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In the Spotlight 
企業財務における COVID-19 に関する会計上の検討事項 

2020 年 5月 28日 

COVID-19：企業の財務担当者にとっての主要な会計上の論点

要 点

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック（世界的な大流行）は、広範囲にその影響を及ぼしており、

それは今後も続くでしょう。世界各地で、政府は、大規模な隔離政策、ソーシャルディスタンスの確保促進、国境閉

鎖、必要不可欠でないサービスの停止、影響を受ける企業や個人に対する多額の（場合によっては無制限の）財政

支援提供など、これまでに見られなかったような施策を取り入れてきました。医学的な影響が猛烈な速度で出現し、

新興しているのと同様に、経済環境や信用環境への影響も深刻化しています。

全ての業界において、COVID-19は会計および財務報告の多くの領域に影響を与えます。これについては PwC の

In depth INT2020-02「新型コロナウイルス感染症が会計処理に及ぼす影響」（和訳はこちら）で概説しています。企

業の財務担当者は、この厳しい時期に流動性を管理する中心的な役割を担っており、注目を浴びています。本資料

では、一般事業会社（すなわち非金融機関）の財務担当者が直面する可能性のある会計上の影響に焦点を当てて

います。本資料で取り扱うトピックは次のとおりです。

● ヘッジ会計

● ファクタリングおよびリバース・ファクタリング／サプライヤー・ファイナンス

● 金融資産および金融負債の公正価値

● 「自己使用」および不利な契約

● グループ企業間貸付および営業債権—予想信用損失

● その他の検討事項

本資料は上記のトピックに焦点を当てていますが、関連するその他の会計上の論点も存在します。企業は、すべて

の潜在的な会計上の論点を考慮するよう注意を払う必要があります。このような論点およびその他の論点に関する

より詳細なガイダンスは、上記の In depth INT2020-02に記載しており、新たな論点が生じた場合には定期的に更

新しています。 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/jp/ja/pwc/in_depths/in_depths_JP/20200317_accounting_impl_JP.html
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1.  ヘッジ会計 

1.1  キャッシュ・フロー・ヘッジ－「可能性が非常に高い」の要求事項 

経営者は、COVID-19 が既存のヘッジに与える影響、特にヘッジが引き続きヘッジ会計の要件を満たしているかど

うかを検討する必要があります。IFRS 第 9 号および IAS 第 39 号はともに、取引の発生する可能性が非常に高い

場合にのみ、キャッシュ・フロー・ヘッジにおいて、予定取引をヘッジ対象に指定することを認めています。多くの場

合、COVID-19 は、営業活動から生じるキャッシュ・フローと財務活動から生じるキャッシュ・フローの両方の時期と

金額に著しい影響を与えてきました。このような状況において、企業の財務担当者はキャッシュ・フロー・ヘッジを再

評価し、特にヘッジ対象の予定取引が発生する可能性が非常に高いかどうかを再評価する必要があります。 

同様の理由により、経営者は、COVID-19 が新たなヘッジを指定する能力に与える影響についても検討する必要

があります。これは、将来キャッシュ・フローは、過去の場合に比べて予測可能性が低くなる可能性があるためで

す。 

COVID-19 に照らして、取引が発生する可能性を評価する際には、特定の事実および状況に応じて、関連性のあ

る可能性のあるさまざまな要因が存在します。これらには以下が含まれますが、これらに限定されません。 

● 取引を行う企業（例えば、店舗を閉鎖した小売業者、事業を縮小した航空会社）の財務上および経営上

の能力 

● COVID-19 の結果として企業が修正した事業計画 

● 特定の活動が中断する可能性（例えば、他の目的のために使用する、または閉鎖することが必要とな

る可能性のある製造設備） 

● 実質的に異なる特性を有する取引が同じ事業目的を達成するために使用される可能性（例えば、財ま

たはサービスの引渡し方法の変更） 

会計上の取扱いは、予定取引が発生する確率に関する結論に応じて、以下のように異なります。 

● 経営者が、予定取引の発生をもはや見込まない場合には、ヘッジ関係は中止され、キャッシュ・フロー・

ヘッジ剰余金に繰り延べられた金額は純損益に振り替えられる。ヘッジ関係を中止した後、ヘッジ手段

が新たなヘッジ関係に指定されない限り、ヘッジ手段はその後も純損益を通じて公正価値で測定され

る。 

● 予定取引が COVID-19 の結果として遅延する場合、その会計上の取扱いは、ヘッジ対象がどの程度

正確に定義されたか、および、ヘッジ会計の有効性の要件が引き続き満たされているかによって異な

る。 

有効性の要件がもはや満たされなくなった場合、または予定取引の発生の可能性が非常に高くなくな

ったものの、依然として発生が見込まれる場合には、ヘッジ関係は中止されるが、キャッシュ・フロー・ヘ

ッジ引当金に繰り延べられた金額は資本に留保され、ヘッジ対象と共に純損益に計上される。ヘッジ関

係の中止後、ヘッジ手段が新たなヘッジ関係に指定されない限り、その後のヘッジ手段の公正価値の

変動は純損益として認識される。 

有効性の要件が引き続き満たされ、かつ、予定取引の発生する可能性が依然として非常に高い場合に

は、経営者は、遅延した予定取引の非有効部分を評価することになる。ヘッジ手段の累積的変動がヘ

ッジ対象の変動を上回る場合（「オーバーヘッジ」と呼ばれることもある）、超過分についての非有効部

分は純損益に認識される。ヘッジ手段の累積的変動が、ヘッジ対象の変動を下回る場合（「アンダーヘ

ッジ」と呼ばれることもある）、非有効部分は認識されない。 

IFRS 第 9 号に基づいて報告している企業については、以下の追加的なガイダンスをご参照ください。 
FAQ 3.3.2 「COVID-19 の状況において予定取引のキャッシュ・フロー・ヘッジの要件を評価する際に考慮すべき

要因（IFRS 第 9 号）」（和訳はこちら） 

IAS 第 39 号に基づいて報告している企業については、以下の追加的なガイダンスをご参照ください。 
FAQ 3.4.2 「COVID-19 の状況において予定取引のキャッシュ・フロー・ヘッジの要件を評価する際に考慮すべき

要因（IAS 第 39 号）」（和訳はこちら） 

https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_332__What_factors_should_be_considered_in_assessing_the_highly_probable_criterion_for_cash_flow_hedges_of_forecast_purchases_or_sales_in_light_of_disruptions_to_the_supply_chain_or_sales_process_as_a_result_of_COVID19_IFRS_9_43.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_332__What_factors_should_be_considered_in_assessing_the_highly_probable_criterion_for_cash_flow_hedges_of_forecast_purchases_or_sales_in_light_of_disruptions_to_the_supply_chain_or_sales_process_as_a_result_of_COVID19_IFRS_9_43.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_342__What_factors_should_be_considered_in_assessing_the_highly_probable_criterion_for_cash_flow_hedges_of_forecast_purchases_or_sales_in_light_of_disruptions_to_the_supply_chain_or_sales_process_as_a_result_of_COVID19_IAS_39_48.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_342__What_factors_should_be_considered_in_assessing_the_highly_probable_criterion_for_cash_flow_hedges_of_forecast_purchases_or_sales_in_light_of_disruptions_to_the_supply_chain_or_sales_process_as_a_result_of_COVID19_IAS_39_48.html?dn=i4m
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1.2  その他のヘッジ会計上の論点 

その他にも多くのヘッジ会計上の論点が生じる可能性があります。In depth INT2020-02 では、識別された新たな

論点を定期的に更新しています。例えば、以下のような論点を取り上げています。 

● キャッシュ・フロー・ヘッジに指定された変動金利ローンにおけるフロアの影響。フロアの影響により、ヘ

ッジ会計の要件が満たされなくなるか、または非有効部分が生じる可能性がある。 

IFRS 第 9 号に基づいて報告している企業については、以下の追加的なガイダンスをご参照ください。 
FAQ 3.3.1 「変動金利ローンのフロアはキャッシュ・フロー・ヘッジの会計処理にどのような影響を与え

るか（IFRS 第 9 号）」（和訳はこちら） 

IAS 第 39 号に基づいて報告している企業については、以下の追加的なガイダンスをご参照ください。 
FAQ 3.4.1 「変動金利ローンのフロアはキャッシュ・フロー・ヘッジの会計処理にどのような影響を与え

るか（IAS 第 39 号）」（和訳はこちら） 

● 支払猶予の影響。キャッシュ・フロー・ヘッジへの影響は、支払いの取消しか繰延べか、およびヘッジ対

象がどのように指定されたかによって異なる可能性がある。支払猶予は、通常、何らかの非有効部分

を生じさせ、また場合によっては、ヘッジ対象がもはや存在しないとみなされる場合には、当初のヘッジ

関係の中止をもたらす可能性がある。 

IFRS 第 9 号に基づいて報告している企業については、以下の追加的なガイダンスをご参照ください。 
FAQ 3.3.3 「貸付金の支払猶予がヘッジ会計に及ぼす影響」（和訳はこちら） 

IAS 第 39 号に基づいて報告している企業については、以下の追加的なガイダンスをご参照ください。 
FAQ 3.4.3 「貸付金の支払猶予がヘッジ会計に及ぼす影響（IAS 第 39 号）」（和訳はこちら） 

● キャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金が損失のポジションにあり、かつ、企業が損失の全部または一部が将

来の期間において回収されないと見込んでいる場合、IFRS 第 9 号（および IAS 第 39 号）は、回収が

見込まれない金額を直ちに純損益に振り替えることを要求しています。したがって、企業は、キャッシ

ュ・フロー・ヘッジ剰余金の損失ポジションの回収可能性を立証できるかどうかを検討する必要がある。 

2.  ファクタリングおよびリバース・ファクタリング／サプライヤー・ファイナンス 

COVID-19 によって引き起こされた不確実性の増大により、企業は、流動性を改善する多くの方法、すなわち、あ

らゆる形態での短期資金の利用可能性を検討しています。企業財務担当者は、キャッシュ・コンバージョン・サイク

ルを迅速化する方法、例えば営業債権をファクタリング会社に売却する方法（「ファクタリング」）、あるいはサプライ

ヤー・ファイナンスの取決めを変更する方法を再度、検討する可能性があります。 

ファクタリング 

営業債権を売却する企業は、ファクタリング契約によって営業債権の認識を中止する結果となるかどうかを評価す

る必要があります。企業は、営業債権が売却されるたびに認識の中止の要件が満たされるかどうかを検討する必

要があります。すなわち、ファクタリングまたは類似のプログラムの分析は静的なものではなく、新しい売却が発生

するたびに再評価する必要があります。COVID-19 の結果として、評価に織り込む必要のある、リスクおよび便益

に対する特定のエクスポージャーならびに各種類のリスクの相対的な規模が変化している可能性があります。 

さらに、COVID-19 の結果として、ファクタリング契約を締結することが多くなった企業は、売上債権のビジネス・モ

デルへの影響を評価する必要があります。ファクタリングによって売却され（売却が見込まれ）、認識中止される売

上債権の数に応じて、売上債権のビジネス・モデルは、回収のために保有（償却原価で測定）、回収および売却の

ために保有（その他の包括利益を通じて公正価値で測定、純損益でリサイクル）、または、「その他」／売却のため

に保有（純損益を通じて公正価値で測定）のいずれかに該当します。 

以下の追加的なガイダンスをご参照ください。 
FAQ 3.1.1 「営業債権のファクタリングやその他の売却は COVID-19 によってどのような影響を受けるか」（和訳

はこちら） 

リバース・ファクタリング／サプライヤー・ファイナンス 

https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_331__How_do_floors_in_variablerate_loans_affect_the_application_of_cash_flow_hedge_accounting_IFRS_9_42.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_331__How_do_floors_in_variablerate_loans_affect_the_application_of_cash_flow_hedge_accounting_IFRS_9_42.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_341__How_do_floors_in_variablerate_loans_affect_the_application_of_cash_flow_hedge_accounting_IAS_39_47.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_341__How_do_floors_in_variablerate_loans_affect_the_application_of_cash_flow_hedge_accounting_IAS_39_47.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_333__Hedge_accounting_and_payment_holidays_44.html?dn=i4m
https://inform.pwc.com/s/Accounting_implications_of_the_effects_of_coronavirus_PwC_In_depth_INT2020_02/FAQ_3_4_3_Hedge_accounting_and_payment_holidays_IAS_39/informContent/2037202805084786#ic_2037202805084786
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_311__How_will_factoring_or_other_sales_of_trade_receivables_be_impacted_by_COVID19_28.html?dn=i4m
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COVID-19 によって引き起こされた経済状況の結果として、企業は、新規のサプライヤー・ファイナンスの取決めを

締結したり、親会社（または他のグループ会社）からの保証の追加や支払期限の延長などの既存契約の変更を行

ったりする可能性があります。新たな条件の下でのそれらの残高について、企業は、当初の営業債務が消滅した

かどうか、および、更新された条件に基づく営業債務の表示が適切かどうかを再評価する必要があります。適切な

開示も提供する必要があります（例えば、条件の変更や、結論が重要な会計上の判断であると考えられる場合に

は、IAS 第 1 号第 122 項によって要求される開示など）。 

当初の営業債務または営業債権の認識が中止されない場合であっても、一部の規制当局は、企業がそうした資金

調達の取決めの締結を財務諸表において開示することを期待していします。要求される開示に関するより詳細な

見解については、以下をご参照ください。 
FAQ 3.5.1 「サプライヤー・ファイナンスの取決めの会計処理に対する COVID-19 の影響」（和訳はこちら） 

3.  金融資産および金融負債の公正価値 

多くの場合、財務担当者は、キャッシュ・ポジションの管理の一環として保有する金融商品、より長期間の投資のた

めの金融商品、および、リスク管理目的で保有するデリバティブに投資を行います。金融商品に対する投資の公正

価値の測定は、IFRS 第 13 号に規定されています。公正価値が活発な市場における相場価格に基づいている場

合には、報告日時点の相場価格を使用する必要があります。決算日後の市場価格の変動は、資産の評価には反

映されません。 

COVID-19 の感染拡大により、さまざまな市場における価格のボラティリティが高まっています。これは、直接的に

（例えば、活発な市場で取引される株式または負債証券など公正価値が市場価格に基づいて決定される場合）、

または間接的に（例えば、評価技法が、変動する市場から得られるインプットに基づく場合）、公正価値の測定に影

響を及ぼします。 

また、公正価値の算定に用いられる信用リスクおよび信用スプレッドが増大する可能性もあります。企業の財務担

当者にとって、これは、カウンターパーティ（CVA）の信用リスクと企業自身の信用リスク（DVA）の双方が公正価値

に反映される、店頭（OTC）デリバティブを保有している場合に特に関連します。経済刺激策として政府が行う措置

によって、リスク・フリー金利が低下する可能性がありますが、CVA/DVA は、キャッシュ・フロー・ヘッジの非有効部

分を測定するためにしばしば利用され、非有効部分の発生源となり得る仮想デリバティブに含めるべきではないこ

とに留意する必要があります。 

IFRS 第 13 号は、公正価値測定に使用される評価技法とインプット、および仮定の変更に対する評価の感応度を

開示することを企業に要求しています。また COVID-19 は、公正価値ヒエラルキーのレベル 3 に分類される金融

商品の数が増加する可能性があるため、レベル 3 に分類される公正価値測定を再度行うことが要求されている感

応度分析に影響を与える可能性があります。 

このトピックに関する追加的なガイダンスは、以下の FAQ をご参照ください。 

FAQ 3.8.1 「市場が混乱している期間において市場が依然として活発であるかどうかの判断」（和訳はこちら） 

FAQ 3.8.2 「活発でない市場における価格の評価」（和訳はこちら） 

FAQ 3.8.3 「取引が秩序ある取引であるかどうかの判断」（和訳はこちら） 

FAQ 3.8.4 「活発な市場における相場価格に対する調整」（和訳はこちら） 

FAQ 3.8.5 「情報の入手可能性の遅れ」（和訳はこちら） 

FAQ 3.8.6 「市場の終了後の事象」（和訳はこちら） 

FAQ 3.8.7 「金融商品の公正価値測定におけるキャッシュ・フローの不確実性」（和訳はこちら） 

FAQ 3.8.8 「負債性金融商品の公正価値の算定時に将来の条件変更の発生可能性を考慮する必要があるか」

（和訳はこちら） 

FAQ 3.8.9 「企業が財務制限条項に違反している場合の公正価値の検討」（和訳はこちら） 

https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_351__How_is_the_accounting_for_supplier_finance_arrangements_impacted_by_COVID19_51.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_381__Determining_whether_a_market_is_still_active_in_a_period_of_market_disruption_52.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_382__Assessing_prices_in_inactive_markets_53.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_383__Determining_whether_transactions_are_orderly_54.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_384__Adjustments_to_the_quoted_price_in_an_active_market_55.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_385__Delays_in_the_availability_of_information_56.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_386__Post_market_closure_events_57.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_387__Uncertainties_in_cash_flow_fair_value_measurement_of_financial_instruments_58.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_388__Should_possible_future_modifications_be_considered_when_determining_the_fair_value_of_a_debt_instrument_59.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_388__Should_possible_future_modifications_be_considered_when_determining_the_fair_value_of_a_debt_instrument_59.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_389_Consideration_of_fair_value_where_an_entity_has_breached_a_debt_covenant_60.html?dn=i4m
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4.  「自己使用」および不利な契約 

現金で純額決済できる非金融項目を売買する契約は、契約が締結され、企業の予定する購入、売却または使用

（「自己使用」）の要件を満たす非金融項目の受領または引渡しの目的で保有し続ける場合を除き、IFRS 第 9 号

の範囲に含まれます（その結果、通常はデリバティブとして会計処理さます）。 

COVID-19 は、一部の契約がこれらの「自己使用」の要求事項を満たしているかどうかに影響を与える可能性が

あります。例えば、COVID-19 による企業のサプライチェーンの混乱は、特定の商品契約が現物引渡でなく現金で

純額決済されるといった影響を与える可能性があります。 

しかし、そのような契約が引き続き IFRS 第 9 号の範囲に含まれない場合、IAS 第 37 号の範囲に含まれる不利な

契約に該当するか判断するために当該契約を評価する必要があります。 

これらの検討事項は複雑になる可能性があります。PwC は、企業がこれらの問題について専門的なアドバイザー

と協議することを推奨します。 

5.  グループ企業間貸付および営業債権—予想信用損失 

IFRS 第 9 号は、企業に対して、予想信用損失（ECL）の算定に将来予測的な情報を織り込むことを要求していま

す。これには、信用リスクの考慮が必要となるため、現在、多くの財務担当者は、手法の開発や ECL の適切性の

評価を行う財務部門を支援しています。ECL は、顧客の信用リスクの増大が認識されている現在の環境下の重点

領域です。 

IASB 文書の主要なメッセージ 

2020 年 3 月、IASB は、COVID-19 のパンデミックに起因する不確実性に鑑み、IFRS 第 9 号の適用に関する短

い文書を公表しました。IASB の文書は、IFRS 第 9 号の一貫した強固な適用を支援することを目的としたもので

す。現在の状況において ECL の見積りは困難であり、「合理的で裏付け可能な基礎に基づく COVID-19 の特定

の影響および政府の支援策を織り込むことは現時点では困難である可能性が高い」ことを認めています。しかし、

IASB は、「経済状況の変化は、企業が適用するマクロ経済のシナリオおよび重み付けに反映すべきである」ことも

明確にしています。 

企業財務部門を含むすべての企業に対する主要なメッセージには、以下が含まれます。 

● 過去、現在、そして可能な場合は将来予測的な情報を含む、入手可能なすべての合理的で裏付け可

能な情報を使用すべきである。 

● IFRS 第 9 号は、明確な基準や機械的なアプローチを規定していない。 

以下では、この文書およびその他のガイダンスが一般事業会社に与える影響を考察します。 

COVID-19 後に評価される ECL 

COVID-19 に照らして、ECL の潜在的な増大についてすべての金融債権を評価する必要があります。企業の財

務担当者にとって、影響を受ける主な残高は、グループ企業間貸付と営業債権である可能性があります。企業は、

特に以下の領域に重点を置く必要があります。 

● 全期間の ECL を用いる単純化したアプローチ－例えば、重要な金融要素を含まない営業債権および

契約資産について、引当マトリクスを引き続き利用できるが、信用リスクの評価および ECL の測定にお

いては、将来予測的な情報を考慮する必要がある。延滞が信用リスクによるものか、単なる業務上の

問題を示すものか、その程度について慎重に検討する必要がある。 

● 貸付債権（金融機関以外のグループ企業間貸付）について、企業は、これらの貸付金に関連して信用

リスクの著しい増大（SICR）が生じたかどうかを評価する必要がある。その評価を行う際に、企業は、影

響を大きく受ける子会社と影響をそれほど受けていない子会社を区別する必要がある。COVID-19 以

前に、貸付金がステージ 1 にあった場合、SICR は、12 か月ではなく全期間の ECL が要求されること

を意味する。 
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全体的な ECL 評価の一環として、ステージ区分（すなわち、ステージ１か、ステージ 2 またはステージ

3 か）を評価することは重要であるが、ステージ区分は、その他の判断や見積もりよりも全体的な ECL
に及ぼす影響が小さい可能性がある。これは、たとえその貸付金がステージ 1 ある場合でも、COVID-
19 関連の債務不履行、または将来的に債務不履行の要因となる可能性のある事象は、急速に発生す

ると予想され、そのため 12 か月の ECL で捕捉できる可能性があるためである。 

● 事象が進展するスピードを考えると、2020 年 3 月と 6 月の年度末または期中報告期間の ECL の測

定は特に困難となる可能性があります。企業は、過去の事象、現在の状況および将来の経済状況の

予測に関する入手可能な最善のデータに基づいた見積りを作成する必要があります。引当マトリクスに

おける予想損失率の修正や正式なモデルを使用している場合にはそれに対する補正（overlay）が必要

となります。 

● 報告日における状況の評価に関連する新たな情報の有無について、更新される事実および状況を引

き続き監視する必要があります。例えば、各報告期間の末日に ECL を測定する場合、企業は、債務者

が支払を行う可能性、金融保証など既存の信用補完の価値、および政府の計画の影響を考慮する必

要があります。 

このテーマに関するより詳しい情報は、以下をご参照ください。 
In the Spotlight 「一般事業会社は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的な大流行の中で、予想信用

損失（ECL）に関する IFRS 第 9 号の要求事項をどのように適用すべきか」（和訳はこちら） 

このトピックに関する追加的なガイダンスは、以下の FAQ もご参照ください。 
FAQ 3.2.3 「COVID-19 の状況における「合理的で裏付け可能」な情報」（和訳はこちら） 

6.  その他の検討事項 

上述のトピックに加えて、企業の財務担当者は、以下のトピックに関する COVID-19 による会計上の結果を検討

する必要があります。 

企業財務担当者に関連するテーマ 会計上の影響 

現金および現金同等物 IAS 第 7 号は、現金同等物を、短期の流動性の高い投資のうち、容易に一

定の金額に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わないものと定義しています。 

COVID-19 は、一部のマネー・マーケット・ファンドおよびその他のファンド

の価値に僅少とはいえない下落をもたらしています。さらに、一部のマネ

ー・マーケット・ファンドには、ファンド・マネジャーが万が一の場合に償還を

制限することを認める条項が含まれており、そのうちの 1 つが COVID-19
の事態である可能性があります。 

経営者は、以前に現金同等物に分類した投資が、価値の下落や償還の制

限に照らして、その定義を満たし続けるかどうかを検討する必要がありま

す。投資を現金同等物から組替える必要が生じる可能性があります。 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/industry/industry_INT/industry_INT/corporate_treasury__1_INT/In-the-Spotlight-How-corporate-entities-can-apply-the-requirements-of-IFRS-9-expected-credit-losses-ECL-during-the-COVID-19-pandemic.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/industry/industry_INT/industry_INT/corporate_treasury__1_INT/In-the-Spotlight-How-corporate-entities-can-apply-the-requirements-of-IFRS-9-expected-credit-losses-ECL-during-the-COVID-19-pandemic.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/jp/ja/pwc/in_depths/in_depths_JP/20200403_how_corporate_en_JP.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_323__In_the_context_of_COVID19_and_ECL_what_information_is_reasonable_and_supportable_37.html
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企業財務担当者に関連するテーマ 会計上の影響 

キャッシュ・プーリング 財務担当者は、キャッシュ・プーリングの取決め（「ゼロ・バランス」または

「名目上のプーリング」）の利用を増やすことを選択する可能性があります。

ゼロ・バランス（「キャッシュ・スイープ」と呼ばれることもある）により、取決め

における現金残高は定期的に単一のネッティング口座に振り替えられま

す。これにより、財務担当者は特定の場所における現金の金額をコントロ

ールし、必要な場所に現金を振り向けることができます。 

多くの場合、ゼロ・バランスの取決めは、すべての企業（財務統括会社や口

座名義人を除く）において、現金ではなくグループ企業間残高として会計処

理されることに注意が必要です。キャッシュ・プーリングの取決めにおける

各企業が独自の銀行口座を有している場合には、現金および当座貸越残

高は、現在の法的に強制可能な相殺権および期末残高を決済する意図を

含む一定の条件が満たされた場合に、グループの貸借対照表において純

額で表示することができます。 

また、COVID-19 の結果として、企業間の相互保証が要求される可能性も

高くなります。財務担当者は、キャッシュ・プーリングの取決めの条件を再

検討して、定期的なキャッシュ・スイープや保証の利用による会計上の影響

を評価する必要があります。 

債務およびデリバティブの流動・非

流動分類 
企業は、債務およびデリバティブへの中途解約条項（break clauses）や早

期解約条項（early termination clauses）の影響と、それらが COVID-19 に

よってどのような影響を受けるかを検討する必要があります。このような条

項が行使されるかどうかの期待は、債務およびデリバティブを流動または

非流動のいずれに分類すべきかどうかに影響を与える可能性があります。 

政府援助 世界各国の政府は、COVID-19 の影響に対応し、税金還付や返済猶予、

場合によっては、企業が顧客を支援できるようにするための企業向け融資

などの特定の支援を含む多様な対策を講じています。 

経営者は、政府から受け取ったこの種の援助が、IAS 第 20 号「政府補助

金の会計処理及び政府援助の開示」における政府補助金の定義を満たし

ているかどうかを検討する必要があります。政府補助金の定義を満たす場

合、IAS 第 20 号のガイダンスを適用する必要があります。より詳細なガイ

ダンスについては、FAQ 3.1.6 「COVID-19 に対応して中央銀行が実施す

る金融支援の取決めはどのように会計処理すべきか」（和訳はこちら）をご

参照ください。 

借入金の借換え 財務担当者は、既存の借入限度枠や借入条件を確認する必要があり、支

払猶予を受け入れるか、今後数か月あるいは数年にわたって予想される

債務の要件や信用枠の利用可能性を再検討して、借換えを希望ないし必

要とする可能性があります。 

各国政府による措置または貸手との条件の再交渉により、貸付契約条件

の変更による影響を評価する必要があります。借手は、条件の変更の影響

を判断するために、IFRS 第 9 号のガイダンス（条件の変更が認識の中止

をもたらすかどうかの決定や、認識の中止をもたらさない場合における条

件変更による利得または損失の認識に関するガイダンスを含む）を適用す

る必要があります。 

新規または改訂された借入が政府の取組みと関連している場合は、上記

の「政府援助」をご参照ください。 

借手については、条件変更に係る利得の開示が、IFRS 第 7 号第 20 項

(a)(v) によって要求されていることにもご留意ください。 

https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_316__How_to_account_for_financial_support_arrangements_put_in_place_by_central_banks_in_response_to_COVID19_33.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_316__How_to_account_for_financial_support_arrangements_put_in_place_by_central_banks_in_response_to_COVID19_33.html?dn=i4m
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企業財務担当者に関連するテーマ 会計上の影響 

リース COVID-19 の結果として、貸手および借手は、リースの条件を再交渉する

可能性があります。または、貸手は、借手に対して、リース料の支払いに関

連して何らかの減免を付与する可能性があります。場合によっては、貸手

は、そのような減免を提供するインセンティブとして各国政府から報酬を受

け取る場合もあります。 

貸手および借手の双方は、IFRS 第 16 号「リース」の要求事項、および、減

免をリースの条件変更として扱い、リースの残りの期間にわたって会計処

理すべきかどうかについて検討する必要があります。また、貸手および借

手は、政府から受け取ったインセンティブが政府補助金かどうかについて

の検討も必要となります。 

IASB は最近、2021 年 6 月 30 日以前に当初の支払期限となっているリー

ス料について、借手は、COVID-19 に関連する賃料の減免がリースの条件

変更かどうかの評価を行わないことを選択できるという実務上の便法を承

認しました。 

現在の環境におけるリース会計に関する追加的なガイダンスは、PwC の

In depth INT2020-02 の FAQ 4.1（和訳はこちら）、FAQ 4.2（和訳はこち

ら）、および FAQ 4.6（和訳はこちら）をご参照ください。 

最後に、新たに締結されたリースについて認識されるリース負債は、企業

の現在の追加借入利子率（リース固有の条件について調整後）を用いて算

定する必要があります。リスク・フリー・レートの低下を受けて追加借入利子

率が変動する可能性がありますが、一方で、信用スプレッドは増大している

可能性があります。 

流動性リスクの開示 前述の IFRS 第 13 号の公正価値の開示に加えて、COVID-19 が企業の

通常の営業活動によるキャッシュ・インフローの水準、あるいは、債権のフ

ァクタリングやリバース・ファクタリング／サプライヤー・ファイナンスの取決

めなどのその他の方法による現金へのアクセス能力に影響を与えている

場合には、流動性リスクに関する追加的な開示が必要となる可能性があり

ます。 

おわりに 

COVID-19 は、現代生活のほとんどすべての側面に影響を及ぼす問題を引き起こしています。COVID-19 が経済

に及ぼす影響は、会計および財務報告の多くの側面に派生的な影響を与えます。本資料が、企業の財務に関す

る主要な問題を読み解く上で、皆様および皆様のアドバイザーのお役に立つことを願います。 

  

https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Leases_63/FAQ_41__How_should_lease_concessions_related_to_COVID19_be_accounted_for_64.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Leases_63/FAQ_42__What_are_the_accounting_implications_of_a_force_majeure_clause_in_a_lease_contract_in_the_context_of_COVID19_65.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Leases_63/FAQ_46__COVID19related_modifications_to_operating_leases_lessor_perspective_69.html
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付録 

以下は本書の中で参照されている In depth INT2020-02「Accounting implications of the effects of coronavirus
（新型コロナウイルス感染症が会計処理に及ぼす影響）」の英語版に記載の FAQ の和訳です。 

 

FAQ 2.6.2 「レベル 3 の公正価値測定に関するキャッシュ・フローの不確実性と評価技法の変更」 

質問 

COVID-19 に関連する不確実性は、非金融資産に関するレベル 3 の公正価値測定にどのように織り込むべきでし

ょうか。 

回答 

2020 年上期における報告日において、COVID-19 は、その影響の期間と深刻さ、ウイルスの感染拡大を制御す

るためにどの程度有効な対策が講じられるか、パンデミック終了後に経済活動がどの程度速やかに通常の状態に

戻るかなど、多くの重大な不確実性をもたらしています。 

企業がこれらの不確実性のすべてを単一のキャッシュ・フロー予測の中に織り込むことは困難な可能性がありま

す。シナリオとして適切にウェイト付けして織り込むことが必要となるようなさまざまな生じ得る結果が存在する可能

性があります。経営者は、各シナリオに織り込んだ要因の根拠を文書化する必要があり、これには各シナリオに適

用した確率のウェイトも含まれます。 

事業や多くの非金融資産の評価に当たって、実務上、期待キャッシュ・フロー・モデルが使用されます。経営者が

明示的にシナリオをモデル化していない場合でも、一つの予測に到るまでに生じ得るシナリオを黙示的に確率でウ

ェイト付けしていることがあります。これとは別に、例えば経営者の最善の見積りなど、期待キャッシュ・フローの予

測ではない予測を用いる方法もあります。 

IFRS 第 13 号は、キャッシュ・フローに固有のリスクと整合的な割引率の使用を要求しています。これは、期待キャ

ッシュ・フローに適用される割引率と「最善の見積り」によるキャッシュ・フローに適用される割引率が同じではない

ことを意味します。キャッシュ・フロー予測が関連する結果の幅を捉える複数のシナリオを完全には反映していない

場合、企業は割引率に企業固有のリスク・プレミアム（アルファとも呼ばれます）を加えることが必要となる可能性が

あります。これにより、リスクを反映した割引率は高くなります。割引率とキャッシュ・フロー予測との相互作用に関

するより詳細な指針は、国際評価基準審議会（IVSC）が公表した国際評価基準（特に 50.38 項）に記載されていま

す。複数のシナリオを用いる方法では、キャッシュ・フローにすでに反映されているリスクを割引率で調整すべきで

はないので、アルファは不要となる可能性があります。 

経営者が単一のキャッシュ・フローの設定から確率加重によるキャッシュ・フローの設定に変更する場合、これは、

IAS 第 8 号に従った会計上の見積りの変更を意味し、そのような会計処理を行う必要があります。ただし、IFRS
第 13 号第 66 項に従い、会計上の見積りの変更に関する IAS 第 8 号の開示は、評価技法の変更またはその適

用に起因する修正については要求されません。IFRS 第 13 号第 65 項は、市況の変化を評価技法またはその適

用方法の変更が適切である可能性がある状況の例として示しています。 

さらに、IFRS 第 13 号は、財務諸表利用者に対する適切な開示を通じて、レベル 3 の公正価値測定に関する不確

実性に対応しています。例えば、使用した評価技法の記述、評価手続に関連した意思決定の方法、経常的な公正

価値測定についての重要な観察可能でないインプットに対する公正価値測定の感応度などを挙げています。 

 

 

FAQ 3.1.1 「営業債権のファクタリングやその他の売却は COVID-19 によってどのような影響を受けるか」 

質問 

営業債権のファクタリングやその他の売却は COVID-19 によってどのような影響を受けるでしょうか。 

回答 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Nonfinancial_assets_12/FAQ_262__Uncertainties_in_cash_flows_and_change_in_valuation_technique_for_level_3_fair_value_measurement_24.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_311__How_will_factoring_or_other_sales_of_trade_receivables_be_impacted_by_COVID19_28.html?dn=i4m


In the Spotlight 10 
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。 
 

企業が営業債権のファクタリングやその他の方法による売却の取決めを行う場合、IFRS 第 9 号 3.2.1 項から

3.2.21 項の要求事項に従って、営業債権の認識の中止となるかどうかを評価する必要があります。多くの場合、

そのような取決めは「ファクタリング・プログラム」として設定され、新たな営業債権が生じるたびに債権の売却が行

われます。 

企業は、営業債権の売却の都度、認識の中止の要件を満たすかどうかを検討する必要があります。すなわち、フ

ァクタリングまたは類似のプログラムの分析は静的なものではなく、新たな売却が行われるごとに再評価を行う必

要があります。 

これは、特に IFRS 第 9 号 3.2.6 項の「リスクと経済価値のテスト」を適用する場合（すなわち、企業がリスクと経済

価値のほとんどすべてを移転したか、リスクと経済価値のほとんどすべてを保持しているか、あるいはその間に該

当するかを評価する場合）に当てはまります。 

COVID-19 の結果として、リスクと経済価値に対する特定のエクスポージャーおよび各種のリスクの相対的な大き

さが変化する可能性があります。例えば、支払遅延リスクや信用リスクは、他のリスクに比べてより重要性が増大

している可能性があり、また、信用リスクと比較した支払遅延リスクの相対的な大きさが変化している可能性もあり

ます。過去のリスク・ファクターの傾向は、債権のファクタリングを行う時点で予想されるリスク・エクスポージャーを

もはや表していない可能性があります。 

したがって、企業は、リスク・ファクターの変化が、ファクタリング・プログラムにおける営業債権の認識の中止にど

のような影響を与える可能性があるかを注意深く評価する必要があります。 

 

 

FAQ 3.1.6 「COVID-19 に対応して中央銀行が実施する金融支援の取決めはどのように会計処理すべきか」 

質問 

COVID-19 に対応して中央銀行が実施する金融支援の取決めの会計上の影響としては、どのようなものがあるで

しょうか。 

前提 

COVID-19 に対応して、一部の中央銀行は、市場経済に対する経済的な支援を提供するプログラムを策定してい

ます。このようなプログラムの一部は、市中銀行の仕組みを通じて実施され、プログラムの内容は国や地域によっ

て異なります。 

例えば、中央銀行は、市中銀行が顧客に有利な金利で資金を貸し出すことを期待して、潜在的に有利な金利また

は条件で市中銀行に資金を供給する場合があります。中央銀行の支援は、条件を満たす企業（中小企業、または

特定の部門の事業者など）に直接提供される貸付金、銀行の顧客に対する借入金の金融保証、市中銀行が中央

銀行から借り入れた資金によるマネー・マーケット・ファンド（MMF）からの有価証券の購入、中央銀行とのスワップ

やレポ取引などの形態をとる可能性があります。 

回答 

適切な会計処理の決定には、それぞれの取決めの条項の理解が重要となります。分析に際しては、以下の主要

な検討事項に重点を置く必要があります。 

• 取決めは市場条件で提供されているか 

• 取決めが市場条件で提供されていない場合、政府補助金の要素は存在するか 

• 政府補助金の要素が含まれている場合、政府補助金の受益者は誰か 

• 政府補助金の受益者による会計処理はどのようなものか 

https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_316__How_to_account_for_financial_support_arrangements_put_in_place_by_central_banks_in_response_to_COVID19_33.html?dn=i4m
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• 取引が市場条件で提供されていないが、政府補助金も含まれていない場合、どのような会計処理を行う

か 

最も一般的な種類の取引に対する上記の原則の適用を説明するために、以下の分析では、主に資金供給スキー

ムおよび保証の取決めに焦点を当てています。ただし、同様の検討は、スワップやレポ取引などの他の取決めに

対しても適用されます。さらに、本 FAQ では中央銀行を対象にしていますが、政府が直接に資金供給スキームを

提供する場合にも同様の分析が行われます。 

（1）取決めは市場条件で提供されているか 

資金供給スキーム 

中央銀行が市中銀行に提供する資金供給の取決めについては、その評価は、中央銀行からの資金供給が「市場

条件（on market）」とみなされるかどうか（すなわち、現在の環境における市場実勢金利で資金供給が行われてい

るかどうか）に一部左右されます。 

市場金利の決定は、判断を伴うとともに、特定の事実および状況によります。この評価を行うにあたり、企業は、類

似の金融商品（すなわち、通貨、満期、金利の種類、担保、信用格付けおよびその他の要因が類似する金融商

品）の利率を考慮する必要があります（IFRS 第 9 号 B5.1.1 項）。場合によっては、中央銀行は、他の資金供給源

（他の種類の中央銀行プログラムや他の借入など）とは別に、特定の条件による資金供給の市場金利を設定して

いると判断されることもあります。 

企業が、資金が市場条件で提供されていないと結論づける場合、市場金利と資金供給の金利の差異が IAS 第 20
号の範囲に含まれる政府補助金であるかどうかを検討する必要があります。 

保証 

市中銀行が中央銀行から新規または既存の貸付金の保証を受ける場合、企業は、保証に対して支払うプレミアム

が「市場条件」であるかどうかを評価する必要があります。企業が保証に対して支払うプレミアムが市場条件でな

いと結論づける場合、企業は同様に、その差異が IAS 第 20 号に基づく政府補助金であるかどうかを検討する必

要があります。 

（2）取決めが市場条件で提供されていない場合、政府補助金の要素は存在するか 

IAS 第 20 号第 3 項では、「政府」を「地方、国家、または国際機関のいずれかを問わず、政府、政府機関、および

それに類似する機関」と定義しています。したがって、中央銀行は、政府機関の定義に含まれます。 

政府補助金とは、「政府による援助であって、企業の営業活動に関する一定の条件を過去において満たしたこと、

または将来において満たすことの見返りとして、企業に資源を移転する形態によるものをいう」と定義されていま

す。 

COVID-19 に対応して提供される資金または保証が市場条件で提供されていない場合、他の要因（別個の財また

はサービスの提供など）がなければ、政府補助金が存在する可能性が高いといえます。 

政府補助金の会計上の影響を決定するために、企業は、まず受益者が誰であるかを決定しなければなりません。 

（3）政府補助金の受益者は誰か 

政府から企業への資源の移転は、さまざまな形態や手段を取る可能性があります。その結果、さまざまな当事者

が政府補助金から恩恵を受ける可能性があります。しかしながら、政府補助金の会計モデルを適切に適用するた

めには、補助金の受益者を特定することが重要となります。 

資金供給の取決め 

例えば、市中銀行は、最終顧客に類似の有利な金利で貸付を行うという理解のもとで、中央銀行から有利な金利

で資金供給を受ける場合があります。場合によっては、市中銀行は、その資金をどのように顧客に貸し付けるかに

ついて、重要な裁量を有していることもあります。裁量には、以下のような点が含まれます。 

• 対象者（市中銀行が貸し付けるのはどの顧客か） 
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• 貸付条件（貸付金の金額、金利、返済条件および担保） 

• 貸付時期（中央銀行からの資金の受取時期と比較した顧客への貸付金の貸付時期） 

このようなシナリオでは、最終的に最終顧客が有利な金利の資金供給による恩恵を受ける場合であっても、市中

銀行が補助金の受益者とみなされる可能性があります。 

他のシナリオでは、中央銀行が、要件を満たす最終顧客に対する貸付金について期限が到来した支払いの一部

を行う場合があります（例えば、最初の 12 ヶ月間に期限が到来した利払いを行うなど）。 

当該シナリオでは、補助金の恩恵を受ける最終的な当事者は、市中銀行と締結した貸付金について最初の 12 ヶ

月間の利払義務を免除される顧客（すなわち、顧客は利払に関する資金供給から恩恵を受ける当事者）であると

みなされる可能性があります。市中銀行は、貸付契約において債務者から受け取る権利のある利息を回収してい

るのみとなります。 

金融保証 

政府が、市中銀行に対して、顧客への貸付金を保証している場合、同様の分析を行う必要があります。 

事実および状況によっては、債務者が、より低い金利という形態での補助金の受益者として識別される可能性が

あります（例えば、保証が貸付金と同時に提供される場合や政府保証がない場合に借手がより高い金利を支払う

ことになる場合など）。保証が貸付金と不可分であるとみなされる場合（すなわち、貸付金と保証が 1 つの会計処

理単位とみなされる場合）には、これに該当する可能性があります。 

また、市中銀行は、「市場でない（off market）」条件での保証という形態での政府補助金の受益者として識別され

る可能性もあります。例えば、市中銀行が保証に対して支払う手数料が市場条件に基づいていない場合（すなわ

ち、ゼロの場合）などです。保証が貸付金と不可分でない場合（例えば、貸付の組成後に保証が追加された場合）

には、これに該当する可能性があります。 

（4）政府補助金の受益者による会計処理はどのようなものか 

資金供給 

政府補助金は、企業が補助金の付帯条件を満たし、かつ補助金を実際に受け取るという合理的な保証が得られる

まで認識されません（IAS 第 20 号第 7 項）。政府補助金を受け取ること自体は、補助金の付帯条件を履行してい

るかまたは履行するであろうという決定的な証拠とはなりません。 

したがって、COVID-19 に対応して提供される資金が政府補助金の要素を含んでいる場合、受益者は、以下の要

素を考慮して、補助金を実際に受け取るという「合理的な保証」が得られるかどうかを決定する必要があります。 

• 資金供給のどの側面が依然として不透明であり、またどの程度重要か。 

• 企業が遵守しなければならない付帯条件は何か。 

• 中央銀行は、支払能力だけでなく実務上の課題も考慮して、プログラムを提供できるか。 

要求される合理的な保証が存在する場合、政府補助金は、貸付金とは別に認識されます。貸付金は、当初認識時

にその公正価値で測定し、取引コストを加算または減算します（IFRS 第 9 号第 5.1.1 項）。政府補助金は、当初認

識時に帳簿価額と貸付額の差額として測定されます（IAS 第 20 号第 10A 項）。 

その後の期間において、政府補助金は、補助金で補償することを意図している関連コストを企業が費用として認識

する期間にわたって、規則的に純損益に認識されます（IAS 第 20 号第 12 項）。そのため、事実および状況に応じ

て、政府補助金の便益は、一時的な利得として認識されるか、または一定の期間にわたり認識されます。例えば、

補助金が、既存の顧客に対する貸付金の条件変更に関して市中銀行が認識する条件変更による損失を補償する

ものである場合、条件変更の損失が市中銀行によって認識される時点で、補助金も認識されます。一方、補助金

が、新規の貸付金に係る利息収入の減少または利息費用の増加を補償するものである場合には、利息収入また

は利息費用が認識されるにつれて一定の期間にわたり認識されます。 
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IAS 第 20 号が適用される場合には、IAS 第 20 号によって要求される特定の事項の開示が必要となります。これ

には、財務諸表に認識した政府補助金の内容および範囲が含まれます（IAS20 号第 39 項）。 

保証 

市中銀行が、政府から受け取る金融保証に政府補助金の要素が含まれると結論づけた場合、まず資金供給の取

決めと同様に、IAS 第 20 号第 7 項の認識の要件が満たされているかどうかを評価する必要があります。認識の

要件が満たされている場合、銀行は、当該政府補助金を前払保証料と繰延収益として総額で表示するか、または

前払保証料と繰延収益を相殺して純額で表示することができます（IAS 第 20 号第 24 項）。 

当初測定後、前払保証料および繰延収益（総額表示に従う場合）は、保証の対象となる貸付金の存続期間にわた

って償却され、純損益に認識されます。 

（5）取引が市場条件ではないが、政府補助金も含まれていない場合にどのような会計処理を行うか 

市中銀行が政府補助金の受益者ではなく、また、取引が市場条件に基づいていない状況が存在する場合があり

ます。 

例えば、中央銀行は、市場条件に基づいて市中銀行に保証を提供しているが、市中銀行から顧客への貸付は（政

府保証を考慮に入れた後の）市場条件で提供されていない場合があります。経済への金融支援を提供する業界

全体の計画の一環として、政府により契約条件が強制される場合がこれに該当します。この場合、顧客に対する

貸付金は、「市場でない」条件による取引となる可能性があります。 

IFRS 第 9 号では、金融商品（貸付金等）の当初認識時の公正価値は、通常、取引価格（すなわち、支払った対価

または受け取った対価の公正価値－IFRS 第 9 号 B5.1.2A 項および IFRS 第 13 号を参照）となりますが、場合に

よっては、対価の一部が、金融商品以外の何かに対して支払われていることがあります。その場合、追加の貸付

金額は、（何らかの他の種類の資産として認識する要件を満たしている場合を除き）費用となります。市中銀行が

顧客との間で貸付契約を締結した時点で、貸付全体に損失が生じる（すなわち、マージンが予想損失をカバーしな

い）ことを予想している場合がこれに該当します。この場合の追加の貸付金額は、政府が経済を支援するためのプ

ログラムの下で顧客に付与した減免である可能性があります。 

しかし、対価が金融商品のみに対するものであり（すなわち、全体的な減免は付与されておらず）、公正価値が取

引価格と異なると企業が判断する場合、公正価値と取引価格の差異は、公正価値が同一の資産についての活発

な市場における相場価格（すなわち、レベル 1 のインプット）の証拠があるとき、または観察可能な市場からのデー

タのみを用いた評価技法に基づいているときには、純損益に認識する必要があります。公正価値が 1 つまたは複

数の観察不能なインプットに依存している場合には、初日の「損失」は一時に認識されず、当初認識後に、市場参

加者が資産の価格付けを行う場合に考慮に入れるであろう要因の変化から生じている範囲でのみ、認識されます

（IFRS 第 9 号 B5.1.2A 項）。したがって、認識される受取利息または支払利息の合計（初日の利得または損失の

償却を含む）は、取引が市場条件に基づいているとみなされる場合に認識される受取利息または支払利息と大きく

異ならない可能性があります。 

 

 

FAQ 3.2.3 「COVID-19 の状況における「合理的で裏付け可能」な情報」 

質問 

COVID-19 の状況において、予想信用損失の見積りに関する「合理的で裏付け可能」な情報とはどのようなもので

しょうか。 

背景 

予想信用損失（ECL）の見積りを行う際に、IFRS 第 9 号では、以下の 2 つの主要な見積りの要素の両方に関して

「合理的で裏付け可能」な情報を使用することを要求しています。 

• ステージ区分（ステージ 1 か、ステージ 2 またはステージ 3 か） 

https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_323__In_the_context_of_COVID19_and_ECL_what_information_is_reasonable_and_supportable_37.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_323__In_the_context_of_COVID19_and_ECL_what_information_is_reasonable_and_supportable_37.html
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IFRS 第 9 号は、信用リスクの著しい増大（SICR）を示す合理的で裏付け可能な情報の使用を要求して

います（IFRS 第 9 号第 5.5.4 項、第 5.5.9 項および第 5.5.11 項）。 

• 測定 

IFRS 第 9 号は、過去の事象、現在の状況および将来の経済状況の予測について、報告日において利

用可能な合理的で裏付け可能な情報を反映するように ECL を測定することを要求しています（IFRS 第

9 号第 5.5.17 項）。 

回答 

COVID-19 は、世界的に重大な事象であり、2020 年 3 月 31 日までに経済的に著しいマイナスの影響を与えてい

ます。この情報それ自体が「合理的で裏付け可能」であるとみなされ、高度な判断を用いることになるものの、2020
年 3 月 31 日およびそれ以後の報告日における ECL の見積りに反映する必要があります。したがって、これらの

報告日に ECL を見積る際に、COVID-19 の影響を無視することは、合理的で裏付け可能であるとはいえません。

これは、SICR が生じているか否か（ステージ区分）を決定する場合および ECL を測定する場合の両方に当ては

まります。 

より詳細な検討として、2015 年 9 月、金融商品の減損に関する移行リソースグループ（ITG）は、新たに発生した

不確実な将来事象に関して、「合理的で裏付け可能」な情報についての質問を検討しました。この議論は、

COVID-19 の状況において、「合理的で裏付け可能」ではないとして情報を除外すべきであるかどうかを評価する

際に、検討すべき要素に関する有益な洞察を提供しています。これは、以下の 5 つの主要な項目に要約されま

す。 

① 要求される判断 

➁ 二次的影響 

③ 集合的アプローチか個別アプローチか 

④ 発生可能性の低さと不確実性 

⑤ 開示 

（注）ITG に関する以下の参照条項は、公表されている「2015 年 9 月 16 日 ITG 会議の要約」（英語）への参照で

す。その他の記載がない限り、他のすべての参照条項は、IFRS 第 9 号への参照です。 

① 要求される判断 

新たに発生した不確実な事象に関しては、利用可能な広範囲の将来予測的な情報が存在する可能性が高く、そ

の中には合理的で裏付け可能な情報もあれば、そうでない情報もあります。どの情報が合理的で裏付け可能であ

るかの判定および ECL の測定に及ぼす影響の算定には、高度な判断が要求されます。IFRS 第 9 号 B5.5.51 項

で説明されているとおり、企業は、情報の網羅的な探索を行う必要はありませんが、利用可能なすべての情報を

考慮し、それが合理的で裏付け可能であるかどうかの判断を行う必要があります。その情報に関して入手可能な

証拠の程度は、その情報がどれだけ裏付け可能であるかを決定する際の 1 つの要因となります。特に、類似の傾

向を示す複数の情報源は、合理的で裏付け可能な情報を示すものとなります。 

COVID-19 の状況において、どの情報が合理的で裏付け可能であるかを評価する際に求められる高度な判断

は、企業にとって困難なものですが、判断は不可能ではなく、判断が必要であることが合理的で裏付け可能な情報

は存在しないことを意味するものではありません。このことは、ITG 会議の要約の 46 項における「企業は、二次的

な影響を含め、不確実な将来事象が金融商品の信用リスクおよび予想信用損失の測定に及ぼす影響を忠実に見

積もる努力をする必要がある」という説明からも裏付けられます。 

したがって、合理的で裏付け可能であると判断でき、ステージ区分（SICR）と ECL の測定の両方の評価に含める

ことができ、またそうすべき COVID-19 に関連する将来予測的な情報が存在すると予想されます。これには、例え

ば、格付機関による格下げやエコノミストによる予測なども含まれます。 

➁ 二次的影響 

https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/groups/itg/itg-meeting-summaries/itg-meeting-summary-september-2015.pdf


In the Spotlight 15 
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。 
 

不確実な将来の事象を考える際には、ECL の目的上、これを 2 つの要素、すなわち、まず事象自体の不確実性、

次に事象が発生した場合に特定の金融商品に生じるキャッシュ・フローの影響（いわゆる「二次的影響」）に分解す

ることが有益となる可能性があります。特に、二次的影響の算定は困難なものとなる可能性があります。 

ITG 会議の要約の 46 項(c)では、これらの二次的影響を測定するためにどのような情報が合理的で裏付け可能で

あるかを検討する際に、「合理的で裏付け可能であるかを判定するために、情報は、必ずしも統計モデルや信用格

付けプロセスによるものである必要はない」と述べています。IFRS 第 9 号 B5.5.52 項では、ECL を「失業率、商品

価格など、観察可能なデータの変動を反映し、それと方向が一致したもの」と説明しています。したがって、例え

ば、原油価格の下落、株価の下落、失業率の上昇といった現時点で入手可能なデータは、検討対象となっている

資産に関連する範囲で、二次的影響の測定における合理的で裏付け可能な情報として ECL の見積りに織り込む

必要があります。さらに、政府による支援計画の二次的影響は、その情報が合理的で裏付け可能である場合に

は、経済的影響および結果としての ECL を見積る際に織り込む必要があります。これは、その情報を織り込まな

ければ、偏りをもたらす可能性のある情報を排除することになり、IFRS 第 9 号の要求事項に反するためです。 

③ 集合的アプローチか個別アプローチか 

合理的で裏付け可能な情報は、必ずしも個々の金融商品レベルで入手可能であるとは限らないため、基礎となる

モデルへの補正または集合的な適用に基づき、経済的影響を ECL の測定に織り込むことが必要となる場合があ

ります。これは、個々の金融商品レベルで情報が得られない場合には、「将来予測的なマクロ経済情報を含めて、

すべての関連性のある信用情報」を織り込んだ「包括的な信用リスク情報」を考慮し、集合的に ECL を測定すべき

であるとしている IFRS 第 9 号 B5.5.4 項によって裏付けられます。その結果、個々の金融商品レベルにおいて詳

細な情報がないことをもって、ECL の見積りから関連性のあるマクロ経済情報の影響を除外する理由にはなりま

せん。 

IFRS 第 9 号の適用ガイダンス設例 5 に含まれている IE38 項および IE39 項（PwC IFRS マニュアル第 45 章

FAQ 45.42.1 の要約・詳細説明を参照（和訳はこちら））は、貸付金のポートフォリオにおいて集合的アプローチを

適用する際の有益な例を示しています。当該 FAQ は、利用可能な情報の程度に応じて、既存のモデルに集合的

な補正を適用するために、「ボトムアップ」アプローチまたは「トップダウン」アプローチのいずれかを用いることを例

示しています。 

ITG 会議の要約の 49 項で説明しているように、影響の二重計算を避けるために注意が必要です。例えば、

COVID-19 の結果、失業率の上昇が予想される場合、その影響を補正として織り込む前に、すでにベース・モデル

に織り込まれている可能性のある失業率の仮定において二重計算されていないことを確かめなければなりませ

ん。 

④ 発生可能性の低さと不確実性 

ECL を測定する際の IFRS 第 9 号の重要な要求事項は、確率を加重した結果を反映することです。このため、

ITG 会議の要約の 45 項では、「(a)当該事象の発生する可能性が低い、もしくはほとんど可能性がない、または

(b)当該事象が信用リスクまたは予想信用損失額に及ぼす影響が不確実であるという理由だけで、情報を予想信

用損失の評価から除外すべきではない」と述べています。 

また、IFRS 第 9 号第 5.5.18 項では、ECL を測定する際に、たとえ確率が非常に低い場合であっても、損失が発

生する可能性と損失が発生しない可能性とを反映させることを企業に要求しています。したがって、ある事象の発

生確率が低いことは、「合理的で裏付け可能」ではないとして当該事象を ECL の見積りから除外する十分な理由

にはなりません。同様に、COVID-19 の影響により幅広い範囲の生じ得る結果がもたらされるとしても、それが「合

理的で裏付け可能」ではないことを意味するものではありません。むしろ、そのような範囲を反映するさまざまなシ

ナリオに適切なウェイト付けを行うことによって対処することが可能です。 

⑤ 開示 

COVID-19 の影響に関する重大な不確実性に鑑みると、どの情報が合理的で裏付け可能であるかを評価し、ま

た、この情報を利用して二次的影響を測定する際に、高度な判断を伴う可能性があります。その結果、場合によっ

ては、情報を評価した後に、一定の情報が合理的で裏付け可能であると結論づけることができない可能性があり

ます。しかし、このような場合には、財務諸表の利用者が ECL の測定に関する限界の範囲を理解できるようにす

るために、企業が関連する開示を行うことが重要です。例えば、以下のような開示を行う可能性があります。 

• 企業が通常、個々の金融商品レベルで ECL を測定するが、「合理的で裏付け可能」な情報が個々の商

品レベルで入手できないため、集合的アプローチまたは補正を適用している場合の開示 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45421_top_down_v_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45421_top_down_v_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/jp/ja/pwc/manual_of_accounting/manual_of_accounting_JP/manual_of_accounting_JP/45_impairment_ifrs_9_JP/example__44_JP/faq_45_421_comparing_JP.html
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• 「合理的で裏付け可能」な情報が入手できないとみなされたため、企業が SICR の評価または ECL の測

定に特定のリスクまたは事象を織り込むことができなかった場合の開示 

 

 

（以下の 2 つの FAQ の和訳はひとつにまとめています。） 

FAQ 3.3.2 「COVID-19 の状況において予定取引のキャッシュ・フロー・ヘッジの要件を評価する際に考慮すべき

要因（IFRS 第 9 号）」  

FAQ 3.4.2 「COVID-19 の状況において予定取引のキャッシュ・フロー・ヘッジの要件を評価する際に考慮すべき

要因（IAS 第 39 号）」 

質問 

COVID-19 によってサプライチェーンや販売プロセスの混乱が生じていますが、このような状況において、予定取

引のキャッシュ・フロー・ヘッジの「可能性が非常に高い」という要件を評価する際にはどのような要因を考慮する必

要があるでしょうか。 

回答 

企業は、予定取引（すなわち、未だ確定約定となっていない予想される取引）から生じるリスク・エクスポージャーを

ヘッジしている場合が多くあります。ヘッジ会計の要件を満たすために、IFRS 第 9 号は、特に、予定取引の発生す

る可能性が非常に高いことを要求しています。 

IFRS の用語集では、可能性が高い（probable）は「発生しない可能性よりも発生する可能性が高い（more likely 
than not）」と定義されています。したがって、予定取引に関して「可能性が非常に高い（highly probable）」という用

語は、「発生しない可能性よりも発生する可能性が高い」という用語よりも「発生する可能性がはるかに高い」ことを

示しています。このことは、IFRS 第 5 号において、IASB が「可能性が非常に高い」という用語を用いていることと

整合的であり、この用語は、「発生しない可能性よりも発生する可能性が高い」に比べて、発生する可能性が著しく

高いことを意味するとされています。 

COVID-19 の状況において、取引が発生する可能性を評価する際には、特定の事実と状況に応じて、関連する可

能性のある様々な要因があります。例えば、以下のような要因が含まれますが、これらに限りません。 

• 取引を行う企業（例えば、店舗を閉鎖した小売業者、事業を縮小した航空会社）の財務上および経営上

の能力 

• COVID-19 の結果として、企業が修正した事業計画 

• 特定の活動が中断する可能性（例えば、別の用途での使用または閉鎖が必要となる可能性のある製造

設備） 

• 実質的に異なる特性を有する取引が同じ事業目的を達成するために使用される可能性（例えば、商品ま

たはサービスの引渡方法の変更） 

上記の要因は網羅的なものではなく、企業の状況に合わせた包括的な分析を実施する必要があります。 

また、予定取引が発生すると見込まれるまでの期間の長さも、発生確率を決定する一つの要因となります。通常、

予定取引の発生までの間隔が広がれば広がるほど、その取引が発生する可能性が非常に高いとみなされる可能

性は低くなり、発生する可能性が非常に高いという主張を裏付けるためにより強力な証拠が必要となります。しか

し、現状では、混乱が将来どの程度続くかという企業の評価次第では、逆の状況も考えられます（すなわち、特定

の短い期間の取引は、発生の可能性が非常に高いとはいえない一方、長い期間の取引は、依然として発生の可

能性が非常に高い場合があります）。 

予定取引の可能性が非常に高くはなくなった場合には、ヘッジ会計を中止しなければなりません。ヘッジ会計を中

止したヘッジに関連するその他の包括利益累計額の適切な処理は、当該取引の発生が依然として見込まれるか

どうかによって異なります。 

https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_332__What_factors_should_be_considered_in_assessing_the_highly_probable_criterion_for_cash_flow_hedges_of_forecast_purchases_or_sales_in_light_of_disruptions_to_the_supply_chain_or_sales_process_as_a_result_of_COVID19_IFRS_9_43.html?dn=i4m_result_of_COVID19_IFRS_9_43.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_332__What_factors_should_be_considered_in_assessing_the_highly_probable_criterion_for_cash_flow_hedges_of_forecast_purchases_or_sales_in_light_of_disruptions_to_the_supply_chain_or_sales_process_as_a_result_of_COVID19_IFRS_9_43.html?dn=i4m_result_of_COVID19_IFRS_9_43.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_342__What_factors_should_be_considered_in_assessing_the_highly_probable_criterion_for_cash_flow_hedges_of_forecast_purchases_or_sales_in_light_of_disruptions_to_the_supply_chain_or_sales_process_as_a_result_of_COVID19_IAS_39_48.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_342__What_factors_should_be_considered_in_assessing_the_highly_probable_criterion_for_cash_flow_hedges_of_forecast_purchases_or_sales_in_light_of_disruptions_to_the_supply_chain_or_sales_process_as_a_result_of_COVID19_IAS_39_48.html?dn=i4m
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以下の表は、キャッシュ・フロー・ヘッジの中止の会計処理に関する詳細を示しています。 

IFRS 第 9 号のヘッジ会計を適用している場合 

 
ヘッジ手段 ヘッジ対象 

ヘッジの終了事象 公正価値評

価の継続  
（注 1） 

貸借対照表

における認

識の中止 

純損益への

再分類 
資本での計

上を継続  
（注 2） 

ヘッジ手段がもはや存在しない（すなわち、売却、終

了、消滅、行使または失効となった場合） 
 ✓  ✓ 

ヘッジ会計の有効性の要件をもはや満たさない（ただ

し、ヘッジ対象の発生はまだ見込まれる） ✓   ✓ 

企業がリスク管理目的を変更する ✓   ✓ 

ヘッジ対象の将来キャッシュ・フローは、もはや発生す

る可能性が非常に高いとはいえないが、発生はまだ

見込まれる 
✓   ✓ 

ヘッジ対象の将来キャッシュ・フローは、もはや発生が

見込まれない ✓  ✓  

キャッシュ・フローの変動性がなくなる（例えば、予定

取引が固定価格の確定約定となる） ✓   ✓ 

IAS 第 39 号のヘッジ会計を適用している場合 

 
ヘッジ手段 ヘッジ対象 

ヘッジの終了事象 公正価値評

価の継続  
（注 1） 

貸借対照表

における認

識の中止 

純損益への

再分類 
資本での計

上を継続  
（注 2） 

ヘッジ手段がもはや存在しない（すなわち、売却、終

了、消滅、行使または失効となった場合） 
 ✓  ✓ 

ヘッジ会計の有効性の要件をもはや満たさない ✓   ✓ 

企業がリスク指定を取り消す ✓   ✓ 

予定取引は、もはや発生する可能性が非常に高いと

はいえないが、発生はまだ見込まれる ✓   ✓ 

予定取引は、もはや発生が見込まれない ✓  ✓  

キャッシュ・フローの変動性がなくなる（例えば、予定

取引が固定価格の確定約定となる） ✓   ✓ 

（注 1） 新たなヘッジにおけるヘッジ手段として再指定されない限り、ヘッジ手段は引き続き公正価値で評価されます。 
（注 2） ヘッジが有効であった期間から、これまでその他の包括利益に直接認識していたヘッジ手段に係る利得または損失の累

計額は、資本に計上されたままであり、ヘッジ対象が純損益に影響を与える時点で純損益に振り替えられます。 
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（以下の 2 つの FAQ の和訳はひとつにまとめています。） 

FAQ 3.3.1 「変動金利ローンのフロアはキャッシュ・フロー・ヘッジの会計処理にどのような影響を与えるか（IFRS
第 9 号）」 

FAQ 3.4.1 「変動金利ローンのフロアはキャッシュ・フロー・ヘッジの会計処理にどのような影響を与えるか（IAS
第 39 号）」 

質問 

キャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ対象である変動金利ローンには、COVID-19 により一部の国が直面している低

いベンチマーク金利によって発動されるフロアが含まれている場合があります。 

そのような変動金利ローンが同様のフロアを含んでいない金利スワップでヘッジされている場合、（1） ヘッジ会計

の要件を引き続き満たすでしょうか、また、（2）非有効部分は損益計算書に計上されることになるでしょうか。 

回答 

IFRS 第 9 号のヘッジ会計を適用している場合 

（1） ヘッジ会計の要件について 

状況によります。 

IFRS 第 9 号に基づく有効性の要件が満たされている場合には、条件面でのミスマッチにかかわらず、ヘッジを指

定（または既存のヘッジを継続）することができます。 

変動金利の資産または負債を含む金利リスクのキャッシュ・フロー・ヘッジにおいて、仮想デリバティブは、ヘッジ対

象と同じ想定元本および同じ価格改定日のスワップとなります。また、仮想スワップの変動金利の基礎となる指数

は、資産または負債の変動金利の基礎となる指数（ヘッジ手段の金利の基礎となる指数ではない）と一致します。

最後に、仮想デリバティブは、ヘッジ対象のキャップ、フロア、あるいはその他の非分離型の組込デリバティブの特

徴を反映します。 

ヘッジが長期借入金またはスワップに関連しており、ヘッジ対象のフロアの影響が短期であると予想される場合に

は、経済的関係の要件が満たされる可能性は高いといえます。 

しかし、フロアが残りのヘッジ期間の大部分にわたって、ヘッジ対象のキャッシュ・フローに影響を与えると予想され

る場合（すなわち、負債の金利がフロアの金利で固定されている可能性が高い場合）、ヘッジが引き続きヘッジ会

計の要件を満たす可能性は低いといえます。このような状況では、さらなる金利変動はヘッジ手段に影響を与える

が、ヘッジ対象には影響を与えません。こうした状況が発生する例としては、ヘッジ関係の残存期間が比較的短期

の場合が挙げられます。 

（2）非有効部分の損益計上 

ヘッジがヘッジ会計の要件を引き続き満たすとしても、条件のミスマッチにより非有効部分が生じ、損益計算書に

計上されます（キャッシュ・フロー・ヘッジの通常の「いずれか低い方」テストに従います）。 

IAS 第 39 号のヘッジ会計を適用している場合 

（1） ヘッジ会計の要件について 

状況によります。 

IAS 第 39 号に基づく有効性の要件が満たされている場合には、条件面でのミスマッチにかかわらず、ヘッジを指

定（または既存のヘッジを継続）することができます。 

変動金利の資産または負債を含む金利リスクのキャッシュ・フロー・ヘッジにおいて、仮想デリバティブは、ヘッジ対

象と同じ想定元本および同じ価格改定日のスワップとなります。また、仮想スワップの変動金利の基礎となる指数

は、資産または負債の変動金利の基礎となる指数（ヘッジ手段の金利の基礎となる指数ではない）と一致します。

https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_331__How_do_floors_in_variablerate_loans_affect_the_application_of_cash_flow_hedge_accounting_IFRS_9_42.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_331__How_do_floors_in_variablerate_loans_affect_the_application_of_cash_flow_hedge_accounting_IFRS_9_42.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_341__How_do_floors_in_variablerate_loans_affect_the_application_of_cash_flow_hedge_accounting_IAS_39_47.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_341__How_do_floors_in_variablerate_loans_affect_the_application_of_cash_flow_hedge_accounting_IAS_39_47.html?dn=i4m
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最後に、仮想デリバティブは、ヘッジ対象のキャップ、フロア、あるいはその他の非分離型の組込デリバティブの特

徴を反映します。 

ヘッジが長期借入金またはスワップに関連しており、ヘッジ対象のフロアの影響が短期であると予想される場合に

は、定量的なヘッジの有効性の閾値が満たされる可能性は高いといえます。 

しかし、フロアが残りのヘッジ期間の大部分にわたって、ヘッジ対象のキャッシュ・フローに影響を与えると予想され

る場合（すなわち、負債の金利がフロアの金利で固定されている可能性が高い場合）、ヘッジが引き続きヘッジ会

計ヘッジ非有効部分の測定の要件を満たす可能性は低いといえます。このような状況では、さらなる金利変動は

ヘッジ手段に影響を与えるが、ヘッジ対象には影響を与えません。こうした状況が発生する例としては、ヘッジ関係

の残存期間が比較的短期の場合が挙げられます。 

（2）非有効部分の損益計上 

ヘッジがヘッジ会計の要件を引き続き満たすとしても、条件のミスマッチにより非有効部分が生じ、損益計算書に

計上されます（キャッシュ・フロー・ヘッジの通常の「いずれか低い方」テストに従います）。 

 

 

（以下の 2 つの FAQ の和訳はひとつにまとめています。） 

FAQ 3.3.3 「貸付金の支払猶予がヘッジ会計に及ぼす影響」 

FAQ 3.4.3 「貸付金の支払猶予がヘッジ会計に及ぼす影響（IAS 第 39 号）」 

質問 

金利リスクをヘッジしている貸付金の支払猶予が行われる場合、貸手または借手のヘッジ会計にどのような影響

があるでしょうか。 

回答 

ヘッジ会計に及ぼす影響は、ヘッジの種類、ヘッジ対象がどのように文書化されているか、および支払猶予の内容

によって異なります。 

キャッシュ・フロー・ヘッジの場合 

キャッシュ・フロー・ヘッジの典型的な例は、変動金利の貸付金におけるキャッシュ・フローのボラティリティを軽減す

るものです。ヘッジ手段は、通常、金利スワップであり、貸付金の金利の支払または受取のタイミングと一致する定

期的な金利の決済を伴います。 

ヘッジ対象がどのように文書化されているか、および支払猶予の内容は、そのようなキャッシュ・フロー・ヘッジにお

ける支払猶予の影響に相違を生じさせる可能性があります。 

設例１ 支払の免除 

企業は、変動金利の貸付金を有しており、60 カ月の利息支払いが残っていると仮定します。COVID-19 の結果と

して、今後 2 カ月分の利払いが免除されています。企業は、この支払猶予を貸付金の条件変更として会計処理す

べきであると判定しました。 

● ヘッジ手段：金利スワップ（条件変更前の貸付金と主要な条件が完全に一致しており、当該条件は変更

されていない） 

● ヘッジ対象：特定の貸付金またはその代替となるものが指定されている 

● ヘッジ対象のリスク：ベンチマーク金利リスクの変動により生じるキャッシュ・フローのボラティリティに対

するエクスポージャーのキャッシュ・フロー・ヘッジ 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_333__Hedge_accounting_and_payment_holidays_44.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_343__Hedge_accounting_and_payment_holidays_IAS_39_49.html?dn=i4m
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分析 

支払猶予により、貸付金からは、58 ヶ月の変動金利のキャッシュ・フローが生じますが、ヘッジ手段からは引き続

き 60 ヶ月の金利のキャッシュ・フローが生じます。 

ヘッジ対象の貸付金は未決済のままですが、今後、キャッシュ・フローはヘッジ手段と完全には一致しないと考えら

れます。 

このようなキャッシュ・フローのミスマッチは、経済的関係の有効性テストに抵触するほど重大ではない（IFRS 第 9
号のヘッジ会計を適用している場合）、または 80～125％の有効性テストにおける非常に有効という閾値を満たさ

なくなるほど重大ではない（IAS 第 39 号のヘッジ会計を適用している場合）可能性が高いといえます。ただし、通

常の「いずれか低い方」のテストに従い、一定の非有効部分が認識されます。 

非有効部分を測定する 1 つの方法は、免除された 2 か月分のキャッシュ・フローを変動レグから除外するように仮

想デリバティブを修正することです。また、ヘッジ対象の変動の測定に使用する固定レグは、ヘッジ関係の開始時

の公正価値がゼロとなるように免除されたキャッシュ・フローを織り込むことにより再計算することもできます。 

設例２ 支払の繰延べ 

企業は、変動金利の貸付金を有しており、60 カ月の利息支払いが残っていると仮定します。COVID-19 の結果と

して、変動金利で計算される今後 2 カ月分の利払いが 1 年間繰り延べられます。企業は、この支払猶予を貸付金

の条件変更として会計処理すべきであると判定しました。 

● ヘッジ手段：金利スワップ（条件変更前の貸付金と主要な条件が完全に一致しており、当該条件は変更

されていない） 

● ヘッジ対象：特定の貸付金またはその代替が指定されている 

● ヘッジ対象のリスク：ベンチマーク金利リスクの変動によって生じるキャッシュ・フローのボラティリティに

対するエクスポージャーのキャッシュ・フロー・ヘッジ 

分析 

ヘッジ対象の貸付金は、未決済のままですが、今後、キャッシュ・フローはヘッジ手段と完全には一致しないと考え

られます。 

支払猶予は、ヘッジ対象とヘッジ手段とのキャッシュ・フローのタイミングのミスマッチをもたらします。 

このようなキャッシュ・フローのタイミングのミスマッチは、経済的関係の有効性テストに抵触するほど重大ではない

（IFRS 第 9 号のヘッジ会計を適用している場合）、または 80～125％の有効性テストにおける非常に有効という閾

値を満たさなくなるほど重大ではない（IAS 第 39 号のヘッジ会計を適用している場合）可能性が高いといえます。

ただし、通常の「いずれか低い方」のテストに従い、一定の非有効部分が認識されます。 

非有効部分を測定する 1 つの方法は、繰り延べられた 2 か月分のキャッシュ・フローの改訂後のタイミングを反映

させるように、ヘッジ対象の変動の測定に使用する仮想デリバティブの変動レグを修正することです。固定レグは、

ヘッジ開始時の公正価値がゼロとなるように繰り延べられたキャッシュ・フローを織り込むことにより再計算すること

もできます。 

上記の例は、特定の貸付金がヘッジ指定されていることを前提としています。ヘッジ対象が異なる方法で文書化さ

れている場合（例えば、特定の貸付金に結び付かない、発生可能性が非常に高い一連の変動金利のキャッシュ・

フローが指定されている場合）、それにより生じる会計上の影響も異なる可能性があります。 

なお、より複雑なヘッジ手段、特に IFRS 第 9 号のヘッジコストのアプローチをオプションなどに適用している場合

には、時間価値の調整など、他にも考慮すべき事項が生じます。 

公正価値ヘッジの場合 
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公正価値ヘッジの典型的な例は、固定金利の貸付金のキャッシュ・フローを変動金利に「スワップ」するデリバティ

ブ契約を締結するものです。最も一般的なヘッジ手段は、ヘッジ対象の貸付金の金利の支払または受取のタイミン

グと一致する定期的な金利の決済を伴う金利スワップです。 

一般に、ヘッジ対象のリスクは、特定のベンチマーク金利の変動により生じる貸付金の公正価値の変動に対する

エクスポージャーとして文書化されます。 

ヘッジ対象の貸付金の支払は、COVID-19 の結果として免除されるか、または繰り延べられる場合があります。こ

こでは、企業が、その影響を基礎となる貸付金の条件変更として会計処理すると判定していると仮定します。 

ヘッジ手段が変更されない場合、貸付金の公正価値の金利の変動の影響は、デリバティブの公正価値に対する影

響とは異なります。 

COVID-19 への対応として付与された短期の支払猶予について、金利のキャッシュ・フローとデリバティブの決済

のタイミングまたは金額のミスマッチは、経済的関係の有効性テストに抵触するほど重大ではない（IFRS 第 9 号

のヘッジ会計を適用している場合）、または 80～125％の有効性テストにおける非常に有効という閾値を満たさな

くなるほど重大ではない（IAS 第 39 号のヘッジ会計を適用している場合）可能性が高いといえます。 

しかし、このミスマッチにより、ヘッジ対象の貸付金の公正価値の変動（すなわち、ヘッジ対象のリスクについて計

上されたベーシス・アジャストメント）とデリバティブの公正価値の変動が異なる結果となる可能性があります。この

場合、このミスマッチの結果として非有効部分が損益計算書に認識されます。 

 

 

FAQ 3.5.1 「サプライヤー・ファイナンスの取決めの会計処理に対する COVID-19 の影響」 

質問 

COVID-19 によって引き起こされた経済状況に対応するため、営業債務に関するサプライヤー・ファイナンス（注

１）の取決めについて変更を行った場合、当該変更はどのように評価されるでしょうか。 

（注１）サプライヤー・ファイナンスは、「リバース・ファクタリング」や「仕組債務」とも呼ばれます。 

背景 

営業債務についてサプライヤー・ファイナンスの取決めを行う企業は、当初の営業債務について以下の評価を行

います。 

1. 当初の営業債務が消滅し、新たな負債（銀行融資など）を認識する必要があるか 

2. 当初の営業債務は消滅せずに条件変更となる場合、貸借対照表で別に表示する必要があるか（例え

ば、独立の表示科目とするなど） 

サプライヤー・ファイナンスの取決めを行った営業債務は、特定の事実と状況に基づき会計処理されます。 

企業は、証拠を比較検討し、取決めの経済的実質が従前の営業債務の消滅であるかどうか、また、消滅ではなく

条件変更となる場合には、IAS 第 1 号第 15 項で要求されている適正な表示を提供するために貸借対照表で別に

表示する必要があるかどうかを決定します。  

回答 

COVID-19 によって引き起こされた経済状況の結果として、企業は、親会社（または、他のグループ企業）からの

保証の追加や支払日の延期など、サプライヤー・ファイナンスの取決めを変更する可能性があります。 

新たな条件の対象となる残高について、企業は、当初の営業債務が消滅しているかどうか、および更新後の条件

に基づく営業債務の適切な表示についての再評価を行う必要があります。また、適切な開示も行う必要があります

https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_351__How_is_the_accounting_for_supplier_finance_arrangements_impacted_by_COVID19_51.html?dn=i4m
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（例えば、契約条件の変更についての開示、および残高が引き続き営業債務であるという結論が重要な会計上の

判断を伴う場合の IAS 第 1 号第 122 項で要求される開示）。 

 

 

FAQ 3.8.1 「市場が混乱している期間において市場が依然として活発であるかどうかの判断」 

質問 

市場が活発であるかどうかを判断する際に、どのような要因を考慮すべきでしょうか。 

回答 

IFRS 第 13 号 B37 項には、通常の市場活動に比べて、活動の量または水準が著しく低下しているかどうかを判

断するうえで考慮すべき要素の一覧が示されています。 

企業が評価すべき要因としては、以下のものが含まれます（ただし、これらに限りません）。 

1. 資産または負債あるいは類似の資産または負債についての新規発行市場（すなわち、一時市場）の活

動が著しく低下しているか、またはそのような市場がない。 

2. 最近の取引が少ない。 

3. 価格相場が現在の情報を用いて形成されていない。 

4. 価格の相場が、時期によって、またはマーケット・メーカーごとに著しく異なっている（例えば、一部のブロ

ーカー市場）。 

5. これまで当該資産または負債の公正価値と高い相関があった指標が、当該資産または負債の公正価値

の最近の指標と明らかに相関しなくなっている。 

6. 資産または負債についての信用およびその他不履行リスクについての入手可能なすべての市場データ

を考慮した、報告企業の期待キャッシュ・フローの見積りと比較して、観察された取引または相場価格に

ついてのインプライド流動性リスク・プレミアム、イールドまたは（延滞率や貸倒率などの）パフォーマンス

指標が著しく上昇している。 

7. ビッド・アスク・スプレッドの幅が大きいか、またはビッド・アスク・スプレッドの幅が著しく拡大している。 

8. 公表されている情報がほとんどない（例えば、相対市場で行われる取引について）。 

資産または負債の市場における活動の量または活動水準が著しく低下していると企業が判断する場合には、当該

市場で観察された取引価格または相場価格の追加的な分析を実施する必要があります。活動の著しい低下だけ

では、観察された取引価格が公正価値を表さないことを示さない場合があります。しかし、取引価格または相場価

格が公正価値を表さない可能性がある場合には、公正価値の見積りにおいてその情報を使用する際に調整が必

要となるため、追加的な分析が必要になります。 

 

 

FAQ 3.8.2 「活発でない市場における価格の評価」 

質問 

企業は、金融資産の公正価値を決定する際に、市場が変動している期間の活発でない市場における金融資産の

市場価格を無視することができるでしょうか。 

回答 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_381__Determining_whether_a_market_is_still_active_in_a_period_of_market_disruption_52.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_382__Assessing_prices_in_inactive_markets_53.html?dn=i4m
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IFRS 第 13 号 B44 項は、以下のそれぞれの状況において、観察可能な取引価格を評価する際に考慮すべきガイ

ダンスを示しています。 

• 取引が秩序ある取引ではない場合－証拠により、取引が秩序ある取引ではないことが示されている場合

には、企業は、公正価値の見積りを行う際に、観察可能な当該取引価格へのウェイトを（公正価値の他

の指標に比べて）低くする必要がある。 

• 取引が秩序ある取引である場合－証拠により、取引が秩序ある取引であることが示されている場合に

は、企業は、公正価値の見積りを行う際に、当該取引価格を考慮する必要がある。（公正価値の他の指

標との比較における）当該取引価格へのウェイトの大きさは、取引の事実および状況、ならびに他の利用

可能なインプットの性質や品質によって決まる。 

FAQ 3.8.3 「取引が秩序ある取引であるかどうかの判断」（和訳はこちら）は、取引が秩序ある取引であるかどうか

を判断する方法を説明しています。市場が活発でないと考えられる場合には、参照取引における価格のインプット

は関連性が低い可能性があります。資産または負債の取引の量と活動の水準が著しく低下した場合には、取引が

秩序ある取引であるか（または秩序ある取引ではないか）の判断がより困難になります。 

経営者が、観察された取引が秩序ある取引であるか（それともそうではないか）を判断するために十分な情報を有

していない場合には、公正価値の見積りを行う際に当該取引価格を考慮に入れる必要があります。そのような状

況では、当該取引価格は、公正価値を見積もるうえで決定的なものではない（すなわち、唯一または主要な基礎で

はない）可能性があります。当該取引が秩序ある取引であるかどうかを判断するために十分な情報が報告企業に

ない場合には、秩序ある取引だと判明している他の取引に比べて、当該取引へのウェイトを低くしなければならな

い可能性があります。 

IFRS 第 13 号では、活発でない市場における公正価値を見積もる際に、取引価格または相場価格に対する重大

な調整を行うための手法を定めていません。経営者は、規範的なアプローチを適用する代わりに、公正価値の指

標のウェイト付けを行う必要があります。 

 

 

FAQ 3.8.3 「取引が秩序ある取引であるかどうかの判断」 

質問 

どのような場合に、秩序ある取引と判断されるでしょうか。 

回答 

IFRS 第 13 号 B43 項には、取引が秩序ある取引ではないことを示す可能性がある状況の一覧が示されており、

以下のものが含まれています（ただし、これらに限りません）。 

• 測定日前の期間において市場に十分に晒されておらず、現在の市場の状況下でそうした資産または負

債を関わる取引に関する通常の慣習的なマーケティング活動ができなかった場合 

• 通常かつ慣習的なマーケティング期間があったが、売手が当該資産または負債を単一の市場参加者に

しか売り込んでいなかった場合 

• 売手が破産または管財人の管理下の状態にあるか、またはその寸前である（すなわち、売手が投売りを

している）場合、あるいは売手が規制上または法律上の要求を満たすために売却することを要求された

（すなわち、売手が強制されている）場合。ただし、売却の要求の多くは、秩序ある処分となるための十分

な時間とマーケティング努力を確保できる状況で行われるため、売却の要求のすべてが強制された売却

になるわけではない。 

• 取引価格が、同一または類似の資産または負債の最近の他の取引と比べて異常値である場合 

IFRS 第 13 号は、取引が秩序ある取引ではないことを示す可能性のある要因の一覧を示していますが、PwC
は、関連当事者出ない当事者との観察可能な取引は秩序ある取引であるという暗黙の反証可能な推定が存在す

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_383__Determining_whether_transactions_are_orderly_54.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_383__Determining_whether_transactions_are_orderly_54.html?dn=i4m
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ると考えています。PwC の経験では、このような取引は、ほぼすべての場合に秩序ある取引とみなされます。した

がって、関連当事者でない当事者との観察可能な取引が秩序ある取引ではないと判断するために必要な証拠は、

確固たるものである必要があります。 

 

 

FAQ 3.8.4 「活発な市場における相場価格に対する調整」 

質問 

活発な市場における公表価格（すなわち、レベル 1 のインプット）がある場合、企業は、公正価値を決定する際に、

市場が著しく変動している期間の相場価格を調整または無視することができるでしょうか。 

回答 

「公正価値」の目的は、測定日に存在する状況下で、市場参加者の間で秩序ある取引が生じるであろう価格を決

定することです。当該取引が秩序ある取引ではないと判断されるような異常に稀な状況を除き、観察可能な取引を

調整または無視することは適切ではありません。一般的に、活発な市場における取引価格（すなわち、レベル 1 の

インプット）について、IFRS 第 13 号の下で秩序あるものではないと結論付けるには、極めて高いハードルが存在

します。 

したがって、PwC は、金融資産の公正価値は、活発な市場における当該金融資産の相場価格に保有数量を乗じ

た金額（一般的に「P×Q」と呼ばれる）で計算されると考えています。市場が著しく変動している時期であっても、引

き続きこの考え方は該当します。 

 

 

FAQ 3.8.5 「情報の入手可能性の遅れ」 

質問 

COVID-19 による混乱により、投資の公正価値を測定するために使用される情報の入手可能性に遅れが生じる可

能性があります。企業が当初の評価においてそのような情報の見積りを用いる場合、財務諸表の発行前に入手可

能になった更新された情報をどのように考慮すべきでしょうか。 

回答 

公正価値モデルで用いられる当初の見積りは、当該情報が、測定日に存在した既知または知り得る状況について

追加の証拠を提供する場合に、かつ、その場合にのみ、企業の財務諸表の公表前に入手可能となった遅延した

情報に基づき更新される必要があります。 

 

 

FAQ 3.8.6 「市場の終了後の事象」 

質問 

公正価値を見積もる際には、市場の終了後ではあるが測定日の終わりより前に生じる事象を考慮すべきでしょう

か。 

回答 

IFRS 第 13 号第 79 項(b) で説明しているように、状況によっては、重大な事象（相対市場における取引、ブローカ

ー市場における取引または発表など）が、市場の終了後ではあるが測定日の終わりより前に発生する場合があり

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_384__Adjustments_to_the_quoted_price_in_an_active_market_55.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_385__Delays_in_the_availability_of_information_56.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_386__Post_market_closure_events_57.html?dn=i4m
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ます。その場合、市場の相場価格は、測定日における公正価値を表していない可能性があります。企業は、公正

価値測定に影響を及ぼし得る事象を識別するための方針を設定し、首尾一貫して適用する必要があります。さら

に、企業が相場価格を調整する場合、その結果得られる測定値はレベル 1 には分類されず、より下位のレベルの

測定値となります。 

一般に、公正価値測定を要求または許容する各会計基準で特定された測定日は、「有効な」評価日となります。し

たがって、特定された測定日に発生したであろう取引について評価が適切となるように、その評価には特定された

測定日に存在する事実と状況のみを反映する必要があります。この事実と状況には、測定日より前に発生した事

象または測定日に合理的に予測可能であった事象が含まれます。 

 

 

FAQ 3.8.7 「金融商品の公正価値測定におけるキャッシュ・フローの不確実性」 

質問 

金融商品の公正価値測定において、COVID-19 に関連する不確実性をどのように織り込むべきでしょうか。 

回答 

2020 年上期の報告日において、COVID-19 により、以下のような多くの重大な不確実性が生じています。 

• COVID-19 の影響に関する期間の長さと深刻さ 

• 感染拡大防止のために取られた措置がどの程度有効か 

• パンデミックの収束後に経済活動がどの程度速やかにより正常な状態に戻るか 

COVID-19 は、金融商品のキャッシュ・フローの金額および時期に関する不確実性を著しく増大させました。その

影響は、必ずしも金融商品の信用リスクに限定されるものではありません。例えば、COVID-19 対応の一環とし

て、合意済みの支払の繰延べ 1や政府が提供するまたは課す可能性のある追加的な繰延べによって、貸付金に

伴うキャッシュ・フローの金額および時期の不確実性が高まっています。株式投資に関しても、COVID-19 の影響

により、投資のキャッシュ・フローの金額および時期に関する不確実性が高まっている可能性があります。同様に、

特定の鉱山の生産時期（作業停止の観点から）や基礎となる貴金属の価格に依存している特定の貴金属流通契

約のキャッシュ・フローの金額および時期に関する不確実性も高まっている可能性があります。 

COVID-19 の影響は予測が困難であるため、企業は、COVID-19 から生じる不確実性のすべてを単一のキャッシ

ュ・フロー予測に織り込むことができない可能性があります。むしろ、一定の範囲の生じ得る結果が存在し、それぞ

れに適切なウェイト付けを適用しながら、異なるシナリオとして含める必要がある可能性があります。経営者は、各

シナリオに織り込んだ要因についての根拠を文書化する必要があり、これには各シナリオに適用した発生確率の

ウェイト付けも含まれます。 

金融商品を将来キャッシュ・フローに基づいて評価する場合、企業は、一般に、各シナリオにおける将来キャッシ

ュ・フローおよび関連する発生確率を決定します。この場合、金融商品の公正価値は、全てのシナリオの確率加重

の合計の現在価値となります。概念的には、この技法を用いることにより、企業は通常、各シナリオにおけるすべ

ての異なるリスクの影響（COVID-19 やその他の不確実性など）をキャッシュ・フローに織り込み、その結果、その

ようなシナリオごとに確率加重したリスク調整後のキャッシュ・フローを算定します。そのうえで、各シナリオのキャッ

シュ・フローをリスク・フリー・レートで割り引いて、その影響を合算して公正価値を算定します。これは、IFRS 第 13
号 B25 項の「期待現在価値技法の第 1 法」として記載されているリスク調整後の期待キャッシュ・フロー法と整合

的です。例えば、貸付金の場合、企業は、異なる予想支払オプションと、それぞれについて見積った「倒産確率」お

よび「デフォルト時損失率」の影響を異なるシナリオに織り込み、それぞれのシナリオの確率加重を行う可能性が

あります。キャッシュ・フローを見積る際のすべてのパラメータは、可能な限り、市場で観測可能なデータに基づく必

要があり、市場参加者の見解や期待と整合的でなければなりません。その後、各シナリオはリスク・フリー・レート

で割り引かれ、確率加重したシナリオの合計が金融商品の公正価値となります。 

企業は、上記に代えて、各シナリオの将来キャッシュ・フローの見積りにおいて信用リスクの影響を除外し、当該影

響を割引率に織り込むこともできます。多くの場合、信用スプレッドは観察可能である、または、信用格付けおよび

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_387__Uncertainties_in_cash_flow_fair_value_measurement_of_financial_instruments_58.html
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他の類似する信用格付けの金融商品との比較に基づいて導き出すことが可能であるため、この混合アプローチが

実務上採用される場合があります。 

最も重要な原則は、シナリオのキャッシュ・フローが特定のリスク要因について調整されている限り、同じリスク要

因を割引率の調整として織り込んではならないということです。一方、シナリオのリスク調整後キャッシュ・フローに

リスク要因が織り込まれていない場合、割引率には、その特定のリスク要因をリスク・フリー・レートの調整として織

り込む必要があります。しかし、多くの場合、リスク要因を割引率に織り込むことは、当該リスク要因をさまざまなシ

ナリオに織り込むよりも主観的で難しいといえます。詳細な説明については、非金融資産の不確実なキャッシュ・フ

ローに関する FAQ 2.6.2 「レベル 3 の公正価値測定に関するキャッシュ・フローの不確実性と評価技法の変更」

（和訳はこちら）をご参照ください。 

さらに、IFRS 第 13 号は、財務諸表の利用者に適切な開示を提供することにより、レベル 3 の公正価値測定に関

する不確実性に対処しています。適切な開示には、使用した評価技法、評価手続に関する意思決定がどのように

行われたか、および継続的な公正価値測定における重大な観察可能でないインプットに対する公正価値測定の感

応度の記載が含まれます。 

1 合意した場合でも、債務者は繰延べを行う場合も、行わない場合もあります。 

 

 

FAQ 3.8.8 「負債性金融商品の公正価値の算定時に将来の条件変更の発生可能性を考慮する必要があるか」 

質問 

負債性金融商品の公正価値の算定において、将来の条件変更の発生可能性を考慮する必要があるでしょうか。 

回答 

状況によります。 

企業は、公正価値の測定において、市場参加者が当該資産又は負債の価格付けを行う際に用いるであろう仮定

を用いて行わなければなりません 1（IFRS 第 13 号第 22 項）。したがって、金融商品の価格付けにおいて市場参

加者が将来の条件変更の発生可能性を考慮する場合、企業も当該金融商品の公正価値の算定において同様に

考慮する必要があります。市場参加者が将来の条件変更の発生可能性を考慮しない場合には、企業も公正価値

の算定においてこれを考慮する必要はありません。 

例えば、市場参加者が、COVID-19 に関連する事象の発生の結果として負債性金融商品の条件変更が行われる

可能性を想定している可能性があります。このような事象には、（予想される）政府の発表や行動が含まれ、こうし

た政府の行動により一部の支払の繰延や減額が生じる可能性があります。したがって、公正価値の算定におい

て、企業はこのような条件変更の発生可能性と関連する不確実性を考慮することになります。 

このような発生可能性を評価に織り込む方法は、複雑です。多くの場合、複数のシナリオを用いることが適切となり

ます（FAQ 3.8.7 「金融商品の公正価値測定におけるキャッシュ・フローの不確実性」を参照）（和訳はこちら）。 

1 ローンの条件変更が行われた場合に提供が見込まれる政府の救済措置のうち、ローンのその後の購入者には移転できない救

済措置は、市場参加者によるローン自体の評価において考慮されないことに留意する必要があります。 

 

 

FAQ 3.8.9 「企業が財務制限条項に違反している場合の公正価値の検討」 

質問 

借入金の財務制限条項に違反している場合、企業は、借入金の公正価値をどのように検討すべきでしょうか。 

回答 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Nonfinancial_assets_12/FAQ_262__Uncertainties_in_cash_flows_and_change_in_valuation_technique_for_level_3_fair_value_measurement_24.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Nonfinancial_assets_12/FAQ_262__Uncertainties_in_cash_flows_and_change_in_valuation_technique_for_level_3_fair_value_measurement_24.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_388__Should_possible_future_modifications_be_considered_when_determining_the_fair_value_of_a_debt_instrument_59.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_387__Uncertainties_in_cash_flow_fair_value_measurement_of_financial_instruments_58.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_389_Consideration_of_fair_value_where_an_entity_has_breached_a_debt_covenant_60.html?dn=i4m
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IFRS 第 13 号の一般原則では、負債の公正価値は、現在の市場の状況で測定日に秩序ある取引によって移転さ

れる可能性のある金額を反映する必要があるとされています。 

しかし、この一般原則に対する例外として、IFRS 第 13 号では、要求払の特徴を有する負債の公正価値は、要求

払金額を当該金額の支払が要求される可能性のある最初の日から割り引いた金額を下回らないことを要求してい

ます（IFRS 第 13 号第 47 項）。 

したがって、（例えば、財政上の困難により）企業が財務制限条項に違反し、その違反によって借入金またはその

他の発行済負債性金融商品が要求払となった場合、その公正価値は要求額を下回ってはなりません。これは、

IFRS 第 7 号第 25 項に従って償却原価で計上された負債の公正価値の開示および公正価値で計上された負債

の公正価値の測定の両方に適用されます。また、これは、現在の金利が負債の契約上の金利よりも高いかどう

か、および企業が、支払期限が到来した金額を返済するのに十分な資産を保有しているかどうかにかかわらず適

用されます。 

企業は、金融商品の帳簿価額と公正価値の比較において、この公正価値の一般原則に対する例外規定を適用し

て負債を開示し、財務諸表の他の箇所における違反についての開示を参照することができます。これは、開示また

は認識された公正価値が、負債を移転した時の価値を上回る可能性が高い場合、帳簿価額と公正価値との比較

の理解可能性を高めるのに役立ちます。 

この公正価値測定の一般原則に対する例外規定は、負債の発行企業にのみ適用されることに留意が必要です。

すなわち、関連する貸付資産の保有者は、引き続き、測定日における貸付資産の仮想的な移転に基づいて公正

価値を決定することが要求されます。 

 

 

FAQ 4.1 「COVID-19 に関連するリース料の減免はどのように会計処理すべきか」 

質問 

借手が COVID-19 に関連してリース料の減免を受けた場合、どのように会計処理すべきでしょうか。 

なお、本 FAQ は、2020 年 4 月 24 日に IASB が公表した公開草案「Covid-19 に関連した賃料減免」（同公開草

案・日本語訳）で提案されている IFRS 第 16 号の修正の影響は考慮していません。公開草案では COVID-19 に

関連した賃料減免がリースの条件変更であるかの評価を免除する扱いを借手のみに与えることを提案していま

す。公開草案が最終化された後、必要に応じて本 FAQ を更新する予定です。 

回答 

COVID-19 のパンデミックにより、借手に対するリース料の減免が提供されています。この減免は、支払猶予、現

金払戻し、リース料の繰り延べなど、さまざまな形態をとる可能性があります。IASB は、2020 年 4 月 10 日、

COVID-19 に関連するリース料の減免について、IFRS の一貫した適用を支援することを目的とした文書（「IASB
文書」）を発行しました。 

COVID-19 の状況において提供されるリース料の減免について、適切な会計処理を決定するためには、判断が要

求されます。事実と状況に応じて、減免の実質は（負の）変動リース料、リース料の一部免除、リース料の一部の

繰延べ、またはリースの条件変更であるとして会計処理することが適切である可能性があります。この判断を行う

際に考慮すべき要因には、以下のようなものがあります。 

• リース契約における既存の条項 

一部のリース契約には、不可抗力（force majeure）条項や類似の条項がすでに含まれています。このよ

うな条項が COVID-19 に適用され、結果として、リース料の支払額が減少する場合、その実質は指数ま

たはレートに依存しない負の変動リース料であるとして会計処理することが適切である可能性がありま

す。IFRS 第 16 号では、リース料の減額の契機となる事象または条件が発生した期間に、借手および貸

手の双方がその影響を認識します。FAQ 4.2 「COVID-19 の状況においてリース契約における不可抗力

条項はどのような会計上の影響があるか」（和訳はこちら）は、このような不可抗力条項や類似の条項の

会計処理に関する詳細なガイダンスを提供しています。 

https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Leases_63/FAQ_41__How_should_lease_concessions_related_to_COVID19_be_accounted_for_64.html?dn=i4m
https://cdn.ifrs.org/-/media/project/ifrs-16-covid-19/ed-covid-19-related-rent-concessions.pdf?la=en
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20200428-01.pdf
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20200428-01.pdf
https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/04/application-of-ifrs-16-in-the-light-of-the-covid-19-uncertainty/
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Leases_63/FAQ_42__What_are_the_accounting_implications_of_a_force_majeure_clause_in_a_lease_contract_in_the_context_of_COVID19_65.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Leases_63/FAQ_42__What_are_the_accounting_implications_of_a_force_majeure_clause_in_a_lease_contract_in_the_context_of_COVID19_65.html?dn=i4m
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• 政府による措置 

IFRS 第 16 号第 2 項は、企業に対し、IFRS 第 16 号を適用する場合に、契約の条件ならびに関連する

あらゆる事実および状況の両方を検討することを要求しています。IASB 文書は、関連する事実および状

況には、リース契約に適用される契約、法律または規則が含まれる可能性があると述べています。また、

IASB 文書では、IFRS 第 16 号を適用する際に、企業は、その変更が契約自体によるものであるか、適

用する法律や規制によるものであるかにかかわらず、同じようにリース料の変動を扱うと述べています。

したがって、法律、規則または政府の措置によってのみ課されるリース料の減免の影響は、リース契約に

おける既存の条項によって要求される減免の影響と類似する可能性があります。また、この場合、指数

またはレートに依存しない負の変動リース料として会計処理され、リース料の減額の契機となる事象また

は条件が発生した期間に、借手および貸手の双方がその影響を認識することが適切である可能性があ

ります。 

• リース料の免除 

減免が、リースの範囲を変更せず、リース契約によって要求されていたリース料の一部の免除という形を

とる場合、その実質は、両当事者によるリース契約の条件変更の合意というよりも、貸手によるリース負

債の一部の免除である可能性があります。IFRS 第 9 号第 2.1 項（b）は、認識の中止に関する IFRS 第

9 号の要求事項をリース負債（借手）とリース債権（貸手）の両方に適用することを要求しています。した

がって、リース料の免除という形での減免は、IFRS 第 9 号の認識の中止に関する要求事項を適用する

ことによって適切に会計処理される可能性があり、その結果、リース負債またはリース債権の一部の認

識の中止が行われることになります。借手は、認識していたリース負債を、免除されたリース料の現在価

値 1まで減額し、免除が発生した時点で対応する利得を損益計算書に認識します。同様に、貸手につい

ても、以前に認識したリース債権を放棄する範囲で、リース債権の該当部分の認識の中止を行い、損失

を損益計算書に認識します。また、貸手は IFRS 第 9 号第 2.1 項(b) に従って、IFRS 第 9 号の減損に関

する要求事項をリース債権に適用する必要があります。 

• リース料の繰延べ 

一部の減免では、リース料の減額ではなくリース料の繰延べという形をとる場合があります。その場合、

名目金額としては、リースの対価は変更されません。企業は、そのような繰延べが比例的である場合、リ

ースの範囲やリースの対価のいずれにも変更がないため、リースの条件変更ではないと判断する可能

性があります。これは、繰延べが比例的 2であると判断される場合に関する IASB 文書の記述と矛盾す

るものではありません。しかし、繰延期間に、リース負債またはリース資産の測定に使用する利率による

追加の利息が発生しない場合、リース料総額の現在価値に影響が生じます。この影響は、リース負債

（借手）またはリース債権（ファイナンス・リースにおける貸手）を調整し、繰延べが認められた時点で、対

応する利得（借手）または損失（貸手）を認識することによって会計処理されます。 

• その他の減免 

経営者は、上記に述べた方法では減免の実質が適切に会計処理されないと結論づける場合、その実質

がリースの条件変更であるかどうかを検討する必要があります。例としては、貸手と借手との間で交渉が

行われ、リース契約の条件変更が行われる場合の減免が挙げられます。借手は、リースの条件変更を

会計処理するために、IFRS 第 16 号第 44 項から第 46 項を適用します。減免を独立したリースとして会

計処理する条件が満たされる可能性は低く、IASB 文書では、賃料免除（レントホリデー）や賃料減免の

みではリースの範囲の変更には該当しないと指摘しています。したがって、借手は、IFRS 第 16 号第 45
項(c) を適用し、改訂後のリース料を改訂後の割引率で割り引くことにより、リース負債を再測定し、「使

用権」資産に対して対応する調整を行うことになります。また「使用権」資産は、通常の方法で減損テスト

を行う必要があります。 

減免がリースの条件変更として会計処理される場合、借手 3にとっては、2 つの主要な会計上の影響が

生じます。1 つはリース料総額が変動することであり、もう 1 つは割引率が改訂されることです。割引率の

改訂による影響の範囲は、以下によって異なります。 

o 借手が IFRS 第 16 号を最初に適用したときに用いた移行方法 

o 割引率の各要素が時の経過および COVID-19 に関連してどのように変化しているか。例え

ば、場合によっては、割引率のリスク・フリー部分の変動がその他の部分（特に信用リスク）の

変動によって概ね相殺される可能性があります。 
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貸手は、IFRS 第 16 号第 79 項から第 80 項または IFRS 第 16 号第 87 項を適用し、リースの条件変更を新たな

リース契約であるかのように会計処理するか、あるいは IFRS 第 16 号第 80 項(b) が適用される場合は IFRS 第

9 号の要求事項を適用することによって会計処理します。 

また、企業は、会計処理の結果がどのようなもので、どういった判断を行ったかを財務諸表の利用者が理解できる

ようにするために、どのような開示が要求されるか検討する必要があります。 

1 リース負債の測定に使用する利率、すなわち、リースの計算利子率（容易に算定できる場合）または借手の追加借入利子率を

用いて割り引きます。 
2 IASB 文書の関連するパラグラフには、「例えば、借手がリース料を 3 ヶ月間支払わない場合、その後の期間のリース料は、リ

ースの対価が変更されていないかのように比例的に増加させることができる」と記載されています。 
3 借手はまた、リースがあるかどうかを再評価し（IFRS 第 16 号第 11 項）、当該契約がリースと非リース構成部分の両方を含ん

でいる場合には、当該対価を再配分することになります（IFRS 第 16 号第 45 項） 

 

 

FAQ 4.2 「COVID-19 の状況においてリース契約における不可抗力条項はどのような会計上の影響があるか」 

質問 

COVID-19 の状況において、リース契約における不可抗力条項はどのような会計上の影響があるでしょうか。 

背景 

一部のリース契約には、契約当事者の統制の及ばない深刻な不測の事態が生じた場合に適用される不可抗力条

項が含まれています。さらに、COVID-19 に対応して各国政府が取った措置についても、不可抗力条項と同じよう

に会計処理される可能性があります。このような条項の内容はさまざまですが、例えば、WHO による世界的なパ

ンデミックの宣言を含む明示的に特定された状況が発生した場合、この条項により、不可抗力の被害を受けた当

事者は、契約上のすべてまたは特定の債務から解放される可能性があります。他には、パンデミックが生じた場合

にどのような権利が決められているのか、また、そもそもこの条項が COVID-19 から生じている状況に適用される

のかどうかが不明確である場合もあります。 

回答 

状況によります。 

企業は、不可抗力条項の文言や関連する法律や規則を考慮し、当該条項が COVID-19 の状況においてどのよう

に適用されるのかを理解する必要があります。さらに、COVID-19 に対応して政府が取った措置についても、一部

の不可抗力条項と同じように会計処理される可能性があります（FAQ 4.1 「COVID-19 に関連するリース料の減免

はどのように会計処理すべきか」（和訳はこちら）。場合によっては、法律上の助言が必要になる場合もあります。 

不可抗力条項が、現在の COVID-19 の状況において適用される具体的な権利および義務を定めている（例えば、

特定の金額または特定の期間の賃料減額を定めている）と判断される場合には、このような金額は、指数または

レートに依存しない負の変動リース料として扱う必要があります。その結果、IFRS 第 16 号第 38 項(b) に従い、支

払の減額による便益は、支払の減額の契機となる事象または条件が発生した期間に認識されます。このガイダン

スは、借手に適用されるものですが、PwC は、IFRS 第 16 号における変動リース料の定義が借手と貸手の双方

に適用されることを考慮し、貸手にも同様に適用できると考えています。 

例えば、小売店舗のリース契約において、不可抗力の事象の結果として店舗を閉鎖した期間の支払猶予が規定さ

れている場合、当該支払猶予は、借手と貸手の双方で店舗の閉鎖期間にわたって認識されます。これは、支払猶

予の契機となる事象（すなわち、店舗閉鎖）は、不可抗力の事象の発生に応じて一定の期間にわたり発生するた

めです。例えば、毎月のリース料が C100 である場合、借手は、支払猶予の各月に C100 のリース負債の認識を

中止し、それに対応する利得を損益計算書に認識することになります。貸手については、過去にリース契約がファ

イナンス・リースであると判定されていた場合、毎月の C100 のリース債権の認識を中止し、それに対応する損失

を損益計算書に認識します。リース契約がオペレーティング・リースであると判定されており、C100 のリース収益を

毎月認識している場合には、支払猶予の各月に、C100 の負の変動リース料を追加で認識します。すなわち、支払

猶予期間中に認識されるリース収益は、ゼロとなります。 

https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Leases_63/FAQ_42__What_are_the_accounting_implications_of_a_force_majeure_clause_in_a_lease_contract_in_the_context_of_COVID19_65.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Leases_63/FAQ_41__How_should_lease_concessions_related_to_COVID19_be_accounted_for_64.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Leases_63/FAQ_41__How_should_lease_concessions_related_to_COVID19_be_accounted_for_64.html?dn=i4m
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一方、不可抗力条項が、不可抗力を被っている当事者に相手方との交渉を行うことのみを認めていると判断され

た場合には、そのような交渉後に行われるリース料の変更は、IFRS 第 16 号の変動リース料の定義を満たさない

可能性が高いといえます。このような場合、企業は、交渉後の変更が、例えば、リース料の一部免除として会計処

理される（IFRS 第 9 号の認識の中止の要求事項を適用することにより部分的な消滅として扱われる可能性があ

る）か、またはリースの条件変更として会計処理されるかを検討する必要があります（COVID-19 に関連するリース

の減免についての検討の詳細は、FAQ 4.1 「COVID-19 に関連するリース料の減免はどのように会計処理すべき

か」（和訳はこちら）をご参照ください。 

いずれの場合でも、このような条項が発動される場合、企業は、どのような会計処理の結果が生じ、どのような判

断が行われたかを財務諸表の利用者が理解できるようにするため、どのような開示が要求されるか検討する必要

があります。 

 

 

FAQ 4.3 「リース債権の減損」 

質問 

（1） どのような種類のリース債権が IFRS 第 9 号の予想信用損失に関する要求事項の対象となるでしょうか。 

（2） 貸手がリースに関する支払について、借手による全額の支払いを見込んでいるものの、契約上の支払期日よ

り遅れると見込んでいる場合、ECL は生じることになるでしょうか。 

回答 

（1）について 

リース債権（すなわち、ファイナンス・リースの正味リース投資未回収額およびオペレーティング・リース債権）は、

IFRS 第 9 号の予想信用損失（ECL）モデルの適用範囲に含まれます。 

このような債権には、貸手のオペレーティング・リースに係る未収賃料が含まれます。未収賃料は、貸手が借手に

対して行う支払、例えばフィット・アウト・コスト（貸手の準備費用）に関する前払いに加え、一定期間のフリーレント

や賃料の減額などのリース・インセンティブの結果として認識される可能性があります。貸手は、これらを未収賃料

として認識し、損益計算書でリース期間にわたって償却します。 

リース資産が投資不動産である場合、別個の資産として認識されるリース・インセンティブは、IAS 第 40 号第 50
項（c）に従って、投資不動産の帳簿価額には含まれません。また、リース・インセンティブに係る資産は、IFRS 第 9
号の ECL の要求事項の対象になります。 

リース・インセンティブの会計処理の詳細については、PwC IFRS マニュアル第 15 章 FAQ 15.134.2（和訳はこち

ら）をご参照ください。 

（2）について 

はい。 

借手による全額の支払いが行われると見込んでいる場合でも、契約上の支払期日より遅れるときには、貸手が失

う貨幣の時間価値について補償されない場合（すなわち、貸手が遅延利息を請求しない場合）、ECL が生じます。 

一般事業会社における予想信用損失の詳細については、PwC の In the Spotlight「一般事業会社は新型コロナウ

イルス感染症（COVID-19）の世界的な大流行の中で、予想信用損失（ECL）に関する IFRS 第 9 号の要求事項を

どのように適用すべきか」をご参照ください（和訳はこちら）。 

 

 

https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Leases_63/FAQ_41__How_should_lease_concessions_related_to_COVID19_be_accounted_for_64.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Leases_63/FAQ_41__How_should_lease_concessions_related_to_COVID19_be_accounted_for_64.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Leases_63/FAQ_43__Impairment_of_lease_receivables_66.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/15_leases_ifrs_16_INT/illustrative_text__14_INT/accounting_by_lessor__1_INT/accounting_for_opera__1_INT/faq_151342_how_shoul_INT.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/jp/ja/pwc/manual_of_accounting/manual_of_accounting_JP/manual_of_accounting_JP/15_leases_ifrs_16_JP/example__41_JP/as_lessor__2_JP/accounting_for_opera__1_JP/faq_15_1342_accounti_JP.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/jp/ja/pwc/manual_of_accounting/manual_of_accounting_JP/manual_of_accounting_JP/15_leases_ifrs_16_JP/example__41_JP/as_lessor__2_JP/accounting_for_opera__1_JP/faq_15_1342_accounti_JP.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/industry/industry_INT/industry_INT/corporate_treasury__1_INT/In-the-Spotlight-How-corporate-entities-can-apply-the-requirements-of-IFRS-9-expected-credit-losses-ECL-during-the-COVID-19-pandemic.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/industry/industry_INT/industry_INT/corporate_treasury__1_INT/In-the-Spotlight-How-corporate-entities-can-apply-the-requirements-of-IFRS-9-expected-credit-losses-ECL-during-the-COVID-19-pandemic.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/industry/industry_INT/industry_INT/corporate_treasury__1_INT/In-the-Spotlight-How-corporate-entities-can-apply-the-requirements-of-IFRS-9-expected-credit-losses-ECL-during-the-COVID-19-pandemic.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/jp/ja/pwc/in_depths/in_depths_JP/20200403_how_corporate_en_JP.html
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FAQ 4.6 「COVID-19 に関連したオペレーティング・リースの条件変更：貸手の観点」 

質問 

COVID-19 のパンデミックの結果として、オペレーティング・リース契約に基づく貸手への支払額が修正される場合

があります。貸手がオペレーティング・リースによる賃料を定額法で収益認識している場合、貸手は、以下のシナリ

オにおける変更をどのように会計処理するでしょうか。 

• シナリオ A：貸手が契約上の不可抗力条項または適用される法令に基づき、特定の月の支払の減額を

求められる場合（借手による支払は行われず、リース契約も延長されない） 

• シナリオ B：貸手が支払期限の到来する固定リース料について、任意で短期の支払猶予を与える場合

（当該支払猶予に利息は課されず、支払期日は当年度末に到来する） 

• シナリオ C：貸手が支払期日到来前に一部のリース料を任意で免除する場合 

回答 

COVID-19 への対応として行われるリース料の減免に関する適切な会計処理の決定には、判断が必要となりま

す。 

2020 年 4 月 10 日、IASB は、COVID-19 に関連するリース料の減免について、IFRS の首尾一貫した適用の支

援を意図した文書（以下「IASB 文書」）を公表しました（リンク参照）。 

リース料の減免の実態は、事実及び状況に応じ、（負の）変動リース料、リース料の一部免除、リース料の一部の

支払猶予（リース料の繰延べ）、またはリースの条件変更として適切に会計処理される可能性があります。したがっ

て、貸手は、適切な会計処理を決定するため、関連するすべての事実および状況（リース契約に含まれる既存の

条項やリース契約に適用される関連法令等を含む）を検討する必要があります（詳細は FAQ 4.1 「COVID-19 に

関連するリース料の減免はどのように会計処理すべきか」（和訳はこちら）を参照）。 

リースの条件変更は行われていないものの、当該リース契約に基づく支払の一部について、（例えば、契約に含ま

れる不可抗力条項もしくは類似の条項または適用される法令により）支払が行われないこととなった場合、貸手

は、当該支払の変更を負の変動リース料として取り扱い、借手から契約に基づく支払が行われないこととなった金

額の影響を受ける期間において、収益を減額することが適切となります。 

一方、オペレーティング・リースの貸手が、当該減免をリースの条件変更として会計処理することが適切であると判

断した場合、IFRS 第 16 号第 87 項を適用します。同項は、オペレーティング・リースの条件変更を「当該条件変更

の発効日から新たなリースとして会計処理しなければならない。当初のリースに係る前払リース料又は未払リース

料は新たなリースに係るリース料の一部とみなす」ことを要求しています。 

契約に非リース構成部分が存在する場合、非リース構成部分の条件変更は、他の関連する基準（例えば、非リー

スのサービスについては IFRS 第 15 号）に従って処理されることに留意する必要があります。 

上記の原則をそれぞれのシナリオに適用すると、次のようになります。 

シナリオ A：貸手が契約中の不可抗力条項または適用される法令に基づき、特定の月の支払の減額を求められ

る場合（借手による支払は行われず、リース契約も延長されない） 

この場合、貸手は、契約または法令により支払を減額することが求められます。したがって、借手の支払債務の減

額は、既存の契約条件または法的条件に従って提供されるものであるため、リースの条件変更から生じたものと

はみなされない可能性があります。条件変更に該当しないと企業が結論付ける場合、負の変動リース料に関する

ガイダンスを適用する必要があります（詳細は FAQ 4.2 「COVID-19 の状況においてリース契約における不可抗

力条項はどのような会計上の影響があるか」（和訳はこちら）。 

シナリオ B：貸手が支払期限の到来する固定リース料について任意で短期の支払猶予を与えた場合（当該支払

猶予に利息は課されず、支払期日は当年度末に到来する） 

https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Leases_63/FAQ_46__COVID19related_modifications_to_operating_leases_lessor_perspective_69.html?dn=i4m
https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/04/application-of-ifrs-16-in-the-light-of-the-covid-19-uncertainty/
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Leases_63/FAQ_41__How_should_lease_concessions_related_to_COVID19_be_accounted_for_64.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Leases_63/FAQ_41__How_should_lease_concessions_related_to_COVID19_be_accounted_for_64.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Leases_63/FAQ_42__What_are_the_accounting_implications_of_a_force_majeure_clause_in_a_lease_contract_in_the_context_of_COVID19_65.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Leases_63/FAQ_42__What_are_the_accounting_implications_of_a_force_majeure_clause_in_a_lease_contract_in_the_context_of_COVID19_65.html?dn=i4m
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貸手は、短期の支払猶予（支払の繰延べ）は比例的なものであり、リースの対価の変更ではないと考える場合が

あります。この場合、貸手は、この変更をリースの条件変更とはみなしません（詳細は FAQ 4.1 「COVID-19 に関

連するリース料の減免はどのように会計処理すべきか」（和訳はこちら）を参照）。 

この場合、貸手は、関連する収益に対する貨幣の時間的価値の影響を考慮せずに、リース期間にわたって支払わ

れる名目上の支払額を、変更前と同じ基準で（オペレーティング・リースの場合、通常は定額法によって）計上しま

す。 

条件変更によっても対価の総額は変わらないため、リース全体を通じて各期に認識される収益の金額は変わりま

せん。 

ただし、支払の繰延べにより、定額法による賃料の認識に関して増加する未収賃料債権について、貸手は、IFRS
第 9 号に基づく減損の要求事項を適用する必要があります（詳細は FAQ 4.3 「リース債権の減損」（和訳はこち

ら）を参照）。 

シナリオ C：貸手が支払期日到来前に一部のリース料を任意で免除する場合 

支払期限が到来していない（したがって、受取債権として認識されていない）リース料を任意で免除した場合、リー

スの条件変更に該当します。この場合、貸手は、IFRS 第 16 号第 87 項を適用し、支払を免除したときに条件変更

後のリースを新たなリースとして会計処理する必要があります。 

このような支払免除は、リース期間にわたって貸手が受け取る対価の総額に影響を与え、その結果、貸手がリー

ス期間にわたって定額法で計上する収益の金額に影響を与えます。借手が支払義務を負わない期間は、貸手が

付与するフリーレントの期間と類似しており、類似の会計処理となります。すなわち、貸手は、改訂後の対価に基づ

き残りのリース期間に認識すべきリース料総額を再測定し、この改訂された計算に基づいて、改訂後のリース収益

を免除された期間にわたって定額法で認識し続けます。 
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