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現在予想信用損失
（CECL）を俯瞰する
適用を成功に導くための諸条件

米国財務会計基準審議会（FASB）の会計基準アップデート（ASU）案「金融商品—信用損失」の重要性とおよび貸倒引当金
（ALL）に与える影響に関して、デロイト・アドバイザリーの見解をご紹介する出版物シリーズ第2弾1を公表させて頂きます。デロ
イトの見解およびCECLが及ぼし得る影響に関する考察レポートは引き続き、www.deloitte.com/us/ceclにて公表して参ります。

現状を理解する
米国通貨監督庁のトーマス・J・カリー長官は銀行業に関する2013年AICPA全国会議で講演を行い、その中でこう述べまし
た。「先般の金融危機は、発生損失モデルの明らかな欠陥を浮き彫りにしました。このモデルは、損失事象が「発生」してはじ
めて、生じた減損損失を認識するように銀行に求めているため、銀行が合理的に発生を予測できる新たなリスクに対して適切
な引当金を計上することを妨げてきました。その結果、信用収縮のさなか、つまり、往々にして銀行の利益や貸出能力がすで
に逼迫してから、多額の貸倒引当金の計上が必要になるケースが多発しました。これが景気循環増幅効果を生み、損失認識
の遅れにつながりました」2。
カリー長官の発言が映し出しているのは、金融機関のALLの見積りに対して投資家、規制当局、外部監査人が注いでいる厳し
い監視の目の背後にある心情や主因です。銀行などの金融機関は、自社のALLプログラムが強固で再現可能、かつ透明性
が高く正当と認められるものであり、独立したモデル検証や継続的なパフォーマンスのモニタリングについて熟考していること
を実証するように求められてきました。
金融危機の影響およびその結果生じたステークホルダーの懸念に対処するため、FASBは現行の米国会計基準（GAAP）の
改訂を提案しました。この提案は、ほとんどの3負債商品（純利益を通じて公正価値（FVTNI）で測定されるものを除く）、売掛債
権、リース債権、保険取引で生じる再保険債権、金融保証契約4、およびローン・コミットメントに係る予想信用損失に関して、今
まで以上に意思決定に役立つ情報を財務諸表の利用者に提供することを企図しています。しかし、売却可能（AFS）負債証券
はCECLモデルの適用範囲から除外され、減損は引き続きASC320に基づいて評価されることになります（FASBはAFS負債
証券の減損モデルに対して、一部改訂を提案しています）。

解決策として提案されているCECLモデル
FASBのASU案「金融商品—信用損失」（サブトピック825-15）は、現行GAAPの欠点として認識されている点を解消するため
に以下の改訂を行います。
• ローンの残存期間にわたる予想損失アプローチ—「損失発生期間」の概念を用いた発生損失アプローチから、「ローンの残
存期間」にわたる損失の予測期間を用いた予想信用損失アプローチに会計基準を変更し、予想信用損失に関して、意思決
定により役立つ情報を財務諸表の利用者に提供する。このアプローチにおいて、予想信用損失とは、金融商品の残存期間
において企業が回収できないと予想する契約上のキャッシュ・フローの見積りである。言い換えれば、CECLモデルのもとで
は、企業が回収を見込む契約上のキャッシュ・フローの額を反映する形で純資産を測定する。
• 「可能性が高い」という閾値の廃止—現行のALLモデルでは、信用損失の発生する可能性を高いとみなすようになるまで、
かかる損失の認識を遅らせている。この認識閾値が信用損失の適時の認識を妨げ、世界的な景気後退時に資産が過大計
上されるようになったと目されている。SECおよびPCAOBの最新動向に関する2015年AICPA全国会議において、FASBの
ラッセル・ゴールデン議長はこう述べた。CECLモデルが生まれたきっかけは、「財務諸表作成者の一団が（中略）信用損失
を認識する閾値が高いことについて、FASBに懸念を表明したことであり、FASBは［作成者たちから］現行の発生損失モデ
ルを改訂するように求められました」5。ゴールデン議長はさらに、特定の負債商品に相当額のリスクが存在していることを
ステークホルダーが認識しているにもかかわらず、現行GAAPの「可能性が高い」という閾値によって信用損失の認識が

出版物の第1弾「Allowance for loan losses, Staying ahead」は、www.deloitte.com/us/allで閲覧できます。
2013年9月16日にワシントンで開催された銀行業に関するAICPA全国会議において、米国通貨監督庁のトーマス・J・カリー長官が述べた内容
http://www.occ.treas.gov/news-issuances/speeches/2013/pub-speech-2013-136.pdf.
3
CECLモデルは、以下の負債商品には適用されません。
• 確定拠出型従業員給付制度が加入者に貸し付けたローン
• 保険会社の契約者貸付債権
• 非営利企業の誓約債権（寄付の約束）
• 共通支配下にある企業間の貸付金および債権
4
CECLモデルは、保険として会計処理される金融保証契約またはFVTNIで測定される金融保証契約には適用されません。
5
米国財務会計基準審議会のラッセル・G・ゴールデン議長が2015年12月10日にワシントンで開催されたSECおよびPCAOBの最新動向に関するAICPA
全国会議で述べた内容
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176167706891.
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妨げられているとも述べた。CECLモデルの信用損失の認識ガイダンスは、GAAPのこの認識閾値を廃止し、その代わりに
企業に対して、予想信用損失の現在の見積りを反映させるように求めている。CECLモデルでは、減損損失を認識する最低
閾値が設定されていないため、損失リスクが低い資産（たとえば、満期保有目的の投資適格債券）の予想信用損失を測定
する必要が生じる。
• 将来予想的アプローチ—現行GAAPに基づいて信用損失を測定する際、企業が発生損失を測定するに当たって考慮する
のは一般に、過去の事象と現在の状況のみである。CECLモデルでは、類似資産の過去の損失実績など、過去の事象や現
状、金融資産の契約上のキャッシュ・フロー残額の予想回収可能性に影響を及ぼす合理的かつ裏付け可能な予測に関する
関連情報に基づいて、企業が信用損失を見積もらなければならない。CECLモデルでは、将来の状況に対する熟考が求め
られるものの、企業は対象資産の契約期間にわたる状況を予測する必要はない。それよりもむしろ、合理的かつ裏付け可
能な予測を立てられる期間を超える期間については、信用損失の過去の実績を未調整のまま参照する。
• 複雑性の軽減—FASBのCECLモデルでは、改訂案の適用対象商品についての5つの異なる減損モデルを差替・改訂し、一
貫した測定アプローチによって見積りプロセスを簡素化することになる。さらに、CECLモデルは規範的ではなく、予想信用損
失を見積もるうえで幅広い手法の使用を認めることになる。
このほか、新モデルの主たる要素には、会計単位をめぐる検討事項、ローンの残存期間にわたって予想損失を見積もる合理
的かつ裏付け可能な予測、および組成自体の時点における損失発生可能性の評価などがあります。また、不良債権のリスト
ラクチャリング（TDR）に関して先頃FASBが下した決定では、TDRの割引キャッシュ・フローを測定する必要がなくなりました。

適用に際して予想される課題
デロイト トゥシュ トーマツ リミテッド（DTTL）は2015年9月、IFRS第9号「金融商品」とFASBのCECLモデルの適用に向けた取
り組みに焦点を当てて第5回グローバルIFRS銀行業調査6（以下、「調査」）を実施し、その結果を発表しました。この調査の回
答者7は、適用に際して予想される課題として以下を挙げています。
• IFRS第9号／FASB CECLモデルについて、外部がどのような解釈を許容する
かに関する明瞭性
• 適用するに当たって、財務、信用、リスク、IT等の間で必要になる調整の水準
• データの利用可能性
• 社内の資源が限られる中、新しいモデルを設計、構築、テストする能力

DTTLが実施した調査では、
CECLモデルを適用すると貸
倒引当金が現在の水準から
最大50%増えると金融機関
は予測しています。

• 現在進行中の他の取り組みと並行して、この規模のプログラムを計画し実行す
る能力
FASBのCECLモデルに関する外部ステークホルダーの解釈については、銀行はGAAPの改訂案に関する規制当局のコメン
タリーを厳密に踏襲しています。この点に関して、幾つかの疑問が生じています。

6
7

この調査については、http://www2.deloitte.com/global/en/pages/financial-services/articles/fifth-banking-ifrs-survey.html をご参照ください。
回答者は59行のグローバルな銀行から成り、そのうち42行がIFRSを適用しています。
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CECL、バーゼルⅢ、ストレステストの要件間の相互関係を考慮すると、「損失」が常に同じ数値になるとは限らないこ
とに注意が必要です。たとえばCECLでは、「信用損失」を具体的に定義していません。ストレステストの要件ではスト
レス下の景気シナリオに応じて測定を調整するとはいえ、向こう9～13四半期にわたって予測したGAAPに基づく貸
借対照表を基礎とするため、ストレステストの「損失」はGAAPに基づく「損失」と同じです。最後に、バーゼルⅢは「経
済的損失」を重視しており、不良債権処理費用や諸経費（すなわち間接費）といった項目を考慮します。
たとえば、銀行業界は規制当局とGAAPとの間で一定の差異（TDRの取り扱い等）を予期しておくべきかどうか、CECLモデル
の適用対象から除外された特定の項目には、規制当局への報告上または財務報告上、ASC450の旧来ガイダンス（解約可
能なローン・コミットメント等）を適用することになるのかどうか、などがそれに当たります。
本稿ではこれから、前述した課題のうち企業が制御できるものについて解説します。

既存モデル、システム、プロセスとの統合
新しい減損モデルを適用すると、企業のオペレーティングモデルに複数の面で影響が及ぶ見通しです。効果的に適用するに
は、財務、信用、リスク、ITおよびコンプライアンスに対する影響を考慮に入れて計画しなければなりません。
たとえば、CECL、バーゼルⅢ8、包括的資本分析およびレビュー（CCAR）／ドッド・フランク法のストレステスト（DFAST）に関
わるプロセスは、複数の職能領域にわたって、これまで以上に高い整合性を備える見込みのインフラを通して可能です。企業
は、FASBのCECLモデルを適用するために自社の現行モデル、ITシステム、ソリューションをどの程度見直さなければならな
いかを判断しておくべきです。
全社にわたって損失を見積る手法（グリーンの部分参照）にはコンバージェンスのポイントが幾つかあり、それらは統合アプロー
チを通して活用することができます。企業が既存のモデルやプロセス、統制を利用できる領域としては、以下が考えられます。
• 貸借対照表のマッピング／エクスポージャーの特定—オンバランス項目とオフ
バランス項目の双方のエクスポージャーについて、二重目的の定義と分類を整
備すれば、貸借対照表のマッピングと継続的にエクスポージャーを特定する業
務に対して総合的なアプローチを図れる。
• データの調達—データ要件がかなり重複していること（残高、債務者データ等）
を踏まえると、前もってデータの調達を整合させておけば二重の手間を低減で
きる。
• インフラ—会社レベルのデータウェアハウスやそれに関連するアクティビティ
（例：データ品質に関する共通プロトコル）など、多目的のコンポーネントがあれ
ば、インフラデザインの簡素化やコスト削減、業務効率の最大化が可能となる。
• プロセスと統制—多目的のプロセスと統制ポイントを特定しておけば、適用上、
運用上の負担を軽減するために活用できる。

DTTLが実施 した 調査では、
現行システムの高度化によっ
て一定の柔軟性を備えれば、
必要となる能力を組み込むこ
とができると答えた回答者は
約68%に達しました。また、回
答者の11%は、現行システム
が現行要件にしか対応してい
ないと回答しています。

• リスクモデルと評価エンジン—定量ツールを資本管理フレームワーク全体にわ
たって使用するうえで一貫性を持たせるため、連係させて調整することができる。
総合的なアプローチによって、引当金の計上手法、内部プロセス、信用評価モデル、規制当局への報告ならびに財務報告に
関する現在の能力を評価する機会がもたらされます。変革を目指す将来の活動基盤を構築するだけでなく、現行の能力を洗
い直せば、総合的かつ統合されたアプローチを使ってALLを見積もることによるシナジー効果を認識できるはずです。
しかしながら、小規模の一部金融機関のほか、消費者金融やキャプティブ会社などの規制対象外の機関では、質の高い過去
データの欠如やALLを見積もる簡易手法に依拠するシステムにより、CECLモデル適用に当たって一層の困難に直面する可
能性があります。こうした企業では、社内リソースにのみ頼ってCECLモデルを適用する場合と、既製ソリューションを利用して
適用する場合とを費用便益分析で比較することに加え、ベンダーの選定が適用プロジェクトの重要な局面になります。
8
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データ要件と前提条件
企業では、FASBのCECLモデルに基づいて信用損失を見積もるため、将来の信用損失に対する経営者の予想を反映する過去
の期間のローンレベルの詳細が必要になります。これには、（1）各資産クラスについて、信用サイクル全体を反映するローンレベ
ルの質の高い過去データを収集し、（2）適切かつ裏付け可能な予測の前提条件を策定して織り込むことが必要です。
CCAR／DFASTおよびバーゼルⅢのプロセスで用いられるインプットのうち、CECLの損失見積りプロセスでも活用できるの
は、オペレーショナル損失データと信用損失データ、取引／市場データ、貸借対照表／損益計算書データ、外部データおよび
プレースホルダー情報などです。こうしたモデルの中で共通のプロセスや統制ポイントを特定して活用すれば、適用上および
運用上の負担を低減できます。規制上のストレスシナリオは会計目的のために直接使用することを企図していないものの、
ALLの見積りプロセスを開始するうえで必要なポートフォリオデータに重要なインプットを提供することができます。規制当局が
期待しているのは、企業が規制当局への報告のために基盤として使用する基本的な（ストレス下にはない状態の）予測の前提
条件をCECLモデルで使用する予測情報と調和させられるようにすることです。

将来に向かうロードマップ
金融機関がこのように変わり行く情勢の中でリードし続けるには、ALLを見積もる統合フレームワークが必要です。このフレー
ムワークでは、現行の会計基準と規制当局の見方とを網羅すると同時に、将来に向けて基盤を構築していかなければなりま
せん。この点において、企業は以下を検討すべきです。
• ALLを見積もるリーディングプラクティスに対して、自社の実務を評価する
• 現行の減損会計と規制当局の方針決定を、GAAPと既存の規制要件に基づいて評価する
• モデリングや新たな開示のために必要となる追加のデータを特定し、規制プロセスにおいてデータコンピテンシーを活用す
る機会を模索する
• 現行のALL見積りモデルを見直し、機能性を高めるために手法の変更すべき点を特定する
• ALLを見積もるために現在使用しているフレームワークならびに対応する規制当局への報告プロセスおよび財務報告プロ
セスを評価し、効率化とリーディングプラクティスの確立に向けて対処すべき領域を特定する
• 社内で開発した現在の能力と第三者の技術を評価し、必要なシステム変更やアップグレードを明確にする
最終的な基準はまだ公表されていませんが、ALLプログラムを活用するCECLの適用ルールを策定することによってオペレー
ション上の変更を前もって計画しなければなりません。これには、リソースの必要性の検討、ギャップ解消のための計画、
CECLモデルを支援するために必要なインフラの整備が必要です。この取り組みにおいて、適用に当たっての課題を早期に明
確化すれば、その是正に十分な時間をかけることができます。
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課題をチャンスに変える
この規模の変革プログラムでは、明確なプログラム管理と役割・責任の規定と合わせて戦略的なアプローチが必要です。ま
た、組織全体で適用しなければならないという広範性を踏まえれば、上級経営者は効果的な適用の戦略的重要性に関わり、
適用ロードマップにおける重要なマイルストーンや課題に関与していかなければなりません。図表1は、企業がFASBのCECL
減損モデルを採用し、ステークホルダーの関与を得るために指針として利用できる適用フレームワークを示したものです。
図表1. 適用フレームワークの概念図

FASBが新たな信用減損基準を公表

現状把握

適用後の
支援
影響の
評価

適用
将来に向かう
ロードマップ
の策定

最後に、DTTLが実施した調査によると、IFRS第9号／FASBのCECLモデルの適用を触媒として利用して減損会計と規制で
求められている自己資本管理プロセスとを整合させていくと答えた回答者は85%を超えました。減損モデルの変更によって、
現行の実務が問いただされることは明らかです。しかし同時に、自組織の財務状況とビジネスプロセスを改善するチャンスも
もたらされます。カギは、先を見越して計画することにあります。
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