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In the Spotlight 
不動産業界における COVID-19 に関する会計上の検討

事項 

2020 年 9 月 4 日 

要 点 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック（世界的大流行）は 2020年に急速に拡大し、世界的に大き

な影響を与えています。COVID-19を封じ込めるための対策は経済活動に影響を及ぼし、ひいては財務報告にも影

響を及ぼします。 

COVID-19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」（和約はこち

ら）で概説されているように、あらゆる業界の会計および財務報告の多くの分野に深く影響を与えるでしょう。 

本資料では、不動産業界に属する企業が直面する可能性のある会計上の論点の概要を述べるとともに詳細なガイ

ダンスのリンク先を掲載しています。本資料は、最も頻繁に直面する可能性の高い論点を重点的に扱っています

が、今後、これらの他にも多くの論点が生じることは確実です。COVID-19に伴う状況が進展するのに伴って、会計

上の論点も生じていくことになるでしょう。このような点から、以下は、関連する会計上の検討事項のすべてを集めた

網羅的なリストではないことにご留意ください。 
 

投資不動産の評価 
 
COVID-19 が投資不動産の評価に与える影響 
 
COVID-19 は、COVID-19 の影響の期間と深刻さ、その拡大を抑制するために講じられた措置がどの程度有効か、

パンデミックの収束後、どの程度速やかに活動がより正常な状態に戻るかなどを含め、多くの重大な不確実性を引

き起こしています。そのような不確実性は投資不動産の評価に影響を与えます。以下の FAQ では、経営者が国際

財務報告基準（IFRS）第 13 号に従って投資不動産の公正価値を決定することが可能かどうかについて検討してい

ます。 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications.html?dn=i4m
https://viewpoint.pwc.com/dt/jp/ja/pwc/in_depths/in_depths_JP/20200317_accounting_impl_JP.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/jp/ja/pwc/in_depths/in_depths_JP/20200317_accounting_impl_JP.html
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● FAQ 2.6.1 「COVID-19 が投資不動産の評価に与える影響」（和訳はこちら） 
 
また、以下の FAQ では、公正価値測定に現在の不確実性をどのように織り込むべきかを検討しています。投資不

動産については、多くの場合、レベル 3 の公正価値測定になることから、この FAQ は関連性があります。 
 

● 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」（和訳はこ

ちら） 
 
以下の FAQ では、割引率の決定および公正価値測定の計算において後発事象をどのように検討するかに関する

詳細なガイダンスを提供しています。 
 

● FAQ 2.6.3 「レベル 3 の公正価値測定のために使用される割引率に関する追加的な検討事項」（和訳はこち

ら） 
● FAQ 8.2.3「修正を要する事象が公正価値の測定基礎を有する資産に係る再測定または減損の計算に影響

を及ぼす場合」（和訳はこちら） 
 
IFRS 第 13 号は、公正価値を、「測定日時点で、市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却するために受

け取るであろう価格又は負債を移転するために支払うであろう価格」と定義しています。以下の FAQ では、資産の

売却が秩序ある方法で行われないという明確な期待またはその他の証拠が存在する場合に何をすべきかを検討し

ています。 
 

● FAQ 2.6.4 「企業が資産の清算を強制される可能性のある場合の公正価値の算定」（和訳はこちら） 
 
その他のガイダンス 
 

● 市場が不確実な期間における評価－PwC UK による評価ガイダンス（英語のみ） 
 

● 市場が不安定な期間における評価の不確実性の取扱い－国際評価基準審議会（IVSC）によるガイダンス

（英語のみ） 
 

● 評価実務アラート－新型コロナウイルス感染症－王立公認不動産鑑定士協会（RICS）によるガイダンス（英

語のみ） 
 

貸手にとってのリース会計上の影響 
 
テナントに付与したリース料減免の会計処理 
 
COVID-19 のパンデミックにより、所有者は複数のテナントに賃料の減免を付与しています。これらの減免は、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。国際会計基準審議会

（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を公表しました。以下の FAQ では、借手と貸手の双方にとってのリース料減免の会計上の影

響を検討しています。 
 

● FAQ 4.1 「COVID-19 に関連するリース料の減免をどのように会計処理すべきか」（和訳はこちら） 
 
以下の FAQ では、オペレーティング・リースにおける貸手に固有の会計上の問論点について詳しく検討しています。 
 

● FAQ 4.6 「COVID-19 に関連するオペレーティング・リースの条件変更：貸手の観点」（和訳はこちら） 
 
 
 
 

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_261__Impact_of_COVID19_on_investment_property_valuation_23.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/Nonfinancial_assets_12/FAQ_263__Additional_considerations_for_discount_rates_used_in_Level_3_fair_value_measurements_25.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/Going_concern_and_events_after_the_reporting_period_82/FAQ_823__Adjusting_events_affecting_remeasurementimpairment_calculations_related_to_assets_with_a_measurement_basis_of_fair_value_86.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/Going_concern_and_events_after_the_reporting_period_82/FAQ_823__Adjusting_events_affecting_remeasurementimpairment_calculations_related_to_assets_with_a_measurement_basis_of_fair_value_86.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_264__Determining_fair_value_where_an_entity_might_be_forced_to_liquidate_assets_26.html?dn=i4m
https://www.pwc.co.uk/services/transaction-services/valuations/valuation-in-times-of-market-uncertainty.html
https://www.ivsc.org/files/file/view/id/1719
https://www.rics.org/uk/upholding-professional-standards/sector-standards/valuation/valuation-coronavirus/
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_46__COVID19related_modifications_to_operating_leases_lessor_perspective_69.html?dn=i4m
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不可抗力条項 
 
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と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、さまざまに異なる可能性があります。リース契約に不

可抗力条項が存在する場合、リース料は、リースの条件変更ではなく変動リース料として会計処理される可能性が

あります。以下の FAQ では、この不可抗力条項についての会計上の検討事項を掘り下げて解説しています。 
 

● 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） 
 
リース債権の減損 
 
IFRS 第 9 号の予想信用損失（ECL）モデルの適用範囲に含まれる金融商品について、COVID-19 が ECL に与え

る影響を考慮する必要があります。リース債権は、リース・インセンティブに関連する未収債権残高を含め、IFRS 第

9 号の ECL モデルの適用範囲に含まれます。以下の FAQ では、リース債権の文脈における IFRS 第 9 号の要求

事項の範囲、および、貸手がリースに基づく全額をリース契約の支払期日よりも遅く支払うことを借手に期待してい

る場合、ECL 評価はどのような影響を受けるかについて説明しています。 
 

● FAQ 4.3 「リース債権の減損」（和訳はこちら） 
 
現在の環境下においては、単純化したアプローチにおける引当マトリクスに使用していた仮定や単純化はもはや説

得力に欠け、再検討が必要となる可能性があります。以下の FAQ では、主要な検討事項を概説しています。 
 

● FAQ 3.2.4 「COVID-19 環境下にある企業のための引当マトリクスの例」（和訳はこちら） 
● FAQ 3.2.6  「営業債権またはリース債権について保有する現金担保：予想信用損失の認識と測定」（和訳は

こちら） 
● FAQ 3.2.7 「報告日後の COVID-19 に関連する追加的な情報をどの程度まで ECL の見積に含めるべき

か」（和訳はこちら） 
 
リース期間の再評価 
 
現在の環境下では、小売店舗の借手は不動産リースのリース期間の見直しを行う必要がある可能性があります。以

下の FAQ では、借手の観点からこの点を詳細に検討しています。ただし、この FAQ では、貸手はリース開始日以

降にリース期間の見直しを行わないため、借手がオプションを行使することが合理的に確実であるかどうかの評価

は行わないと述べています。 
 

● FAQ 4.4 「COVID-19 の結果としてリース期間の見直しが必要となるか」（和訳はこちら） 
 
受取リース料の認識 
 
COVID-19 の感染拡大の結果、一部のオペレーティング・リースにおける賃貸料の回収可能性がますます不確実に

なっています。以下の FAQ では、貸手が、あるオペレーティング・リースの賃貸料の一部が回収不能であると評価し

た場合に、貸手は対応するリース収入を認識し続けるべきか否かについての問題を検討しています。 
 

● FAQ4.5 「COVID-19 により回収可能性が不確実であるオペレーティング・リースにおける貸手のリース収益

の認識」（和訳はこちら） 
 
借手はまた、自主的にまたは法律や規制によって、生産能力を引き下げて操業している場合や、さまざまな時期に

店舗設備等を閉鎖させられている場合があります。以下の FAQ では、オペレーティング・リースの貸手が COVID-
19 を考慮して収益認識のパターンを変更することが適切かどうかを検討しています。 
 

● 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） 

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
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/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?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_324__Example_of_a_provision_matrix_for_corporates_in_a_COVID19_environment_38.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_326__Cash_collateral_held_for_trade_receivables_or_lease_receivables_recognition_and_impact_on_measurement_of_ECL_40.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_3234__To_what_extent_should_additional_COVID19_related_information_after_the_reporting_date_be_included_in_the_ECL_estimate_41.html
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_3234__To_what_extent_should_additional_COVID19_related_information_after_the_reporting_date_be_included_in_the_ECL_estimate_41.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_44__Should_lease_terms_be_reassessed_as_a_result_of_COVID19_67.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/Leases_63/FAQ_45__Should_a_lessor_in_an_operating_lease_continue_to_recognise_lease_income_when_its_collectability_is_uncertain_due_to_COVID19_68.html#pwc-topic.dita_5bf81027-efb4-4563-ad98-c4771d1beb9a
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Leases_63/FAQ_45__Should_a_lessor_in_an_operating_lease_continue_to_recognise_lease_income_when_its_collectability_is_uncertain_due_to_COVID19_68.html#pwc-topic.dita_5bf81027-efb4-4563-ad98-c4771d1beb9a
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/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#pwc-topic.dita_b80d53f9-22f6-491e-a0f6-bbb4ff2ec547
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契約上の支払期限が到来している過去の賃料の任意の免除 
 
COVID-19 は、テナントに財務的な制約を生じさせています。貸手は、リース契約の範囲やその他の条件を変更す

ることなしに、契約上の期限が到来している過去の賃料の支払額の一部を免除することに同意する場合がありま

す。以下の FAQ では、そのような状況に関する会計処理のガイダンスについて検討しています。 
 

● FAQ 4.8 「契約上の支払期限が到来している過去の賃料の任意の免除について、オペレーティング・リース

の貸手の会計処理」（和訳はこちら） 
 
オペレーティング・リースが変更された場合の当初直接コストの会計処理 
 
貸手は、COVID-19 の影響を受けたオペレーティング・リースの変更について、リースの条件変更に該当すると判断

する場合があります。以下の FAQ では、そのような場合の当初直接コストの会計処理を検討しています。 
 

● FAQ 4.9 「オペレーティング・リースが変更された場合の当初直接コストの貸手側の会計処理」（和訳はこち

ら） 
 
政府補助金 
 
多くの法域において、COVID-19 の経済的影響に対処する企業を支援するため、政府が複数の救済措置を提供す

る場合があります。救済措置は、過去の賦課金や間接税の払戻し、将来の間接税に対する控除など、さまざまな形

態をとる場合があります。以下の FAQ では、こうした救済措置の会計処理に関するガイダンスを提供しています。 
 

● FAQ 6.1.1 「逸失収入についての政府補助金の損益計算書上の表示」（和訳はこちら） 
● FAQ 6.2.2 「政府補助金を受け取る当事者の識別」（和訳はこちら） 
● FAQ 6.2.3 「救済措置が IAS 第 20 号の範囲に含まれる政府補助金に該当するかどうかの判定」（和訳はこ

ちら） 
 
  

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Leases_63/FAQ_48__Accounting_by_operating_lessors_for_voluntary_forgiveness_of_amounts_contractually_due_for_past_rent_71.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/Leases_63/FAQ_48__Accounting_by_operating_lessors_for_voluntary_forgiveness_of_amounts_contractually_due_for_past_rent_71.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/Leases_63/FAQ_49__Lessor_accounting_for_initial_direct_costs_where_an_operating_lease_is_modified_72.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/Revenue_Recognition_and_Government_Grants_73/FAQ_621__Sixstep_framework_to_account_for_the_receipt_of_government_grants_77.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/Revenue_Recognition_and_Government_Grants_73/FAQ_622__Identifying_the_party_that_receives_a_government_grant_78.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/Revenue_Recognition_and_Government_Grants_73/FAQ-6_2_3---Determining-whether-a-relief-or-measure-is-a-government-grant-within-the-scope-of-IAS-20-.html?dn=i4m
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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「新型コロナウイルス感染症が会計処理に及ぼす影響」に

記載の FAQ の日本語訳です。 
 
 
FAQ 2.6.1 「COVID-19 が投資不動産の評価に与える影響」 
 
質問 
 
COVID-19 に関連する不確実性を考慮して、IFRS 第 13 号に従って投資不動産の公正価値を算定することは可能

でしょうか。 
 
回答 
 
可能です。IFRS 第 13 号は、観察可能なインプットが入手可能でない状況を取り扱っています。 
 
公正価値モデルを選択している場合の投資不動産の帳簿価額は、外部の評価者の関与により算定されることが多

くあります。COVID-19 の状況下では、外部の評価者から受け取る評価報告書には、評価の特定の側面についての

不確実性に関する条項または適格条項が含まれる場合があります。例えば、主要なインプットの定量的な見積りを

決定するための実証データの不足に不確実性が関係している場合があります。 
 
一方、IFRS 第 13 号は、観察可能でないインプット（レベル 3）を、その状況において入手可能な最良の情報（企業

自身のデータを含む）を用いて設定することを要求しています。合理的に入手可能な情報により、他の市場参加者が

異なるデータを用いることが示される場合には、自己のデータを調整する必要があります。ただし、企業は、市場参

加者の仮定についての情報を取得するために、あらゆる努力を払う必要はありません（IFRS 第 13 号第 89 項） 
 
企業は、IFRS 第 13 号に従って首尾一貫して評価技法を適用する必要がありますが、評価技法の変更により、その

状況での公正価値を同程度またはそれ以上によく表す測定となる場合には、評価技法の変更またはその適用の変

更が適切となることがあります（IFRS 第 13 号第 65 項）。市場の状況の変化は、そのような変更が適切となる可能

性のある事象の一例です。不確実なキャッシュ・フローの取扱いに関する詳細なガイダンスは、FAQ 2.6.2 に記載し

ています。 
 
IFRS 第 13 号は、レベル 3 の公正価値測定に関する不確実性について、財務諸表の利用者に適切な開示を提供

するための定めも設けています。例えば、使用した評価技法の説明、評価手続の決定方法、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などが含まれます（IFRS 第 13 号第 93 項）。 
 
 
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。 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications.html?dn=i4m
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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 2.6.3 「レベル 3 の公正価値測定に使用する割引率に関する追加的な考慮事項」 
 
質問 
 
COVID-19 による経済状況への影響を考慮する場合、非金融資産のレベル 3 の公正価値測定に使用する割引率

についての考慮事項には、他にどのようなものがあるでしょうか。 
 
回答 
 
COVID-19 による経済状況への影響を考慮する場合、割引率に関する考慮事項は以下の 2 つの部分で構成されま

す。 
 
(1) システマティック・リスク（ベータ） 
割引率の構成要素の 1 つは、キャッシュ・フローに固有のシステマティック・リスク（分散不能リスク）を負担すること

に対する対価です。資産のシステマティック・リスクの大きさは、市場全体との関係で測定されるベータによって測定

されます。これは、分散によって消去できないリスクを表しており、リスク・プレミアムまたはより高い水準の期待収益

が得られます。このリスクは、規模は異なるものの、何らかの形ですべての企業に影響を与える、外部のマクロ経済

要因から生じます。ベータは割引率に含まれる資本コストの構成要素であり、非システマティック・リスク（アルファ）を

割引率に含めるかどうか（また、どの程度含めるか）とは無関係です（COVID-19 が割引率に与える具体的な影響に

ついては、FAQ 2.1.4 「COVID-19 のパンデミックが割引率に与える影響」を参照）。 
 
(2) 非システマティック・リスク（アルファ） 
 
割引率のもう 1 つの構成要素は、特定の資産に固有のリスクである非システマティック・リスク（分散可能リスク）で

す。このリスクは分散によって消去できるため、投資家はそれに対する見返りを要求しません。 
 
非システマティック・リスクには、例えば、顧客集中リスク、キーマン・リスク、規制リスクなどがあります。非システマテ

ィック・リスクは、適切にウェイト付けした異なるシナリオを用いることなどによって、資産のキャッシュ・フローに反映さ

れる場合があります。 
 

https://viewpoint.pwc.com/dt/uk/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Nonfinancial_assets_12/FAQ_214__What_are_the_consequences_of_the_COVID19_pandemic_on_the_discount_rate_16.html?dn=i4m
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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を使用することを要求しています。このこと

は、以下のキャッシュ・フローに適用される割引率が同一でないことを意味します。 
 

• 確率加重平均された複数の起こり得るシナリオを用いて測定された期待キャッシュ・フロー 
• 最も可能性の高い金額で測定された「最良の見積り」であるキャッシュ・フロー 

 
キャッシュ・フロー予測が、生じ得る結果の範囲を捉えた複数のシナリオを完全に反映していない場合、アルファとも

呼ばれるリスク・プレミアムを割引率に加えることが必要となる可能性があります。ただし、キャッシュ・フロー予測の

リスク以外の側面についてアルファが割引率に含まれることはありません。この結果、割引率は、キャッシュ・フロー

予測のリスクに見合ったより高い利率となります（詳細については、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）を参照）。 
 
 
FAQ 2.6.4 「企業が資産の清算を強制される可能性がある場合における公正価値の算定」 
 
回答 
 
特定の IFRS の要求事項に従って公正価値で評価される（または公正価値の開示が要求される）資産について、公

正価値は、通常、IFRS 第 13 号の測定の要求事項の範囲に含まれます。 
 
IFRS 第 13 号では、公正価値とは、「測定日時点で、市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却するため

に受け取るであろう価格または負債を移転するために支払うであろう価格」と定義されています。 
 
秩序ある取引に基づいて評価を行うという要求事項は、IFRS 第 13 号の公正価値の概念に直接盛り込まれていま

す（IFRS 第 13 号第 15 項）。しかし、IFRS 第 13 号 B43 項における秩序ある取引でないことを示す状況の例にあ

るように、取引が秩序ある取引に該当しない場合もあります。これには、売手が破産もしくは管財人の管理下の状態

にあるか、またはそれに近い状態にある場合（すなわち、売手が投売りをしている場合）や、当該資産の取引に係る

通常の慣習的なマーケティング活動ができる期間に、市場への十分なエクスポージャーがなかった場合などが含ま

れます。 
 
資産の売却が秩序ある取引でない方法で行われるという明確な期待があるかまたはその他の証拠がある場合、秩

序ある取引ではない予想される取引の価格へのウェイトは低くする必要があります（IFRS 第 13 号 B44 項）。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企業にない場合には、予想される取引価格を考慮

に入れる必要がありますが、秩序ある取引であると判明している他の取引よりもウェイトを低くすることになります。 
 
例えば、ある土地の見積価格は、秩序ある取引で売却される場合には C10 百万となる可能性がある一方、強制売

却による秩序ある取引ではない取引においては C6 百万にしかならない可能性があるとします。報告期間の末日現

在の公正価値の測定において、IFRS 第 13 号は、秩序ある取引に市場参加者の仮定を考慮することを要求してい

ます。したがって、強制売却が予想されている場合であっても、報告期間の末日現在の公正価値は C10 百万となり

ます。 
 
報告期間の末日後に秩序ある取引ではない取引によって清算されると予想されることにより、資産の帳簿価額が予

想受取額を上回る場合には開示が重要となります。 
 
 
FAQ 3.2.4 「COVID-19 の環境における引当マトリクスの適用」 
 
質問 
 
COVID19-の環境において、引当マトリクスをどのように適用すべきでしょうか。 
 
背景 
 

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
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IFRS 第 9 号の減損モデルは、「予想信用損失」（ECL）アプローチです。予想損失モデルの適用の複雑性を踏ま

え、IFRS 第 9 号は、重大な金融要素を含んでいない営業債権については、単純化したアプローチの適用を義務付

けています（また、重大な金融要素を含んでいる営業債権についても、同様の単純化したアプローチの使用を許容し

ています）。 
 
一般的に、期間が 1 年以下の通常の営業債権は、重大な金融要素を含んでいないといえます。単純化したアプロー

チは、そのような営業債権の減損引当の測定について、全期間の予想信用損失を用いることを企業に要求していま

す。 
 
IFRS 第 9 号は、営業債権の予想信用損失の算定に引当マトリクスを用いることを許容しています。しかし、IFRS 第

9 号には、引当マトリクスをどのように作成するかについての規定はありません。以下では、1 つのアプローチを示し

ています。ただし、IFRS 第 9 号の原則と整合している限り、他のアプローチが適切となる場合もあります。 
 
以下の各ステップでは、引当マトリクスのアプローチに対する COVID-19 の影響についても強調して示しています。 
 

COVID-19 の影響－全般 

• COVID-19 は、経済に多大な影響を及ぼし、多くの企業の業務に混乱をもたらしています。経済環境は

大きく変化しており、予想信用損失への影響を無視することはできません。 
• その結果、これまで引当マトリクスに用いられていた仮定や単純化が COVID-19 の環境においてはも

はや成立しなくなり、再検討が必要となる可能性があります。 
• 再検討が必要となる COVID-19 以前の主要な仮定には、以下が含まれます。 

o 類似した信用リスク特性を有する債権のグルーピング  
o 損失率および複数シナリオの使用に含まれる将来予測的な情報 

 
回答 
 
引当マトリクスは、予想信用損失を算定するため、過去のデータおよび将来予測的な情報を用います。引当マトリク

スでは、基本的に、期日経過なしのカテゴリを含むすべての期日経過カテゴリの債権に対して予想損失率を適用し

ます。IFRS 第 9 号の設例 12 では、以下のような簡単な例が示されています。 
 

 期日経過なし 1–30 日の 
期日経過 

31–60 日の 
期日経過 

61–90 日の 
期日経過 

90 日超の 
期日経過 

予想損失率 0.3% 1.6% 3.6% 6.6% 10.6% 

 
 

債権の総額での帳簿価額 全期間の予想信用損失引当金 
（総額での帳簿価額 × 

 全期間の予想信用損失率） 

期日経過なし＆未収債権 CU15,000,000 CU45,000 

1–30 日の期日経過 CU7,500,000 CU120,000 

31–60 日の 期日経過 CU4,000,000 CU144,000 

61–90 日の期日経過 CU2,500,000 CU165,000 

90 日超の期日経過 CU1,000,000 CU106,000 

合計 CU30,000,000 CU580,000 

 
予想信用損失率は期日経過カテゴリごとに設定され、予想信用損失、そして最終的には認識すべき予想信用損失

引当金を算定するために、未払残高に対して適用されます。 
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期日経過でない債権も含め、それぞれの期日経過カテゴリに予想信用損失率が設定されることに留意が必要です。

これは、発生したばかりの売上であっても、債務者が信用上の理由で支払いを行わない可能性があるためです。 
 
「予想される（expected）」という用語は、通常使われる用語としては、多くの場合、「発生しないよりも発生する可能

性が高い（more likely than not to occur）」ことを意味します。しかし、予想信用損失の文脈では、「予想される

（expected）」とは、さまざまな生じ得る結果にそれぞれの結果が生じる可能性を乗じ、それをすべて合計することに

より算定される確率加重された金額（probability-weighted amount）を指しています。 
 
モデルの結果は非常に単純に見えますが、適用する予想信用損失率の算定には、多くの場合、重要な判断が必要

になります。以下では、引当マトリクスを作成する際の主要な検討事項のいくつかについて説明するとともに、

COVID-19 がそれらに与える影響についても強調して示しています。 
 
引当マトリクスを作成するためにどのようなデータおよび情報が必要か 
 
最も単純な形式の引当マトリクスの作成には、過去の売上の履歴、販売から支払を受けるまでの時間、および同期

間に直接償却された金額が必要になります。 
 

COVID-19 の影響－データ 

IFRS 第 9 号および IFRS 第 15 号 

予想信用損失の範囲に含まれるのは、信用リスクに起因する損失のみです。これには、支払能力がない債務者

に発行されたクレジットノートによる損失が含まれる場合があります。 

その他の価格調整または価格譲歩（引下げ）（例えば、紛争、値引き、不効率などによるもの）は、IFRS 第 15 号

「顧客との契約から生じる収益」のガイダンスの対象となります。IFRS 第 15 号のガイダンスは、IFRS 第 9 号に

基づく損失評価引当金の金額を算定する前に適用する必要があります。 

COVID-19 の結果として、企業は、契約で当初に合意された方法では財またはサービスの引渡しを完了できない

ため、顧客に値引きを与えると予想する可能性があります。このような値引きは、信用損失とはみなされないた

め、予想信用損失の見積りに織り込むべきではありません（詳細は、FAQ 3.2.5 「価格の譲歩（引下げ）が営業債

権の予想信用損失に及ぼす影響」を参照）。ただし、企業は、見積られた値引きがこのような契約から認識する収

益の金額にどのように影響するかを判定する必要があります。 

内部および外部のデータ 

内部データの利用可能性に応じて、経営者は、必要な範囲で、外部データや外部の分析を用いて内部データを

補完しなければならない可能性があります。例えば、特定の業種または地域の企業の予想債務不履行率に対す

る COVID-19 の影響に関するデータは、信用格付会社またはその他の市場情報の提供業者から入手できる場

合があります。 

 
ステップ 1：ポートフォリオの定義 
 

• 顧客基盤の多様性に応じて、企業は、共通する信用リスクの特性に基づき、異なる債権グループに対して

異なる引当マトリクスを用いる必要があります。これは、過去の信用損失や予測される信用損失が、顧客

セグメントごとに著しく異なる損失パターンを示している場合が該当します。例えば、債権は、以下に基づき

グルーピングされる場合があります。 
o 債務者が属する業種セクター 
o 債務者の所在地 
o 債権が保証または信用保険の対象となっているか 
o 債権に影響を及ぼす政府の救済措置（提供されている場合） 
o COVID-19 によって支払条件が延長されているか 
o 債権の性質。これは、債務者が他の支払請求（例えば、給与や賃料など継続事業に不可欠なも

の）を決済した後にのみ返済を行うかどうかに影響を与える可能性がある。 
o 信用損失を限定するための措置（例えば、追加担保の取得などが行われている場合） 

 

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_325__Impact_of_price_concessions_on_expected_credit_losses_of_trade_receivables_39.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_325__Impact_of_price_concessions_on_expected_credit_losses_of_trade_receivables_39.html?dn=i4m
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COVID-19 の影響－営業債権のグルーピング 

• 原債権の信用リスク要因、およびそれらが COVID-19 によってどのような影響を受ける可能性がある

かを理解することは重要です。信用リスクの要因は、地理的なものである場合もありますが、顧客の性

質、顧客が事業を行っている業種、財またはサービスの性質などに基づく場合もあります。複雑なビジ

ネスにおいては、複数のマトリクスが存在する可能性があります。例えば、地域 B における製品 A が顧

客タイプ C に販売されている場合などです。 
• 例えば、大規模外食チェーン店および食料品店に販売を行う企業を考えます。企業は、両方の顧客基

盤においてこれまで経験した損失率は、単一の引当マトリクスを正当化できるほどに類似していると考

えていた可能性があります。しかし、企業は、現在、ソーシャルディスタンスにより閉店している外食チェ

ーン店がパンデミックの期間中も営業していた食料品店よりも COVID-19 による影響が大きいと考える

可能性があります。したがって、企業は、外食チェーン店および食料品店からの債権を異なる引当マトリ

クスに区別してグルーピングする可能性があります。 
• 過去に比較的一貫した損失パターンを有していた顧客について、将来においても同様の損失パターン

を有するとは見込まれなくなる可能性があるため、グルーピングは、将来予測的な情報を可能な限り織

り込む方法で行う必要があります。 
• 場合によっては、個々の顧客レベルで分析を行う必要がある可能性があります。例えば、COVID-19 の

結果として、特定の顧客が財政的な困難に陥っていることが判明した場合には、すべての期日経過カテ

ゴリにおける過去の平均に比べて引当金を増加させる必要がある可能性があります。損失の二重計算

とならないようにすることが重要であり、したがって、個別に引き当てられた残高は、その顧客タイプに

適用される、より広範な一般的な損失率に含めてはなりません。 
• 多くの場合、必要なグルーピングのレベルは、重要な判断を要する事項であり、グルーピングを行う際

には、さらなるグルーピングの分割が重要な変更につながると見込まれるかどうかを検討する必要があ

ります。 

 
ステップ 2：売上の期間および当該売上に関する不良債権の定義 
 
債権の各グループについて、企業は、過去の売上の期間を定義し、その売上に関連する債権のうちどの程度が現

金損失をもたらしたかを算定します。使用する売上の期間は、COVID-19 以前において、その期間の過去の発生損

失が損失パターンを有効に表すものである必要がありました。直近の過去の損失は、パンデミックによる影響が生じ

た直後の期間において適切である可能性があります。これは、企業は、過去の発生損失が損失パターンを有効に表

す期間の経験を有していないためです。 
 
ロックダウン、ソーシャルディスタンス、広範な政府救済プログラムは、そのほとんどがこれまでに見られなかった措

置です。前回の景気後退が COVID-19 と（より）類似した影響を有し、企業が現在の債権に類似した債権について

のデータを有している（または、入手可能である）場合には、それを代替的な出発点とできる可能性があります。しか

し、いずれにせよ、時間が経過し、企業が COVID-19 の環境における実際の過去データを入手できるようになれ

ば、それを出発点として用いる方が適切である可能性があります。 
 
さらに、企業が、新たに設立された企業の場合または新たな市場に参入している場合、独自の十分な過去データを

有していない可能性があり、その場合には、業界の損失率などの外部データに依拠することが必要となる可能性が

あります。 
 
したがって、この FAQ では、例示のみの目的で、直近の過去の期間に基づく 1 年の期間を使用しています。経営者

は、これが将来予測的な情報（以下のステップ 4 で検討）を調整する前の出発点として適切であると判断しました。

ただし、実務上使用される期間は、それぞれのケースの事実および状況によって異なります。その年、売上

CU10,000 が信用取引により行われ（すなわち、営業債権の認識）、CU300 の現金損失がその売上に関して発生し

ました。 
 
ステップ 3：営業債権の過去の支払プロファイルの算定 
 
債権の期間区分ごとの過去の債務不履行率を算定するためには、過去の売上の期間に発生した売上債権の支払

プロファイルを算定する必要があります。 
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この FAQ では、CU10,000 の総売上のうち、顧客は、販売日から 30 日以内に CU2,000 を支払いました。したがっ

て、売上高のうち CU8,000 は、30 日後も未払いでした。顧客は、次の 30 日以内に追加の CU3,500 を支払い、そ

の結果、60 日以内に支払われなかったのは CU4,500 となりました。以下に示すように、最終的に CU300 の残りの

未払の営業債権を企業が損失として直接償却するまで、この分析が続けられます。 
 

総売上（単位：CU） 10,000 支払総額 期日経過のプロファイ

ル （ステップ 3） 

30 日内の支払 (2,000) (2,000) 8,000 

30-60 日の間の支払 (3,500) (5,500) 4,500 

60-90 日の間の支払 (3,000) (8,500) 1,500 

90 日後の支払 (1,200) (9,700) 300 【損失】 

 

COVID-19 の影響－支払プロファイル 

COVID-19 に照らして考慮すべきもう 1 つの要因は、売上の過去の期日経過プロファイルを調整して、将来の支

払いの遅延の予想の変化を織り込む必要があるかどうかです。一部のタイプの顧客は、一般的に過去よりも支

払いが遅くなる傾向があり、また、債権の期日経過プロファイルの変化を示すその他の情報（現在までの顧客の

要請や通知、支払パターンなど）が存在する可能性があります。その場合、過去の支払プロファイルに調整を行

います。 

この例について、以下のステップ 4 でさらに詳しく説明します。 

 
ステップ 4：過去の損失率の計算 
 
このステップでは、債権の期間区分ごとの過去損失率を計算します。当期の CU10,000 の売上から CU300 の損失

が発生しました。したがって、各期間区分の未収残高は徐々に減少するものの、この CU300 は、各期間区分の残

高に含まれます（現金を受け取ることがないため）。各期間区分について、過去の損失率は、以下に示すように、最

終的な損失額（CU300）をその期間区分の未収残高で割ることにより算定できます。 
 

 期日経過なし 
の売上 

30 日後の 
未収残高 

60 日後の 
未収残高 

90 日後の 
未収残高 

売上の過去の期日経過プロファイル：［1］ CU10,000 CU8,000 CU4,500 CU1,500 

過去の損失：［2］ CU300 CU300 CU300 CU300 

過去の損失率：［2］ / ［1］ 3％ 3.75％ 6.67％ 20% 

 
ステップ 5：現在および将来予測的な情報に基づく損失率の調整 
 
過去の損失率は、債権を決済する顧客の能力に影響を及ぼす可能性のある現在および将来予測的な情報を反映

させるよう調整する必要があります。そのような情報は、合理的で裏付け可能でなければならず、また、過大なコスト

や労力を掛けずに入手可能なものでなければなりません。 
 
経済環境、規制環境および技術的な環境（業界見通し、GDP、雇用、政治など）において予想される変化、および外

部の市場指標の影響を検討する必要があります。 
 
どの将来予測的な情報を織り込むべきかを決定する際に、経営者は、どの将来予測的な情報がステップ 1 で決定し

た各グルーピングに最も影響を与えるかを検討する必要があります。これらは、インフレ率や成長率または失業率

のような、経済の一般的傾向および変化である可能性があります。さらに、損失レベルに重要な影響を与える可能

性のある、業種固有または地域固有の指標も存在する可能性があります。これらの指標は、ステップ 1 で検討した

要因に応じて、債権のグループごとに異なる可能性があります。 
 



In the Spotlight 12 
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。 
 

 

1 つのアプローチは、マクロ経済要因（例えば失業率）と経験した損失率との間の過去の相関関係を見ることです。

このような相関関係が存在し、かつ、その要因（すなわち失業）により損失が観察された期間の過去の平均よりも高

くなる、または低くなると見込まれる場合には、過去の金額に対して調整を行います（例えば、失業率の上昇が予想

される場合には、期日経過でない債権に対する引当金を増加させる必要があることを意味する可能性があります）。 
 
また、IFRS 第 9 号は、確率で加重された結果を得るために、企業に代替的なシナリオを検討することを要求してい

ます。そのため、企業は、場合によっては、相関関係のある変数について生じ得る異なる将来の結果を反映させた

シナリオ分析を使用し、各シナリオについて予想信用損失を計算し、その後、それらを確率加重することで財務諸表

に認識する予想信用損失を算定する可能性があります。例えば、各期間区分のベースケース、ダウンサイドケー

ス、アップサイドケースで異なる債務不履行率をウェイト付けする場合があります。将来予測的な代替シナリオは、特

に、より長期の債権や不確実性がより大きい期間に適合します。 
 

COVID-19 の影響－将来予測的な情報 

• COVID-19 によりかなりの不確実性が生じることを考えると、COVID-19 の環境において将来予測的な

情報の影響を定量化する方法の決定は困難であり、判断を要する可能性があります。「すべてに当て

はまる」答えはなく、企業は、ステップ 1 で識別された各グルーピングの信用リスクの主要な要因を検討

する必要があります。 
• 出発点として、経営者は、過去の景気後退の期間中における顧客行動などの過去情報に目を向け、損

失と相関性のある経済データ（GDP、失業率など）を作成する可能性があります。そのようなデータは、

他の目的（非金融資産の減損、繰延税金資産の回収可能性、継続企業の評価など）に使用されるデー

タと整合的でなければなりません。経営者は、このようなデータの現在の予測を用いて、将来の経済状

況が予想信用損失に与える影響を見積ることができます。 
• 例えば、特定の商品を生産する会社に販売を行う企業を考えます。過去において、この企業にとっての

信用損失の変動の主要な要因は、商品価格でした。企業は、損失と商品価格の変動との過去の相関を

検討する可能性があります。例えば、長期間の過去データを用いた回帰分析において、商品価格の

CU10 の下落が 3 か月続くと損失率が 1%増加することが示される可能性があります。経営者は、商品

価格が下落し、その下落が 12 ヶ月続くと予想されると仮定した場合に、現在の債権がどのような影響

を受けるかの見積りを行うために過去情報を用いる場合があります。 
• 他の債権は、信用リスクの異なる要因を有している可能性があります。たとえば、企業が個人の住宅所

有者に製品を販売していると想定します。その結果として生じる債権の信用リスクの主要な要因は、失

業率である可能性があります。したがって、企業は、現在の債権に対する予想失業率の影響を見積る

モデルを開発できる可能性があります。しかし、政府の援助や住宅所有者に提供される類似の救済（例

外的な失業給付や住宅ローン返済猶予など）のような他の要因に対しては、追加の補正が必要になる

可能性があります。 
• 場合によっては、意味のある分析を行うのに企業自身の債権の過去データが十分ではない可能性があ

ります。例えば、外食産業に販売を行っている企業にとって、パンデミックによりレストランが閉鎖される

ことは過去に前例がない可能性があります。この場合、詳細な業界のリサーチが役に立つ可能性があ

ります。例えば、業界アナリストはレストランへの影響についてどのように見込んでいるのか、また、予

想損失率を考慮した研究があるか、といったリサーチです。 
• 経済データとのリンクを織り込む際、「タイムラグ」によりさらなる複雑性が生じる可能性があります。例

えば、電気事業者を考えてみます。顧客は、他の任意の支出よりも電力料金の支払いを優先するた

め、失業率の上昇は、債務不履行がすぐに増加する要因にはならない可能性があります。失業率の増

加は、例えば、6 ヶ月間続いた場合にのみ、損失率の増加の要因になる可能性があります。この「タイ

ムラグ」は、経済変数を用いたヒストリカル分析で考慮すべきもう 1 つの変数です。 
• 企業は、分析に織り込むべき最も意味のある将来予測的な情報は何か、また、影響の合理的な見積り

をどのように行うことができるかを理解するために、最善の努力を行う必要があります。上述のように、

経営者が COVID-19 の影響をモデルに完全に反映できない場合、追加的な調整（または「補正（オー

バーレイ）」）を検討する必要があります。 

 
この将来予測的な情報を考慮した上で、予想損失率を再計算します。この FAQ では、上記の分析に基づき、経営

者がこの予想損失率を CU400 と決定したと仮定します。この CU400 の金額には、COVID-19 を反映した将来予測

的な情報が含まれています。 
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さらに、この FAQ では、これまでの顧客からの要請や通知または支払パターンに基づき、売上の 10%についての

支払がさらに 30 日から 60 日遅れると見込んでいます。したがって、売上の 10%に対する過去の支払いは、期日経

過なしの区分から期日経過ありの区分に移されます。これらは、以下の表において、予想支払額として示されていま

す（上記のステップ 3 については COVID-19 の囲みの記載を参照）。 
 
 

総売上（単位：CU） 10,000 支払総額 期日経過のプロファイ

ル （ステップ 3） 

30 日内に支払予定 (1,000) (1,000) 9,000 

30 日から 60 日の間に支払予定 (4,000) (5,000) 5,000 

60 日から 90 日の間に支払予定 (3,200) (8,200) 1,800 

90 日後に支払予定および予想損失 (1,400) (9,600) 400 【損失】 

 
次に、上記で計算した期日経過の予想プロファイルに予想損失を適用して、予想損失率を決定します。CU400 の予

想損失は、すべての期間区分に適用されている点に留意が必要です。これは、この平均の CU400 が、各期間区分

の予想損失を表すと仮定されているためです。そうでない場合には、調整を検討する必要があります。 
 

 期日経過なし 
の売上 

30 日後の 
未収残高 

60 日後の 
未収残高 

90 日後の 
未収残高 

売上の期日経過の予想プロファイル：［1］ CU10,000 CU9,000 CU5,000 CU1,800 

予想損失：［2］ CU400 CU400 CU400 CU400 

予想損失率：［2］ / ［1］ 4.00％ 4.44％ 8.00％ 22.22% 

 
ステップ 6：予想損失率を用いた予想信用損失の計算 
 
最後のステップは、以下に示すように、報告日における債権の期日経過プロファイルに予想損失率を適用して、予想

信用損失を算定することです。この設例では、使用された期日経過に COVID-19 によって生じた区分間の移動はま

だ反映されていないと仮定しています。期日経過にすでに区分間の移動が反映されている場合、（ステップ 5 で説明

したとおり）過去の期日経過について期日経過カテゴリ間の移動の予想を反映した調整を行っているため、二重計

算がないようにする必要があります。 
 

 債権合計 期日経過 
なし 

30-60 日の 
期日経過 

60-90 日の 
期日経過 

90 日後  

報告日の営業債権残高：［1］ CU140 CU50 CU40 CU30 CU20 

予想損失率：［2］  4% 4.44% 8.00% 22.22% 

予想信用損失：［1］ / ［2］ CU10.6 CU2 CU1.8 CU2.4 CU4.4 

 
開示 
 
引当マトリクス・アプローチを適用する企業について、IFRS 第 7 号では、信用リスク格付に関する開示を引当マトリ

クスのデータに基づいて行うことが認められています。しかし、この開示および IFRS 第 7 号によって要求されるその

他の開示も「定型的」なものではなく、COVID-19 の影響がどのように織り込まれているかを説明するものでなけれ

ばなりません。 
 

COVID-19 の影響－開示 

COVID-19 の結果として重視すべき領域 
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• 予想信用損失の測定に用いるインプットおよび仮定に COVID-19 をどのように反映しているか（将来予

測的な情報および追加の調整または「補正」を含む） 
• 信用リスクの集中、および異なる債権に対する COVID-19 の異なる影響を考慮に入れてそれらが十分

な粒度（詳細）があるかどうか 
• 報告日において信用減損した債権の帳簿価額（重大な財政的困難に陥っている債務者に対する債権

または期日経過が 90 日を超えている債権など） 
• 信用リスク管理の実務、および COVID-19 によりこれらがどのように変化したか（支払猶予、支払条件

の延長または影響を受ける借手に付与されるその他の救済措置を含む） 
• 重要な見積りの開示。これには、将来予測的な情報、債権がどのようにグルーピングされたか、信用の

修正か価格の譲歩（引下げ）かの判定に関する開示が含まれる可能性があります。 

 
 
FAQ 3.2.6 「営業債権またはリース債権について保有する現金担保：予想信用損失の認識および測定」 
 
質問 
 
COVID-19 の影響により、サプライヤーは、財またはサービスを提供する前に、顧客に現金担保の差入れを要求す

る場合があります。現金担保は、サプライヤーによって無期限に保有され、顧客がサプライヤーから財またはサービ

スの調達を行わなくなったときにのみ返還される場合があります。同様に、一部の貸手は、リース期間の終了後にの

み返還される現金担保を差し入れるように借手に要求する場合があります。この FAQ では、現金担保が財やサー

ビスの前払いやリース料を表すものではないと判断されていると仮定します。 
 
サプライヤーまたは貸手は、このような現金担保をどのように認識すべきでしょうか、また、営業債権またはリース債

権の予想信用損失（「ECL」）を測定する際に、担保をどのように反映させるべきでしょうか。 
 
回答 
 
最初に、現金担保により IFRS 第 9 号第 3.2.3 項に従って営業債権残高の認識の中止が生じるか、または IAS 第

32 号第 42 項に従って当該残高と現金担保を相殺すべきかを検討する必要があります。ほとんどの場合、現金担保

の受領が営業債権の決済となり、営業債権の認識の中止となる可能性は低いといえます。 
 
また、通常は純額決済の意図もない（また、相殺のその他の条件も満たされない可能性がある）ため、相殺の要件

が満たされる可能性は低いといえます。これは、現金担保は、通常、特定の営業債権の決済に使用されるのではな

く、将来の財またはサービスの調達のためにサプライヤーが保有しているためです。そのため、サプライヤーは、現

金担保の受領時に、それを顧客に対する金融負債として認識する必要があります。 
 
営業債権の予想信用損失を決定する際に、現金担保は、債務者が債務不履行に陥った場合の損失額を減少させる

ため、IFRS 第 9 号 B5.5.55 項における信用補完とみなされます。そのため、現金担保は、予想信用損失の測定に

反映されます。 
 
ただし、現金担保は、信用リスクの著しい増大が生じているかどうかの評価（単純化したアプローチにより測定されて

いない債権の場合）、または債権が信用減損しているかどうかの評価（IFRS 第 7 号第 35M 項で要求される開示を

行う場合）に影響を与えません（IFRS 第 9 号 B5.5.12 項）。 
 
営業債権の予想信用損失の計算にあたり引当マトリクスを使用する企業について、現金担保は、以下のような影響

を与える可能性があります。 
 

• 営業債権残高のグルーピング 

現金担保を差し入れている顧客と差し入れていない顧客の性質が類似し、類似の信用リスクを持つ可能

性は低いといえます。そのため、現金担保の対象となる営業債権は、対象ではない営業債権と区別してグ

ルーピングし、分析することになると見込まれます。 
• 損失率の算出 
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適切な損失率を決定する際に、現金担保は、債務不履行時の損失を減少させるため、考慮する必要があ

ります。 

 
IFRS 第 7 号に従って、以下の開示を提供する必要があります。 
 

• 担保が予想信用損失から生じる金額に及ぼす影響（IFRS 第 7 号第 35K 項） 
• 担保を営業債権と相殺する法的権利が存在する場合、IFRS 第 7 号第 13A 項から第 13E 項の相殺の開

示。貸借対照表上で、担保がマスター・ネッティング契約または類似の契約の対象である営業債権と相殺

されるかどうかにかかわらず、当該開示要求事項が適用されることに留意が必要です。 
 
上記の認識、予想信用損失および開示に関する検討事項は、リース債権について保有される現金担保にも同様に

適用されます。ただし、貸手は、保有する担保に関する定量的な情報を提供する必要があるものの、そのような担保

についての記述的な説明の提供は要求されていません（IFRS 第 7 号第 35A 項）。 
 
 
FAQ 3.2.7 「報告日後の COVID-19 に関連する追加的な情報をどのように ECL の見積りに含めるべきか」 
 
質問 
 
報告日後であるが財務諸表発行の承認前の COVID-19 に関連する事象は、どのように IFRS 第 9 号の予想信用

損失引当金の算定に織り込むべきでしょうか。 
 
背景 
 
IAS 第 10 号「後発事象」は、報告日後に利用可能である情報を評価して、そのような情報が報告期間の末日に存

在した状況についての証拠を提供する、修正を要する後発事象であるかどうかを判断することを要求しています。修

正を要する後発事象である場合、企業は、財務諸表に認識した金額を修正しなければなりません。修正を要しない

後発事象は、報告期間後に発生した状況を示すものであり、開示のみが要求されます。 
 
回答 
 
IFRS 第 9 号第 5.5.17 項は、予想信用損失（ECL）を、過去の事象、現在の状況および将来の経済状況の予測に

ついて報告日に利用可能な情報を反映する方法で見積ることを要求しています。しかし、IAS 第 10 号第 9 項(b)(i)
の例は、報告期間後に経営者に利用可能となった追加情報が、報告日に存在した状況を反映したものである場合

には、ECL の見積りにおいて当該情報を考慮する必要があることを示しています。 
 
IAS 第 10 号の例は、報告期間後に発生する顧客の倒産であり、報告期間の末日時点で顧客が信用減損していた

ことを確認しています。このように、ECL は、IAS 第 10 号の適用上、公正価値の評価とは異なる取扱いとなります。

これは、報告日に市場参加者が知ることができなかった報告日後の情報の入手は、公正価値の見積りについての

修正を要する後発事象ではないためです（FAQ 8.2.3「修正を要する事象が公正価値の測定基礎を有する資産に係

る再測定または減損の計算に影響を及ぼす場合」（和訳はこちら）を参照）。 
 
IFRS 第 9 号の ECL に対する IAS 第 10 号の適用は、一定範囲の生じ得る結果を評価することによって ECL を決

定するという IFRS 第 9 号の特定の要求により、さらに複雑となります。ECL という特定の文脈において、後発事象

は、次の 3 つに分類することができます。 
 

# 分類 ECL の事例および分析例 

1 報告日後に利用可能となった情報で、

報告日前または報告日時点の状況ま

たは事象に明確に関連する情報。 

報告日は 2020 年 6 月 30 日である。2020 年 7 月 2 日に、2020
年 5 月の失業データが公表され、基本ケースのシナリオで予想さ

れていたよりも大幅に悪化している。 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Going_concern_and_events_after_the_reporting_period_82/FAQ_823__Adjusting_events_affecting_remeasurementimpairment_calculations_related_to_assets_with_a_measurement_basis_of_fair_value_86.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/Going_concern_and_events_after_the_reporting_period_82/FAQ_823__Adjusting_events_affecting_remeasurementimpairment_calculations_related_to_assets_with_a_measurement_basis_of_fair_value_86.html?dn=i4m
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これは、IAS 第 10 号の適用上、修正

を要する後発事象となる。 

 
これは、報告日時点の状況についての証拠を提供するため、修

正を要する後発事象として、企業による 6 月 30 日現在の ECL
の評価に織り込む必要がある。 

2 報告日後に利用可能となった情報で、

報告日後の状況や事象に明らかに関

連し、報告日時点では合理的に予測

できなかった情報。 
 
 
これは、IAS 第 10 号の適用上、修正

を要する後発事象ではなく、また、

IFRS 第 9 号における ECL の見積り

に反映すべき、報告日時点で利用可

能な合理的かつ裏付け可能な情報で

もない。 

報告日は 2019 年 12 月 31 日である。COVID-19 の事例が

2020 年初めに急増し、経済への悪影響が増大した。2019 年 12
月 31 日現在の状況としては、世界保健機関（WHO）に報告され

た未知のウイルスの数は限定的であった。この時点では、ヒトか

らヒトへの感染に関する明示的な証拠は存在しなかった。 
 
これは、報告日時点の状況についての証拠を提供するものでは

ないため、修正を要しない後発事象である。2019 年 12 月 31 日

現在において、ECL の見積りに反映すべき合理的で裏付け可能

な情報が存在したことを示していない。 

3 報告日後に利用可能となった情報で、

報告日後の状況や事象に明らかに関

連しているが、報告日時点で生じ得る

シナリオとして予測されていた可能性

のある情報。 
 
当該事象が報告日における合理的か

つ裏付け可能な情報および報告日に

ECL に反映される可能性のあるシナ

リオと確率のウェイト付けの範囲につ

いて、より多くの示唆をもたらすかどう

かを考慮する必要がある。示唆をもた

らす場合、報告日におけるシナリオや

ウェイト付けの修正が正当化される可

能性がある。ただし、報告日時点で真

正の不確実性が存在する場合には、

特定のシナリオのウェイト付けを

100%とすべきではない。 

報告日は 2020 年 6 月 30 日である。2020 年 7 月 21 日に、政

府は「必要不可欠でない」セクターの一部の事業再開を認める

「ロックダウン」の緩和を発表した。6 月 30 日時点では、政府が 3
週間以内にロックダウンを見直すとの報道があったが、結果は不

確実であった。 
 
政府による「ロックダウン」の緩和は、報告日時点の状況につい

ての証拠を与えるものではない。しかし、報告日後の生じ得る将

来の結果について、より深い示唆をもたらす。したがって、企業

は、そのようなシナリオが生じ得ることを示す合理的かつ裏付け

可能な情報が報告日に存在していたかどうかを検討する必要が

ある。存在していた場合、企業は、そのような動向が報告日にお

いて選択されたシナリオやウェイト付けにすでに適切に織り込ま

れているかどうかを考慮し、織り込まれていない場合には適切な

調整を行う必要がる。 

 
報告日後の情報および事象が、報告日時点に存在した利用可能な情報および状況や、報告日時点で予想された将

来シナリオに関する情報を反映しているかどうか、また、どの程度まで反映しているかの決定には、判断が必要とな

る可能性があります。これは、COVID-19 の環境においては、事態が急速に展開しており、潜在的に将来に高い不

確実性があるため、特に顕著となります。 
 
報告日後の情報および事象が ECL に及ぼす影響を評価する際には、多くの場合、以下の事項を検討することが適

切であるといえます。 
 

• 重要性と影響の評価 
企業は、重要な後発事象に焦点を当て、それらが ECL の見積りに重大な影響を及ぼす可能性があるか

どうかを評価する必要があります。後発事象が ECL に重大な影響を及ぼす可能性があるかどうかの評価

の際には、直接的な影響だけでなく、間接的または「2 次的な」影響も考慮すべきです。例えば、予測よりも

悪い失業率の数字は悪化の傾向を示すことになりますが、その悪化の傾向に対して政府の追加的な措置

が見込まれる場合には、ECL への影響は抑えられる可能性があります。同様に、個別にではなく、まとめ

て検討すべき複数の後発事象が存在する可能性があります。 
 

• 結果が予測されたかどうか 
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重要な後発事象が発生した場合、報告日におけるシナリオやウェイト付けが、生じ得る結果を考慮して決

定されたかどうか、および修正が適切かどうかの判定には判断が必要となる可能性があります。これは、

特に、生じ得る将来の結果を表すと考えられるシナリオを選別した詳細なリストを作成せずに、最初からシ

ナリオとウェイト付けを選択した場合に当てはまります。 
 

• 不確実性の解消および新たな情報 
COVID-19 および将来の結果についてすでに高い不確実性がある状況において、後発事象は、多くの場

合、生じ得る将来の結果の全体的な方向性が報告日時点の当初の見積りと大きく異なっていることを示す

ものではなく、単に報告日においてその不確実性が存在していたことを確認するものとなります。そのよう

な状況では、報告日に対する ECL の修正は通常必要ありません。 
 
設例 
 
以下の表では、2020 年 6 月 30 日（すなわち、COVID-19 がパンデミックと宣言された後）を報告日とする銀行につ

いて、いくつかの生じる得る後発事象の例、報告日時点で ECL を評価する際の検討事項の分析例とともに例示して

います。 
 
このリストは網羅的ではなく、判断が要求されます。個々の事実および状況が、以下の例および分析で想定されてい

るものと異なる場合、検討すべき要因や導かれる結論も異なる可能性があります。 
 

# 後発事象 分析例 

1 2020 年 7 月 3 日、銀行監督当局は、

銀行がすでに個人顧客に提供してい

る住宅ローンについての支払猶予に

加え、クレジットカードにも支払猶予を

与えることを要求すると発表した。パン

デミックの影響を受けた他の法域にお

いても、クレジットカード保有者に対し

て同様の対策が講じられている。 

急速に事態が動いていることを考えると、この決定がすでに 6 月

30 日に行われ、その日時点の状況の証拠を与えるものと仮定す

ることはできない。ただし、報告日以降に生じる得る将来の結果

について深い示唆を与えるものである。 
 
6 月 30 日より前に住宅ローンの支払猶予がすでに行われてい

るという裏付けを提供する政策、およびその他の法域におけるク

レジットカードに対する類似の対策を考慮すると、6 月 30 日時点

で、そのような将来の動向が合理的に生じ得ることを示す利用可

能な合理的かつ裏付け可能な情報が存在していたといえる。した

がって、銀行は、すでに選択されたシナリオやそのウェイト付けの

中にそのような動向が適切に織り込まれているかどうかを検討

し、織り込まれていない場合には、適切な修正を行う。 
 
これは前述の「分類３」の事象の例である。 
 
（注）クレジットカードの支払猶予による条件変更の会計処理は、

ECL の影響とは異なり、実際に変更が行われた時点でのみ計上

される修正を要しない後発事象である。FAQ 3.2.1 「COVID-19
による支払猶予が予想信用損失のステージ区分に及ぼす影響」

を参照。 

2 2020 年 7 月 5 日、銀行は支払猶予を

与えるために顧客との契約条件の変

更を開始したが、これは、顧客が要求

した場合の取扱いとして、6 月 30 日よ

り前に政府による要請として銀行に伝

えられていたことを実施しているにす

ぎない。 

この報告日後の情報は、報告日における状態を確認するもので

あり（例えば、新たな情報を提供するものではない）、報告日にお

いて既知の政府の政策により予想される影響は、前述の「分類

１」の事象と同様、修正を要する後発事象として ECL の評価に

織り込む必要がある。 
 
（注）支払猶予による償済原価の再測定または条件変更の会計

処理は、ECL の影響とは別に、IAS 第 10 号の適用上、別個に考

慮する必要がある。他の生じ得る測定の影響については、FAQ 

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_321__Impact_of_COVID19_payment_holidays_on_ECL_staging_35.html#pwc-topic.dita_3ad35753-2609-4332-a289-466f62681be0
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_321__Impact_of_COVID19_payment_holidays_on_ECL_staging_35.html#pwc-topic.dita_3ad35753-2609-4332-a289-466f62681be0
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_321__Impact_of_COVID19_payment_holidays_on_ECL_staging_35.html#pwc-topic.dita_3ad35753-2609-4332-a289-466f62681be0
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3.2.1 「COVID-19 による支払猶予が予想信用損失のステージ区

分に及ぼす影響」および FAQ 3.1.3 「銀行および債務者の交渉

に基づく貸付金の支払猶予の会計処理」を参照。 

3 2020 年 7 月 10 日、政府は、これまで

政府支援の恩恵を受けていなかった

経済セクターに対して、新たな

COVID-19 支援制度を公表した（例え

ば、事業主が一時帰休した従業員へ

の支払いを継続できるようにするため

の政府補助金）。 
 
6 月 30 日時点で、同セクターが財務

上の困難に陥っている兆候は存在し

ており、ロックダウンの継続によりさら

なる悪化が予想される。しかし、事態

が急速に動いたことにより、政府は、6
月 30 日までに同セクターの支援を決

定していなかった。 

政府による支援制度の公表は、それが報告日時点で確実であっ

たことの証拠を与えるものではない。ただし、ロックダウンの状況

下で財務上の困難に陥ったセクターに関して報告日以降に生じ

得る将来の結果について、より深い示唆を与えるものである。企

業は、報告日時点の政府の政策を検討する。企業は、以前、政

府が同様の困難に陥った他の類似セクターを支援していることに

留意し、6 月 30 日時点で、そのような動向が合理的に生じ得る

ことを示す利用可能な合理的かつ裏付け可能な情報が存在して

いたと判断する。企業は、すでに選択されたシナリオやそのウェ

イト付けの中にそのような動向が適切に織り込まれているかどう

かを検討し、織り込まれていない場合には、適切な修正を行う。

これは前述の「分類３」の事象の例である。 
 
 ただし、政府の政策が「突発的」なものであり、報告日時点で合

理的に生じ得るとみなされない場合には、企業は、報告日時点の

ECL 評価に織り込むべきでないと判断する可能性がある。この

ようなシナリオは、前述の「分類 2」の事象である。 

4 2020 年 7 月 20 日、主要な債務者が

破産又は破産管財手続に入った。 
 

これは、IAS 第 10 号第 9 項における報告期間後に発生する顧

客の破産の例と類似しており、通常、報告期間の末日において

顧客に信用減損が生じていたことの確認となる。同様に、この後

発事象は、7 月 1 日から 20 日の間に著しい悪化のトリガーとな

る重大な事象が生じていない限り、報告日において顧客に信用

減損が生じており、前述の「分類 1」の修正を要する後発事象で

あることを示す。また、銀行は、報告日に、類似の業種または状

況にある他の債務者への影響を考慮する必要がある可能性が

ある。 

5 2020 年 7 月 21 日、主要な債務者が

未払いの期末残高を全額現金で支払

う。 

残高の事後的な決済は、報告日時点の生じ得る将来の結果の

一つ、すなわち、支払を確認するものであるにすぎない。しかし、

不払いも、報告日に存在する状況または報告日以降に生じ得る

事象により生じ得る結果である。したがって、これは報告日にお

ける状況を確認するものではなく、修正を要する後発事象ではな

い。そのため、ECL の見積りをゼロに設定すべきではない。これ

は、前述の「分類 3」の事象のひとつの例である。しかし、実務に

おいて、そのような状況では、ECL は無視できる可能性がある。 

6 2020 年 7 月 23 日、ある製薬会社が

COVID-19 用のワクチンの試験を成

功させ、ワクチンの世界的な製造を行

えるよう規制当局の承認を得たと発表

した。 
 
6 月 30 日時点では、製薬会社が試験

を完了しており、間もなくワクチンの規

制当局による承認を得る可能性があ

るという利用可能な情報があった。 

銀行は、マクロ経済的シナリオおよび 6 月 30 日時点のウェイト

付けが、この結果の発生可能性を適切に反映しているかどうかを

検討する。これは、前述の「分類 3」の事象のひとつの例である。 

7 2020 年 7 月 30 日、2020 年 6 月 30
日より後に付与された住宅ローンの支

払猶予の総数は 50,000 件に達し、景

銀行は、報告日後に付与された住宅ローンの支払猶予の件数が

6 月 30 日より前に見られた傾向を確認するものであり、これは、

すでに ECL の期末の見積りに反映されていると判断する。した

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_321__Impact_of_COVID19_payment_holidays_on_ECL_staging_35.html#pwc-topic.dita_3ad35753-2609-4332-a289-466f62681be0
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_321__Impact_of_COVID19_payment_holidays_on_ECL_staging_35.html#pwc-topic.dita_3ad35753-2609-4332-a289-466f62681be0
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_313__What_is_the_accounting_treatment_of_a_loan_repayment_holiday_negotiated_between_a_bank_and_a_borrower_30.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_313__What_is_the_accounting_treatment_of_a_loan_repayment_holiday_negotiated_between_a_bank_and_a_borrower_30.html?dn=i4m
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気減速の初期の兆候のみを示し、6 月

30 日より前に見られた傾向が続いて

いる。 

がって、ECL に対するさらなる修正は必要ない。これは、前述の

「分類 3」の事象のひとつの例である。 

 
 
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」 
 
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」（和訳はこちら）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。 
 
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。 
 

• 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。 
 

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.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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• 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。 
 
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」 
 
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。 
 
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。 
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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

ス料の減免をどのように会計処理すべきか」を参照）（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。 
 
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をどのように会計処理すべきか」を参照）

（和訳はこちら）。 
 
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。 
 
回答 
 
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。 

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_41__How_should_lease_concessions_related_to_COVID19_be_accounted_for_64.html?dn=i4m
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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 章の FAQ 15.134.2（和訳はこち

ら）を参照ください。 
 
質問 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 
 
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」（和訳はこちら）を参照ください。 
 
 
FAQ 4.4 「COVID-19 の結果としてリース期間の見直しが必要となるか」 
 
前提 
 

• ある小売業者が、店舗を 5 年間リースする契約を締結し、当該契約にはさらに 5 年間延長するオプション

が付されています。 
• リース開始日において、小売業者は、リースを延長するインセンティブを生じさせるすべての関連する事実

および状況を検討し、延長オプションを行使することが合理的に確実であると判断したため、リース期間は

10 年であると結論付けました。 
• その結果、小売業者は、当初の使用権資産およびリース負債の帳簿価額にオプション期間のリース料を

含めており、使用権資産を 10 年間で減価償却しています。 
• 4 年目の初めに、COVID-19 によるロックダウンが発生しました。 

 
 
借手（小売業者）は、以 COVID-19 の結果として、4 年目にリース期間を見直すことが必要となるでしょうか。 
 
回答 
 
状況によります。リース開始日後、借手は、延長オプションを行使すること、または解約オプションを行使しないこと

が合理的に確実であるかどうかを、下記に該当する重大な事象または状況の重大な変化のいずれかの発生時に見

直す必要があります［IFRS 第 16 号第 20 項］。 
 

a. 借手の統制のおよぶ範囲内にあり、かつ 
b. 借手が過去にリース期間の決定に含めていなかったオプションを行使すること、または、過去にリース期間

の決定に含めていたオプションを行使しないことが合理的に確実であるか否かに影響を与える。 
 
このような重要な事象または状況の変化の一例として、オプションの行使または不行使に直接関連性のある借手の

事業上の決定（例えば、補完的な資産のリースを延長したり、代替的な資産を処分したり、使用権資産を利用してい

る事業単位を処分したりする決定）が挙げられます［IFRS 第 16 号 B41 項］。 
 

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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COVID-19 は、借手の統制の及ぶ範囲内の事象ではありません。したがって、COVID-19 それ自体はリース期間の

見直しを生じさせるものではありません。 
 
しかし、COVID-19 によるロックダウンにより、小売業者が事業計画や商業戦略を見直し、この見直しに合わせて店

舗ポートフォリオの詳細な見直しを行う可能性があります。これは、借手の統制の及ぶ範囲内の重大な事象または

状況の重大な変化となります。 
 
このような商業戦略の変更の結果、小売業者が、延長オプションを行使することが合理的に確実ではなくなったと結

論づけた場合、リース期間を見直すことが必要となります。 
 
リース期間が見直された場合、借手は、次のような会計処理を行うことになります。 
 

• 改訂後のリース料を改訂後の割引率を用いて割り引くことにより、リース負債を再測定する［IFRS 第 16 号

第 40 号］ 
• リース負債の再測定の金額を使用権資産の修正として認識する［IFRS 第 16 号第 39 号］ 
• 使用権資産を改訂後の残存リース期間（すなわち、上記の例では 2 年間）にわたって減価償却する。 

 
リース期間の見直しは、見直し日における使用権資産およびリース負債の帳簿価額に重大な影響を及ぼす可能性

があります。結果として、その後に認識される減価償却費と支払利息の額にも影響を与える可能性があります。さら

に、借手は、使用権資産が減損しているかどうかを検討する必要があります。 
 
なお、貸手については、リース開始日後、借手によってオプションが行使されることが合理的に確実であるかどうか

の見直しは行いません。 
 
 
FAQ 4.5 「COVID-19 により回収可能性が不確実であるオペレーティング・リースにおける貸手のリース収益

の認識」 
 
質問 
 
COVID-19 の感染拡大の結果、一部のオペレーティング・リースにおける賃料の回収可能性の不確実性が高まって

います。賃料の一部について回収不能であると評価した場合、貸手は、対応するリース収益を引き続き認識すべき

でしょうか。 
 
回答 
 
IFRS 第 16 号は、貸手に、オペレーティング・リースによるリース料を、定額法又は他の規則的な基礎のいずれかで

収益として認識することを求めています（IFRS 第 16 号第 81 項）。IFRS 第 16 号では、貸手がリース収益を認識す

る際に満たすべき回収可能性の要件を定めていないため、貸手は、リース収益を引き続き認識することが可能で

す。ただし、貸手は、リース債権に IFRS 第 9 号の減損の要求事項を適用することが求められます。リース債権の減

損損失は、費用として個別に認識する必要があります（詳細は FAQ 4.3 「リース債権の減損」を参照）（和訳はこち

ら）。 
 
 
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。 
 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/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?dn=i4m
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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（「IASB 文書」）を公表しました。 
 
 
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

リース料の減免をどのように会計処理すべきか」を参照）（和訳はこちら）。 
 
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 4.1 「COVID-19 に関連するリース料の減免をどのように会計処理す

べきか」を参照）（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） 
 
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 4.2 「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」を参照（和訳はこちら）。  
 

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_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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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。 
 

 

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」を参照）（和訳はこ

ちら）。 
 
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。 
 
 
FAQ 4.8 「契約上の支払期限が到来している過去の賃料の任意の免除について、オペレーティング・リース

の貸手の会計処理」 
 
質問 
 
借手が財政上の困難に陥っている場合などにおいて、貸手がリースの範囲またはその他の条件を変更することな

く、契約上の支払期限が到来している過去の賃料についての一部の支払の免除に同意する場合があります。このよ

うな賃料の減額が契約または法令によって要求されるものではない場合、貸手は、このようなリース債権の免除をど

のように会計処理すべきでしょうか。 
 
回答 
 
IFRS 第 9 号と IFRS 第 16 号は、このような認識済み金額の任意の免除の取扱いについて、異なるガイダンスを提

供しています。したがって、PwC は、このようなオペレーティング・リース債権の減額について、以下のような会計方

針の選択が可能と考えています。 
 
貸手は、支払期限が到来している過去の賃料の支払いの減額を、リース債権の一部の消滅と考えることができま

す。IFRS 第 9 号第 2.1 項(b)(i)は、オペレーティング・リース債権は IFRS 第 9 号の認識の中止に関する要求事項

の対象になると述べています。IFRS 第 9 号第 3.2.3 項(a)は、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の

権利が消滅した場合には、金融資産の認識の中止を行う必要があると規定しています。この会計処理において、リ

ース料の免除は、減額が契約上合意された期間に損益計算書で損失として認識され、対応するリース債権が減額さ

れます。 
 
他方、この事実パターンでは、貸手は、リースの条件変更の定義を満たしていると考えることもできます。リース料の

減額は、リースの当初の条件の一部ではなく、リースの対価の変更が行われているためです。したがって、貸手は、

IFRS 第 16 号第 87 項のガイダンスに従うことができ、その場合、オペレーティング・リースの条件変更を新たなリー

スとして会計処理し、「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さなければなりません。結果とし

て、貸手は、契約上の支払期限が到来している賃料について貸借対照表で過去に認識していた金額を、条件変更

時に直ちに変更することはありませんが、リースの残存期間にわたって認識するリース収益は減少します。 
 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/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?dn=i4m
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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。 
 

 

企業は、これらの会計上の取扱いを会計方針として選択し、類似の特徴を有する同様の状況における契約の条件

変更に対し、一貫して適用する必要があります。 
 
上記の会計方針の選択は、契約上の支払期限が到来した過去の賃料の免除に関連するものであることに留意が必

要です。貸手が債権として認識していない将来の賃料の支払いについて免除を行う場合、IFRS 第 9 号のガイダン

スは適用されません。そのような金額はまだ金融資産として認識されていないためです。貸手が過去の賃料と将来

の賃料の支払いを同時に免除する場合には、IFRS 第 9 号の会計方針の選択は、免除時に支払期限が到来してい

る部分についてのみ適用されます。 
 
 
FAQ 4.9 「オペレーティング・リースが変更された場合の当初直接コストの貸手側の会計処理」 
 
質問 
 
オペレーティング・リースの貸手が、リース料の支払額または支払時期の変更をリースの条件変更として会計処理す

べきであると判断した場合、貸手は、リースに関連する当初直接コストをどのように会計処理する必要があるでしょう

か。 
 
回答 
 
IFRS 第 16 号には、オペレーティング・リースが条件変更された場合の貸手に関する具体的なガイダンスがあります

（IFRS 第 16 号第 87 項）。このガイダンスは、「貸手は、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または未払リース料

は、新たなリースに係るリース料の一部とみなす」と述べています。貸手が契約上の支払期限が到来している過去

の賃料に関する金額について任意の免除を行う場合、IFRS 第 9 号の認識の中止に関するガイダンスまたは IFRS
第 16 号のリースの条件変更に関するガイダンスのいずれかを会計方針として選択できることに留意が必要です（詳

細は FAQ 4.8 を参照）。 
 
IFRS 第 16 号のガイダンスを適用する場合、IFRS 第 16 号第 87 項は、前払リース料または未払リース料の会計

処理を規定していますが、リースに関連する当初直接コストの会計処理については規定していません。これは、当初

のリースに関連する当初直接コストは、条件変更時に認識の中止が行われ、前払リース料または未払リース料のみ

が新たなリースに係るリース料とみなされることを意味している可能性があります。しかし、IFRS 第 16 号は、リース

の条件変更を新たなリースとして会計処理することを貸手に要求しており、したがって、当初直接コストの定義に合

致するリースの条件変更に際して発生した増分コストは、条件変更したリースを取得するためのコストである場合、

資産計上することが可能です。このような増分コストは、リースの条件変更が行われていなければ発生しなかったで

あろうコストです。 
 
別の考え方として、IFRS 第 16 号は、貸手に条件変更を新たなリースとして会計処理することを要求していますが、

これは従前に認識された前払リース料または未払リース料を、条件変更したリースの対価として会計処理することを

容認することによって、従前のリースと連動させることが意図されています。これに基づけば、当初のリースに関連す

る当初直接コストは、条件変更したリースにも同様に関連することになり、したがって、条件変更したリースの残存期

間にわたって引き続き認識され償却されることになります。ただし、当初直接コストの定義は、リースを当初に取得す

るためのコストであるため、リースの条件変更に際して発生したいかなる増分コストも費用として認識する必要があり

ます。 
  
IFRS 第 16 号には具体的なガイダンスがないため、PwC は、いずれの方法を採用することも可能と考えています。

したがって、企業は会計方針として選択できます。選択した方針を首尾一貫して適用する必要があり、重要性がある

場合には開示も必要となります。 
 
 
FAQ 4.11 「オペレーティング・リースの貸手による収益認識パターンの変更」 
 
質問 
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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。 
 

 

COVID-19 の環境下において、借手は、任意または法規制により、生産能力を引き下げて操業していたり、店舗設

備等を何度も閉鎖させられたりしている場合があります。このような状況において、オペレーティング・リースの貸手

が収益認識のパターンを変更することは適切でしょうか。 
 
回答 
 
いいえ。収益認識のパターンを変更することは、通常適切ではありません。 
 
オペレーティング・リースの貸手は、リース料を定額法または他の規則的な基礎のいずれかで収益を認識する必要

があります（IFRS 第 16 号第 81 項）。「他の規則的な基礎」の方が原資産の使用による便益が減少するパターンを

より適切に表す場合には、当該基礎を適用することができます。 
 
しかし、本事例では、原資産を使用する権利を借手に提供する貸手の義務に変更はありません。すなわち、借手

は、異なる方法で資産を使用することになる可能性がありますが、リースに基づいて提供された資産の使用は、引き

続きリース期間中に借手に独占的に付与されるものであり、借手は、リースの残りの期間について付与されていたよ

りも多い、または少ない資産を使用する権利を獲得または放棄するものではありません。 
 
このような理由から、たとえ資産が「遊休」状態であっても、借手は、通常「使用権」資産を引き続き定額法で減価償

却を行います。FAQ 2.5.1 「資産が遊休状態になった場合に減価償却を停止できるか」 をご参照ください。貸手が定

額法によるリース料の収益認識を継続することは、借手によるリースの権利の消費パターンと整合します。 
 
 
FAQ 6.1.1 「逸失収入についての政府補助金の損益計算書上の表示」 
 
質問 
 
逸失収入について政府補助金を受け取る場合、顧客との契約から生じる収益またはリース収益として表示できるで

しょうか。 
「 
背景 
 
COVID-19 パンデミックの中、企業を支援するための様々な救済プログラムが各国政府により提供されています。

多くの救済プログラムは、逸失収入に関して企業を支援するために提供されています。 
 
回答 
 
企業は、最初に、政府から提供された救済が IAS 第 20 号第 3 項の政府補助金の定義を満たすかどうかを評価す

る必要があります（FAQ 6.2.2 「政府補助金を受け取る当事者の識別」（和訳はこちら）を参照）。 
 
政府補助金は、損益計算書上、その補償対象となる関連コストが費用として認識される期間にわたって規則的に認

識されます。収益に関する補助金は、損益計算書において区分して表示、または「その他の収益」のような一般的な

科目名に含めて表示されることもあれば、関連する費用から控除して表示されることもあります（IAS 第 20 号第 29
項）。 
 
政府補助金は、顧客との契約から生じる収益（IFRS 第 15 号第 6 項）やリース収益（IFRS 第 16 号第 81 項）の定

義を満たしません。IAS 第 20 号における相殺表示の選択肢は、関連する費用から補助金収入を控除するという文

脈で書かれており、それによって企業が負担する正味の費用が示されることになります。この方法を、逸失収入に関

する支援を意図した補助金に類推適用することは、補助金収入の不適切な分類を招くため（例えば、顧客との契約

から生じる収益やリース収益の中で表示されてしまうため）、許容されません。 
 
ただし、「その他の収入（other income）」、「その他の収益（other revenue）」または「補助金収入」に含めて逸失収

入の補償として受け取った補助金を表示することは可能です。PwC は、次のような表示方法が適切となることがあ

ると考えています。 

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_251__Can_an_entity_stop_depreciating_an_asset_if_it_is_idle_21.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/Revenue_Recognition_and_Government_Grants_73/FAQ_622__Identifying_the_party_that_receives_a_government_grant_78.html?dn=i4m
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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。 
 

 

 
• 営業利益の中の収益以外の「その他の収入（other income）」として表示 

総額表示の方法による場合、その項目には、他の政府補助金からの収入も表示されます。 

• より広い収益のカテゴリに含まれる収益として表示 
当該政府補助金を、より広い収益の定義を満たすものと考え、より広い収益のカテゴリで表示します。これ

は、IFRS 第 15 号が、収益を（広義の）収益のうち企業の通常の活動の過程で生じるものと定義している

ためです。したがって、通常の事業の過程の財又はサービスの提供による収益の逸失が生じた結果として

企業に政府補助金を受け取る権利が生じた場合、当該補助金を総収益の中に表示できる可能性がありま

す。当該補助金を損益計算書において総収益の一部として表示する場合、IFRS 第 15 号の範囲に含まれ

る顧客との契約から生じる収益や IFRS 第 16 号の範囲に含まれるリース収益とは区分して表示する必要

があります（IAS 第 20 号第 29 項）。この区分表示は、総収益の異なる構成要素の分解表示により達成さ

れます。 
  
いずれの場合においても、企業は、表示方法に関して明確な会計方針を定め、それに従う必要があります。 
 
 
FAQ 6.2.2 「政府補助金を受け取る当事者の識別」 
 
質問 
 
COVID-19 の感染拡大を抑制するためにとられた措置に対応して、何らかの形で第三者（借手、従業員、および債

務者など）に救済が提供されるという期待や要請から、政府が貸手、事業主、金融機関およびその他の企業に救済

を提供する場合があります。 
 
このような場合、IAS 第 20 号の適用となる補助金を企業が受け取っているかどうかをどのように判断すべきでしょう

か。 
 
前提 
 
政府は、（例えば、固定資産税の還付という形で）リベートを提供しています。リベートには、次のような特徴がありま

す。 
 

• リベートには、借手に移転するという明示的な要求はない。ただし、政府の強力な助言と監視により、貸手

は賃料の支払いを減額するという形で借手にリベートを移転することが期待されています。 
• 貸手は、個々の借手へのリベートの配分割合およびリベートの移転方法についての裁量を有しています。

例えば、貸手は、あるリースについては毎月固定額のリベートを提供し、他のリースについては賃料を毎

月一定割合減額するか、借手に一度に支払う場合もあります。場合によっては、貸手は、政府から受け取

るリベートよりも多くの救済を借手に与える可能性もあります。 
 
回答 
 
IAS 第 20 号は、どの当事者が政府補助金を受け取っているかを判断するための明確な指針を提供していません。 
 
多くの場合、政府と企業の２当事者間で行われるため、補助金を受け取っている当事者は明らかですが、COVID-
19 の影響で提供される政府の救済プログラムの多くは、中小企業や個人を対象とした支援であり、政府は救済の分

配を促進するために他の主体（すなわち、仲介者）を利用することがあります。場合によっては、仲介者が政府の救

済を受け取っているかどうか、従って IAS 第 20 号を適用すべきかどうかの判断が必要となります。 
 

• 仲介者が最終当事者への移転前に補助金を支配している場合、これは、仲介者が政府から補助金を受け

取っている当事者であることを示しています。したがって、仲介者は、IAS 第 20 号を適用する必要があり

ます。 
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• 仲介者が最終当事者への移転前に補助金を支配していない場合、仲介者において当該取引に IAS 第 20
号は適用されません。仲介者は、他の IFRS に準拠するために、当該取引に関連する他の資産または負

債を認識することが必要となる場合があります。 
 
支配の有無の評価は、企業が会計処理を行う経済的資源を特定するのに役立ちます。企業が経済的資源の使用を

指図する現在の能力を有し、それにより流入する可能性のある経済的便益を得ることができる場合には、企業は経

済的資源を支配しています。仲介者が最終当事者への移転前に補助金を支配しているかどうかの判断に役立つ要

因には、以下のようなものがあります。 
 
（補助金の支配の判定要因） 

• 仲介者が、どの最終当事者が救済を受け取るかについての裁量を有しているかどうか。例えば、事業主

が、どの従業員が救済パッケージを受け取るかについての裁量を有する場合、この事実は、事業主が選

定された従業員への移転前に補助金を支配していることを示す可能性があります。 
• 仲介者が、救済をどの程度配分しなければならないか、およびその配分方法についての裁量を有している

かどうか。例えば、貸手が借手にどれだけの救済パッケージを提供する必要があるかを決定できる場合、

または支払猶予、支払延期、または賃料減額のいずれによって救済を行うかを決定できる場合、この事実

は、貸手が救済を借手に移転する前に、救済を支配していることを示す可能性があります。 
• 仲介者は、いつ救済を配分するかについての裁量を有しているか。例えば、借手が救済パッケージに基づ

いて提供される救済を貸手に移転するよう要求できる場合、これは、貸手が借手に移転する前にその補助

金を支配していないことを示している可能性があります。 
• 仲介者が救済の適用を開始しているか、または最終当事者が救済の適用を決定しているか。例えば、借

手が政府の援助を受けた融資に対して仲介の銀行を通して申し込む場合、これは、銀行が借手への移転

前には補助金を支配していないことを示す可能性があります。 
• したがって、上述の例では、借手ではなく、貸手が受け取るリベートに対して IAS 第 20 号を適用する可能

性が高いでしょう。 
 
仲介者が政府補助金を受け取った当事者ではない可能性のある例としては、次のようなものがあります。 
 
政府は、一定の基準を満たす場合に、選択した従業員がオンラインで政府の救済の申込みを行うことを認める制度

を導入しています。この救済は、その後、事業主を通して、政府から従業員に対して支払われます。事業主は、どの

従業員が補助金を受け取るか、またはどの程度補助されるかについての裁量を有していません。事業主は、関連す

る救済給付の受領後 7 日以内に従業員に現金を渡すことを法的に義務づけられています。 
 
この例では、事業主は補助金の受取人ではありません。経済的便益を得るために補助金として受け取った現金の使

用を指図する現在の能力を持たないためです。事業主は、補助金が従業員に分配される時期、金額または方法に

ついての裁量を有していません。事業主は、他の IFRS に準拠するために取引に関連する他の資産または負債、す

なわち、現金が受領されたが報告期間末にまだ分配されていない範囲で、従業員に対する現金資産および関連負

債を認識することが必要となる可能性があります。 
 
 
FAQ 6.2.3 「救済措置が IAS 第 20 号の範囲に含まれる政府補助金に該当するかどうかの判定」 
 
多くの法域において、COVID-19 の経済的影響に対処する企業を支援するため、政府が複数の救済措置を提供す

る場合があります。これらの救済は、過去の賦課金や間接税の払戻し、将来の間接税に対して適用される控除、貸

付や保証を通じた財政支援、税率や事業税率の一時的な引下げ、債務の免除、延払の取決めなど、さまざまな方

法を組み合わせて提供される場合があります。 
 
質問 
 
企業は、政府の救済措置が 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どのように決定すべきでし

ょうか。 
 
回答 
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適切な会計処理を決定するためには、これらの救済の性質およびそれらに付随する条件を理解することが重要で

す。大まかに言えば、これらの救済措置が一定の適格条件を満たす特定の一企業または一定範囲の企業に対する

経済的便益を供与することを目的としている場合には、政府援助に該当します（IAS 第 20 号第 3 項）。しかし、すべ

ての政府援助が IAS 第 20 号に基づく政府補助金として会計処理されるわけではありません。政府補助金の定義

（IAS 第 20 号第 3 項）を満たす救済のみ、IAS 第 20 号に基づいて会計処理する必要があります。政府援助が政府

補助金の定義を満たしているかどうかの決定には判断が要求されます。政府補助金の定義に基づき、次の 3 つの

重要な特徴が存在する必要があります。 
 

1. 企業への資源の移転が存在しなければならない。政府援助は、資産の受領または負債の減額として行わ

れる可能性がある。救済やインセンティブを受領する方法は、会計上の取扱いに影響を与えない。しかし、

現金払戻しや既存の間接税債務の免除などの企業に提供される追加的な資源は、将来に支払われる間

接税や賦課金の減額ではなく、政府補助金である可能性が高い。 
2. 一定の条件を過去に遵守しているかまたは将来において遵守しなければならない。（黙示的または明示的

な）一定の条件を過去に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、政府援助が提供され

る。要求される条件が実質的であればあるほど、救済が政府補助金である可能性が高い。 
3. 当該条件が企業の営業活動に関連していなければならない。政府援助を受けるため、または政府援助に

適格となるためには、企業の営業活動に関連する特定の条件または義務が存在する。 
 
しかし、特定の状況下においては、政府補助金は、さらなる要求事項や特定の（例えば、特定の地域や産業分野に

おける）企業によるさらなるアクションを求めることなく付与される場合があります。政府援助を受ける資格を得るた

めに特定の地域または産業分野において事業を行わなければならないという一般的要件は、政府補助金の定義が

要求する条件を満たしています（SIC 第 10 号第 4 項）。救済がより明確なものとなるまたは対象をより限定的にする

ほど、政府補助金に該当する可能性が高くなります。 
 
合理的に価値を定めることのできない形態の政府援助および政府との取引のうち企業の通常の商取引と区別でき

ないものは、政府補助金から除外されます（IAS 第 20 号第 3 項）。課税所得の算定の際に利用可能な便益の形を

とる救済措置等は、IAS 第 20 号の範囲外であり、IAS 第 12 号に基づいて会計処理する必要があります（IAS 第

20 号第 2 項）。すべての企業に適用されるその他の間接税控除または税率の引下げは、実質的には賦課金の料

率または税率の引下げであり、通常は、IAS 第 37 号および IFRIC 第 21 号に基づいて会計処理されます。 
保証または貸付金の形態による政府の財政支援の影響の会計処理については、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をどのように会計処理すべきか」もご参照ください。 
 
以下のシナリオでは、救済が政府補助金であるかどうかを評価する際に、上記のガイダンスおよび原則を使用して

います。 
 
設例 1－料金引下げにより、すべての企業に利用可能な政府の措置 
 
政府は、すべての企業に適用される、会計年度の残りの期間に支払うべき一定の賦課金の料率の一時的な引下げ

を発表しました。この政府の措置に付随する他の条件はありません。 
 
回答 1 
 
賦課金の料率引下げは将来のアウトフローを減少させますが、他の企業と比べ、企業に対して特に追加的なリソー

スを提供するものではありません。この政府の措置は、過去または将来における条件の遵守を要求しておらず、企

業の営業活動には関連していません（すなわち、この料率引下げは特定の地域や産業分野に適用されるものでは

ありません）。したがって、政府の措置は政府補助金の定義を満たしておらず、当年度に支払うべき賦課金の算定に

おいて、その減額として反映させる必要があります。 
 
設例 2－現金払戻しを通じてすべての企業に利用可能な政府の措置 
 
企業のキャッシュ・フローを増加させるため、政府は、すべての企業に対し、当年度に支払われた土地税の現金還付

を承認しました。この制度に参加するためには、企業は一定期間内に登録を行い特定の書類を提出する必要があり

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_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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回答 2 
 
還付は、設例 1 と同様に、企業にリソース（すなわちキャッシュ）の移転をもたらしますが、他の企業と比べ、企業に

対して特に追加的なリソースを提供するものではありません。救済にはいくつかの条件が付加されていますが、これ

らの条件は本質的に管理上のものであり、企業の営業活動に関連するものではありません。したがって、この政府

の措置は政府補助金の定義を満たしておらず、当年度に支払うべき土地税の算定において、その減額として反映さ

せる必要があります。 
 
設例 3－間接税の免除を通じて特定の業種に利用可能な政府の措置 
 
政府は、COVID-19 やロックダウン措置に特に影響を受けている小売業界で事業を行う企業を支援しようとしてお

り、当年度は土地税を免除しました。企業がこの免除を利用するためには、小売業界で事業を行っていることが要求

されます。 
 
回答 3 
 
この免除は、将来のアウトフローを減少させ、企業に追加的なリソースを提供します。これは、小売業界で事業を行

うという要件とあわせて、IAS 第 20 号に基づく政府補助金の定義で求められる条件を満たすのに十分です。これ

は、SIC 第 10 号「政府援助―営業活動と個別的な関係がない場合」における合意事項と整合しています。 
 
設例 4－現金払戻しを通じて特定の業種に利用可能な政府の措置 
 
政府は、COVID-19 に関連するロックダウンおよび制限の影響を受ける食品セクターの事業者を支援するために、

前年度に支払った酒類免許料の現金リベートを発表しました。ただし、これらの事業者が影響を受ける産業分野で

営業を継続することが条件とされています。このリベートにはその他の条件はありません。 
 
回答 4 
 
現金リベートは、追加的なリソースの企業への移転です。政府は、回答 3 と同様、現金リベートにそれ以上の条件を

課してはいませんが、特に食品セクターで営業するという要件は、IAS 第 20 号に基づく政府補助金の定義の他の

要素を満たすのに十分です。 
 
設例 5－現金払戻しと将来の税金の免除の組み合わせを通じたすべての企業が利用可能な政府の措置 
 
政府は企業に対して毎月の給与税を課しており、当該税については年間の給与支出に応じた段階的な率の適用を

要求する年次評価が行われます。この年次評価では、計算式に基づいて、給与税の増加または還付が発生する可

能性があります。COVID-19 に関する救済の一環として、政府は、すべての企業に対し、支払われた給与税の最後

の 8 ヶ月分の現金還付を行い、課税年度の残りの 4 ヶ月分を免除します。 
 
回答 5 
 
救済やインセンティブを受け取る方法は、会計処理に影響を与えません。還付によるキャッシュ・インフローや将来の

キャッシュ・アウトフローの節約が生じますが、他の企業と比べ、企業に対して特に追加的なリソースを提供するもの

ではありません。この救済は、企業の営業活動に関連する特定の条件を要求していません（すなわち、救済はすべ

ての企業に適用されます）。したがって、これらの救済は政府補助金ではありません。 
 
設例 6－現金還付と将来の税金の免除の組み合わせによって、特定の要件を満たす企業に利用可能な政府措置 
 
事実は設例 5 と同じですが、給与税に関する救済は、翌年度も現職従業員の 95%以上を雇用することを確約して

いる企業にのみ適用されるものとします。 
 
回答 6 
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回答 5 とは対照的に、救済はその営業活動に関連する条件を満たす特定企業に適用されるため、政府補助金の定

義で求められている条件が満たされることになります。 
 
関連する参照基準等 
 
SIC 第 10 号 
 
［合意事項］ 第 3 項  「たとえ特定の地域又は産業分野で事業を行うという要件以外に当該企業の営業活動に個別

的に関係する条件がなくても、企業に対する政府援助は IAS 第 20 号の政府補助金の定義を満たしている。したが

って、そのような補助金を資本に直接貸方計上してはならない。」 
 
［結論の根拠］ 第 4 項  「この結論の根拠は、SIC 第 10 号に付属しているが、その一部を構成するものではない。 
4 IAS 第 20 号第 3 項では、政府補助金は、企業の営業活動に関する一定の条件を過去又は将来において満たす

ことの見返りに、資源を企業に移転するという形での政府による援助であると定義されている。政府援助を受ける資

格を得るために特定の地域又は産業分野で事業を行わなければならないという一般的要件は、IAS 第 20 号第 3
項に従ったこのような条件を構成するものである。それゆえに、そのような援助は政府補助金の定義に合致し、IAS 
第 20 号の要求事項、特に収益としての認識の時期に関係する第 12 項及び第 20 項が適用される。」 
 
 
FAQ 8.2.3 「修正を要する事象が公正価値の測定基礎を有する資産に係る再測定または減損の計算に影響

を及ぼす場合」 
 
多くの資産は、再測定（例えば、投資不動産）または減損（例えば、処分コスト控除後の公正価値）のいずれかを通

じ、公正価値で測定されます。 
 
公正価値の測定は、測定日現在で入手可能な情報に基づきます［IFRS 第 13 号第 15 項］。レベル１またはレベル

２のインプットのみに基づく公正価値に対して、企業は報告期間後の事象についての修正を行うべきではありませ

ん。レベル 1 またはレベル 2 のインプットの使用は、企業が、測定日において市場参加者が検討したであろうすべて

の情報をすでに織り込んでいることを意味するためです。 
 
レベル 3 のインプットが公正価値の測定に用いられている場合であっても、公正価値測定の目的は変わりません

（すなわち、資産を保有している、または負債を負っている市場参加者の観点から、測定日における出口価格を測定

することです）。したがって、観察不能なインプットは、資産または負債の価格付けの際に市場参加者が用いるであ

ろう仮定（リスクに関する仮定を含む）を反映したものでなければなりません［IFRS 第 13 号第 87 項］。レベル 3 の

インプットは、企業自身のデータを含む、その状況において入手可能な最良の情報を用いて設定される必要があり

ます。しかし、合理的に入手可能な情報により、他の市場参加者が異なったデータを使用することが示される場合に

は、企業自身のデータを調整しなければなりません。測定日後に判明した追加的な情報は、合理的かつ一般的に当

然に払うべき注意と努力によれば測定日に当該情報を識別していたと考えられる場合にのみ考慮されます。企業

は、合理的に入手可能な情報から、他の市場参加者が異なったデータを利用することが示された場合には、公正価

値の見積りを調整する必要があります［IFRS 第 13 号第 89 項］。 
 
企業は、例えば、次のような評価を行う可能性があります。 
 

1. 2020 年 3 月末を報告日とする企業が、期末決算の過程で、レベル 3 の割引キャッシュ・フロー・モデルに

おいて、政府による重要な救済プログラムを起こりうるシナリオの一つとしてまったく予想していませんでし

た。報告期間の終了後、財務諸表の発行が承認される前に、政府は重大な救済プログラムを提供しまし

た。経営者は、市場参加者が自身の割引キャッシュ・フロー・モデルにおいて政府救済プログラムに対する

ある程度の期待を織り込んでいた可能性が高いかどうかを判断するために、その事実を考慮する必要が

あります。しかし、政府が救済プログラムを提供したという事実自体は、市場参加者がこれを可能なシナリ

オとして含めたであろうことを意味するものではありません。企業は、このシナリオに 100%のウェイト付け

を行うといった事後の判断を用いるべきではありませんが、報告日において市場参加者が想定したと考え

られる可能性と整合するように、政府救済プログラムが実施される可能性を見積る必要があります。 
2. 2020 年 3 月末を報告日とする企業が、公正価値の測定にインカム・アプローチを用いています。このモデ

ルには、レベル 3 のインプットを使用する 3 つのシナリオが含まれています。一つのシナリオには政府によ

るロックダウンが盛り込まれており、他のシナリオには盛り込まれていません。報告期間の終了後、財務諸
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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。 
 

 

表の発行が承認される前に、政府はロックダウンを課しました。報告日時点では、市場参加者はロックダウ

ンが確実であることを知らなかったと考えられるため、企業は 100%のウェイト付けがされた１つのシナリオ

のみしか持たないといったモデルの調整を行うべきではありません。 
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