
ISDA® 
International Swaps and Derivatives Association, Inc. 

Shiroyama Trust Tower, 31
st
 Floor 

4-3-1 Toranomon 

Minato-ku, Tokyo, 105-6031 

Japan 

Telephone: 81 (3) 5733-5500 

Facsimile: 81 (3) 5733-5501 

email: isdajp@isda.org 

website: www.isda.org 

 

 

 

NEW YORK   •   LONDON    •   TOKYO   •   HONG KONG    •   SINGAPORE    •   BRUSSELS    •   WASHINGTON 

 

 

平成 21 年 7 月 29日 

 

企業会計基準委員会 御中 

 

 

「「「「金融商品会計金融商品会計金融商品会計金融商品会計のののの見直見直見直見直しにしにしにしに関関関関するするするする論点論点論点論点のののの整理整理整理整理」」」」に対するコメント 

ＩＳＤＡ東京事務所 

 

 

International Swaps and Derivatives Association, Inc. （ISDA） は、1985 年にニューヨークにて設

立された店頭デリバティブ市場の主要参加者により構成される全世界的な業界団体です。主と

して、金利スワップ、通貨スワップ、商品スワップ、さらにクレジットデリバティブ、天候デ

リバティブ等の取引を対象とした契約書の発展と維持、取引の効率的締結のための市場慣行の

促進、及び健全なリスク管理体制の発展等を目的として活動を続けております。会員数は 2009

年 7 月現在、58 カ国 830 社を超え、本邦においても 40 社が登録されており、その構成者は店

頭デリバティブに携わる各国の主要金融機関、サービスプロバイダー、法律事務所、会計事務

所、事業法人・投資家等のエンド・ユーザーなどとなっております。 

 

ISDA の活動の主な目的として、店頭デリバティブ市場の健全性の確保と発展があげられますが、

「東京合意」を踏まえた金融商品会計の範囲、金融商品の測定及びヘッジ会計の見直しは、我

が国の店頭デリバティブ市場の健全な発展にも大いに寄与するものと考えられ、さらにはコメ

ントの募集という形で意見具申の機会を頂きましたことを大変歓迎いたします。つきましては、

本論点整理で挙げられました各論点に対する ISDA 会員の意見を次ページ以降に取りまとめま

したので、ご高配を賜りますようお願い申しあげます。 
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［［［［論点論点論点論点 1-1］］］］金融商品金融商品金融商品金融商品のののの定義等定義等定義等定義等についてについてについてについて（第 14 項から第 24 項参照） 

(1) 金融商品の定義、金融商品会計の範囲について見直すべき点があれば、具体的に述べて

ください。 

 

コメントはありませコメントはありませコメントはありませコメントはありませんんんん。。。。 

 

［［［［論点論点論点論点 1-2］］］］デリバティブのデリバティブのデリバティブのデリバティブの定義定義定義定義についてについてについてについて（第 25 項から第 36 項参照） 

(2) デリバティブの定義や特徴に関して見直すべき点があれば、具体的に述べてください。 

 

純額決済性純額決済性純額決済性純額決済性はははは、、、、多多多多くのデリバティブがくのデリバティブがくのデリバティブがくのデリバティブが有有有有するするするする性質性質性質性質であるがであるがであるがであるが、、、、法改正法改正法改正法改正によりデリバティブとしてによりデリバティブとしてによりデリバティブとしてによりデリバティブとして

定義定義定義定義されたコモディティデリバティブにはされたコモディティデリバティブにはされたコモディティデリバティブにはされたコモディティデリバティブには現物決済現物決済現物決済現物決済をををを前提前提前提前提とするものものありとするものものありとするものものありとするものものあり、、、、またまたまたまた、、、、通貨通貨通貨通貨スワッスワッスワッスワッ

プのようにプのようにプのようにプのように一般一般一般一般にデリバティブとにデリバティブとにデリバティブとにデリバティブと捉捉捉捉えられているえられているえられているえられている金融商品金融商品金融商品金融商品であってもであってもであってもであっても、、、、純額決済純額決済純額決済純額決済でなくグロスでなくグロスでなくグロスでなくグロス決決決決

済済済済をををを前提前提前提前提とするものもあることからとするものもあることからとするものもあることからとするものもあることから、、、、純額決済純額決済純額決済純額決済をデリバティブのをデリバティブのをデリバティブのをデリバティブの要件要件要件要件とすることはとすることはとすることはとすることは、、、、実務実務実務実務とととと整合整合整合整合

的的的的ではなではなではなではないものといものといものといものと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。 

 

【【【【論点論点論点論点 2】】】】金融商品金融商品金融商品金融商品のののの測定測定測定測定 

［［［［論点論点論点論点 2-1］］］］測定区分測定区分測定区分測定区分のののの見直見直見直見直しししし（第 37 項から第 64 項参照） 

(3) デリバティブ以外の金融商品をどのような観点で区分すべきですか。また、具体的にど

のように区分すべきですか。 

 

会計情報会計情報会計情報会計情報がそのがそのがそのがその利用者利用者利用者利用者にとってにとってにとってにとって真真真真にににに有用有用有用有用なものであるためにはなものであるためにはなものであるためにはなものであるためには、、、、企業企業企業企業のののの投資投資投資投資のののの実態実態実態実態をををを、、、、そそそそ

のののの性質性質性質性質にににに応応応応じてじてじてじて適切適切適切適切にににに測定測定測定測定しししし、、、、測定結果測定結果測定結果測定結果をををを正正正正しくしくしくしく会計会計会計会計にににに反映反映反映反映することがすることがすることがすることが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。従従従従ってってってって、、、、

デリバティブデリバティブデリバティブデリバティブ以外以外以外以外のののの金融商品金融商品金融商品金融商品についてもについてもについてもについても、、、、企業企業企業企業のののの投資投資投資投資のののの実態実態実態実態をををを適切適切適切適切にににに反映反映反映反映させることにさせることにさせることにさせることに主眼主眼主眼主眼

をををを置置置置いたいたいたいた観点観点観点観点でででで区分区分区分区分するべきであるするべきであるするべきであるするべきである。「。「。「。「金融商品金融商品金融商品金融商品をすべをすべをすべをすべてててて公正価値公正価値公正価値公正価値でででで測定測定測定測定することすることすることすること」」」」はははは、、、、会計会計会計会計

のののの簡素化簡素化簡素化簡素化にはにはにはには資資資資するかもしれないがするかもしれないがするかもしれないがするかもしれないが、、、、結果結果結果結果としてとしてとしてとして企業企業企業企業のののの投資活動投資活動投資活動投資活動のののの実態実態実態実態をををを誤誤誤誤ったったったった形形形形でででで会計情会計情会計情会計情

報利用者報利用者報利用者報利用者にににに伝達伝達伝達伝達するするするする恐恐恐恐れがれがれがれが強強強強くくくく、、、、会計会計会計会計のののの本源的価値本源的価値本源的価値本源的価値をををを阻害阻害阻害阻害するするするする懸念懸念懸念懸念があるがあるがあるがある。。。。現行現行現行現行のののの我我我我がががが国国国国

のののの会計基準会計基準会計基準会計基準におけるにおけるにおけるにおける区分区分区分区分をををを維持維持維持維持することがすることがすることがすることが適切適切適切適切とととと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。 

 

(4) 売却可能金融資産（その他有価証券）の分類を縮小又は削除する可能性についてどのよ

うに考えますか。それは金融商品会計の複雑性の解消にどのように役立ちますか。 

 

日本日本日本日本のののの金融市場金融市場金融市場金融市場においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、そのそのそのその歴史的経緯歴史的経緯歴史的経緯歴史的経緯からからからから、、、、銀行銀行銀行銀行がががが「「「「そのそのそのその他有価証券他有価証券他有価証券他有価証券」」」」のののの区分区分区分区分でででで売売売売

却可能却可能却可能却可能なななな有価証券有価証券有価証券有価証券としてとしてとしてとして国債等国債等国債等国債等のののの債券債券債券債券をををを相当規模相当規模相当規模相当規模でででで保有保有保有保有しているしているしているしている。。。。リスクリスクリスクリスク管理上管理上管理上管理上のののの観点観点観点観点からからからから

公正価値公正価値公正価値公正価値によるによるによるによる時価変動時価変動時価変動時価変動やリスクやリスクやリスクやリスク指標指標指標指標のののの状況状況状況状況はははは管理管理管理管理しているもののしているもののしているもののしているものの、、、、保有目的保有目的保有目的保有目的はははは、、、、預金預金預金預金とととと貸貸貸貸
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出出出出のののの残高残高残高残高やややや期間期間期間期間のミスマッチをのミスマッチをのミスマッチをのミスマッチを ALM 上上上上のののの観点観点観点観点からからからから補完補完補完補完しつつしつつしつつしつつ金利収入金利収入金利収入金利収入をををを得得得得ていくためのていくためのていくためのていくための中中中中

長期的長期的長期的長期的なななな保有保有保有保有でありでありでありであり、、、、短期短期短期短期のののの売買目的売買目的売買目的売買目的でもでもでもでも、、、、償却原価法償却原価法償却原価法償却原価法によるによるによるによる処理処理処理処理がががが適当適当適当適当なななな満期保有満期保有満期保有満期保有ともともともとも言言言言

えないえないえないえない。。。。日本国債日本国債日本国債日本国債のののの残高残高残高残高とととと今後見込今後見込今後見込今後見込まれるまれるまれるまれる発行量発行量発行量発行量およびおよびおよびおよび日本日本日本日本のののの金融機関金融機関金融機関金融機関においてにおいてにおいてにおいて貸出残高貸出残高貸出残高貸出残高

をををを預金残高預金残高預金残高預金残高がががが恒常的恒常的恒常的恒常的にににに超過超過超過超過しているしているしているしている状況状況状況状況にににに鑑鑑鑑鑑みみみみ、、、、売却可能金融資産売却可能金融資産売却可能金融資産売却可能金融資産（（（（そのそのそのその他有価証券他有価証券他有価証券他有価証券））））のののの分分分分

類類類類をををを縮小又縮小又縮小又縮小又はははは削除削除削除削除することはすることはすることはすることは、、、、以下以下以下以下のののの２２２２つのつのつのつの観点観点観点観点からからからから、、、、金融商品会計金融商品会計金融商品会計金融商品会計のののの複雑性複雑性複雑性複雑性のののの解消解消解消解消というというというという

利益利益利益利益にににに比比比比べべべべ、、、、想定想定想定想定されるされるされるされる金融市場金融市場金融市場金融市場やややや国民経済国民経済国民経済国民経済へのへのへのへの悪影響悪影響悪影響悪影響というというというという損失損失損失損失がががが大大大大きすぎるためきすぎるためきすぎるためきすぎるため、、、、不適不適不適不適

切切切切であるとであるとであるとであると考考考考えるえるえるえる。。。。 

①①①①国債市場国債市場国債市場国債市場にににに与与与与えるえるえるえる悪影響悪影響悪影響悪影響がががが甚大甚大甚大甚大であることであることであることであること。。。。 

「「「「売却可能金融資産売却可能金融資産売却可能金融資産売却可能金融資産（（（（そのそのそのその他有価証券他有価証券他有価証券他有価証券）」）」）」）」というというというという分類分類分類分類をををを削除削除削除削除したしたしたした場合場合場合場合、、、、銀行銀行銀行銀行はははは、、、、現状保有現状保有現状保有現状保有しているしているしているしている

国債等国債等国債等国債等をををを、「、「、「、「売買目的売買目的売買目的売買目的」」」」にににに振振振振りりりり替替替替えることはえることはえることはえることは公正価値変動公正価値変動公正価値変動公正価値変動がががが期間損益期間損益期間損益期間損益にににに与与与与えるえるえるえる影響度影響度影響度影響度がががが大大大大きくなきくなきくなきくな

りりりり過過過過ぎることからぎることからぎることからぎることから不可能不可能不可能不可能でありでありでありであり、、、、またまたまたまた、、、、預金預金預金預金をををを原資原資原資原資としたとしたとしたとした流動性流動性流動性流動性のあるのあるのあるのある資産資産資産資産としてとしてとしてとして保有保有保有保有しているたしているたしているたしているた

めめめめ「「「「満期保有目的満期保有目的満期保有目的満期保有目的」」」」とすることもとすることもとすることもとすることも不可能不可能不可能不可能であることからであることからであることからであることから、、、、国債国債国債国債のののの残高残高残高残高をををを大大大大幅幅幅幅にににに圧縮圧縮圧縮圧縮することとなるすることとなるすることとなるすることとなる

蓋然性蓋然性蓋然性蓋然性がががが高高高高いいいい。。。。銀行銀行銀行銀行がががが保有保有保有保有するするするする国債国債国債国債をををを大幅大幅大幅大幅にににに圧縮圧縮圧縮圧縮するするするする事態事態事態事態となったとなったとなったとなった場合場合場合場合にはにはにはには、、、、我我我我がががが国国国国のののの国債流国債流国債流国債流

通市場通市場通市場通市場にににに重大重大重大重大なななな悪影響悪影響悪影響悪影響をををを及及及及ぼしぼしぼしぼし、、、、国債国債国債国債のののの発行市場発行市場発行市場発行市場においてもにおいてもにおいてもにおいても（、（、（、（、特特特特にににに中期債中期債中期債中期債においてにおいてにおいてにおいて）、）、）、）、発行環発行環発行環発行環

境境境境がががが悪化悪化悪化悪化することとなるすることとなるすることとなるすることとなる。。。。このこのこのこの結果結果結果結果、、、、国債国債国債国債のののの安定消化安定消化安定消化安定消化にににに支障支障支障支障をををを来来来来たすたすたすたす恐恐恐恐れがれがれがれが懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる。。。。 

②②②②銀行経営銀行経営銀行経営銀行経営のののの安定安定安定安定、、、、ひいてはひいてはひいてはひいては国民経済国民経済国民経済国民経済にににに悪影響悪影響悪影響悪影響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす可能性可能性可能性可能性がががが高高高高いこといこといこといこと。。。。 

現状現状現状現状のののの「「「「売却可能金融資産売却可能金融資産売却可能金融資産売却可能金融資産（（（（そのそのそのその他有価証券他有価証券他有価証券他有価証券）」）」）」）」でででで保有保有保有保有しているしているしているしている国債国債国債国債はははは、、、、銀行銀行銀行銀行がががが多額多額多額多額のののの貸出金償貸出金償貸出金償貸出金償

却却却却をををを迫迫迫迫られるられるられるられる不況期不況期不況期不況期にににに評価益評価益評価益評価益がががが生生生生じることがじることがじることがじることが多多多多くくくく、、、、貸出金貸出金貸出金貸出金のののの償却負担償却負担償却負担償却負担へのバッファーとしてへのバッファーとしてへのバッファーとしてへのバッファーとして銀行銀行銀行銀行

経営経営経営経営のののの安定性維持安定性維持安定性維持安定性維持にににに多大多大多大多大なななな意義意義意義意義をををを有有有有しているしているしているしている。。。。 

「「「「売却可能金融資産売却可能金融資産売却可能金融資産売却可能金融資産（（（（そのそのそのその他有価証券他有価証券他有価証券他有価証券）」）」）」）」というというというという分類分類分類分類をををを削除削除削除削除したしたしたした場合場合場合場合、、、、自己資本自己資本自己資本自己資本のののの補完補完補完補完としてとしてとしてとして機能機能機能機能

してきたしてきたしてきたしてきた国債保有国債保有国債保有国債保有がなくなることとなりがなくなることとなりがなくなることとなりがなくなることとなり、（、（、（、（特特特特にににに自己資本比率自己資本比率自己資本比率自己資本比率のののの低低低低いいいい））））金融機関金融機関金融機関金融機関がががが、、、、Pro-cyclical

にににに貸出資産貸出資産貸出資産貸出資産をををを圧縮圧縮圧縮圧縮するするするする、、、、所謂所謂所謂所謂「「「「貸貸貸貸しししし渋渋渋渋りりりり」」」」をををを惹起惹起惹起惹起するするするする恐恐恐恐れがあるれがあるれがあるれがある。。。。このようなことはこのようなことはこのようなことはこのようなことは、、、、国民経済国民経済国民経済国民経済にににに

悪影響悪影響悪影響悪影響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす可能性可能性可能性可能性がががが高高高高くくくく、、、、望望望望ましくないましくないましくないましくない。。。。 

 

(5) 売却可能の分類を維持すべきと考えますか。その場合、どのような金融商品をこの分類

に含めるべきと考えますか。 

 

(3)(4)でででで述述述述べたべたべたべた通通通通りりりり、、、、会計情報会計情報会計情報会計情報がそのがそのがそのがその利用者利用者利用者利用者にとってにとってにとってにとって真真真真にににに有用有用有用有用なものであるためにはなものであるためにはなものであるためにはなものであるためには、、、、企業企業企業企業

のののの投資投資投資投資のののの実態実態実態実態をををを、、、、そのそのそのその性質性質性質性質にににに応応応応じてじてじてじて適切適切適切適切にににに測定測定測定測定しししし、、、、測定結果測定結果測定結果測定結果をををを正正正正しくしくしくしく会計会計会計会計にににに反映反映反映反映することがすることがすることがすることが必必必必

要要要要であることであることであることであること、、、、金融市場金融市場金融市場金融市場のののの安定安定安定安定とととと金融機関金融機関金融機関金融機関のののの金融仲介機能金融仲介機能金融仲介機能金融仲介機能をををを維持維持維持維持するためにするためにするためにするために売却可能売却可能売却可能売却可能のののの分分分分

類類類類がががが有益有益有益有益であることであることであることであること等等等等からからからから、、、、売却可能売却可能売却可能売却可能のののの分類分類分類分類をををを維持維持維持維持することはすることはすることはすることは極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要であるとであるとであるとであると考考考考えるえるえるえる。。。。売売売売

却目的却目的却目的却目的ではなくではなくではなくではなく、、、、かつかつかつかつ、、、、満期保有満期保有満期保有満期保有でないでないでないでない有価証券有価証券有価証券有価証券（（（（営業政策上保有営業政策上保有営業政策上保有営業政策上保有するするするする取引先取引先取引先取引先のののの株式株式株式株式やややや国債国債国債国債

等等等等のののの債券等債券等債券等債券等））））をこのをこのをこのをこの分類分類分類分類にににに含含含含めるべきとめるべきとめるべきとめるべきと考考考考えるえるえるえる。。。。 
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［［［［論点論点論点論点 2-2］］］］公正価値公正価値公正価値公正価値オプションオプションオプションオプション（第 65 項から第 74 項参照） 

(6) 公正価値オプションについてどのように考えますか。 

 

公正価値公正価値公正価値公正価値オプションはオプションはオプションはオプションは、、、、ヘッジヘッジヘッジヘッジ会計会計会計会計のののの簡素化簡素化簡素化簡素化やややや非有効部分非有効部分非有効部分非有効部分のののの認識等認識等認識等認識等、、、、公正価値公正価値公正価値公正価値ヘッジにとヘッジにとヘッジにとヘッジにと

ってってってって有用有用有用有用なななな概念概念概念概念でありでありでありであり、、、、我我我我がががが国国国国のののの会計基準会計基準会計基準会計基準にもにもにもにも導入導入導入導入するべきであるとするべきであるとするべきであるとするべきであると考考考考えるえるえるえる。。。。 

 

但但但但しししし、、、、そのそのそのその前提前提前提前提としてとしてとしてとして、、、、159 項項項項ののののＩＡＳＢＩＡＳＢＩＡＳＢＩＡＳＢ提案提案提案提案にもあるようににもあるようににもあるようににもあるように、「、「、「、「ヘッジヘッジヘッジヘッジ対象対象対象対象のののの公正価値変動公正価値変動公正価値変動公正価値変動のののの

内内内内、、、、ヘッジヘッジヘッジヘッジ手段手段手段手段でヘッジしようとしたでヘッジしようとしたでヘッジしようとしたでヘッジしようとした公正価値変動公正価値変動公正価値変動公正価値変動だけをだけをだけをだけを認識認識認識認識することすることすることすること」（」（」（」（特定特定特定特定のリスクにのリスクにのリスクにのリスクに対対対対するするするする

部分適用部分適用部分適用部分適用、、、、公正価値変動公正価値変動公正価値変動公正価値変動のののの要素要素要素要素のヘッジのヘッジのヘッジのヘッジ））））をををを認認認認めるめるめるめる規定規定規定規定をををを置置置置くくくく事事事事がががが必須必須必須必須であるであるであるである。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、

FAS159 のののの”the fair value option is applied only to an entire instrument and not to 

only specified risks, specific cash flows, or portions of the instrument”というというというという規定規定規定規定はははは、、、、

会計会計会計会計のののの簡素化簡素化簡素化簡素化というというというという方向性方向性方向性方向性にはにはにはには沿沿沿沿ったものであるかもしれないがったものであるかもしれないがったものであるかもしれないがったものであるかもしれないが、、、、結果結果結果結果としてとしてとしてとして、「、「、「、「企業企業企業企業がががが認識認識認識認識

すべきだとすべきだとすべきだとすべきだと考考考考えていないえていないえていないえていない公正価値変動公正価値変動公正価値変動公正価値変動」」」」やややや「「「「認識認識認識認識することがすることがすることがすることが適切適切適切適切でないでないでないでない公正価値変動公正価値変動公正価値変動公正価値変動」」」」等等等等をををを認認認認

識識識識してしまうしてしまうしてしまうしてしまう弊害弊害弊害弊害がががが強強強強いことからいことからいことからいことから、、、、全全全全てのてのてのての事例事例事例事例にににに適用適用適用適用すべきすべきすべきすべき規定規定規定規定としてはとしてはとしてはとしては適切適切適切適切ではないではないではないではない。。。。 

 

したがしたがしたがしたがってってってって、、、、特定特定特定特定のリスクにのリスクにのリスクにのリスクに対対対対するするするする部分適用部分適用部分適用部分適用（（（（公正価値変動公正価値変動公正価値変動公正価値変動のののの要素要素要素要素のヘッジのヘッジのヘッジのヘッジ））））をををを認認認認めるめるめるめる規定規定規定規定

をををを置置置置いたいたいたいた上上上上でででで、、、、公正価値公正価値公正価値公正価値オプションをオプションをオプションをオプションを導入導入導入導入することはすることはすることはすることは、、、、極極極極めてめてめてめて有用有用有用有用でありでありでありであり、、、、支持支持支持支持できるものであできるものであできるものであできるものであ

るるるる。。。。但但但但しししし、、、、現状現状現状現状のののの繰繰繰繰りりりり延延延延べヘッジべヘッジべヘッジべヘッジ会計会計会計会計によるによるによるによる公正価値公正価値公正価値公正価値ヘッジについてもヘッジについてもヘッジについてもヘッジについても、、、、①①①①実務実務実務実務にににに深深深深くくくく浸透浸透浸透浸透してしてしてして

いることいることいることいること、、、、②②②②非有効部分非有効部分非有効部分非有効部分をををを損益認識損益認識損益認識損益認識しないことがしないことがしないことがしないことが、、、、簡素簡素簡素簡素でありでありでありであり、、、、かつかつかつかつ、、、、ヘッジがヘッジがヘッジがヘッジが予期予期予期予期せぬせぬせぬせぬ損益損益損益損益

変動変動変動変動をもたらすことがないためをもたらすことがないためをもたらすことがないためをもたらすことがないため実務上利用実務上利用実務上利用実務上利用しやすいことしやすいことしやすいことしやすいこと、、、、③③③③導入後導入後導入後導入後１０１０１０１０年近年近年近年近くくくく経過経過経過経過しているがしているがしているがしているが、、、、

有効性有効性有効性有効性のののの検証検証検証検証をををを満満満満たしたたしたたしたたした上上上上でででで非有効部分非有効部分非有効部分非有効部分をををを損益認識損益認識損益認識損益認識しないことがしないことがしないことがしないことが、、、、会計情報利用者会計情報利用者会計情報利用者会計情報利用者のののの利益利益利益利益をををを

阻害阻害阻害阻害しているしているしているしているというというというという評価評価評価評価をををを聞聞聞聞かないことかないことかないことかないこと、、、、等等等等にににに鑑鑑鑑鑑みみみみ、、、、当面当面当面当面、、、、公正価値公正価値公正価値公正価値オプションとオプションとオプションとオプションと並存並存並存並存させるこさせるこさせるこさせるこ

とがとがとがとが望望望望ましいものとましいものとましいものとましいものと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。 

 

［［［［論点論点論点論点 2-3］］］］保有目的区分保有目的区分保有目的区分保有目的区分のののの変更変更変更変更（第 75 項から第 83 項参照） 

(7) 保有目的区分が現行どおりに継続した場合、実務対応報告第 26 号「債券の保有目的区

分の変更に関する当面の取扱い」の処理は今後も維持すべでしょうか、見直すべきでし

ょうか。 

 

企業企業企業企業をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく経営環境経営環境経営環境経営環境はははは時時時時々々々々刻刻刻刻々々々々変動変動変動変動するためするためするためするため、、、、企業企業企業企業のののの投資方針投資方針投資方針投資方針がががが金融商品金融商品金融商品金融商品のののの保有期保有期保有期保有期

間間間間のののの途中途中途中途中でででで変更変更変更変更されることはされることはされることはされることは十分起十分起十分起十分起こりこりこりこり得得得得ることでありることでありることでありることであり、、、、債券債券債券債券のののの保有目的区分保有目的区分保有目的区分保有目的区分のののの変更変更変更変更をををを可能可能可能可能とととと

することはすることはすることはすることは実務実務実務実務上必須上必須上必須上必須であるとであるとであるとであると考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。従従従従ってってってって、「、「、「、「債券債券債券債券のののの保有目的区分保有目的区分保有目的区分保有目的区分のののの変更変更変更変更にににに関関関関するするするする当当当当

面面面面のののの取扱取扱取扱取扱いいいい」」」」のののの処理処理処理処理はははは、、、、今後今後今後今後もももも維持維持維持維持すべきであるとすべきであるとすべきであるとすべきであると考考考考えるえるえるえる。。。。 
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(8) 特に、その他有価証券から満期保有目的の債券への振替について、どのように考えます

か。 

 

(7)でででで述述述述べたべたべたべた通通通通りりりり、、、、企業企業企業企業のののの投資方針投資方針投資方針投資方針がががが金融商品金融商品金融商品金融商品のののの保有期間保有期間保有期間保有期間のののの途中途中途中途中でででで変更変更変更変更されることはされることはされることはされることは十分十分十分十分

起起起起こりこりこりこり得得得得ることでありることでありることでありることであり、、、、債券債券債券債券のののの保有目的区分保有目的区分保有目的区分保有目的区分のののの変更変更変更変更をををを可能可能可能可能とすることがとすることがとすることがとすることが適当適当適当適当であるとであるとであるとであると考考考考えるえるえるえる。。。。 

 

(9) 区分間の振替に関して、企業の保有目的を考慮した測定区分の意義（意思決定との関連

性）と恣意性の排除（信頼性）のバランスを踏まえて、また、ヘッジ会計との関連も含

めて総合的に見直す必要がありますか。 

 

(7)(8)でででで述述述述べたべたべたべた通通通通りりりり、、、、取得時取得時取得時取得時にににに定定定定めためためためた保有区分保有区分保有区分保有区分をををを、、、、金融商品金融商品金融商品金融商品のののの保有期間保有期間保有期間保有期間をををを通通通通じてじてじてじて変更変更変更変更するするするする

ことができないことができないことができないことができない、、、、とのとのとのとの現行現行現行現行のののの規定規定規定規定はははは、、、、企業企業企業企業のののの投資行動投資行動投資行動投資行動のののの実態実態実態実態をををを反映反映反映反映していないしていないしていないしていない。。。。恣意性恣意性恣意性恣意性のののの排排排排

除除除除をををを確保確保確保確保したしたしたした上上上上でででで、、、、債券債券債券債券のののの保有目的区分保有目的区分保有目的区分保有目的区分のののの変更変更変更変更がががが可能可能可能可能であることをであることをであることをであることを会計基準上会計基準上会計基準上会計基準上もももも明示明示明示明示するべするべするべするべ

きであるきであるきであるきである。。。。 

 

債券債券債券債券のののの保有区分変更保有区分変更保有区分変更保有区分変更とヘッジとヘッジとヘッジとヘッジ会計会計会計会計とのとのとのとの関連関連関連関連についてはについてはについてはについては、、、、債券債券債券債券のののの保有区分変更保有区分変更保有区分変更保有区分変更とヘッジとヘッジとヘッジとヘッジ指定指定指定指定

のののの解除解除解除解除がががが必必必必ずずずず連関連関連関連関するものでないことからするものでないことからするものでないことからするものでないことから、、、、このこのこのこの二二二二つはつはつはつは切切切切りりりり離離離離してしてしてして検討検討検討検討すべきものとすべきものとすべきものとすべきものと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。 

 

［［［［論点論点論点論点 2-4］］］］減損処理減損処理減損処理減損処理のののの取扱取扱取扱取扱いいいい（第 84 項から第 121 項参照） 

(10) 我が国の減損処理の基本的な考え方について、見直すべき点があれば、具体的に述べて

ください。 

 

我我我我がががが国国国国のののの基準基準基準基準におけるにおけるにおけるにおける減損処理減損処理減損処理減損処理のののの考考考考ええええ方方方方はははは妥当妥当妥当妥当なものとなものとなものとなものと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。 

 

(11) 減損損失の認識及び測定としてどのような方法が適切と考えますか。 

 

著著著著しいしいしいしい公正価値公正価値公正価値公正価値のののの下落下落下落下落をををを判定判定判定判定するするするする際際際際にににに用用用用いるいるいるいる一定一定一定一定のののの数値的数値的数値的数値的なななな目安目安目安目安はははは、、、、実務実務実務実務のののの指針指針指針指針となることなることなることなるこ

とにとにとにとに加加加加ええええ、、、、会計情報利用者会計情報利用者会計情報利用者会計情報利用者にとってのにとってのにとってのにとっての比較可能性比較可能性比較可能性比較可能性をををを担保担保担保担保するするするする上上上上でもでもでもでも有用有用有用有用なものとなものとなものとなものと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。 

 

(12) 減損損失の戻入れに関して見直すべき点があれば、具体的に述べてください。 
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減損減損減損減損をををを戻入戻入戻入戻入するとするとするとすると再再再再びびびび減損減損減損減損にヒットするリスクがにヒットするリスクがにヒットするリスクがにヒットするリスクが高高高高まることとなりまることとなりまることとなりまることとなり、、、、頻繁頻繁頻繁頻繁にににに減損処理減損処理減損処理減損処理をををを行行行行うようなうようなうようなうような

事態事態事態事態もももも想定想定想定想定されるされるされるされる。。。。このようなことはこのようなことはこのようなことはこのようなことは期間損益期間損益期間損益期間損益をををを過度過度過度過度にににに変動変動変動変動させるさせるさせるさせる要因要因要因要因となるとなるとなるとなる可能性可能性可能性可能性がありがありがありがあり望望望望まままま

しくないしくないしくないしくない。。。。 

 

［［［［論点論点論点論点 2-5］］］］複合金融商品複合金融商品複合金融商品複合金融商品のののの区分処理区分処理区分処理区分処理（第 119 項から第 129 項参照） 

(13) 複合金融商品に含まれる組込デリバティブの区分処理の要件として、組込デリバティブ

のリスクが現物の金融資産又は金融負債に及ぶ可能性があるか否かではなく、現物の金

融商品と組込デリバティブの経済的性格及びリスクの関連性に着目した方がよいと思い

ますか。 

 

国際的国際的国際的国際的なななな会計基準会計基準会計基準会計基準におけるにおけるにおけるにおける「「「「現物現物現物現物のののの金融商品金融商品金融商品金融商品とととと組込組込組込組込デリバティブのリスクのデリバティブのリスクのデリバティブのリスクのデリバティブのリスクの関連性関連性関連性関連性」」」」というというというという

基準基準基準基準はははは、、、、そのそのそのその適否適否適否適否のののの判断判断判断判断がががが困難困難困難困難なななな場合場合場合場合があるとがあるとがあるとがあると思思思思われるわれるわれるわれる一方一方一方一方でででで、、、、我我我我がががが国国国国のののの会計基準会計基準会計基準会計基準のののの「「「「組込組込組込組込

デリバティブのリスクがデリバティブのリスクがデリバティブのリスクがデリバティブのリスクが現物現物現物現物のののの金融資産又金融資産又金融資産又金融資産又はははは金融負債金融負債金融負債金融負債にににに及及及及ぶぶぶぶ可能性可能性可能性可能性があるかがあるかがあるかがあるか否否否否かかかか」」」」というというというという基基基基

準準準準はははは、、、、そのそのそのその適否適否適否適否のののの判断判断判断判断がががが国際的国際的国際的国際的なななな会計基準会計基準会計基準会計基準のののの規定規定規定規定よりもよりもよりもよりも容易容易容易容易なななな場合場合場合場合がががが多多多多いものといものといものといものと思思思思われわれわれわれ、、、、かかかか

つつつつ、、、、結果結果結果結果としてとしてとしてとして、、、、国際的国際的国際的国際的なななな会計基準会計基準会計基準会計基準にににに基基基基づくづくづくづく判断結果判断結果判断結果判断結果とととと大大大大きなきなきなきな差異差異差異差異をををを生生生生じないとじないとじないとじないと思思思思われることわれることわれることわれること

からからからから、、、、現行現行現行現行のののの我我我我がががが国国国国のののの基準基準基準基準をををを維持維持維持維持するべきであるするべきであるするべきであるするべきである。。。。 

 

但但但但しししし、、、、我我我我がががが国国国国のののの基準基準基準基準におけるにおけるにおけるにおける、「、「、「、「金利金利金利金利がががが契約当初契約当初契約当初契約当初のののの市場金利市場金利市場金利市場金利のののの 2 倍以上倍以上倍以上倍以上になるとはになるとはになるとはになるとは、、、、例例例例ええええ

ばばばば変動金利変動金利変動金利変動金利のののの場合場合場合場合、、、、そのそのそのその当初計算式当初計算式当初計算式当初計算式「Ｌ＋「Ｌ＋「Ｌ＋「Ｌ＋００００．．．．５５５５％％％％ 」」」」にににに対対対対してしてしてして、、、、実際実際実際実際のののの支払支払支払支払いいいい金利金利金利金利がががが当初計算当初計算当初計算当初計算

式式式式にににに 2 をををを乗乗乗乗じたものじたものじたものじたもの「（Ｌ＋「（Ｌ＋「（Ｌ＋「（Ｌ＋００００．．．．５５５５％）％）％）％）×２２２２」」」」をををを適用適用適用適用してしてしてして計算計算計算計算されるされるされるされる金額以上金額以上金額以上金額以上となるとなるとなるとなる場合場合場合場合をいうをいうをいうをいう」」」」といといといとい

うううう例示例示例示例示はははは、、、、論旨論旨論旨論旨がががが不明確不明確不明確不明確でありでありでありであり、、、、誤解誤解誤解誤解をををを招招招招きかねないことからきかねないことからきかねないことからきかねないことから修正修正修正修正すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。 

 

またまたまたまた、、、、例例例例えばえばえばえば、「、「、「、「金利金利金利金利がががが変動金利変動金利変動金利変動金利にににに連動連動連動連動してしてしてして累積的累積的累積的累積的にににに（（（（一般的一般的一般的一般的なななな借入金利息借入金利息借入金利息借入金利息のののの 2 倍倍倍倍をををを超超超超ええええ

てててて））））増加増加増加増加するするするする借入金借入金借入金借入金」」」」のののの場合場合場合場合、、、、国際的国際的国際的国際的なななな会計基準会計基準会計基準会計基準のののの「「「「現物現物現物現物のののの金融商品金融商品金融商品金融商品とリスクがとリスクがとリスクがとリスクが関連関連関連関連しているしているしているしている」」」」

というというというという規定規定規定規定にににに合致合致合致合致しているとのしているとのしているとのしているとの判断判断判断判断もももも有有有有りりりり得得得得るとるとるとると思思思思われるがわれるがわれるがわれるが、、、、我我我我がががが国国国国のののの基基基基準準準準ではではではでは区分処理区分処理区分処理区分処理がががが

求求求求められるものとめられるものとめられるものとめられるものと思思思思われることわれることわれることわれること等等等等、、、、国際的国際的国際的国際的なななな会計基準会計基準会計基準会計基準のののの方方方方がががが我我我我がががが国国国国のののの基準基準基準基準よりもよりもよりもよりも適切適切適切適切とはとはとはとは思思思思

われないわれないわれないわれない事例事例事例事例もあることももあることももあることももあることも考慮考慮考慮考慮すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。 

 

【【【【論点論点論点論点 3】】】】ヘッジヘッジヘッジヘッジ会計会計会計会計 

［［［［論点論点論点論点 3-1］］］］ヘッジヘッジヘッジヘッジ会計会計会計会計のののの意義意義意義意義（第 133 項から第 146 項参照） 

(14) ヘッジ会計の意義やヘッジされるリスクについて、見直すべき点があれば、具体的に述

べてください。 
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資産資産資産資産・・・・負債負債負債負債のののの公正価値変動公正価値変動公正価値変動公正価値変動がががが企業活動企業活動企業活動企業活動のののの主主主主なリスクとなっているなリスクとなっているなリスクとなっているなリスクとなっている企業企業企業企業はははは一部一部一部一部のののの金融法人金融法人金融法人金融法人だだだだ

けでありけでありけでありけであり、、、、大多数大多数大多数大多数のののの一般事業法人一般事業法人一般事業法人一般事業法人にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュフローフローフローフロー変動変動変動変動がヘッジすべきがヘッジすべきがヘッジすべきがヘッジすべき主主主主なリスクなリスクなリスクなリスク

であることからであることからであることからであることから、、、、公正価値公正価値公正価値公正価値ヘッジをヘッジをヘッジをヘッジを中心中心中心中心とするとするとするとする国際的国際的国際的国際的なななな会計基準会計基準会計基準会計基準のののの考考考考ええええ方方方方はははは、、、、企業会計企業会計企業会計企業会計のののの実実実実

態態態態をををを十分考慮十分考慮十分考慮十分考慮しておらずしておらずしておらずしておらず、、、、キャッシュフローヘッジとキャッシュフローヘッジとキャッシュフローヘッジとキャッシュフローヘッジと公正価値公正価値公正価値公正価値ヘッジのヘッジのヘッジのヘッジの双方双方双方双方をヘッジをヘッジをヘッジをヘッジ会計会計会計会計のののの中中中中

心心心心にににに位置位置位置位置づけているづけているづけているづけている我我我我がががが国国国国のののの基準基準基準基準のののの考考考考ええええ方方方方がががが適切適切適切適切であるであるであるである。。。。 

 

またまたまたまた、、、、以下以下以下以下のようないくつかのヘッジのようないくつかのヘッジのようないくつかのヘッジのようないくつかのヘッジ手法手法手法手法についてはについてはについてはについては、、、、会計監査実務会計監査実務会計監査実務会計監査実務においてにおいてにおいてにおいて、、、、ヘッジヘッジヘッジヘッジ会計会計会計会計

のののの適用適用適用適用がががが認認認認められなかっためられなかっためられなかっためられなかった事例事例事例事例があるためがあるためがあるためがあるため、、、、会計基準会計基準会計基準会計基準のののの設例設例設例設例ややややＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａでででで取取取取りりりり上上上上げることによりげることによりげることによりげることにより、、、、

ヘッジヘッジヘッジヘッジ会計会計会計会計のののの対象対象対象対象となることをとなることをとなることをとなることを明示明示明示明示されたいされたいされたいされたい。。。。 

①①①①    外貨外貨外貨外貨リスクについてリスクについてリスクについてリスクについて、「、「、「、「円貨換算円貨換算円貨換算円貨換算したしたしたした場合場合場合場合のののの公正価値変動公正価値変動公正価値変動公正価値変動」」」」とととと「「「「将来将来将来将来のののの外貨外貨外貨外貨キャッシュフロキャッシュフロキャッシュフロキャッシュフロ

ーをーをーをーを円転円転円転円転したしたしたした場合場合場合場合のののの円円円円ベースでのキャッシュフローベースでのキャッシュフローベースでのキャッシュフローベースでのキャッシュフロー変動変動変動変動」」」」のいずれもヘッジのいずれもヘッジのいずれもヘッジのいずれもヘッジ対象対象対象対象のののの捉捉捉捉ええええ方方方方

としてとしてとしてとして適格適格適格適格であることであることであることであること 

②②②②    将来将来将来将来のののの（（（（社債発行等社債発行等社債発行等社債発行等のののの））））資産資産資産資産・・・・負債負債負債負債のののの取得取得取得取得にににに関関関関しししし、、、、資産資産資産資産・・・・負債負債負債負債のののの取得取得取得取得（（（（社債発行社債発行社債発行社債発行））））がががが予定予定予定予定

取引取引取引取引としてとしてとしてとして妥当性妥当性妥当性妥当性をををを有有有有したしたしたした時時時時にににに、、、、実際実際実際実際のののの取得条件取得条件取得条件取得条件（（（（社債社債社債社債のののの発行条件発行条件発行条件発行条件））））がががが決定決定決定決定するまでのするまでのするまでのするまでの

金利変動金利変動金利変動金利変動リスクをヘッジするためにリスクをヘッジするためにリスクをヘッジするためにリスクをヘッジするために、、、、予定取引予定取引予定取引予定取引とととと同様同様同様同様のリスクのリスクのリスクのリスク特性特性特性特性をををを有有有有するヘッジするヘッジするヘッジするヘッジ手段手段手段手段

（（（（例例例例えばえばえばえば固定金利支払固定金利支払固定金利支払固定金利支払いのいのいのいの金利金利金利金利スワップスワップスワップスワップ））））をををを契約契約契約契約しししし、、、、実際実際実際実際のののの取得時取得時取得時取得時にヘッジにヘッジにヘッジにヘッジ手段手段手段手段をををを解約解約解約解約

（（（（若若若若しくはしくはしくはしくは反対取引反対取引反対取引反対取引をををを締結締結締結締結））））するヘッジするヘッジするヘッジするヘッジ手法手法手法手法 

③③③③    ストストストストラクチャードファイナンスにおけるキャッシュフローアジャストスワップラクチャードファイナンスにおけるキャッシュフローアジャストスワップラクチャードファイナンスにおけるキャッシュフローアジャストスワップラクチャードファイナンスにおけるキャッシュフローアジャストスワップ 

（（（（固定固定固定固定キャッシュフローとキャッシュフローとキャッシュフローとキャッシュフローと固定固定固定固定キャッシュフローのキャッシュフローのキャッシュフローのキャッシュフローの交換交換交換交換）））） 

 

ＩＡＳＢＩＡＳＢＩＡＳＢＩＡＳＢののののＤＰＤＰＤＰＤＰでででで言及言及言及言及されたされたされたされた「「「「ヘッジヘッジヘッジヘッジ会計会計会計会計のののの全廃全廃全廃全廃」」」」はははは、、、、企業企業企業企業がががが事業遂行上保有事業遂行上保有事業遂行上保有事業遂行上保有せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得ないリないリないリないリ

スクをスクをスクをスクを、、、、事業活動事業活動事業活動事業活動のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして適切適切適切適切にマネージすることをにマネージすることをにマネージすることをにマネージすることを妨妨妨妨げるものでありげるものでありげるものでありげるものであり、、、、国民経済国民経済国民経済国民経済にににに多大多大多大多大

なななな損失損失損失損失をもたらすこととなるためをもたらすこととなるためをもたらすこととなるためをもたらすこととなるため、、、、許容許容許容許容するべきではないするべきではないするべきではないするべきではない。。。。 

 

［［［［論点論点論点論点 3-2］］］］ヘッジヘッジヘッジヘッジ会計会計会計会計のののの方法方法方法方法（第 147 項から第 163 項参照） 

(15) ヘッジ会計の方法を見直すべき点があるとすれば、どのような方法が適切と考えますか。 

 

よりよりよりより簡素簡素簡素簡素でででで判判判判りやすいヘッジりやすいヘッジりやすいヘッジりやすいヘッジ手法手法手法手法としてとしてとしてとして、「、「、「、「ヘッジヘッジヘッジヘッジ対象対象対象対象のののの公正価値変動公正価値変動公正価値変動公正価値変動のののの内内内内、、、、ヘッジヘッジヘッジヘッジ手段手段手段手段でヘでヘでヘでヘ

ッジしようとしたッジしようとしたッジしようとしたッジしようとした公正価値変動公正価値変動公正価値変動公正価値変動だけをだけをだけをだけを認識認識認識認識することすることすることすること」」」」をををを許容許容許容許容したしたしたした形形形形でのでのでのでの「「「「公正価値公正価値公正価値公正価値オプションオプションオプションオプション」」」」をををを

導入導入導入導入することがすることがすることがすることが適切適切適切適切とととと考考考考えるえるえるえる（［（［（［（［論点論点論点論点 2-2］］］］公正価値公正価値公正価値公正価値オプションのオプションのオプションのオプションの項参照項参照項参照項参照）。）。）。）。なおなおなおなお、、、、現状現状現状現状のののの繰繰繰繰りりりり延延延延

べヘッジべヘッジべヘッジべヘッジ会計会計会計会計によるによるによるによる公正価値公正価値公正価値公正価値ヘッジについてもヘッジについてもヘッジについてもヘッジについても、、、、①①①①実務実務実務実務にににに深深深深くくくく浸透浸透浸透浸透していることしていることしていることしていること、、、、②②②②非有効部非有効部非有効部非有効部

分分分分をををを損益認識損益認識損益認識損益認識しないことがしないことがしないことがしないことが、、、、簡素簡素簡素簡素でありでありでありであり、、、、かつかつかつかつ、、、、ヘッジがヘッジがヘッジがヘッジが予期予期予期予期せぬせぬせぬせぬ損益変動損益変動損益変動損益変動をもたらすことがなをもたらすことがなをもたらすことがなをもたらすことがな

いためいためいためいため実務上利用実務上利用実務上利用実務上利用しやすいことしやすいことしやすいことしやすいこと、、、、③③③③導入後導入後導入後導入後１０１０１０１０年近年近年近年近くくくく経過経過経過経過しているがしているがしているがしているが、、、、有効性有効性有効性有効性のののの検証検証検証検証をををを満満満満たしたしたしたし
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たたたた上上上上でででで非非非非有効部分有効部分有効部分有効部分をををを損益認識損益認識損益認識損益認識しないことがしないことがしないことがしないことが、、、、会計情報利用者会計情報利用者会計情報利用者会計情報利用者のののの利益利益利益利益をををを阻害阻害阻害阻害しているというしているというしているというしているという評評評評

価価価価をををを聞聞聞聞かないことかないことかないことかないこと、、、、等等等等にににに鑑鑑鑑鑑みみみみ、、、、当面当面当面当面、、、、公正価値公正価値公正価値公正価値オプションとオプションとオプションとオプションと並存並存並存並存させることがさせることがさせることがさせることが望望望望ましいものとましいものとましいものとましいものと思思思思

われるわれるわれるわれる。。。。 

 

(16) 金利スワップの特例処理や為替予約等の振当処理のようなヘッジ会計における合成商品

会計は見直す必要がありますか。 

 

これらのこれらのこれらのこれらの合成商品会計合成商品会計合成商品会計合成商品会計はははは、、、、既既既既にににに実務実務実務実務にににに深深深深くくくく浸透浸透浸透浸透しておりしておりしておりしており、、、、経済実態経済実態経済実態経済実態をををを適切適切適切適切にににに反映反映反映反映しつつしつつしつつしつつ会会会会

計計計計をををを簡素化簡素化簡素化簡素化することにすることにすることにすることに貢献貢献貢献貢献するものでするものでするものでするもので、、、、維持維持維持維持すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。指摘指摘指摘指摘されるようなされるようなされるようなされるような問題点問題点問題点問題点のデメリッのデメリッのデメリッのデメリッ

トはトはトはトは簡素化簡素化簡素化簡素化のメリットにのメリットにのメリットにのメリットに比比比比べてべてべてべて極極極極めてめてめてめて小小小小さくさくさくさく、、、、廃止廃止廃止廃止するするするする必要性必要性必要性必要性はははは全全全全くくくく感感感感じられないじられないじられないじられない。。。。 

 

［［［［論点論点論点論点 3-3］］］］ヘッジヘッジヘッジヘッジ会計会計会計会計のののの簡素化簡素化簡素化簡素化のののの可能性可能性可能性可能性（第 164 項から第 211 項参照） 

(17) ヘッジ会計は複雑と考えますか。もし複雑であれば、どのように対処すべきと考えます

か。 

 

ヘッジヘッジヘッジヘッジ会計会計会計会計はははは確確確確かにかにかにかに単純単純単純単純とはとはとはとは言言言言えないもののえないもののえないもののえないものの、、、、会計会計会計会計はははは、、、、企業活動企業活動企業活動企業活動をををを的確的確的確的確にににに反映反映反映反映したものでしたものでしたものでしたもので

あることがあることがあることがあることが重要重要重要重要であるであるであるである。。。。従従従従ってってってって、、、、貴委員会貴委員会貴委員会貴委員会のごのごのごのご指摘指摘指摘指摘のののの通通通通りりりり、、、、簡素化簡素化簡素化簡素化はははは、、、、会計情報会計情報会計情報会計情報のののの有用性有用性有用性有用性をををを阻阻阻阻

害害害害することとならないようすることとならないようすることとならないようすることとならないよう、、、、有用性有用性有用性有用性のののの維持維持維持維持・・・・向上向上向上向上とのバランスのとのバランスのとのバランスのとのバランスの考慮考慮考慮考慮したしたしたした上上上上でででで検討検討検討検討されるべきでされるべきでされるべきでされるべきで

あるあるあるある。。。。 

 

簡素化簡素化簡素化簡素化にににに向向向向けたけたけたけた対応対応対応対応としてはとしてはとしてはとしては、、、、有効性有効性有効性有効性のののの評価評価評価評価においてにおいてにおいてにおいて、、、、事後的事後的事後的事後的なななな定量評価定量評価定量評価定量評価をををを継続的継続的継続的継続的にににに要求要求要求要求

しないことがしないことがしないことがしないことが、、、、会計情報会計情報会計情報会計情報のののの有用性有用性有用性有用性をををを損損損損なわずなわずなわずなわず、、、、実務面実務面実務面実務面でのでのでのでの負担負担負担負担がががが大幅大幅大幅大幅にににに軽減軽減軽減軽減されるされるされるされる有効有効有効有効なななな方方方方

策策策策であるとであるとであるとであると思思思思われるわれるわれるわれる。。。。 

 

一方一方一方一方でででで、、、、ヘッジヘッジヘッジヘッジ指定指定指定指定のののの解除解除解除解除およびおよびおよびおよび部分部分部分部分ヘッジをヘッジをヘッジをヘッジを認認認認めないことはめないことはめないことはめないことは、、、、あるべきあるべきあるべきあるべき企業行動企業行動企業行動企業行動をををを阻害阻害阻害阻害すすすす

ることになりかねずることになりかねずることになりかねずることになりかねず、、、、会計会計会計会計のののの簡素化簡素化簡素化簡素化メリットにメリットにメリットにメリットに比比比比べべべべ、、、、デメリットがデメリットがデメリットがデメリットが過大過大過大過大でありでありでありであり、、、、適切適切適切適切ではないではないではないではない。。。。 

またまたまたまた、、、、合成商品会計合成商品会計合成商品会計合成商品会計はははは、、、、会計情報会計情報会計情報会計情報のののの有用性有用性有用性有用性をををを損損損損なわないなわないなわないなわない範囲範囲範囲範囲でのでのでのでの簡素化簡素化簡素化簡素化でありでありでありであり、、、、これをこれをこれをこれを制制制制

限限限限することはすることはすることはすることは、、、、実務上実務上実務上実務上のののの複雑複雑複雑複雑さやさやさやさや負担負担負担負担をををを増大増大増大増大させることとなりさせることとなりさせることとなりさせることとなり、、、、適切適切適切適切とはとはとはとは考考考考えられないえられないえられないえられない。。。。 

 

(18) ヘッジ会計における文書化、有効性、ヘッジ指定解除、部分ヘッジについて、簡素化や

その他の観点も踏まえ、どのような改善が適切と考えますか。 

 

＜＜＜＜１１１１＞＞＞＞文書化文書化文書化文書化 

文書化文書化文書化文書化についてはについてはについてはについては、、、、形式基準形式基準形式基準形式基準ではなくではなくではなくではなく、、、、実質的実質的実質的実質的にににに要件要件要件要件をををを満満満満たしていることをたしていることをたしていることをたしていることを重視重視重視重視したしたしたした実務運営実務運営実務運営実務運営
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がががが望望望望まれるまれるまれるまれる外外外外はははは、、、、現状現状現状現状のののの我我我我がががが国国国国のののの会計基準会計基準会計基準会計基準にはにはにはには、、、、改善改善改善改善をををを検討検討検討検討すべきことはすべきことはすべきことはすべきことは多多多多くないとくないとくないとくないと思思思思われわれわれわれ

るるるる。。。。 

 

＜＜＜＜２２２２＞＞＞＞有効性有効性有効性有効性のののの検証検証検証検証 

有効性有効性有効性有効性のののの検証検証検証検証についてはについてはについてはについては、、、、以下以下以下以下のののの諸点諸点諸点諸点をををを改善改善改善改善すべきであるとすべきであるとすべきであるとすべきであると考考考考えるえるえるえる。。。。 

①①①①     会会会会計基準計基準計基準計基準Ｑ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａのののの設例設例設例設例にににに示示示示されたされたされたされた判定手法判定手法判定手法判定手法 

我我我我がががが国国国国のののの会計基準会計基準会計基準会計基準Ｑ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａのののの設例設例設例設例にににに示示示示されたされたされたされた判定手法判定手法判定手法判定手法はははは、、、、簡便簡便簡便簡便ではあるもののではあるもののではあるもののではあるものの、、、、数理的数理的数理的数理的にににに

必必必必ずしもずしもずしもずしも最適最適最適最適といえないといえないといえないといえない手法手法手法手法でありでありでありであり、、、、企業企業企業企業がリスクがリスクがリスクがリスク管管管管理理理理にににに有効有効有効有効とととと考考考考えるヘッジえるヘッジえるヘッジえるヘッジ取引取引取引取引でででで、、、、統計統計統計統計

的的的的にヘッジにヘッジにヘッジにヘッジ対象対象対象対象とととと高高高高いいいい相関相関相関相関があるとがあるとがあるとがあると考考考考えられるえられるえられるえられる場合場合場合場合であってもであってもであってもであっても、、、、このこのこのこの判定手法判定手法判定手法判定手法でででで有効性有効性有効性有効性がががが

認認認認められないためにめられないためにめられないためにめられないために、、、、ヘッジのヘッジのヘッジのヘッジの導入導入導入導入をををを断念断念断念断念したケースがしたケースがしたケースがしたケースが多数存在多数存在多数存在多数存在しているしているしているしている。（。（。（。（下記事例下記事例下記事例下記事例ごごごご参参参参

照照照照）））） 

結果結果結果結果としてとしてとしてとして、、、、会計制度会計制度会計制度会計制度がががが企業行動企業行動企業行動企業行動をををを歪歪歪歪めめめめ、、、、当該企業当該企業当該企業当該企業のののの財務財務財務財務のののの安定性安定性安定性安定性をををを損損損損なうなうなうなう結果結果結果結果となってとなってとなってとなって

しまっているためしまっているためしまっているためしまっているため、、、、会計基準会計基準会計基準会計基準Ｑ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａのののの設例設例設例設例にににに示示示示されたされたされたされた判定手法以外判定手法以外判定手法以外判定手法以外のののの合理的合理的合理的合理的なななな手法手法手法手法（（（（例例例例ええええ

ばばばば、、、、統計的手法統計的手法統計的手法統計的手法））））をををを、、、、事前事前事前事前・・・・事後事後事後事後ともにともにともにともに判定手法判定手法判定手法判定手法とすることができることをとすることができることをとすることができることをとすることができることを明記明記明記明記すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。

これはこれはこれはこれは、、、、有効性検証有効性検証有効性検証有効性検証のののの「「「「緩和緩和緩和緩和」」」」ではなくではなくではなくではなく、、、、有効性検証有効性検証有効性検証有効性検証のののの「「「「合理化合理化合理化合理化」」」」であであであであることからることからることからることから、、、、非有効部非有効部非有効部非有効部

分分分分のののの損益認識損益認識損益認識損益認識とのとのとのとの関係関係関係関係でででで論論論論ずるずるずるずる必要必要必要必要はないものとはないものとはないものとはないものと考考考考えるえるえるえる。。。。 

（（（（事例事例事例事例）））） 

ＡＡＡＡ社社社社はははは、、、、認可運賃認可運賃認可運賃認可運賃やややや届出運賃等届出運賃等届出運賃等届出運賃等にににに基基基基づくづくづくづく運賃収入運賃収入運賃収入運賃収入をををを主主主主なななな収入収入収入収入としているとしているとしているとしている運輸産業運輸産業運輸産業運輸産業であるがであるがであるがであるが、、、、

燃料費燃料費燃料費燃料費のののの増加増加増加増加をををを機動的機動的機動的機動的にににに運賃運賃運賃運賃にににに転嫁転嫁転嫁転嫁することがすることがすることがすることが法制上極法制上極法制上極法制上極めてめてめてめて困難困難困難困難であるためであるためであるためであるため、、、、燃料費上燃料費上燃料費上燃料費上

昇昇昇昇リスクをヘッジすることがリスクをヘッジすることがリスクをヘッジすることがリスクをヘッジすることが極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要なななな経営課題経営課題経営課題経営課題となっていたとなっていたとなっていたとなっていた。。。。A 社社社社がががが主主主主にににに燃料燃料燃料燃料としてとしてとしてとして購購購購

入入入入しているしているしているしている軽油軽油軽油軽油（（（（ヘッジヘッジヘッジヘッジ対象対象対象対象））））にはにはにはには、、、、指標指標指標指標をををを同一同一同一同一とするヘッジとするヘッジとするヘッジとするヘッジ手法手法手法手法がないためがないためがないためがないため、、、、流動性流動性流動性流動性がががが高高高高

くくくく、、、、統計的統計的統計的統計的にみてにみてにみてにみて軽油軽油軽油軽油とととと極極極極めてめてめてめて高高高高いいいい相関性相関性相関性相関性がががが観測観測観測観測されるされるされるされる原油原油原油原油（（（（ヘッジヘッジヘッジヘッジ手段手段手段手段））））をををを指標指標指標指標としたヘとしたヘとしたヘとしたヘ

ッジをッジをッジをッジを導入導入導入導入しようとしたしようとしたしようとしたしようとしたもののもののもののものの、、、、会計基準会計基準会計基準会計基準Ｑ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａのののの設例設例設例設例にににに示示示示されたされたされたされた判定手法判定手法判定手法判定手法にににに従従従従ってってってって検証検証検証検証をををを

行行行行うとうとうとうと、、、、必必必必ずしもずしもずしもずしも有効性有効性有効性有効性がががが認認認認められるめられるめられるめられる範囲内範囲内範囲内範囲内にににに入入入入るとはいえないことをるとはいえないことをるとはいえないことをるとはいえないことを理由理由理由理由としてヘッジとしてヘッジとしてヘッジとしてヘッジ会会会会

計計計計のののの適用適用適用適用をををを顧問税理士顧問税理士顧問税理士顧問税理士にににに否認否認否認否認されたことからされたことからされたことからされたことから、、、、ヘッジヘッジヘッジヘッジ導入導入導入導入をををを断念断念断念断念。。。。 

またまたまたまた、Ｂ、Ｂ、Ｂ、Ｂ社社社社のののの事例事例事例事例ではではではでは、、、、事前検証事前検証事前検証事前検証ではではではでは有効性有効性有効性有効性がががが確認確認確認確認できたもののできたもののできたもののできたものの、、、、導入後導入後導入後導入後のののの事後検証事後検証事後検証事後検証でででで

有効性有効性有効性有効性がががが否認否認否認否認されてヘッジされてヘッジされてヘッジされてヘッジ手段手段手段手段のののの時価会計移行時価会計移行時価会計移行時価会計移行をををを求求求求められためられためられためられた場合場合場合場合のののの（（（（ヘッジヘッジヘッジヘッジ手段手段手段手段のののの公正公正公正公正

価値変動価値変動価値変動価値変動がががが））））期間損益期間損益期間損益期間損益にににに及及及及ぼすぼすぼすぼす影響影響影響影響のののの大大大大きさをきさをきさをきさを懸念懸念懸念懸念しししし、、、、導入導入導入導入をををを断念断念断念断念。。。。 

そのそのそのその後後後後、、、、これらのこれらのこれらのこれらの会社会社会社会社はははは、、、、燃料価格燃料価格燃料価格燃料価格のののの高騰高騰高騰高騰にににに伴伴伴伴いいいい、、、、大幅大幅大幅大幅なななな収益悪化収益悪化収益悪化収益悪化をををを甘受甘受甘受甘受することとなっすることとなっすることとなっすることとなっ

たたたた。。。。 

②②②②     高高高高いいいい有効性有効性有効性有効性（（（（highly effective））））とととと相応相応相応相応のののの有効性有効性有効性有効性（（（（reasonably effective）））） 

188 項項項項にににに記述記述記述記述されたされたされたされた「「「「SFAS 第第第第 133 号改正公開草案号改正公開草案号改正公開草案号改正公開草案」」」」にににに示示示示されたされたされたされた 3 つのつのつのつの提案提案提案提案はははは、、、、特特特特にコモにコモにコモにコモ

ディティデリバティブにかかるディティデリバティブにかかるディティデリバティブにかかるディティデリバティブにかかる有効性判定有効性判定有効性判定有効性判定にににに改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき点点点点があることががあることががあることががあることが米国米国米国米国においてもにおいてもにおいてもにおいても問問問問
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題題題題となっていることのとなっていることのとなっていることのとなっていることの顕顕顕顕れであるものとれであるものとれであるものとれであるものと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。190 項項項項にににに貴委員会貴委員会貴委員会貴委員会がががが呈示呈示呈示呈示されたされたされたされた 3 つのつのつのつの

提案提案提案提案はははは、、、、いずれもいずれもいずれもいずれも企業企業企業企業がががが適切適切適切適切なヘッジなヘッジなヘッジなヘッジ行動行動行動行動をとるためにをとるためにをとるためにをとるために有用有用有用有用であるのでであるのでであるのでであるので、、、、我我我我がががが国国国国のののの会計基会計基会計基会計基

準準準準へのへのへのへの導入導入導入導入にににに向向向向けてけてけてけて検討検討検討検討をををを深深深深めるべきであるめるべきであるめるべきであるめるべきである。。。。但但但但しししし、、、、そのそのそのその前提前提前提前提とされているとされているとされているとされている非有効部分非有効部分非有効部分非有効部分のののの

継続的継続的継続的継続的なななな損益認識損益認識損益認識損益認識についてはについてはについてはについては、、、、次項次項次項次項のののの通通通通りりりり実務実務実務実務にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした運用運用運用運用がががが必要必要必要必要とととと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。 

③③③③     非有効部分非有効部分非有効部分非有効部分のののの損益認識損益認識損益認識損益認識 

キャッシュフローヘッジにキャッシュフローヘッジにキャッシュフローヘッジにキャッシュフローヘッジに関関関関してはしてはしてはしては、、、、ヘッジヘッジヘッジヘッジ手段手段手段手段のののの公正価額公正価額公正価額公正価額のののの内内内内、、、、非有効部分非有効部分非有効部分非有効部分をををを認識認識認識認識するこするこするこするこ

とについてとについてとについてとについて、、、、実務的実務的実務的実務的にににに多大多大多大多大なななな労力労力労力労力をををを必要必要必要必要とするとするとするとする場合場合場合場合やややや認識認識認識認識することがすることがすることがすることが極極極極めてめてめてめて困難困難困難困難であるであるであるである場場場場

合合合合もももも十分想定十分想定十分想定十分想定されるためされるためされるためされるため、、、、簡便簡便簡便簡便にににに算定算定算定算定するするするする手法手法手法手法をををを認認認認めるめるめるめる等等等等、、、、実務実務実務実務にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした運用運用運用運用がががが必要必要必要必要とととと

思思思思われるわれるわれるわれる。。。。 

 

＜＜＜＜３３３３＞＞＞＞ヘッジヘッジヘッジヘッジ指定解除指定解除指定解除指定解除 

企業企業企業企業をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく経営環境経営環境経営環境経営環境がががが時時時時々々々々刻刻刻刻々々々々変化変化変化変化することにすることにすることにすることに加加加加ええええ、、、、ヘッジヘッジヘッジヘッジ対象対象対象対象やヘッジやヘッジやヘッジやヘッジ手段手段手段手段となるとなるとなるとなる金金金金

融商品融商品融商品融商品はははは激激激激しくしくしくしく変動変動変動変動するするするする金融市場金融市場金融市場金融市場のののの影響影響影響影響をををを強強強強くくくく受受受受けるたけるたけるたけるためめめめ、、、、債券債券債券債券のののの保有目的区分保有目的区分保有目的区分保有目的区分のののの変更変更変更変更とととと同同同同

様様様様にににに、、、、企業企業企業企業のヘッジのヘッジのヘッジのヘッジ方針方針方針方針がヘッジがヘッジがヘッジがヘッジ期間期間期間期間のののの途中途中途中途中でででで変更変更変更変更されることはされることはされることはされることは十分起十分起十分起十分起こりこりこりこり得得得得ることでありることでありることでありることであり、、、、当当当当

該事象該事象該事象該事象にににに対応対応対応対応するするするする規定規定規定規定をををを設設設設けることはけることはけることはけることは実務上必須実務上必須実務上必須実務上必須であるとであるとであるとであると考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。 

 

＜＜＜＜４４４４＞＞＞＞部分部分部分部分ヘッジヘッジヘッジヘッジ 

企業企業企業企業がヘッジすべきであるとがヘッジすべきであるとがヘッジすべきであるとがヘッジすべきであると考考考考えるリスクについてはえるリスクについてはえるリスクについてはえるリスクについては、、、、そのそのそのその全全全全てをてをてをてを包括的包括的包括的包括的にヘッジできるヘッにヘッジできるヘッにヘッジできるヘッにヘッジできるヘッ

ジジジジ手段手段手段手段がががが存在存在存在存在していないかしていないかしていないかしていないか、、、、部分的部分的部分的部分的ヘッジにヘッジにヘッジにヘッジに分解分解分解分解してヘッジしたしてヘッジしたしてヘッジしたしてヘッジした方方方方がががが取引取引取引取引のののの流動性流動性流動性流動性やコストのやコストのやコストのやコストの

面面面面でででで有利有利有利有利であるであるであるである場合場合場合場合がががが殆殆殆殆どであることからどであることからどであることからどであることから、、、、貴委員会貴委員会貴委員会貴委員会のごのごのごのご指摘指摘指摘指摘のののの通通通通りりりり、、、、企業企業企業企業にとってにとってにとってにとって部分部分部分部分ヘッヘッヘッヘッ

ジのジのジのジの必要性必要性必要性必要性はははは極極極極めてめてめてめて高高高高いいいい。。。。従従従従ってってってって、、、、部分部分部分部分ヘッジについてはヘッジについてはヘッジについてはヘッジについては、、、、現現現現行行行行のののの取扱取扱取扱取扱いをいをいをいを維持維持維持維持することをすることをすることをすることを強強強強

くくくく支持支持支持支持するするするする。。。。 

 

またまたまたまた、、、、前述前述前述前述のののの通通通通りりりり、、、、今後導入今後導入今後導入今後導入されるされるされるされる公正価値公正価値公正価値公正価値オプションにおいてもオプションにおいてもオプションにおいてもオプションにおいても、、、、部分部分部分部分ヘッジをヘッジをヘッジをヘッジを認認認認めるめるめるめる規規規規

定定定定をををを置置置置くくくく事事事事がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。 

 

(19) 他に、どのような改善の可能性があると考えますか。 

 

包括的長期為替予約包括的長期為替予約包括的長期為替予約包括的長期為替予約についてはについてはについてはについては、、、、ヘッジヘッジヘッジヘッジ会計適用可否会計適用可否会計適用可否会計適用可否のののの判断基準判断基準判断基準判断基準としてとしてとしてとして「「「「金融商品会計金融商品会計金融商品会計金融商品会計にににに

関関関関するするするする実務指針実務指針実務指針実務指針」」」」においてにおいてにおいてにおいて予定取引予定取引予定取引予定取引のののの発生可能性発生可能性発生可能性発生可能性のののの判断基準判断基準判断基準判断基準がががが設設設設けられておりけられておりけられておりけられており、、、、妥当妥当妥当妥当なものなものなものなもの

とととと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。 
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ところがところがところがところが、「、「、「、「金融商品会計金融商品会計金融商品会計金融商品会計にににに関関関関するするするする Q&A」」」」はこれにはこれにはこれにはこれに加加加加ええええ「「「「外貨建輸入取引外貨建輸入取引外貨建輸入取引外貨建輸入取引にににに対対対対するするするする包括的包括的包括的包括的

長期為替予約長期為替予約長期為替予約長期為替予約のヘッジのヘッジのヘッジのヘッジ会計適用会計適用会計適用会計適用のののの要件要件要件要件」」」」をををを別途定別途定別途定別途定めめめめておりておりておりており、、、、またまたまたまた、、、、同同同同 Q&A はははは「「「「包括的長期為包括的長期為包括的長期為包括的長期為

替予約替予約替予約替予約にヘッジにヘッジにヘッジにヘッジ会計会計会計会計をををを適用適用適用適用するするするする場合場合場合場合にはにはにはには、、、、一定一定一定一定のののの契約契約契約契約レートをレートをレートをレートを取引時取引時取引時取引時のののの理論先物相場理論先物相場理論先物相場理論先物相場にににに引引引引きききき

なおしてなおしてなおしてなおして繰繰繰繰りりりり延延延延べヘッジべヘッジべヘッジべヘッジ会計会計会計会計をををを適用適用適用適用すべきすべきすべきすべき」」」」ことがことがことがことが述述述述べられているべられているべられているべられている。。。。これらこれらこれらこれら２２２２つのつのつのつの規定規定規定規定はははは、、、、日本日本日本日本

企業企業企業企業によるによるによるによる包括的長期為替予約包括的長期為替予約包括的長期為替予約包括的長期為替予約にににに対対対対するヘッジするヘッジするヘッジするヘッジ会計会計会計会計のののの適用適用適用適用をををを著著著著しくしくしくしく制約制約制約制約するものとなっているするものとなっているするものとなっているするものとなっている。。。。 

 

このようなこのようなこのようなこのような外貨建輸入取引外貨建輸入取引外貨建輸入取引外貨建輸入取引にににに対対対対するヘッジするヘッジするヘッジするヘッジ会計適用要件会計適用要件会計適用要件会計適用要件のののの付加付加付加付加やややや契約契約契約契約レートのレートのレートのレートの修正修正修正修正のののの要請要請要請要請

はははは国際的国際的国際的国際的なななな会計基準会計基準会計基準会計基準にはにはにはには存在存在存在存在しないしないしないしない。。。。国際的国際的国際的国際的なななな会計基準会計基準会計基準会計基準がよりプリンシプルベースのものへがよりプリンシプルベースのものへがよりプリンシプルベースのものへがよりプリンシプルベースのものへ

とととと収束収束収束収束するするするする中中中中でででで、、、、個別個別個別個別のののの取引類型取引類型取引類型取引類型についてヘッジについてヘッジについてヘッジについてヘッジ会計適用要会計適用要会計適用要会計適用要件件件件をををを付加付加付加付加することはこのすることはこのすることはこのすることはこの流流流流れにれにれにれに

逆逆逆逆らうものとらうものとらうものとらうものと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。またまたまたまた、、、、契約契約契約契約レートのレートのレートのレートの修正修正修正修正のののの要請要請要請要請はははは、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、１０１０１０１０年国債年国債年国債年国債をををを購入購入購入購入したしたしたした企業企業企業企業

にににに対対対対しししし、、、、固定固定固定固定クーポンのクーポンのクーポンのクーポンの金利収入金利収入金利収入金利収入をををを各金利計算期間各金利計算期間各金利計算期間各金利計算期間にににに対応対応対応対応するするするする短期国債短期国債短期国債短期国債のののの理論利息理論利息理論利息理論利息（（（（例例例例えばえばえばえば

6 ヵヵヵヵ月後月後月後月後、、、、1 年後年後年後年後、、、、1 年半後年半後年半後年半後のののの 6 ヶヶヶヶ月短期国債月短期国債月短期国債月短期国債のののの理論利回理論利回理論利回理論利回りりりり））））にににに引引引引きききき直直直直してしてしてして収益認識収益認識収益認識収益認識することすることすることすること

をををを求求求求めることやめることやめることやめることや、（、（、（、（長期為替予約長期為替予約長期為替予約長期為替予約とととと同様同様同様同様にににに先物価格先物価格先物価格先物価格がががが先安先安先安先安となったとなったとなったとなった事例事例事例事例がががが多数多数多数多数あるあるあるある））））原油原油原油原油スワスワスワスワ

ップでップでップでップで固定価格固定価格固定価格固定価格をををを先物価格先物価格先物価格先物価格でででで引引引引きききき直直直直しをしをしをしを求求求求めることとめることとめることとめることと同義同義同義同義であるがであるがであるがであるが、、、、これらのこれらのこれらのこれらの取引取引取引取引においてにおいてにおいてにおいて契契契契

約約約約レートのレートのレートのレートの修正修正修正修正がががが求求求求められることはめられることはめられることはめられることは有有有有りりりり得得得得ないことからないことからないことからないことから、、、、論理的妥当性論理的妥当性論理的妥当性論理的妥当性をををを欠欠欠欠くくくく規定規定規定規定であるとであるとであるとであると思思思思

われるわれるわれるわれる。。。。 

 

これらのこれらのこれらのこれらの観点観点観点観点からからからから「「「「金融商品金融商品金融商品金融商品にににに関関関関するするするする会計基準会計基準会計基準会計基準」」」」およびおよびおよびおよび関連指針関連指針関連指針関連指針におけるにおけるにおけるにおける包括的長期為替包括的長期為替包括的長期為替包括的長期為替

予約予約予約予約にににに対対対対するヘッジするヘッジするヘッジするヘッジ会計適用会計適用会計適用会計適用にににに関関関関するするするする規定規定規定規定をををを見直見直見直見直すことがすことがすことがすことが必要必要必要必要とととと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。 

 

［［［［論点論点論点論点 3-4］］］］包括包括包括包括ヘッジヘッジヘッジヘッジ（第 212 項から第 223 項参照） 

(20) 包括ヘッジについて見直すべき点があれば、具体的に述べてください。 

 

実務上実務上実務上実務上、、、、保有株式保有株式保有株式保有株式ポートフォリオのポートフォリオのポートフォリオのポートフォリオの価格変動価格変動価格変動価格変動リスクをヘッジしたいというリスクをヘッジしたいというリスクをヘッジしたいというリスクをヘッジしたいという企業企業企業企業のニーズにのニーズにのニーズにのニーズに対対対対しししし、、、、

（（（（コストやコストやコストやコストや流動性等流動性等流動性等流動性等のののの観点観点観点観点からからからから））））個別株個別株個別株個別株をををを指標指標指標指標としたヘッジとしたヘッジとしたヘッジとしたヘッジ手段手段手段手段をををを用用用用いるよりもいるよりもいるよりもいるよりも株式指数株式指数株式指数株式指数インデインデインデインデ

ックスをヘッジックスをヘッジックスをヘッジックスをヘッジ手段手段手段手段にににに用用用用いることいることいることいることがががが有益有益有益有益とととと考考考考えられるケースがえられるケースがえられるケースがえられるケースが非常非常非常非常にににに多多多多いいいい。。。。ところがところがところがところが、、、、現状現状現状現状のののの会会会会

計基準計基準計基準計基準ではではではでは、、、、このようなこのようなこのようなこのような手法手法手法手法はははは殆殆殆殆どどどど有効性有効性有効性有効性がががが認認認認められることがなくめられることがなくめられることがなくめられることがなく、、、、ヘッジヘッジヘッジヘッジ会計会計会計会計がががが適用適用適用適用できなできなできなできな

いためいためいためいため、、、、企業企業企業企業はははは必要必要必要必要なヘッジをなヘッジをなヘッジをなヘッジを実施実施実施実施することができないすることができないすることができないすることができない。。。。包括包括包括包括ヘッジにヘッジにヘッジにヘッジに関関関関してはしてはしてはしては、、、、非有効部分非有効部分非有効部分非有効部分

ををををＰＬＰＬＰＬＰＬ認識認識認識認識することですることですることですることで、、、、有効性有効性有効性有効性のののの検証基準検証基準検証基準検証基準をををを緩和緩和緩和緩和することをすることをすることをすることを認認認認めるべきであるめるべきであるめるべきであるめるべきである。。。。 

 

［［［［論点論点論点論点 3-5］］］］ヘッジヘッジヘッジヘッジ会計会計会計会計にににに関連関連関連関連するするするする開示開示開示開示（第 224 項から第 231 項参照） 

(21) ヘッジ会計の開示について見直すべき点があれば、具体的に述べてください。 
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株式株式株式株式およびクレジットデリバティブにおよびクレジットデリバティブにおよびクレジットデリバティブにおよびクレジットデリバティブに関関関関するヘッジするヘッジするヘッジするヘッジ会計会計会計会計のののの開示開示開示開示についてはについてはについてはについては、、、、市場市場市場市場にににに与与与与えるマえるマえるマえるマ

ーケットインパクトのーケットインパクトのーケットインパクトのーケットインパクトの影響影響影響影響がががが他商品他商品他商品他商品(金利金利金利金利、、、、為替為替為替為替などなどなどなど)にににに比比比比べてべてべてべて極極極極めてめてめてめて大大大大きいためきいためきいためきいため、、、、市場市場市場市場にににに不必不必不必不必

要要要要なななな影響影響影響影響をををを及及及及ぼすことがないようぼすことがないようぼすことがないようぼすことがないよう充分配慮充分配慮充分配慮充分配慮することがすることがすることがすることが必要必要必要必要とととと考考考考えるえるえるえる。。。。 

 

 

以 上 

 

 


