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IASBにおける金融商品に係る減損モデルの歴史的変遷

―発生損失モデルと予想損失モデルの間で―

要旨

本稿の目的は、IASB における金融商品に係る減損モデルの歴史的変遷を整理することにより、IASB

における減損モデルを、発生損失モデルおよび予想損失モデルという視点から、どのように捉えること

ができるのかを明らかにすることである。具体的には、これまで IASB が公表してきた金融商品に係る会

計基準や公開草案等を、発生損失モデルおよび予想損失モデルという 2 つの減損モデルから包括的に検

討している。本稿では、IASB の減損モデルが発生損失モデルから予想損失モデルへと大きな変化を遂げ

ている中で、金融商品に係る減損モデルの淵源がみられる第 1期、発生損失モデルが確立される第 2期、

予想損失モデルが開発される第 3期という 3つの時代区分に分けて、IASB における金融商品に係る減損

モデルを分析している。その結果、（1）純粋な発生損失モデルは、IAS39（2003）であるということ、（2）

予想損失モデルの淵源は、ED（2002）にあるということ、（3）現行の会計基準である IFRS9（2014）は、

純粋な予想損失モデルであるED（2009）から後退した予想損失モデルであるということを示した。

キーワード：金融商品会計、減損、発生損失モデル、予想損失モデル、IASB、国際会計基準、国際財務

報告基準

The IASB's Impairment Model of Financial Instruments: A Historical Study

Abstract

This article is a survey and analysis of the IASB's accounting for impairment of financial instruments. Its

aim is to contribute towards an understanding of the IASB's origins and developments of two impairment

models: incurred loss model and expected loss model. The article begins with a comprehensive review of the

IASB's literatures about impairment of financial instruments, dividing into three periods. The conclusions are

the following: (1) the pure incurred loss model is the IAS39 (2003) model, (2) the origin of expected loss model

is the ED (2002) model, and (3) the IFRS9 (2014) model differs from the pure expected loss model.

Keywords: Accounting for financial instruments, Impairment, Incurred loss model, Expected loss model,

International accounting standard board (IASB), International accounting standard (IAS), International financial

reporting standard (IFRS)
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1. はじめに

2000 年代後半に生じた金融危機により、会計情報の役割について改めて注意が向けられている。

特に、金融商品会計が金融危機の発生を助長したかどうかについては多くの議論がなされてきた

（Ryan 2008; Laux and Leuz 2009; Laux and Leuz 2010）。

この金融商品会計と金融危機との関係について行われた議論の1つとして、金融商品に係る減損

会計の問題がある。当該議論の中では、発生損失モデル（incurred loss model）という IAS39（2003）

における減損モデルが多くの批判にさらされ、それが特にプロシクリカリティ（pro-cyclicality）を

もたらし、金融危機を助長する要因の1つとなっていたと指摘されている（Dugan 2009; Barth and

Landsman 2010）。具体的には、発生損失モデルのもとでは、景気拡張期において損失の過小評価（お

よび利息収益の過大評価）がなされ、景気収縮期において損失が一気に計上されるため、金融商品

に係る減損について計上される損失が「少なすぎるし、遅すぎる（too little, too late）」という批判が

なされてきた。

そのため、新たな減損モデルを開発することが、国際会計基準審議会（International Accounting

Standards Board: IASB）に求められた（FSF 2009; FCAG 2009; G20 2009）。IASBはそれを受けて、発

生損失モデルについて検討を行い、数多くの問題点を識別した（DP (2008); IASB 2009c; ED (2009)）

1。そして、2014 年に公表した IFRS9（2014）において、新たな減損モデルとして予想損失モデル

（expected loss model）を採用した。

この予想損失モデルは、IASBが IAS39（2003）において発生損失モデルを採用した際には、その

採用が明確に否定されていた減損モデルである（IAS39 (2003), par.BC109）2。しかしその後、IFRS9

（2014）公表までのわずか10余年の間に、IASBの減損モデルは発生損失モデルから予想損失モデ

ルへと大きく変化してしまったのである。もちろん、会計上の問題が生じたことによる会計基準の

新たな公表および改廃に伴い会計処理方法が変化することは決して珍しいことではないが、これほ

どの短期間に劇的な変化が生じることは多くはないと思われる。

そこで、本稿では IASB の金融商品に係る減損モデルが歴史的にどのような変遷を辿ってきたの

かを整理する。それにより、これまでの IASB における減損モデルを、特に発生損失モデルおよび

1 具体的には、以下の6つの問題点を IASBは識別した（DP (2008), par.3.27; IASB 2009b, par.5; ED (2009), par.BC.1

1）。

① 当初の予想損失が考慮されないことにより、利息収益が構造的に過大計上される

② 信用リスクの変動ではなく、ハードルに基づいて発生損失が認識されることにより、認識の遅延およびクリフ・

エフェクトが生じる

③ 貸付金などの金融商品の価格決定および金融機関のリスク管理と整合していない

④ ハードルのばらつきにより、損失がいつ発生したのか不明確である

⑤ 当初の予想が変わっていなくても、損失が認識されてしまう

⑥ 減損損失をどの時点で戻し入れるかが不明確である
2 また、IAS39（2003）の公表当時、規制当局であるSECは予想損失モデルの採用による利益管理に懸念を示してお

り、財務諸表作成者は予想損失モデルを実行することによる金融商品の管理システムの導入への懸念を示していたと

いう（Camfferman 2015: 19）。すなわち、2003年当時の基準設定主体、規制当局および財務諸表作成者の見解としては、

金融商品に係る減損モデルとして予想損失モデルを採用することに積極的ではなかったということである。
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予想損失モデルという視点から、どのように捉えることができるのかを明らかにする。

本稿の構成は、次のとおりである。第2節において、本稿の視点について説明を行い、対象とな

る公表物を示す。第 3 節において IASB の減損モデルについて歴史的変遷を整理し、第 4 節ではこ

の歴史的変遷から観察された点を示す。最後に第5節において、本稿の結論および今後の課題を示

す。

2．歴史的整理の視点および対象

本稿の目的は、IASBの金融商品に係る減損モデルが示されている公表物（E26（1984）から IFRS9

（2014）に至るまで）を包括的に整理し、その歴史的変遷を分析することである。本節では当該分

析に先立ち、歴史的整理の（1）視点（金融商品に係る減損モデル）、（2）対象（IASB の公表物と

時代区分）について示す。

2.1歴史的整理の視点―金融商品に係る減損モデル

現行の会計基準における減損モデルは、大きく発生損失モデルと予想損失モデルという2つのモ

デルに大別される3。一般に、発生損失モデルとは減損損失が発生したと証拠付けることができる場

合に減損の認識および測定を行うモデルであり、予想損失モデルとは将来の予想損失が見積もられ

る場合に減損の認識および測定を行うモデルであると説明される（EFRAG and FEE 2009: 23–24 な

ど）。たとえば、わが国の会計基準における、貸倒懸念債権や破産更生債権等に対して個別に貸倒れ

を見込むケースについては、発生損失モデルに基づく会計処理方法が採用されていると考えられて

いる（ASBJ 2009: 注 27）。他方、IASB による現行会計基準においては、予想損失モデルの採用が

明示されている（IASB 2014b）。

本稿では、発生損失モデルおよび予想損失モデルという2つの金融商品に係る減損モデルについ

て、「減損の認識」および「減損の測定」という2つの観点から整理を行う4。具体的には、「減損の

認識」における減損の客観的な証拠などの認識トリガーが存在するか否か
．．．．．．．．．．．．．．

5（すなわち、存在する場

合には発生損失モデルの特徴を有し、存在しない場合には予想損失モデルの特徴を有している）の

みならず、「減損の測定」において将来
．．

情報に基づく
．．．．．．

予想損失を含めるかどうか
．．．．．．．．．．．．

（すなわち、将来の

予想損失を含めない場合には発生損失モデルの特徴を有し、将来の予想損失を含める場合には予想

損失モデルの特徴を有している）に着目する。

なお、「減損の認識」（特に認識トリガーの有無）のみに着目して、減損モデルが説明されること

3 この2つの他に金融商品に係る減損モデルとしては、公正価値モデル、動的引当金モデル（dynamic provisioning）な

どがある（EFRAG and FEE 2009: 22; IASB 2009a: 3–7）。
4 たとえば、IASB（2009b）においても、発生損失モデルおよび予想損失モデルを「減損の認識」および「減損の測

定」などから特徴づけている（pars.22 and 29）。
5 客観的な証拠などが求められておらず、経営者の予想に基づいて減損を認識することも1つの認識トリガーと解す

る余地がある。しかしながら本稿では、経営者の予想に基づく場合には特定の閾値が存在せず、減損を連続的に認識

するため、認識トリガーとしては扱わない。
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がある。しかしながら、「減損の認識」のみに着目して、減損モデルを説明することには疑問が残る。

たとえば、金融商品に係る減損の認識トリガーとして客観的な証拠などが求められていたとしても、

将来に関する予想損失に基づいて測定された減損損失を計上することは可能であり、結果として未

発生の損失を減損として計上することになる。この点からも、ある金融商品に係る減損モデルにつ

いて議論を行う場合には、「減損の認識」以外の点にも焦点を当てる必要があろう。そのため、本稿

では「減損の認識」のみならず「減損の測定」にも焦点を当てて整理を行う。

2.2歴史的整理の対象―IASBにおける金融商品に係る公表物

IASBの減損モデルについての歴史的観点による先行研究は、Camfferman（2015）およびHashim et

al.（2015）がある。Camfferman（2015）では、IAS39（1998）から IAS39（2003）までの発生損失

モデルに係る議論を 3 つの観点から検討し、当時の IASB による基準設定について分析を行ってい

る6。Hashim et al.（2015）では、ED（2009）から IFRS9（2014）に至るまでの経緯やそれぞれの予

想損失モデルの特徴を示し、米国財務会計基準審議会（Financial Accounting Standards Board: FASB）

における減損モデルとの比較を行っている。本稿ではこれらの先行研究より分析対象をさらに拡大

し、これまで IASB が公表してきた金融商品に係る会計基準や公開草案などすべての公表物を歴史

的整理の対象とする。これらすべての公表物を対象とすることにより、発生損失モデルや予想損失

モデルという一方の観点からではなく、金融商品に係る減損モデルというより大きな観点から IASB

における会計処理を捉えることができる。

IASB がこれまで金融商品に係る会計処理方法について規定した公表物は、図表 1 のとおりであ

る。本稿ではこれらの公表物のうち、DP（1997）・JWG（2000）・DP（2008）（図表 1 網掛け部分）

を除くすべての公表物を分析対象とする。これらの公表物を分析対象に含めないのは、原則的にす

べての金融商品について公正価値測定を提案しているためである。当該提案のもとでは、金融資産

に係る公正価値の下落が損失として報告されることになるが、当該損失は経済的価値の下落を示す

ものであり、必ずしも減損という事象を示すものではない。このような会計処理方法は減損モデル

とは異なるものであるため、本稿の整理対象から除外している。

図表1 IASBにおいて金融商品に係る会計処理方法について規定した公表物

年月 公表物 本稿における表記 時代区分

1984年10月 公開草案26「投資の会計処理方法」 E26（1984）

第1期1986年 3月 IAS25「投資の会計処理方法」 IAS25（1986）

1991年 9月 公開草案40「金融商品」 E40（1991）

6 具体的には、回収可能価額と損失事象との規準間の相対的比重、実行金利の計算基礎、および集団的引当（collective

provisioning）の3つ観点から整理を行っている（Camfferman 2015: 10, Table 1）。
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1994年 1月 公開草案48「金融商品」 E48（1994）

第2期

1997年 3月 討議資料「金融資産および金融負債」 DP（1997）

1998年 6月 公開草案62「金融商品：認識および測定」 E62（1998）

1998年12月 IAS39「金融商品：認識および測定」 IAS39（1998）

2000年12月 基準草案「金融商品および類似項目」 JWG（2000）

2002年 6月 公開草案「IAS39金融商品：認識および測定の改善」 ED（2002）

2003年12月 改訂版 IAS39「金融商品：認識および測定」 IAS39（2003）

2008年 9月 討議資料「金融商品の報告における複雑性の低減」 DP（2008）

第3期

2009年11月 公開草案「金融商品：償却原価および減損」 ED（2009）

2011年 1月 補足文書「金融商品：減損」 SD（2011）

2013年 3月 公開草案「金融商品：予想信用損失」 ED（2013）

2014年 7月 IFRS9「金融商品」 IFRS9（2014）

網掛け部分は本稿の対象から除く

本稿では IASB における金融商品に係る減損について歴史的変遷を整理し、それについての分析

を行う。歴史的研究を行うにあたっては、一定の意味をもった歴史区分を前提にして行うことを要

求される（Zimmerman 1954: 2; 小澤・佐々木訳 1993: 4）。ここで、IASBが現在までに公表してきた

会計基準等における金融商品に係る減損の変遷についてあらかじめ概観すると、以下の3つの時代

区分となる。各時代の詳細については、第3節にて示している。

（1）第1期―E26（1984）からE40（1991）

当該時代は、投資全般を規定する E26（1984）および IAS25（1986）において、金融商品について

初めて減損の会計処理方法が適用されるようになった。そして、金融商品を規定する公開草案 E40

（1991）が公表され、特に減損の認識において発生損失モデルの萌芽を観察することができる。し

かしながら、この時代においては、E26（1984）を除き「減損（impairment）」という用語が用いら

れておらず、その会計処理方法も具体的に規定されていなかった。

（2）第2期―E48（1994）から IAS39（2003）

当該時代から、金融商品のみに焦点をあてた会計基準などが多く開発されるようになる。そこでは、

「減損（impairment）」という用語が明確に使用されるようになり、その会計処理方法もより詳細に

規定されるようになった。特に減損の認識について、金融資産の分類ごとに、どのような場合に減

損を認識するべきであるのかについて精緻化がなされていく。最終的に、IAS39（2003）における

減損の認識および測定において、発生損失モデルの会計処理方法が確立されることとなる。
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（3）第3期―ED（2009）から IFRS9（2014）

当該時代では、IASB により新たな減損モデルの開発が行われる。すなわち、発生損失モデルから

予想損失モデルへの転換が行われる。当初提案された ED（2009）では、減損の認識および測定に

おいて予想損失モデルの特徴が強くみられる。しかし、その後に公表されたSD（2011）・ED（2013）

および IFRS9（2014）では、それらの特徴が後退することになる。

以上、本節では、歴史的整理の視点および対象について示した。次節では、IASBの各公表物に

おける金融商品に係る減損モデルについて、発生損失モデルおよび予想損失モデルという視点から、

各時代区分に基づき「減損の認識」および「減損の測定」に係る規定についての歴史的変遷を詳細

に辿る。

3. IASBにおける金融商品に係る減損モデルの歴史的変遷

本節では、IASB の公表物における金融商品に係る減損モデルについて、歴史的に整理を行う。

具体的には、これまで公表されてきた会計基準や公開草案を3つの時代区分に分けて、金融商品に

係る「減損の認識」および「減損の測定」について整理し、各時代区分の減損モデルの特徴を各項

にて指摘する。それらの特徴を整理することにより、IASB における減損モデルをつぶさに観察す

ることができる。

3.1第1期―E26（1984）からE40（1991）

本項では、第1期をE26（1984）・IAS25（1986）、およびE40（1991）に分けて公表物の規定を整

理したうえで、第1期の特徴を指摘する。

（1）金融商品に係る減損モデルの淵源―E26（1984）および IAS25（1986）

投資7全般に係る会計処理方法を規定するE26（1984）および IAS25（1986）では、固定資産に分

類される投資について減損の会計処理方法を規定している8。

まず、減損の認識についてE26（1984）では、（投資資産を除く）固定資産は、取得原価または再

評価額（revalued amounts）のいずれかで測定され、原価で測定される場合には投資の価値に対する

「一時的でない減損（an impairment other than temporary）」を認識するために必要な引当金（provision）

を差し引くこととされている（par.47）9。一方、E26（1984）の公表後に基準化された IAS25（1986）

7 E26（1984）および IAS25（1986）における「投資」とは、分配による富の増加、資本の増加、または取引関係を改

善することによって得られる便益のために、企業が所有する資産である（E26 (1984), par.3; IAS25 (1986), par.3）。ただ

し、棚卸資産および有形固定資産は、投資資産に該当する場合を除き、E26（1984）における投資には該当しない。
8 E26（1984）および IAS25（1986）では、投資を流動資産と固定資産に分類する。流動資産は、随時現金化でき、か

つ、12ヵ月未満に限って保有することを意図しているか、または企業が特定の意図をもたない場合の投資であり、固

定資産は、その他の投資である（E26 (1984), pars.3 and 45; IAS25 (1986), pars.3 and 43）。
9 当該引当金は、投資ごとに個別に設定される（E26 (1984), pars.20 and 47）。
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では、固定資産は以下の3つ、つまり取得原価、再評価額、またはポートフォリオ・ベースによる

取得原価と時価のうちいずれか低い価額（市場性ある持分証券の場合のみ）により測定され、固定

資産はすべて投資の価値の「一時的でない下落（a decline other than temporary）」を認識して減額しな

ければならないと規定されている（par.47）10。

以上の規定をみると、E26（1984）および IAS25（1986）では、投資の価値に「一時的でない減損

または下落」が生じていることを減損の認識トリガーとしていることがわかる。そして、その判断

を行うためには、投資の価値の指標として、時価や投資先の経営成績などから予想キャッシュ・フ

ロー（expected cash flows）の予測を考慮することとされている（E26 (1984), par.18; IAS25 (1986),

par.19）。しかしながら、これら公表物では、何をもって投資の価値の減損または下落が「一時的で

ない」とされるにかについては明示されておらず、減損を具体的にどのように測定するのかは規定

されていない。

（2）発生損失モデルの萌芽―E40（1991）

金融商品の認識、測定および開示を包括的に規定する会計基準を開発するために公表された初め

ての公開草案である E40（1991）では、投資目的に保有される金融資産について減損の会計処理を

規定している11。

具体的には、当該金融資産の「公正価値が帳簿価額以下に下落（decline）」した時は、その帳簿価

額は見直されなければならず、その帳簿価額が「予見し得る将来に回収可能になるという説得力あ

る証拠がない場合」は、見積り回収可能価額まで減額されなければならない（par.72）12。このよう

にE40（1991）では、「予見し得る将来に回収可能になるという説得力ある証拠がない場合」をトリ

ガーとして、減損の認識を行うこととされている。

一方で、減損の測定について、以下の説明がみられる。

「E40（1991）の減損は、時価による修正とは同じではい。回収可能価額を見積るために、時価、

将来の予想キャッシュ・フローの現在価値、または他の認められた測定手法が用いられる。そ

のため、見積回収可能価額は、時価を上回るかもしれないし、下回るかもしれない。」（par.81）

13

このように、減損による切り下げは時価への修正ではないということが言及されているものの、

減損の測定手法を列挙するにとどまり、それらの手法のうちいずれを選択するべきかについては明

10 当該減額は、投資ごとに個別に行われる（IAS25 (1986), pars.20 and 47）。
11 E40（1991）では、金融商品を、投資と財務目的（長期または満期まで保有される金融商品）、ヘッジ（金融リスク

を相殺するために保有される金融商品）および営業・運用目的（それら以外の金融商品）の3つに分類する（pars.59-60）。
12 見積回収価額の増加が予見しうる将来にわたり続くという説得力のある証拠が存在する場合には、見積回収価額の

増加額まで戻入れを行わなければならない（par.73）。
13 貸付金の現在価値は、適切な現在の金利（例えば、実質的に同じ金額、条件、信用リスクを持つ新規貸付金に適用

される市場金利）を使って決定される（par.82）。
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らかにされていない。

（3）第1期における金融商品に係る減損モデルの特徴

前項までの整理により、第1期における金融商品に係る「減損の認識」および「減損の測定」を

図表2の通りにまとめることができる。

第 1 期では、E26（1984）において「減損（impairment）」という用語が用いられているが、その

後に公表された IAS25（1986）および E40（1991）においては「減損（impairment）」という用語は

用いられていない。しかしながら、E26（1984）および IAS25（1986）では、金融商品に対する投資

の価値が著しく下落したような場合には切り下げの会計処理を行うこととされているため、それら

公表物において、金融商品に係る減損モデルの淵源をみることができる。また、E26（1984）およ

び IAS25（1986）では、何をもって減損を認識するべきであるのかについては明示されていなかっ

たが、E40（1991）では、「予見し得る将来に回収可能になるという説得力ある証拠がない場合」と

いうように明示されており、ここに「減損の認識」における発生損失モデルの萌芽をみることがで

きる。しかしながら、第1期における「減損の測定」については、様々な方法が認められているに

すぎない。

図表2 第1期における金融商品に係る減損の概要

公表物 減損の対象 減損の特徴

E26
（1984）

原価で測定される長

期投資

認識 投資の価値の一時的でない減損が生じた場合（pars.18 and 47 (a)）

測定 記述なし

IAS25
（1986）

長期投資
認識 投資の価値の一時的でない下落が生じた場合（pars.19 and 47）

測定 記述なし

E40
（1991）

投資目的金融資産

認識
帳簿価額が公正価値以下に下落し、予見し得る将来に回収可能になる

という説得力ある証拠が存在しない場合（par.72）

測定 帳簿価額と見積回収可能価額との差額（par.72）

3.2第2期―E48（1994）から IAS39（2003）

本項では、第2期をE48（1994）・E62（1998）・IAS39（1998）、ED（2002）および IAS39（2003）

に分けて公表物の規定を整理したうえで、第2期の特徴を指摘する。

（1）減損の認識における発生損失モデルの確立―E48（1994）・E62（1998）・IAS39（1998）

E48（1994）に始まる第 2 期における金融商品に係る減損の規定では、それぞれの金融商品の特

性（およびそれに基づく金融商品の分類）により異なる減損の会計処理方法が適用される。以下、

「減損の認識」および「減損の測定」に分けて整理する。
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① 減損の認識

E48（1994）では、貨幣性金融資産と非貨幣性金融資産について異なる減損の認識トリガーが示

されている。それら金融資産は、原価または時価により計上されているが、減損の会計処理の適用

対象となるのは、原価により計上されている金融資産である。

具体的には、原価で計上されている貨幣性金融資産については、「当該金融商品の条件に従って期

日に全額回収することについて、もはや合理的な確信を持てないとき」に減損が存在し、「減損して

いるという証拠を入手した場合」には、その帳簿価額を見直されなければならない（pars.100-101）。

一方、原価で計上されている非貨幣性金融資産については、「その公正価値が、帳簿価額より下落し

たとき」に減損が存在し、「当該資産の帳簿価額が、意図された保有期間内に回収可能になるという

説得力ある証拠がない場合」には、その帳簿価額は減額されなければならない（par.113）。

このように、貨幣性金融資産と非貨幣性金融資産とに異なる減損の認識トリガーが適用される理

由について、E48（1994）では次のような説明が加えられている。

「原価基準で計上されている金融資産は、実効利回りに基づく現在価値のキャッシュ・フローを

その資産から受取るという合理的確信を持てないと決定したときは、減損していることになる。

通常、他の企業の株式に対する投資のように、非貨幣性資産について、直接的にこの決定を行う

ことは実務上できない。この種類の資産の減損は、市場リスクにさらされていることから生じ、

資産の公正価値が帳簿価額以下に下落したときに発生したと推定される。」（par.114）

すなわち、E48（1994）では、金融資産のリスク特性を考慮したうえで、異なる減損の認識トリ

ガーを規定しているのである。

その後公表された E62（1998）および IAS39（1998）では、さらに減損の対象となる金融資産が

拡大し、「償却原価で計上されている金融資産」、「信頼性をもって公正価値を測定できない金融資産」、

および「公正価値で測定されている金融資産」について、異なる減損の認識トリガーが示されてい

る（E62 (1998), pars.46-47; IAS39 (1998), par.58）。具体的には、「償却原価で計上されている金融資産」

については「契約上の条項に従って期日の到来したすべての金額（元本および金利）を企業が回収

することができない可能性が高い場合」（E62 (1998), par.73; IAS39 (1998), par.111）、「信頼性をもって

公正価値を測定できない金融資産」については「正味予想キャッシュ・インフローにもとづいて減

損の兆候がみられる場合」（E62 (1998), par.76; IAS39 (1998), par.115）、および「公正価値で測定され

ている金融資産」については「金融資産に減損が生じているという客観的な証拠がある場合」（E62

(1998), par.77; IAS39 (1998), par.117）というように、各金融資産の分類ごとに表現の異なる認識トリ

ガーが記述されている。もっとも、IAS39（1998）では、「金融資産の帳簿価額がその見積回収可能

価額より大きい場合」には当該金融資産は減損しており、「減損しているという客観的証拠がある場

合」には、当該金融資産の回収可能価額を見積もり、いかなる滅損損失も認識しなければならない
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といったように、金融商品に係る減損について統一的な説明が加えられている（par. 109）。

② 減損の測定

以上の規定をみると「減損の認識」に係る記述は個別具体的になっていることがわかる。さらに

第2期では、「減損の測定」についても金融資産ごとに規定されるようになる。しかしながら、「減

損の測定」において将来の予想損失を反映するべきであるのかについては、曖昧な部分が残されて

いる。

E48（1994）では、貨幣性金融資産は当初の実効金利による割引現在価値まで、非貨幣性金融資

産は当該資産から回収できる最善の見積額（現在価値）まで減額することが明記された（pars. 105 and

121）。特に、貨幣性金融資産については、「予想信用損失
．．．．．．

（expected credit losses）を原因とする下落

だけが、減損に反映される」（pars. 101）という説明があるが、ここでいう「予想」とはどこまでの

情報を織り込むべきであるのか（将来の情報を織り込むのか）は明記されていない。

また、E62（1998）および IAS39（1998）においても、金融資産ごとに「減損の測定」が明記され

ている。具体的には、「償却原価で計上されている金融資産」については当初の実効金利による割引

現在価値まで（E62 (1998), par.73; IAS39 (1998), par.111）、「信頼性をもって公正価値を測定できない

金融資産」については市場金利による割引現在価値まで（E62 (1998), par.76; IAS39 (1998), par.115）、

「公正価値で測定されている金融資産」については公正価値または回収可能価額まで（E62 (1998),

par.77; IAS39 (1998), par.118）、それぞれ減額される。特に IAS39（1998）では、「償却原価で計上さ

れている金融資産」について、現在価値の算定に用いられる予想キャッシュ・フローに将来の予想

損失を含めるべきであるのかについては明記されていないが、割引率である実効金利について「将

来の現金支払に係る予想流列
．．．．

を正確に割り引く利率（the rate that exactly discounts the expected stream

of future cash payments）（―傍点は筆者）」（IAS39 (1998), par.10）という説明がなされており、当該規

定を自然に解すると実効金利の算定において将来の予想損失を含めるという見解もある

（Camfferman 2015: 11）。

（2）発生損失モデルと予想損失モデルの混在―ED（2002）

その後に公表されたED（2002）では、IAS39（1998）で示されていた減損の対象となる金融資産

の名称が、「償却原価で測定される金融資産」、「取得原価で測定される金融資産」および「売却可能

金融資産」へと一部変更された。このうち、取得原価で測定される金融資産および売却可能金融資

産における「減損の認識」および「減損の測定」に大きな変更の提案はなされなかったが、償却原

価で測定される金融資産については、大きな変更が提案されている。

まず、これまで規定されていなかった、償却原価で測定される金融資産に係る減損を判断するス

テップが明記された。具体的には、償却原価で測定されるある金融資産が、個別に重要である場合

には個別に減損の客観的な証拠が存在するのかどうかを評価し、当該金融資産について減損の証拠

が存在しないということを決定した場合に、類似の信用リスクの特徴を有する金融資産のグループ
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に当該金融資産を含めたうえで、あらためて集団的に減損の評価を行う（par.112）。

そして、償却原価で測定される金融資産に係るもう1つの新たな提案は、金融資産グループに個

別の金融資産の場合とは異なる減損の会計処理方法を適用することである。まず「減損の認識」に

ついて、個別の金融資産ではトリガーとして客観的な証拠の存在が求められるが、金融資産グルー

プではその代わりに予想キャッシュ・フローの見積りが求められ、その減少により減損を認識する。

その際、金融資産のグループの予想キャッシュ・フローは、グループ内の金融資産の契約上のキャ

ッシュ・フロー、およびグループ内の類似の信用リスクを有する資産に係る過去の損失の実績に基

づいて見積もられる（par.113C）14。そして、当該予想キャッシュ・フローを割り引く場合には、企

業は減損を評価したグループ内の資産の当初の実効金利を加重平均した利率を用いるが、当該割引

率は予想損失を考慮して計算される（par.113D）。当該割引率を用いて予想キャッシュ・フローの現

在価値が算定されるので、減損の測定において、将来の予想損失が反映されることとなる。

（3）減損の測定における発生損失モデルの確立―IAS39（2003）

以上確認したように ED（2002）では、特に償却原価で測定される金融資産グループの減損につ

いて予想損失モデルの特徴がみられる新たな提案がなされていた。しかし、その後に公表された

IAS39（2003）では、当該提案は排除され、これまでの公表物よりも発生損失モデルの特徴が強調

されている。

まず IAS39（2003）では、「減損の認識」において、個別の金融資産または金融資産グループであ

るのかにかかわらず減損の対象となるすべての金融資産に、当初認識後に発生した事象（損失事象）

の結果としての減損の客観的証拠が求められている（pars.58-59）。さらに、損失事象が当該金融資

産の予想キャッシュ・フローに対して信頼性をもって見積ることができる影響を有していることが

求められている（par.59）。

また、「減損の測定」においては、それぞれの金融資産における測定手法に変更はなかったが、特

に償却原価で測定される金融資産については、現在価値を算定する際に、発生していない将来の予

想損失をキャッシュ・フローの見積りから排除すること、および割引率として当初の実行金利を用

いることが明示されている（par.63）。

（4）第2期における金融商品に係る減損モデルの特徴

前項までの整理により、第2期における金融商品に係る「減損の認識」および「減損の測定」は、

図表3の通りにまとめることができる。

第2期におけるすべての公表物は、金融商品の認識および測定に係る会計処理方法を規定するも

のであり、それぞれの公表物において「減損（impairment）」という用語が用いられるようになった。

14 固有の損失実績をもたない、または実績が不十分な企業は、金融資産の類似のグループについて、同等のグループ

の実績を用いる。過去の損失実績は、過去の損失実績の期間には影響を与えていない現在の状況の影響を反映するた

めに、そして現在に存在しない過去の期間の状況の影響を排除するために、現在の観察可能なデータに基づいて調整

される。（par.113C）
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まず、E48（1994）、E62（1998）および IAS39（1998）では、金融商品の分類化に伴い減損の対象

が拡大し、それぞれの分類に合わせた会計処理方法が規定され、「減損の認識」について発生損失モ

デルとしての精緻化が図られている。しかしながら、「減損の測定」においては、いまだ予想損失の

取り扱いについて曖昧な部分が残されている。次に、ED（2002）では、個別の金融資産に係る減損

の会計処理方法に大きな変更の提案はなされていないものの、金融資産グループに係る減損の会計

処理方法において、予想損失を反映する「減損の測定」が記述されており、予想損失モデルの萌芽

をみることができる。しかしながら、その後の IAS39（2003）では、ED（2002）における予想損失

モデルの特徴はみられず、「減損の認識」のみならず、「減損の測定」においても発生損失モデルの

特徴のみがみられる。

公表物 減損の対象 減損の特徴

E48
（1994）

原価基準で計上されている

貨幣性金融資産

認識

減損しているという証拠を入手した場合（par.100）

期日に全額回収できるという合理的な確信を持てない場合（pars.100

and 101）

測定
帳簿価額と見積将来キャシュ・フローを当初の実効利回りで割引いた

現在価値との差額（par.105）

原価基準で計上されている

非貨幣性金融資産

認識
帳簿価額が、保有期間内に回収可能になるという説得力ある証拠がな

い場合（par.113）

測定
帳簿価額と当該資産から回収できる金額の保有者の最善の見積額（将

来キャッシュ・フローの現在価値）との差額（par.121）

E62
（1998）

償却原価で計上されている

満期保有投資

認識
約定通りにすべての金額を回収することができない可能性が高い場合

（par.73）

測定
帳簿価額と将来の予想キャッシュ・フローを当初取得時の実効利子率

で割り引いた現在価値（回収可能額）との差額（par.73）

信頼性をもって公正価値を

測定できない金融資産

認識
正味予想キャッシュイン・フローにもとづいて減損の兆候がある場合

（par.76）

測定
帳簿価額と将来の予想キャッシュ・フローをその金融商品の現在の市

場金利で割り引いた現在価値の差額（par.76）

公正価値で計上されている

金融資産

認識
減損が生じているという客観的な証拠がある場合（かつ、損失が直接

資本の部で認識されている）（par.77）

測定
取得原価とその時の公正価値との差額から、その金融資産に対し既に

純損益で認識された減損の金額を差し引いたもの（par.78）

IAS39
（1998）

償却原価により計上されて

いる金融資産

認識
契約条件により期日が到来したすべての金額が回収できない可能性が

高くなった場合（par.111）

測定
帳簿価額と予測される将来のキャッシュ・フローを当初取得時の実効

金利で割り引いた現在価値（回収可能価額）との間の差額（par.111）

信頼性をもって公正価値を

測定できない金融資産

認識
正味予想キャッシュイン・フローの分析にもとづいて減損の兆候があ

る場合（par.115）

測定
帳簿価額と将来の予想キャッシュ・フローをその金融商品の現在の市

場金利で割り引いた現在価値の差額（par.115）

公正価値へ再測定されてい

る金融資産

認識
減損が生じているという客観的な証拠がある場合（かつ、損失が直接

資本の部で認識されている）（par.117）

測定

取得原価と現在の公正価値（持分商品）または回収可能価額（負債商

品）の差額から、当該資産について以前に認識した減損損失を控除し

た額（par.118）

図表3 第2期における金融商品に係る減損の概要
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3.3第3期―ED（2009）から IFRS9（2014）

本項では、第3期をED（2009）およびSD（2011）・ED（2013）・IFRS9（2014）に分けて公表物

の規定を整理したうえで、第3期の特徴を指摘する。

（1）発生損失モデルから予想損失モデルへの変容―ED（2009）

ED（2009）では、IFRS9（2009）15における金融商品の新たな分類および測定にもとづいて、当

該分類の1つである「償却原価で測定される金融資産」に係る減損について提案を行っている。具

体的には、当初認識後における金融資産の償却原価測定の一部として減損を規定している。

ここで ED（2009）における償却原価とは、各測定日における現在キャッシュ・フロー情報と、

金融商品の当初認識時の条件を反映した当該キャッシュ・フローの評価を組み合わせた測定値であ

り、実効金利は金融商品の予想期間にわたるキャッシュ・フローの当初予想、および金融商品の帳

簿価額に基づき算定される（pars.4-5）。すなわちED（2009）では、各会計期間において償却原価を

再計算するために将来の予想損失を含めた予想キャッシュ・フローを見積り直し、予想キャッシュ・

15 IFRS9（2009）では、金融資産を「償却原価で測定される金融資産」および「公正価値で測定される金融資産」に

分類している（par.4.1）。IASBにおける当時の金融商品プロジェクトは、「分類および測定」、「減損」および「ヘッジ

会計」という3つのフェーズに分けて進められており、IFRS9（2009）は「分類および測定」に係る公表物であり、

ED（2009）は「減損」に係る公表物である。

ED

（2002）

償却原価によ

り計上されて

いる金融資産

個別の

金融資産

認識 減損しているという客観的証拠がある場合（par.109）

測定
帳簿価額と予測される将来のキャッシュ・フローを当初取得時の実効

金利で割り引いた現在価値（回収可能価額）との間の差額（par.111）

金融資産

グループ

認識 予想キャッシュ・フローに基づいて行う（par.113C）

測定

帳簿価額と予測される将来のキャッシュ・フローを当初取得時にグル

ープ内の資産の実効金利を加重平均した利率で割り引いた現在価値

（回収可能価額）との間の差額（pars.113C and 113D）

取得原価で測定される金融

資産

認識 減損の客観的証拠が存在する場合（par.116）

測定
帳簿価額と将来の予想キャッシュ・フローを同種の金融商品の現在の

市場金利で割り引いた現在価値の差額（par.116）

売却可能金融資産

認識
減損が生じているという客観的な証拠が存在する場合（かつ、損失が

直接資本の部で認識されている）（par.117）

測定

取得原価と現在の公正価値（持分商品）または回収可能価額（負債商

品）の差額から、当該資産について以前に認識した減損損失を控除し

た額（par.118）

IAS39

（2003）

償却原価で測定される金融

資産

認識 減損しているという客観的証拠が存在する場合（par.63）

測定

帳簿価額と、見積将来キャッシュ・フロー（発生していない将来の損

失を除く）を当初の実効金利で割り引いた現在価値との間の差額

（par.63）

取得原価で測定される金融

資産

認識 減損しているという客観的証拠が存在する場合（par.66）

測定
帳簿価額と、見積将来キャッシュ・フローを類似の金融資産の現在の

市場金利で割り引いた現在価値との間の差額（par.66）

売却可能金融資産

認識
減損しているという客観的証拠が存在する場合（かつ、公正価値の下

落が資本の部に直接認識されている）（par.67）

測定
取得原価と現在の公正価値との差額から、以前に損益に認識された減

損損失がある場合にはそれを控除した額（par.68）
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フローに不利な変化が生じている場合には減損が認識・測定されるわけである。

（2）予想損失モデルの変容―SD（2011）・ED（2013）・IFRS9（2014）

ED（2009）公表後も予想損失モデルの議論は収束せず、その後SD（2011）およびED（2013）が

提案され、最終的に IFRS9（2014）が公表された。これらの公表物では、金融資産の減損の認識・

測定にかかる新たな区分が設けられており、それに基づき異なる会計処理方法が適用される。

まず、SD（2011）では、金融資産の回収可能性に関する不確実性と金利との関係にもとづき、オ

ープン・ポートフォリオで管理される金融資産が、「グッドブック」と「バットブック」とに区分さ

れる（par.3）16。「グッドブック」では、「残存期間の予想損失の期間比例配分額」または「予見可

能な将来（最低12か月）の予想信用損失」のいずれか高い方を認識・測定する（pars.2 and B2）。一

方、「バッドブック」では、「予想信用損失の全額」を認識・測定する（pars.2 and B2）。

また、ED（2013）および IFRS9（2014）では、償却原価で測定される金融資産等が、主に金融商

品の信用リスクに応じて、3つのステージに区分される。「ステージ1（信用リスクが当初認識以降

に著しく悪化していない金融資産）」においては「12か月の予想信用損失」を認識し、「ステージ2

（信用リスクが当初認識以降に著しく悪化している金融資産）」および「ステージ3（減損の証拠が

存在する金融資産）」においては「全期間の予想信用損失」を認識・測定する（ED (2013), pars.4–5;

IFRS9 (2014), pars.5.5.3 and 5.5.5）。ここで、全期間の予想信用損失17とは当該期間に生じ得る債務不

履行事象による損失であり、および12か月の予想信用損失とは、全期間の予想信用損失のうち、12

か月以内に生じ得る債務不履行事象による損失を表している（ED (2013), pars. B27 and Appendix A;

IFRS9 (2014), pars.B5.5.28 andAppendixA）。

このように、SD（2011）・ED（2013）および IFRS9（2014）では、減損の認識および減損の測定

に係る区分が設けられているため、ED（2009）における予想損失モデルのように常に全期間の予想

損失を認識・測定する減損モデルではなくなっている。

（3）第3期における金融商品に係る減損モデルの特徴

前項までの整理により、第3期の公表物においては、すべて予想損失モデルが採用されているこ

とがわかる。それらの「減損の認識」および「減損の測定」は、図表4の通りにまとめることがで

きる。

ED（2009）では、当初の予想損失を実効金利に織り込み、その後の予想キャッシュ・フローの不

利な変動に基づいて減損の認識および測定を行う。すなわち、「減損の認識」においては認識トリガ

ーが排除され、将来の予想損失を反映する「減損の測定」がなされることとなる。このように、ED

16 通常の金融資産は「グッドブック」に分類され、金融資産の回収可能性に関する不確実性が、賦課される金利によ

る収益性よりも上位にある場合には、「バッドブック」に分類される（SD (2011), par.B2）。
17 予想信用損失とは金融商品の予想存続期間にわたる信用損失の確率加重した見積りである（ED (2013), pars. B27 and

AppendixA; IFRS9 (2014), pars.B5.5.28 and AppendixA）。
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（2009）では、IAS39（2003）においてみられる発生損失モデルの特徴が完全に排除され、予想損

失モデルの特徴がみられる。

その後に提案された SD（2011）、ED（2013）および IFRS9（2014）においても、ED（2009）と

同様に発生損失モデルを特徴づける認識トリガーは排除され、将来の予想損失が反映されている。

一方、SD（2011）、ED（2013）および IFRS9（2014）は、「減損の認識」に係る区分がそれぞれ設け

られおり、それぞれの区分に基づいて異なる「減損の測定」が行われることとなる。このように、

SD（2011）・ED（2013）および IFRS9（2014）の予想損失モデルは、ED（2009）の予想損失モデル

から変容していることがわかる。

図表4 第3期における金融商品に係る減損の概要

公表物 減損の対象 減損の特徴

ED
（2009）

償却原価により計上されている金融資産
認識 予想キャッシュ・フローに不利な変動が生じた場合

測定 全期間の予想信用損失

SD

（2011）

オープン・ポートフォ

リオの中の金融資産

（ED（2009）の減損対

象のうち）

グッドブック

認識
金融資産の回収可能性に関する不確実性が、利息の収

益性よりも下位にある場合（par.B2）

測定

次のいずれか高い方（par.2 (a)）

(i) 残りの存続期間の予想信用損失の期間比例配分額

(ii) 予見可能な将来（最低12か月）の予想信用損失

バッドブック
認識

金融資産の回収可能性に関する不確実性が、利息の収

益性よりも上位にある場合（par.B2）

測定 全期間の予想信用損失（par.2 (b)）

ED
（2013）

償却原価で測定する

金融資産

FVOCI で測定される

金融資産

ステージ1
認識

信用リスクが当初認識時以降に著しく増大していない

場合（par.4）

測定 12か月の予想信用損失（par.4）

ステージ2

/ ステージ3

認識
信用リスクが当初認識時以降に著しく増大している場

合（par.5）

測定 全期間の予想信用損失（par.5）

IFRS9
（2014）

償却原価で測定する

金融資産

FVOCI で測定される

金融資産

ステージ1
認識

信用リスクが当初認識時以降に著しく増大していない

場合（par.5.5.5）

測定 12か月の予想信用損失（par.5.5.5）

ステージ2

/ ステージ3

認識
信用リスクが当初認識時以降に著しく増大している場

合（par.5.5.3）

測定 全期間の予想信用損失（par.5.5.3）



4．金融商品に係る減損の歴史的変遷―発生損失モデルと予想損失モデルの間で―

本節では、前節における IASB の公表物における金融商品に係る減損モデルの歴史的変遷を整理

したうえで、当該歴史的変遷から観察された3つの点を指摘する。

4.1金融商品に係る減損の歴史的変遷の整理

本稿で取り上げた IASB の公表物における金融商品に係る減損の概要を要約すると、図表 5 の通

りとなる。

図表5 IASBの金融商品に係る減損モデルの歴史的変遷の概要

E26 (1984) ● 金融商品に係る減損モデルの淵源

IAS25 (1986) ● これらの公表物において金融資産に係る切り下げの会計処理が規定される。

しかしながら、どのような場合に切り下げを行うべきであるのかについては規定されてい第
ない。

E40 (1991) ●
発生損失モデルの萌芽

減損という用語は用いられていないものの、「減損の認識」に係るトリガーが規定される。

E48 (1994)

E62 (1998)

IAS39 (1998)

●

●

●

減損の認識における発生損失モデルにおける確立

金融商品の分類がなされ、それらに応じた「減損の認識」に係るトリガーがそれぞれ具体

的に規定される。

発生損失モデルと予想損失モデルの混在

１
期

第

ED (2002) ●

個別では減損していない金融商品について、金融商品グループによる減損が明確に規定さ

れる。金融商品グループの減損においては、予想損失を考慮した会計処理方法が適用され

る。

IAS39 (2003) ●
減損の測定における発生損失モデルにおける確立

予想損失を排除し発生した損失のみを反映させることが明示され、「減損の認識」のみな

らず、「減損の測定」においても発生損失モデルの特徴がみられる。

ED (2009) ●
予想損失モデルへの変容

「減損の認識」および「減損の測定」において、発生損失モデルの特徴が排除され、予想

損失モデルの特徴が採用される。

２
期

第

17

IASB における金融商品に係る減損モデルは、第 1 期において、金融商品に係る切り下げが規定

され、その減損モデルの淵源を見ることができる。さらにその後に公表された E40（1991）におい

SD (2011)

ED (2013)

IFRS9 (2014)

●

●

●

予想損失モデルの変容

「減損の認識」および「減損の測定」に係る区分が設けられており、予想損失の全額を常

に認識・測定する減損モデルではなくなっている。

３
期
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ては「減損（impairment）」という用語自体は用いられていないものの、「減損の認識」において発

生損失モデルの萌芽がみられる。

次に第2期においては、金融商品会計基準の開発が進み、金融商品の分類に応じた会計処理方法

が規定されるようになる。金融商品に係る減損も当該分類に基づいて規定されるようになり、特に

「減損の認識」において認識トリガーがより具体的に規定されるようになる。その後、ED（2002）

においては予想損失を反映する会計処理方法が一部に提案されることとなるが、IAS39（2003）に

おいては「減損の認識」のみならず、「減損の測定」においても発生損失モデルの特徴が強調される。

最後に第3期においては、発生損失モデルの問題を解決するために、予想損失モデルが開発され

る。当初に提案された ED（2009）においては、認識トリガーが存在する場合に減損を認識し、将

来の予想損失を含めずに減損の測定を行うという発生損失モデルの特徴が排除された予想損失モデ

ルが採用されていた。しかし、その後に基準化された IFRS9（2014）における予想損失モデルには、

「減損の認識」および「減損の測定」に係る区分が設けられており、常に全期間の予想損失を認識・

測定する減損モデルではなくなっている。

4.2 IASBにおける金融商品に係る減損モデル

このように、IASB における金融商品に係る減損モデルを歴史的に俯瞰すると、発生損失モデル

から予想損失モデルへと変容していることがわかる。そして、IASB におけるそれぞれの公表物に

みられる減損モデルを、「減損の認識」および「減損の測定」に着目してつぶさに観察すると、IASB

におけるこれまでの金融商品に係る減損モデルが多様であることがわかる。具体的には、以下の 3

つの点を指摘することができる。

1つ目は、IAS39（2003）は、純粋な発生損失モデル（pure incurred loss model）であるということ

である。ここでいう純粋な発生損失モデルとは、第2節で示した減損の認識トリガーが存在し、測

定において将来の予想損失を排除するという、発生損失モデルの「減損の認識」および「減損の測

定」の両特徴を有する減損モデルである。予想損失モデルが提案される第2期までの減損モデルは、

発生損失モデルが採用されてきたと指摘されることがあるが、「減損の認識」のみならず「減損の測

定」にも着目すると、必ずしも将来の予想損失が排除された測定が行われてきたわけではないと考

えられる。なぜなら、IAS39（2003）以前の減損モデルにおいては、予想損失を含めた減損の測定

が必ずしも排除されていないためである。したがって、「減損の認識」のみならず「減損の測定」に

ついても発生損失モデルの特徴を有する IAS39（2003）が、純粋な発生損失モデルということがで

きる。

2つ目は、予想損失モデルの淵源は、ED（2002）にあったということである。第1節でも述べた

とおり、IASB における減損モデルは、金融危機を契機として発生損失モデルから予想損失モデル

へと変化したように指摘されることがある。しかしながら、IASB における減損モデルを歴史的に

紐解いてみると、予想損失モデルの淵源をED（2002）に見ることができる。結果的に、ED（2002）

の提案は会計基準として採用されなかったが、金融危機の発生以前にも2002年時点において、IASB
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が予想損失モデルを採用しようしていたということが窺われる。

3つ目は、IFRS9（2014）が純粋な予想損失モデルとは異なっているということである。当初提案

された ED（2009）は、第 2 節で示した減損の認識トリガーが存在せず、測定において将来の予想

損失を含めるという、予想損失モデルの「減損の認識」および「減損の測定」の両特徴を有する減

損モデルであり、純粋な予想損失モデル（pure expected loss model）であるといえる。しかしながら、

適用可能性の問題により、その後公表されたSD（2011）およびED（2013）では、ED（2009）とは

異なる会計処理方法が提案されている。そして、最終的に基準として公表された IFRS9（2014）で

は、信用リスクに基づいて「減損の認識」および「減損の測定」に係る区分が設けられており、常

に全期間の予想損失を認識・測定する減損モデルではなくなっている。減損のパターンによっては、

それらの区分は減損の認識トリガーと同様のものとなってしまい、すべての予想損失が測定されな

い可能性がある。

5．おわりに―本稿の結論と今後の課題

本稿では、IASB における金融商品に係る減損モデルについて、発生損失モデルと予想損失モデ

ルという観点から、歴史的な変遷について整理し、分析を行った。IASB の減損モデルが、発生損

失モデルから予想損失モデルへと大きな変化を遂げている中で、本稿では、（1）純粋な発生損失モ

デルは、IAS39（2003）であるということ、（2）予想損失モデルの淵源は、ED（2002）にあるとい

うこと、（3）現行の会計基準である IFRS9（2014）は、純粋な予想損失モデルであるED（2009）か

ら後退した予想損失モデルであるということを指摘した。

このように金融商品に係る減損モデルに多様なモデルが存在するこということは、発生損失モデ

ルと予想損失モデルのような二項対立的な議論のみでは、必ずしも金融商品に係る減損モデルの問

題を解決できないということを示唆している。

本稿は、金融商品に係る減損についての予備的な指摘を行うにとどまっており、今後、本研究を

発展させていくためには、いくつかの課題が残されている。たとえば、本稿の結果と他の基準設定

主体についての歴史的変遷との比較による検討、会計上の基本思考や財務報告の目的などに照らし

た、より大きな枠組みからの検討などについては、今後の研究課題とする。
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