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信用損失に関する2018年6月開催の

TRG会合 
デビッド・ブラウン、ジョン・ハワード、スティーブン・マッキニー、モーガン・ミルズ、ケビン・ムー

ア – デロイト・トウシュ LLP 

 

2016年 6月に、FASBは、現在予想信用損失（current expected credit losses：CECL）モデルと呼ば

れる減損モデル（既発生損失ではなく予想損失に基づく）を米国 GAAP に追加する ASU 2016-131
 を

公表した。この新ガイダンスが発効すると、ASC 3262の下での信用減損の会計処理は大幅に変更され

ることになる。この新ガイダンスに関するさらなる情報につぃては、デロイトの 2016 年 6 月 17 日付の 

Heads Up を参照されたい。 

当 TRG Snapshotは、FASBの信用損失に係る移行リソース・グループ（TRG）が 2018年 6月 11日

に開催した公開会合の議事録の要約である。この TRG 会合は、FASB がその CECL ガイダンスの公

表後に出席した 2 回目の会合であった。2017 年 6 月 12 日に開催された第 1 回目の TRG公開会合

の要旨については、デロイトの 2017年 6月 23日付の TRG Snapshot を参照されたい。 

  

1 FASB会計基準アップデート（ASU）第2016-13号「金融商品の信用損失の測定」。 
2  FASB会計基準コディフィケーション（ASC）トピック326「金融商品  — 信用損失」。 ASC 326はASCの他のセクションから移された      

旧来の信用減損ガイダンスとASU 2016-13によって導入された新たな信用損失ガイダンスの双方を盛り込んだ、ASCの新たなセ 

クションに相当する。ASCの他のセクションから移されたガイダンスの一部もASU 2016-13によって修正された。 

 注：本資料はDeloitte Development LLC. が作成し、有限責任監査法人トーマツが翻訳したものです。

この日本語版については有限責任監査法人トーマツにお問合せください。 

この日本語版は、読者のご理解の参考までに作成したものであり、英語版ニュースレターの

補助的なものです。あくまで英語版が（正）となります旨、ご了承下さい。なお、本文中の

リンク先は全て英語版ニュースレターとなっております。

http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&amp;pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&amp;cid=1176168232528
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2016/issue-18
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/trg-snapshot/credit-losses-june-2017
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/trg-snapshot/credit-losses-june-2017
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信用損失 TRG の目的は、FASB と国際会計基準審議会（IASB®）が共同の収益認識基準について討

議するために設置した TRG の目的と類似している。すなわち、TRG はガイダンスを公表するのではな

く、CECL モデルの導入に関連して発生し得る問題に関するフィードバックを提供する。 TRG は導入に

関連して発生し得る問題の分析および討議を通じ、明確化のための説明の提供あるいは追加的なガイ

ダンスの公表等の措置を講じる必要があるかどうかについて、FASB が決定を下すための手助けを行

う。TRG は、財務諸表の作成者、監査人および利用者で構成されている。FASB の理事も TRG の会

合に出席している。また、SEC、PCAOB、FRB、通貨監督庁、FDIC、全米信用組合監督庁および連邦

住宅金融局の代表がオブザーバーとして招かれている。  

 

2018年 6月 11日の会合では、以下のトピックが討議された。 

• トピック1 — CECLモデルの下での割引キャッシュ・フロー法以外の手法の使用
を通じた資産計上利息に関する考察 

• トピック2 — 「償却原価ベース」の定義と不良金融資産の経過利息の戻入 

• トピック3 — 売却目的貸付金から投資目的貸付金への移転および売買可能な負債証
券から満期保有負債証券への移転 

• トピック4 — CECLモデルの下での回収に関する会計処理 

• トピック5 — 借り換えと貸付金の返済 

また付録には、（1）信用損失 TRGに対するその他の提出、および（2）ASU 2016-13に関連して FASB

スタッフに提出された最近の技術面の質問、に関する討議が掲載されている。 

トピック1 — CECLモデルの下で割引キャッシュ・フロー法以外の手法

の使用を通じた資産計上利息に関する考察 

背景： 償却原価で計上される金融資産の予想信用損失を見積もるにあたって事業体が割引キャッ

シュ・フロー（DCF）法以外の手法の使用を選択した場合、ASC 326-20-30-5 は引当金の算出方法に

関するガイダンスを提供している。 ASC 326-20-30-5は、引当金を算出する際に単一な手法を使用す

るよう事業体に求めていないが、ASC 326-20-30-5 の下で引当金を推定する際の出発点となるのは、

適用されるアプローチに関係なく、金融資産の償却原価ベースである。 ASU 2016-13 において、償却

原価ベースは「金融債権または投資の組成価格または取得価格に、適用される経過利息、割増（プレミ

アム）・割引（ディスカウント）及び正味の繰延手数料またはコストの償却額（accretion or amortization）、

現金の回収額、ライトオフ（writeoffs）、為替差額、及び公正価値ヘッジ会計による調整額を加えた金額」

として定義されている。 

関係者は、ASC 326-20-30-5において、「信用損失引当金は、報告日時点において、事業体の金融資

産の償却原価ベースでの予想信用損失を反映する」（強調は筆者）というフレーズを含む文章と、「事業

体が割引を受取利息として発生計上すると予想する際に、割引は事業体の予想信用損失を相殺して

はならない」（強調は筆者）というフレーズに含まれる文章との間に明らかな矛盾があると強調している。

さらに一部の関係者は、この 2番目のフレーズを、ASC 326-20-30-5におけるガイダンスを適用する際

に損失のタイミングを推定しなければならず、割引金融資産またはゼロ・クーポン債に関する割引に対

して将来の資産計上利息を類推しなければならないという意味であると解釈している。 

TRG メモ 8 は、予想信用損失の推定で DCF 法以外の手法が使用される場合に、将来の資産計上利

息をどのようにみなすかというという点に関して関係者が提起した導入上の疑問について討議している。 

 

要約：FASBは疑問に関連して以下の見解を分析した。 

• 見解A — 信用損失引当金の計算で将来予想される資産計上利息を考慮し、金融資産の元

本と将来予想される資産計上利息に関連する信用損失の引当金を設定する。 

 

https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&amp;cid=1176170700764&amp;d&amp;pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
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• 見解B — 信用損失引当金の計算で将来予想される資産計上利息を考慮せず、金融資産

の元本に関連する信用損失の引当金を設定する。 

• 見解C — 将来予想される資産計上利息を未実行（unfunded）の貸付コミットメント

として処理する。金融資産の元本、および将来予想される資産計上利息に関する予想

信用損失を反映させるための追加負債に関連する信用損失の引当金を設定する。  

 

信用損失引当金が将来の資産計上利息を考慮するべきかどうかという疑問に関して、FASBス

タッフは存在しない資産（すなわち、将来資産計上される利息）の引当金を計算することは不

適切であると提言し、将来の資産計上利息を伴う貸付金を割引購入された負債証券であると類

推するのは不適切であると考えると述べた。当スタッフは、見解Aの下で事業体は予想される経

過利息をまだ獲得していないため、信用損失引当金が過大評価されるとの懸念を表明した。ま

た当スタッフは、割引で購入される負債証券の発行体が発行から償還までのある時点で金融商

品の公表額面を返済する義務を負っている一方で、借手は元本残高と経過利息の合計金額を上

回る金額を貸手に返済する義務を負っていないと考えている。 

このため、当スタッフは、見解Aの下で将来資産計上される利息を伴うローンを、割引で購入

される負債証券とみなすことが不適切であると提言している。 

FASBスタッフは、見解Cについても、貸付コミットメントが法律的に拘束力を持つ信用供与契約に相

当するため、未獲得の経過利息は貸付コミットメントとみなすことはできないとの理由から、懸念を表

明した。これに対して、未獲得の経過利息は貸手が既に支払った金額の借入費用に相当する。 

このため、当スタッフは存在しない資産に関する信用損失引当金を計算するためにASC 326-20-30-

5のガイダンスを適用するのは不適切であるとの理由から、見解Bを推奨した。当スタッフは見解Bの

適用を説明するため以下の例を提示している：「分子［T］は金融資産の償却原価ベースの予想信用

損失を考慮し、分母は償却原価ベースと同額に設定することが可能であり、損失率が適用される金

融資産のベースは同じである」。 

TRG 、予想される信用損失の推定でDCF法以外の手法を使用する場合、将来の資産計上利息の

考慮方法に関して、FASBスタッフの意見に概ね同意した。すなわち、TRGはFASBスタッフが提言し

たように見解Bを概ね支持した。ただし、多数のTRGメンバーは、特に償還まで支払い義務のないゼ

ロ・クーポン債の場合、将来の資産計上利息が概念的に負債の割引とは異なるというスタッフの結論

に同意しなかった。TRGメンバーが表明した見解は、予想される信用損失の推定における割増また

は割引の取り扱いに関するガイダンスが不明瞭であるという事実を明らかにした。FASBスタッフは将

来の資産計上利息と負債の割引との間の概念的な違い、および討議の要約で見解Bが最も適切な

処理であると最終的に結論付けた経緯についてさらに明確に説明するよう求められた。さらにFASB

スタッフは、事業体が予想信用損失を推定するにあたり、DCF法以外の手法を使用する際の割増ま

たは割引の取り扱いを示す追加的な例の提示を検討するよう要請された。 

 

トピック2 — 「償却原価ベース」の定義と不良金融資産の経過利息の

戻入 

背景： ASU 2016-13 において、「償却原価ベース」は「金融債権または投資の組成価格または取得価

格に、適用される経過利息、割増（プレミアム）・割引（ディスカウント）及び正味の繰延手数料またはコ

ストの償却額（accretion or amortization）、現金の回収額、ライトオフ（writeoffs）、為替差額、及び公正

価値ヘッジ会計による調整額を加えた金額」（強調は筆者）として定義されている。定義の中に経過利

息を含めることには、金融資産の償却原価ベースと信用損失引当金の測定、提示、開示に対して以下

の 3つの重要な財務諸表上の意味合いがある：（1）ASU 2016-13の下での当該資産の償却原価ベー

スでの信用損失引当金の測定にあたり、事業体は金融資産の適用可能な経過利息の引当金を含める

ことが求められる、（2） ASU 2016-13 は、貸借対照表上の同一の行項目に金融資産の償却原価ベー

スでの経過利息額を表示するよう事業体に求めている、（3）ASC 326-20-50-5 と 50-6でそれぞれ求め

られているように、金融債権クラスとビンテージ別の償却原価ベースの開示では、経過利息を含めるこ

とが求められる。 

さらに、経過利息を定義に含めるには、経過利息の戻入を元本または償却原価ベースの他の

構成要素と同じやり方でライトオフすることが求められる。ASC 326-20-35-8では「金融資産

の全部または部分的なライトオフは引当金から差し引かれるものとする」（強調は筆者）と

されている。これは経過利息を含む償却原価ベースの全ての構成要素を、信用損失引当金を

通じてライトオフしなければならないことを意味する。 

「関係者は…償却原価ベースの定義に経過利息を含めることは実務上煩わしいと指摘してい
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る」。なぜならば、多くの貸付制度は経過利息を個々の貸付金レベルで追跡する能力を持ち

合わせていないからだ。また、関係者は一般に経過利息の戻入を（少なくとも部分的に）経

過利息の行項目への借記としての経過利息の戻入を求める規制指示に従う既存の未収利息不

計上の方針と、ASC326-20-35-8におけるライトオフ・ガイダンスとの間の対立について懸念

を表明している。金融機関を中心とする多くの関係者は、既存の未収利息不計上の方針が、

ASC326-20-35-8におけるライトオフ・ガイダンスよりも、貸付金および受取利息から利益が

得られる可能性をより正確に反映していると指摘した。さらに、これらの関係者は、既存の

未収利息不計上の方針が変更された場合、当期と過去期の財務諸表、規制上の報告書、重要

な受取利息ベースのメトリクス（例えば純金利マージン）の一貫性と比較可能性が低下する

と述べた。 

TRGメモ9は、「償却原価ベース」の定義に経過利息を含めること、および不良金融資産の認識済み

未回収利息の戻入に関連して関連者が提起した実行面の疑問について検討している。  

 

要約：FASBは、「償却原価ベース」の定義に経過利息を含めることに関連して以下の3つの

代替案について分析した。 

• 代替案1 — 「償却原価ベース」の定義を維持する 

• 代替案2 — 「償却原価ベースの定義を維持しつつも、FASBは事業体の以下の行為を容認

する実践的な手段を提供することができる： 

（a）関連貸付金残高とは別に経過利息額のCECL評価を実行する  

（b）経過利息の表示（貸借対照表上の「その他資産」など）に関する現在の慣行を継続する 

（c）（i）組成年における金額および金融債権クラスの金額を含める、（ii） 金融債権クラスの

金額のみにおける金額を含める、または（iii）金額にそれらを一切含めず、総額を掲載し

た表に脚注を加えることによって、ビンテージ開示表の償却原価に含まれる経過利息額

を開示する」 

• 代替案3 — 「償却原価ベースの定義から経過利息を排除する」 

 

FASBスタッフは経過利息を資産の償却原価ベースの一部に含めるというFASBの意図に同意し

たが、FASBには経過利息のシステムとプロセスの見直しに必要な膨大な運営費を事業体に課す

意思がないことを認めた。従って、当スタッフは「償却原価ベース」の定義を維持し、そうで

なければ開示ガイダンスを順守するために事業体が負担を求められる膨大なシステム費用を軽

減するために特定の現実的手段を認める、という代替案2を推奨した。 

FASBは不良金融資産の認識済みの未回収利息の戻入に関連する以下の2つの見解を分析した。 

• 見解A — 「受取利息。未収利息不計上区分（nonaccrual status）に入れられる貸付金に適

用される経過利息の戻入は、受取利息への借記と貸付金の償却原価ベースへの貸記を通

じて完了しなければならない。戻入には、経過利息残高に対して過去に設定された引当金

額を戻し入れる信用損失費用に対する引当金までの減額が含まれる」 

• 見解B — 「信用損失のライトオフ。事業体にとって、未収利息不計上の方針を順守するか

否かにかかわらず、未収利息不計上区分に入れられる、もしくはそうでなければ回収不能と

みなされていた、貸付金に適用される経過利息の戻入は、信用損失の引当金への借記お

よび貸付金の償却原価ベースへの貸記を通じて完了しなければならない。これは貸付金の

元本残高の一部の部分的ライトオフ［のための手続き］と同一である。未収利息不計上区分

に入れられる、もしくはそうでなければ回収不能とみなされていた、貸付金に適用される経

過利息の戻入の受取利息の行項目に対する影響はないはずである。なぜならば、損失は

信用損失費用の行項目に全面的に反映されるからである」 

FASBスタッフは、見解Aと見解Bの双方の下では、貸付金の認識済み費用ベースと貸借対照

表に計上される信用損失引当金が、経過利息の戻入後には同一であると認識している。さら

に、見解Aと見解Bの下で純利益に対する正味の影響は同じである。しかし、経過利息の戻

入の処理の違いによって、見解Bの下での受取利息と信用損失費用は見解Aの下でのそれよ

りも高い。また、当スタッフは、未収利息不計上の慣行を概ね変更しないFASBの意図に同

意した。規制指示において規制上の未収利息不計上ガイダンスに従う必要のある事業体に

とって、未収利息不計上慣行を維持する決定は見解Aと最も整合している。しかし、当ス

タッフはASU 2016-13が規制されている事業体と規制されていない事業体の双方に適用され

ること、および規制されていない多くの事業体が十分な未収利息不計上の方針を有していな

い可能性があることについて懸念を提起した。当スタッフは規制されていない事業体が利息

の発生を十分に制限する未収利息不計上方針を有し、経過利息の適宜な戻入またはライトオ

フを規定するとすれば、当該の事業体は未収利息不計上慣行を維持することを認められるべ

きであると考えている。このため、当スタッフは双方の見解を盛り込んでいるとの理由か

ら、以下の代替的な見解を実践的な解決策として推奨した。 

https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&amp;cid=1176170699637&amp;d&amp;pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&amp;cid=1176170699637&amp;d&amp;pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
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• 見解C — 「事業体が未収利息不計上方針に従う場合の受取利息。従わない場合の信用損

失のライトオフ。未収利息不計上方針に従う事業体の場合、未収利息不計上区分に入れら

れる、貸付金に適用される経過利息の戻入は、受取利息への借記および貸付金の償却原

価ベースへの貸記を通じて完了しなければならない. . . . 未収利息不計上方針に従わない

事業体の場合、経過利息の戻入は償却原価ベースの部分的なライトオフ、すなわち、引当

金の借記と償却原価ベースの貸記を通じて、完了しなければならない」 

TRGは、「償却原価ベース」の定義における経過利息の保持、および経過利息を別個に表記す

る実践的な手段に関する規定に概ね同意した。また、TRGは不良金融資産の認識済み未回収利

息の戻入に関連するFASBスタッフの意見に同意した。すなわち、TRGは「償却原価ベース」

の定義に経過利息を含めることに関連して代替案2、および不良金融資産の認識済み未回収利

息の戻入に関連して見解Cに同意した。TRGメンバーは、「最終的に回収不能とみなされる利

息の発生を十分に制限している」、規制されていない事業体の未収利息不計上方針をFASBが

どのようにみなすかという点を明確化しないならば、見解Cの実行が難しいとの懸念を提起し

た。さらに、TRGは クレジットカード・ポートフォリオの特異な性格、および(1) クレジット

カードを未収利息不計上区分に入れること、(2) クレジットカードの既発生で未回収の利息の戻

入に関する慣行の多様性を強調した。FASBスタッフはTRGが提起した懸念に対応するため

ASC 360-20とASC 360-30を改善する意向である。  

 

トピック3 — 売買目的貸付金から投資目的貸付金への移転および売買可能

な信用減損負債証券から満期保有負債証券への移転 

背景：ASC 326-20の範囲には償却原価で計上される金融資産が含まれる。これに対して、売

却目的（HFS）貸付金と売買可能（AFS）負債証券はASC 326-20の予想信用損失ガイダンス

の範囲ではない。なぜならば、（1）HFS貸付金は貸借対照表の日付時点の償却原価ベースま

たは公正価値のいずれか低い額で計上され、（2）AFS負債証券は貸借対照表の日付時点の公

正価値で計上されるからである。ただし、（1）HFS貸付金から投資目的（HFI）貸付金への

移転、または（2）AFS負債証券から満期保有（HTM）負債証券への移転のいずれかの際に、

移転された貸付金（すなわち、HFI貸付金またはHTM負債証券）はASC 326-20の対象とな

る。TRGメモ10 は関係者が提起した以下の実行面の疑問について検討している： 

• HFSに分類される貸付金からHFIに分類される貸付金への移転の際に、予想信用損失ガイ

ダンスはどのように適用されるべきか？ 

• 信用減損AFS負債証券からHTM負債証券への移転の際に、予想信用損失ガイダンスはど

のように適用されるべきか？ 

 
これらの実行面の疑問の基盤に関して、FASBスタッフは監査人や財務諸表作成者を含む多くの

組織と接触した。 

関係者は概して、HSF貸付金からHFI貸付金への移転、およびAFS負債証券からHTM負債証券へ

の移転の問題が広範にわたっているわけではないが、特定の景気サイクルでは広がる可能性が

あると述べた。当スタッフは関係者と共有する複数の見解について検討し、最終的に実行面の

疑問に対する対応において以下のアプローチをTRGに推奨した。 

• FASBスタッフは、AFS負債証券からHTM負債証券への移転の際に、事業体が以下を行う

必要があると考えている。 

1. AFS負債証券に関して、以前には損益計算書を通じて計上されていた信用損失の引当

金を再分類する。 

2. 移転時に未実現損益を株主資本の別個の構成要素（すなわち、その他の包括利益累

計額）として引き続き計上するが、それを移転された負債証券の残存期間全体にわたり

割引または割増の償却と一致する方法で利回り調整として償却する。 

3. ASF負債証券からHTM証券に移転する際に、負債証券の償却原価を移転時の残存未

実現損益で調整する。 

4. ASC 326-20に従って、予想信用損失を加味してHTM負債証券を評価する。すなわち、

事業体は負債証券にASC 326-20を適用する際に、「再分類された」信用損失が予想信

用損失の適切な推定値であるか否かを評価しなければならない。予想信用損失額が以

前に再分類された信用損失と異なる（すなわち、それを上回るまたは下回る）場合、その

差異はAFS負債証券からHTM負債証券への移転時に認識された損益計算書の調整に

相当する。 

  

https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&amp;cid=1176170700038&amp;d&amp;pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
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• FASBスタッフは、HFS貸付金からHFI貸付金への移転の際に、事業体は以下を行う必要が

あると考えている。  

1. HSF貸付金に関して、以前に損益計算書を通じて計上されていた過去の評価引当金を

戻し入れる。 

2. HFS貸付金からHFI貸出金への移転は、貸付金の償却原価または移転時の公正価値

のいずれか低い額で行う。 

3. ASC 326-20に従い、予想信用損失を加味してHFI貸付金を評価する。 

 

上記で説明したFASBスタッフ推奨のアプローチは、TRGメモ10の付録Aに掲載している。  

また、関係者との討議において、FASBスタッフは事業体がHSFからHFIへの貸付金の移転の影

響、およびAFSからHTMへの負債証券の移転の影響をどのように表示するかという点に関する

関係者の見解を尋ねた。大半の関係者はネット・ベースのアプローチを支持した。しかし、

FASBスタッフは「表示に関するガイダンスと既存のGAAPで求められる情報開示が財務諸表の

使用者にとっての透明性を高めることを意図しているとの理由から、ネット・ベースのアプ

ローチを却下する一方で、財務諸表または財務諸表の注記における透明な情報の提供方法を決

定する際に事業体に対してある程度の自由度を与えている」。 

要約：TRGメンバーは、（1）HFS貸付金からHFI貸付金への移転、および（2）信用減損AFS

負債証券からHTM負債証券への移転の双方に関して、上記で説明した「戻入」のアプローチを

概ね支持した。また、TRGメンバーはHFSからHFIへの貸出金の移転の影響、およびAFSから

HTMへの証券の移転の影響を表示するため、グロス・ベースの表示を概ね支持した。 

 

トピック4 — CECLモデルの下での回収に関する会計処理  

背景：関係者はASC 326の下での予想信用損失の推定に関連して、事業体がライトオフする金融資産

の回収に関する会計処理について疑問を提起した。ASC 326-20-30-1 は、事業体に信用損失の引当

金を推定し、金融資産の「回収予想純額」を提示するよう求めている。ASC 326-20-35-8 はライトオフ、

および金融資産の事後の回収に関する会計処理について以下のように説明している。  

金融資産のライトオフ（全面的なライトオフまたは部分的なライトオフ）は引当金から差

し引くものとする。ライトオフは、金融資産が回収不能とみなされる期間において計上さ

れる。以前にライトオフされた金融資産および売上債権の回収金は、受け取った際に計上

される。 

 

このガイダンスを踏まえ、関係者は事業体が金融資産の予想される回収をいつ認識するかという点に

関して疑問を提起した ASC 326-20-30-1 は、事業体に金融資産の回収予想純額を表示するよう求め

ているが、一部の関係者は、事業体が回収額を受け取る時にのみ回収額を金融資産の簿価に反映さ

せるよう求められているとの理由から、ASC 326-20-35-8がガイダンスと矛盾すると考えている。 TRG

メモ 11 は実行に関する以下の疑問を検討している。 

• 事業体は金融資産プールを評価する際に、金融資産の予想回収額の全額を予想信用損失
の推定に含めることが可能か？ 

• 事業体は個々の金融資産を評価する際に金融資産の予想回収額の全額を予想信用損失
の推定に含めることが可能か？ 

 
  

https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&amp;cid=1176170700193&amp;d&amp;pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&amp;cid=1176170700193&amp;d&amp;pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
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TRG メモ 11は、FASBスタッフへの関係者の提出物が回収の会計処理に関する以下の 2つの見解を

提供していると指摘している。  

• 見解A — 「金融資産の償却原価ベースは信用損失の引当金を推定する際の出発点であ

る。従って、全額または部分的にチャージオフ（charge-off）される貸付金に関連するキャッ

シュ・フローは、プール・レベルの予想キャッシュ・フローから除外されなければならない」。 

• 見解B — 「ローン・プール（チャージオフまたは評価減された個々の貸付金を含む）の信用

損失引当金の測定は、プールにおける各貸付金の償却ステータスの関係なく、プールから

の回収が予想されるキャッシュ・フローの集合的評価に基づく必要がある」。 

 

FASB スタッフは、規制政策が金融資産のライトオフのタイミングに関する業界の慣行をしばしば促して

いることを認識している。当スタッフは、CECL モデルを開発する際に FASB は、予想される回収が「回

収が見込まれる金額」に相当するため、企業が金融資産の予想回収額を推定し CECL の計算に含め

ることを意図していたと考えている。このため、当スタッフは見解 B が FASB の意図を適切に達成する

と考えている。当スタッフは、金融資産のチャージオフ・ステータスに関係なく、信用損失引当金の測定

は回収が見込まれるキャッシュ・フローの集合的評価額に基づくべきであるということを明確にするため、

ASC 326-20-35-8 のガイダンスを修正するよう提言した。また、事業体が金融資産プールと個々の金

融資産の双方を評価する際に、予想回収額を予想信用損失の推定に含めるよう提言した。 

予想回収額を予想信用損失の推定に含めるべきか否かという考察に加えて、FASB スタッフは以下の

2つの疑問点について討議した。  

• チャージオフ後、事業体は予想回収額を引当金の計算に含めるべきか、あるいは個々の資
産レベルで金融資産の評価額引き上げを直接行うべきか？ 

• 金融資産の予想回収額の推定値は償却原価を上回ることが可能か？ 

 

FASB スタッフは、事業体が引当金勘定内に予想回収額の推定値を含めるべきであり、関連資産の評

価額引き上げを直接行うべきではないとの見方を示した。金融資産の償却原価を上回る予想回収額の

推定値に関して、当スタッフは事業体がこのような状況にどう対応するかについては指示しなかった。 

要約： TRG メンバーは、金融資産の予想回収額を推定し、金融資産プールと個々の金融資産の双方

に対する CECL 引当金の計算に含めることを概ね支持した。しかし、一部の TRG メンバーは、事業体

が予想回収額を CECL 引当金に含めるよう求められるべきであるとは考えていない。 彼らは、地方銀

行を含む一部の事業体は、貸付金を回収不能であるとしてライトオフした後、将来の回収を予想するの

が複雑であると予想する場合には、貸付金を追跡しない可能性があると指摘した。このため、TRG メン

バーは、事業体が推定回収額を CECL 引当金に含める「ことができる」または「可能性がある」ことを示

すために ASC 326を修正するよう FASBスタッフに提言した。これを受けて、FASBスタッフは提案され

た ASC 326修正案を草稿する際に、事業体が将来の推定回収額を CECL引当金に含めることを容認

するが、要請はしないよう提案する意向を示唆した。 

また TRG メンバーは、事業体が将来の推定回収額を、金融資産の償却原価の増加として計上するの

か、それとも別個の資産として計上するのか、それとも CECL 引当金内で計上するのか、という点につ

いても討議した。将来の推定回収額を CECL 引当金の一部として計上した場合、当該の資産がチャー

ジオフされた後、個々の金融資産に対するマイナスの引当金が発生する可能性があるが、大半の

TRG メンバーは、事業体が回収金を CECL 引当金の一部として計上するべきであると考えている。

FASB スタッフは、推定回収額を CECL 引当金に含めるよう提案することを示唆した。しかし、当スタッ

フは、回収額が金融資産の償却原価を上回ると推定する状況にいかに対処するかについて指示する

意図はないと示唆した。  

また一人のTRGメンバーは、回収の会計処理に関連してASC 326-20のガイダンスを修正する際に、

FASBスタッフがASC 326-30におけるAFS負債証券の会計処理に関するガイダンスと整合性のある修

正を行うべきであると述べた。 

 

トピック5 — 借り換えと貸付金の返済 

背景：ASC 326-20 は、予想信用損失の測定に関して推定される繰上返済の影響を考慮するよう事業

体に求めている。現行の米国 GAAP の発生損失モデルの下では、予想される繰上返済はこれまでの

引当金の計算において重要な入力値ではなかった。このため、 予想信用損失の測定における「繰上返

済」の構成要素に関する慣行は確立されていない。「繰上返済」の定義が統一されていないということは、

ASC 326-20の下での繰上返済の推定にあたり、特定の取引またはイベントをいかに考慮するかという

点に関する見解の多様性につながっている。 
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TRG メモ 12 は、ASC 326-20の下での繰上返済の推定に関して関係者が FASBスタッフに提出した

以下の 2つの見解について説明している。 

• 見解A — 「借り換えがトラブルド・デット・リストラクチャリング（TDR）ではないと想定して、契

約が満期を迎える前に[ASC 326-20] の予想繰上返済ガイダンスを同一の貸手の予想借り

換えに適用するためには、事業体はまず[ASC] 310-20-35-9から35-12における［ローンの

借り換えおよびリストラクチャリング」に関するガイダンスを適用しなければならない…借り換

えが修正になると予想される場合には］、繰上返済とはみなされない。「反対に、借り換えが

当初の貸付金の消滅であると予想される場合には」、同様に現金決済での予想繰上返済と

みなされる」。 

• 見解B — 「［ASC 326-20］は繰上返済を考慮するための特別な枠組みを定義しておらず、

CECL［モデル］の他の要素と同様に、［ASC 326-20］に従った予想信用損失の測定におい

て、「取引または修正が繰上返済とみなされるべきであるか否かは専門家が判断すべき事

柄である］。すなわち、ASC 310-20-35-9から35-12における貸付の借り換えおよびリストラ

クチャリングに関するガイダンスは繰上返済に関する考慮に対する一つのアプローチを提

供しているが、それが唯一のアプローチではない。 

 

「事業体は繰上返済の構成要素を決定するために［ASC］210-20-35-9 から 35-12 における貸付金の

修正ガイダンスの使用を求められるべきではない、というのが FASB スタッフの解釈である。しかし、当

スタッフは、ガイダンスが特定のポートフォリオと事実と状況を踏まえて繰上返済を決定するために適切

な基盤を提供していると事業体が判断する場合には、事業体がガイダンスを使用することを妨げられて

はならないと、当スタッフが考えている」。この解釈に到達する際に、当スタッフは以下の要因をより重視

した。 

• ASC 326-20に関するFASBの全体的な意図は、柔軟性を提供することである。  

• ASC 310-20-35-9から35-12までの修正ガイダンスの主要な目的は、信用リスクまたはエク

スポージャーの評価ではなく、貸付金の自由な認識である。  

• 一般にASC 326-20は、予想信用損失の計算に対する具体的な入力値を規定していない。  

• 見解Aシナリオの適用を求められる場合、市場の繰上返済データを調整するために膨大な

費用について関係者から指摘された。 

• ASC 326-20の適用目的上、「繰上返済」という言葉は定義されるべきではない。なぜならば

米国GAAP全体にわたる分野横断的な問題が起こる可能性があるからだ。 

 
FASBスタッフは、 ASC 326-20の下でのビンテージ開示要件を満たすため「［（1）］事業体全体にわた

る一貫性を生み出したい、あるいは［（2）］信用損失のモデル化における繰上返済の定義という側面が

事業体による新規ローンの決定方法と整合するようにしたい、という関係者の願望」に関して考慮はし

たが、これらの要因にはさほど重点を置かなかった。 

最後に、当スタッフはこの問題についてさらに取り組む必要はないと提言している。 

要約：TRG メンバーは概ね見解 Bを支持した。すなわち、TRGは ASC 310-20-35-9から 35-12まで

のローンの借り換えおよびリストラクチャリングに関するガイダンスが、繰上返済に関する考察に対する

一つのアプローチを提供している可能性があると考えているが、 ASC 326-10 の意図は柔軟性を提供

することであるため、それが唯一のアプローチではない。また TRG メンバーは、事業体が予想信用損

失の測定で借り換えが繰上返済とみなされるべきか否かを決定するため、ポートフォリオ・レベルで方

針を選択できるか否かについても討議したが、最終的な提言を行うには至らなかった。  

次のステップ：上記で要約した討議の 5 つのトピックについて、FASB スタッフは、特定の提言がコディ

フィケーションの修正を必要としていることを認識している。スタッフは、2018 年第 3 四半期中に当該の

変更への対応に着手する計画である。また、今後数週間に 5つのトピックの各々に関する要旨メモを配

布する計画である。 

 

https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&amp;cid=1176170700351&amp;d&amp;pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
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付録 

信用損失TRGによる他の提出物  

ここで討議した 5 つのトピックに加えて、FASB スタッフは信用損失 TRG の関係者から他の 2 つの提出物を受け取った。これらの提出物は

TRG メモ 7 の中で以下のように討議されている。 

公正価値オプション 

この提出物は「［CECモデル］を採用する際に［ASC 825における］公正価値オプション（FVO）を既存の金融商品に適用するため 1回限りの

選択を認めるようにとの、FASBに対する要請」で構成されている。「この要請によって、事業体はポートフォリオに対する 2つの会計処理モデ

ル（すなわち、CECL と公正価値）を回避するため、今後、金融商品に対して FVO を選択することが可能になる。TRG の提出に加えて、

FASBは移行に際して FVOの適用を求めた複数の検討課題を受け取った」。  

非公開事業体の移行 

この提出物は、非公開事業体が CECLモデルの下で「修正を採用するために公開 SEC フィルター［に関して］もう 1年の猶予期間」を持てる

ように、発効日と移行方法の文言の明確化を検討するようにとの、FASB に対する要請」で構成されている。「関係者は、書面にある通り、会

計年度が暦年ベースの非公開事業体がガイダンスを順守するため、2021 年 1 月 1 日の新規修正の下で、信用損失引当金を計算する必要

があることを示唆した。ただし、関係者は FASB が非公開事業体に修正を実行するための時間的猶予を与える意向である場合には、ガイダ

ンスを明確にする必要があると示唆している。TRGの提出物に加えて、FASBはこの問題に関する検討課題を受け取った」。 

両方の提出物に関して、FASB スタッフは、「（a）ガイダンスの要請事項、（b）潜在的な解決策に関して、関係者の間で意見の不一致があるよ

うにはみえず、むしろ、これらの提出物が追加的な移行緩和要請であり、FASBの行動を必要とする」と認識している。このため、FASBスタッ

フは、これらの問題を近いうちに FASBのもとに討議のため持ち込むだろう。 

最近の技術的な質問（ASU 2016-13に関連） 

以下に掲載したASU 2016-13に関連する最近の技術的質問（および結果）は、TRGメモ7に掲載されている。 

共通管理下にある事業体間の貸付金および債権 

「［ASU 2016-13］は、共通管理下にある事業体間の貸付金および債権が［ASC］326-20のガイダンスの範囲にないと示唆している」。関係者

は FASB スタッフに対して、「この範囲の例外がどの報告レベルで適用されるべきか」（すなわち親会社または子会社）質問した。これに対し

て、FASBスタッフは、FASBが単独の報告レベルで（すなわち、親会社と子会社）、この範囲の例外を全ての共通管理の取り決めに対して提

供する意向であると、質問者に伝えた。当スタッフはこの問題に関してさらに作業を行う計画はない。 

リース資産の事後売却に関する損益 

ASC 326-20 はその範囲の中に「［ASC］842 に従って賃貸人が認識したリースの投資純額」を含めている。複数の関係者は FASB スタッフ

に対して、「［ASC］326-20 の下でリースの純投資ポートフォリオの予想信用損失を測定する際に、リース資産の事後売却に関する予想損益

の処理方法（すなわち、「引当金の計算において売却の予想利益を考慮するか否かについて）」質問した。 

これらの質問に対して、FASB スタッフは「［ASC］326-20 の下でリースの純投資ポートフォリオの信用損失を計算する際に、その推定値が予

想信用損失を計算するための他の入力値の取り扱いと整合した、妥当で支持可能なものである場合、リース資産の事後売却から得られる予

想キャッシュ・フロー（それらが売却の予想利益になるか、それとも予想損失となるか）を推定する必要がある」と考えていると述べた。すなわ

ち、 FASBスタッフは ASC326-20の下で求められるプール・レベルの評価によって、「売却益につながると予想されるリース資産の事後売却

から得られるキャッシュ・フロー」を含めることが、「予想信用損失の計算から」除外されるとは考えていない。当スタッフはこの問題に関してさ

らに作業を行う計画はない。  

  

https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&amp;cid=1176170700559&amp;d&amp;pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
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請求されたオペレーティング・リース債権 

関係者は FASB スタッフに対して「 請求されたオペレーティング・リース債権が［ASC］326-20 の範囲内であるかどうか」質問した。関係者は

以下を含む、矛盾する見解を指摘した。  

• 「［ASC］842は特定のガイダンスを有している…オペレーティング・リースの回収性の評価が変化する場合、回収されていないと認

識されるリース所得額は当期のース所得調整を通じて戻し入れられる必要がある」。 

• 「［ASC］326-20の範囲には金融債権が含まれ、請求されたオペレーティング・リース債権はその定義に合致しているようにみえ

る」。 
  

この質問に対して FASB スタッフは、「オペレーティング・リース債権が［ASC］326-20 の範囲にはなく、オペレーティング・リースをこの範囲に

含めることは FASB の意図するところではない」との見方を示した。このため、事業体はオペレーティング・リースの回収性の評価の変更を考

慮するために ASC 326-20ではなく ASC 842を適用するとみられる。事業体は ASC 842を適用する際に、オペレーティング・リースの回収

性の評価の変更をリース所得の調整として認識するとみられる。  

一方、TRG会合で FASBスタッフは、上記で討議した質問に対する回答を再検討していると述べ、その回答を概ね支持する TRGメンバーか

らのフィードバック － すなわち、オペレーティング・リースを ASC 326-20 の範囲から除外するべきか否か － を要請した。さらに、TRG メン

バーは、オペレーティング・リース債権をその範囲に含めるのか、それとも除外するのかを明確にするため、ASC326-20 を修正するよう

FASBスタッフに働きかけた。 
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デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームであるデロイ

ト トーマツ合同会社およびそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナン

シャルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人、DT弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の総

称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・

保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約40都市に約11,000

名の専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループWebサイト（www.deloitte.com/jp）をご

覧ください。 

 

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクアドバイザリー、税務およびこれらに関連する

サービスを、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界150を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通

じ、デロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを

Fortune Global 500® の8割の企業に提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約245,000名の専門家につい

ては、Facebook、LinkedIn、Twitter もご覧ください。 

 

Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織を構

成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTLおよび各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体

です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。Deloitteのメンバーファームによるグローバルネットワークの詳細

は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。 

 

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応す

るものではありません。また、本資料の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。

個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本資料の記載のみに依拠

して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。 

 

Member of 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

© 2018. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC. 

https://subscriptions.deloitte.com/OptIn.aspx?sub=a0C300000021TYd&amp;userselect=1
http://www.deloitte.com/us/
https://subscriptions.deloitte.com/OptIn.aspx?sub=a0C300000021TYd&amp;userselect=1
http://www.deloitte.com/us/dbriefs
http://wwwdart.deloitte.com/us/techlibrary
http://www.usgaapplus.com/
https://www.deloitte.com/jp
https://www.facebook.com/deloitte?_rdr=p
https://www.linkedin.com/company/deloitte
https://twitter.com/deloitte
https://www.deloitte.com/jp/about

