問

F 社の経営者は、それに対応するリスクをヘッジするために、例
えば、固定価格で自社の普通株式を購入するオプションなどの
金融商品契約を締結します。

連結会社間のデリバティブは連結財務諸表においてヘッジ手
段として指定できますか。

F 社は、株式に基づく報酬又は株式に基づく支払に関連するリ
スクをヘッジするために、ヘッジ関係においてこの種類の金融
商品を使用するつもりです。

設例

回答

C 社は、企業集団内の異なる法人または単一法人内の部門の
あいだでリスク・エクスポージャーを移転するため、内部デリバテ
ィブ契約を用いています。例えば、子会社の為替リスクは、内部
の為替予約を通じて本社財務部に移転されることがあります。

金融商品の分類およびヘッジされている項目の会計処理の両
方によって異なります。

C 社は、内部デリバティブ契約を使ってヘッジ関係を指定する
つもりです。

回答
いいえ。連結会社間デリバティブは、C 社の連結財務諸表にお
いてヘッジ手段として指定できません。報告企業（すなわち、C
社）の外部の金融商品のみが、ヘッジ手段として指定できます。
内部デリバティブは、内部デリバティブで生じるすべての利得お
よび損失が連結時に消去されることを条件に、外部ヘッジ手段
（例えば、親会社または財務部によって保有されている）と事業
子会社などの別の企業集団内企業のヘッジ対象の連動を文書
化するために用いることができます。
C 社とその子会社は、IFRS 第 9 号の適格要件を満たしているこ
とを条件に、個別財務諸表においてヘッジ会計を達成すること
ができることがあります。企業は、それが最高業務意思決定者
(CODM)に報告される情報である場合、IFRS 第 8 号に基づくセ
グメント報告にヘッジ会計を適用することもできます。

5.6 企業自身の資本性金融商品に係る
デリバティブ
質問

金融商品が、IAS 第 32 号に基づき資本性金融商品として分類さ
れている場合、ヘッジ手段として指定することはできません。例
えば、企業が現金決済の代替策のない固定価格で固定数の自
社株を購入するオプションは、IAS 第 32 号の下での資本性金融
商品であり、そのため、ヘッジ手段として指定することはできませ
ん。反対に、差金決済オプションは、デリバティブとして分類お
よび会計処理され、以下のパラグラフに記載される条件が満た
されれば、キャッシュ・フロー・ヘッジにおけるヘッジ手段として
指定することができます。
あるヘッジがヘッジ会計に適格であるためには、ヘッジ対象は、
純損益（または、ヘッジ対象が、企業がその他の包括利益にお
いて公正価値の変動を会計処理することを選択している資本性
金融商品である場合には、その他の包括利益）に影響を与える
可能性のあるリスクに企業を晒すものでなければなりません。
例えば、ヘッジ対象が企業による自社株式の予定される将来の
買戻しである場合、ヘッジ対象が損益計算書に影響を与えるこ
とはないため、ヘッジ会計に適格となり得ません。ヘッジ対象が、
現金決済の株式に基づく報酬である場合、ヘッジ対象の公正
価値の変動は損益計算書に影響を与え、そのため、ヘッジ会計
のその他の要求事項（ヘッジ対象に指定される報酬額が現金決
済の株式報酬制度で行われる可能性が非常に高いことを含む）
が満たされる場合、キャッシュ・フロー・ヘッジ会計に適格となり
得ます。この判定を行う上で、株式に基づく報酬における業績
条件またはその他の権利確定条件を検討する必要があります。

企業自身の資本性金融商品に係るデリバティブをヘッジ関係で
使用することは可能ですか。
設例
F 社は、従業員を対象としたいくつかの株式に基づく報酬制度
を有しており、企業にサービスを提供しているコンサルタントに
支払うためにも株式報酬を使用しています。F 社は、公正価値
の変動に基づく現金支払いを通じて、または企業自身の資本
性金融商品を従業員またはコンサルタントへの発行（または、
代わりに、取得および引渡）の要求を通じてのいずれかによっ
て、企業自身の資本性金融商品の公正価値の変動に晒され
ています。
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5.7 為替リスクのヘッジ手段としての
非デリバティブ金融商品
質問
償却原価で会計処理される非デリバティブ金融商品をヘッジ手
段として使用することは可能ですか。

設例
機能通貨がユーロである A 社は、50 米ドルの外貨建て債務を
有しており、6 か月のあいだに商品を 100 米ドルで売却する可能
性が非常に高い予定取引を有しています。この債務は、償却原
価で会計処理され、毎月、純損益を通じて外国通貨直物レート
の変動を再評価します。
A 社は、キャッシュ・フロー・ヘッジにおいて発生する可能性が
非常に高い予定売上の一部分から生じる為替エクスポージャ
ーのヘッジ手段として、この債務の外国通貨要素を指定する
予定です。

回答
為替リスクのヘッジについて可能です。非デリバティブ金融資産
または非デリバティブ金融負債の為替リスク要素は、資本性金
融商品に対する投資でないことを条件として、ヘッジ手段として
指定することができます。非デリバティブ金融商品の為替リスク
要素は、IAS 第 21 号に従って決定されます。
この場合、債務の再換算の割引直物要素は、その他の包括利
益で繰り延べられ、ヘッジされた売上が純損益に影響を与える
場合に純損益にリサイクルされます。

5.8 純損益を通じて公正価値で測定される
非デリバティブ金融商品のヘッジ手段
としての指定
質問
純損益を通じて公正価値で測定される非デリバティブ契約を
ヘッジ手段として使用することは可能ですか。

設例
ABC 社は、金価格に連動する利回りを有する 1 年満期の債券を
保有しています。IFRS 第 9 号の下で、このような債券は、純損益
を通じて公正価値（FVTPL）で会計処理されます。

回答
はい。ヘッジ会計の要件が満たされていることを条件として、純
損益を通じて公正価値で測定される非デリバティブ金融資産ま
たは非デリバティブ金融負債はヘッジ手段として指定することが
できます。この例外は、ABC 社の自己の信用リスクの変動に起
因する公正価値の変動がその他の包括利益に表示される、純
損益を通じて公正価値で測定されるものとして指定されている
金融負債です。

5.9 これまでヘッジ手段として指定されていた
デリバティブの契約更改
質問
ヘッジ関係においてヘッジ手段として指定されたデリバティブの
契約更改はどのように会計処理されますか。

回答
通常、デリバティブの新たな契約相手方への契約更改は、この
デリバティブをヘッジ手段として指定したヘッジ関係の中止とな
ります。その後、新たなデリバティブを、新たなヘッジ関係にお
けるヘッジ手段として再指定する必要があります。IFRS 第 9 号は、
契約更改が以下の累積的特徴を有している場合に、一般規則
に対する例外を認めています。；
•

法規制の結果として行われる

•

ヘッジ手段の当事者が、1 つ以上の中央清算機関が当初
の相手側に代わって、それぞれの当事者の新たな相手方
となることに同意している。

•

デリバティブに対する変更は、このような入替えを実行す
るために必要な変更に制限される。

デリバティブの契約更改がこのような厳格な要件を満たす場合、
当初のヘッジ関係は中止されず、当初のヘッジ手段は契約更
改されたデリバティブに置き換えられます。ヘッジ関係のその他
の要素（仮想デリバティブ、およびその他の包括利益の累積金
額等）は変更すべきではありません。
契約更改がヘッジ会計の中止をもたらさない追加の限定的な状
況が存在する場合がありますが、それは個別の事実や状況によ
って異なります。

また ABC 社は、特定のコンピュータ部品を製造するために、
1 年の期間に金を購入する確定約定を有しています。
ABC 社は、この金価格連動債券を、ヘッジ会計目的のために
金を購入する確定約定の商品価格リスク・エクスポージャーのヘ
ッジ手段として指定するつもりです。
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