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要点 

近年、サプライヤー・ファイナンス（またはリバース・ファクタリング）契約の利用が増加しています。2020年 12 月、

IFRS 解釈指針委員会（IC）は、サプライヤー・ファイナンス契約に関する財務報告上の検討事項についてのアジェン

ダ決定を公表しました。本実務ガイドは、企業がそうした契約の適切な表示および開示を決定する際に検討すべき

論点の理解を助けることを目的としています。このような契約は、キャッシュ・フローの表示のみならず、運転資本、

財務制限比率、純負債およびその他の開示に広範な影響を及ぼす可能性があります。そのため、契約の透明性が

重要です。サプライヤー・ファイナンス契約に関連するよくある質問については、こちらをご参照ください。 

1.  主要なハイライト 

背景 

サプライヤー・ファイナンスは、しばしばリバース・ファクタリングと呼ばれます。サプライヤー・ファイナンスには、三者、

すなわち仕入先（サプライヤー）、買手および銀行や金融機関（「銀行」）が関与します。銀行は、買手と仕入先の間で

発生する買掛金の支払を容易にする仕組みを提供し、仕入先が買掛金の支払期日よりも早く支払を受けるか、買手

が支払期日よりも遅く支払を行うことができるように資金を提供します。その典型的なプロセスは、以下のとおりです。 

1. 仕入先は、商品を買手に引き渡し、（買手に）買掛金および（売手に）売掛金が発生する。 

2. 買手は、買掛金を「確認」する。すなわち、買手は、金額と支払期日を確認し、商品が引き渡され、銀行と合意

した期日までに買掛金を支払う（締結された契約内容によっては、支払期日以後になる場合もある）という事実

を確認する。 

3. 仕入先の売掛金は、銀行に債権譲渡または更改される。 

4. 仕入先は、当初の支払期日またはそれより早いいずれかの時点で、銀行から売掛金に関する入金を受け取

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Financial-reporting-considerations-for-supplier/Illustrative-text.html#pwc-topic.dita_8c9b6732-0cee-46f7-9600-179ad8927854_bodydiv_6d238e78-31c5-4b2c-8326-3515ccc0303c
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る。 

5. 買手は、通常、インボイス（納品書兼請求書）の支払期日またはそれ以降に、銀行に支払を行う。 

IFRICのアジェンダ決定－サプライチェーン・ファイナンス契約 

ICは、（1）関連する請求書がサプライヤー・ファイナンス契約の一部である場合に、受け取った財またはサービスに対

して支払う負債をどのように表示すべきか、および、（2）サプライヤー・ファイナンス契約に関するどのような情報を開

示すべきかについて回答を求める要請を受けました。 

2020年12月、ICはアジェンダ決定を公表しました。ICは、IFRS基準における原則および要求事項は、負債の表示、

関連するキャッシュ・フローの表示、およびサプライヤー・ファイナンス契約に関連する開示を決定するための適切な

基礎を提供していると結論を下しました。したがって、ICは、作業計画にサプライヤー・ファイナンスを追加しないことを

決定しました。 

アジェンダ決定の適用時期 

本アジェンダ決定は、公式な適用日はありません。ICは、アジェンダ決定は、多くの場合、これまで入手可能でなかっ

た説明的資料を含んでおり、結果として、企業に会計方針を変更させる可能性があることに留意しました。IASBは、企

業は当該決定を行い、変更を適用するための十分な時間を与えられることが期待されるが、そのような変更は適時に

導入すべきであると述べました。会計方針の変更を行うために十分な時間がどれくらいなのであるかの決定は、企業

の具体的な事実および状況によって決まる判断の問題となります。会計方針の変更は、IAS第8号に従って遡及適用

し、開示すべきであり、また比較数値も修正再表示しなければなりません。会計方針を遡及適用する場合、期首財政

状態計算書に関する要求事項も考慮しなければなりません。 

IASBによる将来の基準設定の可能性 

暫定的なアジェンダ決定に対するコメント提出者は、IASBがサプライヤー・ファイナンス契約に関して行う可能性のあ

る基準設定に対してのインプットを提供しました。IASBは、将来の基準設定を進めるかどうかについて、今後のIASB
会議で検討する予定です。 

2. サプライヤー・ファイナンス契約に関する財務報告上の主要な検討事項 

全体的な検討事項 

買手の財務諸表は、買手の財政状態、財務業績およびキャッシュ・フローを適正に表示しなければなりません。適正

な表示をするには、「財務報告に関する概念フレームワーク」に示されている資産、負債、収益および費用の定義と認

識規準に従って、サプライヤー・ファイナンス契約の影響を忠実に表現することが要求されます［IAS第1号第15項］。 

サプライヤー・ファイナンス契約の会計処理は、判断を要求する可能性があります。サプライヤー・ファイナンス契約で

生じる負債が性質もしくは機能において十分に異なっている場合、または企業の財政状態の理解に関連する場合に

は、それらを区別して表示することが要求されます［IAS第1号第29項、第54項、第55項、第57項、第58項］。また、企

業は、重要性がある場合には、これらの契約に関する明確かつ透明性のある開示を行うとともに、行った判断につい

て説明する必要があります。本アジェンダ決定において、ICは、重要性の判断の行使は、定量的な考慮と定性的な考

慮の両方を要することに留意しました。 

情報は、それを省略したり、誤表示したり覆い隠したりしたときに、特定の報告企業に関する財務情報を提供する一般

目的財務諸表の主要な利用者が当該財務諸表に基づいて行う意思決定に、当該情報が影響を与えると合理的に予

想し得る場合には、重要性があります。重要性は、情報の性質もしくは規模、またはその両方に依存します。情報が、

単独で又は他の情報との組合せで重要性があるかどうかの評価は、財務諸表全体の文脈において行われます。 

PwCの所見 

財務諸表利用者は、サプライヤー・ファイナンス契約の規模および主要な条件を理解することを強く望んでおり、契

約の重要性を検討する際にはこの点を考慮に入れることが重要となります。契約に重要性があると判断される場

合、企業は、財務報告において契約に関する透明性を確保すべきです。 

https://www.ifrs.org/projects/completed-projects/2020/supply-chain-financing-arrangements-reverse-factoring/#published-documents
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_1_presentation_o__15_INT/financial_statements__14_INT.html#pwc-topic.dita_0842014710080068_bodydiv_0842014710080068
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_1_presentation_o__15_INT/financial_statements__14_INT.html#pwc-topic.dita_0842014710080071_bodydiv_0842014710080071
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_1_presentation_o__15_INT/structure_and_conten__4_INT.html#pwc-topic.dita_0845014710080108_bodydiv_0845014710080108
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詳細な検討 

企業が、サプライヤー・ファイナンス契約の会計処理を決定する際に検討する必要のある典型的な質問には、以下が

含まれます。 

1. 買掛金の認識の中止を行うべきか 

2. 財政状態計算書上、負債をどのように表示すべきか 

3. キャッシュ・フロー計算書上、サプライヤー・ファイナンス契約に関連するキャッシュ・フローをどのように表示す

べきか 

4. どのような開示を提供すべきか 

本資料では、このような質問のそれぞれについて詳細な説明を提供しています。下記3. から6. をご参照ください。 

3. 買掛金の認識の中止 

IFRICのアジェンダ決定 

金融負債の認識の中止 

企業は、リバース・ファクタリング契約の一部である（又は一部となる）負債の認識の中止を行うべきかどうか及び認識の
中止をいつ行うべきかを、IFRS 第9号「金融商品」における認識の中止の要求事項を適用して評価する。 

仕入先に対する買掛金の認識の中止を行い金融機関に対する新たな金融負債を認識する企業は、その新たな負債の財
政状態計算書における表示方法を決定するにあたり、IAS第1号を適用する（「財政状態計算書における表示」参照）。 

買手にとって主要な問題は、当初の負債（すなわち、仕入先に対する買掛金）の認識を中止し、銀行に対する新たな

負債を認識すべきかどうかです。買掛金の認識を中止する場合、買手は、以下の会計処理を行います。 

• 新しい金融負債を公正価値で認識する。 

• 当初の金融負債の帳簿価額と新たな金融負債の公正価値との差額に基づき利得または損失を認識する。 

買手は、買掛金の認識を中止するかどうか、そしていつ中止すべきかを評価する際に、IFRS第9号の認識の中止の

要求事項を適用します。 

買手が、仕入先への買掛金の認識を中止し、銀行に対する新たな金融負債を認識すると結論づけた場合、買手は、

新たな金融負債を財政状態計算書にどのように表示するか決定するにあたって、IAS第1号を適用します（下記4.を参

照）。 

IFRS第9号では、金融負債（買掛金またはその他）が消滅した時（すなわち、義務が免責、取消し、または失効となっ

た時）に、金融負債は貸借対照表から除去されます。［IFRS第9号第3.3.1項］。 

金融負債（またはその一部）は、債務者が次のいずれかに該当する場合に消滅します［IFRS第9号B3.3.1項］。 

• 債権者に対し、通常、現金、その他の金融資産、財またはサービスで支払うことにより、当該負債（または

その一部）を弁済する。 

• 法的手続または債権者のいずれかにより、当該負債（またはその一部）の第一次的責任から法的に解放

される。 

さらに、IFRS第9号は、現存する金融負債（またはその一部分）の条件の大幅な変更は、当初の金融負債の消滅と新

しい金融負債の認識として会計処理しなければならないとしています［IFRS第9号第3.3.2項］。 

したがって、企業は、サプライヤー・ファイナンス契約が買掛金の条件を大幅に変更し、新たな契約とみなすべきかど

うかを評価する必要があります。特に、サプライヤー・ファイナンス契約の存在は、債務の経済性を大幅に変える可能

性があり、その結果、会計上の観点からは、当初の義務が消滅して新たな義務が創出されたと判断される可能性が

あります。 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ifrs_9_financial_ins__1_INT/chapter_3_recognitio_INT.html#pwc-topic.dita_1511061701115519_bodydiv_1511061701115519
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ifrs_9_financial_ins__1_INT/appendix_b_applicati__14_INT.html#pwc-topic.dita_1554065601146088
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ifrs_9_financial_ins__1_INT/chapter_3_recognitio_INT.html#pwc-topic.dita_1511061701115519_bodydiv_1511061701115519
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FAQ 3.1－サプライヤー・ファイナンス契約が買掛金の認識の中止を生じさせるかどうかを決定する際に検討すべき

要因（和訳はこちら） 

4. 財政状態計算書上の表示 

IFRICのアジェンダ決定 

財政状態計算書上の表示 

IAS 第 1 号「財務諸表の表示」は、企業が財政状態計算書において負債をどのように表示することを要求されるの
かを定めている。 

IAS第1号の第54項は、「買掛金及びその他の未払金」を他の金融負債と区分して表示することを企業に要求して
いる。「買掛金及びその他の未払金」は、区分表示を必要とするのに十分なほど性質又は機能において他の金融
負債と異なっている（IAS第1号の第57項）。IAS第1号の第55項は、追加的な科目（第 54項に列挙した科目の分解
を含む）が企業の財政状態の理解への目的適合性がある場合には、それらを財政状態計算書上に表示することを
企業に要求している。したがって、企業は、リバース・ファクタリング契約の一部である負債を次のいずれで表示す
べきかを決定することを要求される。 

a. 買掛金及びその他の未払金の中で 

b. その他の金融負債の中で 

c. 財政状態計算書における他の項目とは別個の科目として 

IAS第37号「偶発負債および偶発資産」の第11項（a）は、「買掛債務は、納入又は提供されていて、請求されたか
又は納入業者と正式に合意した財又は サービスに対して支払うべき負債である」と述べている。 IAS第1号の第70
項は、「流動負債の中には、買掛金（中略）のように、正常営業循環期間において使用される運転資本の一部を構
成するものがある」と説明している。したがって、委員会は、企業は次の場合にのみ金融負債を買掛金として表示

すると結論を下した。 

a. 財またはサービスに対して支払う負債を表している。 

b. 請求されているか又は納入業者と正式に合意している。かつ、 

c. 企業の正常営業循環期間において使用される運転資本の一部である。 

IAS第1号第29項は、「重要性がない場合を除き、性質又は機能が異質な項目を区別して表示する」ことを企業に
要求している。第57項は、科目は、ある項目（類似した項目の集約）の大きさ、性質又は機能により、区分表示が企
業の財政状態の理解への目的適合性がある場合に、財政状態計算書に記載されると定めている。したがって、委
員会は、IAS 第 1 号を適用して企業はリバース・ファクタリング契約の一部である負債を次のように表示すると結論

を下した。 

a. 当該負債が買掛金と類似した性質および機能を有している場合（例えば、当該負債が企業の正常営業循環
期間において使用される運転資本の一部である場合）にのみ、「買掛金およびその他の未払金」の一部とし

て表示する。 

b.  当該負債の大きさ、性質又は機能により、区分表示が企業の財政状態の理解への目的適合性がある場合
には、区分して表示する。このような負債を区別して表示することが要求されるかどうか（買掛金とその他の
未払金を分解すべきかどうかを含む）を評価するにあたり、企業は当該負債の金額、性質及び時期を考慮す

る（IAS第1号の第55項および第58項）。 

委員会は、リバース・ファクタリング契約の一部である負債を区別して表示すべきかどうかを評価する企業は、例え
ば、次のような要因を考慮する可能性があると考えた。 

a. 当該契約がなければ提供されないような追加的な保証が、当該契約の一部として提供されるかどうか 

b. 契約の一部である負債の条件が、当該契約の一部でない企業の買掛金の契約条件とどの程度異なってい
るかどうか 

IFRS第9号第3.3.1項または第3.3.2項に基づき、仕入先に対する当初の負債が消滅した、または条件の大幅な変更

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Financial-reporting-considerations-for-supplier/Illustrative-text/FAQ-3-1-Factors-to-consider-when-determining-whether.html#pwc-topic.dita_0672c605-4105-47b7-a3c0-838dafcc3f1b_bodydiv_6d238e78-31c5-4b2c-8326-3515ccc0303c
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Financial-reporting-considerations-for-supplier/Illustrative-text/FAQ-3-1-Factors-to-consider-when-determining-whether.html#pwc-topic.dita_0672c605-4105-47b7-a3c0-838dafcc3f1b_bodydiv_6d238e78-31c5-4b2c-8326-3515ccc0303c
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_1_presentation_o__15_INT/structure_and_conten__4_INT.html#pwc-topic.dita_0845014710080108_bodydiv_0845014710080108
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_1_presentation_o__15_INT/structure_and_conten__4_INT.html#pwc-topic.dita_0845014710080108_bodydiv_0845014710080108
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_1_presentation_o__15_INT/structure_and_conten__4_INT.html#pwc-topic.dita_0845014710080108_bodydiv_0845014710080108
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_37_provisions_co__13_INT/definitions__169_INT.html#pwc-topic.dita_0823174011111390_bodydiv_0823174011111390
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_1_presentation_o__15_INT/structure_and_conten__4_INT.html#pwc-topic.dita_0845014710080105_IAS01_AMD58
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_1_presentation_o__15_INT/structure_and_conten__4_INT.html#pwc-topic.dita_0845014710080105_IAS01_AMD58
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_1_presentation_o__15_INT/financial_statements__14_INT.html#pwc-topic.dita_0842014710080071_bodydiv_0842014710080071
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_1_presentation_o__15_INT/structure_and_conten__4_INT.html#pwc-topic.dita_0845014710080108_bodydiv_0845014710080108
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_1_presentation_o__15_INT/structure_and_conten__4_INT.html#pwc-topic.dita_0845014710080108_bodydiv_0845014710080108
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ifrs_9_financial_ins__1_INT/chapter_3_recognitio_INT.html#pwc-topic.dita_1511061701115519_bodydiv_1511061701115519
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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。 

 

 

があった場合、銀行に対する負債は通常、「買掛金」ではなく、銀行からの資金調達として、または別の適切な見出し

で表示されることになります。 

当初の負債の認識が中止されていない場合でも、買手は、「買掛金およびその他の未払金」という表示が引き続き適

切であるかどうかを判断するため、IAS第1号第54項および第55項の要求事項を検討しなければなりません。 

選択した科目についての記述は、IAS第1号第15項で要求されているように、企業の財政状態が取引の影響を忠実に

表現し、財務諸表の利用者にとって目的適合性のある情報を反映するような方法で適正に表示されるよう、注意深く

検討する必要があります。特に、類似した項目をまとめて表示すべきであり、かつ、類似しない項目をまとめて表示す

べきではありません。すなわち、全体的な影響が誤解を招くものであってはなりません。 

FAQ 3.1（和訳はこちら）に含まれる質問は、買掛金の認識の中止が行われない状況において、負債の性質または機

能の区分表示が必要かどうかの決定において有用となる可能性があります。 

 

5. キャッシュ・フロー計算書上の表示 

IFRICのアジェンダ決定 

キャッシュ・フロー計算書上の表示 

IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」の第6項は、次のような定義をしている。 

a. 営業活動を「企業の主たる収益獲得活動及びその他の活動のうち投資活動でも財務活動でもないもの」と定
義している。 

b. 財務活動を「当該企業の拠出資本及び借入の規模と構成に変動をもたらす活動」と定義している。 

リバース・ファクタリング契約を締結した企業は、当該契約に基づくキャッシュ・フローの分類方法(通常は、営業活
動からのキャッシュ・フロー又は財務活動からのキャッシュ・フローのいずれ)を決定する。委員会は、当該契約の一
部である負債の性質についての企業の評価は、関連するキャッシュ・フローが営業活動又は財務活動のいずれか
ら生じたものであるかを決定する際に役立つ可能性があると考えた。例えば、関連する負債を企業の主たる収益
獲得活動において使用される運転資本の一部である買掛金又はその他の未払金と企業が考える場合には、企業
はキャッシュ・フロー計算書において、当該負債を決済するためのキャッシュ・アウトフローを営業活動から生じたも
のとして表示する。これと対照的に、関連する負債は企業の借入を表しているので買掛金又はその他の未払金で
はないと企業が考える場合には、企業はキャッシュ・フロー計算書において、当該負債を決済するためのキャッシ
ュ・アウトフローを財務活動から生じたものとして表示する。 

現金又は現金同等物の使用を必要としない投資取引及び財務取引は、企業のキャッシュ・フロー計算書から除外
される（IAS第7号の第43項））。したがって、キャッシュ・インフロー及びキャッシュ・アウトフローが、請求書がリバー
ス・ファクタリング契約の一部として買い取られる際に企業に発生する場合には、企業はそれらのキャッシュ・フロー
をキャッシュ・フロー計算書において表示する。企業の財務取引において企業にとってのキャッシュ・インフロー又
はキャッシュ・アウトフローが発生しない場合には、企業は、当該財務活動に関する目的適合性のあるすべての情

報を提供する方法で、当該取引を財務諸表の別の箇所で開示する（IAS第7号の第43項）。 

本アジェンダ決定は、企業にとって何がキャッシュ・フローと考えられるかについての結論を下していません。キャッシ

ュ・フロー計算書上でサプライヤー・ファイナンス契約をどのように表示するかを決定するためには判断が要求される

可能性があります。 

FAQ 5.1－リバース・ファクタリング契約に関するキャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書においてどのように分

類するべきか（和訳はこちら） 

 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_1_presentation_o__15_INT/structure_and_conten__4_INT.html#pwc-topic.dita_0845014710080108_bodydiv_0845014710080108
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Financial-reporting-considerations-for-supplier/Illustrative-text/FAQ-3-1-Factors-to-consider-when-determining-whether.html#pwc-topic.dita_0672c605-4105-47b7-a3c0-838dafcc3f1b_bodydiv_6d238e78-31c5-4b2c-8326-3515ccc0303c
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_7_statement_of_c__9_INT/definitions__147_INT.html#pwc-topic.dita_0815174611084833_IAS07_pr6
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_7_statement_of_c__9_INT/noncash_transactions__1_INT.html#pwc-topic.dita_0815174611084838_IAS07_pr43
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_7_statement_of_c__9_INT/noncash_transactions__1_INT.html#pwc-topic.dita_0815174611084838_IAS07_pr43
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Financial-reporting-considerations-for-supplier/Illustrative-text/FAQ-5-1-How-should-the-cash-flows.html#pwc-topic.dita_55985876-e42d-4b31-bea3-1316804c816c_bodydiv_6d238e78-31c5-4b2c-8326-3515ccc0303c
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Financial-reporting-considerations-for-supplier/Illustrative-text/FAQ-5-1-How-should-the-cash-flows.html#pwc-topic.dita_55985876-e42d-4b31-bea3-1316804c816c_bodydiv_6d238e78-31c5-4b2c-8326-3515ccc0303c
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適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

 

 

6. 開示 

IFRS第7号 金融商品の開示 

IFRICのアジェンダ決定 

財務諸表注記 

IFRS第7号「金融商品:開示」の第31項は、晒されている金融商品から生じるリスクの内容及び程度を財務諸表の
利用者が評価することができるような情報を提供することを企業に要求している。IFRS第7号は、流動性リスクを
「現金又は他の金融資産を引き渡すことにより決済される金融負債に関連する債務を履行するにあたり企業が困
難に直面するリスク」と定義している。委員会は、リバース・ファクタリング契約は流動性リスクを生じさせることが多
いと考えた。その理由は、 

a. 企業が負債の一定割合を多様な仕入先のグループではなく単一の金融機関に集中させている。企業はリバ
ース・ファクタリング契約を提供している金融機関から他の資金調達源も得る場合がある。仮に企業が義務
の履行において何らかの困難に直面するとした場合、そのような集中は、企業が多大な金額を一時点で単
一の相手方に支払わなければならなくなるリスクを増大させることになる。 

b. 企業が支払条件の延長に依存するようになっている場合や、企業の仕入先がリバース・ファクタリング契約
に基づく早期支払に慣れているか又は依存するようになっている場合がある。仮に金融機関がリバース・ファ
クタリング契約を撤回するとした場合、その撤回は、特に企業がすでに財政的な苦境にあるとした場合、支払
期限到来時に、企業が負債を決済する能力に影響を与える可能性がある。 

IFRS第7号の第33項から第35項は、次のことを開示することを企業に要求している。金融商品から生じるリスク
（流動性リスクを含む）に対するエクスポージャーがどのように生じるのか、当該リスクの管理のための企業の目
的、方針及びプロセス、報告期間の末日現在の企業の流動性リスクに対するエクスポージャーに関する要約定量
データ（このデータが当該期間中の企業の流動性リスクに対するエクスポージャーを代表していない場合の追加的
な情報を含む）、並びにリスクの集中である。IFRS第7号の第39項及びB11F項は、追加的な要求事項及び企業が
流動性リスクの開示を提供する際に考慮する可能性のある諸要因を定めている。 

 

PwCの所見 

流動性リスクの開示では、サプライヤー・ファイナンスを提供する金融機関の財政状態、およびサプライヤー・ファイ

ナンス契約の継続的な利用可能性に対する買手の依存度について検討する必要があります。買手の状況および

サプライヤー・ファイナンス契約を利用できなくなる可能性についての理解は、財務諸表利用者にとって目的適合

性がある可能性があります。 

流動性リスクの開示に関するさらなるガイダンスと解説については、PwC IFRSマニュアル第47章 47.107項から

47.110項（和訳はこちら）をご参照ください。 

IAS第1号 追加的な開示 

IFRICのアジェンダ決定 

財務諸表注記 

企業は、リバース・ファクタリング契約が財政状態、財務業績及びキャッシュ・フローに与える影響に関して、追加的

な開示を注記で提供すべきかどうかを決定するにあたり判断を適用する。委員会は次のように考えた。 

a. リバース・ファクタリング契約に関連する負債及びキャッシュ・フローをどのように表示すべきかの評価は、判
断を要する可能性がある。企業は、これに関して行った判断が、行った判断のうち財務諸表に認識した金額

に対して最も重大な影響を有するものに含まれる場合には、その判断を開示する（IAS第1号の第122項）。 

b. リバース・ファクタリング契約は企業の財務諸表に対して重要性がある影響を有している可能性がある。企業
は、リバース・ファクタリング契約に関する情報が当該財務諸表の理解への目的適合性がある範囲で、当該

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ifrs_7_financial_ins__5_INT/nature_and_extent_of__18_INT.html#pwc-topic.dita_0817154710090088_bodydiv_0817154710090088
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ifrs_7_financial_ins__5_INT/nature_and_extent_of__18_INT.html#pwc-topic.dita_0817154710090090_bodydiv_0817154710090090
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/47_presentation_and__INT/risk_management_INT.html#pwc-topic.dita_1633254509148252
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/47_presentation_and__INT/risk_management_INT.html#pwc-topic.dita_1633254509148252
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/jp/ja/pwc/manual_of_accounting/manual_of_accounting_JP/manual_of_accounting_JP/47_presentation_and__JP/risk_management_JP.html#pwc-topic.dita_1802234703054479
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_1_presentation_o__15_INT/structure_and_conten__4_INT.html#pwc-topic.dita_0844014710080091_bodydiv_0844014710080091
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情報を財務諸表において提供する（IAS第1号の第112項）。 

委員会は、重要性の判断の行使は定量的な考慮と定性的な考慮の両方を要することに留意した。 

IAS第7号 財務活動から生じた負債の変動の調整の開示 

IFRICのアジェンダ決定 

財務諸表の注記 

IAS第7号の第44A項は、「財務活動から生じた負債の変動（キャッシュ・フローから生じた変動と非資金変動の両
方を含む）を財務諸表利用者が評価できるようにする開示」を提供することを企業に要求している。委員会は、この
ような開示は、リバース・ファクタリング契約の一部である負債に係るキャッシュ・フローが、財務活動からのキャッ
シュ・フローに分類されたか又は将来のキャッシュ・フローがそのように分類されることとなる場合に、当該負債につ
いて要求されることに留意した。 

 

7. サプライヤー・ファイナンス契約の実務事例 
リバース・ファクタリング契約およびサプライヤー・ファイナンス契約は、さまざまな方法で組成される可能性があります。

本セクションでは、実務で見られる一部のサプライヤー・ファイナンス契約に対して、IFRS基準をどのように適用する

かを説明します。 

EX 7.1－サプライヤー・ファイナンス契約の例（和訳はこちら） 

 

  

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_1_presentation_o__15_INT/structure_and_conten__4_INT.html#pwc-topic.dita_0844014710080095_bodydiv_0844014710080095
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_7_statement_of_c__9_INT/noncash_transactions__1_INT.html#pwc-topic.dita_0815174611084838_bodydiv_0815174611084838
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Financial-reporting-considerations-for-supplier/Illustrative-text/EX-7-1-Presentation-of-supplier-finance-arrangements.html#pwc-topic.dita_85f8bf9a-0c61-4c5a-8d00-f5e8d116bf01_bodydiv_6d238e78-31c5-4b2c-8326-3515ccc0303c
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設 例 

FAQ 3.1－サプライヤー・ファイナンス契約が買掛金の認識の中止を生じさせるかどうかを決定する際に検討すべき

要因 

FAQ 5.1－リバース・ファクタリング契約に関するキャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書においてどのように分

類されるべきか 

EX 7.1－サプライヤー・ファイナンス契約の例 

 

  

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Financial-reporting-considerations-for-supplier/Illustrative-text/FAQ-3-1-Factors-to-consider-when-determining-whether.html#pwc-topic.dita_0672c605-4105-47b7-a3c0-838dafcc3f1b_bodydiv_6d238e78-31c5-4b2c-8326-3515ccc0303c
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Financial-reporting-considerations-for-supplier/Illustrative-text/FAQ-3-1-Factors-to-consider-when-determining-whether.html#pwc-topic.dita_0672c605-4105-47b7-a3c0-838dafcc3f1b_bodydiv_6d238e78-31c5-4b2c-8326-3515ccc0303c
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Financial-reporting-considerations-for-supplier/Illustrative-text/FAQ-5-1-How-should-the-cash-flows.html#pwc-topic.dita_55985876-e42d-4b31-bea3-1316804c816c_bodydiv_6d238e78-31c5-4b2c-8326-3515ccc0303c
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Financial-reporting-considerations-for-supplier/Illustrative-text/FAQ-5-1-How-should-the-cash-flows.html#pwc-topic.dita_55985876-e42d-4b31-bea3-1316804c816c_bodydiv_6d238e78-31c5-4b2c-8326-3515ccc0303c
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Financial-reporting-considerations-for-supplier/Illustrative-text/EX-7-1-Presentation-of-supplier-finance-arrangements.html#pwc-topic.dita_85f8bf9a-0c61-4c5a-8d00-f5e8d116bf01_bodydiv_6d238e78-31c5-4b2c-8326-3515ccc0303c
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FAQ 3.1－サプライヤー・ファイナンス契約が買掛金の認識の中止を生じさせるかどうかを決定する際に

検討すべき要因 
 

以下の質問および指標のリストは網羅的なものではありませんが、サプライヤー・ファイナンス契約がIFRS第9号に従

って買掛金の認識の中止を生じさせるかどうかの評価を支援するものです。 

契約の実態および当初の買掛金の認識を中止すべきかどうかの理解を得るために、質問に対する回答と買掛金の性

質が変化したことを示す指標をあわせて検討する必要があります。 

分析では、全体として指標を検討すべきですが、指標によっては、他の指標よりもウェイトが高い場合もあります。例え

ば、連帯債務やクロス・デフォルト条項または保証を含めることは、当初の買掛金の認識を中止すべき重要な指標に

なります。 

質問 認識の中止を示す指標（銀行借入金

として処理） 
認識が中止されないことを示す指標

（買掛金として処理） 

インボイスは、銀行に債権譲

渡または更改されているか。

「更改（novation）」および「債

権譲渡（assignment）」という

用語は、すべての国において

法的解釈が同一でない可能性

があるため、契約の具体的な

条項をレビューし、必要な場合

には法的助言を求める必要が

ある。 

インボイスの「更改（novation）」。取引

のメカニズムによって当初のインボイ

スを置き換える新しい商品が生じる場

合、当初のインボイスは法的に消滅し

ているため、他の指標に関わらず、当

初の負債の認識を中止しなければな

らない。 

イ ン ボ イ ス の 「 債 権 譲 渡

（assignment）」。 

サプライヤー・ファイナンスを

導入した目的は何か。 
買手の運転資本の改善。 仕入先が信用力を得やすくすることの

支援。 

サプライヤー・ファイナンス契

約は、支払期日の変更のよう

な支払条件の変更とあわせて

導入されているか。 

はい、特に、以下の場合。 

a. スキームに参加しない仕入先につ

いて支払条件の変更がない、また

は、スキームに参加した仕入先が

スキームから離脱したときに元の

支払条件に戻る場合 

b. スキーム導入後に、買手が銀行

に支払う期日が当初のインボイス

の日付より遅い日付になっている

場合 

c. 改定後の支払期間が、業種やセ

クターの標準的な期間を超えてい

る場合 

d. 契約終了後に、支払条件が以前

の条件に戻る場合 

いいえ、支払条件の変更が行われて

いない、または支払期間の延長がす

でに交渉されている証拠があるが、新

しい条件は業種やセクターの標準的

な期間の範囲内であるか、サプライヤ

ー・ファイナンスの利用の有無にかか

わらず、すべての仕入先について支

払条件が変更されている場合。 

誰がサプライヤー・ファイナン

ス契約の条件の交渉を行って

いるか。 

買手は、サプライヤー・ファイナンスの

スキームにどの仕入先を参加させる

かを選択し、仕入先に代わって金利お

よび条件の交渉を行っている。 

買手は、単に代理人として行動し、銀

行が設定した要件に基づいて主要な

仕入先を選定し、サプライヤー・ファイ

ナンスの条件（割引率など）は、仕入

先と銀行との間で交渉される。 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Financial-reporting-considerations-for-supplier/Illustrative-text/FAQ-3-1-Factors-to-consider-when-determining-whether.html#pwc-topic.dita_0672c605-4105-47b7-a3c0-838dafcc3f1b_bodydiv_6d238e78-31c5-4b2c-8326-3515ccc0303c
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Financial-reporting-considerations-for-supplier/Illustrative-text/FAQ-3-1-Factors-to-consider-when-determining-whether.html#pwc-topic.dita_0672c605-4105-47b7-a3c0-838dafcc3f1b_bodydiv_6d238e78-31c5-4b2c-8326-3515ccc0303c


 

 

In depth 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。 

 

 

質問 認識の中止を示す指標（銀行借入金

として処理） 
認識が中止されないことを示す指標

（買掛金として処理） 

買手は、銀行から手数料やそ

の他の支払を受け取ってい

る、または、銀行に当初のイン

ボイスの支払条件に基づく以

外の支払を行っているか。 

はい、買手は、仕入先が銀行にファク

タリングした金額に連動した手数料を

支払うまたは受け取っている、買手自

身は早期の支払を行っていないにも

かかわらず早期支払割引を受けてい

る、あるいはサプライヤー・ファイナン

ス契約の下で金利費用の全額または

一部を支払っている場合。 

いいえ、仕入先がすべての手数料お

よび支払利息を負担している、または

買手が支払う手数料が銀行のプラット

フォームを利用するために生じるイン

ボイスの事務手数料のみである場

合。 

親会社または他のグループ企

業は、サプライヤー・ファイナ

ンスに関連して、連帯債務、ク

ロス・デフォルト条項、または

子会社の買掛金に対する保証

契約を締結しているか。このよ

うな条項は、通常の事業の過

程、または支配の変更時に適

用されることがある。 

はい、こうした条項は、通常、買掛金

の契約には存在しておらず、そのよう

な状況においては、銀行は通常の仕

入先よりも確実な保証を受け取ってい

るため、負債の性質が変更されたこと

を示唆する。ただし、当該条項がすで

に存在していた場合を除く。 

いいえ、（通常、特定の購入の重要度

または特定の子会社の信用上の懸念

のために）特定の仕入先に関してこの

ような条項がすでに存在している場合

（または、サプライヤー・ファイナンスと

は別に交渉されていた場合）、銀行と

のサプライヤー・ファイナンス契約に

類似の信用補完を含めること自体は、

負債の性質の変更を表すものではな

い。 

実質上または実務上、仕入

先、買手および銀行の三者間

契約が存在しているか。 

仕入先が銀行とファクタリング契約を

締結し、支払期日前に売掛金／インボ

イスの譲渡または売却が要求されて

いる場合、ひとつの三者間契約が存

在しており、これは銀行借入金である

ことを示す1つの指標となる。 

仕入先が、支払期日前に売掛金の売

却を選択できるが要求はされない場

合、三者間契約は存在せず、銀行借

入金であることを示す指標とはならな

い。 

契約は、支払時期、早期支払

割引の認識、クレジット・ノート

の処理、遅延利息の支払に関

して、買手のキャッシュ・フロー

のタイミングに影響を及ぼす

か。 

はい、支払パターンが、サプライヤー・

ファイナンス契約の導入の前後で大幅

に異なる場合、またはサプライヤー・フ

ァイナンス契約に含まれていない類似

のインボイスと大幅に異なる場合。 

いいえ、支払パターンがサプライヤ

ー・ファイナンス契約の導入の前後で

大幅に異ならない場合。 

買手は、支払時期を決定する

選択権を有しているか。 
いいえ。 はい、遅延支払のペナルティが課せら

れる場合も含まれる（例えば、利息が

発生するかもしれないが、通常、銀行

借入金の遅延支払のペナルティよりも

小さい）。 

サプライヤー・ファイナンス契

約によって、銀行は、支払が

行われない場合に買手の既

存の銀行口座から資金を引き

出す権利が与えられている

か。 

はい。 

 

いいえ。 

 



 

 

In depth 11 

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。 

 

 

質問 認識の中止を示す指標（銀行借入金

として処理） 
認識が中止されないことを示す指標

（買掛金として処理） 

特定のデフォルト事象が発生

した場合に、早期支払が生じ

るか。 

はい、サプライヤー・ファイナンス契約

において、特定のデフォルト事象（他

の買掛金の不履行、または他の銀行

または債務契約の不履行など）が生じ

た場合、そのすべての買掛金は直ち

に支払が要求されると記載されている

場合。 

いいえ。 

サプライヤー・ファイナンス契

約において、買手が銀行と締

結している与信枠の利用は考

慮されているか。 

はい、すでに融資またはクレジット／

当座貸越を提供している銀行とサプラ

イヤー・ファイナンス契約が締結され、

それが与信枠の拡大ではなく、その一

部に含まれる場合。 

いいえ。 

 

 

  



 

 

In depth 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。 

 

 

FAQ 5.1－リバース・ファクタリング契約に関するキャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書において

どのように分類すべきか 

 

背景 

リバース・ファクタリング契約とは、銀行または金融業者が仕入先のインボイスを決済することに合意する、企業（「買

手」）との間の契約です。銀行による仕入先への支払いは、多くの場合において、同一条件であり、または、買手が通

常、仕入先に決済するときよりも早く支払われます。また、買手は、銀行または資金提供者との間の支払条件の延期

を示されることもあります。 

質問 

リバース・ファクタリング契約に関するキャッシュ・アウトフローは、買手のキャッシュ・フロー計算書においてどのように

分類すべきでしょうか。 

回答 

2020年12月、ICは、リバース・ファクタリング契約におけるキャッシュ・フローの表示に関して、最終的なアジェンダ決

定を公表しました。ICは、請求書がリバース・ファクタリング契約の一部として買い取られる際に買手にキャッシュ・イン

フローおよびキャッシュ・アウトフローが発生する場合、買手は、それらのキャッシュ・フローをキャッシュ・フロー計算書

に表示していることに留意しました。同様に、仕入先によって請求書がリバース・ファクタリング契約の一部として買い

取られる際に、買手にキャッシュ・インフローとキャッシュ・アウトフローが発生しない場合には、買手はそれらのキャッ

シュ・フローをキャッシュ・フロー計算書に表示しないことに留意しました。 

IAS第7号第6項は、キャッシュ・フローを「現金および現金同等物の流入と流出」と定義していますが、IAS第7号は、キ

ャッシュ・フローが発生するかどうかの決定において企業を支援する追加的なガイダンスを提供していません。 

ICは、企業がキャッシュ・フローの当事者であるか否かを決定する方法について、これ以上のガイダンスを提供しませ

んでした。本アジェンダ決定では、「キャッシュ・インフローとキャッシュ・アウトフローが、請求書が買い取られる際に企

業に発生する場合」と単に述べたのみです。本アジェンダ決定は、キャッシュ・フロー計算書にキャッシュ・フローを反

映させるのに、キャッシュ・フローが企業自身の銀行口座を通過していることが要求されるかどうかについて明確にし

ませんでした。 

これは、リバース・ファクタリング契約が金融機関との間で締結されている場合、買手は、キャッシュ・インフローとキャ

ッシュ・アウトフローが企業のキャッシュ・フローを表わす場合にのみ、財務活動によるキャッシュ・インフローと営業活

動によるキャッシュ・アウトフローを認識できることを意味します。金融機関が買手に代わって支払代理人として請求書

を決済する場合がこれに該当する可能性があります。 

キャッシュ・フローは、一般に、企業の銀行口座の増減としてとらえられます。場合によっては、現金が企業の銀行口

座を通過していない場合であっても、企業にキャッシュ・フローが発生する可能性があります。企業が、他の当事者に

企業の代理として現金を送金するよう指図する場合がこれに該当します。サプライヤー・ファイナンス契約の場合、こ

の評価に際して判断を用いる必要があります。 

企業は、この決定の中で行った重要な判断を含め、このような契約から生じるキャッシュ・フローの表示方法について

の情報の開示を検討すべきです。 

さらに、財務取引の決済が非資金取引である場合には、企業は、IAS第7号第43項および第44A項に従って、これら

の非資金取引を開示する必要があります。 

企業は、IAS第7号第44A項から第44E項に従う場合、財務活動から生じた負債の変動を開示することが要求されま

す。これには第44C項が含まれ、「キャッシュ・フロー（又は将来キャッシュ・フロー）がキャッシュ・フロー計算書におい

て財務活動から生じたキャッシュ・フローに分類される負債である」ような財務活動から生じた負債に適用されると説明

しています。したがって、財務活動におけるキャッシュ・フローを表すサプライヤー・ファイナンス契約を締結する企業は、

関連する負債の変動を説明することが要求されます。 

  

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Financial-reporting-considerations-for-supplier/Illustrative-text/FAQ-5-1-How-should-the-cash-flows.html#pwc-topic.dita_55985876-e42d-4b31-bea3-1316804c816c_bodydiv_6d238e78-31c5-4b2c-8326-3515ccc0303c
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Financial-reporting-considerations-for-supplier/Illustrative-text/FAQ-5-1-How-should-the-cash-flows.html#pwc-topic.dita_55985876-e42d-4b31-bea3-1316804c816c_bodydiv_6d238e78-31c5-4b2c-8326-3515ccc0303c
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https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/iasb/standards/standards__1_INT/standards__1_INT/ias_7_statement_of_c__9_INT/noncash_transactions__1_INT.html#pwc-topic.dita_0815174611084838_bodydiv_0815174611084838
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In depth 13 

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。 

 

 

EX 7.1－サプライヤー・ファイナンス契約の例 
 

サプライヤー・ファイナンス契約は、さまざまな方法で締結される可能性があります。下記は、一般的な契約の例です。 

設例1:買手が早期支払割引の適用を希望する場合 

買手の指示により、銀行は、早期支払割引の適用を受けるために、法的な支払期限より前に仕入先に支払を行いま

す。この支払により、買手は、仕入先への支払義務から法的に解放されます。買手は、銀行が仕入先に支払った金額

について、金利および手数料とともに銀行に返済する義務を負います。この返済条件は、買手と銀行が早期支払割引

から生じる便益を分け合うように設定されます。 

買手と仕入先との間の義務は、法的に消滅します。したがって、IFRS第9号に基づいて買掛金の認識が中止され、銀

行に対する新たな負債が認識されます。 

ICは、リバース・ファクタリング契約の一部である負債について、そのような負債が買掛金に類似する性質および機能

を有する場合（例えば、そのような負債が企業の正常営業循環期間において使用される運転資本の一部である場合）

にのみ、企業は「買掛金及びその他の未払金」の一部として表示すると述べました。買掛金は、一般に、仕入先との通

常の事業の過程において生じるものと理解されています。 

この例では、仕入先に対する当初の負債は消滅したため、銀行に対する新たな負債は、通常は銀行借入金として表

示されるか、または「買掛金およびその他の未払金」以外の他の適切な見出しの下で表示されることになります。 

負債が銀行借入金またはその他の短期借入金として表示されない場合、企業の財政状態が公正かつ取引の影響を

忠実に表現する方法で表示されるよう、選択した科目の記載を慎重に検討する必要があります。 

設例2：債権購入契約 

買手が債権の選定の通知を行った後に、銀行は仕入先に対して債権購入契約を申し込みます。この契約において、

銀行は、仕入先から売掛金の権利を取得しますが、買手は債務から法的に解放されるわけではありません。このよう

な契約には、買手がある程度関与している可能性が高いといえます。例えば、買手は、当初の販売条件に基づく買手

の権利の変更に合意します。その結果、買手は、仕入先から受け取ったクレジット・ノートと支払債務を相殺する権利

を失う、または仕入先に対する直接の早期支払を行うことを制限される可能性があります。 

買手の経済的な目的は、そのキャッシュ・フローによって小規模の戦略的仕入先を支援することです。買手には、その

他にこのような契約を締結する根拠はありません。 

このような場合、買手は、買掛金の条件変更が大幅な変更であるかどうかを検討する必要が生じることになります。大

幅な変更である場合、消滅として会計処理されます。すなわち、当初の負債の認識を中止し、銀行に対する新しい負

債と置き換えなければなりません。リバース・ファクタリング契約によって買手の権利に課される追加的な制限の影響

については、慎重な検討が必要になります。買手は、独自の裁量で個々の債務を選択するため、買手の観点から権

利および義務に対する制限の影響に重要性がない債務のみを選択する場合があります。対照的に、三者（すなわち、

買手、銀行、仕入先）のすべてが、銀行によって借換えが行われる買掛金または売掛金の最低金額について当初に

合意している場合もあります。そのような場合、変更が個々の債務について重要性があったとしても、買手は、事後的

に自身の権利の変更を回避する能力を有していません。 

ICは、企業がサプライチェーン・ファイナンスの対象となる負債の金額、性質、機能および返済時期を決定する必要が

あると述べました。企業は、区分表示が企業の財政状態の理解への目的適合性があると示す要因がある場合には、

それぞれの負債を区分表示することになります。また、ICは、負債の条件が、契約の一部でない企業の買掛金の条件

と異なっているかどうかは、財務諸表における適切な表示を決定する上で検討すべき要素の1つであると述べました。

したがって、権利および義務に対する制限に関連した条件変更が大幅であるとみなされるかどうかに応じて、買手は、

銀行が買い取った買掛金を独立して分類する必要があります。企業の財政状態が適正に表示され、かつ取引の影響

を忠実に表現する方法で表示されるように、選択する表示科目の記載を慎重に検討する必要があります。 

買手が、負債の金額、性質、機能および返済時期について他の買掛金と大幅に異ならないと結論を下し、引き続き

「買掛金およびその他の未払金」に負債を表示することが適切となる場合もあります。 
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