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1

前号以降の最新動向

金融危機以降、証券化市場は不透明感が漂ったままの状態にあります。市場参加者らはパズルのピースを組み合わせる作
業に取り掛かり始めていますが、彼らの多くはパズルの完成図はもとより、すべてのピースがどのように組み合わさるのかさ
えも把握していません。

しかしながら、市場の透明性は加速的に高まっています。ここ数ヵ月の間、米国消費者金融保護庁（Consumer Finance
Protection Bureau）が「適格住宅ローン」と「返済能力」に関する規定を最終決定したほか、リスクに応じた新しい資本規制の
制定（一般にバーゼルIIIと呼ばれる）、ボルカールールの成立、リスク留保ルールの再提案といった動きが観察されました。
今年も新しい提案がなされたり最終規則が実施されたりと、目まぐるしい1年になることが見込まれます。
証券化市場が回復と進化の道を辿るなか、会計上の論点は証券化において重要な役割を果たし、今後もさまざまな形で規
制環境の諸変化の基礎に今後も組み込まれると私たちは固く信じています。
本文書は発行当初、財務諸表における証券化の報告方法に対する、重要な会計上の変更による影響に焦点を置いた小冊
子に過ぎませんでした。年月をかけ本文書は、証券化の会計処理と市場全般に影響を及ぼす会計、税務、各種規制の変更
を網羅したロードマップへとその姿を変えました。本号もそうした流れを引き継ぎ、新たなトピックを取り上げる一方で、以前取
り上げたトピックも確実にアップデートしています。
本号では、米国財務会計基準審議会（FASB)と国際会計基準審議会（IASB)がかねてから取り組んでいる、金融商品の会計
処理におけるコンバージェンス（収斂）作業に起因して市場が直面している新たな課題を取り上げています。さらに、米国にお
いて一般に公正妥当と認められる会計原則（米国GAAP）のみならず、国際財務報告基準（IFRS）に従って財務諸表を作成す
る市場参加者数が増えているため、IFRSに基づく証券化の会計処理についても詳細な考察を加えています。
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米国GAAPを採用している企業においては、証券化取引に関する開示義務が増えたのと、証券化事業体の連結の取扱いが
より明確になった以外は、ほとんど変更はありません。
しかしながら、会計上の論点は絶えず変化しており、金融商品の分類および測定ならびに金融資産の減損に関するFASBと
IASBの提案によって市場参加者は大きな課題を突き付けられるかもしれません。これらの変更は間もなく最終決定される予
定です。さらには、連結の枠組みの変更も予定されており、米国GAAPの下で連結されていた証券化事業体の多くが連結除
外を迫られる可能性があります。
また、米国と欧州の銀行は、引き続き、バーゼルIIIに基づくリスクに応じた新しい自己資本規制の制定による影響を受けるこ
とになります。この新しい枠組みにより、証券化市場において銀行が果たす役割や、銀行のストラクチャード・ファイナンス資
産に関して維持しなければならないリスクベース資本が影響を受けます。
確かに今後も、新たにさらに多くの書くべきことが浮上したり、貴重な対話を通じてすべての市場関係者と共有すべきことが
生じたりすることが考えられます。したがって本号は新しい形の電子版とし、定期的なアップデートの配信を容易にできるよう
にしました。また、参照先の追加情報を確認できるリンクを貼ることも可能になりました。
ひとまず、本号が皆様にとって、絶えず変化する複雑な証券化会計の世界の理解を少しでも容易にするものとなれば幸いで
す。
お楽しみください。
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2

誰が特別目的事業体を連結しなければ
ならないか

証券化の会計処理において回答すべき基本的質問が2つあります：

 関与のある特別目的事業体の連結は必要か？
 譲渡資産は会計上、売却したことになるか？
米国において一般に公正妥当と認められる会計原則（米国GAAP）および国際財務報告基準（IFRS）のいずれも、報告事業体
に対して、譲渡が連結子会社への譲渡を伴うか否かを認識の中止の評価の際に確認するよう求めています。したがって、論
理的に、売却処理が生じているか否かを判断する際の最初の作業は、譲渡人が証券化事業体を連結すべきか否かの判定
になります。
多くの証券化が複数の譲渡を伴うため、また連結された関係会社は多くの場合、自らの個別財務諸表を作成しているため、
連結と売却に係る上記の質問は大抵の場合、１つの取引について何度も検討する必要があります。お気づきの方もいるかも
しれませんが、証券化の各段階または財務報告の諸目的によって適切な解答は変わります。
適用される会計指針は何か？
米国GAAPを採用する企業にとっては、連結に関する指針は会計基準コディフィケーション（ASC）トピック 810「連結」、特に財
務会計基準書（FAS）第167号「FASB解釈指針第46号（R）の改訂」として従前知られていた、変動持分事業体（VIE）のサブセ
クションに記載されています。すべての特別目的事業体（SPE）がVIEに該当するわけではありませんが、一般的には、すべて
の証券化SPEはVIEになります。VIEは通常、その事業体の活動について指図するパワーのある議決権付きの資本性金融商
品（または類似する権利のあるその他の持分）を発行しません。また多くの場合、リスクにさらされている資本投資の総額は、
追加的な形態の信用補完や他の財務支援が無ければ、事業体が活動を行うための資金を調達するには十分ではありませ
ん。事業体が議決権やそれに類似する持分を発行しない場合、或いは資本投資が不十分な場合、おそらく当該事業体の活
動は予め定められているか、または意思決定能力が契約で定められています。証券化事業体は通常、会計上の真正な「資
本」がほとんどまたは全く無いため資本が不十分であり、且つその事業体の活動を指図するパワーが与えられた議決権付き
資本クラスを有するよう設計されることはまれであるため、証券化事業体は一般的にVIEに該当します。VIEの期待損失の一
部を吸収するまたは期待残余利益の一部を受け取る投資またはその他の持分を変動持分と言います。
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米国財務会計基準審議会（FASB）は2009年にFAS第167号を発行した後も、特定の投資ファンドに係る改訂連結モデルの適
用を延期し、これらの事業体に対して、FASB解釈指針第46号（R）「変動持分事業体の連結」（FIN 46R）として一般に知られる
従前のリスク経済価値連結モデルを留保することを選択してきました。しかし、証券化事業体と、ローン担保証券（CLO）など
の資産担保ファイナンシング事業体は当該適用延期の対象から除外されたため、本章で詳述するハイブリッド型連結モデル
を適用しています。
IFRSを適用している会社にとっては、以前の国際会計基準書（IAS）第27号「連結財務諸表および個別財務諸表」（IAS第27
号）の支配に基づく連結モデル、および解釈指針委員会（SIC）第12号「連結 ― 特別目的事業体」（SIC第12号）のストラクチ
ャード・エンティティ（structured entities）に係るリスク経済価値モデルは失われました。現在IFRSには、全ての事業体に対す
る単一の連結モデルが含まれています。IASBは2011年5月に、従前のIAS第27号およびSIC第12号の連結指針に代わる
IFRS第10号「連結財務諸表」を公表しました。
証券化事業体を連結する必要があるのは誰か？
証券化事業体を誰が連結すべきかを判定する際の最初の手順は、論理的に、そ
の取引のすべての当事者の識別と変動持分の所有者の識別です。取引当事者
に会計上の結論を比較するよう求める規定は存在しませんが（ただし理論的に
は、支配しているという結論に達するのは1つの事業体のみになるはずです）、各
参加者は、発行体に対する自己の持分に係る会計処理を決定するためには、各
当事者に付与される様々な権利および義務を把握する必要があります。
米国GAAPもIFRSも支配に基づくモデルを採用しているため、両基準に基づく連
結判定ツリーは概ね同じです。いずれの枠組みも、パワーと変動持分の両方を考
慮します。ASCトピック810は、「主たる受益者」の識別を求めています。主たる受
益者とは、（1）VIEの経済的パフォーマンスに最も重要な影響を与える、VIEの活
動を指図するパワー、および（2）VIEにとって潜在的に重要となり得る、VIEの損失
を被る義務またはVIEから便益を受ける権利 、の両方が与えられている結果「支
配的財務持分」を有する当事者を指します。IFRS第10号は、（1）投資先に対する
パワー、（2）投資先への関与から生じる変動リターンに対するエクスポージャーま
たは権利、および（3）投資者の利益金額に影響を与えるパワーを投資先に対し
て用いる能力 、のすべてを投資者が有していればその投資者は事業体を支配
していると定めています。
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米国GAAPの連結判定ツリー
a

自社 が以下を有しているか答えてください。
証券化事業体に対する
変動持分

ASCトピック810
No

b

YES
Yes
経済的パフォーマンスに 最も重要な
影響を与える活動を指図するパワー

No No
証券化事業体は
自社の連結対象
ではない

Yes
YES
潜在的に重要となり得る、
損失を吸収する義務
（または便益を受け取る権利）

NoNo

YES
Yes
自社は主たる受益者である
支配的財務持分

証券化事業体は
自社の連結対象である

a

自己の活動および変動持分に加え、報告事業体は、ASCトピック810の下「事実上の代理人」とみなされる当事者と関連当事者両方の活動およ
び変動持分も考慮しなければいけません。

b

本章で後述していますが、一部のサービス業務報酬および意思決定の取決めは、VIEに対する変動持分を構成しません。

IFRSの連結判定ツリー
c

自社 が以下を有しているか答えてください。
関連する活動を指図する
現在の能力を与えるパワー

IFRS第10号
No
No

YES
投資先への関与から生じる、変動し得る
No
リターンに対するエクスポージャー
または権利

No
証券化事業体は
自社の連結対象
ではない

YES
利益金額に影響を与えるパワーを
投資先に対して用いる能力

No

YES
自社は主たる受益者である
支配的財務持分

c

証券化事業体は
自社の連結対象である

自己の活動および変動持分に加え、報告事業体は、IFRS第10号の下「事実上の代理人」とみなされる当事者と関連当事者両方の活動および
変動持分も考慮しなければいけません。
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ASCトピック810は、契約で定められているかどうかを問わず、
実質的な条件、取引、取決めのみを検討すべきであると規定し
ています。あらゆる事実および状況に基づいて判断し、実質的
な条件、取引、取決めと実質的でないものとを区別する必要が
あります。前米国証券取引委員会（SEC）主任会計官で現在は
FASBの副議長を務めるジェームス・L・クロカー（James L.
Kroeker）氏は、オフバランスシート取引に係る「特定の会計上
の効果を得るために盛り込まれた取引要素の実質（またはそ
の不足）の評価は慎重に行うこと」を監査人や財務諸表作成者
1

に指示しています 。ASCトピック810ほど明確ではありません
が、IFRS第10号も、投資先に対する実質的な権利のみを考慮
に入れると定めており、権利が実質的であるかの判定におい
て検討すべき代表的な要素（権利の行使を保有者に思いとど
まらせる可能性があるペナルティやインセンティブなど）を示し
ています。

証券化事業体を支配する報告事業体は、想定上は1つのみです。複数の取引参加者が変動持分を有することはあり得ます
が、その事業体の経済的パフォーマンスに最も重要な影響を与える活動を指図するパワーを有するのは通常1つのみです。
米国GAAPの下で潜在的に重要となり得る変動持分を有していると判断されるのに必要な条件と、IFRSにおけるパワーを通
じたリターンへの影響力に関する解釈の詳細については、本章で後述しています。
米国GAAPおよびIFRSはいずれも、連結の判定において関連当事者または事実上の代理人の関与を検討するよう求めてい
ます。ASCトピック810およびIFRS第10号はともに、当事者がどのような場合に事実上の代理人となるかについて指針を示し
ていますが、基本的に、ある当事者が他の当事者に代わって行為を行っている場合に、その当事者は事実上の代理人とな
ります。ASCトピック810の下では、関連する活動に対するパワーと潜在的に重要な経済的持分の両方を単独で有している当
事者は存在しないが、関連当事者グループのメンバーが共同で両方の規準を充足する場合は、その関連当事者グループの
どの当事者がその事業体と最も密接に関係していると考えられ、従い連結すべきかを判断するための評価を行います。ASC
トピック810は、この評価を行う際に検討すべき次の4つの規準を示しています。
• 関連当事者グループ内の当事者間における本人と代理人の関係の有無
• 関連当事者グループ内の各当事者にとっての事業体との関係と事業体の活動の重要性
• 事業体の期待損失に対する当事者のエクスポージャー
• 事業体の設計
IFRS第10号は、関連当事者または事実上の代理人に関してはそれ程細かく規定しておらず、支配を評価する場合に、他の
当事者との関係の性質と、当事者が投資者の代わりに行為を行っているか否かを検討すべきであると求めるにとどめていま
す。

連結はオール・オア・ナッシングの問題です。証券化事業体を連結しなければならない場合は、その資産および（第三者に対
する）負債のすべてを、連結する当事者の連結貸借対照表に含めなければならず、所有する持分割合のみを連結するわけ
にはいきません。第三者である投資者が保有する、連結対象の証券化事業体に対する会計上の持分は、連結財務諸表で
は非支配持分として表示されます。また、連結をする事業体と証券化事業体との間のサービス業務その他の報酬の取決め
など、すべての内部取引を連結時に消去しなければならない点も忘れてはいけません。

1

主任会計官局のジェームス・L・クローカー主任会計官による講演。現在のSECと米国公開会社会計監視委員会（PCAOB）の動向に関する
2009年米国公認会計士協会（AICPA）全国会議における発言。
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手順1：パワー：最も重要な活動の識別
証券化では通常、事業体の経済的パフォーマンスは原資産のパフォーマンスの影響を最も受けます。コマーシャルペーパ
ー・コンデュイット（CPコンデュイット）のようなストラクチャーでは、負債管理（CPの期間の選択など）も事業体のパフォーマン
スに重要な影響を及ぼしますが、基本的にその影響は最も重要ではありません。原資産のパフォーマンスに影響を及ぼし得
る要素の中には、証券化のいずれの当事者も直接コントロールできないものもあり（任意期限前弁済など）、そのためパワー
の分析には含まれません。原資産のパフォーマンスに最も重要な影響を及ぼす活動は、通常、発生が避けられない延滞お
よび債務不履行のサービサーによる管理になります。または、マネージドCLOの場合は、担保資産の選択、監視、処分にお
ける担保管理者の活動になります。
これらの活動を指図するパワーを誰が有しているかを分析する際に答えるべき質問には以下のものがあります。
• 自社は一方的なパワーを有しているか。
• 或いは、他の当事者も、関係する権利および責任を有しているか。例えば、

– 信託の他の重要な活動を指図する当事者が他に存在するか。存在する場合は、どの活動が最も重要であるか。
– あらゆる重要な決定について同意を得なければならない他の当事者が存在するか。
– 自社に特定の行為を行うよう指図できる他の当事者が存在するか。
– 理由を問わず自社を解任できる他の当事者が存在するか。
– 信託財産の所有割合は異なるが、自社と同じ活動を指図できる当事者が他に存在するか。
• そして、パワーを行使できる自社の権利は現在も利用可能か、または他の何らかの事象の発生を条件とするか。

サービサーまたは担保管理者がパワーを有していないケース
状況

以下に示した指針の関連トピックを確認してください

単独の非関連当事者が理由を問わずサービサーを解任できる

解任権（Kick-out rights）（米国GAAP）／本人―代理人（PrincipalAgent）（IFRS）

サービス業務上のすべての重要な決定に、単独または複数の非関
連当事者による同意が必要である

参加権（Participating rights）とシェアードパワー

サービサーによるサービス業務の対象が、VIEの資産の過半より少
ない

複数の当事者がパワーを有する

サービサーの活動は実際は事務手続で、スペシャルサービサーが
存在する

指図するパワーが他の事象を条件とする

解任権（Kick-out rights）
米国GAAPおよびIFRSは、解任権について同じような概念を採用していますが、それぞれの連結モデルにおいて若干異なる
文脈で定義されています。ただ、結論にたどり着くまでの道のりは異なりますが、単独の当事者が実質的な解任権（すなわち
任意で行使でき、偶発事象の発生を条件としない権利）を有する場合、関連する活動に従事している当事者は、解任権を有
する当事者の意思次第でその役割から解任される可能性があるため、パワーを有さないというのが結論です。解任権は原
則、その行使に対して重大な障害が存在しなければ実質的であると判断されます。行使に対する障害としては、例えば以下
のものが挙げられます。
• 行使期間を極めて制限する条件など、行使される可能性を低くする条件
• 権利保有者が解任権を行使できる仕組みの欠落。例えば、解任権を行使できるのは投資者による総会に限られている
が、権利保有者が総会を招集できないなど
• 意思決定者の交代に金銭的ペナルティや運用上の障害を伴い、それが解任を妨げる大きな要素として働く
• 適格な交代意思決定者の不在または適格な交代者を誘引する十分な報酬がない

証券化の会計処理
Copyright © 2014 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

9

第2章

米国GAAPには、パワーの判定に解任権の概念が組み込まれています。単独の参加者（関連当事者以外）が、事業体の最
も重要な活動を指図する当事者を一方的に解任する実質的な権利を有している場合は、その権利自体が、解任権の保有者
が証券化事業体に対してパワーを有していることの裏付けになります。ただし、当該権利が実質的であり、任意で行使できる
（すなわち、サービサーの客観的に決定可能な契約違反や支払不能といった事象のみを条件としない）場合に限られます。
IFRSは、（本章で後述するとおり）当事者が取引の本人として行為を行っているかまたは他者の代理人として行為を行ってい
るかの判定において、解任権を問題としています。単独の当事者が理由を問わず解任権を行使できる場合は、その事実は
単独で、意思決定者が代理人であり支配を有していないことを意味します。

それでは、これらの概念は証券化のストラクチャーにどのように適用されるのでしょうか。商業不動産担保証券取引において
は通常、取引書類にて発行体証券の劣後クラスの過半を保有する当事者として定義される支配的クラスの保有者
(controlling classholder)が、取引において理由を問わずスペシャルサービサーを解任できます。支配的クラスの保有者は、ス
ペシャルサービサーと同一かまたはその関係者である場合が良くあります。そのような状況
では、連結の分析に対してこの規定は影響しません。サービサーを交代させるのに発行体証
券の劣後クラスの保有者による決議が必要で、当該証券の保有者の中に複数の非関連当
事者が存在する場合は、解任権のみでスペシャルサービサーがパワーおよび支配を有して
いないと結論付けることは不十分です。しかしながら、支配的クラスの保有者が単独の当事
者（例えばプライマリーサービサー）で、スペシャルサービサーを任意で解任できる場合は、
支配的クラスの保有者である当該単独の当事者に支配があるため、そのスペシャルサービ
サーは支配を有していないことになります。ただし、客観的に決定可能な契約違反または支
払不能のみを条件とするスペシャルサービサーの交代は、参加権ではなく防御権（protective
right）（当事者にパワーを与えない）であると考えられます。

参加権および共有されたパワー
米国GAAPの下では、参加権とは、ある事業体の経済的パフォーマンスに最も重要な影響を
及ぼす当該事業体の活動を指図するパワーをある報告事業体が行使する行為を阻止する
能力をいいます。他方、防御権は、当該権利を保有する当事者の持分を、支配を与えること
なく保護するように設計された権利をいいます。IFRSでは、参加権は定義されていませんが、防御権の概念は認識されてお
り、そのような権利は当該当事者にパワーを与えないとしています。

それはどのようなことでしょうか。つまり、単独の参加者が、サービサーが行うあらゆる重要な決定を拒否でき、その権利が実
質的であるとみなされる場合、それによってサービサーは「パワー」を有さないことになり、パワーはサービサーと拒否権を保
有する参加者との間で共有されることになります。サービサーの決定を拒否できることに加え、債務不履行に陥った貸付け
の取扱いについて単独の参加者がサービサーに指図できる場合は、連結負担はその単独の参加者に移ると考えられます。
証券化取引において単独の参加者がサービサーの行為を阻止する力を有することは稀ですが、金融保証保険会社（モノライ
ン保険会社）が損失を補填する場合など限られた特定の状況では、パワーの移動が生じます。
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事業体の経済的パフォーマンスに最も重要な影響を及ぼす全ての活動に関して同意を得る必要がある場合は、その同意取
得要件は実質的な参加権であると考えられます。重要でない活動のみまたは一部の重要な活動のみについて同意が必要な
場合は、その同意は防御権とみなされるかもしれませんが、パワーは共有されているとは考えられません。さらに、同意要件
が実質的であるかを把握するためには、企業は事業体のガバナンス規定を注意深く分析する必要があります（同意が得られ
なかった場合の結果など）。

複数の当事者がパワーを有している
複数の当事者がパワーを有するという概念は、二通りの形で実現し得ます。
• 複数の当事者が異なる活動を遂行している： 一部の証券化においては、あるサービサーが資産管理に従事し、他のサー
ビサーが資金管理を行うという状況もあり得ます。こうした状況においては、どちらの活動が事業体の経済的パフォーマン
スに最も重要な影響を及ぼすかを判定しなければいけません。すべての事実と状況の分析に基づいて判断することが求
められます。この概念は、米国GAAPとIFRS両方の連結モデルに共通する概念です。
• 複数の当事者が同一の活動を遂行している： 米国GAAPもIFRSも同じような概念を採用しており、複数の非関連当事者
が、事業体の関連する活動を指図する決定について共同で合意しなければならない場合は、パワーは共有されており、ど
の当事者も連結しないとしています。ただしASCトピック810は、複数の当事者が別々の資産プールについて個別に同一の
活動を遂行している場合は、資産の過半について一方的な決定権を有する当事者が連結する当事者になるとしており、
IFRS第10号では具体的に言及されていない概念がASCトピック810には含まれています。

指図するパワーが他の事象の発生を条件とする場合

米国GAAP
当事者が偶発事象の発生時にのみ活動を指図できる場合は（借り手の債務不履行時以外は事務手続しか行わないサービ
サーなど）、どの当事者にパワーがあるかという判定には、その偶発事象が事業体の最も重要な活動の引き金になるか（す
なわち、偶発事象の発生時以外は事業体の最も重要な活動が行われない）、または、偶発事象により事業体の最も重要な
活動に対するパワーが移動するか（すなわち、偶発事象の発生をもってパワーがある当事者から他の当事者に移動する）を
評価することが求められます（また、事業体の最も重要な活動は偶発事象によって変わる場合もあります）。
偶発事象が事業体の最も重要な活動の引き金になるか、または、偶発事象によりパワーが移動するかの判定は、以下の要
素を含む種々の要素に基づいて行います。
• 事業体の活動の性質と事業体の設計
• 偶発事象の発生後に行われなければならない活動および決定の重要性と比較した、偶発事象の発生前に行われなけれ
ばならない活動および決定の重要性。いずれの活動と決定も事業体の経済的パフォーマンスにとって重要である場合は、
偶発事象の発生により事業体の最も重要な活動に対するパワーは移動します。他方、偶発事象発生前の活動および決定
が事業体の経済的パフォーマンスにとって重要ではない場合は、偶発事象は事業体の最も重要な活動の引き金になりま
す。ただし、単に偶発事象が最も重要な活動の引き金になることをもって、偶発事象が発生するまで誰にもパワーがないと
いう結論にはならない点に注意してください。むしろ、偶発事象が引き金になってパワーを取得する当事者は、事業体が存
続する期間を通して（偶発事象発生の前後いずれも）パワーを有するでしょう。
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取引参加者が、偶発事象が事業体の最も重要な活動の引き金になると判断する場合は、事業体の経済的パフォーマンスに
最も重要な影響を及ぼす活動を指図するパワーがあるかどうかの評価に際して事業体のすべての活動（偶発事象発生後に
行われる活動も含む）を検討します。その場合は、偶発事象が引き金になる活動を指図する当事者が、事業体の経済的パフ
ォーマンスに最も重要な影響を及ぼす活動を指図するパワーを有する企業になります。
取引参加者が、偶発事象の発生により証券化事業体の最も重要な活動に対するパワーが移動すると判断する場合は、当該
取引当事者は、その偶発事象が実質的であるかを評価しなければいけません。この評価は、VIEの全存続期間を対象とする
必要があります。偶発事象が実質的であるかの評価において考慮に入れるべき項目を以下に一部列挙します。
• 事業体の活動の性質と事業体の設計
• 事業体が変動持分保有者と締結した契約の条件
• 取決めの組成時および事業体の存続期間中におけるパワーに関する変動持分保有者の期待
• 事業体の変動持分保有者の支配が偶発事象に及ぶか否か
• 偶発事象が将来発生する（または発生しない）可能性。これには、同じような取決めにおいて同じような偶発事象が発生し
たか否かといった過去の実績等も考慮に入れる必要があります。

偶発事象の例
商業不動産担保証券（CMBS）や場合によってはその他の資産クラスにおいては、借り手による延滞もしくは債務不履行の発
生時、または債務不履行が合理的に予見可能となった場合は、貸付金の回収責任はプライマリーサービサーからスペシャ
ルサービサーに移動します。そうした場合、プライマリーサービサーが指図するパワーを有する活動は通常その性質上事務
手続的なものであり、事業体の経済的パフォーマンスに重要な影響を及ぼしません。したがって基本的には、プライマリーサ
ービサーにはパワーがありません。それでは、特別に回収する貸付金が存在しない場合に取引の開始時からスペシャルサ
ービサーはパワーを有することができるでしょうか。答えは「Yes」です。プライマリーサービサーが遂行する活動は証券化事
業体の経済的パフォーマンスにとって重要であるとは考えられず、証券化事業体の存続期間中はスペシャルサービサーが
回収業務を行う可能性が高いと考えられるため、関連する活動を指図するパワーは取引開始時からスペシャルサービサー
にあると考えられます。また、スペシャルサービサーが解任される可能性があるか、その場合は誰が解任できるかという点も
重要な検討事項の一つです。プライマリーサービサーやその他の当事者が一方的にスペシャルサービサーを解任できる場
合は、その当事者にパワーがあると考えられます。
証券化のすべての劣後クラスが全額評価減された後に優先クラスの証券に対して損失を補償するモノライン保険会社もそ
うした例の一つです。特定の取引において当該事象が発生した
際には、サービサーを解任する権限や債務不履行となった貸付
金に関する取扱いについてサービサーに指図できる権限をモノラ
イン保険会社が得るなど、モノライン保険会社のパワーは強くな
ります。偶発事象発生の結果、証券化事業体の最も重要な活動
に対するパワーが移動し、主たる受益者も変わる可能性が高い
と考えられます。
さらに、証券化事業体の支配的クラスの保有者が、当初は最劣
後クラスの過半の保有者であった場合もこうした例の一つです。
その劣後クラスが予め定められた水準を下回るほどの損失が発
生した場合は、支配的クラスの保有者は、次のクラス（例えばメザ
ニンクラス）の過半の保有者に変わります。偶発事象発生の結果
パワーが変化し、連結する当事者が変わり得るのです。
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IFRS
偶発事象の発生に伴うパワーに関してIFRS第10号は同じような概念を採用しており、予め定められた活動との関連でこの問
題を具体的に取り上げています（予め定められた活動の詳細については下の節をご覧ください）。実際には、予め定められた
方法で運営されている、実質的にすべてのストラクチャード・エンティティに関連する活動が存在します。関連する活動は、事
業体の通常の活動においてなされる決定を必要とする活動では必ずしもありません。特定の状況または事象が生じた場合
にのみそうした決定が求められることもあります。概ね予め定められた方法で運営されるストラクチャード・エンティティには、
特定の状況もしくは事象が生じない限りまたは生じるまでは活動の指示およびリターンが予め定められているものもありま
す。この場合、特定の状況または事象が生じた場合の事業体の活動に関する決定は、ストラクチャード・エンティティのリター
ンに重要な影響を及ぼし得るため、ストラクチャード・エンティティの関連する活動になります。この決定権が特定の状況また
は事象の発生を条件とするという事実自体は、ストラクチャード・エンティティに対して投資者がパワーを有するか否かの判定
に影響を及ぼしません。そうした決定を行う権限を有する投資者がストラクチャード・エンティティに対してパワーを有するの
に、当該特定の状況または事象は生じる必要がありません。

事業体の経済的パフォーマンスに重要な影響を及ぼす継続的な活動を事業体が行っていないというような状況はあるか

米国GAAP
状況は限られますが、証券化事業体の存続期間中継続して行われる活動が、その事業体が存続するには必要であるものの
（例えば、不動産担保ローン投資（REMIC）の再証券化「RE-REMICS」など特定の再証券化事業体における事務手続）、当該
事業体の経済的パフォーマンスに重要な影響を及ぼすことが見込まれない場合もあります。そうした状況での主たる受益者
の判定は、証券化事業体の組成時にその設計の一環として行う決定および活動に焦点を置く必要があります。これは、こう
した状況では、当初の設計が事業体の経済的パフォーマンスに最も重要な影響を及ぼすからです。
しかしながら、証券化事業体の継続的活動が当該事業体の経済的パフォーマンスに重要な影響を及ぼすことが見込まれる
2

場合は、報告事業体は、それら継続的活動に関するパワーの判定に焦点を置く必要があります 。つまり、事業体の経済的
パフォーマンスに重要な影響を及ぼすと考えられる継続的活動が存在する場合は、事業体の設計の一環として事業体の組
成時に行った決定のみに基づいて主たる受益者を決定するのは適切ではないということです。また後述するとおり、設計へ
の関与の評価が決定要因になるのは、基本的に、一つの報告事業体（または関連当事者グループ）が、証券化事業体の活
動を指図する継続的な所定のパワーよりも明らかに大きい経済的持分を有する場合に限られます。
ASCトピック810-10-25-38Fは、事業体の設計への企業の関与は、「（VIE）の経済的パフォーマンスに最も重要な影響を及ぼ
す活動を指図するパワー（中略）を有する変動持分保有者に当該企業がなるような取決めを構築する機会および誘因が当
該企業にあったことの裏付けとなり得る」としています。しかしながら、設計への関与自体が、その企業がパワーを有する当
事者であることを証明するわけではないともしています。複数の当事者が事業体の設計に関与するケースも多く、その場合
は、設計の一環として行った決定を分析しても決定要因にはならないため、主たる受益者の識別には繋がりません。

2

また、特定の財務ストラクチャーにおいては、単独の報告事業体が事業体を清算する一方的な権限を有する場合もあります。そうした権限
が、事業体の経済的パフォーマンスに最も重要な影響を及ぼす活動を指図するパワーが当該報告事業体にあることの裏付けになる場合も
あります。
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ASCトピック810-10-25-38Gは、「損失を吸収する義務および便益を受け取る権利を含め、変動持分事業体に対する企業の
経済的持分の方が、当該事業体の経済的パフォーマンスに最も重要な影響を及ぼす、変動持分事業体の活動を指図する所
定のパワーよりも明らかに大きいといった状況に注意すべきである」ともしています。
したがって、証券化事業体の継続的活動が当該事業体の経済的パフォーマンスに重要な影響を及ぼさないと見込まれ、且
つ、他の持分保有者が集団で保有する当該事業体の持分の公正価値が重要でない金額であるかまたは当該持分が吸収す
る当該事業体の変動性が重要でない水準になるほど、一つの企業（または関連当事者グループ）が重要な経済的持分を保
有している状況では、基本的には、そうした重要な経済的持分を保有している企業（または当該関連当事者グループに属す
る企業）が当該事業体の組成時に決定を行った、つまり、実質的には当該企業の利益のために決定がなされたという結論が
妥当になると考えられます。よって、そうした状況では、当該事業体に関係するすべての事実および状況を踏まえたうえで、
当該企業（または当該関連当事者グループに属する企業）が当該事業体の支配的財務持分を有しているという結論が妥当
になる場合があります。また、継続的活動が自己の経済的パフォーマンスに重要な影響を及ぼさないと見込まれる証券化事
業体の設計を分析する場合は、企業は良く見極めて、当該事業体の設計時になされた決定は特定企業（または関連当事者
グループ）が行った、すなわち当該企業の利益のためになされたと考えられるほど当該企業（または当該関連当事者グルー
プ）の経済的持分が重要であるかを判定すべきです。
主たる受益者の分析が事業体の設計のみに基づいて行われる場合は、事業体の変動性のうち重要でない金額以外のすべ
てを一つの企業（または関連当事者グループ）が吸収するかどうかの判定は、当該事業体の期待損失および期待残余利益
の試算に一部左右される点に注意してください。期待損失および期待残余利益に着目すると、事業体に対する所有割合が
小さい当事者が、事業体の変動性の重要な金額にさらされている場合があります（例えば、優先持分が大きい場合の残余持
分の保有者）。同様に、事業体に対する所有割合が大きい当事者が、事業体の変動性の重要な金額にさらされていない場
合もあります（例えば、資本に相当の劣後持分と残余持分が含まれている事業体の優先持分を当事者が保有している場
合）。
クロス・コラテライゼーション（cross-collaterization）に供されていない複数の原資産グループが存在する再証券化では、基本
的に各グループが「サイロ」（分断された塊り）と考えられるため、グループごとに判定を行います。

IFRS
IFRS第10号の下では、ストラクチャード・エンティティが概ね予め定められた方法で運営されているという事実だけでは、その
事業体には関連する活動が存在しないという結論にはなりません。実際には、予め定められた方法で運営されている、実質
的にすべてのストラクチャード・エンティティに関連する活動が存在します。
概ね予め定められた方法で運営されるストラクチャード・エンティティは、投資者が継続的な出資をほとんどまたは全くするこ
となく予測可能な水準のリターンが見込まれる資産へ投資するために組成されるというのが最も一般的です。しかしながら、
当該リターンが実現しなかった場合は、予め定められた変数以外について決定を行う必要性が生じる場合があります。例え
ば、債務不履行が発生した場合の不動産ローン・ポートフォリオに係る債権回収手段に関する決定がそうした決定に該当し
ます。そうした決定は、証券化事業体のリターンに重要な影響を及ぼすため、当該事業体の関連する活動になります。したが
って、証券化事業体に対して誰がパワーを有しているかと言う判定は、そうした決定を行える権限に焦点を当てて行うべきで
す。
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IFRS第10号BC80項は、事業体の主要目的が受益持分の保有者へ信用リスクを割り当てることである、債権の証券化に係る
3

例を示しています 。当該事業体のリターンに重要な影響を及ぼす、指図される関連する活動のみが債務不履行時に債権を
管理するようにそうした事業体は設計されます。債権が債務不履行になった場合に行使される、当該債権に係るプットオプシ
ョンを売り建てる投資者が、当該リターンに重要な影響を及ぼす活動を指図する現在の能力を有する場合もあります。事業
体をこのように設計することで、そうした意思決定が必要な場合は投資者に決定権があるような状態が確保されます。こうし
たシナリオでは、プット契約の内容が取引全体および投資先の組成の欠かせない要素になります。
投資先の設計に投資者が関与したからといって、必ずしもその投資者に投資先の関連する活動を指図する決定権があるこ
とにはなりません。多くの場合、投資先の設計には複数の当事者が関与し、投資先の最終的な構造は、それらすべての当時
者が合意した内容で構成されます。したがって、投資先の組成への投資者の関与単独では、その投資者が事業体に対して
パワーを有するという判断を証明するには十分ではありません。
しかしながら、ストラクチャード・エンティティの組成後に、関連する活動に関して何ら決定がなされないという極めて稀な状況
では、当該事業体の当初の設計が、ストラクチャード・エンティティのリターンに重要な影響を及ぼす関連する活動になり得ま
す。したがって、当該ストラクチャード・エンティティに対して特定の投資者がパワーを有するか否かの判定においては、組成
時の事業体の設計の一環としてなされた決定および活動を慎重に評価する必要があります。
こうした評価を行う際に投資者は、投資先に対する自己の持分と投資先の設計への自己の関与の重要性を検討する必要が
あります（設計プロセスにおける自己の決定権が及ぶ範囲の評価を含む）。投資者の（1）持分と（2）投資先の設計への関与
が重要であればあるほど、自己の利益のために決定をする能力と誘因がその投資者にありますので、投資先に対してパワ
ーを有しているという裏付けが強くなります。

手順2：事業体に対する変動持分
米国GAAPおよびIFRSに基づく連結判定の2つ目の手順はお互い非常に似通っています。この手順は、変動リターンに事業
体がさらされているかを検討するよう求めています。いずれの基準においても、変動リターンは、上振れする便益のみ（実績
報酬）、下振れリスクのみ（保証）、またはその両方（債券や株式への投資）で構成され得ます。
両者の連結モデルが異なる点は、変動持分の検討方法です。米国GAAPは単に、変動リターンが重要となり得るか否かを問
題としています。IFRSでは、変動持分が重要か否かを直接検討しません。そのかわりIFRS第10号は、意思決定者が有する
パワーが、その変動リターンに影響を及ぼし得るか否かと、その結果、意思決定者が取引の本人となるか若しくは他者の代
わりに行為を行う単なる代理人となるかを問題としています。ASCトピック810は今のところ、IFRS第10号のような本人―代理
人の指針を定めていません（第13章を参照）。そのかわりASCトピック810は、サービサーが受け取る報酬が事業体に対する
変動持分に相当しないかを判定する際に検討すべき規準を列挙しています。

3

ASCトピック810は受益持分を、以下の（i）～（iv）すべてを含む、信託またはその他の事業体が受け取る特定のキャッシュ・フローのすべて
または一部を受け取る権利と定義しています。（i）パス・スルーまたはペイスルーされる金利、元金、またはその他のキャッシュ・インフロー
に係る優先および劣後持分、（ii）保証人に支払われる保証料、（iii）コマーシャルペーパー債務、（iv）残余持分、ただし債券か株式かを問わ
ない。
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意思決定者またはサービサーに支払われる報酬（米国GAAP）
サービサーまたはその他の意思決定者が証券化事業体に対する変動持分を有することなく、当該事業体の経済的パフォー
マンスに最も重要な影響を及ぼす活動を指図するパワーを有する場合もあります。サービサーまたはその他の意思決定者
（関連当事者の持分を含む）が以下6つの条件すべてを満たす場合は、その取決めは変動持分とみなされず、サービサーは
連結しません。サービサーが本人として行為を行っているのではなく受託者（代理人）として行為を行っているかを判断するこ
とがこの判定の狙いです。大抵の場合そうですが、証券化事業体が発行した証券の一部をサービサーも所有する場合は、
サービサーは変動持分を有していると考えられます。6つの条件（従来の「B22項」の規準）とは以下のとおりです。
a. 報酬は役務の提供に対する対価であり、当該役務を提供するのに必要な労力に見合った水準である。
b. 報酬のほぼ全額の支払順位が、分配日現在、事業体の他の費用と同順位以上である。
c. 意思決定者またはサービサーが、個別にまたは集計
4

して、重要でない金額を超える事業体の期待損失 を
吸収する、または重要でない金額を超える事業体の
期待残余利益を受け取ることになる、証券化事業体に
対する他の持分を保有していない。
d. 役務の取決めが、独立した第三者間で交渉される類
似の役務に関する取決めで通常用いられる諸条件ま
たは金額のみで構成されている。
e. 予想される報酬の総額が、予想される事業体の経済
的パフォーマンスの総額に比して相対的に重要でな
い。
f. 予想される報酬は、予想される事業体の経済的パフォ
ーマンスに関連する変動性のうち、重要でない金額を
負担すると予想される。
意思決定者またはサービサーへ支払われる報酬が上記条件の一つでも満たさない場合は、当該報酬は変動持分となり、当
該意思決定者またはサービサーは、本章で先に示したASCトピック810の連結判定ツリーの次の手順に進みます。当該意思
決定者はまた、その変動持分が、証券化事業体全体に対する変動持分であるか或いは当該事業体の所定の特定資産に関
連するものかを判定しなければいけません。変動持分が、証券化事業体内の全資産の公正価値合計の半分超に相当する
所定の資産に関係する場合、または意思決定者が当該事業体全体に対する他の変動持分を保有する場合は、その変動持
分は証券化事業体に対する変動持分であるとみなされるため、当該意思決定者またはサービサーは、先に述べた判定ツリ
ーの次の手順に進むことになります。
一般的な目安として、報酬の取決めや証券化事業体に対するその他の変動持分を通じて吸収される変動性が、個別にまた
は集計して、当該事業体の期待損失または期待残余利益の10％を超える場合は、上述の条件（c）および（f）は充足されず、
当該意思決定者またはサービサーの報酬は変動持分とみなされると私たちは考えています。上の（e）における、予想される
証券化事業体の経済的パフォーマンスの総額と比較した場合の、意思決定者またはサービサーが受け取ると予想される報
酬の総額の評価にも、同じ目安を適用できます。ただし、10％という値を、「重要でない」ことを示す明確または安全な定義と
みなすべきではありません。

4

期待損失、期待残余利益、および期待変動性の定義において説明されている定量的アプローチを実施する必要はなく、同アプローチを、報
告事業体が当該条件を充足するかを判定する際の唯一の判断材料にすべきではありません。
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（c）、（e）および（f）の分析では、事業体の期待される（または予想される）結果を論点としています。したがって、これらの項
目に基づいて意思決定者またはサービサーの報酬を分析する場合、企業は、事業体の期待損失、期待残余利益、および予
想される経済的パフォーマンスの試算において、各種考えられる結果の可能性を識別し、秤にかけることになります。ただ
し、重要でないかどうかを判定するために細かい定量分析を常に実施するよう求められているわけではありません。

上の条件を検討した結果、意思決定者またはサービサーに支払われる報酬は変動持分であると判断した場合、当該意思決
定者またはサービサーの持分は、基本的に、事業体にとって潜在的に重要となり得る、事業体の損失を吸収する義務または
事業体から便益を受け取る権利に相当することになります。

潜在的に重要な変動持分（米国GAAP）
変動持分を有する当事者に、証券化事業体にとって潜在的に重要となり得る、証券化事業体の損失を吸収する義務、また
は便益を受け取る権利がない場合もあります。例えば、（上で説明した「B22」規準の一つが充足されないため）定額の報酬を
受け取るサービサーの権利が変動持分に相当しても、その変動持分は、事業体にとって潜在的に重要となり得る便益または
義務に必ずしも相当するわけではありません。これについて、FASBの会計基準コディフィケーションでは言及されていません
が、FAS第167号が公表された時に結論の根拠（Basis for Conclusions）では説明されており、「当該報酬は事業体の資産の
一定割合に留まるため、当該事業体にとって潜在的に重要となり得ることはないと、当該固定割合の大きさを根拠にサービ
サーが判断できる場合もある」とされています。他方、サービサーに支払われる報酬および黙示的な確率の概念に関する上
記の規準の下で重要でないとみなされる報酬が、後で詳細を説明しますが、潜在的に重要であるとみなされる場合もありま
す。

ASCトピック810の変動持分事業体のサブセクションは「経済的パフォーマンス」を定義していませんが、当該事業体の活動を
指図するパワーを判定する際は、その事業体の目的と設計について企業は評価しなければならないと明示しています。同評
価では、事業体の変動持分保有者が吸収するすべてのリスクとそれに伴う変動性の検証も行います。ただし、期待損失およ
び期待残余利益の定量的計算は求められていません。企業は、潜在的に重要となり得る変動持分を有しているか否かを判
定する際、確率を考慮に入れるべきではありません。したがって、事業体にとって重要となり得る損失または便益を、企業が
吸収または受け取る可能性がごく僅かでもあれば、上記条件に企業が該当することになります。

比較的小さいポジションのファースト・ロス・トランシェ（最初に損失を吸収するポジション）であれば、重要な金額の損失を負
担する可能性はないかもしれませんが、重要な金額の便益を受け取る可能性はあるかもしれません。反対に、大きなポジシ
ョンの優先クラスであれば、利回りに上限が設定されているため、重要な額の便益を受ける可能性はないかもしれません
が、小さなポジションの劣後クラスよりも多額の損失を負担する可能性があるかもしれません。
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2009年AICPA SECカンファレンスでの講演中における公認会計士アリー･ウィルゲンバーグ（Arie Wilgenburg）氏の発言
それでは、何をもって重要な財務持分というのでしょうか。そうですね、基準書第167号は、潜在的に重要となり得
る事業体の損失を吸収することを義務付けるか、または潜在的に重要となり得る便益を事業体から受け取る権
利を報告事業体に与えるような持分をいうと説明しています。この説明によると、何をもって潜在的に重要となり
得るかという重要な判断は、私たちに委ねられていることになります。
ここ数週間、スタッフはこの概念について検討を重ねてきました。この判定を行うための「明確」な規準は存在し
ませんが、この点についてある程度の目安を提示できれば有用になると考えました。
まず、あらゆる種類の情報に基づいて行う重要性の判定についてここ最近議論してきたことですが、重要性の判
定は、量的要素と質的要素の両方に基づいて行うべきであると私たちは考えています。すべてを網羅しているわ
けではありませんが、報告事業体が支配的財務持分を有しているか否かを判定する際に考慮に入れるべき質
的要素としては、次のものが挙げられます。
1. 事業体の目的と設計。事業体が、どのようなリスクを創出し、変動持分保有者に移転するよう設計されたか。
2. 2つ目の要素は、皆様の財務持分の条件と特徴でしょう。財務持分が潜在的に重要となり得るかどうかの判定
においては、特定の事象が発生する可能性は基本的に考慮に入れませんが、財務持分の条件と特徴（その
持分の弁済順位を含む）は考慮すべき要素でしょう。
3. 3つ目の要素は、企業が財務持分を保有する営業上の目的でしょう。例えば、企業があるストラクチャーに最
初に関与した日から相当程度経過した後に、トレーディング部門の従業員が短期的取引のみを目的として当
該ストラクチャーに対する財務持分を購入する場合もあります。この場合、当該ストラクチャーの管理に関する
意思決定は、短期的な投資の意思決定とは無関係です。この例は、スポンサーが金融資産をストラクチャー
に譲渡し、さまざまなトランシェに分けて売却するが、当該事業体に対する残余持分は留保するという例とは
異なると考えられます。
先に述べた通り、今挙げた質的要素は、すべてを網羅しているわけでもなければ絶対的な判断要素というわけ
でもありません。特定の事実と状況に関する分析には、やはり合理的な判断が必要となります。

自社は証券化の本人かまたは代理人か（IFRS）
IFRSでは、意思決定権を有する事業体は、自己が本人または代理人のいずれとして行為を行っているかを検討しなければ
いけません。同様に投資者は、意思決定権を有する他の事業体が投資者のために代理人として行為を行っているかどうか
を判定することが必要となります。投資者は、特定の問題（貸付金の債務不履行を管理するスペシャルサービサーなど）また
はすべての関連する活動（集金、証券保有者への分配、貸付金の債務不履行を管理する債権回収業者（mortgage
servicer））について、代理人に意思決定を委ねる場合もあります。
意思決定者が他者（本人）に代わり他者の利益のために行う活動に主に従事している場合、その意思決定者は代理人です。
代理人は、自己の意思決定権を行使して投資先を支配しません。ただし、意思決定者の決定により他の当事者が便益を受
け得るからといって、その意思決定者が代理人になるわけではありません。意思決定者は、自己が本当に代理人かどうかを
判定する際、自己の便益とリスクも考慮に入れなければいけません。
IFRS第10号は、単一の当事者が意思決定者を排除する実質的な解任権を有し、理由なしに意思決定者を解任できる場合
は、それだけで、その意思決定者は代理人であると結論を下すのに十分であると定めています。解任権が実質的であるとみ
なされるためには、解任権を行使できるタイミングも含め、その行使に対する障害や阻害要因が存在しないと判定されなけれ
ばいけません。単一の当事者に解任権が認められていない場合は、意思決定者は、自己、管理対象の投資先、投資先に関
与するその他の当事者との全般的な関係を検討することが求められます。本人 ― 代理人の判定をする際には、以下に挙
げる各要素を検討する必要があります。
証券化の会計処理
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状況によっては、一部の要素が他の要素よりも明確な裏付けになり、意思決定者が本人か代理人かを判定する際に、当該
要素をより重視すべき場合もあります。

投資先に対する意思決定者の権限の範囲： 意思決定者の権限の範囲は、次の（1）および（2）を考慮に入れて評価します。
（1）意思決定の取決めによって認められ、かつ法律で定められている活動、（2）それらの活動に関する意思決定を行う際に
意思決定者が有する裁量。この評価を行うには、（i）証券化事業体の目的と設計、（ii）証券化事業体がさらされるように設計
されているリスク（すなわち、証券化した資産プールの信用リスク）、（iii）関与している当事者に移転するよう設計されているリ
スク、（iv）投資先の設計への意思決定者の関与の度合い ― を考慮に入れることが意思決定者に求められます。IFRS第
10号は、意思決定者が投資先の設計（意思決定者が有する意思決定権限の範囲の決定を含む）に大きく関与している場
合、その関与は、意思決定者が関連する活動を指図する能力を得ることになる権利を獲得する機会およびインセンティブを
有していたことの裏付けになり得ると説明しています。それでは、証券化にとってこれはどのような意味合いを持つのでしょう
か。基本的に、どのような意思決定がなされるかが予め決められており、誰もパワーを有しないという事業体は存在し得ませ
ん。また、証券化事業体の設計に意思決定者が関与したという事実は、その意思決定者は証券化事業体の本人の立場で行
為を行っているという裏付けになり得ます。

他の当事者が保有する権利： 他の当事者が保有する実質的な権利が、証券化事業体の関連する活動を指図する意思決定
者の能力に影響を及ぼす場合があります。先に述べた通り、単一の当事者が理由なしに意思決定者を解任できる場合は、
それだけで、その意思決定者は代理人として活動していると結論付けるのに十分です。意思決定者を解任するために複数
の当事者が一緒に行動しなければならない場合（単純過半数に基づく解任権など）には、その権利は、単独では、意思決定
者が主に代理人として行為を行っていると判断するには十分ではありません。解任権を行使するために一緒に行動しなけれ
ばならない当事者の数が増えるほど、分析においてこの要素へのウェイト付けは低くなります。また、意思決定者の他の変
動持分（すなわち、報酬その他の持分）の規模と変動性が大きくなる場合も同様です。意思決定者の権利行使能力を制限す
る他の当事者が保有している実質的な権利（意思決定者が、自らの行動について、少数の他の当事者から承認を得ることが
求められる場合など）についても、解任権と同様の方法で考慮しなければいけません。IFRS第10号の結論の根拠ではまた、
「他のいくつかの権利（清算権の一部など）は、意思決定権に関して同じ効果を有する場合があり、それら他の権利が解任権
の定義に該当する場合は、その名称に関係なく解任権として扱うべきである」と説明しています。

報酬に関する取決めに従い意思決定者に認められている報酬： 証券化事業体の期待利益と比較した場合に意思決定者の
報酬の額および変動性が大きいほど、その意思決定者が本人である可能性は高くなります。意思決定者が代理人であると
みなされるためには、その報酬が提供する役務に見合った額でなければならず、且つ、市場における条件および金額のみで
構成されていなければいけません（ただし、単一の当事者が解任権を有しているため、その他の規準が関係ない場合は、当
然ながらこの限りではありません）。しかしながら、この2つの要素のみでは、意思決定者を代理人であると結論付けるには十
分ではありません。この規定の目的は、意思決定者に対する報酬が、間違いなく、代理人としての役務に対する対価のみで
あるかどうかを検討することです。

意思決定者が保有する投資先に対する他の関与により生じるリターンの変動性に対する意思決定者のエクスポージャー：
証券化事業体に対する他の持分（スーパー優先トランシェやエクイティトランシェなど）を有している意思決定者は、自己が代
理人であるかどうかを判定する際に、リターンの変動性に対するエクスポージャーを考慮する必要があります。証券化事業
体に対する他の持分を保有するということは、意思決定者が本人として活動している可能性があるという裏付けになります。
他の持分により生じるリターンの変動性に対する自己のエクスポージャーを評価する際に、意思決定者は次の2点を考慮に
入れなければなりません。（1）意思決定者の経済的持分の規模および変動性が大きいほど、その意思決定者は本人である
可能性が高い、（2）変動性に対する自己のエクスポージャーが他の投資者のものと異なっているか、異なっている場合は、こ
れが自己の意思決定に影響を及ぼし得るかどうか。意思決定者が、証券化事業体に対する劣後持分を保有している場合
や、CPコンデュイットに対する流動性供与枠等の信用補完を提供している場合がこの状況に該当する可能性があります。意
思決定者は、主に証券化事業体の活動から得られる期待利益に基づいて、当該証券化事業体のリターンの変動性の合計と
の比較で、自己のエクスポージャーを評価する必要がありますが、同時に、意思決定者が保有する他の持分を通じて得られ
るリターンの変動性に対する意思決定者の最大エクスポージャーも無視できません。
証券化の会計処理
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誰が支配しているかの再検討
ASCトピック810における変動持分事業体に関する指針は、企業に対して、いずれの持分保有者が事業体の主たる受益者で
あるかという自己の結論を継続的に再検討することを求めています。連結の必要性に関する判定は、以下の事象または状
況を受けて変化する可能性があります。
• 事業体の設計に変更がある（ガバナンス構造や運営方法の変更、事業体の活動または目的の変更、事業体が創出し、変
動持分保有者に移転するよう設計された主要なリスクの変化など）
• 変動持分の追加発行もしくは償還、または変動持分の条件の修正
• 事業体の変動持分のカウンターパーティーに変更がある（報告事業体がVIEの変動持分を取得または処分し、その持分の
取得/処分の結果、報告事業体の当該事業体への他の関与と併せて、報告事業体が、当該事業体の経済的パフォーマン
スに最も重要な影響を及ぼす活動を指図するパワーをが取得/喪失することになった）
• 予想される事業体の経済的パフォーマンスの重要な変化（事業体に関して当初予想されていた損失よりも遥かに多い損失
が生じた結果など）、またはその他の事象（事業体による新たな活動の開始を含む）の結果、事業体の経済的パフォーマン
スに最も重要な影響を及ぼす活動を指図するパワーを有する報告事業体の変更を生じさせる
• 2人以上の変動持分保有者が関連当事者となる、またはもはや関連当事者とみなされなくなり、当該関連当事者グループ
が、事業体にとって潜在的に重要となり得る損失（便益）を吸収する義務（権利）と事業体の活動を指図するパワーの両方
を持っている（持っていた）が、いずれの当事者も個別にはいずれの特性も持っていない（持っていなかった）
• 事業体の経済的パフォーマンスに最も重要な影響を及ぼす活動を指図するパワーを、ある報告事業体から他の報告事業
体に移転させる偶発事象が発生した
• トラブルド・デット・リストラクチャリング
継続的な見直しが求められているため、証券化取引の参加者は、主たる受益者の変更が報告期間中のいつ生じたかを判定
しなければいけない場合があります。取引参加者が、証券化事業体の主たる受益者ではなくなったと判定する場合は、その
状況が変わった日をもって連結除外し、損益を認識する必要があります。
同様に、IFRS第10号も、支配の3要素（すなわち、パワー、変動持分保有者、変動リターンの金額に影響を及ぼすためにその
パワーを利用できる能力）のうち一つでも変化が生じたことを示す事実および状況がある場合は、投資者に対して、投資先を
支配しているか否かを再評価することを求めています。IFRS第10号B85項は、「投資者による当初の支配または本人か代理
人かの立場についての判定は、単に市場の状況が変化した（市場環境による投資先のリターンの変動など）という理由だけ
では変更されない。ただし、市場の状況の変化によって、支配の3要素のいずれかが変化する場合、または本人と代理人と
の全体的な関係が変化する場合を除く。」と説明しています。
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3

自社の証券化は米国GAAPの下で
売却と認められるか

どのような場合に証券化が売却処理されるか
証券化は売却または金融取引のいずれかであると形容する人も多くいますが、米国財務会計基準審議会（FASB）は、それ
がASCトピック860「譲渡およびサービス業務」で示されている指針の意図した結果であると述べています。具体的に言うと、
5

ASCトピック860は、金融資産全体、金融資産全体のグループ、または金融資産全体に対する参加持分の譲渡 については、
当該譲渡資産に対する支配の放棄として評価する必要があると定めています。
この評価において、答えるべき質問とは、譲渡人（その連結関係会社を含む）が、譲渡した金融資産に対する支配を放棄した
か否かという点です。したがって、譲渡人は、金融資産の譲渡が売却の会計処理要件を充足しているかを評価する前に、ま
ず、証券化特別目的事業体（SPE）の連結に関する分析を完了させることが重要となります。
譲渡した金融資産に対する支配が放棄されたかという判定を下す際には、当該譲渡資産に対する譲渡人またはその連結関
係会社の継続的関与や、譲渡と同時もしくは譲渡を予期して締結された取引当事者間のその他の取決めといった要素も、こ
の分析に当たり考慮しなければいけません。
売却処理に関する規準
金融資産の譲渡（金融資産、または金融資産に対する参加持分の証券化など）を売却処理するためには、譲渡人は譲渡資
産に係る支配を放棄しなければいけません。
次の3つの条件がすべて満たされた場合のみ証券化において支配が放棄されたとみなされます：（1）資産が法的に隔離され
ている、（2）譲受人が当該資産を担保に差し入れるまたは交換する権利がある、（3）譲渡人が譲渡資産に係る実質的支配を
維持していない。

5

会計においては、「譲渡」という用語には極めて明確な意味が与えられています。譲渡は、現金以外の金融資産のみに関係し、ある保有者
から他の保有者への移転を伴います。例えば、債権の売却、借入れのための債権の担保差入、証券化ビークルへの債権の拠出も譲渡に
該当します。譲渡の定義は、債権の引受け、回収、またはトラブルド・デット・リストラクチャリングなどにおける債権のリストラクチャリングと
いった、金融商品の発行体または組成者との取引は除外しています。
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1. 法的隔離：譲渡資産は隔離されていなければなりません。
つまり、譲渡人またはその連結関係会社が破産または管財人
の管理下に入った場合でも、譲渡人またはその連結関係会社
およびそれらの債権者の力が及ばない状態になければいけ
ません（単一の取引ごとまたは一連の取引を束にして捉えた
場合のいずれも）。
ここでは（1）譲渡人または関係会社が置かれる可能性がある
破産またはその他管財人の管理下の種類に関する判断、（2）
譲渡が法的に真正売買としてみなされる可能性が高いかどう
か、（3）譲渡人が譲受人の関係会社であるかどうか ― とい
った事実と状況の判定を行います。

「継続企業」に関する判定とは対照的に、証券化時点の譲渡人の信用状態を前提に支払不能に陥る可能性がどれだけ低い

と考えられるかにかかわらず、また事業体の信用格付けにかかわらず、譲渡人は破産の可能性に対処しなければいけませ
ん。いずれにしろ、証券化の比較的短期間の間には破産状態に陥るようなことは考えられないと単に断言するだけでは十分
ではありません。
法的隔離の概念について考える場合は、2段階で行われる一般的な証券化ストラクチャーの例を考えてください。
• 第1段階：売り手/会社がSPEに資産を譲渡し、当該SPEは完全子会社であるものの、譲渡人またはその債権者が当該資
産の再取得を請求できる可能性がほぼないように設計する。この最初の譲渡は、SPEに対して過度な信用保護または利
回り確保が与えられていないこと等を理由に、法的に真正売買であると判断されるように設計する。
• 第2段階：当該SPEが信託や他の法的ビークルに資産を譲渡する。ただし、投資者が求める高い信用格付けが得られるよ
うに、この2回目の譲渡では（劣後受益持分の留保またはその他の手段により）信用保護および利回り確保を十分に行う。
2回目の譲渡は、法的に真正売買と判断される場合もあればされない場合もあり、理論的には、SPEの破産管財人の力が及
ぶ範囲にあります。しかしながら、最初のSPEの基本定款により、SPEが他の事業に従事することまたは負債を引き受けるこ
とが禁止されるため、SPEの破産リスクに関する懸念は排除されます。また、親会社が関与する破産手続において親会社の
資産にSPEの資産が実質的に連結されるリスクを回避するため、当該会社は親会社とは独立した会社である状態を維持しな
ければならない旨を、各SPEの基本定款で義務付ける必要があります。こうしたストラクチャーが、法律の専門家の分析にと
って多くの場合極めて重要となる点に注意する必要があります。
SPEを財務諸表上連結すべきかどうかの会計上の結論を出すには、譲渡人が破産した場合でも譲渡人の債権者からその資
産が隔離されているかどうかに関する法律専門家が示す根拠を考慮に入れても良いでしょう。ただし、そうした根拠のみに基
づいて判断すべきではありません。したがって、第１段階においてSPEが会計上連結されたとしても、投資者がその資産が
「真正売買」によって売却されたことを示す証明書を弁護士から取得することも十分あり得ます。つまり、法的隔離は、譲渡人
とそのすべての連結関係会社の視点から見て判定しなければいけません。ただし、倒産隔離されるよう設計されている事業
体（すなわち、他の事業上の目的を有さないSPE）は、連結関係会社から除外されます6。また、法的隔離に関する法律上の
分析は事業体を明確に評価するかもしれませんが、、それでも連結に関する会計上の分析は実施する必要があります。

6

ASCトピック860-10-40-5(a）は、「複数の手順からなる譲渡において、倒産隔離された事業体は、隔離に関する分析上は連結関係会社とみ
なされない」としています。
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譲渡人が、適切な弁護士意見書を要求すれば取得できると結論付ける合理的根拠を有している場合は、弁護士意見書は必
要ないかもしれません。例えば譲渡人は、次のいずれかの条件を満たす場合は、弁護士に相談することなく結論を出すこと
ができます：（1）譲渡が、譲渡人の継続的関与を伴わない金融資産の通常の譲渡である、（2）譲渡人が、同一の適用法規制
に基づく類似の事実と状況にあった他の譲渡を行った経験がある。
米国およびその他の法域におけるその他可能性のある破産、公的管理、またはその他の管財手続が適用される事業体につ
いては（連邦預金保険公社（Federal Deposit Insurance Corporation）による管財が適用される銀行など）、譲渡対象の金融資
産が隔離されているかどうかの判断は、当該法域における破産裁判所もしくは破産管財人、財産管理者、財産保全管理人
の権限と照らして行う必要があります。

2. 資産を担保差入れまたは交換する譲受人の能力：譲受人が、譲渡資産を担保に差し入れるまたは交換することが制約
されている証券化ビークルである場合は、第三者である受益持分の各保有者が、当該受益持分を担保に差し入れるまたは
交換する権利を有していなければいけません。担保に差し入れるまたは交換する権利を当該保有者が利用することを制約
する条件があっても、それが譲渡人に僅少を超える便益 (more than a trivial benefit) を提供するものであってはいけませ
ん。
当該受益持分を担保に差し入れるまたは売却することでキャッシュインフロー（金融資産の主たる経済的便益）を現金化する
という保有者の権利に対する制限または制約を慎重に評価し、そうした制限により売却処理が行えなくなるかどうかを判定し
なければいけません。特に、そうした制限が譲渡人に対する僅少を超える便益を提供するものである（そうであると推定され
る）場合は、注意が必要です。ASCトピック860で説明しているようにFASBは、反証がない限り、譲渡人が課す譲受人を制限
する条件は、譲渡人に対して僅少を超える便益をもたらすものと推定されると考えています。
この分析における重要な要素は、譲渡人が譲渡資産に対して継続的関与を有しているかどうかという点です。FAS第140号
が策定された際、その結論の根拠では、「譲渡人がそれ以降便益を取得できない譲渡資産は、もはや譲渡人の資産ではな
く、その財政状態計算書から取り除かれるべきである」と説明されており、譲渡人が譲渡資産に対する継続的関与を有してい
ない場合はこれに該当します。継続的関与の例としては、以下が挙げられます。
• サービス業務提供の責任
• 標準的な表明および保証以外の遡及義務
• 経営陣の責任
• 譲渡資産を含むビークルの全部または一部のエクイティ所有
• 将来キャッシュフローへのその他の参加

譲受人に対する制約が最終的に譲渡人に僅少を超える便益をもたらすような継続的関与であるかどうかの判定は、判断を
必要とします。譲渡人が課した制約ではない場合でも、譲渡人がその制約を認識しているかを評価しなければいけません。

SPEの証券の保有者は、1933年証券法（Securities Act of 1933）の規定が免除されている場合にのみ譲渡が認められるとい
う規定があるため、持分を譲渡する権利が制限される場合があります。二次購入者は十分な知識・経験のある投資者
（sophisticated investor）でなければならないという証券法規則144Aが課す主要な制限によって、売却処理が行えなくなるこ
とはありませんが、これは多数の適格購入者が存在することが想定されるためです。また、当該証券に活発な市場が存在し
なくても、売却処理が行えなくなることもありません。
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3. 実質的支配の放棄：譲渡人、その連結関係会社、またはその代理人は、以下を通じて、譲渡資産または当該譲渡資産に
関連する第三者の受益持分に係る支配を実質的に維持してはいけません。
• 譲渡資産をその満期前に買い戻すことを譲渡人に要求する契約（つまり、先渡契約や買戻条件付契約のように、譲渡人に
買い戻す権利および義務を与える契約）
• クリーンアップ・コール以外の方法で特定の資産をSPEから一方的に返還させる能力のうち、譲渡人に対して僅少を超える
便益をもたらす能力
• 譲受人が譲渡人に対して譲渡資産を買い戻すよう要求することを認める契約で、譲受人が実際に譲渡人に対して譲渡資
産を買い戻すよう要求する可能性が高いような（譲受人にとって）有利な価格が設定されている契約

ASCトピック860は、譲受人が、契約時点でディープ・イン・ザ・マネーであったプットオプションを通じて、（譲受人に）有利にな
り得る条件で特定の資産を買い戻すよう譲渡人に要求できる契約上の仕組みがある場合は、売却処理は行えないとしてい
ます。この場合、譲受人が譲渡人に買い戻しを要求する可能性が高くなるような有利な条件で譲受人のオプションの価格設
定を譲渡人が行っているため、譲渡人が実質的支配を維持していることになります。当該プットオプションが公正価値で価格
設定される場合、または契約時点で、行使されない可能性が高いと考えられるほどアウト・オブ・ザ・マネーで価格設定される
場合は、当該オプションは売却処理を排除しません。

売却処理に係る規準を満たしていない場合
証券化が売却の条件を満たさない場合、現金受取額（証券化資産に係る受益持分を除く）は負債（担保付借入金）に計上し
ます。資産については、測定額を変更せずに引き続き貸借対照表に計上します。つまり、いかなる損益も認識しません。損益
を認識しないため、当該資産は担保権が設定されていない他の資産とは区別して分類する必要があります。
譲渡人またはその連結関係会社が法的に所有している譲渡資産に関連した証券（すなわち、資金を得るために第三者に発
行されたわけではない証券）は、譲渡人の連結貸借対照表上表示されません。当該証券は、経済的には、貸借対照表上証
券化関連資産と証券化関連負債の差額として表れます。
証券化に係る現行の会計処理では、証券化が金融取引として処理される場合でも、多くの主観的な判断および見積りが求
められ、また、期限前償還、信用損失、および金利の変動といった通常の要因により利益の変動が生じかねません。結局の
ところ、依然として会社は残余部分を実質的に所有することになります。金融取引として会計処理される証券化は、売却処理
の条件を満たす証券化と経済的にはほとんど変わりありません。したがって、関連する資金調達額（証券化債務として計上さ
れる）を超過する証券化資産の金額（貸借対照表に残る）は、経済的には残余部分とほぼ変わりありません。

「rent-a-shelf」（証券発行登録書の貸付）取引において
譲渡人とみなされるケース
商業銀行や投資銀行が、証券発行登録書を証券取引委
員会に提出していない経験の少ない証券化実行者に対
して、当該登録書を「貸す」ケースが良くあります。このロ
ーンのオリジネーターは、まず、資産の設定者（通常、商
業銀行や投資銀行が設立し完全所有している、倒産隔
離された特別目的会社など）に当該ローンを売却しま
す。資産の設定者は直ちに、投資者に販売する証券を発
行する特別目的信託に対して、当該ローンを譲渡しま
す。ローンのオリジネーターは多くの場合、一つ以上のト
ランシェ（通常、劣後クラス）を再取得します。
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この状況では、商業銀行や投資銀行の子会社である設定者は発行体となる信託にローンを譲渡しますが、これは、ローンの
オリジネーターの利益のためにそうしている意味合いが強く、本人として通常のリスクを負担している訳ではありません。何ら
かの理由で外部の投資者と証券化取引が行われなかった場合、設定者は、ローンのオリジネーターからローンの取得は行
いません。したがって、当該証券化について売却規準の適用を検討する上では、ローンのオリジネーターが譲渡人とみなさ
れます。
ASCトピック860は、取引を評価する際に、代理人の役割を重視しています。定義によると、代理人とは、他者の利益のため
にその他者に代わって行為を行う当事者をいいます。したがって、先のシナリオでいうと、設定者が代理人として行動してい
ることになります。一般に、債務者の代理人として行為を行う第三者の仲介人を伴う取引においては、仲介人の行為を債務
者の行為とみなした上で、債務者と債権者間での負債性金融商品の取引または条件変更の有無についての判定を行いま
す。他方、商業銀行や投資銀行は通常、一人以上のローンのオリジネーターからローン全体を購入し（場合によってはサー
ビス業務は留保される）、当該販売会社の登録書を利用して販売会社が選択する時期と方法により、証券化するためにそれ
らローンを買い増します。この状況では、証券化に売却規準の適用を検討する上では、商業銀行または投資銀行が譲渡人
とみなされます。
ある事業体が取引において本人として行為を行っているかまたは代理人であるかを判定する際に、証券化実行者は、ASCト
ピック470-50-40 の「負債の条件変更」およびASCトピック605-45-45の「収益の認識」に係る本人―代理人の指針を参照し
比較検討してください。
プットを売り建てない場合はコールを買い建てられるか
プットオプションを規定する会計規則は、コールを規定するそれよりもシンプルです。投資者が譲渡人に債券を売り戻すことを
可能にするオプションは、通常売却処理を排除するものではないという点は、興味深いといえます（また直感に反すると感じ
る方もいるかもしれません）（尚、プットオプションは法律上真正売買であるかの判断が複雑となるため、必ず顧問弁護士など
にご確認ください）。この規則は、たとえ一時的でも、売り手が譲渡資産に対する支配を放棄し、譲受人が支配を取得したと
いう理論と合致しています。もっとも、契約時にディープ・イン・ザ・マネーで、譲受人がプットオプションを行使する可能性が高
いようなプットオプションは厄介です。このようなプットオプションは、先渡契約や買戻条件付契約と経済的には同等であると
みなされます。
貯蓄金融機関では「流動資産」として処理できたり、またはその他のクラスの特定の投資者が「短期金融証券」として処理で
きる、最終償還期日が保証されている短期のトランシェを生成するために、プットオプションは取引において多く利用されてい
ますが、多くの詳細な会計上の要件を考慮に入れなければいけません。同様に、ハイブリッド型調整可能金利住宅ローンで
は、当該ローンの金利が固定金利から調整可能金利に移行した時点で行使可能なプットオプションとともに証券化されてい
ます。プットオプション付きの証券化を売却処理する場合は、譲渡人は、当該プットの義務の公正価値に相当する負債を計
上することになります。
コールオプションの分析は相変わらず、おそらく最も概念的で、難解で、誤解を招きやすい領域になっています。ASCトピック
860は、いくつかの種類のコールを取り上げ、売却か金融取引かの判定に対してそれぞれ異なる影響を及ぼし得ると説明し
ています。
• 付帯コールオプション（Attached call）は、譲渡人が保有するコールオプションで、譲渡資産または受益持分の一部になり、
それらに付帯されて取引されます。
• 組込コールオプション（Embedded call）は、証券化の対象である金融資産の組成者が保有する発行体のコールオプション
で、当該金融資産に組み込まれ、当該金融資産とともに取引されます。例としては、社債に組み込まれている期限前償還
オプションや不動産ローンに組み込まれている期限前償還オプションが挙げられます。また、SPEが発行する受益持分にコ
ールが組み込まれている場合もあります。
• 独立型コールオプション（Freestanding call）は、コールの対象である資産に組み込まれず付帯もされていないコールのこと
です。例えば、資産の譲受人が独立型コールを売り建て、譲渡人が保有する場合がありますが、その場合もコールオプシ
ョンは資産と共に移動しません。独立型コールオプション（クリーンアップ・コール以外）は、証券化取引ではあまり用いられ
ません。
• 条件付コールオプション（Conditional call）は、保有者が一方的に行使する権利を有していないコールオプションです。権利
の行使は、譲渡人、その関係会社、およびその代理人のコントロールが及ばない何らかの事象の発生（単なる時間の経過
ではない）が条件とされます。
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• クリーンアップ・コール（Cleanup call）は、譲渡資産または
受益持分の残高が減少し、当該資産または受益持分に対
するサービス業務のコスト負担が、サービス業務から得ら
れる便益に照らして重くなった場合に、サービサーまたは
その関係会社（これが譲渡人の場合もある）が譲渡対象
の残りの金融資産を買い上げることができるオプションで
す。クリーンアップ・コールと聞くと「10％」という水準を連想
する読者もいますが、ASCトピック860の用語集におけるク
リーンアップ・コールの定義には、10％という水準はどこに
も記載されていません。いずれにしろ、この分析は、サー
ビス業務の開始時に実施すべきであり、サービス業務の
負担が重くなる時期に焦点を置く必要があります。
• 実質的コールオプション（In-substance call option）は、譲受人に対象資産を売却させる権利が譲渡人にあり、且つ、次の
いずれかの条件が満たされる場合に存在するとみなされます：（1）当該資産を取得する権利（先買権など）が譲渡人にあ
る、（2）当該資産の公正価値を超える金額を払っても譲渡人にとって不利益ではないため、当該資産を取得する実際上の
権利が実質的に譲渡人に提供される何らかの経済上の利益が譲渡人にある。そうした利益としては、残余持分の所有や
譲受人とのトータル・リターン・スワップが挙げられます。
• 取戻条項（ROAP）：ROAPは、一定の制限を条件に、譲渡人が資産を取り戻すことを認める条項です。リボルビング取引で
は、ROAPの行使は多くの場合、譲渡人が受け取る持分（売り手の持分）が減少する以外は対価の支払いを伴いません。
ROAPは、限定はされませんが、クレジットカードを使ったリボルビング取引で多く用いられています。

すべてをコールと呼ぶか？
先にも説明しましたが、特定の譲渡資産または受益持分を再取得する権利または義務のうち、譲受人を制約し且つ譲渡人
に僅少を超える便益をもたらすものについては、売却処理が行えなくなります。例えば、受益持分の保有者が、当該保有者
が支払った初期費用に所定のリターンを加算した価格で譲渡人の要求を受けて譲渡人に自己の持分を売り戻すことに同意
する取引を考えてみましょう。反証がない限り、譲渡人が課す譲受人を制約する条件は、譲渡人に対して僅少を超える便益
をもたらすと推定されます。この例では、譲渡人が、その時点の公正価値を下回るかもしれない価格で譲受人から資産を取
り戻す能力を有しています。したがって、そのような取決めは、譲渡人に僅少を超える便益をもたらすとみなされます。コール
オプションの行使価格が、行使日の公正市場価格と同額で設定されている場合は、譲渡人が僅少を超える便益を留保して
いるとみなされる可能性は低くなりますが、行使価格が固定されているコールオプションの場合は、譲渡人が公正価値よりも
低い価格で資産を再取得することを可能にし得ます。また、資産の取得が容易でない場合は譲受人が制約を受ける可能性
があるなど、他の事実および状況もこの分析に影響を及ぼし得ます。
さらに、譲渡人が、譲渡したポートフォリオから選択したローンを買い戻すことができる固定価格のコールオプションを有して
いる場合は、当該ポートフォリオの譲渡の全体について売却処理が認められません（当該オプションに一定の上限が課せら
れているとしても、当該ポートフォリオに含まれるローンすべてが当該上限を下回ると仮定される場合）。この結論は、譲渡人
が自己の選択により特定の資産を一方的に取り戻すことができるため支配が移転していない、という事実を根拠としていま
す。
条件付コールオプションとなり得る条件の程度は？
ASCトピック860は、譲渡人が一方的に行使できるコールオプションと、譲渡人による行使が譲渡人のコントロールが及ばない
事象を条件としているコールオプションとを区別しています。条件とされるその事象が譲渡人のコントロールが及ばない場
合、譲渡人が実質的支配を留保しているとはみなされません。条件付コールオプションの例としては、不良債権の買戻権が
挙げられます。また、証券の少なくとも75％の保有者が持分を売る場合にのみ行使可能なプットオプションの影響を受ける、
残余受益持分を購入する権利も、条件付コールオプションに該当します。条件を満たし、譲渡人に僅少を超える便益がある
場合は、譲渡人の意思にかかわらず、オプションの満期まで、オプション対象の資産は貸借対照表上に再び計上されること
になります。
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オプション対象の資産を貸借対照表に再び計上する場合は、譲渡人は、当該資産をあたかも新たに購入したかのように処理
します。
後になってASCトピック860に盛り込まれましたが、FASB適用指針Q&A 140：米国財務会計基準書140号「金融資産の譲渡お

よ びサービ ス業務、負債の消滅に関する 会計」 の適用指針（ FASB Implementation Guide Q&A 140 – A Guide to
Implementation of Statement 140 on Accounting for Transfers and Servicing of Financial Assets and Extinguishments of
Liabilities）は、譲渡人のコントロールは及ばないが発生する可能性が高い事象を行使の条件とするコールオプションによる
売却処理への影響については、何ら指針を示していませんでした。したがってASCトピック860では、そうしたケースの具体例
がいまだに示されていません。
ここに仮説に基づく例を挙げます：譲渡人が第三者に対して受益持分を売却しましたが、当該受益持分の存続中のいずれか
の時点にロンドン銀行間取引金利（LIBOR）が上昇した場合は、当該受益持分を買い戻せるという権利を留保しています。
LIBORの将来の水準に対して譲渡人のコントロールは及びませんが、受益持分の存続中のどこかで（おそらくかなり近い将
来に）当該コールの行使が可能になる可能性は非常に高いと考えられます。このため、大半の会計士は、偶発性が実質的で
はないとして売却処理に異を唱えると考えられます。反対に、行使価格として設定されるLIBORの水準によっては、その行使
価格に達するかどうかについて確実性が低いとして当該オプションは条件付コールオプションとみなされる可能性がありま
す。これとは別に、このようなタイプのオプションは、弁護士の見解にも影響を及ぼすかもしれません。
債務不履行が条件のコールオプションに係る会計処理

譲渡人（または関係会社）は
不良債権を買い戻せるか？

No

会計処理は必要なし

Yes
ローンが債務不履行になり
コールのトリガー事象が発生したか？

Yes
行使していない

No

放棄したまたは行使しないまま
満期となった

オプションの行使状況

行使した
ローンを資産として、オプションの
行使価格で負債を計上する

ローンを資産の認識を継続し、
オプション負債は支払った時点で
認識を中止する

ローン資産およびオプション負債の
認識を中止する

クリーンアップ・コールの行使
譲渡人がサービサーではない場合は、クリーンアップ・コールを保有することは認められません。この根底にあるのは、資産
の残高が減少し、当該資産に対するサービス業務のコスト負担が過度になるのはサービサーのみであるという考え方（クリ
ーンアップ・コールを定義する特性）です。他の当事者の場合は、コールオプションの行使には他の経済的誘因が動機付け
になります。受益持分に対するサービサーのクリーンアップ・コールが認められますが、これは、受益持分が当初の水準のご
く一部まで減少した場合、同様に便益に対するコスト負担の問題が生じ得るためです。ただし、この種のクリーンアップ・コー
ルに係る判断基準は、取引残高を維持することから得られる便益ではなく、サービサーにとっての負担、すなわちコストであ
る点に注意してください。取引に係るサービス業務においてサービサーが負担するコストは、資産に係るサービス業務に伴う
コストとは異なると推測されます。
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ROAPの保有を継続できるか？
ROAPは、一定の制限を条件に、譲渡人が資産を取り戻すことを認める条項です。リボルビング取引では、ROAPの行使は多
くの場合、売り手が受け取る持分が減少する以外は対価の支払いを伴いません。譲渡人が特定の資産を取り戻せないよう
にROAPが十分制限されていれば（ROAPが、譲渡人の持分金額を上限としている、1ヵ月あたり1件の取戻しを上限としてい
るなど）、原則、超過資産を無差別に取り戻すことを可能にするROAPは認められます。
ROAPを利用する事業上の理由にはさまざまなものがあります。ある銀行が、例えば過重労働会計士の友人・家族会
（AFFOA）といった特定の組織と提携関係にあるとします。当該銀行が当該会員の債務残高を証券化した場合、AFFOAとの
関係が解消された場合に、当該取引から同会員の残高を取り戻す必要性が生じるかもしれません。当該残高はその後、クレ
ジットカードのオリジネーターへ移転され、新たに提携関係を結んだ銀行へ移されます。

一部を売却/一部を金融取引として会計処理することができるか？
ASCトピック860は、実質的支配の規準は以下の譲渡に適用することを明示しています。
• 金融資産全体の譲渡
• 金融資産全体のグループの譲渡
• 参加持分の譲渡
したがって、証券化された債権プール全体に対する実質的支配が移転していなければ、当該取引全体を金融取引として計
上します。また譲渡人は、資産プール全体を譲渡する必要があります。譲渡人は、譲渡資産に対する受益持分を受け取るこ
とはできますが、その持分が連結対象外の譲受人が発行した持分である場合に限ります。
参加持分は？
銀行は、自己が引き受けたローンに対する参加持分を発行することがよくあります。当該取引に係る適切な会計処理の規定
は、金融資産の譲渡に関する指針を常に準用してきました。以下に定義した参加持分に限り、売却処理が認められます。

a. 比例的所有持分：譲渡日以後、参加持分が金融資産全体に対する比例的所有持分（proportionate (pro rata) ownership
interest）を表わしている。原金融資産全体の残高が残っている間、譲渡人と譲受人が保有する各部分が参加持分の他の特
性を満たす限り、譲渡人が保有する比例持分は変動しても良い。
例えば、金融資産全体に対する譲渡人の持分が、当該金融資産全体に対する他の持分をその後売却したため変動した場
合、譲渡人が当初保有していた持分および売却後に保有する持分は、参加持分の定義を満たしていなければならない。

b. キャッシュフローの比例按分：譲渡日以後、対象金融資産から受け取ったすべてのキャッシュフロー（元利両方）が、参加
持分の保有者の間で、所有割合に応じて比例的に按分されている。
履行した役務（債権の回収など）の対価は、参加持分から生じる比例キャッシュフローに劣後せず、且つ、市場相場とみなさ
れる金額よりも著しく高くない限り、この判定には含めない。当該報酬には、市場で要求されるだろう利益を含めるべきであ
る。また、参加持分の譲渡による代金として譲渡人が受け取ったキャッシュフローは、比例キャッシュフローの判定から除外
する。ただし、譲渡の結果、譲渡人が比例的ではないキャッシュフローを受け取ることを可能にする、金融資産に対する所有
持分を譲渡人が受け取る場合は、この限りではない。
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c. 同じ優先順位：参加持分保有者としての譲渡人も含め、各参
加持分保有者の権利が、同じ優先順位にあり、特定の持分保有
者の持分が、他の保有者の持分に劣後することがない。譲渡人、
原債務者、または他の参加持分保有者が破産またはその他管財
人の管理下に入ったとしても、この優先順位が変動してはならな
い。参加持分保有者は、通常の表明および保証、金融資産全体
に対するサービス業務および譲渡契約の事務手続に係る契約上
の義務、および参加持分保有者が受ける相殺利益を共有すると
いう契約上の義務―を除いて、譲渡人（またはその連結関係会
社もしくはその代理人）またはお互いに対してリコースを有さな
い。いかなる参加持分保有者にも、参加持分保有者としての契約
上の権利に基づいて、他の参加持分保有者よりも先に現金を受
け取る権利が認められていない。参加持分保有者のいずれかが
対象資産のサービサーである場合で、その事業体が当該役割
の対価として先に現金を受け取る場合は、この要件に抵触しない。

d. 原資産の処分：すべての参加持分保有者が、原金融資産を担保に供するまたは交換することに同意しない限り、いずれの当
事者にも、対象金融資産を担保に提供するまたは交換する権利が認められていない。
譲渡人が金融資産全体を分割して譲渡し、その分割部分が個別には参加持分の定義を満たさない場合は、すべての分割部
分が譲渡された時点で当該金融資産全体にのみ売却処理の規準を適用しなければならない。
第三者による保証が参加持分の評価にどのように影響するだろうか、と気がかりに思う方もいるでしょう。金融資産の部分譲渡
は、参加持分保有者が他の参加持分保有者に対してリコースを有しない（ASCトピック860で定義されている通常の表明または
保証、ならびにサービス業務、事務手続、および相殺利益の共有に係る義務を除く）などの条件を満たせば、参加持分に該当
します。ASCトピック860は、第三者の保証は「別の会計単位」とみなされるため、第三者保証によるキャッシュフローがあって
も、参加持分の判定基準を満たさないことにはならないと定めています。FASBの結論は、第三者の保証は、債務不履行時に保
証人が参加持分の所有を引き継ぐという別個の取決めであるという考え方に基づいています（すなわち、債務不履行が発生し
た場合は保証人が参加持分の所有を引き継くため、第三者の保証は存在しなくなり、他の参加持分保有者の権利および義務
は変わりません）。
従来から、売掛債権の証券化の多くが、会社が債権プールを倒産隔離された事業体に譲渡し、当該事業体が優先の不可分受
益持分プールをマルチセラー型コマーシャルペーパー・コンデュイットに対して発行するというストラクチャーに頼ってきました。
倒産隔離された事業体は、譲渡人の連結グループの一部になります。したがって、上で説明した規準を用いると、コンデュイット
に対して発行される不可分受益持分のプールが、参加持分の定義を満たすかどうかを判定する必要があります。持分が「優
先」であるため、不可分受益持分は参加持分の定義を満たしません。ASCトピック860は、資産全体、資産プール全体、または
参加持分の譲渡のみが売却処理規準を満たすことができると規定しているため、このストラクチャーを用いる売掛債権の売り
手は、当該取引の売却処理が認められません。もちろん、資産プール全体を売却して、同額の現金と何らかの債権をコンデュ
イットから受け取るという手段もあります。第5章に設例を示しているので参照してください。
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「金融資産全体」とは何か？
ASCトピック860では、売却処理の規定は、金融資産全体、金融資産プール全体、または参加持分のみであるということが重
視されており、すべての構成要素が参加持分の定義を満たさない限り、譲渡前に金融資産（または資産プール）を構成要素
に分けられないという、当該概念の本質が強調されています。それでは、何をもって金融資産「全体」というのでしょうか。その
会計単位は何でしょうか。

例えば．．．
• 単一の契約に基づく一人の借り手に対するローンで、証券化事業体に譲渡されるローンは、金融資産全体とみなされま
す。
• 同様に、証券化プロセスが完了した後の、証券化金融資産に対する受益持分も金融資産全体とみなされます。
• 譲渡人が、ローンを元に金利ストリップを組成し、当該金利ストリップを譲渡する取引では、当該金利ストリップは金融資産
全体の定義を満たしません。
• 反対に、連結対象ではない証券化事業体に金融資産全体を譲渡し、その譲渡が売却処理の条件を満たす場合は、当該譲
渡人は売却代金として金利ストリップを受け取ることができます。売却代金として受け取った金利ストリップは、将来の譲渡
を判定するうえでは金融資産全体であり、その将来の譲渡は売却処理の条件を満たし得ます。

単一の契約（信用枠、クレジットカードによる貸付、または建設ローンなど）に基づいて一人の借り手に対して複数の貸付がな
された場合で、特定の貸付がその特性を維持し、金額のより大きい貸付残高の一部にならず、且つそのまま譲渡された場
合、当該契約に基づく同貸付は個別の金融資産になります。ただし、当該貸付がその個別の特性を失い、より金額の大きい
貸付残高の一部になった場合は、その金額のより大きい残高に対する参加持分は売却処理が認められる可能性がありま
す。

総合すると、何が資産全体に該当するかを判定する際には、資産の法的形態と資産が保有者にもたらすものが主な検討事
項になります。
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4

IFRSの下での
証券化の処理

国際基準に基づく証券化の会計処理：IAS第39号およびそれ以降
第3章では、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則（米国GAAP）に基づく認識の中止に係る規準を説明しまし
た。では、当事者である会社が国際基準を採用している場合の譲渡はどうでしょうか。国際財務報告基準（IFRS）に基づく証券
7

化の会計処理の枠組みは、IAS第39号 「金融商品：認識および測定」で定められています。
IAS第39号はASCトピック860と同一の支配に基づくアプローチを採用しているか
答えは「No」です。ASCトピック 860の「譲渡およびサービス業務」は、譲渡人が金融資産に係る支配を放棄したか否かに焦点
を置いている一方、IAS第39号は、「リスクと経済価値」と「支配」に係るテストの組み合わせを採用しています。リスクと経済価
値に係るテストは、金融資産を譲渡した後も、当該資産および当該資産が生み出す便益または/およびその所有に係るリスク
に当該事業体がさらされているか否かを判定しようとする手続です。支配に係るテストは、どの事業体が資産を支配している
か（すなわち、どの事業体がその資産の便益の実現方法を指図できるか）を把握することを目的として設計されています。
両方のテストの使用は、2つの会計モデルを混同し適用に混乱が生じかねないとして批判の声が多くあがっています。そうした
批判を受けて、IAS第39号は、2つのテストの適用について明確な優先順位を示し、リスクと経済価値のテストを最初に行い、事
業体が、資産に係るリスクと経済価値のほとんんどすべてを移転も留保もしていない場合のみ、支配に係るテストを行うとして
います。
IAS第39号の認識の中止モデルにおける本質は、「硬直性」です。つまり、最初に資産を認識するよりも、その資産を事業体の
貸借対照表から外す方が難しいということです。単に、金融資産の法的所有権を他の当事者に移転させるだけでは認識の中
止はできません。その資産に内在する権利に関係する経済的エクスポージャー（すなわちリスクと経済価値）と、場合によって
は当該権利の支配を事業体が移転したか否かを判定するためには、取引の実質を評価しなければいけません。
7

IASBは2009年、最終的にはIAS第39号に置き換えられる予定のIFRS第9号「金融資産」において、新たな金融資産の基準を公表しました。当初公表された基準は、金融資産の分類および測定
の規準を定めるものでした。その後2010年、IFRS第9号は改訂され、金融負債の分類および測定に関する指針が追加されたほか、IAS第39号で定められていた認識と認識の中止に関する指針
も引き継がれました。IFRS第9号は2013年に再び改訂され、新しい一般ヘッジ会計の規定が盛り込まれました。IASBはまた、同基準にいずれは盛り込む予定である、金融資産の減損に係る指
針を現在策定しています。IFRS第9号の当初の内容については、発効日は2013年1月1日とされ、早期適用も認められていました。しかしながら、当該基準における他の側面の確定（分類および
測定に関する当初の指針の再検討を含む）が、IASBが当初予定していたスケジュールをオーバーしたため、IASBはIFRS第9号の適用を無期限に延期しました。IASBはこのほど、強制発効日は
2017年1月1日よりも早まることはないという暫定決定をしました。
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譲渡後の認識の中止に関するIAS第39号の枠組み
ある譲渡について認識の中止が認められるかは、その譲渡が1回の手続で投資者に直接なされたものなのか、或いは投資
者に資産を譲渡するもしくは受益持分を発行する特別目的事業体（SPE）を経由してなされたものなのかには、直接左右され
ません。証券化実行者は、 IFRS第 10号 （第2章参照）に従ってすべての子会社を連結してから、取引を全体として評価しま
す。その譲渡についてすべて認識の中止もしくは一部認識の中止が認められるか、または認識の中止がまったく認められな
いかは、譲渡人が留保するリスクと経済価値と比較して、投資者に移転されたリスクと経済価値の割合によって決まります。
• 金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを移転している場合、譲渡人は当該金融資産の認識を中止し、
譲渡において新たに創出または留保された権利および義務があれば、それらを資産または負債として別個に認識します。
• 金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを留保している（すなわち、譲渡後も譲渡人が正味キャッシュフ
ローにおいて見込まれる変動性の大半を負担する）場合、譲渡人は当該金融資産の認識を継続し、受取代金については
負債として認識します。
• 譲受人も譲渡人も所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを有していない場合（リスクと経済価値のほとんどすべて
ではないが、重要な金額が移転されている場合など）、譲渡人は次のいずれかの処理を行います。

– 譲渡人が金融資産に係る支配を留保していない場合は、上記の1番目の処理に従って譲渡資産の認識を中止する
– 譲渡人が金融資産に係る支配を留保している場合は、当該金融資産に対して譲渡人が継続的関与を有している範囲
で当該金融資産の認識を継続する
IAS第39号に基づく認識の中止判定ツリー

すべての子会社（SPEを含む）を連結する

以下の認識の中止の原則を適用するのが、譲渡資産
（または類似の譲渡資産のグループ）の一部なのか全部なのかを決定する

譲渡資産からのキャッシュフローに対する権利は消滅しているか？

Yes

譲渡資産の認識
を中止する

No

譲渡資産の
認識を続ける

Yes

譲渡資産の認識
を中止する

Yes

譲渡資産の
認識を続ける

No
事業体は譲渡資産からのキャッシュフローを受け取る権利を移転したか？
No
Yes

事業体は一定の条件に該当する譲渡資産からのキャッシュフローの
支払義務を引受けたか？
Yes
事業体は譲渡資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを移転したか？
No
事業体は譲渡資産の所有に係るリスクと
経済価値のほとんどすべてを保持しているか？
No
事業体は譲渡資産に対する支配を保持しているか？

No

譲渡資産の認識を
中止する

Yes
事業体の継続的関与の範囲で譲渡資産の認識を継続する

証券化の会計処理
Copyright © 2014 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

32

第4章

手順1：SPEを含むすべての子会社を連結したか
第2章のIFRSの下の連結要件の説明を参照してください。
手順2：資産全体を検討するのかまたは譲渡部分のみか
手順2では、認識の中止について正確には何を検討対象とするかを判定します。具体的には、認識の中止について評価する
のは金融資産全体なのか、それとも金融資産のグループ、金融資産の一部、または類似の金融資産グループの一部なのか
を判定します。
認識の中止について金融資産の一部（または類似の金融資産のグループの一部）を個別に検討するのは、それが次のいず
れかで構成される場合のみです：（1）明確に特定されるキャッシュフロー（金利ストリップや元本ストリップなど）、（2）キャッシ
ュフローの完全な比例（プロラタ）持分（金融資産による全キャッシュフローの90％に係る権利など）、（3）明確に特定されるキ
ャッシュフローの完全な比例（プロラタ）持分（金利ストリップによるキャッシュフローの90％など）。その他のケースについて
は、金融資産（または金融資産のグループ）全体を検討します。
例えば、事業体が金融資産プールの元本すべてと金利キャッシュフローの1％を除くすべてを証券化信託へ譲渡した場合
で、留保した金利ストリップが譲渡した金利キャッシュフローと同順位の場合は、譲渡した受取金利と全元本が、譲渡評価対
象の金融資産になります。他方、上記1％の金利ストリップが、投資者の元本に対して信用補完を提供することを目的に下位
順位に設定されている場合は、当該資産全体（ローンのプールなど）が、譲渡評価対象の金融資産になります。信用または
期間のトランチング（切り分け）を達成するために信託が外部の投資者にさまざまなクラスの受益持分を発行したか否かは、
この判定に影響しません。
IAS第39号は、何をもって資産が「類似する」かについて指針を示していません。基本的に、契約で規定されているキャッシュ
フローが、金額、時期、およびリスク特性の観点から類似する場合に、その2つの商品などは類似するといいます。期限前償
還、金利、および通貨などの条件の類似性に焦点を置いて検討する必要があります。当然ながら、類似する商品間には何ら
かの違いが常に存在します。そうでなければ、それら商品は同一になります。銀行が譲渡する不動産ローン・ポートフォリオ
は大抵の場合、類似の金融資産を含むとみなされます。同様に、銀行が譲渡する社債ポートフォリオも、類似する金融資産
を含むと大抵の場合はみなされます。ただし、2つのポートフォリオが全く相等しくなることはあり得ません。不動産ローン・ポ
ートフォリオの譲渡と社債ポートフォリオの譲渡が同時になされたとしても、それらは個別に評価する必要があります。
手順3：資産からのキャッシュフローに係る権利は消滅しているか
金融資産からのキャッシュフローに係る権利が消滅している場合は、その金融資産の認識を中止します。例えば、金融資産
が満期を迎え、それ以降に当該資産から発生するキャッシュフローがない場合や、購入したオプションを行使しないまま行使
期限を迎えた場合に、キャッシュフローに係る権利は消滅します。事業体が、金融資産の契約上の満期よりも短い特定の期
間にわたって金融資産からのキャッシュフローの一部またはすべてを受け取る権利を有する場合もあります。その場合は、
当該特定の期間が終了した時点で、キャッシュフローに係る当該事業体の権利は消滅します。
手順4：資産からのキャッシュフローを受け取る権利を移転したか
譲渡が、金融資産のキャッシュフローに係る契約上の権利の移転を伴う場合もあれば、キャッシュフローに係る契約上の権
利は留保するが、当該キャッシュフローを他の受取人へ移転する契約上の義務を引き受ける（すなわちパス・スルー契約）と
いった形態をとる場合もあります。パス・スルー契約では、以下のすべての条件が満たされる場合に限り、当該取引は金融
資産の譲渡として処理されます。
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• 原資産からの対応金額を回収しない限り、最終受取人への支払義務がない。
• 譲渡契約により、原資産の売却または担保差入（最終受取人にキャッシュフローを支払う義務に関する担保としての差入
は除く）が禁止されている（すなわち、譲渡資産に係る将来の経済的便益に対する支配が及ばない）。
• 最終受取人に代わって回収したキャッシュフローを重要な遅滞なしに 引渡しまたは送金する義務を有しており、また、キャ
ッシュフローを受け取ってから最終受取人へ送金するまでの短期の決済期間における現金または現金同等物以外への再
投資が禁止されており、且つ、当該投資について稼得した利息が最終受取人に引き渡されなければならない。
金融資産のキャッシュフローに係る契約上の権利を完全に移転する場合は、認識の中止に関する判定は基本的にもう少し
単純になります。パス・スルー契約の場合は、判定が複雑になるケースが多いです。各シナリオを検討する際に生じる問題を
いくつか下にまとめました。
契約上の権利の完全な移転

資産に係る法的所有権を移転しない場合の取扱い
IASBは2006年、認識の中止に関係する諸問題を検討し、資産の法的所有権が移転しない譲渡が、IAS第39号18項（a）の下
で契約上の権利の完全な移転とみなされ得るかについても検証しました。つまり、金融資産の法的所有権が移転しないすべ
ての取引がパス・スルー・テストの対象となるかという問題です。IASBは、金融資産の法的所有権を移転せずに、キャッシュ
フローを受け取る契約上のすべての権利を事業体が移転するという取引は、IAS第39号18項（b）に従ってパス・スルーとして
処理されず、契約上の権利の完全な移転とみなされるとの見解を示しました。事業体が、金融資産の明確に特定されるキャ
ッシュフロー（負債性金融商品の利息または元本の譲渡など）に係る法律上の権利のすべてを移転するというケースが例と
して挙げられます。反対に、比例的ではない譲渡など、金融資産のキャッシュフローに係る契約上のすべての権利を事業体
が移転していない場合は、パス・スルー・テストの実施が求められます。この問題に関するIASBの見解によると、資産の法的
所有権が譲受人に移転されなかったとしても、資産に対する完全な比例持分のキャッシュフロー（全キャッシュフローの50％
など）に係る法的権利がすべて移転されれば、譲渡人は完全移転テストを当該譲渡に適用し、18項（b）のパス・スルー・テス
トを回避できるということになります。
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条件付譲渡の取扱い
IASBはまた、条件付譲渡をパス・スルー取引として処理すべきか否かについても過去に検討しています。譲渡に付される条
件としては、譲渡されるキャッシュフローの譲渡日時点の実在性と価値を保証する規定や、資産の将来のパフォーマンスに
関する条件が挙げられます。IASBは、キャッシュフローを受け取る契約上の権利を事業体が移転したか否かといいう判定
に、そうした条件は影響しないとの見解を示しました。ただし、資産の将来のパフォーマンスに関する条件がある場合は、リス
クと経済価値の移転に関する判定（後で詳述する）ならびに譲渡資産への譲渡人による継続的関与の範囲に関する判定に
影響する可能性があります。

サービス業務に係る権利を留保できるか
IAS第39号18項（a）は、事業体が、金融資産からのキャッシュフローを受け取る契約上の権利を移転したか否かを重視してい
ます。キャッシュフローの回収および分配を管理する代理人としての役割を譲渡人が留保していても、キャッシュフローに係
る契約上の権利が移転されたか否かの判定には影響ありません。金融資産を譲渡する事業体がサービス業務に係る権利
を留保していても、それ自体では、IAS第39号18項（a）における要件を譲渡が満たさないことになりません。ただし、サービス
業務を提供する事業体が、金融資産の所有者の代理人としてもっぱら行為を行っているか否か（すなわち、譲渡人がすべて
のリスクと経済価値を移転したか否か）を判定する際は、慎重な判断をしなければいけません。サービス業務の存在は、資
産のキャッシュフローに係る契約上の権利を事業体が移転することを妨げません。
譲渡人が、譲渡した資産に対する利息の一部分に対する権利を、譲渡資産のサービス業務の報酬として留保する場合があ
ります。利息支払のうち、サービス業務契約の終了または移転の際に事業体が放棄するであろう部分は、サービス資産また
はサービス負債に配分します。利息支払のうち、事業体が放棄していない部分は、金利のみのストリップ債権になります。例
えば、サービス業務契約が終了または移転しても事業体が利息を放棄することにならない場合は、金利スプレッドの全体が
金利のみのストリップ債権になります。サービス資産と金利のみのストリップ債権の公正価値を用いて、債権の帳簿価額を、
資産のうち認識を中止する部分と認識を継続する部分とに配分します。サービス業務報酬が特定されていない場合、または
受け取るべき報酬がサービス業務の遂行を適切に補償するものではないと見込まれる場合は、サービス義務に対する負債
を公正価値で認識します。
パス・スルー契約

譲渡人による債務不履行の可能性は影響するか
譲渡人が、他の債権者への債務不履行によってパス・スルー契約に基づく債務を履行できなくなる可能性は、パス・スルー規
準の充足に対して障害にならないと考えられています。これは、譲渡人が継続企業として存続すると想定されているからで
す。ほとんどの場合譲受人は、譲渡人の広範な信用リスクを譲受人が引き受けないように、倒産隔離されたSPEに譲渡資産
が必ずとどまるようにし、リスクを抑えています。

信用補完を提供する場合
譲渡人が資産に係るファースト・ロスを所定の金額まで被るという信用補完を譲渡人が譲渡契約で提供する場合もあります。
その場合、債務者が債務を履行しなかった場合は、譲渡人がファースト・ロスを全額負担し、ファースト・ロスが全額負担され
てから初めて最終受取人が損失を負担することになります。信用補完は、超過担保の形態をとることもあれば、連結SPEの
劣後持分を購入するといった形をとることもあります（後者の場合、事業体は連結レベルでパス・スルー・テストを行います）。
譲渡資産について譲渡人が受け取る現金の全額が最終受取人に支払われれば、信用補完の提供それ自体はパス・スル
ー・テストに引っかかりませんが、譲渡人が資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを留保することになるとし
て認識の中止が認められない可能性があります（リスクと経済価値の留保に関する検討については後で詳述しています）。
パス・スルー・テストは、リスクと経済価値に対する事業体のエクスポージャーを検討する前に行わなければいけません。
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最終受取人に対する必要支払額よりも多くの現金が譲渡資産について実現した（すなわち、最終受取人の初期投額が全額
支払われた）場合、事業体は残りの現金を移転せずに留保します。いかなる場合でも、事業体は最終受取人に代わり回収し
た現金を引き渡します。

「重要な遅滞なく」の解釈
「重要な遅滞なく」とは、即時にという意味でもなければ、長期
間を示唆しているわけでもありません。原資産に係るキャッシ
ュフローの回収から、そのキャッシュフローが最終受取人へ移
転される時点までの期間が、譲渡に係る契約上の取決めと照
らして重要であるか否かを評価するためには、契約上の取決
めを総合的に検討する必要があります。
取決めによっては、原資産に係る現金の回収が一定期間内
に散発的に行われる場合もあります。例えば、クレジットカード
債権のグループから生じるキャッシュフローに係る権利を事業
体が留保している場合、当該クレジットカードに関する支払い
は、その月の所定の日に行われると考えられます。譲渡契約
の取決めでは、当該キャッシュフローの最終受取人に対する
支払いを1週間毎に行わなければならないと規定される場合も
あれば、1ヵ月毎、四半期毎、場合によっては1年毎と規定され
る場合もあります。キャッシュフローを発生とほぼ同時に引き
渡す場合、当該キャッシュフローの引渡しに伴う管理上の負
担は重くなります。最終受取人への支払いを半年毎とすると、
上に示した条件が満たされないため重要な遅滞に該当すると
みなされる可能性が高く（一年毎の支払いは確実に）、認識の
中止の処理は不適切になると考えられます。すべてのキャッ
シュフローが重要な遅滞なく最終受取人に引き渡されなけれ
ばならないという条件に抵触することなく、事業体は譲渡資産
からのキャッシュフローを3ヵ月間まで投資できることが合理的
であると考えられます。

譲渡資産からのキャッシュフローの引渡しに重要な遅滞が生じると、最終受取人がさらされる信用リスクの特性が、当初の譲
渡資産と比較すると変化してしまいます。譲渡資産の保有者は、当初の譲渡資産のみでなく、当該当初の資産からのキャッ
シュフローの再投資に伴う信用リスクにもさらされることになります。

リボルビング取引にこの原則を当てはめた場合
リボルビング取引では、資産について受け取った現金は、新しい債権資産の購入に再投資されます。つまり、投資者へ即時
に払い戻される代わりに、現金は新しい資産に還流されます。満期時点で、再投資した資産を用いて受益持分保有者に対す
る支払いが行われます。こうしたリボルビング取引は、当初の現金が最終受取人へ引き渡されるまでに重要な遅滞を伴うの
に加え、再投資が大抵の場合は現金または現金同等物以外になされるため、パス・スルー・テストの要件を充足しません。
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手順5：譲渡資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを移転したか
譲渡資産のリスクと経済価値をどの程度移転・留保したかの判定は、譲渡に係る会計上の帰結の判定には欠かせません。
留保したリスクと経済価値が大きいほど、認識を継続する可能性が高くなります。移転したリスクと経済価値の程度と、会計
上の帰結に対するその影響は以下のように表わすことができます。

会計処理

リスクと経済価値のほとんどすべてを移転した
と経済価値の程度

投資者に移転されるリスク

状況

移転・留保したリスクと経済価値はいず
れもほとんどすべてより少ない

譲渡資産の認識を中止する

支配は移転した：譲受人が一方
的に資産全体を売却できる

新しい資産・負債がある場合は
認識する

支配を留保している

継続的関与の範囲に留保持分を加算した
金額までに資産・負債を認識する

リスクと経済価値のほとんどすべてを留保している

資産をすべて認識する。受取額は
負債に計上する。

事業体が金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを移転した場合は、当該資産の認識を中止する必要が
あります。当該事業体は、その譲渡において創出または留保された権利および義務があれば、それらを個別に認識しなけれ
ばならない場合もあります。
IAS第39号は、所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべての移転に該当する例を3つ示しています：（1）金融資産の無条
件の売却、（2）買戻時の公正価値での買戻権を付した金融資産の売却、（3）ディープ・アウト・オブ・ザ・マネー（すなわち、非
常なファー・アウト・オブ・ザ・マネーであり、満期前にイン・ザ・マネーになる可能性がきわめて低い）のプットまたはコールの
オプションを付した金融資産の売却。1つ目の例は、資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてが移転されたこと
が明らかです。2つ目の例では、事業体は買い戻すことができるという条件付きで資産を売却しましたが、買戻時の資産の公
正市場価格以外で買い戻すことはできません。したがって事業体は、市場に参加し資産を買い戻す能力を有していますが、
資産を完全に売却した場合と同じ経済的状況にあります（すなわち、資産の価格リスクをすべて移転したことになります）。3
つ目の例は、オプションが行使される可能性が極めて低いためオプションには価値がほとんどなく、経済的状況は無条件の
売却と実質的に同一です。
IAS第39号は、何をもって所有に係るリスクと経済価値の「ほとんどすべて」が移転されたかと言うかについて、明確な線引き
を示していません、したがって、リスクと経済価値テストを実施する場合は、相当程度の判断が求められます。IAS第39号は、
一部の規定を適用する際に充足する必要がある他の各種目安を示しています。例えば、金融負債に係る変更前の条件と変
更後の条件を比較する場合で、変更後の条件によるキャッシュフローの割引現在価値が、当初の金融負債の残りのキャッシ
ュフローの割引現在価値と少なくとも10％異なる場合、当該条件は「大幅に異なる」とみなされます。IAS第39号は金融資産
の認識の中止に対してこの90％テストを適用していませんが、計算の結果、譲渡後も予想将来キャッシュフローの現在価値
の変動性に対するエクスポージャーを事業体が10％以上留保していることを示している場合は、所有に係るリスクと経済価
値のほとんどすべてが移転されたという結論は軽率であると考えられます。
IAS第39号は、所有に係るリスクと経済価値がほとんどすべて移転されたか否かは、大抵の場合は明確に分かるとしていま
す。明確に分からない場合、事業体は、譲渡資産の正味キャッシュフローの金額および時期の変動性を比較して、譲渡前と
譲渡後の自己のエクスポージャーを評価しなければいけません。当該金融資産から生じる将来の正味キャッシュフローの現
在価値に対するエクスポージャーが譲渡後も著しく変わらない場合は、当該事業体は所有に係るリスクと経済価値をほとん
どすべて移転していないことになります。
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リスクと経済価値の分析に含める一般的なリスクとしては、金利リスク、信用リスク（すなわち債務不履行リスク）、期限前償還
リスク、支払延滞リスク、通貨リスクが挙げられます。証券化全体で見ると、キャッシュインフローの時期とキャッシュアウトフロ
ーの時期との間にずれがあることによる流動性リスクが存在します。資産からのキャッシュフローと、当該資産を取得するた
めに発行した証券に係るキャッシュフローの契約上の時期が異なることに起因する、証券化事業体における流動性リスクは、
譲渡資産の一部を構成しないことに注意する必要があります。この点は、資産に内在する支払延滞リスクおよび信用（債務不
履行）リスクとは対照的です。しかしながら、資産からの支払いが遅れると、譲受人は当該証券に基づく義務を履行できなくな
るかもしれません。流動性リスクは、資産を証券化事業体内に置く場合のみ発生するリスクであるため、譲渡資産の一部を構
成しません。したがって、支払延滞リスクに関係する流動性リスクは、譲渡人が認識の中止を判定する際の譲渡人のリスクと
経済価値評価には含めません。しかしながら、流動性リスクの影響は、ある事業体が証券化事業体を連結すべきかを判定す
る際に行う証券化事業体のリスクと経済価値分析には含めます。デリバティブが、金融資産の譲渡に係る契約上の取決めに
含められる場合も多く、当該資産のリスクと経済価値が移転されたか否かの分析に影響を及ぼす場合があります。デリバティ
ブの存在および契約上の条件が明確ではない場合もあるため、譲渡契約のすべての条件を慎重に検討することが求められ
ます。
計算による比較としては、現在適切な市場金利に基づく割引率を用いた、期待値アプローチ（すなわち、発生可能性が高い結
果に対して加重をかけ、また期待キャッシュフローに内在するすべてのリスクを考慮に入れ、合理的に起こり得るあらゆる結
果を検討）があります。リスクと経済価値の評価を行う際に用いる手法については、IAS第39号は特に例を示していません。ど
のような手法を用いるかにかかわらず、性質が似ているすべての譲渡に対して一貫してその手法を適用する必要があります
（すなわち、リスクと経済価値の移転の範囲について都合の良い数値を示す手法のみを「えり好み」することはできません）。
一般的な方法としては、変動性がどの程度移転され、譲渡人が留保しているかを判定する際の基礎として標準偏差を用いる
というアプローチがあります。このアプローチを使用するために、譲渡人は、譲渡資産からのキャッシュフローの金額と時期に
影響を与えうるさまざまな将来シナリオを検討し、譲渡前および譲渡後のキャッシュフロー金額の現在価値を算出する必要が
あります。負債性金融商品を譲渡する場合は、特に以下の要素をシナリオに組み入れます。
• 借り手のデフォルト率の変動と、債務不履行時における担保による債権回収率の変動に伴う、キャッシュフロー金額の変動
• 期限前償還率の変動に伴う、キャッシュフローを受け取る時期の変動
譲渡資産に係る予想キャッシュフローは、譲渡人と譲受人に対して、譲渡後の権利と義務に応じて配分します。例えば、譲渡
人が譲渡資産の一部を保証する場合や、譲受人が発行する劣後ローン、劣後金利ストリップ、または超過スプレッド証券へ投
資する場合は、資産に対するエクスポージャーの一部が譲渡人に戻ることになります。
確率で加重した現在価値を算出するためには、譲渡人は、さまざまなシナリオの発生確率を試算し、上で説明した各種現在
価値にそれら確率を乗じる必要があります。そうして求めた現在価値を用いて標準偏差を計算しますが、それが、譲渡前およ
び後に譲渡人が譲渡資産に対してさらされるエクスポージャー、つまり変動性です。これを基礎に、譲渡資産の所有に係るリ
スクと経済価値のほとんどすべてを譲渡人が留保または移転しているか否かを判断します。
IAS第39号：AG52の説明に含まれている事例（現金による代金の受け取りと、金利ストリップ、劣後元本ストリップ、超過スプレ
ッドへの投資を条件とする、期限前償還条項付ローンの譲受人への譲渡）と同じような例を以下に示します。なおIAS第39号
の説明は、所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを譲渡人は留保もしていなければ移転もしていないと結論付けて
います。
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例：
事業体Aは、残存期間2年、クーポン利率および実効金利10％の、類似の期限前償還条項付固定金利ローンで構成されるポ
ートフォリオを保有しています。元本および償却原価は10,000ドルです。X0年1月1日、事業体Aは、現金対価9,115ドルで、事
業体Aの連結財務諸表上連結されていない事業体Bに対して当該ローン・ポートフォリオを譲渡します。事業体Bは、このロー
ン・ポートフォリオを取得するために、譲渡資産のパフォーマンスに連動する優先債を第三者に対して発行します。当該優先
債の保有者は、元本回収額9,000ドルと当該元本に9.5％を乗じて得た金利に係る権利を取得します。事業体Aは、元本回収
額1,000ドルと当該元本に10％を乗じて得た金利に加え、残りの元本9,000ドルに0.5％を乗じて得た超過スプレッドに係る権利
を留保することに同意しています。期限前償還による回収額は、譲渡人と譲受人の間で、1対9の割合で比例的に配分されま
すが、債務不履行に陥った部分は、事業体Aが留保する1,000ドルの持分から控除しきれなくなるまで控除します。したがっ
て、事業体Aは、優先債の保有者より先に譲渡資産に係る債務不履行による損失を被るため、事業体Aが留保する持分は優
先債に劣後します。譲渡資産に係る利息は、譲渡日の応答日に年に1回支払われます。
事業体Aが留保している譲渡資産のリスクと経済価値の範囲を判定するために、事業体Aは、譲渡資産から発生するキャッ
シュフローの金額と時期を変えてさまざまなシナリオを検討し、各シナリオに対して将来の発生確率を割り当てます。説明上、
下表には4つのシナリオしか載せていませんが、実務では大量の数のシナリオが必要になると考えられます。なお、正味現在
価値を算出するのに用いる無リスク金利は8.5％としています。

8

確率で加重した現在価値（無リスク割引率を8.5％に設定した場合）

シナリオ

譲渡した

ローン
合計

確率

留保した劣後部分と

優先部分

金利ストリップ

1

20%

$ 2,000

$ 1,800

$ 200

2

30%

3,041

2,725

316

3

30%

3,079

2,747

332

4

20%

1,980

1,817

163

$ 10,100

$ 9,089

$ 1,011

合計

確率で加重した二乗偏差

シナリオ

譲渡した

ローン
合計

確率

9

留保した劣後部分と

優先部分

金利ストリップ

$ 24

1

20%

$ 2,000

$ 1,584

2

30%

403

10

538

1,374

2,746

3

30%

8,003

4

20%

8,000

3

7,683

$ 18,406

$ 2,971

$ 10,991

$ 136

$ 55

$ 104

分散
標準偏差
（分散の平方根）

各シナリオの正味現在価値に各シナリオの確率を乗じることで、確率で加重した現在価値を算出しています。そして、上で示
しているように、確率で加重したその現在価値を用いて譲渡前と譲渡後の分散を求めています。

8

9

例えばシナリオ2では、現在から1年後にローンからは合計11,000ドルが支払われます。そのうち、9,855ドルは優先持分へ支払われ、1,145ド
ルは劣後持分が留保します。これらの金額を年率8.5％で割り引いた現在価値は、それぞれ10,138ドル、9,083ドル、1,055ドルになります。シナ
リオ2に割り当てられた確率30％で各値を加重すると、それぞれ3,041ドル、2,725ドル、316ドルが得られます。
例えば、シナリオ1のローン合計と全体平均の偏差は、10,000ドルと10,100ドルの差異である100ドルです。当該偏差を2乗すると10,000ドルが
得られ、それをシナリオ1の確率である20％で加重すると2,000ドルが得られます。
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事業体Aは、譲渡後も留保している変動性をポートフォリオ全体の変動性で除して、譲渡資産の所有に係るリスクと経済価値
のほとんどすべてを留保しているかを算出します（104ドル／136ドル＝76％）。したがって事業体Aは、所有に係るリスクと経
済価値のほとんどすべてを移転も留保もしていないという結論に達します。事業体Aは次に、譲渡資産に対する支配を有して
いるかを分析し（詳細は以下で説明しています）、事業体Aが資産の全額について認識を中止できるか、または譲渡資産に対
する継続的関与を引き続き認識するかを判定します。
譲渡後に事業体Aが留保する変動性の合計（104ドル）に優先債保有者の変動性（55ドル）を加算して得た額は、ポートフォリ
オ全体の変動性（136ドル）よりも大きいのは注目すべき点です。これは、ポートフォリオ内のローンの分散により、ローン・ポ
ートフォリオ全体のリスクの方が低くなったために生じた現象です。こうした分散効果は、ポートフォリオが小分けされると薄ま
ります。より複雑な計算手法を用いれば、譲渡前のポートフォリオに存在する分散効果を含む、譲渡後のローンに対する事
業体Bの変動性を算出することもできますが、そうした計算は本文書の範疇ではないため、ここでは説明しません。
譲渡の結果、金融資産全体について認識を中止したが、譲渡人が新たな金融資産を取得した、または新たな金融負債もしく
はサービス負債を引き受けた場合は、譲渡人はそれらの新たな資産、負債、またはサービス負債を公正価値で認識し、ま
た、損益があれば当期利益に反映させます。認識を中止した資産がより大きな金融資産の一部であった場合は、当該金融
資産の帳簿価額を、売却した部分と留保している部分とに譲渡日現在の各公正価値を基に配分します。
手順6：所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを留保しているか
前節では、「ほとんどすべての」リスクと経済価値の評価の実施方法について説明しました。金融資産の所有に係るリスクと
経済価値のほとんどすべてを留保している場合は、当該金融資産の認識を継続することになります。
IAS第39号は、所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてが留保されているとみなされる例を示しています。
a. 買戻価格が固定価格または販売価格に貸し手のリターンを加算した価格である同一の金融資産の買戻条件付売却取引
b. 証券貸付
c. 市場リスクのエクスポージャーを売り手に戻すようなトータル・リターン・スワップを付した金融資産の売却
d. ディープ・イン・ザ・マネー（すなわち、非常なイン・ザ・マネーであり、満期前にアウト・オブ・ザ・マネーになる可能性がきわ
めて低い）のプットまたはコールのオプションを付した金融資産の売却
e. 短期債権の売却で、発生する可能性の高い信用損失について譲受人に補填することを保証しているもの
金融資産の譲渡において広く利用されているデリバティ
ブとしては、プットオプション、コールオプション、先渡契
約もしくは買戻契約、先物販売契約、スワップ取引があり
ます。プットオプションは、売却された金融資産の一部ま
たはすべてを買い戻すよう（例えば延滞債権を買い戻す
よう）譲渡人に要求できる権利を譲受人に与えるもので
す。コールオプションは、譲受人に売却した金融資産の
一部またはすべてを買い戻す権利を譲渡人に与えるも
のです。先渡契約または買戻契約は、予定されている満
期より前に、売却された金融資産の一部またはすべて
を、譲受人には売却することを、譲渡人には購入すること
を義務付けるものです。先物販売契約は、将来に追加の
金融資産を、譲渡人には売却することを、譲受人には購
入することを義務付けるものです。
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スワップ取引は、譲渡した原資産（または特別目的事業体が発行した証券）の1つ以上のキャッシュフローを実質交換するも
のです。例えば金利スワップにより、変動金利型の資産を固定金利型の資産に変換することができます。
デリバティブは、自動的に機能するものもあれば、当事者のいずれかが行使をする必要があるものもあります。また、デリバ
ティブは、自由に行使できるものもあれば、何らかの将来事象の発生が条件とされている場合もあります。そのような将来事
象は、発生が確実なもの（時間の経過など）もあれば、他の事象の発生（ローンの延滞など）が条件である場合もあります。
条件付事象に関して、発生の確実性はさまざまであり、その可能性については、「可能性が高い」「可能性がある」「可能性が
ほとんどない」に分けられます。デリバティブの行使価格は、契約締結時の金融資産の市場価格より上、下、または同額に固
定されている場合もあれば、行使日の市場価格と同額とする場合や、市場環境やその他の将来事象の関数の解とするなど
変動する場合もあります。デリバティブを組み合わせて、違う種類のデリバティブが作られることもあります。これらの各要素
は、リスクと経済価値を譲渡人がどの程度留保しているかに影響します。
価格が固定されている買戻契約は、要するに、将来に譲渡人が資産を必ず再取得するという貸付契約になります。そうした
固定価格は大抵の場合、取引期間にわたる借入コストを反映するように設定されます。固定価格で資産を再取得することが
譲渡人に義務付けられているため、当該譲渡人は、当該資産の市場リスクにさらされていることになります。同じことが、証
券貸付取引にも当てはまります。
金融資産の売却を、当該資産の市場リスクを譲渡人に戻すトータル・リターン・スワップと組み合わせた場合も、突き詰めると
貸付契約になります。通常のトータル・リターン・スワップの下では、譲渡人は、一定期間にわたり譲受人に対して借入金利と
同額を支払い、譲受人は、資産のパフォーマンスに応じた金額の決済を譲渡人に対して行います。例えば、トータル・リター
ン・スワップ付きの株式の譲渡では、当該株式の価格が上昇すれば、譲渡した株式の価格上昇による利益を譲渡人は譲受
人から受け取り、そして譲受人へ借入金利と同額を支払います。反対に株価が下落した場合に、譲渡人は、借入金利と同額
の支払いに加え、当該株式の価格下落幅と同額の支払いを行います。譲渡人は、譲渡後も株価の市場リスクにさらされるた
め、資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを留保していることになります。
ある事業体が資産を売却するが、所定の価格で買い戻せる権利を留保しており、その価格が、当該権利が行使される可能
性が極めて高くなるような低い水準に設定されている場合（ディープ・イン・ザ・マネーのオプションなど）、当該事業体は、所
有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを留保していることになります。同様に、事業体が資産を売却し、当該資産を所
定の価格で売り戻す権利を譲受人に付与した場合で、その価格が、当該権利が行使される可能性が極めて高くなるような譲
受人に有利な水準に設定されている場合は、当該事業体は、所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを留保している
ことになります。ただし、そうしたオプションがディープ・イン・ザ・マネーではない場合はこの分析は当てはまらず、認識の中止
に係るテストを続ける必要があります。
譲渡人が、所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを留保している場合は、当該金融資産の認識の中止は行わず、
譲渡資産全体の認識を続けます。譲渡人はまた、受け取った対価を金融負債として計上します。それ以後も譲渡人は、譲渡
資産からの収益や金融負債について発生した費用があれば、それらを継続的に認識します。資産と負債の相殺は行わず、
譲渡資産から生じる収益と、関連負債に基づいて発生する費用の相殺も行いません。譲渡資産を償却原価で測定している
場合は、関連負債について、損益を通じて公正価値で金融負債を認識するというIAS第39号で定められているオプションは認
められません。
認識の中止が認められない譲渡に関しては、デリバティブと譲渡した資産または譲渡により生じた負債のいずれかをともに
認識すると同一の権利または義務を2度認識する結果となるときは、その譲渡に関する譲渡人の契約上の権利又は義務を
デリバティブとして別個に会計処理することはしません。例えば、譲渡人がコールオプションを留保しているために、譲渡した
金融資産の認識を中止できない場合がありますが、その場合当該コールオプションは、別個にデリバティブ資産として認識し
ません。
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また譲受人は、譲渡された資産を自己の資産として認識しません。譲受人は、支払った対価の認識を中止し、譲渡人に対す
る債権を認識します。譲渡人が譲渡した資産の全体に対する支配を一定の金額で買い戻す権利と義務の両方を有している
場合（買戻契約など）に、譲受人は、その債権を貸付金または債権として計上できます。

手順7：リスクと経済価値のほとんどすべてを移転も留保もしていない場合の次の手続
事業体が、譲渡資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを移転も留保もしていない場合は、当該資産に対する
支配を当該事業体が留保しているか否かの評価をする必要があります。事業体が当該金融資産を売却する能力がある場合
は、その金融資産は当該事業体が支配しています。譲受人が、関連のない第三者に対して当該資産全体を売却できる実質
上の能力を有しており、当該譲渡に関する追加的な制約を課されることなく一方的に当該能力を発揮できる場合は、譲受人
が当該資産を支配していることになり、譲渡人は支配を放棄したことなります。
譲渡資産が活発な市場で取引されている場合は、基本的に譲受人は当該資産を売却する実質上の能力を有していることに
なります。これは、常に利用できる市場があり、譲渡人に資産を返還する必要がある場合に譲受人が当該資産を買い戻すこ
とができるからです。ただし、譲渡資産が活発な市場で取引されているという事実のみでは、譲受人が当該資産を売却できる
「実質上の能力」を有していると結論付けるには十分ではありません。例えば、市場慣行による買戻しの決済条件と、譲渡契
約における決済条件とが著しく異なっており、譲受人が当該資産を速やかに取得できず、譲渡契約の条項に従って譲渡人に
譲渡資産を引き渡せない場合もあります。この場合、譲受人は、要求があった場合に譲渡人へ資産を必ず返還できるよう
に、当該資産の保有を余儀なくされます。
その他の要素も、資産を売却できる実質上の能力に影響を及ぼす場合があります。
• コールオプションの行使に対応するため、または先渡契約の履行のために、必要な金融資産を第三者から購入するには、
公正価値の見積りよりも著しく高い価格を支払わなければならず、当該資産の流動性がないことを示唆する場合
• コールオプションの行使に対応するため、または先渡契約の履行のために、必要な金融資産を保有している投資者が一
人または少数で、当該資産の流動性がないことを示唆する場合
• コールオプションの行使に対応するため、または先渡契約の履行のために必要な金融資産の量が、市場で取引されてい
る量と比較すると著しく多く、且つ一定期間をかけて当該資産を引き渡すことは譲渡の条件により認められていない場合
直感的に分かるように、コールオプションの行使に対応するために利用できる資産が多いほど、事業体が譲渡資産を売却で
きる実質上の能力を有している可能性は高くなります。例えば、もともと譲渡された資産と同一の資産は容易に取得できない
が、譲渡資産と類似する資産の引き渡しがコールオプションの下認められている場合は、そうした資産は容易に取得できる
かもしれません。また、金融資産を引き渡す代わりに現金での決済をコールオプションが認めている場合で、現金での決済を
実行不可能にさせるような経済的ペナルティが現金での代替決済に伴わない場合は、現金は容易に取得できる資産である
ため、譲受人は資産を売却できる実質上の能力を有していることになります。
制約を受けることなく一方的に売却できる能力とは、売却に付帯条件があってはならないということです。もともとの譲渡の条
件を充足するために譲受人が、資産を売却する際に当該資産にコールオプションを付帯しなければならない、または資産に
係るサービス業務に条件を付帯しなければならない場合、「付帯条件」は存在し、実質上の能力に関するテストは満たされま
せん。
「付帯条件」は、譲渡取引の契約部分を構成し、且つ、譲受人が資産を売却する場合に同様の特徴を含めることが合理的と
なるように、譲受人にとって十分価値の高い、他の手段によって創出される場合もあります。例えば、一次譲渡に保証が含ま
れており、当該保証に基づいて行われるかもしれない代位弁済を手放してまで当該資産を売却したいとは思わないほど、当
該保証は譲受人にとって潜在価値があるというケースも考えられます。
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譲渡契約によっては、譲受人が譲渡資産を売却することを禁止する明確な制約が課せられている場合もあります。その制約
が取り除かれるかまたは失効し、その結果、譲受人が当該資産を売却する実質上の能力を有するようになれば、認識中止
の処理が適切になります。
譲受人が譲渡資産を売却することを選択するかもしれないし、しないかもしれないという事実は、この判定プロセスの一部を
構成すべきではありません。重要なのは、売却できるという譲受人の実質上の能力です。
金融資産に対する支配を留保していない場合は、当該金融資産の認識を中止し、譲渡において創出または留保された権利
および義務があれば個別に認識します。金融資産に対する支配を留保している場合は、当該金融資産に対する継続的関与
の程度に応じて当該金融資産の認識を継続する必要があります。継続的関与とは、譲渡資産の価値の変動に譲渡人が引き
続きさらされる範囲を表わします。また、関連する負債は、譲渡資産と当該関連する負債の正味の帳簿価額が以下のいずれ
かになるように測定し認識します：
• 譲渡資産を償却原価で測定している場合は、留保した権利および義務の償却原価
• 譲渡資産を公正価値で測定している場合は、留保した権利および義務の公正価値
譲渡日に認識する負債は、資産の譲渡において受け取った代金と必ずしも一致しません。譲渡後も資産を全額認識し、受取
代金を担保付借入として認識する場合が、通常これに該当します。場合によっては、継続的関与の会計処理に関する特定
の指針を適用することによる「差額」として負債が表示されます。IAS第39号は、譲渡資産に対する持分に応じて負債を測定
するという方法は、国際財務報告基準の他の測定に関する要求事項に違反することと認めています。資産と関連する負債を
同じ方法で測定しなければならないということは、要するに、譲渡資産を償却原価で測定している場合は、損益を通じて負債
を公正価値で認識すると指定することが認められないということです。
事業体は、資産と関連する負債を相殺できません。また、譲渡後における当該資産と負債の公正価値の変動は、一貫して同
じ方法で測定します。また、継続的関与の範囲に応じて生じる資産からの収益と、関連する負債について発生する費用も相
殺できません。
事業体が資産を譲渡するが、将来の信用損失を吸収するという譲渡資産に対する保証を留保する場合で、その保証（ならび
に他の継続的関与）を行っていることにより、所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを譲渡人が移転も留保もしてい
ないとみなされる場合は、譲渡人は、継続的関与の一部として当該保証を認識しなければいけません。説明上、譲渡資産に
対する継続的関与が当該保証のみであると仮定すると、
• 譲渡日時点の譲渡資産は、次のいずれか低い金額で測定します：（i）譲渡資産の簿価、（ii）譲渡において受け取った対価
のうち、事業体が返済を要求される可能性のある最大金額。
• 関連する負債は、当初は上記（ii）の金額に保証の公正価値を加算した額で測定します。
保証の当初の公正価値は、IAS第18号「収益」に従って期間按分して損益に認識します。また、当該資産の帳簿価額は、減
損損失の発生があった場合はその分を控除します。
一般的な「継続的関与」の例

クリーンアップ・コール：譲渡資産のサービサー（譲渡人の場合もある）が、既に譲渡した資産を取り戻す次のいずれかの種
類のオプションを保有する場合があります。取戻条項は資産を買い戻すことができるオプションで、通常は、買い戻す特定の
資産の選択方法、コールオプションを行使できる頻度および総額について一定の制限が設けられます。クリーンアップ・コー
ルは、譲渡資産の残高が特定の水準まで減少し、当該資産に対するサービス業務のコスト負担が、サービス業務から得ら
れる便益と照らし合わせて重くなった場合に、譲渡資産の残りを買い上げることができるオプションです。
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そうした取戻条項またはクリーンアップ・コールにより、所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを譲渡人が留保も移転
もしていないとみなされ、且つ、譲受人が当該資産を売却できない場合は、コールオプションの対象資産の金額についての
み認識の中止が認められません。

分割償還金利スワップ（Amortizing interest rate swaps）：譲渡人が、一定期間にわたり返済される固定金利の金融資産を譲
受人に譲渡するとともに、譲受人と分割償還金利スワップを締結して、固定金利を受け取り、変動金利を支払うことがありま
す。スワップの想定元本額が、いずれの時点においても、譲渡された金融資産の残高と等しくなるように償却されている場合
は、そのスワップは一般に譲渡人が期限前償還リスクのほとんどを留保する結果となり、その場合は、譲渡人は譲渡した資
産の全部を引き続き認識するか、または継続的関与の範囲で譲渡した資産を引き続き認識することになります。ただし、スワ
ップの想定元本額の償却が、譲渡した資産の残高と連動していない場合は、そのようなスワップは企業が当該資産に係る期
限前償還リスクを留保する結果とはなりません。したがって、スワップに係る支払が譲渡した資産に係る金利の支払が行わ
れることを条件としておらず、このスワップにより譲渡人が所有に係る他の重要なリスクと経済価値を留保することとならない
場合は、認識の中止は妨げられません。

劣後留保持分および信用保証：譲渡人が、譲渡資産に対して留保している持分の一部または全部を劣後させることにより、
譲受人への信用補完を提供する場合があります。または、無制限または制限付きで信用保証を適用する場合もあります。譲
渡人が譲渡した資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを留保している場合は、当該資産の全体が引き続き
認識されることになります。譲渡人が所有に係るリスクと経済価値の一部を留保しているが、ほとんどすべてを留保している
わけではなく、かつ、支配を留保している場合は、譲渡人が支払を要求される可能性のある現金または他の資産の金額の範
囲で、譲渡人は譲渡資産の認識を継続します。
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証券化の具体例

民間の不動産ローン担保証券（従来型の2段階証券化）
民間（すなわち、非政府系機関による保証付）住宅ローンの証券化は、大抵は以下に示すようなストラクチャーになります。
多くの関係者が登場しますが、このストラクチャーは「2段階」証券化取引の原型と呼ばれています。スポンサー（これはオリジ
ネーター（原資産所有者）である場合もあればそうでない場合もある）が、ローンのプールを作り、倒産隔離された特別目的
会社（SPE）である設定者へ譲渡します。そして、従来から会計上は譲渡人/スポンサーに連結されている設定者が、当該プ
ールを発行体に譲渡し、発行体が各種証券クラスを発行して設定者へ戻し、設定者は、投資者へ売却するためにアンダーラ
イター（引受会社）へ引き渡します。

借り手

ローン設定

オリジネーター
ローン売却

サービサー
（不動産ローン・プールの
サービス業務を行う）

貸付額

ローン買取
代金

スポンサー
（ローン買取、プールの組成）
資産プール

証券の
正味代金

設定者
（発行事業体の設立）
資産プール

ローン返済

証券

発行事業体
（プールの保有、証券の発行）

証券の正味代金

証券
毎月の配当
証券の代金

証券
受託者およびカストディアン
（投資者の利益を代表、キャッシュフ
ローの計算、投資者への支払い、不
動産ローンの保有）
毎月の配当
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オリジネーターの役割にはオリジネーション以外に何があるか？オリジネーターがサービサーを兼務する場合の影響は？オ
リジネーターが最劣後クラスを保有する場合、またはオリジネーターがサービサーを兼務し且つ最劣後クラスを保有する場
合の違いは？

米国において一般に公正妥当と認められる会計原則（米国GAAP）に基づく分析
明らかに、譲渡人/スポンサーは、取引の設計に深く関与しています。実際、この取引の主要な目的の一つは、譲渡人の流
動性ニーズの充足を後押しすることであると考えられます。したがって、次の（1）から（3）を識別することが重要になります：
（1）発行体にとって重要となり得る損失を吸収するまたは便益を受け取る義務に、自己をさらす可能性のある取引に対する
変動持分を保有している当事者、（2）発行体の経済的パフォーマンスに最も重要な影響を及ぼすと考えられる活動、（3）それ
ら活動の支配を有している事業体。
多くの場合、譲渡人/スポンサーはサービサーも兼務し、それに係る報酬を受け取ります。サービス業務報酬は、潜在的に重
要となり得る損失を吸収する、または潜在的に重要となり得る便益を受け取る可能性がある変動持分とみなされる可能性が
あります（当該報酬が変動持分とみなされるか否かに関するASCトピック810-10-55-37の指針を検討）。譲渡人/スポンサー
が、発行体のエクイティトランシェに対する持分（および、場合によっては一つ以上の劣後クラスの持分）を留保する場合もあ
ります。当然ながらこれは、この取引の他のトランシェを譲渡人/スポンサーが保有している場合は、サービス業務報酬が変
動持分とみなされるかの判定に影響を及ぼします。
発行体の経済的パフォーマンスに最も重要な影響を及ぼす活動に関しては、デフォルト管理能力が、信託の経済的活動に
最も重要な影響を与えると多くの人が考えています。住宅ローン担保証券（RMBS）では、サービサーが、ローン再編または
返済一時猶予を認めるかどうかを債務者と協議する能力を有しています。サービサーはまた、債務者が債務不履行に陥り、
原資産である不動産が発行体信託の財産になった場合は、通常、原資産を売却する役割も果たします。
譲渡人/スポンサーがサービス業務を留保し、且つ、発行体にとって重要となり得る損失または便益を吸収または受け取る
可能性がある変動持分を保有していると仮定すると、民間RMBSの譲渡人/スポンサーは基本的に両方のテストの要件を満
たします。したがって譲渡人/スポンサーは、発行体信託の主たる受益者とみなされ、信託を連結することになります。結果、
当該不動産ローンと発行された証券クラスの認識を継続し、貸借対照表上両建てで「総額」表示し、サービス資産の売却また
は設定に係る損益は認識はしません。

国際財務報告基準（IFRS）に基づく分析
第2章で説明したとおり、証券化信託に関する米国GAAPとIFRSの連結モデルは、顕著な相違がいくつかあるものの、極めて
類似しています。IFRS第10号では、（1）関連する活動に対するパワー、（2）変動リターンに対するエクスポージャー、（3）受け
取るリターンの額に影響を及ぼすように当該パワーを用いる能力 ― に焦点を置いて連結の判定が行われます。
上で説明した通り、民間RMBSでは、デフォルトの管理が信託の経済的パフォーマンスに最も重要な影響を及ぼす活動にな
るケースがほとんどです。デフォルトの管理は、大抵の場合はサービサー（通常は譲渡人/スポンサーが兼務）が担います。
したがってサービサーは、1つ目の規準を満たします。2つ目と3つ目の規準はどうでしょうか。
IFRS第10号には、どのような場合に報酬が変動持分に該当しないかに関する具体的な規準が示されていません。しかしなが
ら、サービス業務報酬は、連結モデルの規準2における「変動リターンへのエクスポージャー」にみなされると考えられます。
ただ、規準3（利益金額に影響を与えるパワーを利用できる能力）により、取引の本人ではなく代理人の立場で行動している
当事者という概念が示されています。したがってサービサーは、自己が規準3を満たすかどうかを判定する際に、第2章 で説
明した本人―代理人に関する指針を検討しなければいけません。劣後持分（エクイティトランシェなど）の大部分を保有してい
ることは、スポンサーが取引において代理人ではなく本人であることを示す場合があるため、スポンサーは、発行体信託を連
結することが求められます。
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商業不動産ローンの証券化 ― 譲渡人が主たる受益者ではないケース

プライマリー
サービサー

元本と利息の
回収（サービス
報酬（その他費
用控除後））
受託者

REMIC 信託
不動産ローンの
売り手・サービサー

個別の
不動産ローン

AAA クラス

元本と
利息の回収

AA クラス

不動産ローンの
売り手・サービサー

個別の
不動産ローン

A クラス

BBB クラス
不動産ローンの
売り手・サービサー

個別の
不動産ローン

債務不履行関
連業務、清算
BB クラス

B クラス
ファースト・ロス
証券保有者

無格付けクラス
スペシャル
サービサー
損失

同類のRMBS同様、商業不動産担保の証券の取引において登場する当事者は、ローンの譲渡人、サービサー、アンダーライ
ターおよび受託者、ならびに証券の発行体（多くの場合、不動産モーゲージ投資コンディットとして設定される）です。ただし、
不良債権化した商業不動産ローンの処理および原資産の管理に伴う複雑性を踏まえて、債務者が債務不履行に陥った場合
は、多くの場合、スペシャルサービサーが登場します。
通常、商業不動産ローンの証券化は、個々の元本が巨額にのぼる不動産ローンが対象になります。当該借り手または不動
産が資金難または運営難に陥った場合は、当該ローンからのキャッシュフローの維持を最大化するため、または更なる価値
の低下を防ぐために、経験豊かな債務整理のスペシャリストが必要になります。商業不動産ローンが証券化される場合は、
不良債権化した各ローンに関するサービス業務を引き継いて実行する、関連知識と経験を備えたスペシャルサービサーが雇
われます。スペシャルサービサーが、証券化資産に対する劣後受益持分と、不良債権を買い取る権利、またはそのいずれか
を有する場合もあります。ケースによっては、スペシャルサービサーを、プライマリーサービサーと同じ事業体が務める場合も
あります。
ローンがスペシャルサービサーに割り当てられた場合の対応には、さまざまな選択肢があります。外的制約がなければ、考
えられる対応は次の基本的なカテゴリーに分けることができます。スペシャルサービサーは、信託に代わり次のいずれかの
行為を行うことができます：（1）既存ローンの条件変更、（2）担保権実行手続の開始、（3）売却によるローンの現金化（市場で
の売却、またはスペシャルサービサーもしくは劣後持分保有者によるコールオプションに対応する売却のいずれか）。
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したがって、誰が信託の経済的パフォーマンスに最も重要な影響を及ぼす活動を支配しているかを評価すると、ASCトピック
810およびIFRS第10号のいずれに基づいても、スペシャルサービサーがそうした役割に該当するという結論にたどり着かざる
を得ないケースがほとんどです。
スペシャルサービサーが不動産ローンの売り手ではないが劣後証券を購入する場合の影響は？スペシャルサービサーが
劣後証券を保有しない場合の帰結は？
CMBSでは、スペシャルサービサーは大抵の場合不動産ローンの譲渡人ではありません。また、必ずではありませんが、ス
ペシャルサービサーが劣後クラスの証券を保有する場合もあります。スペシャルサービス業務報酬も信託の経済的パフォー
マンスに応じて変動する場合があるため、劣後クラスの証券をスペシャルサービサーが保有すれば、ローンの回収を最大化
させようという誘因がスペシャルサービサーに働きます。スペシャルサービサ
ーの役割に求められるデフォルト管理に加え、取引において重要な劣後ポジ
ションを保有する場合（および単独の証券保有者が解任権を有してない場
合）、スペシャルサービサーがもともとの譲渡人に該当しなくても、スペシャル
サービサーが支配しており、よって連結するという結論にたどり着くと考えられ
ます。ASCトピック810の下では、スペシャルサービサーがパワーを有すると考
えられ、報酬と重要な劣後持分の組み合わせは、潜在的に重要な変動持分に
該当すると考えられます。IFRS第10号の下でも、スペシャルサービサーがパワ
ーを有すると考えられ、報酬と重要な劣後持分の組み合わせから、スペシャル
サービサーは取引における代理人よりも当事者本人であるという結論が導き
出されると考えられます。
CMBS取引には通常、支配的クラスの保有者という概念が存在します。そして支配的クラスの保有者には多くの場合、スペシ
ャルサービサーを解任する裁量が認められています。多くの場合、スペシャルサービサーが、支配的クラスの保有者になるク
ラスの証券を保有する場合もありますが、大抵の取引文書では、損失が支配的クラスの保有者の持分を減少させた場合の
手続が定められており、その場合は次の優先証券保有者が支配的クラスの保有者になります。このような状況では、米国
GAAPおよびIFRSの両方の根底にある継続評価の前提に従うと、次の優先証券を単独の当事者が保有していることが想定
されており、主たる受益者に新たになる当事者を識別することになります。
リボルビング証券化

クレジットカード
クレジットカードの証券化には、他にはない側面が一部存在

銀行

します。長期ローンのスタティック・プール（担保の入れ替え
を行わないもの）が証券化の対象となる不動産ローンの証
債権

券化と異なり、クレジットカードは、償還期限が不動産ローン

債権購入契約

よりもかなり短い資産です。多くの場合、クレジットカードの
債権プールは、18ヵ月から24カ月で回転します。債権の期間

設定者の SPV

が発行証券の存続期間よりもはるかに短いため、クレジット
カードの証券化は「リボルビング証券化」と呼ばれます。つま

債権

譲渡人

り譲渡人が、ある程度の期間にわたって、発行体信託から

譲渡および
サービス業務契約

受け取る回収額を新たな債権の購入に充て、全額回収が完
了した債権が置き換えられます。このリボルビング期間中、

発行信託（発行事業体）

信託証書

証券の保有者は自己の保有持分に係る利息を受け取りま
すが、元本は受け取りません。債権のスタティック・プールの

シリーズ 2014-1

回収に要するであろう見積期間が記載された取引文書で定

シリーズ 2014-1
信託条件書

められた時点で、リボルビング期間が終了し、元本の回収
額が、発行体信託が管理する口座に蓄積されます。これを

証券保有者

蓄積期間といいます。
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最終的には、取引を清算するときが到来したら、蓄積された回収額を証券保有者への支払いに充てます。この期間を償還期
間といいます。明らかに、所定の有害事象が発生したときは、リボルビング期間が早期に終了し、取引を清算するといったト
リガーがこれらのストラクチャーには組み込まれています。これを期限前償還事由といいます。
クレジットカードの証券化は、譲渡人、すなわちクレジットカードを発行し債権を有する銀行が、不定期にさまざまなシリーズ
の証券を発行するように設計され倒産隔離されたビークルであるマスタートラストへ直接債権を譲渡するといった点で、独特
であると言えます。こうしたストラクチャーであるため、連結の判定において、各種シリーズの証券の発行を「サイロ」（米国
GAAPおよびIFRS両方において類似する概念）とみなすべきか、または評価する必要があるのは信託全体であるかという問
題が生じます。したがって、マスタートラストが本質的に、一連のサイロを構成しているか、単独もしくは一つの事業体に相当
するか、または個別に連結の判定をする必要のある個別の事業体に該当するのかを判定する際に、クレジットカードの証券
化の発行体は、各シリーズ間にクロス・コラテライゼーションが存在する場合は、その程度について評価する必要がありま
す。
現在、ほとんどのクレジットカード証券化実行者がサービス業務およびカード利用者の口座を留保しているのに加え、売主持
分、現金担保勘定に対する持分、金利ストリップ、およびサービス業務報酬を通じてマスタートラストに対する変動持分を有し
ているため、クレジットカード発行銀行は支配する当事者として識別され、米国GAAPおよびIFRSのいずれの下でも連結する
ことになります。

資産担保コマーシャルペーパー・コンデュイット

Arranger bank
アレンジャー銀行

部分
信用補完

オリジネーター

流動性枠

資産

資産
購入
代金

資産

売り手

SPV CPコンデュイット
資産購入代金

CPの定期的
利払い

CP購入代金

投資者

通常、証券化と言われて頭に思い浮かぶのは、譲渡資産は利子を生み出す資産で、証券化のスポンサーが信託を設定する
かまたは他の形態のビークルを利用して、市場へ直接証券を発行することです。しかしながら、すべての金融資産が利子を
生み出すわけではなく、また、すべての証券化が資本市場に直接販売される取引というわけではありません。
売掛債権の売り手、クレジットカードや自動車ローンの証券化における優先トランシェの発行体、一般的な資産クラスではな
いと考えられる資産クラス（宝くじの当選金受取債権やライフセトルメント（生命保険契約の譲渡）など）の譲渡人などはすべ
て、資産担保コマーシャルペーパー・コンデュイット（CPコンデュイット）の利用者です。CPコンデュイットは主に、売掛債権など
期間の短い資産の証券化を促進するために設立されたものであると主張する人もいますが、現在ではほとんどの種類の資
産が対象になっています。コマーシャルペーパーの流動性および期間を原債権に一致させることで、CPコンデュイットは、中
小企業や新規参入組の証券化実行者の資本市場へのアクセスを大幅に向上させました。
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また、こうしたCPコンデュイット取引を利用することで、証券化実行者は、顧客層に関する機密性を維持することができます。
このように、CPコンデュイットを利用することで、各会社は、
•

小さな取引規模で自己の売掛債権を証券化できる

•

少ない取引コストで証券化できる

•

自己のブランドが市場に浸透していなくても、優れた成果を上げることができる

•

証券化のニュアンスやプロセスにおいて結果として生じる報告を知ることができる

通常商業銀行がスポンサーを務めるコマーシャルペーパー・コンデュイットは、従来はさまざまな形態をとっていましたが、今
日ではマルチセラー型コンデュイットが主流になっています。スポンサーである商業銀行はマルチセラー型コンデュイットに関
して、従来からある役割をいくつか果たしています。商業銀行は通常、債券の売り手であると同時に取引のマーケティングを
行うほか、取引のストラクチャリングにも積極的に関与しています。また多くの場合、コンデュイットの管理会社も務め、報酬を
受け取ります。さらに、大抵の場合、コンデュイットに対して信用補完や流動性枠の供与を行います。ただし、他の銀行とシン
ジケートを組んでそうしたエクスポージャーを引き受ける場合もあります。
リボルビング証券化に係るオリジネーターの会計分析
リボルビング証券化における売掛債権またはその他の債権の一般的なオリジネーターは、まずは金融資産を倒産隔離され
たSPE（上の図でいうと「売り手」）に譲渡します。当該SPEが大抵の場合、債権プールに対する持分をCPコンデュイットに発
行し、当該コンデュイットがコマーシャルペーパーを発行します。コマーシャルペーパーの発行による受取金が、コンデュイット
からオリジネーターのSPEへ移され、それを利用してSPEは譲渡人から債権を購入します。大半のCPコンデュイットが、相当
程度の超過担保を要求することにより、原債権の貸倒れから自己を保護しています。こうした保護は、債権プールに対する優
先持分をコンデュイットが購入したり、売り手に支払う購入代金を、現金とコンデュイットが振り出す購入代金後払いの約束手
形（原債権のパフォーマンスを条件に支払義務が発生する）の組み合わせで決済したりするなど、さまざまな手段で行うこと
ができます。
SPEの連結
CPコンデュイットが超過担保を要求するため、SPEは、オリジネーターから購入する債権について追加の資金が必要となり、
これはオリジネーターからの債券または資本拠出のいずれかの形で行われます。したがって、オリジネーターは、債券または
資本拠出を通じてSPEに対する変動持分を有し、且つ、サービス業務の留保を通じてSPEの活動に対するパワーを確実に表
出するため、米国GAAPおよびIFRSのいずれの下でも、上で説明したSPEは売り手の連結対象になります。SPEは連結される
ため、債権に対する持分のコンデュイットへの譲渡に係る会計処理に焦点を当てて検討します。
コンデュイットの連結
通常、コンデュイットが発行するコマーシャルペーパーは、コンデュイットが取得するすべての債権持分がクロス・コラテライゼ
ーションに供されているため、米国GAAPまたはIFRSのいずれの下でもサイロは存在しません。したがって、CPコンデュイット
全体で分析します。
先に述べた通り、スポンサーである商業銀行は、オリジネーターが参加するプログラムの決定やコンデュイットの全般的なス
トラクチャリングなど、CPコンデュイットに関して多くの重要な役割を担っています。したがって、商業銀行の観点から見ると、
取引を見つけ出し、取引をストラクチャリングし、コンデュイットの管理を行うなど、コンデュイットの経済活動の指図に深く関
与しています。商業銀行はまた、信用枠や流動性枠の供与ならびに管理業務に対する報酬といった形でコンデュイットに対
する変動持分を有しています。そうした変動持分を通じて商業銀行は多くの場合、ビークルから生じる損失を吸収し便益を受
け取る義務を有しています。したがって、米国GAAPおよびIFRSのいずれの下でも、商業銀行の大半が、スポンサーとなって
いるコンデュイットを連結することになります。
それでは、債権のオリジネーターが当該債権に係るサービス業務も行う場合に、いずれもCPコンデュイットを連結しないので
しょうか。オリジネーターも、自己が行う活動や保有する変動持分について評価を実施する必要があります。その分析におけ
る最初の手順は（米国GAAPおよびIFRSのいずれの下でも）、CPコンデュイットを全体で評価し連結すべきかを検討する必要
があるのか、または特定の資産もしくはサイロが存在し個別に検討すべきかを判定することです。
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米国GAAPはASCトピック810-10-25-55において、「VIE（変動持分事業体）の特定の資産に対する変動持分（中略）は、当該
特定の資産の公正価値が、VIEの資産の公正価値の合計額の2分の1を超える場合、または、（変動持分の）保有者が当該
VIE全体に対する他の変動持分を有している場合に限り、当該VIEに対する変動持分とみなすものとする」と定めています。さ
らにASCトピック810-10-25-57は、「VIEの特定の資産に対する変動持分を有する報告事業体は、当該特定の資産（および関
連する信用補完）が特定の負債または他の特定の持分に係る唯一の支払財源である場合は、当該VIEの一部を独立した
VIEとして取り扱うものとする」と規定しています。またASCトピック810-10-25-58はサイロを次のように説明しています。すな
わち、「VIEの特定の資産（または特定の資産グループ）および当該特定の資産もしくは資産グループのみが担保になってい
る関連負債は、当該特定の資産または当該特定の資産からの残余キャッシュフローに関係する権利もしくは義務が他の当
事者にある場合は、独立したVIEとして取り扱わないものとする。資産、負債、および資本の実質すべてがVIE全体から独立し
ており且つ明確に識別できる場合に限り、会計上、独立したVIEが存在するとみなされる。つまり、資産のリターン実質すべて
を、独立するとみなされる当該VIE以外のVIEがまったく使用できず、且つ、負債の実質すべての支払いが当該VIE以外のVIE
の資産からまったくなされない場合である。」。先に述べた通り、多くのCPコンデュイットが、コンデュイットの特定資産ではな
く、全資産が発行コマーシャルペーパーの担保になるというクロス・コラテライゼーションを伴います。オリジネーターの各資産
が、CPコンデュイットの資産合計の50％に満たない場合は、サイロは存在せず、オリジネーターは、CPコンデュイット全体に
対する変動持分を有していないことになります。変動持分を有していない場合（関連当事者も変動持分を保有していないと仮
定すると）、当該オリジネーターはCPコンデュイットを連結しません。したがって米国GAAPの下では、次に、コンデュイットへ
の債権持分の譲渡が認識の中止の要件を満たすかという問題を検討することになります。
IFRSにも、事業体の一部を独立した事業体とみなして取り扱う「サイロ」という概念が存在します。IFRS第10号B77項は、次の
場合にサイロが存在すると定めています：「投資先の特定の資産（および関連する信用補完）が、投資先の特定の負債また
は投資先に対するその他の特定の持分に関する唯一の支払財源である。その特定の負債を有する者以外は、その特定の
資産またはその特定の資産からの残余キャッシュフローに関する権利または義務を有していない（後略）」。米国GAAPの下
での分析同様、GPコンデュイット内には通常クロス・コラテライゼーションが存在するため、個別に検討すべきサイロは存在し
ません。IFRS第10号には、事業体全体に対する変動持分が存在するか否かの判定において、米国GAAPの下では存在する
過半数の概念がありません。ただし、第2章で述べた通りIFRS第10号は、マルチセラー型CPコンデュイットの例を示し、CPコ
ンデュイットの大半の関連する活動が、個別のオリジネーターではなくスポンサーである銀行によって行われると説明してい
ます。
コンデュイットへの債権の譲渡

米国GAAP
ここでは参加持分かどうかの検討が必要になります。第3章で説明した通り、参加持分とみなされるには、キャッシュフロー
が、キャッシュフローの保有者の間で優先劣後なく比例按分されなければいけません。
債権に対する優先持分のCPコンデュイットへの譲渡に関しては、売り手にファースト・ロスが残るように設計されているため、
プールに対する持分の全保有者が劣後無く同じ弁済順位になければならないという要件に反します。したがって、譲渡された
優先持分の認識の中止は認められません。
ただし、債権に対する持分全体の譲渡で、現金とコンデュイットが振り出す購入代金後払いの約束手形（原債権のパフォーマ
ンスを条件に支払義務が発生する）の組み合わせで決済が行われる場合は、認識の中止の規準を満たす場合があります。
米国財務会計基準審議会基準書第166号「金融資産の譲渡に関する会計処理－FASB基準書第140号の改正」（FAS第166
号）の結論の根拠はA18項で、「金融資産全体または金融資産グループ全体の譲渡においては、取得される資産に、構成要
素に類似する譲渡金融資産に対する受益持分が含まれても良いが、譲渡人が、原資産である金融資産全体または金融資
産グループ全体に対する支配を移転および放棄した場合に限る」としています。ただし、当該取引は、ASCトピック860-1040-5の要件を満たす必要があります。法的隔離に関して、証券化には、一般的な真正売買と非連結に関する意見の両方が
必要です。従来のケース同様、そうした法的文書が、債権に係る支配が移転された否かの判定の根拠としての役割を果たし
ます。
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SPEがコンデュイットへいつでも期限前償還できるようにするという一見ま
ったく問題のない特徴も、取引の売却処理を行えなくさせるよくある障害の
1つです。定義によれば、SPEは、次の3つの資金源、すなわち（1）コンデュ
イットのコマーシャルペーパーの発行による受取金、（2）回収金、（3）譲渡
人からの資金以外を資金源としてはいけません。期限前償還が行われる
場合において、既存のコマーシャルペーパーを返済するためにコンデュイ
ットが新たなコマーシャルペーパーを発行し、SPEがこの資金を当該返済
に充当しては意味がありません。こうした取引をする場合、SPEとコンデュ
イットが同じ立場になります。回収した資金を使用するのが、SPEにとって
極めて論理的な行動です。結局のところ、投資者に対する支払いを行うた
めの債権の現金化および回収金の利用は、あらゆる証券化に内在する行
動です。分析が複雑になるのは、SPEに現金を注入して期限前償還をさせ
る能力がオリジネーターにある場合です。これは、譲渡人が現金を払って
債権を取り戻す能力を有することになるため、実質的支配とみなされる可能性があります。

IFRS
IAS第39号の判定ツリーに沿って進む際に最初に検討すべきことは、その譲渡が金融商品の一部分の譲渡であるかまたは
金融商品全体の譲渡であるかの判定です。米国GAAP同様、金融資産の一部分の譲渡についてIFRSは、（1）それが具体的
に特定されるキャッシュフローである、（2）キャッシュフローの完全に比例的な取り分である、（3）この両方である ― のいず
れかを満たす必要があるとしています。金融資産の一部分の譲渡に関する規準の類似性を踏まえると、分析は概ね同じに
なると考えられます（優先持分が譲渡されているか否か、またはすべての債権に対する持分が譲渡されているが何らかの形
の超過担保が提供されているか否かに焦点を当てます）。
ただしIFRSでは、リボルビング証券化が取引に絡む場合は大きな障害が浮上します。IAS第39号の判定ツリーに沿って進
み、キャッシュフローに係る権利が消滅しているか否かの検討が終わると、資産からのキャッシュフローを受け取る権利を移
転したか否かを検討します。この手順における重要な検討事項の1つに、最終受取人の代わりに回収したキャッシュフローを
重要な遅滞なく支払う義務が事業体に存在するか否かというのがあります。キャッシュフローを投資者へ払い戻すというこの
要件により、リボルビング型構造固有の問題が浮上します。リボルビング証券化では、回収された現金は、投資者へ払い戻
されずに債権プールへ再投資されます。こうしたストラクチャーは、当初の現金が最終受取人へ移転されるまでに重要な遅
滞を伴うのに加え、再投資が現金または現金同等物という要件を満たさないため、IAS第39号のパス・スルー・テストの要件
を充足しません。IFRS解釈指針委員会もこうした見解を示しています。
ローン担保証券（CLO） ― アセットマネージャーの役割
CLOは、SPEへ資産を譲渡する譲渡人が存在しないという点で、他とは異なる証券化であると言えます。譲渡人が存在しない
代わりに、SPEが公開市場から資産（優先クラスのシンジゲートローン）を購入します。最初はウェアハウス・ライン（訳注：将
来の証券化に向けて住宅ローン・ポートフォリオを取得・確保するために借り手が利用する回転信用枠）からの受取金を当該
購入に充て、その後は証券の販売からの受取金（ウェアハウス・ラインの返済と追加資産を購入する必要があればその購入
に使用する）を使用します。CLOのSPEは、債券と優先株式または劣後債を資本市場で発行します。通常SPEは、受託会社
に債券保有者の利益保護を、担保管理者（通常は受託者が兼務）にバックオフィスの支援を委託するほか、独立の取締役会
も設置します。SPEはまた、通常の証券化においてサービサーが担う役割とは異なる業務を遂行する、担保マネージャー（多
くの場合はSPEのスポンサーとなる銀行や資産管理会社）にも業務を委託します。CLOにおいて担保マネージャーは、資産に
係る特定の基準や集中度が取引文書に準拠したものとなるように、発行体の担保構成を管理する役割を担います。したがっ
て担保マネージャーは、信用取引などのためにどの資産を入れ替える必要があるかの判断、および、どの資産を購入して発
行体のポートフォリオに追加するかという判断を行います。さらにCLOの再投資期間中、原資産ローンからの元本受取金の
新たなローンへの再投資も担保マネージャーが行います。
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アセットマネージャー
（発行体の資産の管理投資判断）

受託者
（担保に対する投資者の証券持分の
保護やその他業務）

投資者
クラス A 債券

購入代金

クラス B 債券

発行体 SPE
（債務の購入、債務を担保とした
ABS の発行）

クラス C 債券

スワップ契約

債務
債務の売り手

ポートフォリオの
購入代金

クラス D 債券
クラス E 債券

定期的な
支払い

スワップ契約の相手方
（金利スワップやキャッシュフ
ロースワップなどの取引相手）

エクイティ

担保マネージャーはCLOを連結するか

米国GAAP
アセットマネージャーがCLOを組成し、証券のエクイティトランシェの一部（例えば35％）を留保していると仮定します。そして、優
先債とメザニン債を複数の投資者に販売します。当該エクイティクラスは、より優先のトランシェに対して信用補完を提供し、CLO
の期待損失の過半を吸収できるような規模に設定して発行されています。担保マネージャー業務に対して、担保マネージャー
は、次を含む報酬を受け取ります。債券よりも優先して支払われる「優先・マネージメント報酬」、CLOの優先株式よりも優先して
支払われる「劣後マネージメント報酬」、および「インセンティブ報酬」（通常は、エクイティ部分の保有者が所定の内部収益率を
受け取った後に残るキャッシュフローに対する割合）。
アセットマネージャーは通常、CLOの経済的パフォーマンスに最も重大な影響を及ぼす活動を指図するパワーを有する事業体
に該当します。どの資産を取得しどの資産を売却するかを決定する能力を通じて、アセットマネージャーは、CLOの経済的活動
に最も重大な影響を及ぼす活動を指図するという、他とは異なる立場にあります。
関連する活動に対するパワーを有するのは一人の当事者のみですが、CLOの複数の投資者が、発行体信託のパフォーマンス
からの、潜在的に重要となり得る期待損失を吸収するまたは潜在的に重要となり得る期待便益を受ける義務を生む投資持分を
有する場合があります。
アセットマネージャーは、発行体信託にとって潜在的に重要となり得る便益を受け取る権利または損失を吸収する義務を有する
か否かを検討する際、エクイティトランシェを通じた自己のエクスポージャーに加え、マネージメント報酬・劣後マネージメント報
酬・インセンティブ報酬の取決めによる影響も考慮に入れる必要があります。
この結果、アセットマネージャーは、CLOの関連する活動に対してパワーを有しており、報酬およびエクイティトランシェに対する
投資を通じて潜在的に重要な変動持分を有している場合があります。このため、米国GAAPの下で、当該アセットマネージャー
は主たる受益者とみなされ、CLOを連結する必要があります。連結対象のCLOに係る会計処理自体も、複雑な処理を要します。
第13章を参照し、連結対象のCLOに係る会計処理を明確にするために新会計問題審議部会（Emerging Issues Task Force）が
このほどまとめた合意事項の説明を確認してください。同合意では、資産および負債を公正価値で測定するとされています。
最後に、CLOのアセットマネージャーが、サービサーと同じような形の報酬を受け取る場合、主たる受益者の判定には特に注意
が必要です。通常、CLO取引においてよくあるインセンティブ報酬と劣後報酬があると、その劣後性を理由に（および、場合によ
っては、それらの報酬がもたらすと期待される重要な金額のリターンを理由に）そうした報酬の取決めは変動持分とみなされると
考えられます。
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しかしながら、優先・マネージメント報酬のみを残した定額型の報酬体系（且つ、アセットマネージャーが他の変動持分を有し
ていない）に関しては、当該優先・マネージメント報酬は、CLOに対する変動持分とみなされない可能性があります。ASCトピ
ック810の継続的な再検討の枠組みがあるため、取引の存続期間中に状況が変わり、優先・マネージメント報酬が、アセット
マネージャーが受け取る唯一の実質所得になり、アセットマネージャーがCLOの主たる受益者であるか否かを厳しくチェック
されるようになる場合もあります。アセットマネージャーが、自己が受け取る優先・マネージメント報酬は変動持分に該当しな
いと判断する場合は、ASCトピック810-10-25-38Aに従い、自己の持分をそれ以上評価する必要はありません。

IFRS
第2章で説明した通り、ストラクチャード・エンティティに係る米国GAAPの下での連結モデルとIFRSは極めて似ています。いず
れのモデルでも、最も重要な活動に対するパワーの保有と変動持分の保有について検討します。異なる点は、事業体が有
するパワーが変動持分にどのように影響を及ぼすかに関する検討です。IFRS第10号では、事業体が自己のパワーを用いて
関与により生じるリターンに影響を及ぼすことが可能か否か（すなわち、当該事業体が本人として行動しているかまたは代理
人として行動しているか）を判定します。
上記シナリオと同じ状況を仮定した場合、IFRSの下でも、アセットマネージャーは、担保資産プール内の資産の取得・組成・
処分に関する意思決定を通じて、関連する活動に対してパワーを有するとみなされます。アセットマネージャーはまた、報酬
の取決めならびに35％のエクイティトランシェへの投資を通じて、変動持分も有しています。したがって、アセットマネージャー
がリターンの額に影響を及ぼすようにパワーを用いることができるか、そしてその際に、本人として行為を行っているか（すな
わち自己の利益のために）または完全にCLOの他の投資者の代理人として行為を行っているかに焦点を合わせて検討しま
す。
本人―代理人の評価を実施する際、報酬は、CLOのマネージメント報酬に関する標準的な条件であるため、提供するサービ
スに見合った水準であるとみなされます。報酬は、ファンドマネージャーの持分と他の投資者の持分が一致するような報酬と
します。
CLOの法的文書などで定められた変数の範囲内で運用を行っていても、アセットマネージャーは、投資者のリターンに重要な
影響を及ぼす投資判断を行う現在の能力を有しています。さらに重視されるのは、優先およびメザニン債務証券よりも弁済
順位が低いアセットマネージャーの35％のエクイティ持分による、ファンドのリターンの変動性に対するエクスポージャーとい
う点です。35％のエクイティトランシェを保有していることおよび当該報酬の取決めが、重要な損失およびリターンに係る権利
に対する劣後順位のエクスポージャーを創出し、これが根拠となって、アセットマネージャーはCLOの本人であり、支配を有し
ており、CLOを連結すべきであるという結論になります。
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売却に係る損益の計算

簡易化された損益計算
金融資産の譲渡に係る会計指針のここ数年における展開については何と言おうと、少なくとも、資産の売却に係る損益計算
は大幅に簡易化されました。この背景には3つの主因があります。
•

売却処理および非連結の達成は、以前よりもハードルが高くなった

•

ASCトピック860の下では、金融資産全体、資産プール全体、または参加持分以外については売却処理を行うことができ
ない。一部を売却、一部を金融取引とすることは認められない

•

留保または取得した持分は、当初、配分された取得原価ではなく公正価値で計上する

売却に係る損益計算プロセスにおける多くの手順が馴染みのあるものになります。現在でも、売却処理が認められる証券化
に関しては、譲渡人は資産プール全体を売却したということを頭に入れておくと役に立ちます。「留保」した部分は存在しませ
ん。受け取った受益持分はすべて収入になります。
損益を計算するには売手はまず、ディスカウントおよびプレミアム、資産計上した費用またはコスト、取得原価または公正価
値のいずれか低い方での評価に関する評価引当金、貸倒引当金を含む、証券化した資産プールの帳簿価額に係る各種要
素を収集しなければなりません。次に売り手は、証券化手続のなかで取得した資産および負担した負債があればそれらを識
別します。3つ目の手順では、最新の市場環境に基づいて、取得または負担した各要素の公正価値を慎重に見積らなければ
なりません。この見積りでは、実際に譲渡された既存の資産のみについて、現実的な仮定と適切な評価モデルを用いなけれ
ばなりません（予測される将来の譲渡は除く）。最後に、売却処理が認められる譲渡に関して、売り手は以下の処理をしなけ
ればなりません。
•

正味売却代金（取引費用および負担した負債控除後）と売却した資産に帰属する帳簿価額を比較し、売却した資産の損
益を認識する。

•

譲渡資産に対する受益持分を取得した場合は、貸借対照表に公正価値で収入として計上する。なお、当該受益持分に
は、（1）個別のサービス業務資産もしくは負債、（2）特別目的会社の負債性金融商品または資本性金融商品、の双方ま
たはいずれかが含まれる場合がある。

•

保証、リコース義務、デリバティブ(売建プットオプション・先渡契約・金利スワップ・通貨スワップ等)などを含む、新たに発
行した負債があればその公正価値を貸借対照表に計上し、収入から差し引く証券化取引に係るファイナンシャルモデリ
ングは、取引日時点だけでなく継続的に、会計プロセスに欠かせない要素です。
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合理的なファイナンシャルモデルを構築するには、（1）証券化資産の性質、（2）証券化取引のストラクチャー上の特徴および
条件、（3）適用可能な会計理論、を適切に反映した定量的プロセスが求められます。また、証券化に係る現在の金額と残高
に関する正確なデータに加え、観察可能な市場データ（イールドカーブや信用スプレッドなど）や将来事象に関する裏付けと
なりうる仮定（顧客の期限前償還行動、デフォルトの確率、損失の重要度など）も必要とされます。財務報告に求められる正
確性の程度に鑑みると、証券化取引は直観的に分析するには複雑すぎます。
連結を要さない、リボルビング方式による証券化(レアなケース)における
損益の計算方法
比較的期間の長いリボルビング方式による証券化信託へ売却される、ク
レジットカード債権、ホーム・エクイティ・ライン・オブ・クレジットの実行金
額、売掛債権、またはディーラー・フロア・プランなどの比較的短期の債権
に係る損益の認識は、実在し既に売却された債権（すなわち、リボルビン
グ方式による取引に基づいて将来売却される予定の債権ではない）に限
定されます。サービス業務資産の認識も、実在し既に売却された債権に
係るサービス業務に限定されます。
リボルビング方式による証券化における当初の譲渡は金額が多額になり、多くの場合、売却処理されます。それ以降の各月
におけるより少額の譲渡（「小型譲渡」）は、それまでに売却された債権の元本回収額が充てられ、それぞれ新しい資産の売
却として個別に処理し、付随して売却損益の計算を行います。ただし、それらの譲渡が、先に説明した会計単位の定義を満
たさない場合はこの限りではありません。こうした会計処理方法への準拠に必要な帳簿管理の負担は、かなり大きくなる場
合もあります。特に、マスタートラストの負担は大きくなる傾向にあります。
リボルビング期間中における新しい債権の売却が伴う先渡契約は、金利やその他の市場動向の変化に応じて価値が増減す
る可能性がありますが、売却時に公正価値で認識します。契約締結時点の価値は、市場レートで締結した場合はゼロになり
ます。ASCトピック860は、証券化以降の会計期間において先渡契約を公正価値で評価するよう証券化実行者に求めていま
せん（注：ASCトピック815に基づくデリバティブの会計処理を適用する場合、証券化実行者は、証券化以降の会計期間にお
いて先渡契約を公正価値で評価替する必要性が生じる場合もありますが、ASCトピック825「金融商品」の公正価値会計の選
択に係る検討事項と同様に、本書の範疇ではないため、ここでは説明いたしません（ASC 825））。
リボルビング方式による証券化のなかには、投資者への分配手段として「一括償還条項」を使用するものもあります。一括償
還条項の下では、投資者へ分配金を払うために資産を現金化する前の所定の期間に、原資産からの現金収入を、リボルビ
ング期間中の債権購入の継続に充てるのではなく、短期性の投資商品へ再投資します。当該投資商品を満期まで保有し、
予め定められた日に特定クラスの投資者へ総額、すなわち「一括償還」金を支払います。コントロールド・アモチゼーション型
の場合は、それらの投資を満期まで保有し、予め定められた日に特定クラスの投資者へ分割償還が行われます。売却した
譲渡資産に対する受益持分の公正価値を求める際は、それらの受益持分が連結対象ではない信託により発行されたものと
仮定して、一括償還条項またはコントロールド・アモチゼーション条項を考慮に入れる必要があります。

とはいえ、譲渡対象のクレジットカード債権に関しては、未収報酬および金融収益に係る債権、いわゆる未収受取利息を、
「貸付金」と報告するのは不適切です。当該未収受取利息は、プールに対する受益持分として処理すべきです。保有者が計
上した投資のほぼ全額を回収できないことになる、契約上の期限前償還または決済が可能となる受益持分以外について
は、ASCトピック860では、当初認識後の受益持分の測定を具体的に定めていません。事業体は、当初認識後の当該未収受
取利息の会計処理においては、ASCトピック450「偶発事象」（ASCトピック450）を含む既存の会計基準に従って処理を行うべ
きです。ASCトピック450は、債権の回収可能性を含む各種偶発債務の会計処理を規定しています。
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テンプレートとして使える売却益計算表
ターム物の証券化の例

仮定（値はすべて架空の設定です。また、各値の相関関係は、実際の取引を表わすものではありません）
• プールの元本総額

$ 100,000,000

• 正味帳簿価額（元本＋未収利息（信託へ支払う必要がある場合）
＋購入プレミアム＋繰延組成費用－繰延組成手数料
－購入ディスカウント－貸倒引当金）

$ 99,000,000

• クラスIOとクラスRは譲渡人が取得する

取引のストラクチャー
元本金額

価格*

公正価値

クラスA

$ 96,000,000

100

$ 96,000,000

クラスB

4,000,000

95

3,800,000

クラスIO

1,500,000

クラスR
合計
* 未収利息を含む

1,000,000
$ 100,000,000

$ 102,300,000

サービス業務資産 ― 公正価値

$ 700,000

前払取引費用（引受、法務、会計、格付会社、印刷など）

$ 1,000,000

利益の計算
収入合計
債券売却による現金収入合計（取引費用控除後）

$ 98,800,000

クラスIO（公正価値）

1,500,000

クラスR（公正価値）

1,000,000

サービス業務資産（公正価値）

700,000

正味収入（未収利息込、取引費用控除後）

$ 102,000,000

正味帳簿価額

99,000,000

税引前利益

仕訳
現金
サービス業務資産

$ 3,000,000

借方

貸方

$ 98,800,000
$ 700,000

クラスIO

$ 1,500,000

クラスR

$ 1,000,000

貸付金 ― 正味帳簿価額
売却益（税引前）

$ 99,000,000
$ 3,000,000

注：売り手は、売却に係る損益を計上する仕訳に加え、上記の売却費用（すなわち100百万ドル）についても費用として、その
相手方勘定の現金支出または負債とともに計上します。
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クレジットカードの例
（1）スポンサーが連結を行っていない、（2）リボルビング期間中の各月
に元本回収額に対する投資者の持分が小型譲渡の購入に充てられる、
（3）以下と同じような分析が新たに計上される損益についてなされる―
と仮定します。この例は、非連結事業体に対する譲渡で、売却処理が認
められると仮定した場合の、取引開始時に譲渡人が行う利益の計算を
説明するものです。

仮定（値はすべて架空の設定です。また、各値の相関関係は、実際の
取引を表わすものではありません）
• プールの元本総額

$650,000,000

• 簿価帳簿価額（個別に配分された貸倒引当金控除後）

$637,000,000

• 現金担保勘定の公正価値

$ 5,000,000

• 将来の売却に係る固定価格先渡契約の価値

$-

• 前払取引費用（ 所与とする）
収入の計算

$ 4,000,000
価格

元本金額

収入

クラスA

$ 500,000,000

100

クラスB

25,000,000

100

$ 500,000,000
25,000,000

現金担保勘定への当初預入額

(7,000,000)

超過担保に対する受益持分（公正価値）

125,000,000

金利ストリップ

10,000,000

現金担保勘定に対する受益持分
取引費用の償却

5,000,000

10

(1,000,000)
$ 657,000,000

合計

利益の計算
取引費用控除後の正味収入（当初の売却に25％を配分すると
仮定）

$ 657,000,000

正味帳簿価額

637,000,000

税引前利益(税引前)

仕訳
現金

$ 20,000,000

借方

貸方

$ 514,000,000

金利ストリップ

$ 10,000,000

現金担保勘定

$ 5,000,000

売り手の持分

$ 125,000,000

繰延取引費用

$ 3,000,000

税引前益(税引前)
貸付金（正味帳簿価額）
10

$ 20,000,000
$ 637,000,000

アップフロントで負担した取引費用のうち、証券化取引（例えば、ここで説明しているクレジットカードの証券化）のリボルビング期間に行う予
定の将来の売却に関する金額については、計上を繰り延べ、（1）将来の関連する取引の完了時、または（2）将来、便益が当該繰延費用から
得られないと事業体が判断した日、のいずれか早い方で費用計上します。
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参加持分の売却の場合
CLBTが、パーテイカ―バンクに 対して、帳簿価額20,000,000ドルの企業向けローンに対 する参加 持分の10分の8を
15,200,000ドルで売却したと仮定します。また、CLBTはグループバンクに対して、同ローンに対する参加持分の10％を
1,900,000ドルで売却しました。現金収入合計は17,100,000ドルなので、当該ローンの公正価値は19,000,000ドルとなり、次の
ようになります。

帳簿価額の基本配分
公正価値総額
に対する割合

（2千万ドル×％）
配分された
割当帳簿価額

配分された簿価帳簿価額
売却分

留保分

構成要素

公正価値

パーテイカ―への売却分

$ 15,200,000

80%

$ 16,000,000

$ 16,000,000

グループへの売却分

1,900,000

10

2,000,000

2,000,000

CLBTが保有する持分

1,900,000

10

2,000,000

$ 19,000,000

100%

$ 20,000,000

合計

$900,000

税引前損失(税引前)

現金
売却損
貸付金 ― 正味帳簿価額

$ 2,000,000

$17,100,000

正味収入

仕訳

2,000,000
$ 18,000,000

借方

貸方

$ 17,100,000
$ 900,000
$ 18,000,000

CLBTが留保する10％の持分は、2,000,000ドルで貸借対照表上に残ります。この参加持分取引を行うと、CLBTが当該持分
について公正価値による認識を選択できなくなります。
この例は、やや単純化しすぎたかもしれません。まず、パーテイカ―とグループはそれぞれの持分を同時に購入しているもの
の、支払価格は幾分異なることになると考えられます。また、この例ではサービス業務について無視しているので、サービス
業務を認識すると、負債（サービス業務報酬の金額が、代替サービスに対する適正報酬を下回る場合）または少額の資産が
発生する場合があります（ただし、当該手数料が適正報酬を著しく上回ることはありえず、参加持分の定義を引き続き満たし
ます）。
公正価値の計算方法
証券化実行者が通常、証券化において生じる多数の財務構成要
素の市場相場価格を入手できないため、その測定には見積技法
が求められます。ASCトピック860は、こうした状況について以下の
ように説明しています。
 基礎となる、金利、デフォルト率、期限前償還率、ボラティリテ
ィに関する仮定は、市場参加者が使用するであろう値を反映し
ている必要がある
 予想将来キャッシュフローの見積りは、合理的且つ根拠のあ
る仮定および予測に基づいて行うべきである
 入手できるすべての証拠を考慮に入れ、それらの証拠への重
み付けは、その証拠を客観的に立証できる度合いに応じて行
うべきである
公正価値の詳細については第9章を参照してください。
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信用リスクの計上方法は？ 資産に対する受益持分に組み込
まれているか？
譲渡人は、損失事象における信託のキャッシュフローの源泉に
注目する必要があります。信託において見込まれるキャッシュ
フローが、原金融資産からのキャッシュフローのみである場
合、譲渡人は自己の受益持分を通じて信用リスクの一部を吸
収していることになり、別途債務を計上すべきではありません。
ただし、原資産の信用損失の可能性は公正価値の測定および
譲渡人の受益持分の会計処理に影響を及ぼします。反対に、
譲渡人が信託に対し自己の受益持分において負担する損失
額を超えて損失を補填しなければならない可能性がある（すな
わち、原資産に係る信用関連損失について信託またはその他の者へ損失を補填するために「小切手を振り出す」よう求めら
れる可能性がある、または信託/投資者が、譲渡人に対して資産を売り戻す権利を有している）場合は、譲渡日に公正価値
で別途負債を計上する必要があります。
注意：こうした事例の場合は、譲渡人が譲受人を連結すべきかどうか、および法的隔離が実現されているかどうか判定する
際に注意が必要です。
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7

モーゲージ・サービシング権について
知っておくべきこと

モーゲージ・サービシング権とは
実行されたモーゲージローンについて借り手が支払う利息には、ローンのサービス業務に対する報酬と貸手に対する合理的
な投資リターンの両方が含まれています。オリジネーターが投資目的でローンを保有している場合は、サービス業務部分と
投資リターン部分とが契約上分離されていないのが一般的です。しかしながら、オリジネーターが当該ローンの他者への売
却を決めた場合は、当該売却において、サービス業務が留保される場合もあれば放棄される場合もあります。サービス業務
も放棄してローンを売却した場合は、オリジネーターは、サービス業務を含めたローン全体に係る市場価値の全額を受け取
ることになります。反対に、サービス業務を留保してローンを売却した場合は、当該モーゲージローンの利息をサービス業務
部分と、ローンの購入者または新しい投資者へ支払う金利部分とに契約上分離することになります。その結果、サービス業
務部分を留保するオリジネーターは、モーゲージ・サービシング権を資産または負債として認識することになる場合がありま
す。
当初認識
金融資産に係るサービス業務契約の締結時に、事業体はサービス業務資産またはサービス業務負債を認識しなければなり
ません。サービス業務契約は、（1）サービス業務の対象となる金融資産の売却または証券化と併せて請け負うか、または
（2）個別に購入または引き受けが行われます。ローンとサービス業務とが契約上分離されている場合のみ、このサービス業
務契約についてサービス業務資産または負債を計上します。サービサーがローンも保有している場合、サービス業務に係る
資産も負債も別途計上しません。概して、サービサーがサービス業務から得られる便益がサービス業務の履行の対価として
適正な報酬を上回ることが見込まれるので、当該契約によりサービス業務資産が計上されることになります。ただし、サービ
ス業務から得られる便益がサービス業務の履行の対価として適正な報酬を下回ることが見込まれる場合は、当該契約により
サービス業務負債が計上されることになります。サービサーが丁度適正な報酬を得ている場合は、サービス業務に係る資産
も負債も計上しません。適正な報酬は、市場要因に基づいており、サービサーの内部費用に関して必ずしも考慮されませ
ん。
別途認識が必要なサービス業務資産または負債は、ASCトピック820「公正価値測定」に従って、当初、公正価値で測定しな
ければなりません。公正価値は、市場参加者間の秩序ある取引において、資産の売却により受け取るであろう価格、または
負債の移転により支払うであろう価格と定義されています。
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使用する価格は、当該資産または負債に関する主要な市場に基づくものでなければなりません。主要な市場とは、報告事業
体が通常取引を行っている市場であると考えられます。主要な市場が存在しない場合は、最も有利な市場を使用することが
できます。最も有利な市場とは、取引費用を考慮に入れたうえで譲渡人にとって最も有利な市場です。
モーゲージ・サービシング権は、取引の一部に組み込まれ取得される場合もあれば、一連の取引の流れのなかで取得される
場合もあります。すなわち、ローンの譲渡の一部として留保される場合もあれば、（関連するモーゲージローンから分離され
た後、）別個の取引を通じて留保される場合もあります。ローン譲渡の一部として留保されるモーゲージ・サービシング権に係
る公正価値は、譲渡するローンの売却損益に影響を及ぼします。各モーゲージ・サービシング権の取得には、サービス業務
上の立替金や延滞サービス業務報酬など、他の関連するサービス業務資産の取得も含まれる場合があります。モーゲージ・
サービシング権を別個に取得した場合は、支払った対価を、モーゲージ・サービシング権の公正価値および当該取引で取得
した他の資産の相対的公正価値に配分する必要があります。モーゲージ・サービシング権の公正価値評価において市場が
考慮に入れるインプットが数多くありますが、基本的に、当該価値は、（1）サービス業務の便益に関するキャッシュインフロー
(基本サービス業務報酬、および予想される変動収益またはその他の付随収益等)と、（2）サービス業務の義務に関するキャ
ッシュアウトフロー(資金調達コストを含む)、の正味の影響額から構成されています。
当初認識後の測定
サービス業務資産またはサービス業務負債に係る当初認識後の会計処理は、償却
原価または公正価値のいずれかを用いて行うことが可能です。
サービス業務資産およびサービス業務負債の区分に応じて異なる選択を行うことが
できます。サービス業務資産およびサービス業務負債のクラス区分は、公正価値測
定に用いる市場インプットの利用可能性と、サービス業務資産またはサービス業務
負債に係るリスク管理手法に基づいて決定します。例えば、ある会社では、一家族
用の戸建て住宅用ローンに係るサービス業務と、集合住宅用ローンに係るサービス
業務とを別個の区分に分けることを選択するかもしれません。ある特定の区分に関
して公正価値測定を一旦選択すると、その選択を取り消すことはできません。償却原価に区分したサービス業務資産および
負債は、会計年度の初めに公正価値測定の区分に変更することができます。
ただし、契約上のサービス業務手数料と適正な報酬との関係の変化により、サービス業務資産がサービス業務負債になり、
11

その逆も起こりうる点に注意することが重要です 。ローンのパフォーマンスやその他の要因によって、市場に基づくローンの
サービス業務コストが変化し、適正な報酬に影響が及ぶ場合もあります。
償却原価法
償却原価法の下では、モーゲージ・サービシング権は、見積正味サービス業務収益（サービス業務収入がサービス業務費用
を上回る場合）または見積正味サービス業務損失（サービス業務費用がサービス業務収入を上回る場合）に比例して、サー
ビス業務期間にわたって償却します。これにより計算されたモーゲージ・サービシング権の償却原価は、各報告日の公正価
値に基づいて、減損または義務の増加について定期的に評価します。

階層化
償却原価法の下では、モーゲージ・サービシング権のポートフォリオを、原金融資産の顕著なリスク特性に基づいて別個のト
ランシェに階層化します。そうしたリスク特性としては、金融資産の種類、規模、金利、組成日、期間、地理的な位置が挙げら
れます。この階層化は、同じ階層内のローンがリスク要因の変動に応じて概ね似たような動きをするよう、詳細なレベルで行
う必要があります。
一度決定した階層化の決定は、経済的現実や状況の著しい変化により、顕著なリスク特性や決定した階層を変更すべきで
あることが明らかにならない限り、一貫して適用するものとします。
11

ASCトピック860-50-20では、適正な報酬について、「サービス業務による便益の額であり、仮に代替サービサーが必要な場合、当該サービ
サーに対する適正な報酬になると想定されるものであり、市場で要求されるであろう利益も包含したものである。特定種類のサービス業務の
履行に対し市場が要求する金額である。適正な報酬は、市場によって決まるものであり、サービサーにおける特定のサービス業務のコスト
に応じて変わるものではない。」と定義しています。
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償却原価は、各階層ごとに個別に計算する必要があります。また各階層について、償却原価と測定日現在の公正価値とを
比較して減損の評価を行う必要があります。公正価値が償却原価を下回る階層がある場合は、その差額を減損損失として
計上しなければなりません。減損が一時的であると考えられる場合は、貸借対照表上の評価引当金(損益計算書の借方項
目を相手勘定とする)を通じて認識することもできます。当該階層の公正価値がその後変化した場合は、その影響は評価引
当金を通じたものとなりますが、公正価値の見積額が帳簿価額を上回っても当該階層の帳簿価額が増額されることはありま
せん。減損が一時的ではないと考えられる場合は、モーゲージ・サービシング権資産を直接評価減することになる場合もあり
ます。
公正価値法
事業体はまた、サービス業務資産またはサービス業務負債の特定の区分に対して公正価値法を使用することもできます。公
正価値法の下では、サービス業務資産または負債の各クラスを報告日現在の公正価値に修正し、公正価値の変動額をその
変動が生じた会計期間の損益に計上します。
モーゲージ・サービシング権市場は歴史的にみると、容易に利用できる市場相場価格を参加者に提供できるだけの流動性
があったことはありません。モーゲージ・サービシング権の取引があったとしても、取引所経由ではなく、ブローカーを通して
当事者間で行われます。したがって会社は通常、当該資産または負債の公正価値を見積るために評価モデルに依拠しま
す。モーゲージ・サービシング権の評価における重要な仮定の中には観察不能なものもあるため、ASCトピック820に基づき、
モーゲージ・サービシング権はレベル3の資産または負債とみなされるのが一般的です。
ASCトピック820およびASCトピック860では厳格な開示要件が定められており、モーゲージ・サービシング権の公正価値の算
出に使用した評価技法およびインプット（償却原価法に基づく減損評価および公正価値に基づく当初認識後の会計処理の双
方に関するもの）、ならびにその測定による当該会計期間の損益への影響などについて、財務諸表利用者が評価できるよう
にする情報が要求されています。
サービス業務の譲渡

売却処理vs金融取引処理
モーゲージ・サービシング権が当事者間で移転する場合は、特定の重要な事実と状況に応じて、資産の売却かまたは担保
付借入として処理されます。
米国において一般に公正妥当と認められる会計原則（米国GAAP）の下では、モーゲージ・サービシング権は金融資産とみな
されないという点に注意が必要です。モーゲージ・サービシング権は、サービサーにおけるサービス業務の履行義務および
当該義務の履行に係るサービス業務の便益に対する権利を反映しています。サービス業務手数料は、サービス業務の提供
により稼得されます。サービス業務の性質上、ASCトピック860-50-40には、サービス業務の譲渡特有の会計処理に関する
指針が存在します。

売却処理に関する規準
サービシング権の譲渡は、売り手が以下の要件を満たした場合に売却処理されます。
• 譲渡人が、必要に応じて投資者から書面による承認を得ている
• 譲受人が、現在承認されている譲渡人サービサーであり、その承認された地位の喪失のおそれがない
• 譲渡人が売却価格の一部を貸し付ける場合、返済不要の適切な頭金（残りの売却価格を支払う譲受人の確約を示すの
12

に必要）を受け取っており、譲受人の受取手形により譲受人にフルリコース が与えられている。ノンリコースの手形または
（サービス業務等に関する）リミテッドリコース付の手形はこの規準を充足しない

12

ASCトピック860では、リコースについて、「次のいずれかについて債権の譲渡人から支払を受ける、当該債権の譲受人の権利：（a）債務者に
よる債務不履行、（b）期限前償還による影響、（c）譲渡債権の適格性に関する瑕疵に起因する修正」と定義しています。
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• 譲渡人による短期の一時的なサービス業務に対して、適正な報酬を提供するサブサービシング契約に従って報酬が支払
われる
• 権原が移転している
• 所有に係るリスクと経済価値が実質的にすべてが、買い手へ取り消し不能で移転している
• 売り手が何らかの保護条項を留保していても、いずれも重要ではなく、合理的に見積ることができる
この指針に基づいて、特に、売り手において所有に係るリスクと経済価値に対
する権利があるか否かを十分に検討します。サービス業務の経済価値として
は、サービス業務報酬その他の契約で権利が認められている支払い（例、付随
収益、変動収益）を稼得する権利があります。また、市場での利益を求めてモー
ゲージ・サービシング権を売却する権利を通じて経済価値を稼得できる場合も
あります。サービス業務のリスクとしては、サービス業務に伴う費用の負担や、
そうした費用が定額ではなく特定の借り手やモーゲージローンのニーズに応じ
て変わるおそれがあるという了解事項が挙げられます。また、リスクには、借り
手が支払を行わず、サービサーが逸失した報酬を契約条項次第で投資者から
回収するかまたは差押資産の売却を通じて回収することも含まれます。このよう
な回収では、回収までの資本コストをサービサーが負担することになります。
モーゲージ・サービシング権の譲渡は、譲渡されるモーゲージ・サービシング権
のサービス業務を行う適切な許可を譲受人が受けている場合に限り売却処理が認められます。会計処理の指針は、どのよ
うな種類の事業体がモーゲージ・サービシング権を保有できるかを明示していませんが、サービス業務が留保される取引に
おいては、投資者は大抵の場合、認可をうけたサービサーが指名サービサーであることを求めます。取引の一部として譲渡
される場合は、認識の中止に係る要件が適用されるため、誰がモーゲージ・サービシング権を計上するかを判定するうえで
所有権の検討が極めて重要な検討事項になります。

売却処理に関する要件が充足されたものの、譲渡人がサブサービシング契約を譲受人と締結している場合は、モーゲージ・
サービシング権の認識の中止ができても売却益を認識できない場合もあり、繰り延べが求められることもあります。売却取引
後に売り手が担う役割に特に注意する必要があります。
金融取引の検討事項
モーゲージ・サービシング権の譲渡の中には、売却処理の規準を充足せず、金融取引または担保付借入として処理すべきも
のもあります。その場合譲渡人は、受け取った現金の金額で負債を計上します。この負債は、モーゲージ・サービシング権の
購入者へ移転される将来の現金支払予想額を反映したものでなければならず、最終の支払がなされるまでゼロに減額され
ることも消滅したとみなされることもありません。
取引が当初は担保付借入として会計処理されても、その後事実が変わり、売却処理の要件を満たすことができる場合もあり
ます。そのような事実の代表例として、権原の移転、および/またはローンの投資者が譲受人をサービサーとして承認するこ
とが挙げられます。
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その他の検討事項
事後的に償却原価法を用いて測定しているサービス業務負債については、その後の事象により当該負債の公正価値が増
加し帳簿価額を上回った場合（例えば、当初予測していたキャッシュアウトフローと比較して、実際のキャッシュアウトフローま
たは将来の予想キャッシュアウトフローの金額または時期の著しい変化が原因）、事業体は当初の見積りを修正し、当該増
加額を損失として損益に認識する必要があります。
取引の中には、モーゲージ・サービシング権に関係するキャッシュフローの売却、または超過サービシングの売却を伴うもの
もあります。ASCトピック860-50-25 の指針では、超過サービシングの定義と、サービシングと金利ストリップを区別するため
の指針が示されています。モーゲージ・サービシング権に関係するキャッシュフローおよび基本サービス業務手数料の売却
は非金融資産の譲渡とみなされますが、超過サービシング・ストリップまたは金利ストリップは、状況によっては金融資産の
定義を満たす可能性もあり、ASCトピック860-10の指針の下で検討されます。会計基準コディフィケーションの定義に基づく
と、超過サービシングとは、「サービス業務の対象資産からの将来の受取利息のうち、契約上定められたサービス業務報酬
を上回る部分に対する権利」と考えられるでしょう。こうした収益に対する権利には、サービス業務契約外で保有され、証券化
または実際の金利ストリップ債の残余収益に対する権利が含まれる場合もあります。この形の超過サービシングは、金融資
産とみなされます。
さらに、資産の譲渡以上のものが含まれる取引があれば、取得当事者はASCトピック805「企業結合」の指針を検討し、当該
取得を企業結合として計上すべきか否かを判定する必要がある場合もあります。
IFRSの下でのモーゲージ・サービシング権
米国GAAPでは、モーゲージ・サービシング権を特殊な非金融資産として別
個に識別し、モーゲージ・サービシング権の会計処理および評価に関して
具体的な指針を示しています。国際財務報告基準（IFRS）は、IAS第38号

「無形資産」 の無形資産に関する指針の中でモーゲージ・サービシング権
を識別しています。両会計基準設定主体におけるモーゲージ・サービシン
グ権の会計処理はほぼ同じですが、貸借対照表上の分類のほかに、会計
指針の適用においていくつかの相違が存在するかもしれません。特定の取
引およびストラクチャーの微妙な違いが、結論が相違する決定要因になり
ます。
IFRSはモーゲージ・サービシング権の会計処理を、その他の無形資産の会計処理と併せて取り扱っており、モーゲージ・サ
ービシング権固有の会計処理を具体的に規定していません。IFRSの下では、取得した無形資産は、当初、「相対的公正価
値」で認識する必要があります。取引のストラクチャーによっては、相対的公正価値が市場における真の公正価値と異なる場
合があります。
有限の耐用年数を確定できる無形資産についてIFRSは、当該資産から得られる経済的便益に応じて、当初認識後その耐用
年数にわたって償却することを求めています。これは、米国GAAPの下での償却原価法とほぼ同じです。IFRSはまた、モーゲ
ージ・サービシング権について減損に係る分析は求めていますが、この減損評価のためにモーゲージ・サービシング権をリス
クバケットごとに分類することは求めていません。このアプローチの結果、モーゲージ・サービシング権の帳簿価額が米国
GAAPとIFRSとで異なる場合があります。またIFRSは、当初認識後、モーゲージ・サービシング権について米国GAAPのように
すべて公正価値で測定するオプションを認めていません。
IFRSは、モーゲージ・サービシング権の譲渡に関する具体的な指針を示していません。ただしIAS第38号に、無形資産の譲
渡に関する指針があります。この指針は、IAS第18号の下での一般的な収益認識の概念に従ったものです。モーゲージ・サ
ービシング権の譲渡にIFRSの指針を適用すると、会計上同じような結論になる可能性がありますが、相違がある可能性がな
いわけではありません。とりわけ、担保付金融取引の概念については、無形資産の譲渡に関するIFRSでは具体的に言及さ
れていません。したがって、IFRSの下での無形資産に関する認識の中止の指針が充足されない場合は、米国GAAPとIFRS
の間に差異が生じる可能性があります。
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投資者の会計処理

プレーン・バニラ型モーゲージ担保証券（MBS）や資産担保証券（ABS）に対する投資の会計処理
証券化金融資産に対する持分はすべて、現金で購入したかまたは売却処理した譲渡の対価として取得したかを問わず、当
初、公正価値で認識する必要があります。また投資者は、自己の投資を認識次第、少なくとも1つ、場合によっては複数の会
計処理に関する選択をする必要があります。
最初の会計処理の選択は、その後のいずれの貸借対照表上でも当該持分を公正価値で引き続き報告し、公正価値の変動
に基づく評価損益を当該会計期間の損益に認識することを望むかどうかということです。この「公正価値オプション」は、証券
化金融資産を含めて、金融商品の大半について利用可能です。この選択は通常、各項目の当初認識時に項目ごとに行わな
ければならず、一旦決定すると取消不能です。ただし、この選択を連結の代替として使用することはできません。投資者が公
正価値オプションを使用しないと決定した場合、何を行うべきかを決定するにはさらなる検討が必要になります。
証券化金融資産に対する持分の大半（証券化信託が発行する大半の優先受益権およびその他の「資本性」受益持分等）
が、「債務証券」の定義を満たすため、会計基準コディフィケーション（ASCトピック320）「投資―債務証券および持分証券」に
おける会計指針の対象になります。ただし、債務証券の定義を満たさない金融持分を譲渡人が取得するように譲渡人が取引
をストラクチャリングする場合もあります。この手段となるのは、通常、譲渡人の持分が、プーリング・サービス業務契約
（pooling and servicing agreement）その他の有効な譲渡文書に基づく契約上の権利により表象されるようにし、振替決済証
券またはその他の商品に組み込まれないようにする（すなわち、「非証書」化）ことです。しかしながら、そうした持分について
期限前償還がなされる、または保有者（譲渡人など）が計上した投資を実質的にすべて回収できないような方法で契約に従
って清算される可能性がある場合、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則（米国GAAP）は、それを債務証券と
同じように処理し、売買目的有価証券かまたは売却可能有価証券のいずれかに分類することを求めています。受益持分が
これらの区分のいずれにも該当しない場合は、投資者は、当該金融商品について（組込デリバティブの可能性について探る
だけでなく）具体的特性を評価し、適用すべき会計上の文献を決定する必要があります。例えば、当該持分を債権として会計
処理するのが適切になるかもしれません。
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公正価値オプションを利用しない投資者は、売買目的、売却可能、満期保有目的のいずれかに債務証券を分類しなければ
なりません。ほとんどの場合、この当初の分類は、当該保有者がその証券を留保している間は変更できません。売却可能区
分から満期保有目的区分への変更のみ、容易に認められます。
売却目的有価証券は公正価値で計上し、評価損益を当該会計期間の損益に認識します。短期間で売却するために取得し、
従い短期間だけ保有することが見込まれる証券は、売買目的有価証券に分類しなければなりません。また、投資者は任意
で、他の債務証券も売買目的有価証券に指定することが可能です。したがって、売買目的の区分は、公正価値オプションと
13

本質的に変わりません 。
売却可能有価証券も貸借対照表上に公正価値で計上します。ただし、公正価値の変動を、当該会計期間の損益ではなく、
貸借対照表上、資本の独立した構成要素、すなわちその他の包括利益に税効果控除後の額で認識します。個々の証券の
公正価値が、その償却後の取得原価を下回り、当該下落が一時的でないと考えられる場合は、当該証券が減損しており、本
来であればその他の包括利益に表示される当該変動の一部または全部を、損益に損失として認識しなければなりません。こ
の結果、当該証券について新たな取得原価が設定されます。つまり、その後に公正価値が上昇したとしても、その上昇分を
それ以前に認識した損失との相殺に利用することができないということです。一時的でない減損に関する分析は、本章でさら
に詳しく説明します。
満期保有目的有価証券は償却後の取得原価で認識し、一時的でない減損が発生した場合は評価減を行います。有価証券
を満期保有目的に分類するためには、保有者は、当該有価証
券を満期まで保有するという積極的な意思と能力を有していな
ければなりません。その他の有価証券を満期まで保有する意思
を主張する経営者の能力を疑問視することなく、満期目的保有
有価証券を売却する投資者の能力に対しては厳しい制限があ
ります。満期保有目的有価証券の売却または分類変更が認め
られる理由のうち、ABSまたはMBSの保有者に最も頻繁に適用
される理由は下記の通りです。
• 格付け引き下げなど、発行体の信用度が著しく低下した証拠
(信用格下げ等)
• 保有者に係る規制上の所要自己資本が著しく引き上げられた
ことによる、ポートフォリオの縮小
• 特定の有価証券に関係するリスクウェイトの著しい上昇
• 金利リスクが価格決定要素でなくなる、契約上の満期に非常に近い時点（例、契約上の満期から3カ月以内）での売却
• 当該有価証券の期限前償還または残存期間にわたる予定された返済のいずれかによる、取得日現在の元本残高のうち
相当部分の回収
反対に、金利、期限前償還率、流動性ニーズ、他の投資機会、資金調達、為替レートの変化を理由とする売却や分類変更
は、満期保有目的に分類している有価証券の売却理由として認められません。認められない理由による一つの満期保有目
的有価証券の売却でさえ、経営者が他の有価証券を満期まで保有するという意思に関して信用できる主張をすることができ
るかどうかが疑問視されることになるという見解を、米国証券取引委員会（SEC）スタッフが表明しています。SECスタッフは、
そのような場合、他の満期保有目的有価証券をすべて売却可能有価証券に分類変更すべきであり、且つ、2年間（通称「テイ
ンティング(tainting)期間」)は新たな有価証券を満期保有目的に分類することができないと指摘しています。

13

ASCトピック825-10-15-4は、公正価値による会計処理の適用を有価証券以外の金融負債および金融資産にも大幅に拡大しています。ASC
トピック320-10-25-1は、投資者が債務証券についてそのポジションを活発に売買する意図がないとしても、当初「売買目的有価証券」に分
類する選択を認めています。

証券化の会計処理
Copyright © 2014 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

67

第8 章

有価証券は、期限前償還されるか、または保有者が計上した投資を実質的にすべて回収できないような方法で契約に従っ
て清算される可能性があり、満期保有目的に分類することができません。満期保有目的有価証券の金利ヘッジについては、
ヘッジ会計を適用できません。一方、満期保有目的有価証券に投資するために用いた負債に係る金利ヘッジについては、ヘ
ッジ会計が認められます。また、売却処理の適格性が満たされない金融取引（証券化等）においては、満期まで当該証券を
保有する経営者の意思に関して疑問視されずに満期保有目的有価証券を担保に差し入れることが可能です。
MBSやABSに関するデリバティブの会計処理について懸念する必要があるか？
デリバティブに関する会計上の定義は非常に広範であり、また、いわゆる複合商品に組み込まれている一部のデリバティブ
の特性にも適用されます。証券化取引における各種持分の潜在的複雑性を考慮すると、多くの証券化持分が複合商品とみ
なされることは明らかなようなので、組込デリバティブをデリバティブでない主契約から分離し、個別に会計処理することが求
められます。
幸いにも、米国財務会計基準審議会（FASB）は、証券化取引において、裏付けとなる金融資産プールに固有の期限前償還
リスクと信用リスクの両方の配分に用いられる最も一般的なアプローチに関して例外を規定しています。米国GAAPは、証券
化トランシェへの投資者に対して、単に劣後化の結果として、ある証券化トランシェから他のトランシェへの信用リスクの移転
がデリバティブを生じさせるかどうかを検討することを求めていません。とはいえ、他に組み込まれているクレジットデリバティ
ブの特性(例、クレジット・デフォルト・スワップを含むシンセティック・ストラクチャー)により、潜在的に分離可能なデリバティブ
が生じる可能性があります。
結局、証券化持分をデリバティブ以外の主契約とデリバティブ商品に分離する必要があるかどうかは、通常、当該デリバティ
ブと主契約が「明らかに密接に関連している」かどうかによって決まります。例えば、コモディティ指数の変化は概して、負債
性商品と密接に関連しているとはみなされません。こうした分析を規定する指針はかなり細かいため、その説明は他の機会
に譲ることとします。
デリバティブ会計の対象となる最も注目すべき証券化持分としては、インバースフローター債(モーゲージ担保債務証券のス
14

トラクチャーの一部として発行されるもの等)が挙げられます 。投資者は、そうしたインバースフローター債について、公正価
値オプションか、主契約部分から組込デリバティブを分離しそれぞれ別個に会計処理するかのいずれかを選択することがで
きます。この組込デリバティブは、期限前償還リスクとインバース型金利リスクに関連するものであり、結合して一つの商品と
して計上することになります。
ディスカウントとプレミアムの償却方法
証券化に対する持分の当初認識時の帳簿価額が完全に額面通りにならないことがよくあります。当該差額が市場における
購入プレミアムまたはディスカウントによるものであるかにかかわらず、投資者は、当該差額について合理的且つ規則的な方
法を用いて、時の経過に応じて損益に認識する必要があります。これは、当該証券が貸借対照表上に公正価値で計上（例、
売買目的有価証券として、または公正価値オプションに基づき計上）されていたとしても、投資者の損益計算書上に受取利
息が区分掲記されている間は該当します。信用リスクおよび期限前償還リスクが実質的でない場合、この作業は幾分容易に
なります。ただそれでも、ほとんどのMBSおよびABSは何らかの期限前償還実績を伴い、それについて検討する必要があり
ます。
第1の方法として、保有しているポジションの最長契約期間にわたってプレミアムまたはディスカウントを単純に償却する方法
があります。期限前償還により元本残高がより急速に減少する場合は、実際の期限前償還に追いつくよう、未償却金額の比
例部分を損益に認識します。
第2の方法として、プレミアムまたはディスカウントを期限前償還に関する当初見積に基づいて償却するという方法がありま
す。この見積りは、実際の期限前償還の進行が早いか遅いかに応じて定期的に見直します。ただし、期限前償還を見積るた
めには、原資産プールが大きく、期限前償還の可能性が高い類似するローンで構成されている必要があり、且つその金額と
時期について合理的な見積りが必要です。

14

FASBの「デリバティブ（基準書第133号）実務上の論点」の論点B40を参照。
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金利が変動型の場合は複雑度が一段と増します。期限前償還への対処に加え、投資者は時の経過に応じたクーポン利率
の変化にも対処する必要があります。ロンドン銀行間取引金利（LIBOR）やその他の市場指標と連動する金利に関しては、契
約時に有効な指標または金利のいずれかを用い、予測キャッシュフローに基づいてプレミアムまたはディスカウントに係る償
却スケジュールを設定するか、当該証券の存続期間中におけるその指標または金利の変動に応じて、償却スケジュールを
定期的に再計算することになります。初期段階について有効な契約上の金利が人為的に高いまたは低い場合は、増加した
残高が借手が期限前償還を選択したときに（期限前償還や類似するペナルティを考慮に入れて）直ちに認識すべき金額を超
えない限り、残存期間にわたって安定することになるでしょう。
上記のさまざまな一定利回り法は、証券または非証書化持分のうち、信用の質が低い、または保有者の回収額が当初投資
の実質的な全額を下回る方法で契約に従って返済される可能性があるものについては適用されず、信用の著しい悪化を経
験した後に購入したポジションにも適用されません。このタイプのポジションに適用される追加のQ&Aについて、以下をご覧
下さい。
公正価値が帳簿価額を下回っている（underwarter）ポジションについて、いつ評価減を行う必要があるか？
一時的でない減損が発生しているポジションについては、何らかの評価減が必要になります。各貸借対照表日現在で投資者
は、売却可能有価証券として既に公正価値で計上されていたとしても、公正価値が帳簿価格を下回っている（すなわち、償却
原価を下回っている）個々の証券のポジションを識別する必要があります。「減損している」ポジションを識別したら、次のステ
ップとして、当該減損が一時的でない（「永久」という意味ではありません）か否かを判定します。最後に投資者は、一時的で
ない減損のうちどの程度が信用損失によるものかを、他のすべての要素と比較して見積る必要があります。
証券化持分などの債務証券については、一時的でない減損には2つの基本的な種類があります。投資者が証券を売却する
意思がある、または公正価値が帳簿価額を下回っている証券をその損失の回復前に売却するよう求められる（例、規制上の
理由）可能性が50％超である場合、投資者は当該証券を公正価値に評価減しなければなりません。そして、評価減全額を損
益に計上します。その後は、あたかも当該評価減実施日現在の公正価値で当該証券を購入したかのごとく、当該証券の会
計処理を行います。
あるいは、投資者が証券を売却する意思がなく、且つ、当該証券の売却を求められる可能性が50％以下である場合、当該
15

証券の償却原価全額を予想される将来キャッシュフローの現在価値 によって回収することができないと投資者が予想する
ときには、やはり減損は一時的でないとみなされます。その場合は評価減を信用損失部分とその他のすべての要素に関す
る部分とに区分します。評価減全額を損益計算書に表示しますが、信用以外の要素に関係する部分の金額を相殺してその
他の包括利益に振り替えます。その後、減損したポジションの償却原価から信用損失による減損を減額します。満期保有目
的有価証券および売却可能有価証券に係る一時的でない減損損失によりその他の包括利益に算入された金額は、区分掲
記する必要があります。
公正価値が帳簿価額を下回っているポジションについて評価減を実施しない場合に必要となる開示は？
年次財務諸表には以下の開示をする必要があります。
•

各貸借対照表日現在、1年以上評価損の状態が継続している投資と、
評価損の状態が1年未満の投資とに区分した、投資の種類別の表

– 取得原価または償却原価のうち、公正価値を上回る部分の総額
– 評価損を有する投資に関する公正価値総額

15

現在価値の計算は、当該証券に係る受取利息を認識するのに当該投資者が現在使用している利回りに基づきます。
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• 直近の貸借対照表日現在、投資者が減損が一時的でないという結論に至った根拠に対する洞察を提供するための、定量
的開示の記述および投資者が検討した情報（肯定的および否定的な情報の両方）。この開示には、以下のものが含まれま
す。

– 投資の内容
– 減損の理由
– 評価損の状態にある投資ポジションの数
– 減損の重要度および期間
– 当該投資の減損が一時的でないという結論に至るうえで投資者が検討したその他の証拠。例えば、デフォルト率およ
び返済延滞率、ローン・トゥ・バリュー・レシオ、保証、劣後順位、当該投資の経過年数、地理的集中度、業界分析レポ
ート、セクターの信用格付け、当該証券の公正価値のボラティリティ、および/または投資者が関連性があると考える
その他の情報。
四半期財務諸表を作成している投資者が従う実務慣行は、当該四半期の貸借対照表のためにアップデートして完全な年次
での開示を繰り返すケースから、前回の年次での開示以降の重要な変化のみに対処した要約情報を開示するケースまで、
さまざまです。ただし、上記に特定した開示に関しては、年次財務諸表はもちろん四半期財務諸表でも明確に求められてい
ます。
重要な期限前償還リスクおよび信用リスクまたはそのいずれかを有する証券またはその他の持分の会計処理方法は？
契約上期限前償還が可能である、または保有者が投資を実質的に全額回収できない方法で清算される可能性がある金利
ストリップ、ローン、またはその他の債権は、売却可能有価証券または売買目的有価証券に分類される債務証券への投資と
同様に、公正価値で計上します。これは、当該資産を購入したかまたは証券化の対価として取得したか、当該資産（キャッシ
ュフローを受け取る権利）が証券として証書化されているか否かに関わらず、変わりありません。
「実質的に全額」について明確に定義している具体的指針はありませんが、プレミアムの10％以上になる場合は検討が必要
です。また、期限前償還の確率は、この規定を適用すべきか否かの判定においては関係ありません。したがって、投資の一
部について損失の可能性の評価は、期限前償還ペースの上限と下限の間が広い計画償却クラス(PAC)とサポートクラスとで
相違することはありせん。
例：投資者が、モーゲージローンの証券化により発行された劣後債務クラスを保有しています。当該クラスは、定められた元
本金額と変動金利を有しています。裏付けとなっているモーゲージローンのプールに係る損失は、優先クラスに配分される前
にこの劣後証券が負担します。こうした劣後性により、当該証券の公正価値および帳簿価額は、元本金額を著しく下回って
います。当初、期限前償還および損失が何件か予想されていました。第1四半期終了時点で、（a）当該クラスに係る実際の金
利が変化し、（b）実際の期限前償還および将来の期限前償還の見積が、当初の予想と相違し、（c）実際の損失と将来の損
失の見積りが当初の予想と相違しています。会計処理方法は、各会計期間におけるこれらすべての種類の変化に対処でき
る必要があります。
FASBは、証券に係る将来キャッシュフローの見積り額が直近の評価日以降（基本的に四半期毎）増加または減少した場合
に、受取利息の認識に用いる一定利回りを調整する具体的な非遡及的手法を定めています。対象となる証券は以下のもの
が挙げられます。
• 次のいずれかに該当するすべてのABS、ローン担保証券（CLO）、商業不動産担保証券（CMBS）およびMBS：（1）政府、政
府機関、または信用の質が類似する保証人により保証されていない、（2）信用損失（元本か利息かを問わない）の可能性
がほとんど無いことが確実となる十分な担保が差し入れられていない。この規定からの除外要件を満たす最低限の信用格
付け（例、投資適格）の要件については定められていませんが、SECスタッフは、格付け会社による格付けがAAまたはそれ
と同等という基準を設定しています。
• 期限前償還により、保有者が計上した投資を実質的に全額回収できなくなる可能性がある、すべての金利ストリップ(政府
機関のものを含む)およびその他プレミアム債（格付けに関わらず））。
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上記証券は、満期保有目的または売却可能に分類されているか否かに関わらず対象になります。売買目的に分類されてい
る場合は、すでに公正価値で評価されていますが、保有者が損益計算書に受取利息を評価損益と区分して報告することが
求められている場合は、受取利息の認識に係る指針が適用されます。中期債、長期債、パス・スルー証券、参加証書、さらに
は信託証書やCLOの優先受益権に指定される証券は、資本性証券でなく債務証券の特性を有することが多いので、通常、
対象になります（下記参照）。
重要な期限前償還リスクおよび信用リスクまたはそのいずれかが
存在する場合の定期的な受取利息の計算方法
原則、証券化に対する投資に係る受取利息の認識は、ASCトピッ
ク325-40に従って行います。同モデルの下では、投資者（購入日
現在）および証券化実行者（証券化決済日時点）は、公正価値の
計算で用いた仮定を使用して、証券からのすべての将来キャッシ
ュフローの時期および金額を見積る必要があります。当該将来キ
ャッシュフローのうち当初の投資金額を上回る部分が、実効金利
法を用いて当該投資の残存期間にわたって受取利息として認識
すべき増加報酬（accretable yield）になります。
いかなる証券も同様に、投資者は、将来キャッシュフローの現在
価値と投資の償却原価の金額とが等しくなるような内部収益率
（IRR）を求めることで利息を計算します。各貸借対照表日現在の
投資の償却原価は、(1)当初の投資額＋(2)貸借対照表日までの経過利息－(3)貸借対照表日までに受け取った現金合計（利
息または元本としてかは問わない）－(4)減損損失（表「ASCトピック325-40計算例」を参照）と等しくなります。
投資者は、市場参加者が公正価値の計算の際に使用するであろう仮定を考慮に入れて、投資の残存期間にわたってキャッ
シュフローの見積りを更新しなければなりません。翌期の受取利息の増加額の計上に用いる一定利回りを計算するには、直
近の貸借対照表日現在の償却原価の金額と将来キャッシュフローの現在価値とが等しくなるようなIRRを新たに求めなけれ
ばなりません。
残余持分の中には、（信用補完の強化の要求により）証券化の初期段階に保有者に対して比較的少額の現金を生む場合が
あります。これらの残余持分に実効金利法を適用すると、当該残余持分の帳簿価額が期首時点よりも期末時点の方が大きく
なると見込まれますが、キャッシュフローの見積りが適切であればこのことが容認されます。
状況によっては（例、証券化実施以降に信用の質が悪化した証拠を示す証券化持分を取得した場合）、投資者は、ASCトピッ
ク310-30で示されている指針を用いて証券化に対する投資に係る受取利息を認識しなければならない場合があります。当該
指針とASCトピック325-40は似ていますが、利回りに影響を及ぼすキャッシュフローの見積りの更新が異なります。例えば、
当初認識後、債務証券に係る受取利息を増加させるために用いる見積りキャッシュフローは、（1）見積りキャッシュフローが
著しく増加している、（2）見積りキャッシュフローが減少している（このような場合、減損を認識することになる）、または（3）実
際に受け取ったキャッシュフローが従前の予測よりも著しく多い、のいずれかに該当する場合のみ更新することが求められま
す。
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重要な期限前償還リスクおよび信用リスクまたはそのいずれかを有する証券に係る利息および減損の認識の例
仮定
投資者が2013年1月1日にある劣後証券を106.08ドルで購入しました。同証券の額面金額は100ドルで、ローンに係る正味ク
ーポンからの利息のうち、優先クラスに支払われる利息を超過する部分を全額受け取る権利があります。ただし、信用損失
に関しては優先クラスに補填する必要があります。投資者は、満期までこの劣後証券を保有する積極的な意思と能力があ
り、同証券を売買目的有価証券に分類していません。
年間期限前償還率（CPR）を5 ％、ローンの元本残高に係る損失率を年率100ベーシスポイントと仮定して、これに基づき購入
日現在の税引前利回りを年率10.77％と仮定します（「基本シナリオ」）。
1年目の末日現在、下表に示す5つのシナリオが存在します。最初のものは、当該劣後証券に係る期限前償還、損失、市場
利回りの仮定が基本シナリオと変わりません。それ以外のシナリオでは、当該劣後証券に係る期限前償還、損失、市場利回
りの仮定が1つ以上増減しています。
ASCトピック325-40計算例
2年目から5年目までのシナリオ
基本
シナリオ

代替
シナリオ1

代替
シナリオ2

代替
シナリオ3

代替
シナリオ4

1

年間期限前償還の仮定

5CPR

7 CPR

7 CPR

3 CPR

3 CPR

2

信用損失の仮定

100 bp

200 bp

200 bp

50 bp

50 bp

3

劣後証券の市場利回り

10.77%

12%

8%

12%

8%

4

劣後証券のキャッシュフロー*：

5

1年目

$ 15.70

$ 15.70

$ 15.70

$ 15.70

$ 15.70

6

2年目

13.30

11.19

11.19

14.34

14.34

7

3年目

28.08

31.70

31.70

24.51

24.51

8

4年目

52.23

49.24

49.24

54.44

54.44

9

5年目

42.89

38.52

38.52

46.65

46.65

10

1-5年目までの合計

$ 152.20

$ 146.35

$ 146.35

$ 155.64

$ 155.64

11

2-5年目のキャッシュフローを10.77％の増加報酬率（accretable yield rate）で割り引いた場合の
現在価値

$ 101.80

$ 97.75

$97.75

$ 103.96

$ 103.96

12

1年目末日現在の公正価値（6-9行目を3行目の市場利回りで割り引いた現在価値）

$ 101.80

$ 94.79

$ 104.94

$ 100.74

$ 111.80

13

1年目の受取利息（投資金額106.08ドル×基本シナリオの利回り10.77％）

$ 11.43

$ 11.43

$ 11.43

$ 11.43

$ 11.43

14

暫定的な償却原価（初期投資金額＋受取利息－1年目のキャッシュフロー）

$ 101.80

$ 101.80

$ 101.80

$ 101.80

$ 101.80

15

見積り残余キャッシュフロー(11行目)の現在価値が減少しているか？

NA

YES

YES

NO

NO

16

公正価値（12行目）が償却原価（14行目）を下回っているか？

NO

YES

NO

YES

NO

17

計上すべき減損（15行目および16行目がYESの場合、14行目から12行目を控除）

NO

$7.01

NO

NO

NO

18

17行目の金額のうちその他の包括利益に振り替えた金額（11行目から12行目を控除）

$2.96

-

-

-

19

1年目末日現在の貸借対照表上の資産†

$ 101.80

$ 94.79

$ 101.80

$ 101.80

$ 101.80

20

1年目末日現在の償却原価

$ 101.80

$ 97.75

$ 101.80

$ 101.80

$ 101.80

21

2年目に係る修正後利回り（償却原価（20行目）と2-5年目のCF（6-9行目）のIRR）

10.77%

10.77%

9.17%

11.59%

11.59%

22

2年目の受取利息（21行目×20行目）

$ 10.96

$ 10.53

$ 9.34

$ 11.80

$ 11.80

*

リバース・エンジニアリングの場合のみ。当該劣後証券に支払われるキャッシュフローを生成するために用いられた取引のストラクチャーは、元本金額250ドルで、5回の年間返済額
50ドルで償却される、期間5年のローンのプールです。元本残高（貸倒償却後）に係る12％のクーポン総額から、元本残高（貸倒償却前）の1％であるサービス業務手数料を差し引い
た額。優先クラスにおいては、元本金額が150ドルで、金利が6％、償還されるまで予定されている元本金額返済額および予定外の元本金額返済額ならびに清算金額の全額を受け
取る権利があります。

†

当該劣後証券が売却可能有価証券に分類されていた場合は、貸借対照表上の資産金額は常に公正価値になります。代替シナリオ2、3、4では、公正価値と償却原価との差額が、
その他の包括利益の借方または貸方に表示されます。
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ホールローンおよび参加持分の場合
証券化取引の大半がローンのプールを必要とします。譲渡人の中には、他の非証書化持分を従前からローン・ポートフォリ
オの一部として取り扱う者もいます。このような実務はおそらく継続し、留保する参加持分に関してはさらに特に一般的になる
と見込まれます。参加持分は、基本的にキャッシュフローの比例持分に限定されるため、ASCトピック860におけるベーシス
配分プロセスの結果、留保する参加持分に対しベーシスがほぼ比例配分されるので、留保する参加持
分をローン・ポートフォリオの一部として引き続き報告すべきであるという
考えをさらに裏付けることになります。
投資者が予測可能な将来の期間または満期まで保有する意思（または
能力）がないローンは、売却目的保有に分類し、取得原価または公正価
値のいずれか低い方で計上しなければなりません。売却目的保有ローン
に係るプレミアムおよびディスカウントは償却せず、信用損失に係る引当
金は個別に設定しません。同ローンは、取得原価または公正価値のいず
れか低い方による評価で繰り越すのみです。売却目的保有に分類されな
いローンは、長期投資に分類し償却後の帳簿価額で計上し、信用損失に
対する引当金および減損の評価が必要になります。ローンの区分を売却
目的保有から投資目的保有に変更す場合、取得原価または市場価値の
いずれか低い方で振り替えます。

留保する参加持分が引き続きローン・ポートフォリオの一部であったとしても、その分類を維持すべきかどうかについては疑
問が残ります。投資目的保有ローンの売却には、満期保有目的有価証券と同じ制限は課せられません。通常のパターンの
売却だと問題が生じる可能性がありますが、投資目的保有ローンの善意の臨時的な売却であれば、残存するローンの会計
上の分類にとって致命的とはなりません。ローンの区分を売却目的保有から投資目的保有に変更する場合、取得原価また
は市場価格のいずれか低い方で振り替えます。
いつ、未収利息不計上区分（non-accrual status）に投資を分類できるか？
米国GAAPは、いつ投資を未収利息不計上区分に分類すべきかを明確に示していません。しかしながら規制を受ける事業体
は、未収利息不計上区分が適切になる時点の判定において、規制上の指針を参照する必要があります。いかなる場合で
も、減損の認識要件を避けるために未収利息不計上区分を利用してはいけません。
国際会計基準との比較
国際財務報告基準（IFRS）を適用している投資者の場合は、国際会計基準（IAS）第39号が、金融資産に対する投資(証券化
16

に対する投資を含む)の会計処理に適用されます 。米国GAAPと同様に、IAS第39号は、金融資産に対する投資を売買目
的、売却可能、満期保有目的（または、ある状況においては貸付金および債権）のいずれかに分類するよう求めています。
IFRSの下での分類および測定の選択肢は米国GAAPと似ていますが、下表に示す通り各区分への分類のための適格規準
が米国GAAPとは異なります。
米国GAAPと同様に、IAS第39号は、投資者が自己の持分を純損益を通じて公正価値で測定する選択肢（すなわち公正価値
オプション）を認めています。ただし、米国GAAPと違い、公正価値オプションの選択が可能になるには、投資者が一定の適格
規準を満たす必要があります。IFRSの下で公正価値オプションの選択が可能になるのは、（1）公正価値オプションにより会計
上のミスマッチが除かれるかまたは著しく低減する、（2）当該金融資産が、文書化されたリスク管理戦略に従って公正価値

16

IASBは2009年、最終的にIAS第39号に取って代わる予定のIFRS第9号「金融資産」において新たな金融資産の基準を公表しました。当初公表された基準は、金融資産に係る分類お
よび測定の規準を定めるものでした。その後2010年に、IFRS第9号は改訂され、金融負債の分類および測定に関する指針が追加されたほか、IAS第39号で定められていた認識と認
識の中止に関する指針も引き継がれました。IFRS第9号は2013年に再び改訂され、新しい一般ヘッジ会計規定が盛り込まれました。IASBはまた、同基準にいずれ盛り込む予定であ
る、金融資産の減損に係る指針を現在策定しています。IFRS第9号の当初の内容については、発効日は2013年1月1日とされ、早期適用も認められていました。しかしながら、当該基
準における他の部分の最終基準化（分類および測定に関する当初の指針の再検討を含む）が、IASBが当初予定していたスケジュールをオーバーしたため、IASBはIFRS第9号の適用
を無期限に延期しました。IASBはこのほど、強制発効日を2017年1月1日以降にする暫定決定を行いました。
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IFRSと米国GAAPとの比較
項目

IFRS

米国GAAP

売買目的（純損益を通じて

以下のいずれかに該当する金融資産

以下のいずれかに該当する金融資産：

公正価値で測定）

a. 主として短期間に転売する目的で取得したもの

a. 数時間または数日以内に売却することを意図

b. まとめて管理され、かつ、最近における短期的な
利益獲得の証拠がある金融商品ポートフォリオの

して取得したもの
b. 投資者が売買目的として会計処理することを

一部であるもの

選択した金融資産

c. デリバティブ
満期保有目的

固定または決定可能な支払金額と固定の満期を有

債務証券であり、投資者が満期まで保有すると

（償却原価で測定）

する、デリバティブ以外の金融資産のうち、事業体が

いう明確な意思と能力の両方を有している、金融

満期まで保有するという明確な意図と能力を有し、且

資産

つ「活発な市場における相場価格がある」もの
貸付金および債権

支払額が固定または決定可能な、デリバティブ以外

適格な分類規準がない。米国GAAPの下では、

（償却原価で測定）

の金融資産のうち、「活発な市場における相場価格

貸付金は売却保有目的か投資保有目的に分類

がない」もの

される

売却可能（包括利益を通じ

売買目的、満期保有目的、貸付金および債権に分類

売買目的にも満期保有目的にも分類されない金

て公正価値で測定）

されない金融資産

融資産

べースで管理され且つそれに従ってそのパフォーマンスが評価されている資産または負債のグループの一部である、または
（3）投資者が当該金融資産から組込デリバティブを分離しなければならない、のいずれかの場合のみです。
米国GAAPと同様に、IAS第39号は投資者に対して、自己の投資がデリバティブを包含しているかどうかを判定するよう求め
ています。IFRSに基づく当該分析を実施するための規準は米国GAAPと本質的に同じですが、適用指針において違いが存在
します。
米国GAAPと違い、IFRSには一時的でない減損という概念が存在しません。その代わりにIAS第39号では、投資者に対して、
減損の客観的証拠（すなわち、一つ以上の事象が見積り将来キャッシュフローに影響を及ぼしている）があるか否かを判定
するよう求めています。減損の客観的証拠が存在する場合、投資者は以下の通り測定した減損損失を認識します。
• 満期保有目的または貸付金および債権に分類されている資産－当該資産の帳簿価額と、当該資産の実効金利を用いて
割り引いた、投資者による将来キャッシュフローの見積額の現在価値との差額
• 売却可能に分類されている資産－当該資産の帳簿価額と当該資産の公正価値との差額
また、米国GAAPと違いIAS第39号は、減損損失の額が減少している客観的証拠が存在する場合は、過去に認識した減損損
失の戻入れを認めています。
IFRSの下での受取利息の認識は米国GAAPと同様です。すなわち、IAS第39号では実効金利法を用いて受取利息を認識す
るよう求めています。またIAS第39号では、額面金額から大幅にディスカウントされた額で取得した金融資産については、予
想される信用損失の見積りを織り込む方法により当該資産の実効金利を計算するよう規定しています。
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公正価値情報の測定および
報告の方法

公正価値とは
「公正価値測定」では、証券化に対する持分（証券化証書、金利ストリップ、裏付けとなる担保など）を含めて、資産および負
債の公正価値測定の計算方法について指針を定めており、公正価値測定に必ず付随する開示についても概説しています。
その詳細に入る前に注意すべき重要な点が一つあります。すなわち、ASCトピック820は、いつ公正価値が必要になるかを規
定しているのではなく、米国GAAPの別の領域において財務諸表での開示または脚注による開示のいずれかの目的上、公
正価値測定が要求される場合に、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則（米国GAAP）に基づいて公正価値を
計算するための統一的な定義を「出口価格」という概念を用いて定めているという点です。ASCトピック820ではまた、公正価
値は市場に基づく測定値であり、事業体固有の測定値ではないことを明確にしています。
下記のASCトピック820の3つのレベルからなる公正価値測定ヒエラルキーは、公正価値の見積りの透明性、一貫性、比較可
能性の向上を図ったものです。一貫性および比較可能性は間違いなく、財務報告に望まれますが、ASCトピック820の目標
は、証券化持分の評価に用いられる幅広い評価技法と完全には相容れません。数多くの評価実務慣行と、一貫性および比
較可能性を求めるASCトピック820との間にある衝突が、公正価値に関する議論の的になっています。しかしながら、技法や
手法がいかに複雑または詳細であろうと、会計上の最終的な目標は依然として同じです。すなわち、評価日現在、市場で資
産を売却または負債を譲渡できる価格の見積りを導出することです。
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各ポジションの公正価値を個別に測定すべきか、もしくはポートフォリオアプローチの使用は可能か？
概して、ASCトピック820では、個別の証券が金融商品の適切な評価単位であると考えられています。例えば、大量保有する
特定の証券の公正価値は原則として、1単位当たりの価格（一株当たり、または額面金額）に、保有している単位の数量を乗
じて計算されます。事実、「大量保有」要因の利用は明確に禁止されています。
とはいえ、ASCトピック820では、以下の条件をすべて満たす場合、正味のロングまたはショートポジションの処分により受け
取るものに基づいて金融資産および金融負債の特定のグループの公正価値を測定するという会計方針の選択を事業体に
認めています。
• 当該事業体が、市場リスク（例、金利リスク、為替リスク、その他の価格リスク）または信用リスクのいずれかに対する正味
のエクスポージャーに基づいて資産・負債グループを管理している
• 当該事業体が、当該グループに関する情報を純額ベースで経営者に提供している
• すべての金融資産および負債を貸借対照表において公正価値で測定している（規定、または公正価値オプションの選択に
よる）
公正価値測定は純額ベースで行うことが可能ですが、ASCトピック210「貸借対照表」の相殺規準を満たさない限り、金融資
産および金融負債の表示は引き続き総額ベースで報告することになります。したがって、事業体が実務上の便法としてポート
フォリオベースでの公正価値を利用したとしても、財務諸表における表示上、当該ポートフォリオの公正価値の測定値をグル
ープを構成する個々の金融資産および金融負債に帰属させる合理的で且つ首尾一貫性のある手法を策定するためには、判
断を用いなければなりません。
レベル1、レベル２、レベル3のいずれを使用するか？
3つのレベルからなる公正価値測定ヒエラルキーは、公正価値の見積りに使用するインプットの信頼性を伝えるために存在し
ており、事業体に対し、観察可能なインプットの使用に優先順位を付けるよう求めています。つまり、公正価値を見積る際に
事業体は、以下のヒエラルキーを用いて、関連する観察可能なインプットを最大限使用することが求められています。
レベル1：同一の資産に関する活発な市場における相場価格（調整なし）
レベル2：レベル1以外の、直接または間接的に観察可能なインプット。例えば次のものがある。
• 活発な市場または活発でない市場における類似の資産または負債に関する相場価格
• 相場価格以外の観察可能なインプット(イールドカーブ、期限前償還のスピード、デフォルト率、損失の重要度など)
• 主に観察可能な市場データにより導出されたまたは裏付けられたインプット

レベル3：観察不能なインプットのうち、市場参加者が公正価値の見積りに使用するであろう仮定に関して報告事業体自身の
仮定が反映されているもの
証券化において発行された受益持分の公正価値を見積るための一つのアプローチが、以下の3つの手順からなる現在価値
技法です。
• 原資産から生成されるキャッシュフローの最善の見積りを作成する
• 当該資産のキャッシュフローを、取引文書（すなわちウォーターフォール）に応じてキャッシュアウトフローに適用する
• 買い手が要求する利回りで保有証券のキャッシュフローを割り引く
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市場は常に正しいか？ 市場が枯渇した場合の対処は？
投資者は、公正価値の見積りプロセスで使用する観察可能
な情報を得るには、「市場」に頼ることになります。ただし、上
記の評価技法のためのインプットに至る前に、市場を評価
し、さまざまな価格シグナルを通じて伝えられる情報について
適切な判断ができるようにならなければなりません。

投資者がある市場において売買高または活動が著しく減少し
ているという結論に至った場合、取引または相場価格につい
てさらなる分析が必要になり、当該取引もしくは相場価格の
調整または採用する評価手法の変更が、公正価値の見積り
に必要になる場合もあります。さらに、他の状況でも調整が
必要になる場合があります（例、測定対象資産との比較可能
性を高めるために、類似する資産の価格の調整が必要な場
合、価格が古い場合）。
売買高の減少や活動水準の低下が生じていることを判定するため、投資者は、市場の流動性が乏しいことを示す以下の要
素を評価する必要があります。
• 最近、取引がほとんどない
• 呼値が現在の情報に基づいていない
• 呼値が時間と共にまたはマーケットメーカー間で（例、一部のブローカー市場）大幅に異なる
• 当該資産または負債の公正価値との連動性が以前は非常に高かった指数が、当該資産または負債の公正価値に係る最
近の動向と明らかに連動していない
• 当該資産または負債に係る信用リスクその他の不履行リスクに関するあらゆる入手可能な市場データを考慮した結果、報
告事業体の予想キャッシュフローの見積りと比較すると、観察されている取引または相場価格について、内在する流動性
リスクプレミアム、利回り、またはパフォーマンス指標（返済延滞率や損失の重要度など）が著しく増加している
• 買呼値と売呼値のスプレッドが大きい、または著しく拡大している
• 当該資産もしくは負債または類似する資産もしくは負債について、新規発行が著しく減少しているまたは新規発行市場(す
なわち、主要な市場)が存在しない
• 公表されている情報がほとんどない（例、当事者間取引市場）
投資者による市場における情報の観察と市場環境に関する判断の両方により、上記の現在価値技法にインプットの最終的
な見積が盛り込まれます。
キャッシュフローの最善の見積りとは？ そのストラクチャーに関する自己のモデルが正しいかどうかの確認方法は？
キャッシュフローの割引に適用する利回りは？
いつもの事ですが、これらの質問に対する答えは「状況による」になります。ただし投資者は、原則として、自己の見方ではな
く市場参加者が何を使用するかに基づいてこれらの質問に答えなければなりません。市場参加者の仮定に関する情報を得
るために多大な労力を費やす必要はありませんが、不必要なコストおよび労力をかけることなく合理的に入手可能な情報を
盛り込む必要はあります。
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証券化の基礎となる資産プールに関する詳細な情報が継続的に急増した結果、当該資産のキャッシュフローの見積りにお
いて考慮する情報量が往々にして膨大になる環境が発生します。したがって、さまざまな要素（地域の失業率、住宅価格の
上昇または下落、破産時に財産を現金化するのに裁判所が要する時間、ローンの条件変更制度の定着の度合いなど、スト
ラクチャーに適用する証券化担保のキャッシュフローに係る予測に至るためのすべてのもの）を考慮に入れた高度な予測モ
デルが存在します。
更に状況を複雑にするのが、モデル化が難しく且つ非常に主観的になる可能性があるオーダーメイドまたはカスタムメイドの
特性が組み込まれたストラクチャーです。場合によっては、これらの特性が価値を決める主な動因であり、プロセスの最初の
手順（資産のキャッシュフローの見積り）を極めて難しくする可能性があります。例えば、債務担保証券における「デフォルト事
象」および劣後に関する条項の多くにより、前例がほとんどないまたは全くないことが多い、取引文書で定められているウォ
ーターフォールの解釈について投資者が結論を下すよう迫られることになります。
一旦、資産のキャッシュフローを見積るための適切なインプットが得られ、精密なモデルを利用して当該キャッシュフローを対
象のストラクチャーに適用すると、投資者は、当該受益持分の一部またはいずれかを売却する場合に市場参加者が要求す
るであろう適切な収益率を決定する必要があります。
この目的のためにASCトピック820は、モーゲージ担保証券に係る市場収益率に至るために市場参加者が使用できる有用な
技法例を一つ示しています。この例では、市場参加者は、観察可能な無リスク金利から始めて、商品の種類、残存期間、組
成時と評価日における市場環境の比較、信用リスク、流動性リスク、その他の要素についてベーシスポイントを加減し調整を
行います。その結果が、他の観察可能な要素および観察不能の要素に基づいて当該調整を組み込み定量化した、市場収益
率の見積値になります。この例ではまた、キャッシュ型の資産とシンセティック型の指数との相違、ならびに証券の裏付けとな
る資産と指数の裏付けとなる資産との相違を組み込む一つの方法に焦点を当てています。そうした調整の多くが、市場にお
ける売買高または活動がいつ減少したかの兆候を明らかにする概念と関係があります。
自己の計算を指数に連動させる必要があるか？
過去の一定の時期に発行されたさまざまな商品に関する資本階層のさまざまなレベルにおける証券の価格に連動する指数
が創出されれば、ヘッジ能力、投機、および価格発見の点でさらに高い柔軟性が投資者にもたらされます。しかし残念なが
ら、当該指数のみが、全く同一の証券ポートフォリオに係る公正価値に直接転換されることから、ある単一の証券の公正価
値を算出するためには調整が必要になります。最終的には、市場収益率に至るために指数に加えなければならない調整に
より、観察可能性は劣るがおそらく関連性がより高い他のインプットを使用して見積った収益率よりも信頼性の高い見積りが
得られるか否かを判定する必要があります。
当初に損益を計上できるか？モデルの較正方法は？
売却処理が達成された範囲内において、取引による収入の公正価値が、譲
渡した資産または負債の帳簿価額を上回るかまたは下回る場合、証券化に
よる損益が売り手に生じます。売り手が、譲渡資産に対する受益持分を受け
取った場合は、当該持分の公正価値を見積る際に注意を払わなければなり
ません。
公正価値の計算は、ASCトピック820で求められている出口価格の概念を守ら
なければなりません。同概念は、取引価格が出口価格と異なる可能性があ
ることを認めています。証券化関係者の多くが、ASCトピック820の一部を、受け取った受益持分または新たに取得した投資
について「モデルによる評価(mark-to-model)」を使用することに対する非難を擁護するものと解釈しています。これは、モデ
ルを使用して公正価値を確定した結果、出口価格の見積りが交渉に基づく取引価格よりも高くなることがあるからです。
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米国証券取引委員会スタッフは2006年の講演で、取引価格が公正価値を反映していない状況でなければ、公正価値を見積
るために用いたモデルを較正し、出口価格と取引価格が等しくなる方法で取引日の市場環境を反映させなければならないこ
とを明確にしました。取引が関連当事者間のものである場合、1人以上の当事者が強要されて取引を行っている場合、また
は主要でない市場または最も有利でない市場で取引価格が確定した場合、取引価格は公正価値を反映していない可能性が
あります。
評価手法を変更する必要がある場合は？ 公正価値の見積りに関して開示すべきその他の情報は？
さまざまな理由により評価技法またはその適用を変更する必要性が生じることがあり得ます。技法が高度化または他の代替
手段よりも有効性が低くなる可能性もあります。または、市場が発達し、その結果、より深い洞察やより強力な価格シグナル
がもたらされる可能性もあります。あるいは、市場が縮小し、価格決定情報が消滅することになる可能性もあります。
評価手法を変更する場合は、公正価値ヒエラルキーに見積もりを適切に分類するために、評価に用いるインプットの重要性
を入念に検討しなければなりません。会計用語では、評価技法またはその適用の変更は、通常、ASCトピック250「会計上の

変更および誤謬の修正」に基づき会計上の見積りの変更として会計処理されます。ASCトピック250にも独自の開示要件があ
りますが、評価技法の変更の開示を求めているASCトピック820に基づく公正価値の開示が既に存在しているので、それらの
規準は適用されません。
期中または年次の会計期間において報告事業体は、公正価値の測定に用いている評価技法、ならびに主要な証券の種類
ごとに用いている技法およびインプットの変更について説明しなければなりません。以下は、主要な証券の種類の例示です。
• 株式（業種、会社の規模、または投資目的別に区分）
• 米財務省およびその他の米国政府機関が発行した債券
• 米国の州または地方自治体が発行した債券
• 米国以外の外国政府が発行した債券
• 社債
• 住宅ローン担保証券
• 商業不動産担保証券
• ローン担保証券
• その他の債務証券
開示要件
金融資産を経常的に公正価値で報告している事業体には、いくつかの開示が求められています。特に以下のものが挙げら
れます。

a. 報告日現在の公正価値測定額
b. 公正価値測定額が全体として区分される公正価値ヒエラルキーのレベル。公正価値測定額を、同一の資産または負債に
関する活発な市場における相場価格を用いた公正価値測定額（レベル1）、その他の観察可能な重要なインプット（レベル
2）、観測不能な重要なインプット（レベル3）に区分

c. レベル2および3の公正価値測定額に関しては、公正価値の計算に用いた評価技法およびインプット
d. レベル3に分類される公正価値測定額に関しては、公正価値測定に用いた観察不能な重要なインプットに関する定量的
情報

e. 観察不能な重要なインプットを用いた公正価値測定額（レベル3）に関しては、期首残高と期末残高の調整表により、以下
に起因する当該会計期間中の変動額を個別に表示する。

1) 当該会計期間中の利益または損失の合計額（実現したものと未実現のもの）。純利益（または純資産の変動額）に算
入した利益または損失を区別する。また、純利益（または純資産の変動額）に算入した利益または損失について、損
益計算書（または活動報告書）における計上科目の説明
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2) その他の包括利益に認識された当該会計期間中の利益または損失の合計額、および当該利益または損失が認識さ
れたその他の包括利益の内訳科目

3) 購入、売却、発行、および決済額（それぞれ区別して表示）
4) レベル3への振替額やレベル3からの振替額（例、重要なインプットの観察可能性の変化による振替）
f. レベル3に分類される経常的な公正価値測定額に関して、これらのインプットを違う金額に変更すると、公正価値測定額
が著しく増加または減少する可能性がある場合、観察不能なインプットの変更に対する公正価値測定額の感応度につい
ての記述的説明

g. 純利益（または純資産の変動額）に算入された上記（e）（1）の当該会計期間の利益または損失の合計金額のうち、報告
日時点で保有している資産および負債に関連する評価損益の変動に起因する額、当該評価損益の損益計算書（または
活動報告書）における計上科目の説明
国際会計基準との比較
国際財務報告基準（IFRS）を採用している投資者の場合、IFRS第13号「公正価値測定」が、公正価値測定および関連する開
示要件に適用されます。IFRS第13号は、2013年1月1日に発効しており、米国GAAPと実質的にコンバージェンスされていま
す。つまり、IFRSに基づく公正価値測定額は、米国GAAPに基づいて計算される公正価値測定額と本質的に同一になるはず
です。
とはいえ、IFRS第13号とASCトピック820の間における顕著な相違も一部あり、下表の通りです。
項目
実務上の便法：純資産額

米国GAAP
事業体は、容易に計算できる公正価値がなく、且つ

IFRS
IFRSにはこの実務上の便法がない

ASCトピック946における投資会社の定義を満たす事
業体への投資は、実務上の便法として純資産額で測
定することが可能である
当初認識：取引日損益

米国GAAPは、当初の公正価値と取引価格との差額

IAS第39号およびIFRS第9号の下では、観察不能

を即時（「デイワン(day 1)」）認識することを禁止してい

なインプットに関する損益の即時認識を禁止してい

ない。なお当該差額には、当初の公正価値測定に観

る

察不能なインプットを使用した場合に生じる差額も含
まれる
開示：レベル3のロールフォワ

ASCトピック820は、当該調整表の開示においてデリ

IFRSは通常、デリバティブの純額表示を認めてい

ード調整表で開示される

バティブ資産および負債を総額ベースまたは純額ベ

ない

公正価値測定額の相殺

ースのいずれかにより表示することを認めている

開示：感応度分析

ASCトピック820は、レベル3に分類される経常的な公

IFRS第13号は、一つ以上の観察不能なインプット

正価値測定額に関して、観察不能なインプットを変更

を合理的に考え得る代替的な仮定を反映するため

すると公正価値測定額が著しく異なる場合は、観察不

に変更した結果生じる、レベル3の経常的な測定額

能なインプットの変更に対する感応度について記述的

の著しい変動について定量的情報を求めている。

説明を求めている

当該情報には、インプットの変更額、測定額の変

定量的な感応度分析は求められていない

動額、およびその影響額の計算方法が含まれる

開示：非上場事業体が利用

非上場事業体は、ASCトピック820に基づく以下の開

非上場事業体は、IFRS第13号に基づく開示要求の

できる免除

示要求を免除されている

いずれも免除されていない



観察不能なインプットの変更に対するレベル3の経
常的な測定額の感応度に関する記述的説明



レベル1とレベル2との間の振替



財政状態計算書で開示されているが報告されてい
ない公正価値測定額について要求される開示
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透明性はどこに？

開示、開示、更に開示．．．
公正価値測定に関して必要な開示を既に多く説明したので、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則（米国
GAAP）および国際財務報告基準（IFRS）の下で求められている開示はすべて網羅されたとお考えの方もいるかもしれません
が、すべてと言うにはまだ程遠い範囲しか説明していません。会計および財務報告の関係者は、投資者および規制当局は
証券化に関して更に透明性を要求し続けるだろうという意見で一致しています。
とは言え、米国GAAPのASCトピック810およびASCトピック860、ならびにIFRS第7号「金融商品：開示」および IFRS第12号「他

の企業への関与の開示」は、以下の（1）から（3）のすべてを財務諸表の利用者に提供することを意図した膨大な量の開示を
既に要求しています。（1）譲渡された金融資産への譲渡人による継続的関与の性質および範囲の把握、（2）譲渡人の財務
諸表に対する譲渡の影響、（3）特別目的事業体（SPE）への事業体の関与。これらの開示要件は、金融商品および公正価値
など、関連する指針において求められる開示要件をさらに細かく規定したものです。
開示上の交通ルール
証券化への金融資産の譲渡人は、ASCトピック860に基づく開示要件の目的に沿って、以下の事項に関する情報を提供する
必要があります。
• それまでに譲渡した金融資産への譲渡人の継続的関与
• 報告事業体の貸借対照表に計上されている資産に対する制限のうち、譲渡された金融資産に関係するもの（その帳簿価

額の開示も含む）
• サービシング資産およびサービシング負債の報告
• （1）譲渡人が継続的関与を有する場合の売却、または（2）担保付借入として処理された譲渡に関しては、当該譲渡による

譲渡人の各財務諸表への影響
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譲渡された金融資産に関連する譲渡人のエクスポージャーに関連するリスクおよび当該譲渡資産に対する制限に関する定
性的情報の充実化の必要性を背景に、開示要件が一段と厳しくなっています。
また譲渡人には、集約したレベルで情報を表示するという選択肢も認められています。ただし通常通り、財務諸表の作成者
は、その開示の有用性を最大限に高めるために脚注に情報を表示する必要があります。集約したレベルでの報告を表示す
る場合は、譲渡人は類似する譲渡を集約した方法について開示する必要があるほか、売却処理した譲渡と担保付借入とし
て処理した譲渡を明確に区別する必要があります。
集約が適切かどうかを判定する際は、以下を含む譲渡の特徴に関する情報を検討する必要があります。
• 継続的関与がある場合はその性質
• 譲渡した金融資産の種類
• 譲渡後も譲渡人がさらされるリスク、および譲渡の結果生じた譲渡人のリスク特性の変化
• 特定の貸付商品が信用リスクへの報告事業体のエクスポージャーを高め、信用リスクの集中を生じさせるか否か
譲渡人は、集約し過ぎて重要な情報が曖昧にならないようにしつつ、過度に詳細な情報を提供して譲渡人のエクスポージャ
ーの把握を困難にさせないような適切なバランスを見つけなければいけません。
担保付借入として認識する場合の開示
取引を担保付借入として会計処理する理由は、証券化信託の連結規定による
か、または実質的支配を放棄していなかったためのいずれかです。
担保付借入に関する開示の目的は、金融資産の譲渡による譲渡人の財政状
態、業績、およびキャッシュフローへの影響に関する情報を財務諸表の利用者へ
提供することです。
また、譲渡人が証券化信託を連結していることを理由に担保付借入として会計処
理する場合は、以下の情報を開示する必要があります。
• 変動持分事業体（VIE）を連結しなければいけないか否かの判定、およびVIE

への関与に関する情報を開示しなければいけないか否かの判定、またはそのいずれかの判定において譲渡人が行った重
要な判断と仮定
• 連結されたVIEの資産、および譲渡人が自己の貸借対照表に計上した負債の決済に対する制限の性質。なお、そうした資

産および負債の帳簿価額も含む
• 証券化実行者によるVIEへの関与に伴うリスクの性質および当該リスクの変動
• 証券化実行者のVIEへの関与による、証券化実行者の財政状態、業績、およびキャッシュフローへの影響

また、個別の報告が有用な情報を提供しない場合は、VIEに対する証券化実行者の持分およびVIEに関する事実および状況
に応じて、類似する事業体ごとに情報を集約できることも定められています。したがって、連結する必要がある複数の住宅ロ
ーン担保証券取引を行った証券化実行者は、詳細な開示が開示の有用性を高めない範囲において、プライムローンとサブ
プライムローンごとにまとめたり、サブプライムローンを組成年度別にまとめたりなど、情報を集約することができます。証券
化実行者は、適切な集約のレベルを判断するにあたって、VIEのさまざまなリスクの特徴、ならびに証券化実行者に対する
VIEの重要性に関する、定性的情報および定量的情報の両方を検討する必要があります。
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連結されたVIEと連結されていないが証券化実行者が当該事業体に対する変動持分を有しているVIEとを区別する必要があ
ります。また、ASCトピック810に基づく開示事項を財務諸表内の2つ以上の脚注に表示することもできます。ただしその場合
は、各脚注間の適切な相互参照を表示しなければいけません。
具体的な開示事項
証券化実行者が主たる受益者であるためVIEを連結しなければならないか否かに関わらず、または証券化実行者がVIEに対
する変動持分のみを有している場合であっても、以下の事項を開示しなければいけません。
• 証券化実行者がVIEの主たる受益者か否かの判定に用いた手法。その結論に達する際に行った重要な判断および仮定も

含みます。
• 事実および状況が変化し、以前に達した連結に関する結論を変更することになった場合は、証券化実行者は、その変更を

生じさせた主たる要因およびその変更による財務諸表への影響を開示することが求められています。
• 財務諸表の対象期間中に、契約（および黙示的な合意）によって義務付けられていない財務的またはその他の支援を証券

化実行者がVIEに対して提供した場合、または、証券化実行者がそうした支援を提供する意思がある場合は、提供した（も
しくは提供する）支援の種類および金額、ならびに支援を提供した（もしくは提供する）主な理由に関する情報を財務諸表で
開示する必要があります。
また証券化実行者は、VIEへの関与に関する定性的情報および定量的情報を表示す
る必要があります。なおそうした情報には、当該関与の性質、目的、規模、活動、VIE
への資金供与が含まれます。
証券化実行者が証券化ビークルを連結した場合は、以下の事項も開示する必要があ
ります。
• 当該ビークルの当初連結時に認識した損益
• VIEの資産および負債の帳簿価額および分類。当該資産と負債との関係に関する

情報も含む。例えば、当該資産を特定の負債の決済以外には使用できない場合
は、そうした関係を開示する必要があります
• VIEの債権者または受益持分の保有者が、報告事業体の一般債権に対してリコースを有さない場合
• 報告事業体がSPEに対して財務的支援を提供する義務が生じ得る明示的または黙示的な取決めの条件。証券化実行者

が損失リスクを負担する可能性が生じる事象または状況を含む
証券化ビークルを連結しない変動持分保有者による開示
ASCトピック810はまた、VIEに対する変動持分は保有しているが主たる受益者ではない報告事業体に対しても、特定の開示
を求めています。そうした事業体は、VIEに対する当該事業体の変動持分に関係する、貸借対照表に認識した資産および負
債の帳簿価額および分類、ならびにVIEへの関与により生じた損失への最大エクスポージャーを開示する必要があります。
報告事業体はまた、損失への報告事業体の最大エクスポージャーの計算方法およびVIEへのエクスポージャーの重要な源
泉について、定性的情報を開示する必要があります。損失への最大エクスポージャーを定量化できない場合は、そのことも
開示しなければいけません。
資産および負債の帳簿価額ならびに損失への証券化当事者のエクスポージャーに関する情報は、表形式で表示する必要が
あります。これら2つの金額の差異を十分に理解できるような、定性的情報および定量的情報の両方を表示する必要があり
ます。なおそうした情報には、変動持分保有者に追加的な財務的支援の提供を義務付ける可能性がある（明示的および黙
示的な）取決めの条件も含まれます。報告事業体はまた、流動性に関する取決めや保証、その他のコミットメントなど、第三
者が引き受けた支援に関する情報も表示しなければいけません。
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シェアードパワーの取決めが存在するため取引当事者が主たる受益者として識別されなかった場合は、その証券化実行者
は、そうした結論に至るうえで検討した重要な要素および行った判断を開示すべき点は注意が必要です。
担保付借入として処理した金融資産の譲渡に関しては、証券化実行者は、表示対象の各期間に係る譲渡人の貸借対照表
において認識した資産および負債両方の帳簿価額と分類を開示する必要があります。また証券化実行者は、特定の債務の
履行以外に資産を使用できないか否かや当該資産に対する制限の性質など、そうした資産と負債との間の関係に関する定
性的情報も開示しなければいけません。
連結されたVIEについて個別表示は必要か？
ASCの指針は、VIEを連結した事業体に対し、貸借対照表に次の（a）および（b）を個別に表示することを求めています。（a）
VIEの債務の決済にしか使用できないVIEの資産、（b）VIEの債権者または受益持分保有者が、主たる受益者の一般債権に
対してリコースを有さないVIEの負債。この要件の貸借対照表への適用方法に関する指針の不足や、損益計算書やキャッシ
ュ・フロー計算書における表示に関しては同じような開示要件が存在しないことが主因となって、この要件は多くの議論・論争
を巻き起こしました。
この個別表示要件に関する最も一般的な誤解の一つが、VIEのすべての資産を1つの科目にまとめ、そしてVIEのすべての負
債を1つの科目にまとめるといった対応が認められるか否かに関するものです。この対応は認められていません。むしろ、こ
の情報は科目別に表示する必要があります。したがって、他の適用される米国GAAPによって認められる場合を除き、VIEの
資産を1つの資産科目として、負債を1つの負債科目としてまとめるべきではありません。つまり、証券化信託の資産（例え
ば、現金、貸付債権、保有不動産）は、同じ資産区分に属さない限り、貸借対照表において1つの科目にまとめることはでき
ないのです。
この個別表示要件への対応について具体的な指針をASCトピック810が示していないため、表示についていくつか選択肢が
存在します。一つ目は、債権を1つの科目として表示し、個別表示を必要とするVIEに対する債権額を括弧に入れて開示する
という方法です。もう一つは、債権を2つの別々の科目に分けて表示するという方法です（一つは個別表示を必要とするVIEに
17

対する債権、もう一つはそれ以外の債権）。これらの他にも容認される選択肢があると考えられます 。幸運にも、この個別表
示要件は、VIEごとに分けて表示することは求めていません。
また、先に述べた通り、ASCトピック810は損益計算書とキャッシュ・フロー計算書上の表示要件に関しては特に規定していま
せん。事業体は両方の計算書において、連結対象のすべてのVIEに統一して適用している会計方針を採用して、連結対象の
VIEの活動を個別に表示することもできます。こうした選択をする事業体のなかには、従来の連結事業による損益計算書およ
びキャッシュ・フロー計算書への影響を、ASCトピック810の初度適用に伴う影響から区別するために行っている事業体もあり
ます。

17

例えば810-20-45-1は、リミテッド・パートナーシップの連結に関連して、同じような問題について次のような指針を示しています。「（リミテッド・
パートナーシップを連結する）事業体には、より有用な情報を提供すると考えられる、財務諸表および開示上のその他の選択肢が認められて
いる。例えば、連結する財務諸表を表示する、または当該リミテッド・パートナーシップの資産および負債を貸借対照表において別個に分類
することにより、リミテッド・パートナーシップを連結することによる影響を表示できる」
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売却処理をした場合の開示要件
売却処理が認められる証券化で、譲渡人が譲渡資産に対して何らかの形の継続的関与を有する場合は、ASCトピック860
は、財務諸表において、損益計算書の各期間に関する特定の開示を行うよう求めています。当該譲渡人は以下の事項を開
示する必要があります。
• 継続的関与の性質を含む、譲渡の特徴に関する情報
• 譲渡において取得した資産および引き受けた負債の種類と当初の公正価値
• 売却の結果認識した損益

これらの当初の公正価値測定については、譲渡人はさらに、測定が該当する公正価値ヒエラルキー内のレベル、測定で用い
た主要なインプットと仮定、および使用した評価技法を開示する必要があります。持分の公正価値の計算における重要な検
討事項については、第9章を参照してください。
また、脚注による開示には、譲渡人と譲受人間のキャッシュ・フローに関する情報も含める必要があります。ASCトピック860
は、新たな譲渡による収入、リボルビングファシリティへ再投資された回収金の収入、以前譲渡した資産の購入、サービシン
グ報酬、サービシング立替金、譲渡資産に対する譲渡人の受益持分から生じて受け取ったキャッシュフローに関して開示を
求めています。
財務諸表を構成する各貸借対照表に関して、譲渡の時期に関わらず以下
の事項を開示することが求められています。
• 譲渡人は、自己の継続的関与に関する定性的情報および定量的情報を

表示する必要があります。この要件の目的は、継続的関与の理由および
譲渡人が留保したリスクに対するエクスポージャーを評価するのに必要
な情報を財務諸表の利用者へ提供することです。
• 譲渡人はまた、取引の結果生じたリスク特性の変化の程度を開示する必

要があります。検討すべきリスクには、信用リスクや金利リスクなどのリ
スクが含まれます。開示すべき情報は以下を含みます。

– 残存元本の合計、認識を中止した金額、貸借対照表に継続して認識
している金額

– 譲渡人が、譲受人または受益持分保有者へ財務的支援を提供する義務を生じさせ得る取決めがある場合
は、それに関する情報。また、期中に財務的支援が提供されたか否かに関する情報。支援の種類および金額
と支援提供の主たる理由を含む

– 第三者が提供する、譲渡した金融資産に関係する流動性の取決め、保証、またはその他のコミットメントに関
する情報
• 証券化実行者は、継続的関与に関連する資産または負債の当初認識後の測定に係る会計方針、ならびに当該

資産または負債の公正価値測定において使用した主要なインプットおよび仮定を開示する必要があります。そう
した開示事項には、割引率、予想される期限前償還率、予測上の信用損失が含まれます。
• 譲渡人は、感応度分析またはストレステストを実施する必要があります。通常、この分析結果は表形式で表示し、

主要な各仮定において設定した予想水準からの2つ以上の不利な変動により譲渡人の持分の公正価値にどのよ
うな影響が生じるかを表示します。この表には、感応度分析またはストレステストの目的、手法、および制限の説
明も開示する必要があります。
• さらに証券化実行者は、譲渡した金融資産の質に関する情報を、証券化実行者が管理している同じ資産クラスに

関する情報と共に開示する必要があります。この情報は、認識を中止した資産と貸借対照表上で認識を継続して
いる資産に分けて表示し、回収額を控除した後の信用損失の額と支払延滞の額なども記載しなければいけませ
ん。
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サービス業務資産および負債に関する開示要件
認識したサービス業務資産およびサービス業務負債に関して、証券化実行者は以下の事項を開示する必要があります。
• サービス業務資産およびサービス業務負債のクラスの判定における根拠
• サービス業務資産およびサービス業務負債に伴う固有リスクの説明と、サービス業務資産およびサービス業務負債の公

正価値の変動による損益計算書への影響を軽減するために用いている何らかの手段があればその説明
• 損益計算書の各期間に係る、契約で定められているサービス業務報酬、延滞損害金、稼得した付随的手数料の額。それ

らの額がどこに計上されているかの説明を含む
• 割引率、予測される信用損失、期限前償還率など、公正価値の見積りに用いた仮定に関する定量的情報と定性的情報

当初認識後に公正価値で測定しているサービス業務資産およびサービス業務負債については、ASCトピック860は、各会計
期間における公正価値の変動が損益計算書のどこで報告されているかについての開示、サービス業務資産およびサービス
業務負債の各クラスについての増減表の開示も求めています。なおそうした増減表には、期首残高、（1）サービス業務資産
の購入またはサービス業務義務の引受け、および（2）金融資産の譲渡に起因するサービス業務義務の認識による増加、処
分、公正価値の変動、期末残高を記載する必要があります。
同様に、償却原価で計上しているサービス業務資産およびサービス業務負債については、ASCトピック860は、（1）サービス
業務資産およびサービス業務負債の帳簿価額の変動の開示、（2）そうした変動が損益計算書のどこに報告されているかの
説明、（3）サービス業務資産およびサービス業務負債の各クラスについての増減表を表示するよう求めています。こうした開
示には、（1）期首残高、（2）サービス業務資産の購入またはサービス業務義務の引受けによる増加、（3）金融資産の譲渡に
起因するサービス業務義務の認識による増加、（4）処分、（5）償却額、（6）サービス業務資産の帳簿価額を調整するための
評価性引当金の計上、（7）一時的でない減損、（8）残高に影響するその他の変動とその説明、（9）期末残高を含める必要が
あります。また、償却原価で計上しているサービス業務資産およびサービス業務負債の各クラスに関しては、期首および期
末時点の、それら計上しているサービシング資産およびサービシング負債の公正価値を開示する必要があります。さらに
は、サービス業務資産の減損を測定する際に考慮に入れたリスク特性と、償却原価で計上しているサービス業務資産につい
て認識した減損のクラス別の増減表も開示しなければいけません。
セグメント別報告
ASCトピック280「セグメント報告」における事業セグメントに関する脚注に
よる報告は、その会社の意思決定者によって行われます。事業セグメント
の特定は、CEO、最高業務責任者、または会社の「最高経営意思決定者」
として会社のために資源配分の決定を行う人またはグループに対してそ
の会社がどのように営業成績を報告しているかに左右されます。セグメン
ト別の開示の主な目的は、その会社がどのように経営されているかを財
務諸表の利用者へ示すことです。したがって、同じような事業を手掛けて
いる会社でも、セグメントは会社によって異なる傾向にあります。
以前は連結対象ではなかったVIEが管理目的上社内でどのように報告さ
れているかによって、それらのVIEは1つ以上の独立したセグメントを構成
するか、または1つ以上の既存のセグメントの一部に組み込まれるかが決
まります。今は連結されているVIEで、報告セグメントの数を減らして
いるVIEもあるかもしれません。外部向けの財務報告書を踏襲して経営陣向け報告書を作成している不動産ローン専門業者
がそうした例として挙げられます。最高経営意思決定者に対して売却益およびサービス業務報酬収入を報告していない場
合、その不動産ローン専門業者にはオリジネーションとサービス業務に関して別個の報告セグメントはなく、現在は不動産担
保貸付セグメントが一つ存在するだけであると結論付けると考えられます。
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連結されるVIEが事業セグメントに該当しないまたは事業セグメントの一部に組み込まれないというケースは考えにくいと言え
ます。それはVIEでも、以下のセグメントの特徴を有するからです。
• 収益および費用を生み出す事業活動を伴う
• 独立した財務情報として報告される
• 業績を評価し資源を配分するための定期的な検討がなされる

10％の重要性基準（内部収益と外部収益の合計、セグメントの損益の絶対値、およびセグメントの資産合計）を1つでも満た
す場合は、セグメントとして報告する必要があります。外部収益の75％以上を稼得するセグメントは、セグメントとして表示す
る必要があります。粗利益率などの経済的特徴、商品・製品、サービス、顧客、生産、販売、および規制環境が類似するセグ
メントは、まとめて報告することができます。上場企業に関しては、年次財務諸表および中間財務諸表の両方でセグメント報
告を開示することが求められています。
その他検討すべき開示事項
上で説明した開示事項以外にも、検討すべき開示事項はあると考えられます。そうした開示要件としては、公正価値測定や
デリバティブに関する開示、（償却原価で測定している、連結対象の証券化ストラクチャード・エンティティにおけるローンに係
る）貸倒引当金に関する開示要件などが挙げられます。報告事業体は、自己が主たる受益者であると判定される証券化スト
ラクチャード・エンティティの連結により求められるであろう、あらゆる追加的開示事項を検討する必要があります。

開示例

18

―売却処理が認められる証券
19

化で継続的関与がある場合

この例における銀行は、住宅ローン、商
業不動産ローン、クレジットカード、自動
車ローンなどさまざまなローンを、同行
がスポンサーであるSPEを通じて証券化
しています。証券化では、銀行がSPEに
資産を譲渡した後、そのSPEが、負債性
金融商品や資本性金融商品、証書、コ
マーシャルペーパー、その他債務証券を
発行し、それら資産を現金化します。売
却処理が認められる証券化への同銀行
の継続的関与は、基本的に、SPEが保
有するローンのサービス業務か、SPEに
対する残余持分の保有といった形を
とります。これらの取引は、リコースがないようストラクチャリングされているため、同行のエクスポージャーは、ローンの売り
手としての通常の表明および保証と、SPEが保有する資産のサービサーとしての責任に限定されています。

18

この開示例は説明上の例であり、特定の事実および状況に応じて求められるであろうすべての情報を必ずしも表示していません。

19

特定の状況に照らし合わせたときにより適切であると考えられる場合は、商品ごとに分けて表示するのではなくまとめて開示事項を表示し
ています。
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下表は、管理しているポートフォリオに係る、20X3年および20X2年の元本残高の額の合計と信用損失および支払延滞の実
績額をまとめたものです（単位は百万ドル、簡便化のため20X2年分の開示は省略しています）。
ローンの元本

60日超支払いが

平均残高

信用損失額

合計額

延滞している元本の額

（任意）

（回収額控除後）

ローンの種類

20X3年12月31日現在

自動車ローン

20X3年12月31日終了年度

$ 120

$6.3

$ 132

$ 4.6

住宅ローン

982

46.8

970

35.6

商業不動産ローン

744

38.1

720

26.2

74

5.0

79

6.0

$ 1,920

$ 96.2

$ 1,901

$ 72.4

$ 452

$ 22.6

119

1.2

1,349

72.4

$ 1,920

$ 96.2

クレジットカード
管理しているローン合計額
内訳
ポートフォリオ内で保有しているローン
売却・証券化目的で保有しているローン
証券化したローン
管理しているローン合計額

下表は、スポンサー先のSPEへの継続的関与に起因する損失に対する同行の最大エクスポージャーに関する情報をまとめ
たものです。
非連結の重要なVIEへの関与に起因する損失に対する最大エクスポージャー
資金拠出済みのエクスポージャー
SPEの資産への
関与合計額
自動車ローン

資金未拠出のエクスポージャー
保証・
デリバティブ

資金供給
コミットメント

持分投資

負債性投資

$ 96

$–

$ 18.6

$–

$–

住宅ローン

741

30.0

18.8

–

–

商業不動産ローン

438

25.0

11.5

–

–

クレジットカード
合計

74

–

14.2

–

–

$ 1,349

$ 55.0

$ 63.1

$–

$–

同行は、20X3年、20X2年、20X1年に証券化による正味利益5,300万ドル、7,800万ドル、6,700万ドルをそれぞれ計上しました。
正味利益は、次の（1）から（3）を加算し、一時的でない減損額を控除して得た額に相当します。（1）新規証券化による損益、
（2）売却した債権に関連する貸倒引当金の戻入れ、（3）SPEの資産を補充したことによる正味利益。同行は、これら証券化の
一部についてサービス業務の履行を継続しており、20X3年、20X2年、20X1年にそれぞれ1,200万ドル、4,900万ドル、3,200万
ドルのサービス業務資産を認識しました。
下表は、20X3年、20X2年、20X1年の、証券化関連の主なキャッシュフローをまとめたものです。
（単位：百万ドル）
新規証券化による収入

20X3

20X2

20X1

$ 118.4

$ 326.8

$ 23.2

リボルビング債権に再投資された回収金からの収入

$ 90.1

$ 165.8

$ 124.5

契約上のサービス業務報酬受取額

$ 11.8

$ 12.2

$ 12.0

$ 6.2

$ 16.3

$ 14.2

留保持分に係るキャッシュフロー受取額およびその他の正味キャッシュフロー
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同行は、同行がスポンサーである証券化SPEに対する留保持分を売買目的有価証券として公正価値で計上しており、公正価
値の変動は純利益に認識しています。20X3年および20X2年に完了した証券化に起因して同行が留保している持分の公正価
値測定で用いた重要な経済上の仮定は以下のとおりです（証券化した元本額に基づいて加重しています。簡便化のため20X2
年分の開示は省略しています）。

自動車ローン

15.00%

10.00%

1.80

0.50

7.80

6.50

1.10%-2.40%

6.10%

1.25%

1.30%

13.3%

12.2%

11.6%

10.1%

加重平均償還期間（年）

残存キャッシュ・フローの割引率
変動金利型ローンおよび
債券の金利

商業不動産
ローン

住宅ローン

1.00%

期限前償還率（年率）

予想貸倒率

クレジットカードローン

8.00%

ユーロドルのフォワードレートのイールドカーブに、契約上30～80ベーシスポイントの範囲で定めた
対LIBORスプレッドを加算して得た値

20X3年12月31日現在、重要な経済上の仮定、ならびにそれら仮定の10％および20％不利な変動に対する残存キャッシュ・フ
ローの公正価値の感応度は、以下のとおりです（単位：百万ドル）。
自動車ローン
貸借対照表上の留保持分の帳簿価額 －公正価値
加重平均償還期間（年）
期限前償還率の仮定（年率）

クレジット
カードローン

住宅ローン

商業不動産
ローン

$ 18.60

$ 14.24

$ 48.76

$36.45

1.7

0.4

6.5

6.1

1.3%

15.0%

11.5%

9.3%

10％の不利な変動による公正価値への影響

$ 0.3

$ 0.6

$ 6.3

$ 4.6

20％の不利な変動による公正価値への影響

$ 0.7

$ 1.2

$ 12.8

$ 9.0

3.0%

6.1%

0.9%

1.8%

10％の不利な変動による公正価値への影響

$ 2.2

$ 3.3

$ 1.1

$ 1.2

20％の不利な変動による公正価値への影響

$ 4.4

$ 6.5

$ 2.2

$ 3.0

残存キャッシュ・フローの割引率（年率）

14.0%

14.0%

12.0%

12.0%

10％の不利な変動による公正価値への影響

$ 1.0

$ 0.1

$ 1.6

$ 1.2

$ 1.8

$ 0.1

$ 2.9

$ 2.5

予想信用損失率（年率）

20％の不利な変動による公正価値への影響
変動金利型ローンおよび債券の金利

ユーロドル・フォワードのイールドカーブに、契約上で定めたスプレッドを加算して得た値

10％の不利な変動による公正価値への影響

$ 0.8

$ 1.2

$ 1.4

$ 2.5

20％の不利な変動による公正価値への影響

$ 1.5

$ 2.4

$ 2.7

$ 4.8

この感応度は仮定に基づいた値であり、注意して使用する必要があります。上記の値が示す通り、仮定の10％の変動に基づく
公正価値の変動は基本的に外挿できません。これは、仮定の変動と公正価値の変動の関係が直線的でない場合があるから
です。また上表では、特定の仮定の変動による留保持分の公正価値に対する影響を、他の仮定を変えずに計算しています。
現実の世界では、ある要素の変動が他の要素の変動を生じさせると考えられ（例えば市場金利の上昇は、期限前償還の減少
および信用損失の増加を招く可能性があります）、それが感応度を強めるまたは弱める可能性があります。
20

開示例 ― 証券化SPEへの関与
この例における銀行は、金融資産を保有しその金融資産のキャッシュフローを裏付けとした債券を第三者である投資者向けに
発行することで資本を調達しているSPEにさまざまな形の関与を有しています。当該SPEのいくつかは、米国GAAPの下では
VIEとみなされます。同行は、次の（1）および（2）を有することで同行が主たる受益者とみなされるVIEを連結することが求めら
れます。（1）事業体の重要な活動に対するパワー、（2）VIEにとって潜在的に重要となり得る、VIEの損失を吸収する義務また
はVIEから便益を受け取る権利。
20

この開示例は説明上の例であり、特定の事実および状況に応じて求められるであろうすべての情報を必ずしも表示していません。
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同行は基本的に、VIEが保有する金融資産のサービサーまたはスペシャルサービサーとしてVIEの重要な活動に対してパワ
ーを有していると考えられます。同行のサービシング手数料は基本的に、証券化SPEに対する変動持分に相当するとみなさ
れませんが、同行がSPEに対する残余持分を債務証券または資本持分のいずれかの形で留保する場合は、大抵の場合同
行は、SPEにとって潜在的に重要となり得る損失を吸収する義務またはそうした便益を受ける権利を有します。そうした場合
同行は、証券化SPEの主たる受益者とみなされ、同行の連結財務諸表に当該SPEを連結することが求められます。
同行は、スポンサー先の証券化SPEに対して財務的支援を新たに提供することは求めらていません。また現在はそうした意
思もありません。投資者および債権者が有するリコースの対象は、SPEが保有する資産に限定されています。
下表は、20X3年12月31日および20X2年12月31日終了年度に係る、VIEへの同行の関与をまとめたものです（簡便化のため
20X2年分の開示は省略しています）。
（単位：百万ドル）

変動持分事業体 ―
20X3年12月31日

連結対象

損失に対する

資産の

負債の

資産の

負債の

帳簿価額

帳簿価額

元本の額

帳簿価額

最大エクス
ポージャー

$ 88

$ 80

$–

$–

$–

住宅ローンの証券化

645

607

328

328

6

商業不動産ローンの証券化

432

396

212

212

4

クレジットカードの
リボルビング証券化

172

138

–

–

–

$ 1,337

$ 1,221

$ 540

$ 540

$ 10

自動車ローンの証券化

変動持分事業体合計

1

連結対象外

1

1

住宅ローンおよび商業不動産ローンの証券化に関連して計上したローンのサービス業務資産に起因する損失に対する同行の最大エクスポ
ージャー

IFRSに具体的な開示要件があるか？
米国GAAP同様IFRSの下でも、証券化関連取引に関する開示要件は複数の基準におよび、2007年の金融危機を受けて拡
充されています。従来からIFRS第7号が、金融商品に対するエクスポージャーに関するすべての開示要件を規定しています。
IASBは2010年、IFRS第7号の改訂を発表し、金融資産の譲渡を伴う取引に関する開示要件を強化しました。当該改訂の意
図は、金融資産の譲渡において譲渡人が当該資産に対して一定の継続的エクスポージャーを留保する場合の取引に係るリ
スクの保有について透明性を高めるというものでした。当該改訂はまた、金融資産の譲渡が期間全体に均一に配分されない
場合（譲渡が報告期間の終了近くに行われた場合など）の開示も要求しています。
IASBは2011年、子会社、共同支配の取決め（joint arrangements）、関連会社、および非連結ストラクチャード・エンティティに
対する持分について広範にわたる開示を求めるIFRS第 12号を公表しました。財務諸表の利用者による、他の事業体に対す
る持分の性質および当該持分に関連するリスクの評価、ならびに財務諸表へのそれら持分の影響の評価に役立つ情報を開
示することが事業体に求められています。
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連結子会社に関しては、親会社である事業体は以下に関する情報を開示する必要があります。
• グループ構成
• 非支配持分（重要な非支配持分がある各子会社に関する要約財務情報を含む）
• 親会社の能力に対する重要な制限のうち、その子会社の資産にアクセスしまたはこれを使用する能力、および子会社の負

債を決済する能力に対するもの
• 連結ストラクチャード・エンティティに対する持分に伴うリスクの内容および当該リスクの変化
• 報告期間中に支配の喪失に至ったまたは至らなかった、所有持分の変動による影響

第12号は、非連結ストラクチャード・エンティティに対する事業体の持分の内容および程度ならびに当該持分に伴うリスクを財
務諸表の利用者が把握できるよう、広範な開示を義務付けています。IFRS第12号は、ストラクチャード・エンティティを「誰が
企業を支配しているのかの決定に際して、議決権又は類似の権利が決定的な要因とならないように設計された事業体」と定
義しています。ストラクチャード・エンティティの例としては、証券化ビークル、資産担保ファイナンシング、一定の投資ファンド
などが挙げられます。代表的な開示要件は以下のとおりです。
• 仕組事業体ストラクチャード・エンティティの内容、目的、規模、および活動
• 仕組事業体ストラクチャード・エンティティの資金調達方法
• 非連結ストラクチャード・エンティティに対する持分に関連する資産および負債の帳簿価額と、当該持分による損失に対す

る最大エクスポージャーとそれら帳簿価額の比較
• 非連結事業体に提供した支援のうち、そのような支援を提供する契約上の義務が存在しないもの（当該支援を提供した理

由を含む）
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11
1

税金による
取引への影響

税務法規と米国GAAPとの関係
21

証券化取引に関する現行の米国所得税法規（米国税務法規） は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則（米
国GAAP）とかなり異なり得ます。所有権の種類それぞれの税務上の取扱いを理解すれば、発行体および投資者は税引後の
利益を適切に評価できるようになります。言うまでもありませんが、これはすべての当事者にとって極めて重要なことです。税
金を検討する場合は、取引に起因する課税所得または損失の時期、特徴、および源泉を把握することが必要不可欠です。
• 時期：適切な税務申告期間を決定するには、現金主義vs.発生主義や時価会計の原則の適用など、正しい税務会計を適

用することが求められます。
• 特徴：通常所得とキャピタルゲインの分類、特例税率、制限、その他適用され得る規則の決定
• 源泉：どこで課税されるべきか、米国人以外の投資者の税務上の取扱い、外国税額控除の利用可能性、州および地方へ

の配分など、管轄およびそれに関連する問題
当然ですが、ほとんどの発行体にとって重要な税務上の検討事項は、取引が米国税務法規に基づき売却にみなされるかま
たは資金調達にみなされるかという点です。「売却」という用語には、米国の所得税制上損益の実現をもたらす売却、交換、
またはその他処分が含まれます。また、米国GAAPにおける売却処理の要件を満たしながら、税務上では資金調達として扱
うことが認められるように取引をストラクチャリングすることも可能です。いわゆる税務上は債務として扱われるストラクチャー
（debt-for-tax structure）です。これによりスポンサーは、当期税金負債を発生させずに財務諸表で売却益を計上し、利益の
最適化を図ることができます。
証券化のストラクチャーに係る税務上の取扱いは、選択した事業体の種類・管轄および使用した会計処理方法によって決ま
ります。

21

別段の記載がない限り、税金関連の参照はすべて、1986年米国内国歳入法（Internal Revenue Code of 1986）（改訂されている場合はその
改訂版）に定められている所得税規則、および2013年12月31日時点で当該税法により定められている規則を参照しています。
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事業体の種類の選択による税金への影響
オーナートラストの
ストラクチャー

税金の観点から見ると、証券化取引において使用する事業体の種類は重要な検討事項になり
得ます。もともとは法人（corporation）ではないが、投資信託にも該当しない発行事業体（オー
ナートラスト、リミテッド・ライアビリティ・カンパニー、またはパートナーシップ）に関しては、いわ

証書保有者

ゆる「チェック・ザ・ボックス規則」により、事業体の税務上の扱いの判定を柔軟にできるようにな
っています。納税者が反対の選択をしない限り、米国の事業体は、2名以上の構成員を有する
場合はパートナーシップとみなされ、単独所有者しかいない場合は所有者から分離した事業体
として無視されます。外国事業体（米国以外の事業体）は、2名以上の構成員を有し、少なくとも
1名の構成員が無限責任を有する場合はパートナーシップとして、すべての構成員の責任が有
信託

限である場合は社団（association、法人として課税される）として、無限責任を有する単独の所
有者を有する場合は所有者の一部と看做される事業体（disregarded entity、DRE）として扱われ
ます。米国所得税務上、持分が負債または資本を構成するかの判定は、チェック・ザ・ボックス
規則の適用において重要な検討事項になります。

債券
保有者

証券化取引における主な米国税制上の検討事項
検討事項
資産クラスの制限

投資信託

その他の事業体

法人

REMICs

No

No

No

Yes

「負債か資本か」の分析が必要

該当なし

Yes

Yes

No

タイム・トランチング（time tranching）が可能

該当なし

Yesa

Yesa

Yes

負債

該当なし

No

No

No

資本

No

No

No

Yes

資産の事業体への譲渡

No

Noc

Noc

No

持分の譲渡

Yes

Yesd

Yesd

Yes

事業体レベルでの課税

No

Noa

Yesc

No

Yes

Noe

No

No

Yes

e

所有・譲渡の制限：

b

損益の認識：

持分保有者の取扱い：
資産の所有者
債務の発行体
課税所得の計算

保有者レベル

課税所得の下限

該当なし

No

No

No

事業体レベル

事業体レベル

事業体レベル

該当なし

該当なし

Yes

e

a

課税モーゲージ・プール規則に従う
源泉徴収に関する規則の検討要
c 特例が適用される場合有り
d 資本性持分の場合
e みなし事業体を除く
b
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投資信託の構造
投資信託（グランタートラスト（委託者課税

投資信託の構造

信託）とも呼ばれる）を使用すれば、事業
体レベルの非課税や源泉徴収税の免除な
どいくつかの目的を達成できます。米国税
証書保有者

務法規の下では、投資信託とは、ビジネス
トラストではない信託で、不可分持分を表
章する単一クラスの所有持分、または当
該信託財産への直接投資を行いやすくす
るという目的に付随する複数クラスの所有

信託

持分を有する信託をいいます。そうしたク
ラスは、利息のみのクラスや、元本と利息
は基本的に比例的に按分されて支払われ
るが、損失は1つのクラスのみに割り当て

利息のみ
証書保有者

元本のみ
証書保有者

優先証書
保有者

劣後証書
保有者

られる優先劣後構造の創出を含み得ま
す。
また、信託契約において、証書保有者の
投資内容を変更する権限（power to vary
the investment）があってはなりません。そ

信託
（複数クラス）

信託
（複数クラス）

うした「変更する権限」の例には、信託財
産（すなわち元本、利息、売却による収入
など）に係る回収額の再投資も原則含ま
れるため、リボルビング構造は投資信託
の定義を満たしません。
他のパス・スルー構造
事業体が投資信託に該当しない場合でも、持分所有者が一
人のみの事業体についてはDREを利用することで、または持
分所有者が二人以上の事業体についてはパートナーシップ
を利用することで、パス・スルー課税が認められるケースがあ
ります。DREの所有者は、あたかも事業体が存在しないかの
ように扱われます。すなわち、DREの所有者が、全資産の税
務上の所有者にみなされ、債券がある場合は税務上の発行
者にみなされます。したがって、資産がまず特別目的事業体
に譲渡される場合に、本来であればその譲渡が米国税務法
規の下では売却とみなされる場合でも、DREまたはパートナ
ーシップに分類される事業体に適用される規則の下では、そ
の譲渡は当期連邦所得税負債を発生させず、当該資産を税
務上キャリーオーバー・ベーシス（carryover basis）で処理す
ることが認められます。
パートナーシップに対する持分の所有者は、すべての益金および損金の項目の自己の持分に対して課税されます。ただ、各
パートナーの持分の計算は、当事者間の経済的取決めを認識することを意図した複雑なルールに基づいてなされます。した
がって、パートナーシップ構造は、当事者の持分がその性質上完全に比例的ではないという場合に有用になり得ます。例え
ば、パートナーシップの分配ルールがあるため、プライベート・エクイティ・パートナーシップにおいてよく用いられる「キャリード
インタレスト」（carried interest）が可能です。
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法人構造
一定の法人事業体（規制投資会社（regulated investment companies）、不動産投資信託、Ｓ法人

法人構造

（S corporations））には特例が適用されますが、事業体レベルで課税される可能性があるため、
証券化の発行事業体として米国の法人が利用されることはあまりありません。ただ、米国内の取

株主

引または事業に従事していない米国外の法人（または同様に扱われる事業体）は、基本的に米
国の課税対象ではないため、ローン担保証券（CLO）や債務担保証券などの証券化取引におい
て頻繁に使用されています。こうした米国外の事業体は大抵の場合、米国税制上、パッシブ外国
投資会社（PFIC）または被支配外国法人（CFC）とみなされ、すべての所得が基本的に受動的活

法人

動から生まれたもの（利息、配当金など）であるとみなされます。したがって、米国所得税制におい
て負債に分類されない、PFICまたはCFCに対する持分を保有する米国の投資者には、基本的に
特例が適用されます。PFICの場合は、投資者は、内国歳入庁申告書IRS Form 8621で適格選択

債券保有者

ファンド（QEF）を選択することで、PFICの純利益（ただし損失ではない）に対するその時点での比
例持分を課税所得に含めることを選択できます。QEFを選択しないと、その投資者は一定の不
利な支払利息を課せられる場合があります。CFCに分類される事業体の議決権付株式全クラスの10％以上の議決権を合計
で所有している米国の投資者は、当該CFCの純利益（ただし損失ではない）に対するその時点での比例持分を課税所得に
含める必要があります。

不動産モーゲージ投資コンデュイットの構造

REMIC の構造

法律で定められた特定の米国税務法規が、不動産ローンの証券化において発行事業体として使
用できるある特別ビークルについて規定を定めています。このビークルは、不動産モーゲージ投
資コンデュイット（REMIC）と呼ばれるものです。多くの要件および特例が適用されるものの、

REMIC の
残余持分保有者

REMICは、負債クラスおよび資本クラスの取扱いに税務上の確実性をもたらします。REMICは通
常、事業体レベルで所得税が課税されません。これは、その所得について、REMICに対する持分
の所有者が課税されるからです。ただしREMICは、一定の「禁止取引」による純利益に関しては
100％課税されます。REMICは、あるクラスを税務上負債または資本として扱うべきかを検討する

RIMIC

必要性による制約がないため、キャッシュ・フローを極めて柔軟に設計することができます。
REMICが発行する債券は、税務上「正規（regular）」持分と呼ばれ、以下で説明する、すべての債

REMIC の
正規持分保有者

券投資に適用される米国税務法規が適用されます。REMICは、税務上はパス・スルー事業体であ
るため、「残余（residual）」持分として知られ「R」債券として指定されることが多い、タックスエクイテ
ィ持分の保有者は、REMICの課税所得に課税される税金を支払う必要があります。
REMICは通常、タックスエクイティ持分の保有者として米国人を有することが求められています。この持分はタックスエクイティ
に相当しますが、タックスエクイティ持分は大抵の場合、キャッシュ・フローに対する経済的持分を有しません。したがって市場
では、非経済的残余持分、すなわち「NERD」と呼ばれています。このクラスの所有は、ファントム所得の認識と、以下で概説し
ているエクセス・インクルージョン・ルールの適用を含む、この持分の保有者に対するマイナスの税効果を生みます。これら持
分は大抵の場合、所有による税効果の正味現在価値に等しいマイナスの経済価値を有すると考えられています。NERDの所
有に伴うマイナスの税効果があることから、REMICのスポンサーは通常、この持分の当初購入者に対して購入の誘因となる手
数料を支払います。
柔軟性と確実性が与えられる代わりにREMICは、発行時および発行後も、極めて厳格な適格要件が適用されます。また、
REMICのスポンサーには、REMICの正規持分および残余持分の売却、交換、その他課税対象となる処分を行うと損益を認識
することが求められています。さらに、REMICの残余持分保有者が申告すべき課税所得が、「エクセス・インクルージョン」所得
とみなされる場合もあります。エクセス・インクルージョン所得は事実上、その他の事業の損失、欠損金、さらには他のREMICの
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損失と相殺することができません。エクセス・インクルージョン
所得は四半期毎に計算され、この額は、REMICの課税所得の
うち、適用される連邦税率120％を基に算出した額を超過する
部分に相当します。NERDの場合は、エクセス・インクルージョ
ン所得の額は基本的に、REMICの課税所得と等しくなります。

REMICは、以下の条件をすべて満たす事業体をいいます。

1. 有効なREMICの選択
2. 正規持分と残余持分のみ
3. 残余持分は1種類のみ（そして、当該持分に関して分配
がある場合は、すべて比例的に按分される）

4. 開始日から3ヵ月後以降、資産の実質すべてが適格モ
重要なルール：REMICを選択できない場合で、不動産ローン
の証券化においてタイム・トランチング（time-tranching）すなわ
ち、異なる償還期限を有する複数クラスの発行が望ましい場
合は、発行事業体は、課税モーゲージ・プール（TMP）とみなさ
れ、事業体レベルでの課税およびその他特例が適用される可
能性があります。米国税務法規の下では、TMPは、事業体レ
ベルで課税され且つ連結税務申告に含めることができない独
立した法人として扱われます。不動産投資信託（REIT）など

ーゲージ（qualified mortgages）および許諾投資
（permitted investments）で構成されている

5. 暦年課税年度
6. 以下の両方を確実にするために合理的な措置が講じら
れている

A. 残余持分を非適格組織（disqualified organizations）
が保有しない

B. 非適格組織への譲渡に対する課税に必要な情報が
提供される

特定の事業体については例外措置が設けられていますが、
TMPは原則、以下の条件をすべて満たす事業体をいいます（REMICを除く）。

1. 実質すべての資産が債務である
2. 当該債務の50％超が不動産モーゲージである
3. 事業体が、2つ以上の償還期限を有する債務の債務者である
4. 事業体が債務者である債務に係る返済と、事業体が資産として保有する債務に係る返済との間に関連性がある

「連結」の概念の税務への適用
会計上の概念同様、連結により、1つ以上の法的主体または事業運営主体が、それぞれの課税所得を連結し、基本的に連
結会社間取引の影響を消去する効果を持つ、単一の申告書を提出することになります。代表的な例としては、連邦連結所得
税申告書の提出または、単一、つまり「連結」ベースでなされる州税の申告が挙げられます。税務上の連結は通常、所有、法
的主体の形態、およびチェック・ザ・ボックス上の選択に基づく形態によって決まるものであり、米国GAAPのルールのニュア
ンスを有しません。例えば、外国法人は税務上連結されず、DREかパートナーシップ、または法人に分類されます。
ここでの重要なポイントは、米国GAAPと米国税務法規は、連結の概念を常に同じように適用しているわけではないという点
です。もう一つ重要なのは、連邦所得税務上の答えが州税務上の答えと一致しない場合があるということです。
どのような場合に証券化ビークルが事業体レベルで課税されるか
発行体に対する課税は、本来であれば投資者に支払われる資金を減らし、その結果譲渡人にとっては全体的な借入コスト
の増加要因となるため、事業体レベルで課税されないビークルを選択することが主な目的の一つになります。REMICを選択
できない場合、よく好まれる分類はパートナーシップかDREです。これは、いずれも事業体レベルの所得税が別途課税されな
いからです。米国財務省規則301.7701-3において定められているチェック・ザ・ボックス規則により、これらの事業体に分類さ
れるためのストラクチャリングが相当程度シンプルなプロセスになりました。REMICに関しては、事業体の法的形態にかかわ
らず税務上の答えは単純です。すなわち、REMICは、原則パス・スルー・ビークルとして扱われ、通常は事業体レベルで所得
税は課税されません。外国法人は、米国内の取引または事業に従事していなければ、原則課税されません（一定の源泉徴
収税を除く）。
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米国で課税されるリスクを最小限に抑えるために多くの外国事業体が、税務アドバイザーと相談したうえで、取引および運営
に一定の制限を自ら課しています。

証券化が税務上売却として扱われるのはどんな場合か
原則、取引に係る所得税の帰着は、その形式よりも実質に基づいて決められます。そして何よりも、「売却」は損益認識の必
須条件ではありません。例えば、資産の譲渡に関連して譲受
人が特定の負債を引き受けた場合でも、利益の認識が生じる
場合があります。
取引が、資金調達のための単なる担保の差し入れではなく、税
務上売却として分類した方が適切かどうかの判定は、大抵の
場合、その取引の特定の事実および状況を詳細に分析する必
要があります。その帰着は、以下を含むいくつかの質問に対す
る答えによって決まります。
• 譲渡資産の所有に伴う便益および負担を誰が所有している
か？
• 資産に対する支配を誰が行使しているか？

売却または負債の判定

• 取引の形態は？

所有に係る便益と負担

取引が税務上売却かまたは資金調達としてみなされるかの判

• 誰が利益を得る機会を有するか？

定は通常、譲渡される持分の税務上の分類に直接関係しま

• 誰が資産を処分する権限を有するか？

す。したがって、「負債か資本か」の判定は、証券化実行者およ

• 契約上は固定価格になっているか？

び投資者の両方にとって重要な検討事項になり得ます。
取引が資産に対する所有持分または資本持分の譲渡に税務
上分類される場合は、証券化実行者は通常、当該譲渡の範囲
で損益を認識します。あるいは、取引の特性が借入に税務上
分類される場合は、証券化実行者は通常、米国の所得税制の
うえでは損益の認識をしません。同様に、投資者もこの分類に
関係があります。税務申告および源泉徴収要件の判定におい
て、この分類が重要な検討事項になり得るからです。
税務上の損益の計算方法
取引が税務上売却とみなされると判定された場合、認識する
損益の額は原則、受け取った正味金額と売却した持分に配分
される課税基準額を比較して計算します。ただし、関連当事者
が参加する場合は、特例が適用され、損金算入が制限される

• 誰が損失リスクを負担するか？

• 債権の支払条件と証書の支払条件は著しく異なるか？

サービス業務の取決め
• 資産のサービス業務は誰が支配するか？
• 債権の回収義務は誰にあるか？
• 誰が回収コストを負担するか？
• 債権回収業者の行為について譲受人は免責されるか？

取引の形態
• 借り手は債権の所有に係る変更について通知されるか？
• 固定資産税、物品税、売上税、またはこれらに類似する
税の納税義務は誰にあるか？
• 譲渡人は、譲受人の帳簿および記録を検査する権利を有
するか？
• 譲受人は見せかけの子会社か？

かまたは認められない場合があります。課税基準額は大抵
の場合、米国GAAP上の帳簿価額と異なります。これは、会計処理の違いから発生するさまざまな理由によって説明できま
す。例えば貸倒引当金は、帳簿価額を減少させる一方、大抵の場合課税基準額は減少させません。または、米国GAAPでの
取得原価と公正価値との低価法の使用と、税務上での時価評価（ローンのオリジネーター・売り手および特定のトレーダーを
含む、証券業者に適用される）または非時価評価に起因して違いが生じることもあります。

証券化の会計処理
Copyright © 2014 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

97

第 11 章

さらに、税務上では資産として認識しないサービス業務資産を、米国GAAPの下では認識するというのも違いを生む代表的な
要因の一つです。
REMICの特例
REMICのスポンサーには追加的な規則が適用されます。REMICのスポンサーは、適格モーゲージおよび関連資産を直接的
または間接的にREMICへ譲渡し、それと引き換えに正規持分および残余持分を受け取る人と定義されます。米国税務法規
は、最初の譲渡であるREMICへの資産の譲渡については、損益を認識せず、REMICへ譲渡した資産に係るスポンサーの課
税基準額を、REMICが発行した正規持分および残余持分の間で公正価値に応じて配分すると規定しています。損益は、その
後のREMICの持分の売却時（REMICの正規持分の売却を含む）に認識します。認識する損益の額は、スポンサーの正味収
入（すなわち、受取収入から売却費用を差し引いた額）と売却されたREMICの持分に配分された課税基準額との差異と等しく
なります。
原則、スポンサーが留保するREMICの持分に帰属する損益は繰り延べ、経時的に認識します。そうした未認識損益の額は、
REMICの設立日における留保REMIC持分の公正価値と、配分された課税基準額との差異に等しくなります。
持分が負債か資本かの判定要素
証券化が完了した後、証券化実行者および投資者は、取得また
は留保した関連持分から継続的に発生する課税所得の申告を開

負債か資本かの判定

始しなければいけません。税務上の会計処理は、保有している持
分が税務上の負債を構成するのかそれとも資本を構成するのか

米国連邦所得税制上、証券が負債かまたは資本と
みなされるかの判定要素の例

にある程度左右されます。ある持分の税務上の分類は、最終的

1. 合理的に予見可能な将来である固定償還日ま

には、発行事業体または取引の原資産の活動・パフォーマンスに

たは要求時に所定の額を支払う無条件の義務

対する投資者の参加の性質および程度に依存します。例えば、
証券化信託が発行した持分が、限定的な損失リスク、安定したリ
ターン、および定期償還期限に鑑みると保有者にとって受動的投
資に相当する場合は、資本性持分よりも貸付契約において発行さ
れた債券に該当します。

が発行体側にあるか否か

2. 保有者が、元本および利息の支払いを強制す
る権利を有するか否か

3. 証券の保有者の権利が一般的な債権者の権利
に劣後するか否か

4. 証券により、発行体の経営に参加する権利が保
あるいは、持分が発行事業体（または原資産）の全般的なパフォ

有者に与えられるか否か

ーマンスおよび成功により深く関係している場合は、その持分は

5. 発行体の資本が少ないか否か

資本投資により近いと考えられます。

6. 証券の保有者と発行体の株主との間に同一性

必然的に、持分の税務上の分類は常に、当事者が合意したリス

7. 当事者が証券に付けた名称

ク、経済的価値、関係する偶発性の組み合わせに応じて、純粋な

8. 規制、格付機関、財務会計上など税務以外の

があるか否か

負債と純粋な資本の境界線上のどこかに位置します。

目的において証券が負債として扱われることを
意図しているかまたは資本として扱われることを

長年に及ぶ議論により変わる可能性はありますが、持分が負債

意図しているか

または資本のどちらに相当するかの分析に係る米国税務法規
は、所得税に関する各種裁定と判決の賜物です。
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負債性金融商品に係る期間所得の計算方法
米国税務法規は、利息、ディスカウント、プレミアムについて特例を規定しており、発行日に取得した負債性金融商品と流通
市場で購入した負債性金融商品とを区別しています。流通市場で（すなわち発行日の後に）投資者が負債性金融商品を購
入したことで生じたディスカウントまたはプレミアムは発行体の課税所得の計算に影響を及ぼしませんが、投資者の期間所
得の計算においては考慮に入れなければいけません。大抵の場合、投資者は、適用される米国税務法規に基づいて以下の
各科目を個別に計上しなければいけません。ただし米国税務法規の下では、負債性金融商品の利息、ディスカウント、およ
びプレミアムのすべてをまとめて計上することを選択できます。
元本の支払い受取りが、裏付けである担保に係る期限前償還により前倒しされる可能性がある負債性金融商品（PDI証
券）、または条件付支払いの規定がある負債性金融商品（CPDI証券）の場合は、負債性金融商品のディスカウントまたはプ
レミアムの償却について特例が適用されます。支払不能、債務不履行、または同様の状況に起因する減損の可能性がある
だけでは、負債性金融商品が条件付支払いを行うものであることにはなりません。PDI証券の代表的な例としては、REMICの
正規持分、その他不動産ローン担保証券および資産担保証券、不動産ローンおよび消費者ローンのプールが挙げられま
す。CPDI証券の例には、発行体の受取合計額に応じて支払いが行われる負債性金融商品や、公開株式の価格の変動に応
じて支払いが行われる負債性金融商品などがあります。証券化取引においては、PDI証券の方が多く利用されている負債性
金融商品であるため、PDI証券に原則適用される米国税務法規に限定して説明します。同様に、説明の便宜上、証券業者お
よび特定証券業者の場合に原則適用される時価税務会計による影響については説明していません。
利息
税務上では、利息は適格約定利息（QSI）と非適格約定利息（非QSI）の2つに大別されます。原則、QSIには、最低でも1年に1
回無条件に支払われるすべての利息が含まれます（すなわち、現物で支払えない、ローンからの通常の利息）。QSIは、税務
上では利子所得とみなされます。QSIの認識には通常の税務会計が原則適用されますが、REMICの正規持分に関係する
QSI所得は、保有者の基本的な税務会計手法にかかわらず、発生主義を用いて認識しなければなりません。QSIおよび元本
以外の支払いは非QSIの支払いに該当し、通常は発行時ディスカウント（OID）の一部として計上します。
発行時ディスカウント
一定のデミニマス・ルールが適用されますが、満期時の約定償

PAC法の対象負債性金融商品

還価格（SRP）よりも低い発行価格を有する負債性金融商品は、

• REMICの正規持分またはREMICが保有する適格モ

原則、OIDを有するとみなされます。負債性金融商品のSRPは、
QSI以外の負債性金融商品に関して行われると予想される、す
べての支払合計額（すなわち、元本と非QSIの支払合計額）と等
しくなります。
OIDは、負債性金融商品の最終利回り（税務上利回り）に基づ
いて発生しその都度認識します。計上金額の計算には2つの手

ーゲージ
• 他の負債性金融商品で、当該負債性金融商品の裏
付けになっている他の債務の期限前償還により（ま
たは、規制で定められている範囲において、他の事
象により）当該負債性金融商品に基づく支払いが前
倒しされる可能性があるもの

法が存在します。標準法（米内国歳入法（IRC）1272（a）（3））は、

• 利回りが期限前償還による（または、規制で定めら

CPDIではない負債性金融商品で、期限前償還調整キャッチアッ

れている範囲において、他の事象による）影響を受

プ（prepayment adjustment catch-up、PAC）法（IRC 1272（a）

ける可能性がある負債性金融商品プール

（6））が適用されないものに適用されます。注：以下に示した税
務処理の簡単な例では、ディスカウントおよびプレミアムの償却

注：上述の規則はまだ公布されていません。

にPAC法を使用しました。
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これらの手法の違いは、税務上利回りの計算と各期に認識しなければならないOIDの額の両方に現われます。PAC法の下で
は、税務上利回りの計算では期限前償還に係る仮定の使用が認められています（税務上の期限前償還に係る仮定）が、標
準法では認められていません。採用する手法にかかわらず、米国税務法規は、税務上利回りを計算する際に損失の仮定を
使用することは認めていません。詳しくは税務上の損失に関する説明をご覧ください。
また、PAC法に関する法的経緯を見ると、マイナス値のOIDの計上は認められていません。そうしたOIDの額は、その期につ
いてはゼロで処理され、次期のOIDの計算は、その期と前期があたかも1つの期であったと仮定して行われます（すなわち、
累積値がプラスになるまではOIDは計上されません）。
プレミアム
米国税務法規の下では2つの種類のプレミアムが存在します。1つ目を市場プレミアム、2つ目を取得プレミアムとここでは呼
びます。市場プレミアムは、負債性金融商品がSRPよりも高い価格で取得された場合に生じます。負債性金融商品がOIDで
発行された場合は、保有者はOIDを計上することが求められないため、市場プレミアムのみを計上します。保有者は、課税対
象の負債性金融商品に係る市場プレミアムを償却することは求められていませんが、負債性金融商品の最終利回り（税務上
利回りなど）に基づいて償却することも選択できます。PAC法の対象である負債性金融商品の場合は、法的経緯からは、市
場ディスカウントの計上にかかる規則と同様の規則をプレミアムの償却に適用できることがうかがえます（後で詳述していま
す）。
取得プレミアムは、負債性金融商品が修正発行価額（AIP)よりも高い価格だが、SRPよりは低い価格で取得された場合に生
じます。AIPは、負債性金融商品の発行価額に、OIDのそれまでの計上額を加算し、元本および非QSIの支払い分を控除して
計算します。この場合、保有者は当該負債性金融商品に係るOIDの計上を続けなければなりません。取得プレミアムの償却
は強制です。また、各期の償却額は、当期OID計上額に、保有者の取得日時点の残存OIDに対する取得プレアムの割合を乗
じて得た額と等しくなります。
市場ディスカウント
負債性金融商品を発行日より後にSRPよりも低い価格で（または、OIDで発行された負債性金融商品の場合は、AIPよりも低
い価格で）取得した場合は、その負債性金融商品は市場ディスカウントを有します。市場ディスカウントは多くの投資者にとっ
て非常に重要です。何故なら、このルールが、保有者の利益のすべてまたは一部を経常所得に再分類する働きをし、受益持
分のキャピタルゲイン税率の適用が認められなくなるからです。つまり、米国税務法規は、如何なる売却益も、売却日までに
発生した市場ディスカウントの範囲は経常所得として認識することを求めています。また、証券に係る支払いの受取りは、支
払日までに発生した市場ディスカウントの範囲は経常所得として認識します。あるいは、保有者は市場ディスカウントを発生
時に認識することも選択できます。こうした選択肢は、課税所得の最大化を図りたい保有者や米国GAAPと税務上の差異を
最小限に抑えたい保有者に有用であると考えられます。
市場ディカウントの基本的計算は、当期中に保有していた日数に基づく、購入日から償還日までの期間にわたる時間比例償
却です。あるいは、税務上利回りを計算する場合に使用される標準法に似た方法で算出される一定の利率に基づいて市場
ディスカウントを計上することも選択できます。一定の利率による方法は通常、市場ディスカウントの償却を最小限に抑えた
い納税者に有益な計算法になります。
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2回以上の元本の支払いがある負債性金融商品については、市場ディスカウントを規則で定められている手法に基づいて計
上することが求められる特例が適用されます。当該規則はまだ公布されていませんが、その特例に係る法的経緯を踏まえる
と、そうした証券に関しては時間比例法を使用できない可能性があります。当該経緯は、一定の利率による方法か、または
適用利率による方法、すなわち市場ディスカウント発生率（MDAR）に基づいて市場ディスカウントを計上できることを示してい
ます。適用されるMDARは、負債性金融商品がOIDで発行されたか否かによって変わります。約定利率による方法は、OIDな
しで発行された負債性金融商品に、OID率による方法はOID付で発行された負債性金融商品に適用されます。

保有者の控除可能な直接的正味支払利息は、市場ディスカウントが発生しているが、まだ認識されていないケースにおいて
は限られる可能性があります。

税務会計手法

一定の利率による方法
• IRC 1272(a)(3)：標準法（a x b - c）
OIDの計上額は原則、（a）負債性金融商品の期首AIPに（b）負債性金融商品の税務上利回りを乗じて得た額から、（c）
当期QSI額を差し引いた額と等しくなります。
• IRC 1272(a)(6)：PAC法（a + b - c）
OIDの計上額は原則、（a）期末時点の残存キャッシュ・フローの現在価値（税務上の期限前償還の仮定に基づく）に（b）
期間中における元本と非QSIの支払額を加算して得た額から、（c）負債性金融商品の期首AIPを差し引いた額と等しく
なります。

市場ディスカウント発生率による方法（a x b）
市場ディスカウント発生額は、（a）当期MDARに（b）計算期間初めの残存市場ディスカウントの額（すなわち、過年度に計
上していない額）を乗じて得た額と等しくなります。OIDで発行された場合は、PAC法の対象である商品については税務上
の期限前償還に係る仮定を使用します。適用されるMDARは、負債性金融商品がOID付で発行されたか否かによって変
わります。約定利率による方法は、OIDなしで発行された負債性金融商品に、OID率による方法はOID付で発行された負
債性金融商品に適用されます。

市場ディスカウント発生率（a ÷ b）
• 約定利率は、（a）計算期間の利息（OID以外）を、（b）当該利息と期末時点の残存利息（OID以外）の合計で除して得た
額と等しくなります。OID付で発行された場合は、PAC法の対象である商品については税務上の期限前償還に係る仮
定を使用します。
• OID率は、（a）計算期間のOIDを、（b）期首の残存OID合計額で除して得た額と等しくなります。OID付で発行された場合
は、PAC法の対象である商品については税務上の期限前償還に係る仮定を使用します。

取得プレミアム（a x b）
償却額は、（a）当期OID計上額に、（b）保有者の取得日時点の残存OIDに対する取得プレアムの割合を乗じて得た額と等
しくなります。
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ある投資者の例
Much

Pursued

Investment

Fund

（MPIF）が額面100,000ドルのREMICの
正規持分クラスOを1月度の初日に65
の価格で購入したと仮定します。このク
ラスOはOIDがありますが、QSIはあり
ません。また、投資者が購入してから
元本や利息の支払いは行われていま
せん。MPIFは四半期末、REMICに連絡
し、以下の情報が記載された3ヵ月間
の計算書を取得しました。

期間

QSI

OID

月初AIP

MDAR

2014年1月

0

2,000

80,000

0.10000

2014年2月

0

5,000

82,000

0.27778

2014年3月

0

3,200

87,000

0.24615

この情報を基にMPIFは、当該3ヵ月間に係る課税所得を以下のように計算しました。
期間

市場ディスカウント

MDAR

市場ディスカウント計上額

2014年1月

15,000

0.10000

2014年2月

13,500

0.27778

1,500
3,750

2014年3月

9,750

0.24615

2,400

計算期間中に元本の支払いはなされなかったため、MPIFが市場ディスカウントを当期に認識することを選択していなけれ
ば、第1四半期についてMPIFが申告すべき所得の合計は、10,200ドル（OIDの額）になります。
注：上に示した発行体が提供した情報は、説明の便宜上、投資者の特定の事実のみに基づくものです。発行体が提供する
実際の情報は、大抵の場合、「発行時のユニット当たり額面金額」か同様の基準値で表示されます。
モーゲージ・サービシング権の税務上の取扱い
モーゲージ・サービシング権は、税務上2つの種類の金融取引に分類できる資産です。「通常の」サービシングは、履行する
サービスに係る合理的な報酬に対する権利です。「超過」サービシングは、その通常額よりも多い額を受け取る権利です。14軒の住宅ローンについてセーフハーバーが利用できる選択肢が存在しますが、通常か超過かの判定において検討すべき
具体的な数字の指針はありません。
通常サービシングのためにサービサーが支払った額は税務上、状況に応じて9年または15年のいずれかにわたって償却しま
す。超過サービシングのために支払った額は、ローン自体からは切り離された金利ストリップに対する支出として処理されま
す。したがって、超過モーゲージ・サービシング権による所得は、金利ストリップに関するOID所得として認識しなければなら
ず、PAC法に基づく計算が求められます。また、超過モーゲージ・サービシング権は、ローンの金利ストリップであるとみなさ
れるため、REITの適格資産になります。
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税務上資本に分類される利息に適用される税務会計
投資信託の所有者に関しては、課税所得または欠損金の計算は投資者レベルで行われます。DREの所有者も同じです。他
の事業体に関しては、課税所得または欠損金の計算は事業体レベルで行われます。いずれの場合でも、負債性金融商品か
らの継続的な所得（および費用）の計算に係る上述のルールが適用されます。
持分保有者の課税所得が、実際に受け取った現金よりも時折多くなる理由
エクイティ保有者への分配金よりも多い課税所得を「ファントム」所得と呼ぶことがあります。ファントム所得は、発行事業体が
保有する負債性金融商品に係る加重平均利回りと、当該事業体が発行した負債性金融商品に係る加重平均利回りとの間
に存在する差異に起因して発生することがあります。例えば、償還期限が異なる従来型の構造の場合、証券化実行日時点
のイールドカーブが順イールドのときは、発行債券の利回りはそれぞれ異なります。具体的に言うと、期間の短い債券の方
が、期間の長い債権よりも利回りが低くなります。対照的に、発行事業体が保有する資産の利回りは、中期の固定利回りに
なります。発行債券に係る加重平均利回り（および、利息・OID費用）は、利回りの低いクラスが償還期限を迎えるにしたがっ
て上昇します。この効果により、初期においては正味の課税所得が発生し（ファントム所得）、後半においては正味の控除額
（ファントム控除）が発生します。
ファントム所得はまた、持分保有者への分配以外に現金が使用されるような構造的特徴からも生じ得ます。例えば、ローン担
保証券（CLO）においては、資産の売却からの現金収入を、再投資期間中に新たな資産へ再投資するということはよくありま
す。したがってそうしたポジションに関連する正味利益、市場ディスカウント、またはOIDはこの期間中、持分投資者に対して
ファントム所得を発生させます。
さらには、税務会計手法と分配金の間の単純な差異によってもファントム所得は生じ得ます。例えば、OIDの計上は、対応す
る現金の受け取りがない課税所得を生じさせます。また、課税対象項目は発生主義に基づいて申告しなければなりません
が、証券化事業体が分配金の支払いをするのは所定の支払日のみです。
例：CLOの資本
投資者は、ケイマン諸島のCLOであるRCLOリミテッド（RCLO）の優先株式を40％所有しています。当該CLOは現在、再投資
期間中にあります。RCLOは被支配外国法人ではないと投資者は報告を受けています。投資者は、パッシブ外国投資会社
（PFIC）年次情報申告書を受け取り、RCLOの課税所得が4,125,000ドルであると知らされました。投資者が当該課税年度中に
RCLOから受け取った分配金は1,000,000ドルのみでした。担保マネージャーおよびRCLOの税務顧問に問い合わせたところ、
RCLOの課税所得が以下の計算によって求められたことを知りました。
受取利息
OID
市場ディスカウント
ローン売却益
支払利息
運用管理費用

$12,500,000
250,000
587,500
787,500
(8,750,000)
(1,250,000)

課税所得

$4,125,000

投資者がRCLOに関して適格選択ファンド（QEF）を選択するまたは既に選択している場合、RCLOの所有に関する課税所得
は1,650,000ドル（4,125,000ドルの40％）を申告することになります。RCLOに関する課税基準額はこの金額分増える一方、当
課税年度中に受け取った分配金分減少します。
信用損失が税務上考慮に入れられるのはいつか？
一般的には、望ましい水準を下回る信用動向の影響は、実際に信用事由が発生したと証明できて初めて税務上考慮に入れ
ることができます。さらに、米国税務法規は、負債性金融商品の税務利回りを計算する場合に用いるキャッシュ・フローの予
測に、信用損失の仮定を使用することを認めていません。
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したがって、信用損失が将来発生するという一般的な予想に基づいて設定した引当金は税務上損金不算入ですが、信用損
失により負債性金融商品の償却が具体的になされれば、損金算入が認められる可能性があります（以下参照）。

利息計上停止
米国税務法規は、受取利息を、これ以上回収できないという時点まで計上し続けるよう求めています。利息を適切に計上し
てきたが、それ以降は回収不能であると判定した場合は、保有者は当該利息計上を戻し入れることはできませんが、信用損
失の計上は可能です（下記参照）。ただし、本来であれば受取利息を計上すべき日に当該利息が「回収不能」であると証明で
きる場合は、受取利息の計上は必要ありません。この場合においては、受取利息は、関連する事実および状況に照らし合わ
せると、利息が回収されるという合理的な予想が計上時点で存在しないという「回収不能」状態にあるとみなされます。
信用損失
保有者が所有する負債性金融商品のすべてまた
は一部が無価値になったという明確な証拠がある
場合は、保有者は大抵の場合、信用損失を損金に
算入することが認められます。部分的に無価値な
ったことによる損金算入の場合は、損金計上した
課税年度にその負債性金融商品の「貸倒償却」が
保有者の帳簿に計上されていることを保有者は証
明できなければいけません。担保権の実行により
取得された資産の公正価値が、保有者のローンの
課税基準額と異なる場合は、その範囲において損
益の認識が必要になる特例が適用される場合が
あります。また、負債性金融商品の条件変更のう
ち、米国税務法規の下では「重要」であると考えら
れる変更は、課税対象利益または損失の認識要
因になり得ます。
法人が記名式で発行した債券など、この目的において「有価証券」とみなされる特定の負債性金融商品に対しては、貸倒費
用の損金算入は適用されません。また、非法人保有者については、保有者の取引または事業に関連して負債性金融商品が
組成または取得された場合以外は、損金算入が認められません。この要件を満たすことができない場合は、完全に無価値に
なった時点で初めて損金算入が可能になり、当該損金の分類も短期キャピタルロスになります。
無価値の証券
投資者が所有している資本資産で、課税年度中に無価値になった証券の場合は（すなわち、投資者が本来であれば貸倒費
用を計上できない場合）、その課税年度の最終日に資本資産を売却または交換したとしてその損失を処理します。この場合
の「証券」には、記名式あるいは利付きの、法人もしくは政府または政府の行政的小区域が発行した、法人の株式、法人の
株式購入権もしくは取得権、長期債（bond）、無担保債（debenture）、短中期債（note）もしくは証書、または債務のその他証
明書が含まれます。
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12

銀行規制上の自己資本に対する
証券化の影響

規制上の自己資本を巡る情勢の変化
ここ数年の市場動向を踏まえ、米国およびその他各国において銀行規制が厳しい精査の対象になっています。米規制当局
は、リスクに基づく新たな資本規制（通称バーゼルIII）の可決、預金保険料の計算に関する新たな手法の導入、デリバティブ
規制の見直し、自己勘定取引とみなされる銀行業務の制限、およびヘッジファンドやプライベート・エクイティ・ファンドとの銀
行の関係を制限することを意図した新たな規則の策定を実行してきました。また証券化実行者については、自らが証券化し
た商品の一部を留保することで「自らのリスク（skin in the game）」を留保することを求める規則も提案されています。こうした
規制はすべて、直接的および間接的に証券化市場に影響を及ぼし、証券化実行者の責任を変化させ、投資者が要求する利
回りにも影響を与えます。ある銀行にとって証券化が経済的利益をもたらすか否かを判定するには、米国バーゼルIIIの自己
資本規制と、それによる、銀行の仕組金融証券の発行意欲または投資意欲に及ぼす影響を確認する必要があります。
バーゼルIIIは、現行の規制上の自己資本規則（バーゼルIおよびバーゼルII）を、すべての銀行に適用される統一的かつ包括
22

的な枠組みに再構築したものです 。
23

• バーゼルIのリスク加重の基準を新たな標準的手法（Standardized Approach）への置き換え
24

• バーゼルIIのリスク加重の基準を新たな先進的手法（Advanced Approach）にアップデート

• 規制上の自己資本額（すなわち自己資本比率の分子）、バーゼルIIIの標準的手法と先進的手法の両方に共通の最低所要
自己資本比率およびバッファーに係る新たな計算方法の導入
25

• マーケット・リスク規制の改訂

• 新たなレバレッジおよび流動性要件の追加
22

銀行には、原則として、預金取扱機関、銀行持株会社、貯蓄貸付持株会社（保険業務または商業銀行業務に実質的に従事している会社を
除く）、および金融安定監督評議会（FSOC）が指定するノンバンク金融機関（対象ノンバンク）が含まれます。

23

バーゼルIII標準的手法採用行には、先進的手法採用行以外のすべての銀行が含まれます。ただし、総資産が5億ドル未満の銀行持株会社
は除きます。

24

バーゼルIII先進的手法採用行は、総資産が2,500億ドルを超えるかまたは外国資産（保険業を手掛ける子会社を除く）が100億ドルを超える
銀行持株会社または貯蓄貸付持株会社およびそれらの連結対象預金取扱機関と、対象ノンバンク、および自ら新規制の適用を希望する銀
行（opt-in banks）です。

25

バーゼルIIIトレーディング勘定設置銀行には、重大なトレーディング業務（significant trading activity）（すなわち、トレーディングポートフォリ
オが10億ドルまたは総資産の10％を超える）を手掛ける銀行が含まれます。
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バーゼルIIIの実施期限は極めて強行的で、先進的手法を遵守
しなければいけない銀行（いわゆる「先進的手法採用行」）は
2014年1月から実施しなければいけません。また他の銀行も、
2015年1月から標準的手法を遵守しなければいけません。ただ
しいずれの銀行にも、2018年末までというバーゼルIIからバーゼ
ルIIIへの移行期間が設けられています。
先に進む前に、バーゼル規制の基本的構造を理解していただく
ため、以下に簡単な説明を示します。
規制上の自己資本
リスク・アセット

≥

最低所要
自己資本比率

規制上の自己資本
• バーゼルIIIは、普通株式Tier 1（CET 1）区分の導入、Tier 1資本およびTier 2資本に関する適格規準の厳格化、ならびに
Tier 3区分の削除を行うことで、規制上の自己資本の質および量を強化しています。
リスク・アセット
• バーゼルI、およびバーゼルIII標準的手法の下では、信用リスク・アセットは、原則、借り手またはエクスポージャーの特性
に基づいた所定のリスクウェイト関数を当てはめて求めます。また、オフバランスシートのエクスポージャーの金額を算出す
るためには、当該エクスポージャーに所定の与信相当掛目（CCF）を当てはめます。
• バーゼルII、およびバーゼルIII先進的手法の下では、銀行は内部モデルを使用してホールセール・エクスポージャーおよび
リテール・エクスポージャーの大半の信用リスク・アセットを計算しますが、他のエクスポージャー（株式や未決済取引など）
については所定のリスクウェイト関数を使用することが求められています。また、オフバランスシート・エクスポージャーにつ
いては、ほとんどの種類が内部で算出したCCF関数を用います。
• また、トレーディング勘定設置銀行は、対象のトレーディング勘定資産についてマーケット・リスク・アセットを計算しなけれ
ばならず、先進的手法採用行は、オペレーショナル・リスク・アセットを計算しなければいけません。
最低所要自己資本比率

26

• バーゼルIおよびバーゼルIIの下では、規制上のTier 1自己資本比率は4％、総自己資本比率は8％でした。バーゼルIIIは
新たにCET 1を導入し、その所要比率は4.5％に設定されています。そして、現行のTier 1の基準は6％に引き上げられ、総
自己資本比率は8％に据え置かれています。
• バーゼルIIIの下では、コリンズ修正（Collins Amendment）に従って、標準的手法が先進的手法の資本フロアとして機能しま
す。つまり、先進的手法採用行は、標準的手法および先進的手法の両方に基づいて自己資本を計算する必要がありま
す。
• バーゼルIIIはさらに、最低所要比率のほかに、各種資本バッファー（資本保全バッファーやカウンターシクリカルな（景気変
動抑制的な）バッファーなど）を定めているのに加え、早期是正措置（prompt corrective action）の規制により求められる自
己資本比率を引き上げています。
以下に、バーゼル規制IからIIIまでの、証券化に関する規制上の自己資本の取扱いの変遷をまとめました。なお、バーゼルIII
の枠組みと定義は、本章の後半で詳述しています。
26

規制上の自己資本比率は、リスク・アセットに対する割合として定義されています。リスク・アセットの8％が最低所要自己資本比率であるた
め、100％のリスク・アセットは8％の自己資本に相当します（すなわち、1250％のリスク・アセットの場合は、基本的に自己資本控除となる
か、100％の自己資本に相当します）。
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バーゼルI：1988年にバーゼルIが施行された時は、証券化に特化した規定はありませんでした。しかしながら、市場が進化す
27

るにしたがって、米国の規制当局は2001年、証券化に特化したルール を組み込みました。
• 発行体に関しては、証券化資産は原則オフバランス資産として処理され、最低所要自己資本は課されませんでした。
• 銀行勘定における信用リスクの計算については、留保または投資対象の証券化エクスポージャーは、外部格付（もしくは、
特定の状況下においては内部格付）またはグロスアップ手法（Gross-up Approach）に基づいて20％～200％のリスクウェイ
トが設定されました。
• バーゼルIはまた、ローレベル・エクスポージャー・ルール（low-level exposure rule）を導入し、所要自己資本の上限を契約
上の最大エクスポージャーに限定しました。ローレベル・リコース・ルール（low-level recourse rule）が適用されるエクスポ
ージャーと、格付準拠方式（RBA）が適用できない残りの持分については、約1,250％のリスクウェイトが設定されました。
• 信用補完機能を持つ金利ストリップ（CEIO）のうち、Tier 1自己資本の25％を超える分は、Tier 1自己資本から控除されまし
た。
• トレーディング勘定のポジションに関するマーケット・リスクの計算については、該当ある場合は、原則、負債性金融商品と
同じように扱われていました。

バーゼルII：バーゼルIIは、エクスポージャーである裏付資産のリスクに対する所要自己資本のリスク感応度と調整の向上を
目的として、米国では2007年に施行されました。
• 証券化エクスポージャーの大まかな定義が組み込まれたほか、「RBA」「内部評価手法（IAA）」「指定関数手法（SFA）」「控
除」で構成される、リスクウェイト決定手法の新たなヒエラルキーが導入されました。
• 特定のポジション（CEIOストリップ、残余持分など）は資本から引き続き控除されることになりました。こうした変更の結果、
リスクウェイトの見積もりは7％～1250％の幅で行われるようになりました。
• また、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則（米国GAAP）の特定の変更、とりわけ財務会計基準書第166号
および第167号により、特定の証券化資産についてオフバランス処理が認められなくなりました。
• これらの変更はすべて銀行勘定を対象としたもので、マーケット・リスクに関するルールは変更されませんでした。
バーゼルIII：証券化に関係するバーゼルIIIでは、以下の項目を含むいくつかの重要な変更が導入されます。
• 特定の漸進的変更が加えられますが、バーゼルIIの証券化の定義は留保されます。
• リスクウェイト決定手法のヒエラルキーが改訂されます。外部格付の参照（すなわちRBAおよびIAA）が廃止されるほか、先
進的銀行手法採用行についてはSFAを維持、そして簡易SFA（SSFA）という新しい手法が導入されます。また、最優先証券
化ポジションについて、バーゼルIIでは7％とされていたリスクウェイトの下限が20％に引き上げられます。また、証券化エク
スポージャーの大半の他のクラスについてはリスクに基づく自己資本要件が引き上げられます。さらに、すべての証券化エ
クスポージャーについて厳格なデューデリジェンス要件が導入されます。
• エクスポージャーの計算方法が変更されます。
• 再証券化エクスポージャーについてはより厳しい扱いが適用されます。
• マーケット・リスク規制が改訂され、銀行勘定の信用リスクの取扱い（すなわちSSFAおよびSFA）が、証券化ポジションの特
定リスク構成要素の計算にも適用されます。
• レバレッジ比率および流動性比率に関して、証券化エクスポージャーの取扱いが規定されます。
バーゼルIIIは証券化取引にさまざまな形で影響を及ぼす
総合的に見ると、バーゼルIIIにより、ほとんどの証券化エクスポージャーの所要自己資本が引き上げられます。また、証券化
エクスポージャーへ銀行が投資をする場合に実施しなければならない新たなデュー・デリジェンス要件も導入されます。

27

Risk-Based Capital Guidelines、Capital Adequacy Guidelines、Capital Maintenance: Capital Treatment of Recourse, Direct Credit
Substitutes and Residual Interests in Asset Securitizations、Final Rules、2001年11月29日
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証券化エクスポージャーの定義
バーゼルIIで導入され、バーゼルIIIでは一部修正が加えられ留保されている、伝統的な証券化に関する広義の規制上の定
28

義では 、以下を含む一連の規準を満たすものが証券化エクスポージャーであるとされています。

1. 証券化の裏付けとなる資産を構成する1つ以上のエクスポージャーの信用リスクのすべてまたは一部が、1人以上の第三
者へ、クレジットデリバティブまたは保証以外の手段で移転されている。

2. 証券化の裏付資産のエクスポージャーに関連する信用リスクが、異なる優先劣後順位が付けられた2つ以上のトランシェ
に分離されている。

3. 証券化エクスポージャーのパフォーマンスが、裏付資産のエクスポージャーのパフォーマンスに依存する。
4. 裏付資産のエクスポージャーのすべてまたはほとんどすべてが金融エクスポージャーである。
5. 事業会社は、裏付資産のエクスポージャーを保有していない。
6. 取引のうち、自己の資産、負債、およびオフバランスシート・エクスポージャーの規模と構成要素を実質無制限にコントロー
ルしている投資会社が裏付資産のエクスポージャーを保有している取引は、取引のレバレッジ、リスク特性、または経済
的実態に基づいて伝統的な証券化ではないと規制当局が判定する可能性がある。
こ の 広 義 の 規 制 上 の 定 義 は 、 中 小 企 業 投 資 会 社 （ small business investment
company）、コミュニティ開発投資（community development investment）に該当する会
社による投資、投資ファンド、合同運用型ファンド、従業員給付基金、1940年投資会
社法（Investment Company Act of 1940）に基づいて米証券取引委員会に登録してい
る会社、またはこれらに相当する外国の会社等が原資産を保有するストラクチャーも
除外しています。

規制上の自己資本に関連して、何が証券化エクスポージャーで何がそうでないかの
線引きは、状況によっては極めて難しい作業になり得ます（細かい法的形態よりも経
済的実態に基づいて判定をしなければいけません）。同様に、監督機関は、取引の経
済性による根拠がある場合は証券化の定義を拡大し如何なる取引も含めることがで
きる権限を留保しています。
この広義の定義が、一般的に採用されている業界標準と異なり得るという点が、この判定をさらに難しくしています。この規制
上の証券化エクスポージャーの主要な判定要素は、原資産プールに起因する信用リスクのトランチング（切り分け）です（す
なわち、比例配分でもパス・スルーでもありません）。例えば、この規制上の定義は、非金融資産（実物不動産やコモディティ
など）やリコース（カバードボンドなど）を利用した特定の証券化のストラクチャーを除外しています。同定義はまた、非事業会
社（ヘッジファンドなど）に対するエクスポージャーを定義に含めていますが、これは通常、業界では証券化とはみなされませ
29

ん。非事業会社に対するエクスポージャーに関しては業界から多くの意見が寄せられており、規制当局は追加指針 を公表
し、自己の資産、負債、およびオフバランスシート・エクスポージャーの規模と構成要素を実質無制限にコントロールしている
投資会社に対するエクスポージャーがどのようにしたら証券化として規制上認められるかを明らかにしています。

こうした定義の違いに加え、証券化エクスポージャーは、貸付金として報告される場合もあれば（特別目的事業体（SPE）
へのローンおよびサービサー・キャッシュ・アドバンスなど）、債務証券（資産担保証券、住宅ローン担保証券、および商業
不動産担保証券のトランシェなど）や株式（ヘッジファンドへの投資など）、その他の資産（CEIOや未収利息・未収手数料な
ど）、特定取引資産（SPEとのデリバティブ取引など）、オフバランスシート科目（シンセティック型証券化および流動性枠な
ど）として報告される場合もあります。

28

シンセティック型証券化の定義は、信用リスクのトランチングが資産の売却を通じてではなくクレジット・デリバティブや保証の利用を
通じて行われる以外は、ほぼ同じです。また、特定のオペレーションに関する規準もあります。

29

Federal Reserve Basel Coordination Committee (BCC) Bulletin 13-2: Excluding Exposures to Investment Firms from the Definition
of “Traditional Securitization.”

証券化の会計処理
Copyright © 2014 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

108

第 12 章

証券化の組成に関する運用上の規準
証券化の定義に関する規定に加え、バーゼルIIIは、証券化の取扱いを適用するためにオリジネーター銀行が満たす必要が
ある、以下の4つの運用上の規準も定めています。

1. エクスポージャーが、米国GAAPに基づいたオリジネーター銀行の連結貸借対照表に計上されていない。
2. 証券化の裏付資産のエクスポージャーに関連する信用リスクを、銀行が1人以上の第三者に移転している。
3. 証券化に関連するクリーンアップ・コールはすべて、バーゼルIIIが定めるクリーンアップ・コールに該当している。
4. 証券化に、（a）信用枠について合意した上限額の範囲内で、借り手が引き出し額を変更することが認められていることに
よる裏付資産のエクスポージャーが1つも含まれておらず、且つ（b）期限前償還条項がない。
上記4つの運用上の規準を満たしていない場合は、銀行は、あたかも原資産が証券化されていないかのように、その証券化
30

取引に係るすべての原資産について規制上の自己資本を保有する必要があります 。
規準4は、バーゼルIIIで新しく盛り込まれた規準であり、リボリルビング与信枠（クレジットカード債権など）の証券化の多くが
該当します。これには、超過スプレッドが所定の規準を下回った場合は、当該証券化を中止し投資者に返金することを義務
付ける規定が含まれています。リボルビング与信枠について新たな引き出しが行われる場合に、銀行が貸借対照表上の資
金を充当する必要がある場合、期限前償還事象は、銀行の自己資本の必要性を押し上げます。
このように、会計基準コディフィケーション（ASC）トピック810や上記運用上の規準、その他暗黙の支援などの要素を考慮の
上、多くの証券化ストラクチャーが連結されています。銀行が裏付資産である貸付金プールよりも、証券化について、より多く
の自己資本の保有が必要になり得るということは、連結したほうが自己資本の効率性が高まる場合があるということです。
上で説明したあらゆる複雑性に加えて、証券化についての業界用語と規制上の定義との相違もあり、規制上の自己資本の
計算プロセスにおける適切な資産の分類を極めて難しくしています。
証券化リスクに応じた所要自己資本決定手法のヒエラルキー
証券化エクスポージャーには、所要自己資本の決定手法に関してヒエラルキーが適用されます。既に述べた通り、当該手法
のヒエラルキーはバーゼルIIIで改訂されており、ドッド=フランク金融制度改革・消費者保護法（Dodd-Frank Wall Street
Reform and Consumer Protection Act）939A条に従いバーゼルIおよびバーゼルIIでは利用できたRBAが除外されたほか、
SSFAが新たに加えられています。先進的手法においては、バーゼルIIIはバーゼルIIでも利用できたSFAを留保しているのに
加え、（トレーディング勘定設置銀行以外の銀行が使用する）標準的手法に関しては、バーゼルIで定義されているグロスアッ
プ手法を維持しています。
SFA
バーゼルIIIは、バーゼルIIで利用できたSFAを、一定の修正を加えたうえで維持しました。これは先進的手法採用行のみが使
用する手法であり、データを入手できない場合を除き、適用しなければいけません。なおデータを入手できない場合は、SSFA
を適用できます。ただし、SFAを計算するデータを入手できる場合は、SSFAではなくSFAを使用することを監督機関は銀行に
求めています。
SFAによる所要自己資本は、原資産プールをあたかも貸借対照表上で直接保有していると仮定し、一定のトランシェに係る
劣後レベル（すなわち、下位トランシェの損失吸収力）を加味した所要自己資本の見積額に基づく額です。

30

表示した規準は通常の証券化に関するものです。シンセティック証券化の規準とは異なります。
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SFAは、7つのプールおよびトランシェレベルの変数を計算することを求めています。
トランシェレベルの変数
L

トランシェ構造内の証券化エクスポージャーの信用補完レベル

T

トランシェ構造内の証券化エクスポージャーの厚み

TP

銀行が所有する証券化エクスポージャーのトランシェの割合

プールレベルの変数
UE

プール内の裏付資産のエクスポージャーの額

Kirb

先進的手法に基づく裏付資産プールの所要自己資本額
• これには、裏付資産である貸付金プールに係る取引データと、リスクパラメーター（すなわち、債務不履行率と債務不履行に
よる損失額）を生成するリスクモデルの開発が必要になります。

EWALGD

裏付資産プールの債務不履行を踏まえた、エクスポージャー加重平均損失額

N

裏付資産プールにおけるエクスポージャーの有効数

上記の入力数値に基づいて、SFAは当局指定の計算式を用いて所要自己資本を計算します。劣後レベルがKribの基準を下
回るトランシェ部分については1250％のリスクウェイトが適用され（バーゼルIのローレベル・エクスポージャー・ルールに類
似）、Kirbの基準を上回る優先のトランシェについては、より資本賦課は少なくなります。ただし、リスクウェイトには20％の下
限が設定されています。バーゼルIIではKirbの基準を下回るエクスポージャーは控除すること、およびリスクウェイトの下限が
7％とされていた以外は、SFAの計算式はバーゼルIIと変わりありません。
SFAは、原資産プールについてKirbの計算を求めていることから、内部格付手法を用いてリスク・アセットの額を算出していな
い原資産取引（すなわち、バーゼルIIIで定義されているホールセール・エクスポージャー、リテール・エクスポージャー、株式
エクスポージャー、証券化エクスポージャー以外）には使用できない点は注意が必要です。バーゼルIIではそうした取引は控
除が必要でしたが、今後SSFAでは用いることができます。
SFAの計算には、裏付資産プールに係る取引データの取得やリスクモデルの開発に伴う幾つかのハードルが存在します。監
31

督当局は、データ収集とモデル化に関する難題を解消するため、Kirbの計算に自由度をもたせる指針 を公表しています。
SSFA
SSFAはバーゼルIIIから新たに導入された手法で、標準的手法および先進的手法の両方において用いることができます。先
進的手法の下では、SFAが不可能な場合に限りSSFAを用いることができます。他方、標準的手法の下では、SSFAは最初に
検討される選択肢です。特に、トレーディング勘定設置銀行にとってはそうです。また先進的手法採用行が何らかの取引に
対してSFAを用いたとしても、コリンズ修正にしたがって、標準的手法による自己資本フロアの計算のため、当該取引につい
てSSFAに基づく所要自己資本を計算する必要があります。
その名が示す通り、SSFAはSFAと同じような手法を採用しており、原資産プールをあたかもバランスシート上で直接保有して
いると仮定し、一定のトランシェに係る劣後レベル（すなわち、下位トランシェの損失吸収力）を加味した所要自己資本の見積
額に基づく額です。SSFAの計算には、5つのプールおよびトランシェレベルの変数が必要です。
トランシェレベルの変数
A

トランシェ構造内の証券化エクスポージャーのアタッチメント・ポイント

D

トランシェ構造内の証券化エクスポージャーのデタッチメント・ポイント

プールレベルの変数
KG

標準的手法に基づく、裏付資産プールに係る加重平均総所要自己資本額

W

裏付資産プールにおける延滞エクスポージャーの割合

P

当局指定の調整パラメーター（証券化は0.5、再証券化は1.5）

31

Federal Reserve BCC Bulletin 13-7: Implementing the Supervisory Formula Approach for Securitization Exposures
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SFA同様、SSFAも、KGの基準を下回る劣後レベルのトランシェ部分については1250％のリスクウェイトが適用され、KGの基準
を上回る優先のトランシェについては、より資本賦課は少なくなります。ただし、リスクウェイトには20％の下限が設定されて
います。
グロスアップ手法
トレーディング勘定設置銀行以外の銀行である標準的手法採用行には、SSFAの代わりにグロスアップ手法を使用する選択
肢が認められています。ただしその場合は、すべての証券化エクスポージャーに対してグロスアップ手法を適用しなければい
けません。グロスアップ手法は、バーゼルIと同様、トランシェの劣後度合いと原資産プールに適用されるリスクウェイトに基づ
いて、証券化エクスポージャーのリスクウェイトを計算する手法です。同計算には4つの入力数値が必要になります。
• エクスポージャーの額
• 比例持分（SFAにおけるトランシェの割合と同様）
• 支払順位が高い額（Enhanced Amount）：他のすべての優先トランシェの額面金額
• 原資産プールの平均リスクウェイト。バーゼルIIIの標準的手法に従う（KGと同様）
最終的なリスク・アセットの額は、「比例持分」に「支払順位が高い額」を乗じて得た額に「エクスポージャーの額」を加算し、そ
れに平均リスクウェイトを適用して求めます。ただし、リスクウェイトには20％の下限が設定されています。
1250％のリスクウェイト：上記手法のいずれも適用できない証券化エクスポージャーには、1250％のリスクウェイトを割り当て
なければいけません（すなわち、所要自己資本率は100％）。
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特定のエクスポージャーの種類に関する例外規定およびその他選択肢
売却時実現益（Gain-on-sale）：これは、伝統的な証券化による自己資本の増加のことをいいます。ただし、モーゲージ・サ
ービシング資産（MSA）の計上または証券化に関連して銀行が現金を受領したことによる自己資本の増加を除きます。
バーゼルIIIは、税引後売却時実現益の控除についてバーゼルIおよびバーゼルIIの手法を引き継いでいますが、当該控
除はTier 1ではなくCET 1に適用されます。また、売却時実現益の定義も修正され、MSAが除外されています。

CEIO：貸借対照表上の資産のうち、形式的にまたは実質的に次の（1）および（2）を満たすものをいいます：（1）利息の一
部またはすべてを受け取る契約上の権利であり、その額が証券化の裏付資産のエクスポージャーに対して支払われる元
本の最低額を超えない、（2）劣後条項またはその他の信用補完手法を問わず、裏付資産のエクスポージャーに対する保
有者の請求権の比例持分を超えた信用リスク（裏付資産のエクスポージャーに直接または間接的に関連）にCEIOの保有
者がさらされている。
バーゼルIIIの下では、売却時実現益を構成しないCEIO部分には1250％のリスクウェイトが割り当てられます。バーゼルII
は、CEIOについてTier 1とTier 2から50％ずつの控除を要求していましたが、バーゼルIの下では、Tier 1の25％を上回る
額のみがTier 1から控除されます。

証券化SPEをカウンターパーティーとした優先・クレジッドデリバティブおよび非クレジットデリバティブの購入：
このようなエクスポージャーのカウンターパーティー信用リスクは、適用されるヒエラルキーにしたがって、証券化の枠組み
を用いて計算されます。ただし、100％のリスクウェイトを適用するという選択肢もあります。バーゼルIで認められていた、
デリバティブについてリスクウェイトの上限を50％とする規定は廃止されました。

デューデリジェンス要件を満たさない取引：バーゼルIIIは、すべての証券化取引に適用される新たなデューデリジェンス要
件を課しており、銀行は、エクスポージャーの取得前および保有中（少なくとも4半期に1度）、この要件を満たす必要があり
ます。この規制にしたがって銀行は、エクスポージャーのパフォーマンスに重大な影響を及ぼすと考えられる、証券化の特
徴（各種トリガー事由、信用補完、プールのパフォーマンスなど）を総合的に把握していることを証明しなければいけませ
ん。この分析は、エクスポージャーの複雑性および資本に対するエクスポージャーの重要性に応じて実施することが求め
られています。
証券化エクスポージャーについて当初および継続的デューデリジェンス要件を満たさなかった場合は、当該エクスポージ
ャーに対して1250％のリスクウェイトを割り当てなければいけません。

特定の資産担保コマーシャルペーパー（ABCP）エクスポージャー：適格ABCP流動性ファシリティおよび適格セカンドロス
（二次的損失）・ポジションまたはABCPに対する優先のエクスポージャーについては、裏付資産を構成する個別のエクス
ポージャーに適用されるリスクウェイトのうち最も高いリスクウェイトを割り当てるという選択肢があります。

暗黙の支援：銀行が暗黙の支援（すなわち、契約上の義務を超える支援）を提供する場合は、原資産プール全体について
所要自己資本を保有しなければならず、追加的な開示義務も適用されます。

IO不動産ローン担保証券（IO MBS）：バーゼルIおよびバーゼルII同様、バーゼルIIIはIO MBSストリップについてリスクウェ
イトの下限を100％としています。

トラスト型優先証券を裏付とする債務担保証券（TruPS CDOs）：TruPS CDOsは、非連結の金融機関の資本に対するシン
セティックエクスポージャーとなり、資本控除の対象です（すなわち、重要な金融機関と重要でない金融機関の基準の控除
テスト）。控除されないTruPS CDOsの額は、証券化として扱われます（ただし、ボルカールールの下で対象ファンドとして
扱われない場合に限る）。
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証券化エクスポージャーに係る信用リスクの削減
信用リスク削減（CRM）方式では、、証券化エクスポージャーを低減させる特定の担保または保証/クレジットデリバティブを認
識することで、所要自己資本を低下させることができます。CRMについては、「担保ヘアカット」（collateral haircut）手法にした
32

がって、金融資産担保の評価を行います 。適格保証人から得た適格保証および適格クレジットデリバティブに関しては、借
り手の代位（borrower substitution）手法のルールに従って評価します。
バーゼルIIIにおいて適格保証人の定義が修正され、主として信用プロテクションの提供に従事している保険会社（すなわち
信用保証専業保険会社）、保証対象のエクスポージャーと正の相関関係を有する借り手（すなわち誤方向リスク（wrong-way
risk））、および投資適格の無担保長期債格付けを有さない事業体が除外されました。
証券化エクスポージャーの額の計算
リスク・アセットを算出するため、証券化エクスポージャーの額を貸借対照表上の額とオフバランスシートの額に基づいて計
算します。
貸借対照表上の資産については、証券化エクスポージャーの額
は米国GAAPに従って計算します（第8章参照）。その他の包括
利益累計額（AOCI）は、バーゼルIIIでは計算する必要が無くな
り、証券化エクスポージャーを含む売却可能債務証券のエクス
ポージャー額はすべて公正価値で計算します。ただしバーゼル
IIIは、標準的手法採用行に関しては、AOCIを任意で選択できる
という選択肢を残しました。その選択をした銀行は、売却可能債
務証券のポートフォリオについては帳簿価額に基づいてエクスポ
ージャー額を計算するというバーゼルIおよびバーゼルIIの手法
を今後も使用することになります。
カウンターパーティーが証券化SPEであるカウンターパーティー
信用リスクのエクスポージャーの額は、他のホールセール・カウンターパーティーと同じ手法を用いて計算します（すなわち、
33

デリバティブ向けのカレント・エクスポージャー方式（Current Exposure Methodology）を主に用いる） 。クレジットデリバティブ
を売却した場合は、エクスポージャーの額は提供した保証の想定元本の100％になります。また、特定順位参照型クレジット
デリバティブを利用して提供した信用プロテクションのエクスポージャーの額は、裏付資産を構成する全エクスポージャーの
最大想定元本になります。
他のオフバランスシートのコミットメントのエクスポージャーの額は、通常、最大想定元本とされています。
• 適格ABCP流動性ファシリティなど、ABCPプログラムに対するオフバランスシートのエクスポージャーについては、当該
ABCPプログラムのその時の原資産を考慮して支出が必要になり得る最大金額（当該原資産のその時の信用の質を考慮
せずに計算した額）まで想定元本を低くできます。
• SSFAが適用されない適格ABCP流動性ファシリティのエクスポージャーの額は、想定元本に50％の与信相当掛目（CCF）を
乗じて計算します。ただし、SSFAが適用される場合は、当該ファシリティについては想定元本の100％（すなわち100％の
CCF）が適用されます。
• 重複しているまたは二重になっているファシリティに関しては、重複部分について二重で資本を準備する必要はありませ
ん。適用する、リスクに応じた所要自己資本率は、最も高いリスクに応じた所要自己資本率を用います。
• 顧客のSPEに対するファシリティは、減額はできません。想定元本の100％を用いてエクスポージャーの額を計算します。
32

担保ヘアカット手法の下では、エクスポージャーの額は、エクスポージャーの価値から金融資産担保の価値を差し引いた額に、担保の種類
および通貨のミスマッチに応じた調整を加えて計算します。

33

CEM手法の下では、エクスポージャーの額は、契約の時価に将来の潜在的エクスポージャー（PFE）を加算した額になります。PFEの額の
計算は、想定元本と、デリバティブ契約の種類および残存期間を加味して計算した変換係数を用いて行います。
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適格なサービサー・キャッシュ・アドバンスに係る貸付枠については、既に貸付けを行った分についてはリスクに応じた自己
資本を保有することが求められますが、当該貸付枠に基づく将来の潜在的貸付額については求められません。適格でない
サービサー・キャッシュ・アドバンスに係る貸付枠については、既に貸付けを行った分と、向こう12ヵ月の間に実行することが
契約上求められ得る将来の潜在的貸付額の全額の両方に対して、リスクに応じた自己資本を保有しなければいけません。
所定の条件が適用されますが、遡及義務を付けて売却した小規模企業の債務については、エクスポージャーの額は契約上
のエクスポージャーについてのみ計算します。
再証券化の定義とその取扱い
再証券化とは、一つ以上の裏付資産のエクスポージャーを有する証券化のうち、その裏付資産のエクスポージャーの一つ以
上が証券化エクスポージャーである証券化をいいます。バーゼルIIIは、バーゼルIIによる定義を修正し、単一の証券化エクス
ポージャーの再トランチング（すなわち、不動産モーゲージ投資コンディットの再証券化）を定義から除外しました。
再証券化のリスク・アセットの計算には同じヒエラルキー（すなわちSFAおよびSSFA）が適用され、裏付資産を構成する証券
化ポジションの最終的な原資産プールを参照するルックスルー手法（look-through approach）が求められます。
SFAおよびSSFAの両方において、再証券エクスポージャーは基本的に通常の証券化より高い資本賦課が課されます。例え
ばFSAは、EWALGDの値を100％に設定するよう求めています。またSSFAは、すべての再証券化について変数pの値を1.5に
設定するよう求めています。さらに再証券化は、金融資産担保としては不適格です。
マーケット・リスクの枠組みにおける証券化エクスポージャーの取扱い
先に述べた通り、マーケット・リスクの枠組みは、トレーディング勘定設置銀行（売買目的資産が、10億ドルを超えるか総資産
の10％を超える銀行）のみに適用されます。バーゼルIIIにおける、マーケット・リスクの枠組みに関連する変更（バーゼル2.5と
呼ばれることもある）は、2013年1月1日から施行されています。
バーゼルIの下では、マーケット・リスクに関するリスク・アセットを計算するためには、一般的なリスク要素（内部のバリュー・
アット・リスク・モデルに基づく）と特定のリスク・アドオン（内部モデルまたは指定のアドオン係数のいずれかに基づく）を計算
することが求められていました。そしてバーゼルIIでもこの要件は引き継がれました。基本的には、マーケット・リスク規制が適
用されるトレーディング勘定の証券化エクスポージャーに対する資本賦課は、信用リスク規制が適用される銀行勘定におけ
る同様のエクスポージャーよりも大きくありませんでした。
しかしながらバーゼルIIIには、証券化に焦点を置いて、トレーディング勘定におけるマーケット・リスクに対する所要自己資本
を全体的に引き上げることを目的にさまざまな変更が盛り込まれています。中でも、デューデリジェンス要件が課されたほ
か、コリレーション・トレーディング・ポートフォリオ以外については、特定リスク・アドオンが銀行勘定の信用リスク・アセットと
同程度（SSFAおよびSFAのいずれか該当する手法に従う）まで引き上げられています。またバーゼルIIIでは、マーケット・リス
クの取扱いに関する適用要件が厳格化されており、一部のトレーディング勘定のポートフォリオはマーケット・リスクの取扱い
34

を適用できなくなりました 。マーケット・リスクの取扱いが適用されるコリレーション・トレーディング・ポートフォリオのポジショ
ンに関しては、内部モデル手法が認められますが、適用要件が厳しくなっています。したがって、トレーディング勘定の証券化
エクスポージャーは、銀行勘定における類似のエクスポージャーと同数のガバナンス規制の対象となっており、またほとんど
のケースにおいて、より高い所要自己資本が課されています。

34

バーゼル2.5およびバーゼルIIIのマーケット・リスクの枠組みの改訂により、会計の観点から見たトレーディング勘定と銀行勘定の分類にか
かわらず、マーケット・リスクの取扱いの適用を「トレーディングの意図」があるエクスポージャーに限定しています。
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バーゼルIIIのレバレッジ比率における証券化エクスポージャー
バーゼルIにおいてもレバレッジ比率規制はすでに定められていましたが、バーゼルIIIにも引き継がれました。レバレッジ比率
35

は、貸借対照表上の資産合計に対するTier 1の割合と定義されています 。また、バーゼルIIIの先進的手法には、補完的レ
バレッジ比率規制も盛り込まれています。補完的レバレッジ比率規制はレバレッジ比率と似ていますが、オフバランス資産の
測定も行われる点が異なります。
いずれのレバレッジ比率も、貸借対照表上の資産合計を、米国GAAPかそれよりも厳格な他の会計基準に従って測定するこ
とが求められています。したがって、ASCトピック810に従って連結されるすべてのエクスポージャーが対象になります。オフバ
ランスのコミットメントについては、無条件で取消可能なコミットメントであれば想定元本の10％を使用し、その他は想定元本
の100％をオフバランス科目の値として使用します。デリバティブに関しては、バーゼルIIIの自己資本規制で定められている
CEM手法を使用して、エクスポージャーの額を計算します。
バーゼルIIIの流動性比率における証券化エクスポージャー
流動性比率規制は、流動性カバレッジ比率（LCR）と安定調達比率（NSFR）
の2つの比率で構成されます。LCRは、30日間の正味資金流出額の合計を
上回る適格流動資産（HQLA）を維持することを求めています。HQLAと正味
資金流出額の合計は、銀行の全資産・負債に当局指定の係数を掛けて計算
します。NFSRも同じような比率ですが、1年間の期間が想定されています。
36

米国の規制当局はこのほど、LCRの実施に関する提案を公表しました 。
NFSRに関する提案は策定中ですが、バーゼル銀行監督委員会が更なる修
正を加える予定です。
LCRでは、証券化エクスポージャーについて極めて厳しい取扱いが提案され
ています。とりわけ、住宅ローン担保証券を含む大半の種類の証券化エクス
ポージャーが、HQLAとして認められません。また、SPEに対する信用ファシリ
ティおよび流動性ファシリティと、仕組取引による支出額には、100％の流出
額係数が設定されています。
LCRは、バーゼルIIIの先進的手法を使用することが必須の銀行のみに適用されます。総資産額が500億ドルを超える銀行持
株会社および貯蓄貸付持株会社には、想定期間が21日の修正LCRが適用されます。その他の銀行は、定量的な流動性比
率規制はありません。ただし、質的な規制が適用されます。監督当局は、すべての銀行に適用される流動性リスク管理に関
する要求と、大規模な米国および外国の銀行（500億ドル超の資産を有する銀行）ならびに対象のノンバンクに原則適用され
37

るより厳格な総合的な健全性規制の一環としてより厳しい流動性基準について、最新の指針を公表しました 。同指針は、証
券化活動から生じる流動性への影響（すなわち、資金調達のための資産の証券化活動への依存、または複雑な仕組投資の
流動性の喪失）に対するモニタリングを特に重視しています。

35

Tier 1自己資本から控除される資産が少なく設定されています。

36

Liquidity Coverage Ratio: Liquidity Risk Measurement, Standards, and Monitoring、2013年11月

37

Interagency Policy Statement on Funding and Liquidity Risk Management、2010年3月17日
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自己資本規制に関する留意事項が今後も圧力になる見通し
現在の過剰な規制環境を踏まえると、証券化に係る自己資本やレバレッジ、流動性の規制上の義務の強化による影響と、
増大する規制の実施および遵守に関する課題に銀行は対応しなければいけません。
それに加え、バーゼル銀行監督委員会により、証券化に関する自己資本規制の枠組みについて更なる改訂が進められてい
ます。こうした変化を背景に、各法域の間で（例えば米国と欧州連合との間）、同じような証券化エクスポージャーについて求
められる自己資本が今後も異なり、仲裁の機会が生まれると考えられます（例えば、RBA手法とSSFA・SFA手法との間）。
また、一部の資産が、自己資本規制の対象ではないノンバンク・セクターに流出する可能性があります。
これまでに説明した規制は自己資本に直接影響を及ぼすものですが、そうした規制以外にも、リスク管理や所要自己資本へ
の影響は間接的であるものの、証券化業界全体に影響を及ぼす各種規制が存在します。以下にそうした例の一部を示しま
す。
• 原則、証券化資産の5％を保有するよう銀行に求めるリスク留保ルール案。リスク留保金額の計算に詳細な取引データが
必要になるほか、所要自己資本も増えます。
• レギュレーションAB II規則により、”証券の上場発行体に対して厳格な開示義務、表明、保証が課せられる予定です。
• ボルカールール による制限は基本的に証券化活動には適用されないが、一部の証券化ビークル（貸付金のみで構成さ
れない債務担保証券およびローン担保
証券）を「対象ファンド」に指定しており、
これらの証券化ビークルは、厳格なデミ
ニマス・リミットや極めて厳しい自己資本
規制（すなわち、Tier 1自己資本からの
控除）が適用されます。資産規模が150
億ドル未満の銀行持株会社か、2013年
12月10日以前に銀行が取得した相互持
株会社が、2010年5月19日より前に発
行したTruPS CDOについてはこの規制
の免除が認められます。
• 連邦保険預金公社（FDIC）のセーフハ
ーバー・ルールおよび規則に従った破
綻処理が、証券化取引のストラクチャリ
ングの方法に影響を及ぼします。また、
FDICの預金保険料計算方法の改訂に
より、一部の証券化エクスポージャーに係る保険料が高くなります。
• 利益相反に関する規制案は、証券の上場発行体が発行から1年間、いずれかの投資者との間に重大な利益相反をもたら
す取引に従事することを禁止しています。
• 政府系企業の改革や、連邦住宅抵当公庫（Federal National Mortgage Association、ファニーメイ）および連邦住宅貸付抵
当公社（Federal Home Loan Mortgage Corporation、フレディ・マック）の役割の修正を巡る法律が制定される見込みです。
• カバードボンドに関する法律の制定。

総合的に見ると、証券化に関する自己資本規制は、銀行およびその他の市場参加者が今後も慎重に舵取りをしなければい
けない分野になります。
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13

今後の展望

来たるべき変化
この種の文書に付き物の難題は、可能な限り最新且つ関連性のある内容にするという点です。米国財務会計基準審議会
（FASB）および国際会計基準審議会（IASB）は、これまであらゆる議題について議論を重ねてきました。そして今後も、これに
変わりはありません。本章では、証券化の会計処理に影響を及ぼし得る両審議会が取り組んでいるプロジェクトと、各プロジ
38

ェクトに関連する最新の考え方 について説明します。
連結（米国GAAP）
FASBは現在、ASCトピック810の連結指針の改訂に取り組んでいます。同改定案により、意思決定者が本人であるか代理人
であるかを連結の判定の際に評価するための明確な指針が示される予定です。意思決定者が本人であるとみなされる場
合、その意思決定者は、支配している事業体を連結することが求められます。この改訂の狙いは、投資ファンドについてFAS
第167号の適用延期をもたらした投資運用業界で識別された課題に対処することにあります。この改定はまた、証券化事業
体を含むその他のストラクチャーに関する連結の判定にも影響を及ぼすと考えられます。
このプロジェクトの立ち上げは、2009年のFASBとIASBとの間で行われた協議にさかのぼります。しかしながら、FASBおよび
IASBはその後、このプロジェクトに関する審議を別々に続けることを決定しました。IASBは2011年5月にIFRS第10号の公表に
至った一方、FASBも2011年11月に独自の公開草案を公表しました。
FASBによる提案は、ある事業体に対する変動持分を有する意思決定者に、自己が本人としてパワーを行使しているか、ま
たは代理人としてパワーを行使しているかを判定するために、個別に定性的分析を実施することを求めています。同分析
は、次の3点に着目して行うとされています：（1）他の当事者が保有する権利、（2）報酬に関する契約条件に基づいて意思決
定者に提供される報酬、（3）意思決定者が保有する事業体に対する持分からのリターンの変動性に対する意思決定者のエ
クスポージャー。さらに、単一当事者の解任権は意思決定者が事業体の主たる受益者ではない根拠に引き続きなりますが、
複数の当事者が解任権を保有する場合についても、意思決定者の能力を評価する際の検討事項になります。

38

本文書作成日以降の最新の情報および動向については、巻末の連絡先に記載されている専門家までお気軽にご連絡ください。
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意思決定者は、解任権の行使にあたり一緒に行動する必要がある非関連当事者の数を考慮する必要があるほか、意思決
定者の報酬および経済的持分を、解任権のある当事者が有する経済的持分との関連で検討する必要があります。
FASBによる同提案ではまた、意思決定者の報酬が変動持分に該当するかの判定に関する現行の指針も変更するとされて
います。同提案の下では、意思決定者の報酬が、事業体の通常業務の過程において生じる他の事業上の負債よりも支払順
位が低くても、当該報酬は変動持分に該当しない場合があります。この提案が成立すれば、ローン担保証券（CLO）の投資マ
ネージャーにとっては重要な変更になります。何故なら、同投資マネージャーの報酬は、事業体の事業上の負債よりも支払
順位が低い成功報酬などの報酬が含まれているからというだけで、現在は変動持分とみなされる可能性があるからです。
今回の提案はまた、（1）負のリターン（保証など）のみ、または（2）正と負両方のリターン（株式投資など）をもたらし得る経済
的持分と、正のリターン以外はもたらし得ない経済的持分（管理報酬や成功報酬など）を区別しています。負のリターン、また
は正と負両方のリターンをもたらす経済的持分は、本人としての関係を示す可能性がより高いと考えられる一方、正のリター
ンしかもたらさない持分は本人としての関係を示す可能性は低いと考えられます（ただし、最終的な判定には、経済的持分の
規模と変動性も検討する必要があります）。
また、同提案が成立すると、議決権持分事業体（VOE）に関する連結の要求事項と、変動持分事業体（VIE）に関する連結の
要求事項が、非常に似通った内容になると考えられます。例えば、VOEに関しては、非支配株主の参加権と当該参加権が過
半数所有株主による支配の推定を覆すか否かの評価においては、その参加権により非支配株主が事業体の最も重要な活
動に参加できるか否かが重視されることになります。同様に、リミテッド・パートナーシップに関しては、そのリミテッド・パートナ
ーの権利の分析において、、リミテッド・パートナーが事業体の最も重要な活動に参加できるか否か、またはゼネラル・パート
ナー（無限責任社員）を解任できるか否かを、その解任権の行使にあたり共同で行動する必要がある非関連リミテッド・パー
トナーの数、およびゼネラル・パートナーの経済的持分を考慮に入れて重点的に評価することになります。今回の提案はま
た、ゼネラル・パートナーがリミテッド・パートナーシップを支配しているか否かを評価する際の要件も修正し、ゼネラル・パート
ナーが同評価において自己の経済的持分も考慮に入れることを認めるようにするとしています（これは、VIEに関する本人と
代理人の分析についての提案と整合します）。
FASBは2011年の公開草案以降、本人―代理人の提案については大きな動きをみせていません。ただしFASBは2013年秋、
2014年の下期に同プロジェクトを完了させるとの方針を示しています。FASBは、2011年の公開草案以降に以下の暫定的決
定を行いました。
• VOEの分析において、事業体の経済的パフォーマンスに最も重要な影響を及ぼす各活動に非支配株主（またはリミテッド・
パートナー）が参加するか否かを検討する必要があるとの会計基準更新書（ASU）案の提案を再確認しました。
• 本人―代理人分析において、報酬、他の当事者が有する権利、および意思決定者が有する他の関与を評価する際に、事
業体の目的および設計について検討すべきであるとの会計基準更新書案の提案を再確認しました。
• VIEの本人当事者であると判定された意思決定者は、自動的にそのVIEの主たる受益者になることを明確にしました。
• マネー・マーケット・ファンド（1940年投資会社法（Investment Company Act of 1940）規則2a-7に従い規制されているファン
ド）および規則2a-7の規制に準ずる規制に基づき運営しているファンドを、連結義務の範囲から除外しました。FASBのスタ
ッフは、規則2a-7の規制に準ずる規制に従ってファンドが運営されているかの判定規準を策定する予定ですが、これが適
用されるのは、極めて流動性の高い短期投資に投資を行っているキャシュ・ファンドおよびトレジャリー・ファンドのうち、「40
Act」ファンドとして登録されていないファンドになると推測されます。
FASBは2014年に、本人―代理人の提案の再審議を継続する予定です。
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連結したCLOに関する会計処理（米国GAAP）
FAS第167号の適用により、多くの事業体が、CLOやその他の債務担保事業体
（CFE）の連結開始を余儀なくされ、その結果、CFEの資産および負債を公正価値
で測定することが必要又は選択されることになりました。多くの事例では、市場の
変則性を原因として、（負債は原資産のパフォーマンスに依拠しているにもかか
わらず）資産の公正価値が負債の公正価値を超過していました。この結果、CFE
の連結開始によって生じた資産と負債の公正価値の当該測定差額に関する会
計処理方法について事業体によるばらつきが生じました。具体的には、実務にお
いて、連結開始によるCFEの資産と負債の公正価値の当初差額を、処分済利益
剰余金に直接計上する事業体と、純利益に計上する事業体がありました。

新会計問題審議部会（EITF）およびFASBはこの2年間、連結したCFEに関連する
測定上の問題に対する対応に多くの時間を費やしてきました。EITFは2012年、連
結したCFEの金融資産と金融負債の公正価値の測定差額に関する当初および
事後の会計処理をどのようにすべきかを検討するため、審議事項第12-G号
「Measuring the Financial Assets and the Financial Liabilities of a Consolidated
Collateralized Financing Entity」（連結した債務担保事業体の金融資産および金
融負債の測定」を審議事項に追加しました。複数の公開草案を経て、EITFは以下の事項について最終合意に至りました。
• 報告事業体は、CFEの金融資産の公正価値および金融負債の公正価値について、より観察可能なものを用いて測定すべ
きである。
• この測定の目的は、連結する事業体に帰属する額のみ（すなわち、連結する事業体が所有する受益持分の公正価値の変
動、および運用サービスに対する発生ベースの報酬額）を損益計算書に反映させることである。
• この指針を用いて、CFEを連結しその金融資産または金融負債を測定する事業体は、ASCトピック820、ASCトピック825、そ
の他関連するASCトピックが求めるすべての情報を適宜開示する必要がある。ただし、金融資産または金融負債の観察可
能性が低い場合は、当該観察可能性が低い公正価値の計算に用いた方法に限り開示が要求されている。さらに、報告事
業体は、自己が所有する受益持分の公正価値と、その公正価値測定に関して必要な開示を行う必要がある。
• 事業体は、修正遡及適用アプローチ（累積的影響調整額を適用初年度期首の資本に計上する方法）を用いて、このASUを
適用することができる。ただし、FAS第167号の当該修正が最初に適用された事業年度以降のすべての関連する過去の期
間に遡ってこの修正を適用することもできる。
FASBは2013年12月11日、EITFの合意を追認し、ASUの公表を承認しました。同ASUは、2014年12月16日以後開始事業年度
および当該事業年度の中間会計期間から上場会社に適用されます。上場会社以外の事業体に関しては、2015年12月16日
以後開始事業年度および2016年12月16日以後開始する中間会計期間から適用されます。また、このASUの早期適用が認
められています。
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買戻取引（米国GAAP）
FASBは、譲渡した資産を譲受人から固定価格で買い戻す先渡契約を伴う取引など、買戻条件付契約の会計処理および開
示に関する指針を改善するプロジェクトを立ち上げました。近年メディアの大きな注目を集めた一部の取引がきっかけになっ
て、このプロジェクトが立ち上げられました。
FASBは2013年1月、ASU案 「Transfers and Servicing - Effective Control for Transfers with Forward

Agreements to

Repurchase Assets and Accounting for Repurchase Financings」（譲渡およびサービス業務：資産の先渡買戻契約を伴う譲
渡に係る有効な支配およびリパーチェス・ファイナンシングの会計処理）を公表しました。このASU案では、一定の特徴を有す
る買戻条件付の既存金融資産の譲渡は、当該譲渡した金融資産に対する譲渡人の有効な支配が維持されているとみなし、
担保付借入取引として処理すべきであるとしています。そうした一定の特徴には以下のすべてが含まれます。
• 契約実行時に買い戻す金融資産が、契約時に譲渡した金融資産と同一もしくは実質同一である。または、満期レポについ
ては、契約の実行が現金の交換（もしくは純額）によって行われる。
• 買戻価格が固定であるかまたは容易に計算可能である。
• 譲渡金融資産の買戻契約が、当初の譲渡と同時にまたは当該譲渡を予定して締結されている。
買戻契約がこれら規準の1つでも満たさない場合は、譲渡資産に係る有効な支配は維持されてないことになり、譲渡人は、第
3章で説明した残りの認識の中止要件に基づき当該譲渡について評価し、担保付借入として処理すべきかそれとも売却と先
渡買戻契約として処理すべきかの判定を求められることになります。
このASU案の再審議においてFASBは、以下を含む幾つかの暫定的決定を行いました。
• 満期保有目的有価証券に係る満期レポ取引は、事業体の満期保有目的ポートフォリオを損うものではないという提案を再
確認しました。FASBはまた、満期レポ契約は、担保付借入取引として処理することも再確認しました。
• ASCトピック860における現行の「実質的に同一」という指針を維持し、取引条件が定められていないダラーロール取引は、
実質的に同一の金融資産の返還にはならないという意見を取り下げました。しかしながら、有効な支配を評価するための
「実質的に同一」の規準の適用にばらつきがあることを考慮して、FASBは他のプロジェクトにおいて、「実質的に同一」の規
準を修正するか否かを検討する予定です。
• 取引の性質、譲渡した金融資産に対する譲渡人の継続的エクスポージャー、財務諸表上の当該取引の構成要素の表示
のほか、譲渡した金融資産の質に関する情報を、投資者が把握できるような特定の開示を要求しています。
FASBは2013年12月の会合で、リバーチェス・ファイナンシング取引に関する審議を終了し、投票に向けてASU最終草案をま
とめるようスタッフに指示をしました。最終ASUは、会計上のすべての変更に関して累積的影響額アプローチを適用すること
を求めると考えられますが、ASCトピック250「Accounting Changes and Error Corrections」（会計上の変更および誤謬の訂

正）において既に要求されている開示以外の移行に関する開示は、求められないと考えられます。上場企業については、こ
の最終ASUは2014年12月16日以後開始事業年度および当該事業年度の中間会計期間から適用されます。非上場会社に関
しては、2014年12月16日以後開始事業年度および2015年12月16日以後開始する中間会計期間から適用されます。FASBは
また、上場会社による早期適用は認めないことを決定しましたが、非上場会社は、2014年12月16日（すなわち、上場企業に
対する適用開始日）以後開始する中間会計期間から当該規定を適用することを選択できます。
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金融商品：分類および測定（米国GAAPおよびIFRS）
金融商品の分類および測定プロジェクトは、立ち上げから数年が経過しており、さまざまな紆
余曲折を経てきました。このプロジェクトにより、金融資産および金融負債の分類と測定方法
に関する枠組みが定められる予定です。証券化の観点から見ると、このプロジェクトは、証券
化ストラクチャーへの投資者と、証券化事業体を連結することが求められる事業体の両方に
関連性があります。
FASBとIASBの共同プロジェクトとして立ち上げられたこのプロジェクトにおいては、両審議会
の間で一定の合意が形成されました。立ち上げ当初はお互い全く異なるモデルを採用してい
ましたが、非常に似通ったモデルを構築するにまで両審議会は歩み寄りをみせてきました。
現在は、FASBによる直近の会合の結果、このプロジェクトはその2つの地点の中間に戻りま
した。
IASBは、このプロジェクトについてはFASBよりも先に着手し、最初の提案である、金融資
産の分類と測定を規定するIFRS第9号「金融商品」を2009年に公表しました。IFRS第9号はその後2010年に改訂され、金融負
債の測定および分類に関する指針も盛り込まれました。他方FASBは2010年、（分類および測定、減損、ヘッジ会計をカバー
する）ASU案において金融商品の総合的な見直しを公表しました。FASBは2010年末、分類と測定に関する提案の再審議に
着手しました。そして2012年、FASBとIASBは、それぞれの分類および測定モデルの特定の側面を共同で審議することで合
意しました。両審議会は当初、いくつかの重要な課題について共通の認識を確認することに成功しました。両審議会は、「純
損益を通じて公正価値で測定（FV-NI）」」「その他の包括利益を通じて公正価値で測定（FV-OCI）」「償却原価」といった金融
資産に関する3つの測定区分を決定しました（IFRS第9号には当初、純損益を通じて公正価値で測定と償却原価のみが盛り
込まれ、その他の包括利益を通じて公正価値で測定は特定の資本性投資に関する取消不能の選択肢とされていました）。
証券がどの区分に該当するかは、次の2つのテストにより決定するとされています。1つ目のテストは、契約上のキャッシュフ
ローの評価で2つ目が事業モデルの評価です。このモデル案により、投資に関する会計処理（満期保有目的、売却可能、売
買目的を思い浮かべてください）と貸付金に関する会計処理（つまり、投資目的保有または売買目的保有）の両方が置き換
えられる点に留意してください。
FASBとIASBは今年に入ってそれぞれ公開草案を公表しました。FASBはモデルの改訂、IASBはIFRS第9号の改訂を公表し
ています。両審議会は2013年秋に、それぞれの提案に対して寄せられた意見を基に再審議を行いました。その前の審議で、
IASBとFASBは、金融商品の契約条件により「元本および元本残高に対する利息の支払のみ（SPPI）であるキャッシュ･フロー
が特定の日に生じる」場合、その金融資産は契約上のキャッシュフローの特性に関する要件を満たすことを暫定的に決定し
39

ていました 。言い換えれば、契約上のキャッシュフローの判定は、投資に係るキャシュフローがSPPIであるか、あるいは当
該キャッシュフローにその他の要素に対する対価が含まれているかを判定することを意図しています。
両審議会は当初の審議で、金融商品のキャッシュフローがSPPIである場合に、事業モデルの評価に進むものと暫定的に決
定していました。そして、キャッシュフローがSPPIでない場合は、その金融商品は純損益を通じて公正価値で計上しなければ
ならないとしていました。
同提案では、資産を保有・管理する3つの異なる事業モデルが識別されました。
• 回収のための保有（hold-to-collect）：契約上のキャッシュフローを回収するために資産を保有している。SPPI規準を満たし
且つ「回収のための保有」事業モデルにおいて保有している金融資産は、償却原価で計上する。
• 保有と売却（hold-and-sell）：契約上のキャッシュフローを回収するか市場で売却することで、価値を最大化するために資産
を保有している。つまり、その事業体が、その資産を保有するかまたは売却するかの方針を決めていない状態にある。
SPPI規準を満たし且つ「保有と売却」事業モデルにおいて保有している金融資産は、FV-OCIで計上する。または、任意で
FV-NIも選択できる。
• 上のいずれでもない：「回収のための保有」および「保有と売却」事業モデル以外の事業モデルで保有している金融資産
は、FV-NIで計上する。
39

http://www.iasplus.com/en/meeting-notes/iasb/2012/iasb-february-march-2012/financial-instruments-2014-classificationand-measurement
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事業モデルの判定は、事業体が自己の活動とリスクの管理を行っているレベルで行います。したがって、その事業体の各種
ポートフォリオの管理方法によっては、2つ以上の事業モデルが存在する場合もあります。これは、投資者が証券の分類（満
期保有目的、売却可能、または売買目的）に関して選択肢（一定の制限はあり）を有する点で、現行のモデルとかなり異なり
ます。
証券化ストラクチャーに対する受益持分に関してFASBとIASBが公表した提案の下では、キャッシュフローの判定は一層難し
くなるところでした。しかしながら、2013年12月の会合で、FASBはこれまでで最も重要な決議を行い、金融資産の分類と測定
に関する判定のための契約上のキャッシュフローの評価において求められる予定だったSPPIテストを取り止めることを決議し
ました。その代わり、FASBは、金融資産に関する現行の、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則（米国
GAAP）における組込デリバティブの区分処理の要件を維持することを暫定的に決定しました。SPPIテストの下で、組込デリ
バティブは、「元本および元本残高に対する利息の支払のみ」ではないキャッシュフロー・リターンとみなされ、したがって、当
該金融資産全体を純損益を通じて公正価値で測定するものになるところでしたが、組込デリバティブの区分処理を維持すれ
ば、デリバティブ部分のみを純損益を通じて公正価値で測定し、主契約部分は他の測定方法で計上することが可能になりま
した。この決定の結果、金融商品の分類および測定に関するFASBとIASBのモデルの間に大きな乖離が生じました。
IFRS第9号のモデルは、証券化ストラクチャーに対する受益持分がSPPIテストをクリアするために満たす必要がある以下の
具体的な規準を定めています。
• 受益持分の契約上のキャッシュフローが、元本および元本残高に対する利息の支払のみである。
• 原金融商品プールの中に、元本および元本残高に対する利息の支払のみである契約上のキャッシュフローを有する金融
商品が1つ以上ある。同プールに、次のいずれかの金融商品がある場合にも該当する：（1）キャッシュフローの変動性を減
少させる、（2）受益持分のトランシェのキャッシュフローと、原金融商品プールのキャッシュフローと一致させるものである。
• 受益持分のトランシェに内在する信用リスクのエクスポージャーが、原金融商品プールの信用リスクのエクスポージャーと
同等またはそれ以下である。
当初の審議では、FASBとIASBは、一定の例外（組込デリバティブを金融負債の主契約部分から区分するという概念の留保
など）を除いて、金融負債は償却原価で測定すると暫定的に決定していました。証券化との関連性が最も高い例外規定は、
関連する金融資産のキャッシュフローのみで決済することが契約上規定されているノンリスクコース金融負債に関する例外
でした。このような金融負債は、関連する金融資産と同一の方法（すなわち償却原価、FV-OCI、またはFV-NI）で会計処理す
るとされていました。
FASBは、（1）組込デリバティブの区分処理後に残る主契約、（2）区分処理が不要なデリバティブが組み込まれているハイブ
リッド金融資産、（3）ASCトピック815-15の範囲外のその他の金融資産の分類および測定のためのキャッシュフロー特性の
評価を、ASCトピック815-15の「明確且つ密接に関連」（clearly and closely related）の規準にのみ基づいて行うべきか、ある
いは当該規準を基に他の手法を確立すべきかについて、今後の会合で検討する予定です。一方IASBは、SPPIの契約上の
キャッシュフロー・テストおよび事業モデルテストをベースに、IFRS第9号の改訂を今後も詰めていく予定です。
なおFASBは、2014年上期にこのプロジェクトを完了させる見込みであると示唆しています。
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金融商品：金融資産の減損（米国GAAPおよびIFRS）
分類および測定プロジェクト同様、減損プロジェクトも厳密にはFASBとIASBによる共同プロジェクトです。このプロジェクトが
立ち上げられて数年が経過しており、両審議会による合意は、極めて異なるモデルを採用していたところから非常に似通った
モデルを採用するにまで進み、現在はその中間の位置にあります。このプロジェクトが立ち上げられた背景には、2007年の
金融危機と、米国GAAPおよびIFRSいずれの発生損失モデルでも金融資産に係る損失の認識が遅れた（実務でいう「過少、
延滞」（too little, to late））という懸念がありました。
FASBとIASBは当初、それぞれ独自の予想損失モデルを開発し、それらのモデルの間には多くの重要な点において違いがあ
りました。当初のFASBモデルは、前もって（当初認識時）すべての予想損失を認識するよう求めていました。ただ、将来事象
を予測するにあたっては、使用するデータを既存の財務データのみに限定していました。IASBの当初のモデルでは、金融資
産の実効金利の一部に予想信用損失を組み込み、利息収入が信用損失の構成要素によって相殺されるようになっていまし
た。FASBの当初のモデルは、すべての損失を前もって認識する（初日損失）という要件について批判を受けました。一方
IASBの当初のモデルについても、金融資産のオープンポートフォリオを中心に、運用上の複雑性に対する批判の声がありま
した。
FASBとIASBはその後、それぞれのモデルのコンバージェンスに取り組み、「グッドブック・バットブック」（good book/bad book）
モデルを策定しました。同モデルは、「バッドブック」に区分される資産については残存期間にわたる予想損失に対する引当
金を認識し、一方「グッドブック」に区分される資産
については、（1）期間比例引当金計上アプローチ
（time proportionate reserve approach）（IASBが当
初採用していた総合的な実効金利モデルの代用）
と（2）12ヵ月の予想損失フロアを比較してどちらが
大きいかをテストするというものでした。このモデ
ルに対して寄せられた意見は批判的な内容だった
ため、両審議会は3つ目の減損モデルの開発に着
手しました。
3つ目のモデルは通称「3バケット」（three bucket）
アプローチと言います。このモデルの下では、1つ
目のバケットには、信用の悪化の兆候がない正常な資産が入れられます。この区分の引当金額は、12ヵ月先までに生じる損
失事象を予想した場合の残存期間にわたる予想損失額になります。そして、信用の悪化が生じると、資産は2つ目または3つ
目のバケットへ振り替えられ、当該時点で残存期間にわたる予想損失額を直ちに認識します（2つ目と3つ目のバケットの違
いは、2つ目のバケットには資産ポートフォリオが入れられる一方、3つ目には個別資産が入れられるという点のみです）。し
かしながら、この「3バケット」アプローチの開発後半になって、FASBは、IASBとのこのモデルの更なる開発を断念し、すべて
の予想損失を前もって認識することを求めるFASBの当初のモデルに似たモデル（今回は裏付のある将来予測の情報の使
用が認められる点を除く）に逆戻りしました。

2013年初め、IASBは「3バケット」アプローチを公表し、FASBは独自の提案を公表しました。最近、FASBのスタッフは、投資者
の減損損失の分析方法、および投資者の現在予想信用損失（current expected credit loss、通称「CECL」）減損モデルに関
する見解と併せて、4つの道筋を示しました。投資者による意見とFASBスタッフが示した分析に基づき、FASBは、現在予想信
用損失モデルの開発・改善を継続するという最終判断に至りました。FASBの12月の会合で議論された他の選択肢は、グロ
スアップモデル、切断モデル（truncated model）、IASBが開発中のモデルに似たモデルの3つです。両審議会は現在、2014年
上期に最終基準を公表することを目指し、寄せられた意見に基づいてそれぞれの案の再審議を行っています。
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