フォワードルッキングな
貸倒引当金の具体的な考え方
コロナが迫る﹁発生ベースの信用リスク評価﹂
からの脱却

金

切な判断により︑各金融機関の
ポートフォリオの特性を把握・
分析し︑他の債権と異なる特異
なリスク特性を有する債権群を
別グループとした上で︑過去実
績に加えて︑外部や内部の環境
変化など足元や将来の情報を集
合的に引当に反映することも考
えられる旨に言及している︒
他方︑足元では︑新型コロナ
ウイルスの世界的流行のほか︑

地震・台風などの大規模な自然
災害が短い周期で発生するなど︑
個別債務者の業績に重大な影響
を及ぼす可能性のある事象が多
く発生している︒将来の経済状
況の先行きの不透明感も相まっ
て︑融資ポートフォリオの信用
リスクの悪化が懸念される︒
従来︑金融機関における自己
査定から償却・引当に至る信用
リスク評価の実務においては︑

融庁は︑２０１９年 月に金融検査マニュアルを廃止するとともに︑ディスカッション・
ペーパー﹁検査マニュアル廃止後の融資に関する検査 監･督の考え方と進め方﹂︵ＤＰ︶を
公表した︒他方︑足元の金融機関のクレジット環境は︑昨今の環境変化に伴い不透明感を増して
いる︒こうした金融機関を取り巻く外的・内的要因の変化を踏まえ︑今後の自己査定から償却・
引当に至る信用リスク評価におけるフォワードルッキングな要素の取り込み方について考察する︒

発生ベースの
信用リスク評価の限界
ＤＰでは︑融資ポートフォリ
オの信用リスクに関し︑過去実
績や個社の定量・定性情報に限
られない幅広い情報から︑将来
を見据えて適切に特定・評価す
ることが重要である旨が述べら
れている︒また︑貸倒引当金の
見積りに関しては︑経営陣の適
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個別債務者の定量・定性情報や
過去の貸倒実績に重きを置いた
評価が行われてきた︒しかし昨
今では︑従来の評価手法ではリ
スクを適切に捉えることが困難
なケースが生じてきている︒例
えば︑新型コロナの影響で︑安
定していた経済環境が数カ月の
間に一変し︑これまでの信用リ
スク評価で特段問題が認識され
ていなかった債務者が資金繰り
に窮してデフォルトするといっ
た事象が徐々に増加してきてい
る︒
かねて︑過去情報や発生損失
を基礎とした従来の信用リスク
評価実務では︑経済環境の転換
点において損失の認識が遅くな
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る点は指摘されていた︒しかし︑
こうした環境変化により︑あら
ためて発生ベースの信用リスク
評価の限界への対応が問われ︑
フォワードルッキングな要素の
取り込みを伴う見直しへの関心
が高まりつつある︒債務者の信
用リスク評価においては︑過去
や足元の情報において特段の懸
念がなかった債務者であっても
資金繰りの困難を理由にデフォ
ルトするという事実に基づき︑
債務者のキャッシュフロー評価
が再認識されるようになった︒
また︑償却・引当の観点にお
いては︑従来の貸倒引当金の計
算方法では︑将来の損失への備
えとしての機能を発揮すること
が困難であるという認識が高ま
っ た︒ い ず れ も キ ー ワ ー ド は
﹁フォワードルッキングな要素
の取り込み﹂であり︑個別債務
者の状況に応じて過去情報のみ
でなく将来情報を考慮した信用
リスク評価や貸倒引当金見積り
の計算方法を検討していく必要
がある︒
債務者ごとの信用リスク評価
では︑定量・定性の将来情報を
取り込むことが重要であり︑特

に定量面において将来キャッシ
ュフロー予測︑定性面において
は事業継続能力や事業の成長性
の評価といった点がポイントに
なる︒貸倒引当金の見積方法に
おいては︑マクロ経済指標の予
測や特定の地域・産業に関する
予測といった共通要因としての
将来情報を取り込むことがポイ
ントであり︑債権残高のグルー
ピングや予想損失率の計算に反
映していくことが考えられる︒

将来キャッシュフロー予測の
具体的手法
従来の自己査定等における信
用リスク評価においても︑債務
者の財政状態や業績といった定
量情報と並んで︑債務者の債務
償還能力を判断する尺度として︑
フリーキャッシュフローや債務
償還年数などが用いられてきた︒
しかし︑これらの指標も足元の
財務データをもとに計算されて
いるため︑フォワードルッキン
グな要素は含まれていない︒
では︑信用リスク評価におけ
る債務者の将来キャッシュフロ
ーはどのように予測すればよい
のか︒個別債務者に応じた将来

キャッシュフローは︑膨大な数
の予測を行う必要があり︑困難
と考えられる︒そこで︑一定の
仮定を置いた上で︑将来キャッ
シュフローを求める手法が一つ
の案として考えられる︒
具体的には︑まずマクロ経済
環境や業界需要の予測値と過去
の相関関係に基づく統計的手法
を用いて︑債務者が属する業界
全体の売上高予測を行う︒そし
て︑業界全体の足元売上高実績
から売上高予測値への変化を債
務者に比例配分することで︑債
務者の売上高予測値を計算する︒
なお︑各業界の売上高と単純な
マクロ経済指標とでは直接的な
相関関係を見出すのは困難と考
えられる︒セミマクロ経済指標
︵製造業における鉱工業生産指
数など︶を利用して各業界の売
上高との相関性を分析して︑相
関関係の高い指標を設定すると
いった工夫が必要となるだろう︒
債務者の売上高予測値を求め
ることができれば︑従来の自己
査定でも使用されてきた簡便な
キャッシュフローの計算方法に
基づき︑将来キャッシュフロー
を予測することができる︒

事業継続能力の観点から
信用リスクを評価

企業は︑大規模地震や台風等
の自然災害や新型コロナのよう
なパンデミックのリスクにさら
される中でも自らの製品やサー
ビスの供給を維持することが求
められるが︑金融機関において
は︑従来の債務者の信用リスク
の評価において︑災害等が発生
した有事の際の供給力︑すなわ
ち事業継続能力はあまり重要視
されてこなかったのではないか︒
融資先の信用リスクの評価では︑
企業の事業停止を引き起こす災
害等のリスクが融資先のビジネ
スに与える影響までを考慮する
ことが重要である︒それにより︑
より精度の高い信用リスク評価
が可能となり︑格付け判定や自
己査定の質の向上につながると
考えられるからだ︒
では︑大規模地震︑台風︑パ
ンデミックなど有事の際の債務
者の事業継続能力はどのように
評 価 す べ き か︒ そ れ に は︑
﹁供
給力の維持／回復﹂
﹁需要減へ
の対応﹂の評価が必要と考える︒
ま ず︑﹁ 供 給 力 の 維 持 ／ 回
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復﹂は︑有事の際もビジネスを
準備といった対応ができるよう
継続し続けることができるか︑
になっているかを評価する︒
経済活動が徐々に再開した場合
この﹁供給力の維持／回復﹂
に︑どのくらい迅速に元の稼働
と﹁需要減への対応﹂の評価結
に戻すことができるのかを評価
果をもとに︑債務者の事業継続
する︒具体的には︑網羅的かつ
能力を判断し︑財務状況評価等
適切に自社に及ぼす影響を評価
と合わせて総合的に債務者の信
することができているか︑初動
用リスクを評価することが重要
対応時の情報収集や情報発信の
と考える︒
体制が整備されているか︑ヒト
従来の手法と親和性が高い
・モノ・カネ・情報といった経
予想損失率の試算も
営資源の観点からリスクを評価
日本の会計基準においても予
した上で︑それらに対策を講じ
想損失は求めるが︑一般的な引
ることができているか︑といっ
当金計算の実務では︑過年度の
た内容を評価する︒
発生ベースの貸倒実績の複数期
また︑従来の一般的な事業継
間平均をもとに予想損失率を計
続計画︵ＢＣＰ︶の評価では︑
算する手法が定着してきたと考
供給力の維持に力点を置くこと
えられる︒しかし︑歴史的に見
が多いが︑信用リスク評価を目
て低水準で推移してきたここ数
的とする場合︑供給力の維持に
年の貸倒引当金水準に対し︑足
加え︑取引先からの発注減等に
元から見た将来の不確実性やリ
対応する﹁需要減への対応﹂と
スクの顕在化への懸念は着実に
して︑業態転換や新規マーケッ
高まっている︒経済環境の転換
ト参入等についても補助的に評
点においては︑貸倒引当金の計
価することが望ましい︒具体的
上について︑マクロ経済指標の
に は︑
﹁危機ごとの業績への影
響調査・対応策の立案﹂として︑ 予測等の将来情報を考慮し︑過
去の実績に反映されていない先
有事の際でも自社の強み・弱み
行きの変化を適切に織り込んで
の把握や︑同業・異業種との協
いくことが重要となる︒では︑
業準備︑新規マーケットの開拓

将来情報を貸倒引当金の計算に
取り込むには︑どのような方法
を検討すればよいだろうか︒
第一に︑ＩＦＲＳや米国会計
基準で採用されている予想損失
モデルに近い考え方による反映
方法が考えられる︒具体的には︑
まず金融機関の事業計画策定や
リスク管理で使用されているさ
まざまな経済指標等︵実質ＧＤ
Ｐ成長率や完全失業率といった
マクロ経済指標や都道府県別Ｇ
ＤＰのようなセミマクロ経済指
標等︶の候補から︑貸倒実績と
の相関関係の高い経済指標等を
特 定 し て い く︒ そ し て︑
﹁特定
した経済指標等の将来予測の計
算﹂﹁将来の複数シナリオ﹂﹁シ
ナリオごとの発生確率﹂をモデ
ル化して予想損失率を求める︒
この方法は︑予想損失率の計
算の中に将来情報を積極的に取
り込むため︑過去の貸倒実績に
左右されないフォワードルッキ
ングな引当金の積み立てができ
ると期待される︒半面︑経営者
の恣意性が介入する余地が大き
くなるため︑計算によるモデル
化のほか︑経営者の恣意性をど
う抑えるかといったガバナンス

の仕組みが重要となる︒なお︑
わが国における会計基準では︑
将来情報の反映方法について明
確な要件は定められていないた
め︑例えば︑複数シナリオでは
なく単一のシナリオを前提とす
るなど︑簡便なモデル化を行う
ことも可能と考えられる︒
第二に︑予想損失率の計算に
直接的に将来情報を取り込むの
ではなく︑景気循環を前提とし
て︑過去の景気変動に対する融
資ポートフォリオの損失発生パ
ターンを分析し︑過去の任意の
時点における実績や類似する時
期の平均値などを予想損失率と
して計算する方法も考えられる︒
この方法においては︑景況を
い く つ か の 区 分︑ 例 え ば︑﹁ 好
況期﹂﹁景気後退期﹂
﹁不況期﹂
﹁景気回復期﹂などに分けて足
元から将来の景況がどの区分に
該当するかを判断しながら︑過
去の景気循環における同じ区分
の貸倒実績率を参照することを
検討していく︒
この方法は︑最終的な結論は
過去の実績を参照してしまうた
め︑発生ベースの貸倒引当金か
らの完全な脱却はできないもの
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の︑第一の手法に比べて︑どの
程度の予想損失率になるかの目
測がつきやすく︑かつフォワー
ドルッキングな要素を取り込む
ことができるため︑従来の貸倒
引当金の見積方法から整理しや
すいと考えられる︒
将来情報を貸倒引当金の計算
に取り込むことにより︑安定か
ら後退への景況転換時において
引当金の積み増しを促し︑不況
から回復への景況転換時におい
て戻し入れを促す効果が期待さ
れる︒景気変動の抑制効果を考
慮したフォワードルッキングな
信用リスク管理により︑安定的
な銀行経営が可能となる︒
将来情報の反映方法に正解は
ない︒企業会計基準委員会の計
画によれば﹁日本基準を国際的
に整合性のあるものとする取り
組みの一環として︑予想信用損
失モデルに基づく金融資産の減
損についての会計基準の開発に
向けて検討を行う﹂とされてい
るものの︑期日は定められてお
らず︑導入時期は不明である︒
しかし︑金融機関を取り巻くク
レジット環境は確実に変化して
きており︑従来の貸倒引当金の
考え方では対応し切れない可能
性が高まっている︒金融機関と
会計監査人︑そして検査・監督
を通じた規制当局である金融庁
が︑従来の視野にとらわれず深
度ある対話を行いながら共通認
識を形成し︑この課題に対処し
ていくことが重要と考える︒
︵本稿の意見に関する部分は筆者
らの私見であり︑所属する法人の
公式見解ではない︶
よしむら ひろと
公認会計士︒金融機関の財務諸
表監査︑ＩＦＲＳ導入支援業務
に従事するほか︑ＩＦＲＳを中
心としたセミナー講師実績多数︒
おじま ひろゆき
クライシスマネジメントの専門
家︒危機管理体制構築やＢＣＰ
／ＢＣＭ構築︑訓練︑グローバ
ルリスクマネジメント強化など
のコンサルティングを多数手掛
けている︒
いしかわ ひろゆき
公認会計士︒地域金融機関を中
心に︑リスク管理態勢高度化や
規制対応︑貸倒引当金見直し︑
時価算定会計基準の導入など︑

インフラ投資︑教育︑対外開放
など多くの人が納得するであろ
う﹁経済発展の８条件﹂を提示
する︒ほかにも カ国以上のア
ジア諸国についての簡潔な描写
はまるで万華鏡を覗き込むよう
本書は︑財務省︑アジア開発 なアジアの多様性を感じさせる︒
銀行︵ＡＤＢ︶など国際金融の 第３章が扱う為替レートの決定
最前線で長く政策形成に携わり︑ 要因に関する考察は︑理論的な
年初にＡＤＢ総裁を退任した中 蓄積と現実的な観察の両面を踏
尾武彦氏による回顧録である︒ まえたもので︑かねて﹁経済学
個人の公的な経験を国家のアセ は役に立つ﹂と述べている著者
ットとして後世に残すもので︑ の面目躍如たるところがある︒
読者としても得るものは多い︒
ただ評者が最も強い印象を受
本書には︑円の急騰に直面し けたのは︑財務省・ＡＤＢ時代
た 財 務 官 時 代 の 経 験︵ 第 １ 部 ︶︑ を通じた対外交渉の現場の描写
３５００人超の職員を抱える巨 である︒著者は長きにわたり対
大組織ＡＤＢの業務運営の実際 外折衝に携わり︑海外には知己
や世界の政策形成者との交流の が多く︑それがさまざまな場面
エ ピ ソ ー ド︵ 第 ２ 部 ︶︑ ア ジ ア で役に立ったことに触れている︒
経済の発展の原因の考察︵第３ 地政学的な不安定性も見られる
部︶等が広く盛り込まれている 現在︑わが国が国益を守るため
が︑特に興味深いのは経済発展 には︑米中を含め海外のカウン
に係る著者の明快なメッセージ ターパートと互いに信頼感を持
である︒著者は︑アジアの成長 って協議できる人材を長期的視
をもたらしたものは︑欧米︑日 点から育成することが重要であ
本と同様︑民間の活力であり︑ るとあらためて感じる︒国の在
政府の役割は民間企業の活動が り方を含めさまざまな刺激を受
活発となるように制度や基盤を け る 好 著 で あ る︒
（東京女子大
整備していくところにあるとし︑ 学 特任教授 荒巻 健二）
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リスクおよび財務会計の両面で
のアドバイザリー業務に従事︒

『アジア経済は
どう変わったか』

中尾武彦 著／
中央公論新社 刊／
2,500円＋税
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