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I. 基準諮問会議への検討要望の内容

（テーマ）

会計制度委員会報告第 14 号「金融商品会計に関する実務指針」における

当座貸越契約及び貸出コミットメントに関する規定の改正（提案者：全

国銀行協会） 

（提案理由）

金融庁は、平成 27 年３月 31 日付で追加した自己資本比率規制に関す

る Q&A 第 78 条-Q4 において、一定の条件を満たした任意の時期に無条

件で取消し可能なコミットメント又は相手方の信用状態が悪化した場合

に自動的に取消し可能なコミットメントは、オフ・バランス取引として

与信相当額として認識する必要がないことを明確化している。 

その結果、自己資本比率等計算上のコミットメントの扱いと会計制度

委員会報告第 14 号「金融商品会計に関する実務指針」における当座貸越

契約（これに準ずる契約を含む。）及び貸出コミットメントの当該範囲に

差異が発生しているため、「金融商品会計に関する実務指針」の一部改正

を求めるもの。 

（具体的内容）

金融商品会計に関する実務指針（以下、「実務指針」）における金融機

関等の当座貸越契約（これに準ずる契約を含む。）及び貸出コミットメン

トに関しては、第 229 項（結論の背景（金融商品の範囲、認識及び消

滅）：当座貸越契約及び貸出コミットメント）で金融商品会計基準の対象

となることが明確化されており、第 311-2 項等（結論の背景）を踏ま

え、当座貸越契約及び貸出コミットメントは、契約上原則として無条件

で取り消し可能なもの（例えば、CP バックアップライン等）も含み、原

則としてすべてのものが注記の対象とされている。 

これは、本規定の改正検討時に、開示対象取引の合理的な線引きが難
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しいこと等を踏まえ、簿外リスクのあるオフ・バランス資産等として、

すべての当座貸越契約及び貸出コミットメントを開示対象としたものと

推量される。 

 

一方で、本規定の改正（平成 13 年３月 30 日）以降、バーゼル３等の

国際的規制の策定等を踏まえ、リスク管理が高度化・精緻化したことに

加え、平成 27 年３月 31 日付で改正された自己資本比率規制に関する

Q&A（以下、「Q&A」）第 78 条-Q4 では、オフ・バランス取引の与信相当額

として認識する必要がない「任意の時期に無条件で取消し可能なコミッ

トメント又は相手方の信用状態が悪化した場合に自動的に取消し可能な

コミットメント」の具体的要件が定められ明確化が図られる等、上記の

合理的な線引きが可能になった。 

Q&A によれば、例えば、貸手に都度引出を留保する権利があるコミッ

トメントは、コミットメント性が認められないことから、「任意の時期に

無条件で取消し可能なコミットメント又は相手方の信用状態が悪化した

場合に自動的に取消し可能なコミットメント」に該当し、与信相当額と

して認識する必要がないことが明確化された。こうしたコミットメント

について、実際引出に同意するまでは、将来のキャッシュ・フローへの

影響を貸手も想定しない（通常の貸出金を考えた場合に、借手の借入の

意思があったとしても、貸手が同意しない場合にはキャッシュ・フロー

は発生しない）ため、簿外リスクは存在しないこととなる。 

以上を踏まえると、現行のコミットメントの注記については、貸手の

簿外リスクの存在を開示することを目的として注記が求めているもの

の、網羅性の確保の観点から、過度に保守的に、実務上は簿外リスクが

存在しない対象まで開示を行っていることになる。これは、財務会計と

リスク管理の整合性がとれないことに加え、財務諸表利用者に対して

も、誤った情報を与えている可能性がある。 

従って、実務指針第 229 項については、簿外リスクのないコミットメ

ントの認識・開示を行う必要がない旨、以下のとおり、下線部の文言を

追記することを提案する。 
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第 229 項  

・・（略）貸手の信用リスク管理上、与信として扱われるほか、こ

れらの契約は貸手の将来のキャッシュ・フローに影響を与える可能

性があるため、金融商品会計基準の対象であるとした。ただし、コ

ミットメント性が認められないものおよび任意の時期に無条件で取

消し可能か、又は相手方の信用状態が悪化した場合に自動的に取消

し可能なもの、という両要件を満たす金融機関等の当座貸越契約

（これに準ずる契約を含む。）及び貸出コミットメントについては、

金融商品会計基準の対象に含めないものとする。 （略）・・ 

また、当該追記内容に沿い、注記に関する規定（第 139 項、第 311-2

項）等も整備していただくことを要望する。 

上記改正を行うことにより、銀行をはじめとする金融機関において

は、貸手の将来のキャッシュ・フローに影響を与えうる、簿外リスクが

ある与信として扱うべき額をオフ・バランスで認識したうえで、注記す

ることが可能となる。これは自己資本比率等算定上の信用リスク管理と

も整合的であるうえ、実務指針第 229 項の趣旨にも沿うものと考える。 

また金融機関の財務諸表利用者にとっても当該範囲が注記されること

が、金融機関の実態を正しく把握するうえで有用であると考える。 

【関連規定】（下線部追記） 

〔実務指針〕 

（当座貸越契約および貸出コミットメント） 

（第 229 項） 

・ 貸手である金融機関等の当座貸越契約（これに準ずる契約を含む。）

及び貸出コミットメントは、借手にとって将来における借入実行可能

な与信枠である。・・（中略）・・しかし、貸手の信用リスク管理上、

与信として扱われるほか、これらの契約は貸手の将来のキャッシュ・

フローに影響を与える可能性があるため、金融商品会計基準の対象で

あるとした。 

（第 139 項） 

・ 当座貸越契約（これに準ずる契約を含む。）及び貸出コミットメント
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について、貸手である金融機関等は、その旨及び極度額又は貸出コミ

ットメントの額から借手の実行残高を差し引いた額を注記する。 

（結論の背景 第 311-2 項） 

・ 当座貸越契約（これに準ずる契約を含む。）及び貸出コミットメント

の注記対象となるものには、契約上原則として無条件で取消し可能な

もの（例えば、CP バックアップライン等）も含まれる。・・（中

略）・・このように、当座貸越契約及び貸出コミットメントは、原則

として全てのものが注記の対象となるが、一般にはその注記金額の一

部しか借手が実行せず、当該金額の全体について貸手に支払義務が生

じるものではないことから、財務諸表の読者の誤解を招かないように

するため、金額の注記に加えて、その旨の補足説明（定性情報）を付

すことが出来る。 

〔自己資本比率規制に関する Q&A〕  

第 78 条-Q4 

告示第 78 条第 1 項第 1 号に規定する「任意の時期に無条件で取消

し可能なコミットメント又は相手方の信用状態が悪化した場合に自動

的に取消し可能なコミットメント」への該当性は、①コミットメント

性の有無及び②任意の時期に無条件で取消し可能か、又は相手方の信

用状態が悪化した場合に自動的に取消し可能かを判断することとなり

ます。 

つまり、①のコミットメント性が認められない場合は、オフ・バラ

ンス取引として与信相当額を認識する必要はありません。なお、コミ

ットメント性が認められるか否かは、銀行が与信枠を設定しているか

否かという形式面だけでなく、相手方から引出(貸出)の申し出があっ

た場合に、その引出(貸出)を留保できるかという実質面を踏まえて判

断することが可能です。・・（中略）1・・銀行が与信枠設定をしている

一方で、実際には相手方から現金等の引出(貸出)の申し出がある都

                                                  
1 本記載はテーマ提案者の原文である。なお、中略している箇所には、次の記載があ

る。  

「例えば、一般的な当座貸越契約などで、銀行が枠の取消しを行うまでの間、相手方

が自由に現金等の引出（貸出）や手形の決済ができる場合にはコミットメント性が肯

定されます。他方で、特殊な当座貸越契約等、」  
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度、銀行に引出（貸出）の留保を判断する機会がある場合には、相手

方は自由に現金等の引出（貸出）ができないことからコミットメント

性が否定されます。 

II. テーマアップの要件への該当 

1.  上記を踏まえたテーマアップの要件への該当は、以下のとおり分析さ

れる。 

(1) 広範な影響があるか。 

本テーマは、日本公認会計士協会から公表されている会計制度委

員会報告第 14 号「金融商品会計に関する実務指針」（以下「金融商

品実務指針」という。）における定めに関連するものではあり、主と

して当座貸越契約（これに準ずる契約を含む。）及び貸出コミットメ

ントの貸手である金融機関等に影響が限定されると考えられる。 

(2) 作成者、利用者、監査人等からのニーズはあるか。 

本テーマは、作成者から提案されたものである。 

(3) 会計実務における多様性はあるか。（多様性の解消により比較可能

性の改善が見込まれるか。） 

本テーマは、会計基準に明確な定めがあり、会計実務における多様

性はないものと考えられる。 

(4) 会計基準レベルのものではないか。 

本テーマは、日本公認会計士協会から公表されている既存の実務

指針における取扱いに関する内容であり、会計基準レベルのものに

は該当しない。 

(5) 適時に実務対応報告等の開発が可能か。 

論点は明確であり、開発には多くの時間を要しないものと考えら

れる。 
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III. 実務対応専門委員会における本テーマの評価 

2.  本テーマは、日本公認会計士協会から公表されている金融商品実務指

針に定められる当座貸越契約（これに準ずる契約を含む。）及び貸出コ

ミットメントの注記に関する定めの改正の提案である。 

当該注記については、以下の理由により金融商品実務指針の取扱い

を見直す必要性は乏しいものと考えられる。 

(1)  現状における注記の状況からは、契約内容について補足情報を

注記することにより、財務諸表利用者に対して有用な情報が提

供されているものと考えられること 

(2)  当座貸越契約（これに準ずる契約を含む。）及び貸出コミットメ

ントは、貸手において、一定の信用リスク及び流動性リスクに晒

される可能性があるという点で、金融商品実務指針における考

え方を変更する必要があるほどの大きな状況変化は生じていな

いこと 

(3)  金融商品実務指針における考え方は自己資本比率規制に基づく

信用リスク管理と必ずしも整合性を図るものではないと考えら

れることに加え、国際的な規制上の取扱いの変更を踏まえて我

が国における規制上の取扱いがどのようなものとなるか決定さ

れていないこと 

したがって、ASBJ の新規テーマとして採り上げるには至らないと考

えられる。 
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IV. 論点の整理 

3.  本テーマは、金融商品実務指針に定める当座貸越契約（これに準ずる

契約を含む。）及び貸出コミットメントの取扱いが論点である。この論

点の検討にあたって、関連する現行の会計基準を整理する。 

 

論点に関連する現行の会計基準の定め 

（金融商品会計基準の対象となる範囲） 

4.  金融商品実務指針では、当座貸越契約（これに準ずる契約を含む。）

及び貸出コミットメントは、金融機関等が顧客と合意した一定の限度

まで現金を貸し付けることを約する契約であり、企業会計基準第 10 号

「金融商品に関する会計基準」（以下「金融商品会計基準」という。）

の対象とされている（金融商品実務指針第 19 項）。 

5.  金融商品実務指針の「結論の背景」では、当座貸越契約（これに準ず

る契約を含む。）及び貸出コミットメントは、借手が借入実行の通知

をしたとき又は現金を受領したときに金額が確定し金銭消費貸借契約

が成立するが、貸手の信用リスク管理上、与信として扱われるほか、

これらの契約は貸手の将来のキャッシュ・フローに影響を与える可能

性があるため、金融商品会計基準の対象としたと説明されている（金

融商品実務指針第 229 項）。 

6.  なお、第 4 項でいう当座貸越契約に準ずる契約としては、信販会社、

クレジット会社、消費者金融会社などにおけるカードローンやクレジ

ットカードに附帯するキャッシングが該当するとされている。これら

については、顧客に付与した限度額の範囲内で現金が自由に引き出さ

れる可能性があり、その実質的な内容は銀行における当座貸越契約と

変わるところがないものと考えられるため、当座貸越契約に準ずるも

のとしたと説明されている（金融商品実務指針第 229 項）。  
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（注記の対象） 

7.  金融商品実務指針では、当座貸越契約（これに準ずる契約を含む。）及

び貸出コミットメントについて、貸手である金融機関等は、その旨及

び極度額又は貸出コミットメントの額から借手の実行残高を差し引い

た額を注記するとされている（金融商品実務指針第 139 項）。 

8.  また、当座貸越契約（これに準ずる契約を含む。）及び貸出コミットメ

ントの注記の対象となるものには、契約上原則として無条件で取消し

可能なもの（例えば、ＣＰバックアップライン等）も含まれるとされ

ている（金融商品実務指針第 311-2 項）。 

9.  このように、当座貸越契約（これに準ずる契約を含む。）及び貸出コミ

ットメントは、原則として全てのものが注記の対象となるが、一般に

はその注記金額の一部しか借手が実行せず、当該金額の全体について

貸手に支払義務が生じるものではないことから、財務諸表の読者の誤

解を招かないようにするため、金額の注記に加えて、その旨の補足説

明（定性情報）を付すことができるとされている（金融商品実務指針

第 311-2 項）。 

 次のページに、全国銀行協会による注記の記載例 2を記載している。 

 

  

                                                  
2  銀行経理問題研究会編「銀行経理の実務（第 9 版）」72 頁  
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【記載例】 

当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融

資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない

限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。 

これらの契約に係る融資未実行残高は、 

（例１） 

○○百万円であります。このうち契約残存期間が 1 年以内のものが○

○百万円、……あります。 

 （例２） 

○○百万円であります。このうち原契約期間が 1 年以内のもの（又は

任意の時期に無条件で取消可能なもの）が○○百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、

融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響

を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、

債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受け

た融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けら

れております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担

保を徴求するほか、契約後も定期的に（半年毎に）予め定めている行内手続

に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の

措置等を講じております。 
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（金融商品実務指針に関するこれまでの改正の経緯） 

10.  平成 12 年 1 月に日本公認会計士協会より公表された金融商品実務指

針（以下「平成 12 年 1 月公表の金融商品実務指針」という。）の規定

では、当座貸越契約及び貸出コミットメントについて、次のように取

り扱われていた。 

(1)  貸手である金融機関に融資拒絶権のない当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントのみが金融商品会計基準の対象とされていた（平成

12 年 1 月公表の金融商品実務指針第 19 項） 

(2)  当座貸越契約に準ずる契約として、カードローンやクレジットカ

ードに附帯するキャッシングが明示されておらず、金融商品会計

基準の対象となる取引の範囲が限定されていた（平成 12 年 1 月公

表の金融商品実務指針第 229 項） 

(3)  その上で、注記の対象についても、借手の借入実行通知に対して貸

手が融資を拒絶する権利のない当座貸越契約及び貸出コミットメ

ントに限定されており、借手の財務内容によって拒否権を行使で

きる貸出コミットについてはそれを立証した場合は注記の対象外

とするとされていた（平成 12 年 1 月公表の金融商品実務指針第

139 項） 

11.  その後、平成 13 年 3 月に、当座貸越契約及び貸出コミットメントにつ

いて、「その注記対象の範囲や注記内容をより明確にするため」（「金融

商品会計に関する実務指針（中間報告）の改正について」常務理事前

書き）、本資料第 4 項から第 9 項に記載した取扱いに見直す改正が行

われ、平成 13 年 4 月 1 日以降開始する事業年度から適用されている。 

 

IFRS の取扱い 

12.  当座貸越契約及び貸出コミットメントの注記について、IFRS の取扱い

を別紙 1 で示している。 
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V. 分析 

13.  金融商品実務指針に定める当座貸越契約（これに準ずる契約を含む。）

及び貸出コミットメントの取扱いについて、以下の観点から、当該実

務指針を見直す必要があるかどうかについて分析を行う。 

(1)  当座貸越契約（これに準ずる契約を含む。）及び貸出コミットメン

トの信用リスク及び流動性リスクへの影響 

(2)  補足情報（定性情報）による注記情報の有用性  

(3)  規制に基づく信用リスク管理と金融商品会計との関係 

（当座貸越契約（これに準ずる契約を含む。）及び貸出コミットメントの

信用リスク及び流動性リスクへの影響）  

14.  ここでは、金融商品実務指針において開示が求められている当座貸越

契約（これに準ずる契約を含む。）及び貸出コミットメントの信用リス

ク及び流動性リスクへの影響について分析を行う。 

15.  当座貸越契約（これに準ずる契約を含む。）及び貸出コミットメントは、

金融機関等が顧客と合意した一定の限度まで現金を貸し付けることを

約する契約とされている。 

このうち貸出コミットメントについては将来の一定期間にわたるた

め、融資枠が維持されるためには、顧客の財務状態につき重大な悪影

響がないこと等の一定の条件が付されるのが通常3であるが、金融機関

等は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合には、契約上規定さ

れた条件について明確な違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸

し付けることとされており、貸手は与信を通じて一定の信用リスクに

晒される可能性がある。 

一方、当座貸越契約（これに準ずる契約を含む。）については、貸出

コミットメントと比較すると、貸手に貸越しの実行に関して広い裁量

権が付与されていることが多いが、契約上は貸手が任意に取消し可能

                                                  
3 金融法委員会「コミットメント・フィーに関する論点整理」（平成 10 年 11 月 25

日）。  
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であったとしても、実務上は顧客の財務状態が悪化した後にはじめて

貸手により融資枠が取消され、その間に顧客に付与した限度額の範囲

内で現金が引き出される可能性があることから、貸手は与信を通じて

一定の信用リスクに晒される可能性がある。 

16.  また、貸手の流動性リスクの観点からは、当座貸越契約（これに準ず

る契約を含む。）及び貸出コミットメントの多くは、融資実行されずに

終了するものであるため、未実行残高の全額が必ずしも貸手の将来の

キャッシュ・フローに影響を与えるものではない。ただし、このうち

一部の金額については融資が実行される可能性があり、貸手の将来の

キャッシュ・フローに影響を及ぼし得るという点で、一定の流動性リ

スクに晒される可能性がある。 

17.  ここで、近時、当座勘定取引とは関係のない当座貸越契約、すなわち

借入専用の当座貸越契約やカードローン契約などが増加しているが、

貸手の裁量権の程度は別として、上述のとおり、当座貸越契約（これ

に準ずる契約を含む。）及び貸出コミットメントについて、一定の条件

の下で金融機関等が顧客と合意した一定の限度まで現金を貸し付ける

ことを約する契約という取引の実態は、基本的には変わっていないも

のと考えられる。 

18.  したがって、当座貸越契約（これに準ずる契約を含む。）及び貸出コミ

ットメントは、任意の時期に無条件で取消し可能かどうかにかかわら

ず、貸手において、一定の信用リスク及び流動性リスクに晒される可

能性があるという点では、「貸手の信用リスク管理上、与信として扱わ

れるほか、これらの契約は貸手の将来のキャッシュ・フローに影響を

与える可能性があるため金融商品会計基準の対象とした」（金融商品実

務指針第 229 項）という金融商品実務指針における考え方を変更する

必要があるほどの大きな状況変化は生じていないものと考えられる。 
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（補足情報（定性情報）による注記情報の有用性） 

19.  現状においては、本資料第 9 項に記載のとおり、金融商品実務指針第

139 項及び第 311－2 項により、すべての当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントの金額を開示しつつ、これに併せて補足情報（定性情報）の

開示を行うことができるとされている（金融商品実務指針第 311-2 項）。 

20.  本資料第 9 項の記載例に示されているように、銀行等の金融機関にお

いては、実行される可能性のあるすべての当座貸越契約及び貸出コミ

ットメントの金額が網羅的に開示されつつ、更にその契約内容につい

て補足情報を開示することにより、財務諸表利用者に対して、企業の

信用リスク及び流動性リスクの観点から、実行可能性のある当座貸越

契約及び貸出コミットメントの金額の全体像を把握するための有用な

情報提供がなされているものと考えられる。 

また、記載例のように融資未実行残高の数値に加えて、原契約期間

が１年以内のものや任意の時期に無条件で取消可能なものを内訳とし

て開示した場合には、よりリスクの高い長期にわたって貸手が融資拒

絶の裁量権を有していない当座貸越契約及び貸出コミットメントの状

況を把握することも可能になる。仮に、提案者の提案のように、「任意

の時期に無条件で取消し可能なコミットメント又は相手方の信用状態

が悪化した場合に自動的に取消し可能なコミットメント」を取り除い

た数値のみを開示するとした場合には、実行される可能性のある当座

貸越契約及び貸出コミットメントの金額の全体像が不明確になる懸念

があると考えられる。 

21.  よって、現状における注記の状況からは、契約内容について補足情報

を注記することにより、財務諸表利用者に対して有用な情報が提供さ

れているものと考えられる。 

（規制に基づく信用リスク管理と金融商品会計との関係）  

22.  ここでは、規制に基づく信用リスク管理と金融商品会計との関係を整

理する。 
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23.  まず、銀行のリスク管理においては、銀行法に基づく自己資本比率規

制上の自己資本比率や開示規制上のレバレッジ比率の算定のために、

「任意の時期に無条件で取消し可能なコミットメント又は相手方の信

用状態が悪化した場合に自動的に取消し可能なコミットメント」の数

値を把握している。 

24.  自己資本比率の算定にあたり、標準的手法に基づくリスクアセットの

計算においては、「任意の時期に無条件で取消し可能なコミットメント

又は相手方の信用状態が悪化した場合に自動的に取消し可能なコミッ

トメント」は掛目ゼロで「信用リスクに係る与信相当額」を算出する

ことになっており、これらは信用リスクとして考慮されていないこと

となる4 。 

一方で、国際統一基準行を適用対象とする開示規制上のレバレッジ

比率の計算上は、これらについても 10％の掛目で計算分母の「信用リ

スクに係るエクスポージャー」を算出することとされており、一定の

信用リスクを考慮することが要請されている。 

25.  ここで、当局による銀行監督のために自己資本比率を算定する上で「信

用リスクに係る与信相当額」として把握される数値は、銀行が与信行

為によりどの程度の信用リスクに晒される可能性があるかを把握する

ためのものであると考えられる。この観点からは、金融商品実務指針

第 139 項により当座貸越契約（これに準ずる契約を含む。）及び貸出コ

ミットメントの注記を求める趣旨、すなわち、貸手の信用リスク管理

上、与信として扱われるものを注記として求めることと、規制に基づ

く信用リスク管理とは、目的が類似している側面があると考えられる。 

また、銀行のリスク管理の高度化・精緻化に加え、平成 27 年３月 31

                                                  
4 平成 29 年 12 月に公表されたバーゼル銀行監督委員会によるバーゼルⅢ最終

規則文書では、任意の時期に無条件で取消可能なコミットメントについて、

「信用リスクに係る与信相当額」の算出上の掛目は 10％として規定されてい

る。 

 ただし、コミットメントが一定の条件を満たす場合、各国における裁量によ

ってバーゼルⅢに規定するコミットメントの範囲から除外することができるこ

ととされている。 
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日付で改正された自己資本比率規制に関する Q&A では、「任意の時期に

無条件で取消し可能なコミットメント又は相手方の信用状態が悪化し

た場合に自動的に取消し可能なコミットメント」の具体的要件が定め

られ明確化が図られるなど、実務上これらの取引の合理的な線引きも

可能になってきているとの指摘もあり、注記対象とする当座貸越契約

（これに準ずる契約を含む。）及び貸出コミットメントの範囲を、規制

に基づく信用リスク管理と整合させることによって、財務会計とリス

ク管理が一致し、より有用な情報提供になるとの見方がある。 

26.  一方、会計基準の目的は、基本的には投資家の意思決定に資する情報

を提供することにあり、銀行法に基づく銀行監督上の観点（銀行の経

営の健全性確保）とは目的が異なるため、銀行法に関する当局の見解

の明確化（自己資本比率規制に関する Q&A の改正）は、会計基準の開

発上、考慮される可能性はあるものの、基本的には会計基準に影響を

与えるものではないと考えられる。 

例えば、第 24 項に記載のとおり「任意の時期に無条件で取消し可能

なコミットメント又は相手方の信用状態が悪化した場合に自動的に取

消し可能なコミットメント」については、銀行法に基づく自己資本比

率規制の信用リスク管理において与信相当額はないものとして取り扱

われているものの、実務上は、顧客に限度額を付与する際には審査が

必要になるなど、一定の与信管理がなされている。 

金融商品会計においては、貸手の信用リスク管理上、与信として扱

われるものを注記することを求めており、この観点からは、これらに

ついても注記の対象とすることが適当と考えられる。 

また、金融商品会計においては、このような信用リスクの観点のみ

ならず、貸手の将来のキャッシュ・フローへの影響という流動性リス

クの観点からも注記を行うことが求められているため、規制に基づく

信用リスク管理において与信相当額はないものとして取り扱われると

しても、一定の流動性リスクに晒される可能性があるという点で引き

続き注記する意義はあるものと考えられる。 

27.  よって、規制に基づく信用リスク管理と金融商品会計とは、必ずしも
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整合性を図るものではないと考えられる。  

（分析のまとめ）  

28.  以上を踏まえると、当座貸越契約（これに準ずる契約を含む。）及び貸

出コミットメントは、貸手において、一定の信用リスク及び流動性リ

スクに晒される可能性があるという点で、金融商品実務指針における

考え方を変更する必要があるほどの大きな状況変化は生じていないほ

か、現状における注記の状況からは、契約内容について補足情報を注

記することにより、財務諸表利用者に対して有用な情報が提供されて

いるものと考えられる。 

また、銀行法に関する当局の見解の明確化（自己資本比率規制に関

する Q&A の追加）は、原則的には会計基準に影響を与えるものではな

いと考えられ、規制に基づく信用リスク管理と金融商品会計とは、必

ずしも整合性を図るものではないと考えられる。 

よって、現行の金融商品実務指針の定め（第 139 項及び第 311－2 項）

を見直す必要性は乏しいと考えられる。 

 

以 上  
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（別紙 1） 

IFRS の取扱い 

 

1.  企業はそれぞれのリスクごとに要約して，報告日時点の金融商品から

生ずるリスクへのエクスポージャー数値情報を開示しなければならな

いとされている（IFRS 7.34）。 

（１）信用リスク 

企業は、それぞれの種類の金融商品に関して、担保及びそれ以外

の信用補完は考慮に入れずに、報告日時点の信用リスクの最大エク

スポージャーを最もよく表す金額を開示しなければならないとさ

れている（IFRS 7.36（a））。 

これに関連して、当該信用リスクへの最大エクスポージャーには，

契約期間にわたり取消不能又は著しく不利な変化が生じた場合の

みに取消可能とされている貸出コミットメントが含まれるとされ

ている（IFRS 7.B10）。 

（２） 流動性リスク 

企業は、流動性リスクを説明するために、契約上の満期に関する

期日分析が要求されている（IFRS 7.39（a），（b））。 

これに関連して、すべての貸出コミットメントの契約上の満期は、

キャッシュ・フローのタイミングを把握するのに不可欠となると

されている（IFRS 7.B11B）。 

 

以 上  

 

 

 


