金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書
(平成 11.1.22 企業会計審議会)

Ⅰ 経 緯
１ 当審議会は、金融商品に係る会計基準に関して、平成二年五月に「先物・オプション取引等の会計基準に関する意見書
等について」を公表し、先物取引、オプション取引及び市場性のある有価証券に係る時価情報の開示基準等を整備したと
ころであり、その後も、先物為替予約取引及びデリバティブ取引全般について、時価情報の開示の拡充が行われてきた。
２ これらの開示基準等の整備により金融商品に係る時価情報の提供は広範に行われてきたところであるが、最近の証券・
金融市場のグローバル化や企業の経営環境の変化等に対応して企業会計の透明性を一層高めていくためには、注記による
時価情報の提供にとどまらず、金融商品そのものの時価評価に係る会計処理をはじめ、新たに開発された金融商品や取引
手法等についての会計処理の基準の整備が必要とされる状況にたち至っていると考えられる。
国際的な動向としても、国際会計基準委員会(ＩＡＳＣ)は、平成十年十二月に金融商品に係る暫定基準の策定を行って
おり、また、米国財務会計基準審議会(ＦＡＳＢ)は、平成五年五月に「特定の負債証券及び持分証券への投資の会計処理」
を、平成十年六月に「デリバティブ及びヘッジ活動に関する会計処理」を公表している。これらの基準書においては、金
融商品の認識、貸借対照表価額、ヘッジ会計等に関する会計基準が明らかにされている。
こうした国際的な動向も踏まえ、我が国においても、金融商品に関する諸課題全般に係る会計基準を設定することが求
められている。
３ 当審議会は、平成八年七月以降、金融商品部会(平成九年二月の部会改組以前は「特別部会・金融商品委員会」)におい
て、金融資産及び金融負債の発生及び消滅の認識、金融商品の評価基準、貸倒見積高の算定方法、ヘッジ会計、複合金融
商品等、金融商品に係る広範な問題について審議を重ね、平成十年六月に「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見
書(公開草案)」を公表して、広く各界の意見を求めた。当審議会は、寄せられた意見を参考にしつつ更に審議を行い、公
開草案の内容を一部修正して、これを「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」として公表することとした。

Ⅱ 本意見書の位置づけ
当審議会は、平成九年六月に「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」を、平成十年三月に「中間連結財務諸表等の作
成基準の設定に関する意見書」
、
「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準の設定に関する意見書」及び「研究開発費に
係る会計基準の設定に関する意見書」を公表した。また、平成十年六月に「中間監査基準の設定に関する意見書」
、
「監査基
準、監査実施準則及び監査報告準則の改訂に関する意見書」及び「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」を公表
した。さらに、平成十年十月に「税効果会計に係る会計基準の設定に関する意見書」を公表したところである。
諸般の課題に係る一連の会計基準等の整備は、①内外の広範な投資者の我が国証券市場への投資参加を促進し、②投資者
が自己責任に基づきより適切な投資判断を行うこと及び企業自身がその実態に即したより適切な経営判断を行うことを可
能にし、③連結財務諸表を中心とした国際的にも遜色のないディスクロージャー制度を構築するとの基本的認識に基づいて、
二十一世紀に向けての活力と秩序ある証券市場の確立に貢献することを目指すものである。本意見書は、このような基本的
認識に沿った会計基準の整備の一環をなしている。
資産の評価基準については「企業会計原則」に定めがあるが、金融商品に関しては、原則として、本基準が優先して適用
される。
なお、金融市場の発展及び金融取引の開発はさらに進んでいくものと考えられることから、企業会計を取り巻く環境の変
化に応じ、今後も、会計基準の整備・改善について努力していくことが必要である。

Ⅲ 金融商品に係る会計基準の要点及び考え方
一 金融資産及び金融負債の範囲等
１ 金融資産及び金融負債の範囲
本基準の適用対象となる金融資産及び金融負債については、適用範囲の明確化の観点から、米国基準等に見られる抽象
的な定義によるのではなく、現金預金、金銭債権債務、有価証券、デリバティブ取引により生じる正味の債権債務等の具
体的な資産負債項目をもって、その範囲を示すこととした。なお、デリバティブ取引に関しては、その価値は当該契約を

構成する権利と義務の価値の純額に求められることから、デリバティブ取引により生じる正味の債権は金融資産となり、
正味の債務は金融負債となる。このように金融資産及び金融負債の範囲を具体的に定めたことにより、国際的な基準にお
ける適用範囲との差異が生じるものではない。なお、金融資産、金融負債及びデリバティブ取引に係る契約を総称して金
融商品ということにするが、金融商品には複数種類の金融資産又は金融負債が組み合わされているもの(以下、
「複合金融
商品」という。)も含まれる。
有価証券については、証券取引法に定義する有価証券以外のもので、証券取引法上の有価証券に類似し企業会計上有価
証券として取り扱うことが適当と認められるものについても本基準を適用することが適当である。また、商品先物のよう
な現物商品(コモディティ)に係るデリバティブ取引は、本来の金融商品とは異なる面を有するが、通常差金決済により取
引が行われることにより金融商品と類似する性格をもつと認められるものについては、本基準を適用することが適当であ
る。
２ 時 価
時価とは公正な評価額をいい、市場において形成されている取引価格、気配又は指標その他の相場(以下、
「市場価格」
という。)に基づく価額をいうこととした。また、デリバティブ取引等において、個々のデリバティブ取引について市場
価格がない場合でも、当該デリバティブ取引の対象としている何らかの金融商品の市場価格に基づき合理的に価額が算定
できるときには、当該合理的に算定された価額は公正な評価額と認められる。
なお、金融商品の種類により種々の取引形態があるが、市場には公設の取引所及びこれに類する市場の他、随時、売買・
換金等を行うことができる取引システム等が含まれる。
二 金融資産及び金融負債の発生及び消滅の認識
１ 金融資産及び金融負債の発生の認識
商品等の売買又は役務の提供の対価に係る金銭債権債務は、一般に商品等の受渡し又は役務提供の完了によりその発生
を認識するが、金融資産又は金融負債自体を対象とする取引については、当該取引の契約時から当該金融資産又は金融負
債の時価の変動リスクや契約の相手方の財政状態等に基づく信用リスクが契約当事者に生じるため、契約締結時において
その発生を認識することとした。
したがって、有価証券については原則として約定時に発生を認識し、デリバティブ取引については、契約上の決済時で
はなく契約の締結時にその発生を認識しなければならない。
２ 金融資産の消滅の認識要件
(1) 基本的考え方
金融資産については、当該金融資産の契約上の権利を行使したとき、契約上の権利を喪失したとき又は契約上の権
利に対する支配が他に移転したときに、その消滅を認識することとした。例えば、債権者が貸付金等の債権に係る資
金を回収したとき、保有者がオプション権を行使しないままに行使期限が到来したとき又は保有者が有価証券等を譲
渡したときなどには、それらの金融資産の消滅を認識することとなる。
(2) 金融資産の譲渡に係る支配の移転
金融資産を譲渡する場合には、譲渡後において譲渡人が譲渡資産や譲受人と一定の関係(例えば、リコース権(遡求
権)、買戻特約等の保持や譲渡人による回収サービス業務の遂行)を有する場合がある。このような条件付きの金融資
産の譲渡については、金融資産のリスクと経済価値のほとんどすべてが他に移転した場合に当該金融資産の消滅を認
識する方法(以下、
「リスク・経済価値アプローチ」という。)と、金融資産を構成する財務的要素(以下、
「財務構成要
素」という。)に対する支配が他に移転した場合に当該移転した財務構成要素の消滅を認識し、留保される財務構成要
素の存続を認識する方法(以下、
「財務構成要素アプローチ」という。)とが考えられる。証券・金融市場の発達により
金融資産の流動化・証券化が進展すると、例えば、譲渡人が自己の所有する金融資産を譲渡した後も回収サービス業
務を引き受ける等、金融資産を財務構成要素に分解して取引することが多くなるものと考えられる。このような場合、
リスク・経済価値アプローチでは金融資産を財務構成要素に分解して支配の移転を認識することができないため、取
引の実質的な経済効果が譲渡人の財務諸表に反映されないこととなる。
このため、本基準では、金融資産の譲渡に係る消滅の認識は財務構成要素アプローチによることとし、金融資産の
契約上の権利に対する支配が他に移転するのは次の三要件がすべて充たされた場合とすることとした。
① 譲渡された金融資産に対する譲受人の契約上の権利が譲渡人及びその債権者から法的に保全されていること
譲渡人に倒産等の事態が生じても譲渡人やその債権者等が譲渡された金融資産に対して請求権等のいかなる権利
も存在しないこと等、譲渡された金融資産が譲渡人の倒産等のリスクから確実に引き離されていることが必要であ
る。したがって、譲渡人が実質的に譲渡を行わなかったこととなるような買戻権がある場合や譲渡人が倒産したと
きには譲渡が無効になると推定される場合は、当該金融資産の支配が移転しているとは認められない。なお、譲渡
された金融資産が譲渡人及びその債権者の請求権の対象となる状態にあるかどうかは、法的観点から判断されるこ
とになる。

② 譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接又は間接に通常の方法で享受できること
譲受人が譲渡された金融資産を実質的に利用し、元本の返済、利息又は配当等により投下した資金等のほとんど
すべてを回収できる等、譲渡された金融資産の契約上の権利を直接又は間接に通常の方法で享受できることが必要
である。したがって、譲渡制限があっても支配の移転は認められるが、譲渡制限又は実質的な譲渡制限となる買戻
条件の存在により、譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接又は間接に通常の方法で享受することが制
約される場合には、当該金融資産の支配が移転しているとは認められない。
なお、譲受人が特別目的会社の場合には、その発行する証券の保有者が譲渡された金融資産の契約上の権利を直
接又は間接に通常の方法で享受できることが必要である。
③ 譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期日前に買戻す権利及び義務を実質的に有していないこと
譲渡人が譲渡した金融資産を満期日前に買戻す権利及び義務を実質的に有していることにより、金融資産を担保
とした金銭貸借と実質的の同様の取引がある。現先取引や債券レポ取引といわれる取引のように買戻すことにより
当該取引を完結することが予め合意されている取引については、その約定が売買契約であっても支配が移転してい
るとは認められない。このような取引については、売買取引ではなく金融取引として処理することが必要である。
３ 金融負債の消滅の認識要件
金融負債については、当該金融負債の契約上の義務を履行したとき、契約上の義務が消滅したとき又は契約上の第一次
債務者の地位から免責されたときに、その消滅を認識することとした。したがって、債務者は、債務を弁済したとき又は
債務が免除されたときに、それらの金融負債の消滅を認識したこととなる。
第一次債務を引き受けた第三者が倒産等に陥ったときに二次的に責任を負うという条件の下で、債務者が金融負債の契
約上の第一次債務者の地位から免責されることがある。この場合には、財務構成要素アプローチにより当該債務に係る金
融負債の消滅を認識し、その債務に対する二次的な責任を金融負債として認識することとなると考えられる。
４ 金融資産及び金融負債の消滅の認識に係る会計処理
金融資産又は金融負債がその消滅の認識要件を充たした場合には、当該金融資産又は金融負債の消滅を認識するととも
に、それらの帳簿価額とその対価としての受払額との差額を当期の損益として処理することとした。
金融資産又は金融負債の一部の消滅を認識する場合には、当該金融資産又は金融負債全体の時価に対する消滅部分の時
価と残存部分の時価の比率により、当該金融資産又は金融負債の帳簿価額を消滅部分と残存部分の帳簿価額に按分するこ
ととした。
また、金融資産又は金融負債の消滅に伴って新たに発生した金融資産又は金融負債は時価により計上することとした。
三 金融資産及び金融負債の評価基準に関する基本的考え方
金融資産については、一般的には、市場が存在すること等により客観的な価額として時価を把握できるとともに、当該価
額により換金・決済等を行うことが可能である。
このような金融資産については
(1) 金融資産の多様化、価格変動リスクの増大、取引の国際化等の状況の下で、投資者が自己責任に基づいて投資判断
を行うために、金融資産の時価評価を導入して企業の財務活動の実態を適切に財務諸表に反映させ、投資者に対して
的確な財務情報を提供することが必要である。
(2) 金融資産に係る取引の実態を反映させる会計処理は、企業の側においても、取引内容の十分な把握とリスク管理の
徹底及び財務活動の成果の的確な把握のために必要である。
(3) 我が国企業の国際的な事業活動の進展、国際市場での資金調達及び海外投資者の我が国証券市場での投資の活発化
という状況の下で、財務諸表等の企業情報は、国際的観点からの同質性や比較可能性が強く求められている。また、
デリバティブ取引等の金融取引の国際的レベルでの活性化を促すためにも、金融商品に係る我が国の会計基準の国際
的調和化が重要な課題となっている。
また、金融資産の時価情報の開示は、時価情報の注記によって満足されるというものではない。したがって、客観的な時
価の測定可能性が認められないものを除き、時価による自由な換金・決済等が可能な金融資産については、投資情報として
も、企業の財務認識としても、さらに、国際的調和化の観点からも、これを時価評価し適切に財務諸表に反映することが必
要であると考えられる。
しかし、金融資産の属性及び保有目的に鑑み、実質的に価格変動リスクを認める必要のない場合や直ちに売買・換金を行
うことに事業遂行上等の制約がある場合が考えられる。このような保有目的等をまったく考慮せずに時価評価を行うことが、
必ずしも、企業の財政状態及び経営成績を適切に財務諸表に反映させることにならないと考えられることから、時価評価を
基本としつつ保有目的に応じた処理方法を定めることが適当であると考えられる。
一方、金融負債は、借入金のように一般的には市場がないか、社債のように市場はあっても、自己の発行した社債を時価
により自由に清算するには事業遂行上等の制約があると考えられることから、デリバティブ取引により生じる正味の債務を
除き、債務額を貸借対照表価額とし、時価評価の対象としないことが適当であると考えられる。

四 金融資産及び金融負債の貸借対照表価額等
１ 債 権
一般的には、受取手形、売掛金、貸付金等の債権については市場がない場合が多く、客観的な時価を測定することが困
難であると考えられるので、原則として時価評価は行わないこととした。一方、債権の取得においては、債権金額と取得
価額とが異なる場合がある。この差異が金利の調整であると認められる場合には、金利相当額を適切に各期の財務諸表に
反映させることが必要である。したがって、債権については、取得価額と債権金額との差額を弁済期に至るまで毎期一定
の方法で貸借対照表価額に加減する方法(以下、
「償却原価法」という。)を適用することとし、当該加減額は受取利息に
含めて処理することとした。なお、債務者の財政状態及び経営成績の悪化等による債権の実質価額の減少については、別
途、
「貸倒見積高の算定」において取り扱うこととした。
２ 有価証券
有価証券については、保有目的等の観点から次のように分類し、それぞれ貸借対照表価額及び評価差額等の処理方法を
定めた。
(1) 売買目的有価証券
時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券(以下、
「売買目的有価証券」という。)については、
投資者にとっての有用な情報及び企業にとっての財務活動の成果は有価証券の期末時点での時価に求められると考え
られる。したがって、時価をもって貸借対照表価額とすることとした。また、売買目的有価証券は、売却することに
ついて事業遂行上等の制約がないものと認められることから、その評価差額は当期の損益として処理することとした。
(2) 満期保有目的の債券
企業が満期まで保有することを目的としていると認められる社債その他の債券(以下、
「満期保有目的の債券」とい
う。)については、時価が算定できるものであっても、満期まで保有することによる約定利息及び元本の受取りを目的
としており、満期までの間の金利変動による価格変動のリスクを認める必要がないことから、原則として、償却原価
法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とすることとした。
なお、このような考え方を採用するにあたっては、満期時まで保有する目的であることを債券の取得時及び取得時
以降に確認し得ることが必要であり、保有目的が変更された場合には、当該変更後の保有目的に係る評価基準により
債券の帳簿価額を修正することが必要である。
(3) 子会社株式及び関連会社株式
① 子会社株式
子会社株式については、事業投資と同じく時価の変動を財務活動の成果とは捉えないという考え方に基づき、取
得原価をもって貸借対照表価額とすることとした。
連結財務諸表においては、子会社純資産の実質価額が反映されることになる。
② 関連会社株式
関連会社株式については、個別財務諸表において、従来、子会社株式以外の株式と同じく原価法又は低価法が評
価基準として採用されてきた。しかし、関連会社株式は、他企業への影響力の行使を目的として保有する株式であ
ることから、子会社株式の場合と同じく事実上の事業投資と同様の会計処理を行うことが適当であり、取得原価を
もって貸借対照表価額とすることとした。
連結財務諸表においては、持分法により評価される。
(4) (1)から(3)までのいずれにも分類できない有価証券
① 基本的な捉え方
子会社株式や関連会社株式といった明確な性格を有する株式以外の有価証券であって、売買目的又は満期保有目
的といった保有目的が明確に認められない有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式等から市場動向によって
は売却を想定している有価証券まで多様な性格を有しており、一義的にその属性を定めることは困難と考えられる。
このような売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式のいずれにも分類できない有価
証券(以下、
「その他の有価証券」という。)については、個々の保有目的等に応じてその性格付けをさらに細分化し
てそれぞれの会計処理を定める方法も考えられる。しかしながら、その多様な性格に鑑み保有目的等を識別・細分
化する客観的な基準を設けることが困難であるとともに、保有目的等自体も多義的であり、かつ、変遷していく面
があること等から、売買目的有価証券と子会社株式及び関連会社株式との中間的な性格を有するものとして一括し
て捉えることが適当である。
② 時価評価の必要性
その他有価証券については、前述の評価基準に関する基本的考え方に基づき、時価をもって貸借対照表価額とす
ることとした。ただし、①に述べたように、その他有価証券は直ちに売却することを目的としているものではない
ことに鑑みると、その他有価証券に付すべき時価に市場における短期的な価格変動を反映させることは必ずしも求

められないと考えられることから、期末前一カ月の市場価格の平均に基づいて算定された価額をもって期末の時価
とする方法を継続して適用することも認められると考えられる。
③ 評価差額の取扱い
(イ) 評価差額の取扱いに関する基本的考え方
その他有価証券の時価の変動は投資者にとって有用な投資情報であるが、その他有価証券については、事業
遂行上等の必要性から直ちに売買・換金を行うことには制約を伴う要素もあり、評価差額を直ちに当期の損益
として処理することは適切ではないと考えられる。
また、国際的な動向を見ても、その他有価証券に類するものの評価差額については、当期の損益として処理
することなく、資本の部に直接計上する方法や包括利益を通じて資本の部に計上する方法が採用されている。
これらの点を考慮して、本基準においては、原則として、その他有価証券の評価差額を当期の損益として処
理することなく、税効果を調整の上、資本の部において他の余剰金と区分して記載する考え方を採用した。な
お、評価差額については、毎期末の時価と取得原価との比較により算定することとした。したがって、期中に
売却した場合には、取得原価と売却価額との差額が売買損益として当期の損益に含まれることになる。
(ロ) 評価差額の一部の損益計算書への計上
その他有価証券のうち時価評価を行ったものの評価差額は、前述の考え方に基づき、当期の損益として処理
されないこととなる。他方、企業会計上、保守主義の観点から、これまで低価法に基づく銘柄別の評価差額の
損益計算書への計上が認められてきた。このような考え方を考慮し、時価が取得原価を上回る銘柄の評価差額
は資本の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄の評価差額は損益計算書に計上する方法によることもでき
ることとした。この方法を適用した場合における損益計算書に計上する損失の計上方法については、その他有
価証券の評価差額は毎期末の時価と取得原価との比較により算定することとの整合性から、洗い替え方式によ
ることとした。
(5) 市場価格のない有価証券の取扱い
時価をもって貸借対照表価額とする有価証券であっても、市場価格がなく客観的な時価を把握することができない
ものもあることから、市場価格のない有価証券については取得原価又は償却原価法に基づいて算定された価額をもっ
て貸借対照表価額とすることとした。
ただし、市場は幅広く定義されているので、例えば、証券投資信託の受益証券で基準価格が公表されていないもの
であっても、当該証券投資信託の運用する金融資産又は金融負債の時価に基づき取引されるものについては、市場価
格のある有価証券に該当すると考えられる。
(6) 時価が著しく下落した場合等の取扱い
従来、取引所の相場のある有価証券について、その時価が著しく下落したときには、回復する見込があると認めら
れる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とすることとされている。また、取引所の相場のない株式については、
その実質価額が著しく低下したときには相当の減額をすることとされている。このような考え方は、取得原価評価に
おける時価の下落等に対する対応方法として妥当であると認められる。本基準においても、市場価格の有無に係わら
せて、従来の考え方を踏襲することとした。
また、その他有価証券の時価評価について洗い替え方式を採っていることから、その時価が著しく下落したときに
は、取得原価まで回復する見込があると認められる場合を除き、当該銘柄の帳簿価額を時価により付け替えて取得原
価を修正することが必要である。この場合には、当該評価差額を当期の損失として処理することとした。
３ 運用を目的とする金銭の信託
運用を目的とする金銭の信託については、企業が当該金銭の信託に係る信託財産を構成する金融資産及び金融負債を運
用目的で間接的に保有しているものと考えられる。加えて、金銭の信託契約の満了時に、当該金銭の信託に係る信託財産
又はそれを時価により換金した現金により支払を受ける場合、投資者及び企業双方にとって意義を有するのは信託財産の
時価であると考えられる。また、信託財産の価値を、例えば保有期間中の配当収入と元本部分の価値に分けて捉えること
もあるが、両者の合計は時価そのものであり、分けて捉える必要はないと考えられる。したがって、運用を目的とする金
銭の信託の貸借対照表価額には、信託財産を構成する金融資産及び金融負債のうち時価評価が適切であるものについて、
その時価を反映することが必要と考えられる。
このため、運用を目的とする金銭の信託については、当該金銭の信託に係る信託財産を構成する金融資産及び金融負債
に付されるべき評価額を合計した額をもって貸借対照表価額とすることとした。この際、運用を目的とする金銭の信託に
係る信託財産については委託者の事業遂行上等の観点からの売買・換金の制約がないことから、当該信託財産を構成する
金融資産及び金融負債については時価評価を行い、評価差額は当期の損益に反映させることとした。
なお、特定金銭信託又は指定金銭信託等については、一般に運用を目的とするものと考えられるので、有価証券の管理
目的等運用以外の目的であることが明確である場合を除き、運用を目的とする金銭の信託と推定される。
４ デリバティブ取引により生じる正味の債券及び債務
デリバティブ取引は、取引により生じる正味の債権又は債務の時価の変動により保有者が利益を得又は損失を被るもの

であり、投資者及び企業双方にとって意義を有する価値は当該正味の債権又は債務の時価に求められると考えられる。し
たがって、デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務については、時価をもって貸借対照表価額とすることとし
た。また、デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務の時価の変動は、企業にとって財務活動の成果であると考
えられることから、その評価差額は、後述するヘッジに係るものを除き、当期の損益として処理することとした。
なお、デリバティブ取引については、一般に、市場価格又はこれに基づく合理的な価額により時価が求められるが、デ
リバティブ取引の対象となる金融商品に市場価格がないこと等により公正な評価額を算定することが困難と認められる
場合には、取得価額をもって貸借対照表価額とすることができる。
五 貸倒見積高の算定
１ 基本的考え方
受取手形、売掛金、貸付金その他の債権に係る貸倒引当金については、
「企業会計原則」注解 18 に基づき設定すること
とされており、貸倒見積高の具体的な算定方法は会計慣行に委ねられてきた。これまでの会計慣行では個別の債権の元本
の回収可能性を重視して貸倒見積高が算定されていたが、金融機関の貸付金については、債務者の財政状態及び経営成績
の悪化に対し適切な貸倒引当金の設定を行う観点から、平成九年四月一日以後開始する事業年度以降、会計実務上、債務
者の財政状態及び経営成績を考慮した分類に基づき、過去の貸倒実績率、担保の処分見込額、保証による回収見込額等を
基礎として貸倒見積高が算定されているところである。このような状況の下において、債権一般に関して、債権者の財政
状態及び経営成績が悪化し、当初の契約条件に従って元本の回収又は利息の受取ができない等債務者に問題が生じている
場合に、貸倒見積高を適切に算定するための会計基準を整備する必要がある。本基準では、債務者の財政状態及び経営成
績等に応じて、債権を、①経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権(以下、
「一般債権」という。)、②
経営破綻の状態に至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか又は生じる可能性の高い債務者に対する債権
(以下、
「貸倒懸念債権」という。)及び③経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権(以下、
「破産
更生債権等」という。)に区分し、その区分ごとに貸倒見積高の算定方法を示すこととした。
２ 貸倒見積高の算定方法
一般債権については、債権全体又は同種・同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率等合理的な
基準により貸倒見積高を算定することができる。また、債務者が既に経営破綻等に陥っている場合には、個々の債権ごと
に担保等により回収できない部分を貸倒見積高とすることが必要となる。
これに対し、貸倒懸念債権については、一般債権と破産更生債権等の中間に位置し、個々の債権の実態に最も適合する
算定方法を採用することが必要である。このため、貸倒懸念債権に係る貸倒見積高の算定方法としては、担保の処分見込
額及び保証による回収見込額を考慮する方法の他、元利金の将来のキャッシュ・フローを見積もることが可能な場合、元
利金のキャッシュ・フローの予想額を当初の約定利子率で割り引いた金額の総額と当該債権の帳簿価額の差額を貸倒見積
高とする方法を示し、債務者の状況や債務返済計画等が変わらない限り、いずれかの方法を継続して適用することとした。
なお、例えば、劣後債券、劣後受益権及び資産担保型証券のように債権の内容が特殊なものである場合には、当該債権
の内容に応じて適切な貸倒見積高を算定する必要がある。
また、貸倒引当金の対象となる債権には未収利息が含まれるが、契約上の利息支払日を相当期間経過しても利息の支払
が行われていない状態にある場合や、それ以外でも債務者が実質的に経営破綻の状態にあると認められる場合には、未収
利息を収益として認識することは適当でないと考えられることから、このような状態に至った場合には、すでに計上して
いる未収利息を取り消すとともに、それ以後の期間に係る未収利息は計上してはならないこととした。
六 ヘッジ会計
１ 基本的考え方
ヘッジ取引とは、ヘッジ対象の資産又は負債に係る相場変動を相殺するか、ヘッジ対象の資産又は負債に係るキャッシ
ュ・フローを固定してその変動を回避することにより、ヘッジ対象である資産又は負債の価格変動、金利変動及び為替変
動といった相場変動等による損失の可能性を減殺することを目的として、デリバティブ取引をヘッジ手段として用いる取
引をいう。
ヘッジ手段であるデリバティブ取引については、原則的な処理方法によれば時価評価され損益が認識されることとなる
が、ヘッジ対象の資産に係る相場変動等が損益に反映されない場合には、両者の損益が期間的に合理的に対応しなくなり、
ヘッジ対象の相場変動等による損失の可能性がヘッジ手段によってカバーされているという経済的実態が財務諸表に反
映されないこととなる。このため、ヘッジ対象及びヘッジ手段に係る損益を同一の会計期間に認識し、ヘッジの効果を財
務諸表に反映させるヘッジ会計が必要と考えられる。
本基準においては、ヘッジ会計を導入することとし、先物取引に係るヘッジ会計の考え方を示した当審議回の「先物・
オプション取引等の会計基準に関する意見書等について」を踏まえ、デリバティブ取引をヘッジ手段として利用している

ヘッジ取引全般に対応しうるよう、ヘッジ会計に係る処理を包括的に定めることとした。なお、デリバティブ取引以外に
ヘッジ手段として有効であると認められる現物資産があり得る場合には、本基準の考え方に沿って、ヘッジ会計を適用す
る余地があると考えられる。
また、多数の金融資産又は金融負債を保有している金融機関等においては、それぞれの相場変動等によるリスクの減殺
効果をヘッジ対象とヘッジ手段に区分して捉えることが困難あるいは適当でない場合がある。このような場合に、リスク
の減殺効果をより適切に財務諸表に反映する高度なヘッジ手法を用いていると認められる場合には、本基準の趣旨を踏ま
え、当該ヘッジ手法の効果を財務諸表に反映させる処理を行うことができる。
２ ヘッジ会計が適用されるヘッジ対象及びヘッジ手段
ヘッジ会計が適用されるヘッジ対象には、相場変動等による損失の可能性がある資産又は負債のうち、相場等の変動が
評価に反映されていないもの及び相場等の変動が評価に反映されていてもその評価差額が損益として処理されないもの
の他、相場等の変動を損益として処理することができるものであっても、当該資産又は負債に係るキャッシュ・フローが
固定されその変動が回避されるものはヘッジ対象となる。
また、ヘッジ対象には、この他、予定取引(未履行の確定契約も含む。)により発生が見込まれる資産又は負債も含まれ
る。ただし、予定取引については、主要な取引条件が合理的に予測可能であり、かつ、その実行される可能性が極めて高
い取引に限定することとした。
なお、他に適当なヘッジ手段がなく、ヘッジ対象と異なる類型のデリバティブ取引をヘッジ手段として用いるいわゆる
クロスヘッジもヘッジ会計の対象となる。
３ ヘッジ会計を適用するための要件
ヘッジ取引についてヘッジ会計が適用されるためには、基本的には、ヘッジ対象が相場変動等による損失の可能性にさ
らされており、ヘッジ対象とヘッジ手段とのそれぞれに生じる損益が互いに相殺される関係にあること若しくはヘッジ手
段によりヘッジ対象の資産又は負債のキャッシュ・フローが固定されその変動が回避される関係にあることが前提になる。
さらに、ヘッジ会計を適用できるか否かの具体的な判定に当たっては、企業の利益操作の防止等の観点から、
「先物・
オプション取引等の会計基準に関する意見書等について」における事前テストと事後テストというヘッジ会計の適用基準
の考え方を踏まえ、ヘッジ取引時にはヘッジ取引が企業のリスク管理方針に基づくものであり、それ以降は上記の前提の
効果について定期的に確認しなければならないという具体的な要件を定めている。
４ ヘッジ会計の方法
(1) 原則的処理方法
ヘッジ会計は、時価評価されているヘッジ手段に係る損益又は評価差額をヘッジ対象に係る損益が認識されるまで
資産又は負債として繰り延べる方法によることを原則とすることとした。
(2) ヘッジ対象に係る損益を認識する方法
ヘッジ対象である資産又は負債に係る相場変動等を損益に反映させることができる場合には、当該資産又は負債に
係る損益とヘッジ手段に係る損益とを同一の会計期間に認識する考え方がある。諸外国の会計基準では、このような
考え方に基づく処理も採用されていることを考慮し、これを認めることとした。
(3) 金利スワップの取扱い
金利スワップを利用したヘッジ取引には、例えば固定利付債務の支払利息を変動利息に、あるいは、変動利付債務
の支払利息を固定利息に実質的に変換するなど、原価評価されている資産又は負債に係る金利の受払条件を変換する
ことを目的として利用されているものがある。当該資産又は負債と金利スワップがヘッジ会計の要件を充たしている
ものについては、本来、金利スワップの評価差額を貸借対照表に計上する処理を行うが、金利スワップを想定元本、
利息の受払条件(利率、利息の受払日等)及び契約期間が金利変換の対象となる資産又は負債とほぼ同一である場合に
は、金利スワップを時価評価せず、両者を一体として、実質的に変換された条件による債権又は債務と考え、金利ス
ワップの評価差額を繰り延べる処理に代えて、当該金利スワップに係る金銭の受払の純額等を当該資産又は負債に係
る利息に加減して処理することも認めることとした。
５ ヘッジ会計の終了等
ヘッジ対象が消滅したときには、その時点でヘッジ会計が終了し、繰り延べられているヘッジ手段に係る損益又は評価
差額を当期の損益として処理することとした。また、ヘッジ対象である予定取引が行われないことが明らかになったとき
においても同様に処理することとした。
これに対し、ヘッジ会計の要件が充たされなくなったときには、ヘッジ会計の要件が充たされていた間のヘッジ手段に
係る損益又は評価差額をヘッジ対象に係る損益が認識されるまで引き続き繰り延べる。ただし、繰り延べられたヘッジ手
段に係る損益又は評価差額に関し、見合いのヘッジ対象に係る含み益の減少によりヘッジ会計の終了時点で重要な損失が
生じるおそれがあるときは、当該損失部分を見積もり、当期の損失として処理することとした。
なお、ヘッジ会計の要件が充たされなくなったとき以後のヘッジ手段に係る損益又は評価差額を繰り延べることはでき
ないこととなる。

七 複合金融商品
複合金融商品については、払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品とその他の複合金融商品に区別し
て、それぞれ処理方法を定めることとした。
１ 払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品
新株引受権付社債及び転換社債のように契約の一方の当事者の払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金
融商品について、払込資本を増加させる可能性のある部分とそれ以外の部分の価値をそれぞれ認識することができるなら
ば、それぞれの部分を区分して処理することが合理的である。個々の複合金融商品の様態及び取引実態において、新株引
受権付社債は払込資本を増加させる可能性のある部分とそれ以外の部分が同時に各々存在し得ることから、その取引の実
態を適切に表示するため、それぞれの部分を区分して処理することが必要である。しかし、転換社債については、株式転
換権が行使されると社債は消滅し、社債の償還権と株式転換権が同時に各々存在し得ないことから、それぞれの部分を区
分して処理する必要は乏しいと考えられる。
こうした考え方に基づき、新株引受権付社債については社債部分と新株引受権部分を区分して処理することとし、転換
社債については社債部分と株式転換権部分を区分せず一体とした処理又は新株引受権付社債の処理に準じた処理をする
こととした。
なお、発行者側の新株引受権部分の対価の取扱いについては、新株引受権が行使された場合、当該対価は株式発行の対
価としての性格が認められることになるから資本準備金に振り替えられることとなるが、権利行使の有無が確定するまで
の間は、その性格が確定しないことから仮勘定として負債の部に計上される。
２ その他の複合金融商品
上記以外の複合金融商品には、金利オプション付借入金のように現物の資産及び負債とデリバティブ取引が組み合わさ
れたもの及びゼロ・コスト・オプションのように複数のデリバティブ取引が組み合わされたものがある。
このような複合金融商品を構成する複数種類の金融資産又は金融負債は、それぞれ独立して存在しうるが、複合金融商
品からもたらされるキャッシュ・フローは正味で発生する。このため、資金の運用・調達の実態を財務諸表に適切に反映
させるという観点から、原則として、複合金融商品を構成する個々の金融資産又は金融負債を区分せず一体として処理す
ることとした。ただし、通貨オプションが組み合わされた円建て借入金のように、現物の金融資産又は金融負債にリスク
が及ぶ可能性がある場合に、当該複合金融商品の評価差額が損益に反映されないときには、当該複合金融商品を構成する
個々の金融資産又は金融負債を区分して処理することが必要である。
なお、金融機関のように、経営上、複合金融商品を構成する個々の金融資産又は金融負債を継続して区分して管理して
おり、投資情報としても区分して処理することが経営の実態を表す上で有用な場合には、区分して処理することも認めら
れるものとする。
八 実施時期等
１ 実施時期
(1) 金融商品に係る会計基準は、平成十二年四月一日以後開始する事業年度から実施されるよう措置することが適当で
ある。
(2) その他有価証券については、平成十二年四月一日以後開始する事業年度は帳簿価額と期末時価との差額について税
効果を適用した場合の注記を行うこととし、財務諸表における時価評価は平成十三年四月一日以後開始する事業年度
から実施することが適当である。ただし、平成十二年四月一日以後開始する事業年度から財務諸表において時価評価
を行うことも妨げないこととする。
(3) 本基準のうち、金融商品の評価基準に関係しない金融資産及び金融負債の発生又は消滅の認識、貸倒見積高の算定
方法については、実施に関する実務上の対応が可能となった場合には、平成十二年四月一日前に開始する事業年度か
ら適用することを妨げないこととする。
(4) 本基準の実施に際し、
「外貨建取引等会計処理基準」との調整が必要となるため、当審議会において、今後早急に検
討する必要がある。また、時価情報の注記方法についても所要の見直しが必要となる。
２ 経過措置
(1) いわゆるローン・パーティシペーションやデット・アサンプションは、本基準における金融資産及び金融負債の消
滅の認識要件を充たさないこととなるが、当分の間、次のように取り扱うこととする。
① ローン・パーティシペーションは、我が国の商慣行上、債権譲渡に際して債務者の承認を得ることが困難な場合、
債権譲渡に代わる債権流動化の手法として広く利用されている。このような実情を考慮し、債権に係るリスクと経
済的利益のほとんどすべてが譲渡人から譲受人に移転している場合等一定の要件を充たすものに限り、当該債権の
消滅を認識することを認めることとする。
② デット・アサンプションは、我が国では社債の買入償還を行うための実務手続きが煩雑であることから、法的に

は債務が存在している状態のまま、社債の買入償還と同等の財務上の効果を得るための手法として広く利用されて
いる。従って、改めて、オフバランスした債務の履行を求められることもあり得るが、このような手続上の実情を
考慮し、取消不能の信託契約等により、社債の元利金の支払いに当てることのみを目的として、当該元利金の金額
が保全される資産を預け入れた場合等、社債の発行者に対し遡及請求が行われる可能性が極めて低い場合に限り、
当該社債の消滅を認識することを認めることとする。
(2) ヘッジ会計の適用に当たり、決済時における円貨額を確定させることにより為替相場の変動による損失の可能性を
減殺するため、為替予約、通貨先物、通貨スワップ及び権利行使が確実に見込まれる買建通貨オプションを外貨建金
銭債権債務等のヘッジ手段として利用している場合において、ヘッジ会計の要件が充たされているときは、
「外貨建取
引等会計処理基準」における振当処理も、ヘッジの効果を財務諸表に反映させる一つの手法と考えられるため、当分
の間、振当処理を採用することも認めることとする。
なお、これらの経過措置を必要とすることに関し実務上の制約がなくなったときは、本基準に従って会計処理され
る必要があるため、今後、適宜、当該経過措置の見直しを行うものとする。
３ 実務指針等
本基準を実務に適用する場合の具体的な指針等については、今後、関係省令を整備するとともに、日本公認会計士協会
が関係者と協議のうえ適切に措置することが必要である。また、業種固有の問題についても実務的取扱いを定めることが
必要と考える。

金融商品に係る会計基準
(平成 11.1.22 企業会計審議会)

第一 金融資産及び金融負債の範囲等
一 金融資産及び金融負債の範囲
金融資産とは、現金預金、受取手形、売掛金及び貸付金等の金銭債権、株式その他の出資証券及び公社債等の有価証券
並びに先物取引、先渡取引、オプション取引、スワップ取引及びこれらに類似する取引(以下、
「デリバティブ取引」とい
う。)により生じる正味の債権等をいう。
金融負債とは、支払手形、買掛金、借入金及び社債等の金銭債務並びにデリバティブ取引により生じる正味の債務等を
いう。(注１)
二 時価
時価とは公正な評価額をいい、市場において形成されている取引価格、気配又は指標その他の相場(以下、
「市場価格」
という。)に基づく価額をいう。市場価格がない場合には合理的に算定された価額を公正な評価額とする。(注２)
第二 金融資産及び金融負債の発生及び消滅の認識
一 金融資産及び金融負債の発生の認識
金融資産の契約上の権利又は金融負債の契約上の義務を生じさせる契約を締結したときは、原則として、当該金融資産
又は金融負債の発生を認識しなければならない。(注３)
二 金融資産及び金融負債の消滅の認識
１ 金融資産の消滅の認識要件
金融資産の契約上の権利を行使したとき、権利を喪失したとき又は権利に対する支配が他に移転したときは、当該金
融資産の消滅を認識しなければならない。
金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転するのは、次の要件がすべて充たされた場合とする。
(1) 譲渡された金融資産に対する譲受人の契約上の権利が譲渡人及びその債権者から法的に保全されていること
(2) 譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接又は間接に通常の方法で享受できること(注４)
(3) 譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期日前に買戻す権利及び義務を実質的に有していないこと

２ 金融負債の消滅の認識要件
金融負債の契約上の義務を履行したとき、義務が消滅したとき又は第一次債務者の地位から免責されたときは、当該
金融負債の消滅を認識しなければならない。
３ 金融資産及び金融負債の消滅の認識に係る会計処理
金融資産又は金融負債がその消滅の認識要件を充たした場合には、当該金融資産又は金融負債の消滅を認識するとと
もに、帳簿価額とその対価としての受払額との差額を当期の損益として処理する。
金融資産又は金融負債の一部がその消滅の認識要件を充たした場合には、当該部分の消滅を認識するとともに、消滅
部分の帳簿価額とその対価としての受払額との差額を当期の損益として処理する。消滅部分の帳簿価額は、当該金融資
産又は金融負債全体の時価に対する消滅部分と残存部分の時価の比率により、当該金融資産又は金融負債全体の帳簿価
額を按分して計算する。
金融資産又は金融負債の消滅に伴って新たな金融資産又は金融負債が発生した場合には、当該金融資産又は金融負債
は時価により計上する。
第三 金融資産及び金融負債の貸借対照表価額等
一 債 権
受取手形、売掛金、貸付金その他の債権の貸借対照表価額は、取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当
金を控除した金額とする。ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権
金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒見積高に基づいて
算定された貸倒引当金を控除した金額としなければならない。(注５)
二 有価証券
１ 売買目的有価証券
時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券(以下、
「売買目的有価証券」という。)は、時価を
もって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理する。
２ 満期保有目的の債券
満期まで所有する意図をもって保有する社債その他の債券(以下、
「満期保有目的の債券」という。)は、取得原価を
もって貸借対照表価額とする。ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額
と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照
表価額としなければならない。(注５)(注６)
３ 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。
４ その他有価証券
売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(以下、
「その他有価証券」と
いう。)は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、次のいずれかの方法により処理す
る。
(1) 評価差額の合計額を資本の部に計上する。
(2) 時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は資本の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額
は当期の損失として処理する。
なお、資本の部に計上されるその他有価証券の評価差額については、税効果会計を適用し、資本の部において他の剰
余金と区分して記載しなければならない。(注７)
５ 市場価格のない有価証券
市場価格のない有価証券の貸借対照表価額は、それぞれ次の方法による。
(1) 社債その他の債券の貸借対照表価額は、債権の貸借対照表価額に準ずる。
(2) 社債その他の債券以外の有価証券は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。
６ 時価が著しく下落した場合
満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券のうち市場価格のあるものについて時価が
著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は
当期の損失として処理しなければならない。
市場価格のない株式については、発行会社の財務状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額を
なし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。
なお、これらの場合には、当該時価及び実質価額を翌期首の取得原価とする。
７ 有価証券の表示区分

売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する社債その他の債券は流動資産に属するものとし、それ以外の有価証券
は投資その他の資産に属するものとする。
三 運用目的の金銭の信託
運用を目的とする金銭の信託(合同運用を除く。)は、当該信託財産の構成物である金融資産及び金融負債について、本
基準により付されるべき評価額を合計した額をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理する。(注
８)
四 デリバティブ取引
デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、原則として、
当期の損益として処理する。
五 金銭債務
支払手形、買掛金、借入金その他の債務は、債務額をもって貸借対照表価額とする。
社債は、社債金額をもって貸借対照表価額とする。社債を社債金額よりも低い価額又は高い価額で発行した場合には、
当該差額に相当する金額を資産又は負債として計上し、償還期に至るまで毎期一定の方法で償却しなければならない。
第四 貸倒見積高の算定
一 債権の区分
貸倒見積高の算定にあたっては、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて、債権を次のように区分する。
１ 経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権(以下、
「一般債権」という。)
２ 経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか又は生じる可能性の高い債務者に対す
る債権(以下、
「貸倒懸念債権」という。)
３ 経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権(以下、
「破産更生債権等」という。)
二 貸倒見積高の算定方法
債権の貸倒見積高は、その区分に応じてそれぞれ次の方法による。(注９)
１ 一般債権については、債権全体又は同種・同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率等合理的
な基準により貸倒見積高を算定する。
２ 貸倒懸念債権については、債権の状況に応じて、次のいずれかの方法により貸倒見積高を算定する。ただし、同一の
債権については、債務者の財政状態及び経営成績の状況等が変化しない限り、同一の方法を継続して適用する。
(1) 債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態及び経営
成績を考慮して貸倒見積高を算定する方法
(2) 債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、
債権の元本及び利息について元本の回収及び利息の受取りが見込まれるときから当期末までの期間にわたり当初の
約定利子率で割り引いた金額の総額と債権の帳簿価額との差額を貸倒見積高とする方法
３ 破産更生債権等については、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積
高とする。(注 10)
第五 ヘッジ会計
一 ヘッジ会計の意義
ヘッジ会計とは、ヘッジ取引のうち一定の要件を充たすものについて、ヘッジ対象に係る損益とヘッジ手段に係る損益
を同一の会計期間に認識し、ヘッジの効果を会計に反映させるための特殊な会計処理をいう。(注 11)
二 ヘッジ対象
ヘッジ会計が適用されるヘッジ対象は、相場変動等による損失の可能性がある資産又は負債で、当該資産又は負債に係
る相場変動等が評価に反映されていないもの、相場変動等が評価に反映されているが評価差額が損益として処理されない
もの若しくは当該資産又は負債に係るキャッシュ・フローが固定されその変動が回避されるものである。なお、ヘッジ対
象には、予定取引により発生が見込まれる資産又は負債も含まれる。(注 12)
三 ヘッジ会計の要件
ヘッジ取引にヘッジ会計が適用されるのは、次の要件がすべて充たされた場合とする。
１ ヘッジ取引時の要件
ヘッジ取引が企業のリスク管理方針に従ったものであることが、取引時に、次のいずれかによって客観的に認められ
ること
(1) 当該取引が企業のリスク管理方針に従ったものであることが、文書により確認できること

(2) 企業のリスク管理方針に関して明確な内部規定及び内部統制組織が存在し、当該取引がこれに従って処理される
ことが期待されること
２ ヘッジ取引時以降の要件
ヘッジ取引時以降において、ヘッジ対象とヘッジ手段の損益が高い程度で相殺される状態又はヘッジ対象のキャッシ
ュ・フローが固定されその変動が回避される状態が引き続き認められることによって、ヘッジ手段の効果が定期的に確
認されていること
四 ヘッジ会計の方法
１ ヘッジ取引に係る損益認識時点
ヘッジ会計は、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益又は評価差額を、ヘッジ対象に係る損益が認
識されるまで資産又は負債として繰り延べる方法による。
ただし、ヘッジ対象である資産又は負債に係る相場変動等を損益に反映させることにより、その損益とヘッジ手段に
係る損益とを同一の会計期間に認識することもできる。(注 13)(注 14)
２ ヘッジ会計の要件が充たされなくなったときの会計処理
ヘッジ会計の要件が充たされなくなったときには、ヘッジ会計の要件が充たされていた間のヘッジ手段に係る損益又
は評価差額は、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで引き続き繰り延べる。
ただし、繰り延べられたヘッジ手段に係る損益又は評価差額について、ヘッジ対象に係る含み益が減少することによ
りヘッジ会計の終了時点で重要な損失が生じるおそれがあるときは、当該損失部分を見積もり当期の損失として処理し
なければならない。
３ ヘッジ会計の終了
ヘッジ会計は、ヘッジ対象が消滅したときに終了し、繰り延べられているヘッジ手段に係る損益又は評価差額は当期
の損益として処理しなければならない。また、ヘッジ対象である予定取引が実行されないことが明らかになったときに
おいても同様に処理する。
第六 複合金融商品
一 払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品の会計処理
契約の一方の当事者の払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品である新株引受権付社債及び転換
社債の発行又は取得については、それぞれ次のように処理する。(注１)
１ 新株引受権付社債の会計処理
(1) 発行者側の会計処理
新株引受権付社債の発行価額は、社債の対価部分と新株引受権の対価部分とに区分する。
社債の対価部分は、普通社債の発行に準じて処理する。
新株引受権の対価部分は負債の部に計上し、権利が行使されたときは資本準備金に振り替え、権利が行使されず
に権利行使期限が到来したときは利益として処理する。(注 15)
(2) 取得者側の会計処理
新株引受権付社債の取得価額は、社債の対価部分と新株引受権の対価部分とに区分する。
社債の対価部分は、普通社債の取得に準じて処理する。
新株引受権の対価部分は、新株引受権として資産に計上し、権利を行使したときは株式に振り替え、権利を行使
せずに権利行使期限が到来したときは損失として処理する。(注 15)
２ 転換社債の会計処理
(1) 発行者側の会計処理
転換社債の発行価額は、社債の対価部分と株式転換権の対価部分とに区分せず普通社債の発行に準じて処理する
又は新株引受権付社債に準じて処理する。
(2) 取得者側の会計処理
転換社債の取得価額は、社債の対価部分と株式転換権の対価部分とに区分せず普通社債の取得に準じて処理し、
権利を行使したときは株式に振り替える。
二 その他の複合金融商品の会計処理
契約の一方の当事者の払込資本を増加させる可能性のある部分を含まない複合金融商品は、原則として、それを構成す
る個々の金融資産又は金融負債とに区分せず一体として処理する。(注１)

金融商品に係る会計基準注解
(注１)金融資産及び金融負債の範囲について
金融資産及び金融負債の範囲には、複数種類の金融資産又は金融負債が組み合わされている複合金融商品も含まれる。
また、現物商品(コモディティ)に係るデリバティブ取引のうち、通常差金決済により取引されるものから生じる正味
の債権又は債務についても、本基準に従って処理する。
(注２)市場について
市場には、公設の取引所及びこれに類する市場のほか、随時、売買・換金等を行うことができる取引システム等も含
まれる。
(注３)商品等の売買又は役務の提供の対価に係る金銭債権債務の発生の認識について
商品等の売買又は役務の提供の対価に係る金銭債権債務は、原則として、当該商品等の受渡し又は役務提供の完了に
よりその発生を認識する。
(注４)譲受人が特別目的会社の場合について
金融資産の譲受人が次の要件を充たす会社、信託又は組合等の特別目的会社の場合には、当該特別目的会社が発行す
る証券の保有者を当該金融資産の譲受人とみなして(2)の要件を適用する。
１ 特別目的会社が、適正な価額で譲り受けた金融資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の保有者に
享受させることを目的として設立されていること
２ 特別目的会社の事業が、１の目的に従って適正に遂行されていると認められること
(注５)償却原価法について
償却原価法とは、債権又は債券を債権金額又は債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、当該差
額に相当する金額を弁済期又は償還期に至るまで毎期一定の方法で貸借対照表価額に加減する方法をいう。なお、この
場合には、当該加減額を受取利息に含めて処理する。
(注６)満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合について
満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合、当該債券は変更後の保有目的に係る評価基準に従って処理する。
(注７)その他有価証券の決算時の時価について
その他有価証券の決算時の時価は、原則として、期末日の市場価格に基づいて算定された価額とする。ただし、継続
して適用することを条件として、期末前一カ月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いることもできる。
(注８)運用目的の信託財産の構成物である有価証券の評価について
運用目的の信託財産の構成物である有価証券は、売買目的有価証券とみなしてその評価基準に従って処理する。
(注９)債権の未収利息の処理について
債務者から契約上の利払日を相当期間経過しても利息の支払を受けていない債権及び破産更生債権等については、す
でに計上されている未収利息を当期の損失として処理するとともに、それ以後の期間に係る利息を計上してはならない。
(注 10)破産更生債権等の貸倒見積高の処理について
破産更生債権等の貸倒見積高は、原則として、貸倒引当金として処理する。ただし、債権金額又は取得価額から直接
減額することもできる。
(注 11)ヘッジ取引について
ヘッジ取引についてヘッジ会計が適用されるためには、ヘッジ対象が相場変動等による損失の可能性にさらされてお
り、ヘッジ対象とヘッジ手段とのそれぞれに生じる損益が互いに相殺されるか又はヘッジ手段によりヘッジ対象のキャ
ッシュ・フローが固定されその変動が回避される関係になければならない。
なお、ヘッジ対象が複数の資産又は負債から構成されている場合は、個々の資産又は負債が共通の相場変動等による
損失の可能性にさらされており、かつ、その相場変動等に対して同様に反応することが予想されるものでなければなら
ない。
(注 12)予定取引について
予定取引とは、未履行の確定契約に係る取引及び契約は成立していないが、取引予定時期、取引予定物件、取引予定
量、取引予定価格等の主要な取引条件が合理的に予測可能であり、かつ、それが実行される可能性が極めて高い取引を
いう。
(注 13)複数の資産又は負債から構成されているヘッジ対象に係るヘッジ会計の方法について
複数の資産又は負債から構成されているヘッジ対象をヘッジしている場合には、ヘッジ手段に係る損益又は評価差額
は、損益が認識された個々の資産又は負債に合理的な方法により配分する。
(注 14)金利スワップについて
資産又は負債に係る金利の受払条件を変換することを目的として利用されている金利スワップが金利変換の対象と

なる資産又は負債とヘッジ会計の要件を充たしており、かつ、その想定元本、利息の受払条件(利率、利息の受払日等)
及び契約期間が当該資産又は負債とほぼ同一である場合には、金利スワップを時価評価せず、その金銭の受払の純額等
を当該資産又は負債に係る利息に加減して処理することができる。
(注 15)新株引受権付社債を区分する方法について
１ 発行者側においては、次のいずれかの方法により、新株引受権付社債の発行価額を社債の対価部分と新株引受権の
対価部分とに区分する。
(1) 社債及び新株引受権の発行価格又はそれらの合理的な見積額の比率で配分する方法
(2) 算定が容易な一方の対価を決定し、これを発行価額から差し引いて他方の対価を算定する方法
２ 取得者側においては、1 の(1)又は(2)のいずれかの方法により、新株引受権付社債の取得価額を社債の対価部分と
新株引受権の対価部分とに区分する。ただし、保有社債及び新株引受権に市場価格がある場合には、その比率により
区分することもできる。

