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2009年6月に、金融庁から「我が国における国際会計基準の取扱いについて（中間
報告）」が公表され、日本におけるIFRSのアドプションの流れは一気に強まった。当
局による強制適用の判断は2012年に行われる予定だが、2015～ 2016年とされる適
用時期を前提にすると、すでに3～4年の対応準備期間しかない状況である。IFRSは、
銀行に対して業務・システムの面で、特に大きな影響を及ぼす可能性が大きい。また、
そのインパクトは、一般事業会社などとは大きく異なるものである。
本稿では、IFRS導入作業の端緒となる、会計データフロー調査について、実際の
調査事例を含めてご紹介する。会計データフロー調査は、銀行の会計業務に関して、
システムや勘定科目などの観点からデータフロー等を整理するもので、ムービング・
ターゲットであるIFRSについても、現時点で着手できる点が特徴である。
後半は、金融商品に関するIFRSの改定スケジュール（ワークプラン）とその留意
点を示し、また、銀行業における主なIFRS対応課題について、特にシステムの観点
から整理している。
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リスク管理（ビジネス・アシュアランス）

業種：金融業（銀行）

会計データフロー調査から始める IFRS 対応
～ IFRS の銀行経営への影響は大きい。「IFRS に関する誤解」
を誤解せず、まずは銀行システム全体への影響把握から～

コンサルタント論文集2011.indb   115 2010/10/29   10:19:06



FRIコンサルティング最前線. Vol.3, （2011）116

リスク管理（ビジネス・アシュアランス）

ま　え　が　き

上場企業の経営において、IFRS（International 
Financial Reporting Standards、国際財務報告
基準）のアドプションへの対応が、非常に重要な論
点となりつつある。

IFRSは、国際会計基準審議会（International 
Accounting Standards Board、IASB）の作成
する会計基準であり、現在、世界の100を超える
国々で、採用又はその予定であると言われる。
国内では、2009年6月に金融庁企業会計審議会
から「我が国における国際会計基準の取扱いについ
て（中間報告）」が出され、従来の会計基準同士の差
異の解消をおこなうコンバージェンス（収斂

れん

）路線
から、IFRS自体を国内の会計基準として採用する
アドプション（収斂）路線への転換が、明確に示さ
れた。
具体的には、上場企業の連結財務諸表に対する

IFRS強制適用等について2012年に判断し、2015
～ 2016年頃には実際に強制適用する、というロー
ドマップとなっている。なお、2010年3期からは、
IFRSの任意適用も可能となっている。
銀行業におけるIFRS対応は、メインとなるテー
マやシステム対応のポイントなどが、一般の事業
会社や他の業種などと大きく異なる。
例えば、銀行の資産・負債ともに7～ 8割ほどを
占める金融商品の影響である。また、現状の会計
業務に関して、ホスト系など複数のシステムに大

きく依存している反面、多くの手作業が残ってい
る点などである。
そのため、銀行については、IFRSアドプション
の影響が非常に大きいと想定される。他の企業よ
りも前倒しで、影響調査等の対応準備に着手する
ことが重要である。
銀行界、特に地方銀行におけるIFRS対応は、こ
れから本番を迎えるが、本稿では、IFRS対応にお
けるファースト・ステップに位置付けられ、影響
調査の具体的なインプットを作成する、会計デー
タフロー調査について、概要や事例等を述べる。
（図-1）また、後半では、調査から得た知見やヒヤ
リング等からの情報をもとに、銀行のIFRS対応に
関して、主にシステムの観点から見た課題につい
ても整理している。

会計データフロー調査の位置付けと概要

地方銀行においては、2010年上期頃から、徐々
にIFRS対応プロジェクトが立ち上げられている
が、一部の銀行を除くと、その歩みは鈍い。

IFRS自体の要件が固まらないこと（ムービング･
ターゲット）や、他行横並びの業界慣行等がその理
由とされるが、2015～ 2016年のアドプションを
前提にすると、すでに準備に当てることができる
期間は3～ 4年しかないことを、経営陣にご認識頂
く必要があろう。
まず、いずれにしても必要となるのが、会計業

現状の会計業務 IFRS

影響調査
（Fit&Gap分析）

改定中
（ムービング・ターゲット）

まずは
会計データフロー調査から

ムービング･ターゲットなので
着手するタイミングが難しい

実態
？

図-1 会計データフロー調査のイメージ
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務及び関連システム等への影響調査である。（図-2）
影響調査（Fit&Gap分析）では、当然ながら、自
行の現状を把握することが前提となる。また、現
状調査であれば、IFRSの動向云々に関わらず、先
行して実施することができる。まずは、会計デー
タフロー調査から着手することを、お薦めする所
以である。
銀行は、業務が多岐にわたり、また各組織の独
立性も高いため、全体像を把握することがなかな
か困難であるが、例えば、会計データフロー調査は、
会計の観点から、銀行全体のシステム、組織等を、
鳥瞰するものである。
なお、2010年4月には、金融庁から「国際会計
基準（IFRS）に関する誤解」が公表され、過熱する
IFRS商戦への牽制がなされている。その多くは正
論であるが、かえって新たな「誤解」を生むと懸念
される記述も一部に見られる。
例えば、全般的項目の3番目に「全面的なITシ
ステムの見直しが必要か」という問いがなされ、
「IFRSになると、ITシステムを含め、業務プロ
セス全般について全面的に見直さなければならな
い。」というのは誤解で、「既存のシステムの全面的
な見直しは、必ずしも必要ではない。」ので「IFRS
を適用するために必要な範囲で、システムの見直
しを行えばよい。」とコメントされている。
ここで「見直し」は、「影響調査」ではなく「シス
テム開発、再構築」を指しているものと思われる。
既存システムの全面的な「再構築」が不要である点
に異論はないが、広くシステムへの影響を全般的
に「見直し」することは、少なくとも金融機関にお
いては、不可欠と考えられる。つまり、広く影響

を調査しない限り、金融機関でシステム開発、再
構築が「必要な範囲」は明らかにならないはずで 
ある。

 IFRSを適用するために必要な範囲を見極める
ためには、会計に関連するシステム全体で影響調
査が必要な訳であり、特に膨大なシステムが業務
と密接に連携して存在している銀行業では、範囲
の見極めは重要であろう。この目的にも、我々の
ご提案する、会計データフロー調査は、有効と考
えている。
この作業により、例えば、会計データフロー（全
体図、詳細データフロー）などの成果物を作成する。
これらは、その後の影響調査（Fit&Gap分析など）
における、インプットとなる。
当社の経験では、本調査によって、予想以上に
各部門における手作業が多いこと、業務やデータ
が錯綜していること、等が明確化した。
なお、この会計データフロー調査をおこなうに
は、会計・システム・金融という3つの方向性の異
なるスキルを必要とする。調査を銀行内部でおこ
なうことも、もちろん可能であるが、当社のよう
な金融システムに精通したコンサルティング会社
を利用することも、一案である。

地方銀行A行殿における調査事例

ある地方銀行殿（以下、「A行殿」と記述）で、実
際に、この会計データフロー調査をおこなった。
会計データフロー調査の、主な作業の手順は、
以下の通りである。（情報保全の観点から、固有名
詞等の表現を調整している場合がある）

影響調査フェーズ 対応フェーズ 運用フェーズ
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図-2 IFRS対応における会計データフロー調査の位置付け
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①資料調査
②ヒヤリング調査
③分析
④成果物作成
以下、手順ごとに、作業内容を簡記する。
①資料調査
システム部から既作成の業務フロー等、主計部
門からは会計システム周りの入力伝票や勘定科目
一覧等の資料を入手した。
②ヒヤリング調査
システム部、主計部に関しては数回ずつ、審査
部、総務部等の、その他の業務担当部門については、
実務担当者に対して、各1回ヒヤリングを実施した。
ヒヤリングでは、現状の会計業務関連の問題点に
加え、IFRS対応を想定した課題も聴取した。その
意味では、一部、IFRS影響調査を含めた調査となっ
ている。
③分析
調査の内容をもとに、分析を実施した。分析の
取りまとめに際しては、A行殿からご示唆を頂き、
「システム、勘定科目、組織」の3つの観点を重視 
した。
④成果物作成
成果物としては、以下を作成した。

• システム関係図
• 詳細データフロー
• 主要勘定整理表
• 対応ロードマップ
• 補足資料
システム関係図は、会計業務に関する現状の、
システム、主要勘定科目、担当組織をマッピング
した会計データフローの全体図である。（図-3）
詳細データフローは、システム関係図を補足す
る、より詳細なフロー図である。業務プロセスや
主要なデータストックを含めて記述している。
主要勘定整理表は、勘定科目側から現状を整理
するために作成した。本資料は、今後の影響調査
や対応フェーズでは、より詳細化して使用する予
定である。

調査からの気付き

A行殿における会計データフロー調査の過程及び
結果は、当社としても、非常に学びの多いもので
あった。例えば、主な気づき等を挙げると、以下
の通りである。
①銀行の主計部門をはじめとする各担当部門の、
会計業務に関する専門性や作業スキルは極めて

個別会計システム

？
【システム部】

？
【システム部】

？
【主計部】

？
【審査部】

？
【XX部】

？
【総務部】

？
【リスク管理部】

？
【人事部】

？
【証券部】

？
【XX部】

？
【国際部】

利息計算
システム 償却引当XXシステム

勘定系
（総勘定元帳） 情報系勘定系

有形固定資産
システム

金融商品
時価開示

人事管理
システム

資金証券
システム

XXシステム

外為システム

連結会計システム
と子会社間も同様

会計システム周辺に膨大な
手作業のゾーンが残る

図-3 システム関係図（略図）
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高い。
②①の反射的な効果ゆえか、各業務に固有の手作
業が非常に多い。その詳細な内容は、基本的に
各担当者のみが把握している。

③各担当部門間には専門性やシステムごとの壁が
あり、また分業体制が厳格なため、会計業務の
全体像を見渡すことが極めて難しい。

④IFRSへの理解については、部門及び各担当者ご
とに様々で、すでに種々の対応策を想定してい
るケースもあれば、IFRSへの対応自体をほとん
ど意識していない方もおられた。
IFRSに関するシステム対応では、これらの状況
を打開する必要がある。会計データフロー調査の
ような、各種の可視化手法は、対策として有効で
あろうと思われる。分析において、「システム、勘
定科目、組織」の3つの観点をポイントとしたのは、
その一例である。
アドプションの時期及びタイミング（一斉又は順
次など）は現状では未定だが、バーゼルⅡの経験
に鑑みると、強制適用の直前2年間は、システム・
リソースが行内外で枯渇する可能性が非常に高く、
それを想定した人員計画などのもと、作業を進め
る必要がある。

銀行システムにおける IFRS 対応の留意点

IFRSの影響に関しては、すでに多くの書籍、雑
誌や論文等で、論じられている。
しかし、銀行業におけるIFRS対応は、メイン
となるテーマが、普通の事業会社や他の業種とは、
必ずしも同じではないと考えられる。
当社のおこなった先の調査やヒヤリング等から、
特に、銀行業で影響が大きいと思われるのは、以
下のテーマである。
①金融商品：償却原価
②金融商品：公正価値
③有形固定資産、無形資産、リース
③の有形固定資産等は、2005年に実施された

EUにおけるIFRS強制適用では、最も作業負荷が
大きかったテーマであると言われる。対応の内容
自体は、ほぼ一般事業会社に準じること、IFRS及
び日本基準がすでに固まっていること等から、本
稿では詳述しないが、銀行業においても、同じく
重いテーマになりそうである。
以下では、特に①、②の金融商品（償却原価、公
正価値）に関して、留意点を述べる。
まず、予定されている金融商品に関するIFRSの
改定スケジュール（ワークプラン）を概観しておく。
（表-1）

2010年末～ 2011年6月末を目処に、IAS39号（金

DP：ディスカッション・ペーパー、ED：公開草案、RT：円卓会議、IFRS：基準

※2010年7月末時点

ED

IFRS
（測定の不
確実性の
分析ED）

RTED公正価値測定ガイダンス

ED

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

2011年
2Q

IFRS
金融商品の資本と負債の
区分（IAS32）

IFRS9金融商品：分類及び測定
（IAS39改定フェーズ1）

ED
同：ヘッジ会計
（IAS39改定フェーズ3）

同：資産と負債の相殺
（IAS39）

2010年
2Q

2010年
3Q

ED

2010年
4Q

2011年
1Q

DPリース（IAS17）

同：償却原価と減損
（IAS39改定フェーズ2）

2011年
3Q、4Q

2010年
1Q

2009年
4Q

2009年
3Q

2009年
2Q

2009年
1Q

2008年
4Q

ED

ED

（金融負債
ED）

表-1 金融関係のIASBのワークプラン
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融商品：分類及び測定）をはじめとする、ほぼすべ
ての金融商品に関する基準が、改定される。（一部、
2011年末に延伸あり）通常は、基準確定後、2～
3年の任意適用期間を経て、強制適用に至るため、
日本のアドプションのタイミングでは、新基準の
適用が想定される。
なお、日本基準は、これらIFRSの改定を受け
て、コンバージェンス作業が進む。IFRSと日本基
準、両方を睨んだ対応が必要で、ロードマップは
更に錯綜する。例えば「公正価値測定」に関しては、
日本基準でも2010年7月9日に公開草案「公正価値
測定及びその開示に関する会計基準（案）」が出され
ているが、適用時期は2013年3月期となっており、
IFRSのアドプションよりも前倒しとなっている。
また、「連単問題＝ダイナミック・アプローチ」
に関する検討が、企業会計審議会で始まった模様
であり、今後も目が離せない。
次に、銀行システムに関する主な留意点を整理
すると、以下の通りである。
①IFRS対応を機に、関係会社を含めた会計業務の

BPRをおこない、会計システム導入などにより
システム化、効率化を進めることが必要。シェ
アードサービス化なども、解決方法のひとつで
ある。

②金融商品、特に貸出金の償却原価に関するシス
テム対応は、銀行業のIFRS対応における最大の
課題である。最終的な取扱いは未だ固まらない
が、少なくとも実効金利法（利息法）にもとづく
償却原価の算出に対応し、更に、公開草案「償却
原価と減損」の内容を念頭に置いて、検討を進め
るべきであろう。

③金融商品というと、その公正価値や償却原価等
の計算方法ばかりに目が行ってしまうが、開示
や注記への対応も重要である。例えば、公開草
案に示されたビンテージ情報などを開示するに
は、入力データと結果データを紐付けて、計算
結果等をいろいろな軸で集計できる機能が必須
になると思われる。集計軸などは、IFRSや国内

基準の改定に伴い将来修正される可能性があり、
また個別行の状況に応じて監査人が承認するレ
ベルの記載が必要になる。つまり、固定的な分
析ではなく、BI（ビジネス・インテリジェンス）
的な機能が求められる。
このようなBI機能による金融商品（資産、負債）
の分析は、本来、銀行経営に不可欠な機能である。
つまり、これらは、規制や内部管理に対応するこ
とでもある。単なる会計基準（財務会計）対応のみ
を考えると、高機能に過ぎると思われるかもしれ
ないが、内部管理（収益管理、リスク管理）やバー
ゼルⅡなどの規制対応と一体化して実装すること
で、トータルコストを圧縮できるだろう。将来的
には統合データベース化する前提で、金融商品対
応システムの全体の企画を進めることが、結局は
重複投資などの無駄を省くことになる。

む　　す　　び

本稿では、IFRSへのシステム対応作業に着手す
るにあたって、有効な手法のひとつである、会計
データフロー調査に関して、位置付け、概要や具
体的な事例のご紹介等をおこなった。
また、後半では、IFRSについて、銀行システム
に特有のIFRS対応という観点から、課題の整理等
をおこなった。
銀行業のIFRS対応は、これから影響調査や要件
検討などの、本格的な作業時期に入る。本稿の事
例等を生かして、実戦的なコンサルティング作業
を実施していきたい。
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