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In brief 
A look at current financial 
reporting issues 

ベネズエラの子会社の会計処理に関する検討事項 18 December 2015 

本 In brief は、In brief INT2015-03「Consolidation considerations for Venezuelan subsidiaries」 

および In brief INT-2015-04「Exchange rates in Venezuela」を置き換えるものです。 

背景 
ベネズエラは超インフレ経済であり、同国政府は厳しい通貨管理体制を維持しています。多国籍企業は、

引き続きベネズエラの子会社から利益を送金する際に著しい困難に直面しています。為替レート、所定の

為替レートでの送金可能額、および送金のタイミングについて重大な不確実性が存在します。経営者の意

思決定におけるパワーを制限する可能性のある政府規制（すなわち、公正価格規制および労働法）も引き

続き高いレベルにあります。 

ベネズエラにおける為替レート 

ベネズエラでは、厳しい通貨規制が続いています。ベネズエラの通貨であるボリバル・フエルテ（VEF）と米

ドルとの間には3つの公定為替レートが存在しており、それらすべてが国際会計基準（IAS）第21号「外国為

替レートの変動の影響」における直物為替レートの定義を満たしています。 

2015 年 12 月 15 日現在の 3 つの為替レートは以下のとおりでした。 

 CENCOEX ： 6.3 VEF/1 USD（固定） 

 SICAD ： 13.5 VEF/1 USD（変動：各入札に基づく平均） 

 SIMADI (*) ： 199.89 VEF/1 USD（日次変動：市場取引に基づく平均） 

(*) SIMADI は、他の 2 つのシステムに比べると少ない制限で個人および企業の双方に外国通貨の売買を

認めています。 

企業は、ベネズエラの通貨規制の今後の展開に備えて、この領域を注視しなければなりません。

外貨建資産および負債の測定 

IAS 第 21 号は、直物為替レートの使用を要求しています。レートが直物為替レートかどうかの判定において、

企業は、通貨が公定為替レートで入手可能か、また公定為替レートは即時の受渡しに利用可能かを検討し

なければなりません。実務において、資金を入手する際の標準的な管理運営上の遅延は認められるでしょう。 

さらに、IAS第21号は、いくつかの為替レートが利用可能な場合の外貨建取引および残高の換算に使用す

るレートは、「取引又は残高が表す将来のキャッシュ・フローが測定日に発生したとした場合に当該キャッシ

ュ・フローを決済し得たであろうレート」であることを要求しています。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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ベネズエラで公表されている 3つの為替レートはすべて、直物為替レートとしての要件を満たしており、貨幣

性資産および負債の換算に使用できます。経営者は、企業固有の状況を考慮し、3つの為替レートのうちど

のレートが IAS第21号のガイダンスをもっとも良く反映するかを決定する際に判断を用いる必要があります。

経営者が特定の資産および負債を特定の為替レートで決済することを見込む場合があります（例えば、経

営者が、ある負債については CENCOEX または SICAD を用いたドルを適用し、ある資産については

SIMADI を用いて売却する等）。状況がそれほど明確でない場合、経営者は、それぞれの残高を決済し得

たであろうレートは 3 つの為替レートのうちどれかを決定する上で、判断を用いなければなりません。 

企業は、使用した為替レート（複数のレートを用いた場合には各レート）、その為替レートを用いた根拠、お

よび、財務諸表に報告した金額に与える影響を開示しなければなりません。使用した為替レートは、IAS第1

号「財務諸表の表示」に基づいて開示しなければならない重要な会計上の判断に該当する場合もあり、経

営者は、異なる為替レートを用いることによる感応度の開示を検討する必要があります。 

ベネズエラ子会社の純資産 

親会社は、通常、在外営業事業体の純資産を換算するために配当金送金時の為替レートを使用します。 

現行の外国為替に関する規制は、具体的に配当金を扱っていません。そのため経営者は、3つの為替レー

トのうちのどのレートが、純投資によって表わされる将来のキャッシュ・フローが貸借対照表日に決済し得た

であろうレートを最も良く反映するかを判定する上で、判断を用いなければなりません。 

経営者はこの判断を行うにあたり、これらの制度を通じて配当金に使用できるドルは非常に限られているこ

とを知っておかなければなりません。規制当局は、一見、SICAD と SIMADI を配当金に使用することを許容

しているようにみえますが、PwC は、この目的のためのドルの使用は皆無でないにしてもきわめて稀であると

考えています。 

経営者は、特定の状況および関連する規制当局の見解を考慮しなければならず、また 3 つの為替レートのうち

どのレートを配当金に使用できるかを決定する際に法的助言を求めることも検討しなければならないでしょう。 

換算で使用されるレートおよびその影響は、明確に開示しなければなりません。使用する為替レートも、IAS

第1号に従って開示すべき重要な会計上の判断に該当する可能性があり、そのため経営者は、異なる為替

レートを用いることによる感応度の開示を検討しなければなりません。 

現金残高 

経営者は、企業集団が現金残高を一般目的に利用できるかどうかに関して、ベネズエラにおける為替管理

の影響を IAS 第 7 号「キャッシュ・フロー計算書」に基づき開示することも検討しなければなりません。 

ベネズエラ子会社の連結 

一部では、送金の不確実性や困難が継続する場合に、多国籍企業は国際財務報告基準（IFRS）に基づき

ベネズエラ子会社の連結範囲からの除外を検討すべきかどうか、疑問が生じています。 

多国籍企業は、IFRS 第 10 号「連結財務諸表」に基づく支配の 3 要件をもはや満たさなくなった場合にのみ、

ベネズエラ子会社を連結範囲から除外しなければなりません。利益送金の不確実性や為替の制限だけで

は、IFRS 第 10 号に基づく支配の喪失に該当する可能性は低いといえます。ただし、個々の状況は個別の

実態に照らして対処する必要があります。 

投資者は、投資者が次の各要素をすべて有している場合にのみ投資先を支配しています（IFRS 第 10 号第

7 項(a)-(c)）。 

1) 投資先に対するパワー

2) 投資先への関与により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

3) 投資者のリターンの額に影響を及ぼすように投資先に対するパワーを用いる能力

1 つまたは複数の支配の要素に変化があった場合、投資者は投資先を支配しているかどうかを再判定しな

ければなりません。 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。
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投資者が関連性のある活動を指図するパワーをもはや有しておらず、したがってリターンを変動させる能力

を失う場合には、投資者は子会社の支配を喪失することになります。支配の喪失の判断はハードルが高い

ものです。企業がパワーを有する場合で、支配を有していないと判断するには、変動リターンに対するエク

スポージャーを有していないことを証明しなければなりません。利益送金の困難性や為替レートの不確実性

は、支配の喪失と同じものではありません。

これは、IFRS 第 10 号 B83 項の「投資先に対してパワーを有している投資者は、投資者がリターンを受け取

る権利を失うか、または義務にさらされなくなる場合には、投資先に対する支配を喪失することがある」という

規定に基づくものです。 

親会社がベネズエラの投資先における関連性のある活動を引き続き指図する場合、当該親会社はパワー

の要件を満たしています。また、変動リターンに対するエクスポージャーを有している可能性も高いといえま

す。そのような変動リターンは、正の値と負の値のどちらにもなる可能性があり、またその性質は財務的なも

のに限りません（IFRS 第 10 号 B56 項および B57 項を参照）。 

多国籍企業である親会社においては、企業ごとに状況が異なる可能性があります。各事例を慎重に検討す

る必要がありますが、現在の状況では、多国籍企業である親会社のほとんどは、保有するベネズエラ子会

社を引き続き連結するものと考えられます。

親会社は、支配について重要な疑義が存在するかどうかを検討する必要があります。また企業は、支配の

判定の際に行った重大な判断および仮定を説明するために何を開示すべきかを検討しなければなりませ

ん［IFRS第 12号「他の企業への関与の開示」第 7項］。さらに、企業は、資産ヘのアクセスまたは使用、およ

び負債の決済を行う企業集団の能力に関する重大な制限を開示することが要求されます［IFRS 第 12 号第

13 項］。 

連結に関する過去の例外措置 

過去の IFRSの連結ガイダンス（第1回の「年次改善」の一部として 2003年に改訂された IAS第27号）には、

「親会社の子会社を支配する能力に重要な疑義が生じ得る、重大な外国為替の制限や支配、またはその

他の政府が課す不確実性」など、多くの連結の例外措置が含まれていました。 

この例外措置は IFRS から削除されましたが、米国会計基準（US GAAP）においては検討事項とされたまま

残っています。 

2014 年 12 月、ある SEC登録企業が SECスタッフに対して、ベネズエラの事業を連結除外し、かかる事業を

US GAAP に従って原価法適用投資として会計処理するとの結論を、事前に説明しました（In brief US 

2015-2を参照（訳注：英文のみ））。 

超インフレ 

ベネズエラは、超インフレ経済下にあり、IAS 第 29 号「超インフレ経済下における財務報告」を適用しなけれ

ばなりません。2015 年 12 月 31 日時点における超インフレ経済の国別リストについては、In brief 「2015 年

12 月 31 現在の超インフレ経済」をご参照ください。 
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