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要点 

本資料では、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）について、2019 年 12 月 31 日より後に終了する期間の国際

財務報告基準（IFRS）に基づく財務諸表に与える影響を検討しています。次の項目を含む広い範囲に影響が及ぶ可

能性があります。 

● 非金融資産 

● 金融商品およびリース 

● 収益認識 

● 非金融負債 

● 継続企業 

● 開示 

● 期中財務報告 

  

背 景 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行は2020年に急速に拡大し、感染者数が著しく増加しています。新

型コロナウイルス感染症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

ぼすことになります。 

新型コロナウイルス感染症の感染防止策としては、人の移動の制限、飛行やその他の旅行の制限、企業や学校

の一時閉鎖、イベントの中止などが挙げられます。これは、観光、運輸、小売、娯楽などの業種の企業に即座に影

響を与えます。また、世界中のサプライチェーンや製品の生産に影響し始め、経済活動の減速により多くの製品や

サービスへの需要が減少する可能性が高くなります。金融業（影響を受ける企業に融資を行っている銀行、影響

を受ける個人や企業に保険を支払う保険会社、影響を受ける企業に投資しているファンドやその他の投資会社な

ど）にも影響を与える可能性があります。 

経営者は、新型コロナウイルスが期中財務報告と年次財務諸表の双方に与える影響を慎重に検討する必要があ

ります。その影響は、多くの企業にとって重大なものとなる可能性があります。 
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財務諸表への影響には、資産および負債の公正価値だけでなく、開示や継続企業として存続する企業の能力が

含まれます。その影響（経済活動の減速による間接的な影響を含む）については、最も甚大な影響を受ける地域

の企業だけでなく、すべての企業が考慮しなければなりません。 

 

非金融資産 

IAS第36号による資産の減損 

多くの企業において、非金融資産の減損の可能性についての検討が必要となります。国際会計基準（IAS）第36号

は、のれんおよび耐用年数を確定できない無形資産については少なくとも毎年、その他の非金融資産については

減損の兆候がある場合には必ず減損テストを実施することを求めています。一時的な操業停止、需要や価格の急

激な低下や収益性の急激な低下は、明らかに減損の兆候に該当する可能性のある事象です。また、経済活動の

低下や収益の落ち込みについても、ほぼすべての企業に影響を与える可能性の高い事象ではあるものの、減損

の兆候となる可能性があります。 

経営者は、次のような点を検討する必要があります。 

● 新型コロナウイルス感染症および感染制御のための措置により、上記に記載したような理由から、将

来キャッシュ・インフローが減少し、営業費用やその他のコストが増加する可能性が高い状況にある

か。 

● 株式の市場価値が帳簿価額を下回るような企業の株価下落などの事象が、のれんや耐用年数を確

定できない無形資産の追加の減損テスト（年次のテストとは別のテスト）や、その他の資産の減損テ

ストを要求する減損の兆候となるか。 

● 減損テストに使用した仮定やキャッシュ・フロー予測について、新型コロナウイルス感染症の潜在的

な影響を反映するよう更新する必要があるか。 

● 前回の減損テストで資産の回収可能価額の決定に用いた予算、予測その他の仮定について、特に

リスクと不確実性の増大に対処するため、貸借対照表日における経済状況を反映するよう修正する

必要があるか。 

● 期待キャッシュ・フロー・アプローチ（複数のシナリオによる確率加重）の方が、単一の予測結果によ

るアプローチよりもリスクと不確実性の増大を捉えるように回収可能額を見積もることができる方法と

なる可能性があるか。期待キャッシュ・フロー・アプローチでは、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大を制御するために講じた措置の潜在的な影響を追加的なシナリオとして含めることができる。様々

なシナリオを考慮した場合、その結果は広範囲なものとなる可能性がある。 

● 割引率の決定に使用した要素（例えば、リスク・フリー・レートやカントリーリスク、資産リスクなど）に

ついて、回収可能価額が算定されている場合でも、新型コロナウイルス感染症や感染制御のために

とられた措置の影響を反映するために修正する必要があるかどうか。単一の予測結果によるアプロ

ーチで使用される割引率は、新型コロナウイルス感染症に関連するリスクを織り込むように調整する

必要がある。経営者は、適切なリスクがキャッシュ・フローまたは割引率のいずれかに反映されるよう

にしなければならない。 

将来キャッシュ・フローの予測に可能性のある変動に関する予想を反映するために経営者がどのようなアプローチ

を選択したとしても、その結果は、将来キャッシュ・フローの期待現在価値を反映している必要があります。回収可

能価額の算定に公正価値を使用する場合には、その仮定に市場参加者の仮定を反映しなければなりません。 

開示 

IAS第36号の開示要求は広範囲にわたっています。経営者は、のれんおよび耐用年数を確定できない無形資産

のテストに関連して、特に仮定および感応度の開示要求を検討する必要があります。 

また経営者は、IAS第1号「財務諸表の表示」における要求事項についても検討し、翌期の財務諸表に重要性のあ

る修正が生じる重大なリスクを伴う見積りの不確実性の主要な発生要因を開示する必要があります。 

持分法を適用して会計処理される関連会社および共同支配企業 

持分法を適用して会計処理される関連会社および共同支配企業に対する持分については、IAS第28号「関連会社

及び共同支配企業に対する投資」に従って減損の検討を行うことになります。経営者は、新型コロナウイルス感染

症および感染制御のために講じた措置の影響が、関連会社または共同支配企業が減損している兆候となるかど
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うかを検討する必要があります。 

関連会社および共同支配企業に対する持分のうち、IFRS第9号「金融商品」の範囲に含まれるものについては、

IFRS第9号の減損ガイダンスにも従う必要があります。 

棚卸資産 

棚卸資産については、正味実現可能価額への評価減が必要となる可能性があります。これらの評価減は、棚卸

資産の滞留、商品価格の下落、予想を下回る売上による棚卸資産の陳腐化などによって生じる可能性があります。 

IAS第2号「棚卸資産」は、固定製造間接費を正常生産能力に基づいて棚卸資産の原価に含めることを要求してい

ます。生産量の減少は、棚卸資産の原価に含めることのできる間接費の範囲に影響する可能性があります。 

企業は、評価減の重要性を評価し、IAS第2号に従って開示が求められるかを検討する必要があります。 

有形固定資産 

新型コロナウイルス感染症は、有形固定資産の使用の減少、一定期間中の不使用、または投資計画の中断を意

味する可能性があります。IAS第16号「有形固定資産」は、資産が一時的に遊休となっている間でも、減価償却費

を計上し続けることを要求しています。資産の開発が中断された場合には、IAS第23号「借入コスト」に従って利息

の資産化の停止が必要となります。 

非金融資産および非金融負債（投資不動産を含む）の公正価値測定 

公正価値は、新型コロナウイルス感染症の影響で著しく変動する可能性が高くなります。 

評価のベストプラクティスは、公正価値を見積もる際に複数の評価技法を用いることを支持しています。複数の評

価技法を用いる際の手法の変更（例えば、マーケット・マルチプル法から割引キャッシュ・フロー法への変更）やウ

ェイト付けの変更により、その状況における公正価値を同等またはそれ以上に反映した測定結果が得られる場合、

当該変更は適切であるといえます。このような変更は、会計上の見積りの変更とみなされます。 

割引キャッシュ・フロー法で用いられる割引率には、リスク・フリー・レートや負債コストなど、いくつかの市場のイン

プットが含まれます。負債コストの増減は企業によって異なりますが、リスク・フリー・レートについては、ほとんどの

国や地域で2020年は大幅に下がっています。このことは、一部の企業にとっては、加重平均資本コストの低下、ひ

いては割引率の低下という結果をもたらす可能性があります。しかし、割引率は、長期成長率など、キャッシュ・フ

ロー予測におけるリスクについて調整する必要があることを念頭に置いておくことが重要です。 

IFRS第13号に基づく金融商品の公正価値測定もご参照ください。 

 

金融商品 

IFRS第9号に基づく金融資産の分類および測定 

IFRS第9号では、負債性金融商品である金融資産の分類は、（a）金融資産の管理に関する企業の事業モデル、お

よび（b）金融資産の契約上のキャッシュ・フローが元本および利息の支払のみであるか否かの両方に基づき判断

します。 

経営者は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が当該資産の分類に与える影響、特に、金融資産の管理に関

する企業の事業モデルが変更された可能性があるかどうかを考慮しなければなりません。 

さらに、各国の政府の措置や借手と貸手との間の条件再交渉などにより、貸付契約の条件が変更された場合に

は、その影響を評価する必要があります。貸手は、条件変更が認識の中止につながるのか否かの判定や、認識

の中止とならない場合の条件変更による利得または損失の認識など、条件変更の影響を判断するために、IFRS

第9号のガイダンスを適用しなければなりません。 

IFRS第9号「金融商品」に基づく減損 

企業がIFRS第9号の予想信用損失（ECL）モデルの範囲に含まれる金融商品を保有している場合、企業はECLに

与える新型コロナウイルス感染症の影響を検討する必要があります。検討すべき金融商品には、貸付金、営業債

権およびその他の債権、純損益を通じて公正価値で測定されない負債性金融商品、契約資産、リース債権、金融

保証およびローンコミットメントが含まれます。 
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経営者は、新型コロナウイルス感染症が次の両方に与える影響を考慮する必要があります。 

● ECL を12 カ月のECLと全期間のECLのどちらで測定するか。信用リスク（債務不履行のリスク） が当

初認識以降に著しく増大した場合、ECLを12 カ月でなく全期間のECLで測定する（ただし、短期債権

や契約資産など、常に全期間のECL を使用して測定する単純化したアプローチの対象となる資産を

除く）。 

● ECL 自体の見積り。これには、以下のすべてが含まれる。 

○ 信用リスク（債務不履行のリスク）。例えば、債務者の事業が新型コロナウイルス感染症によ

って悪影響を受けた場合、リスクは増大する可能性がある。 

○ 債務者が債務不履行に陥った場合における、リスクに晒されている金額（債務不履行時のエ

クスポージャー）。例えば、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける債務者は、既存の未

使用の借入枠から引き出したり、支払いに関する裁量を停止したり、通常よりも長い時間を

かけて支払いを行うことで、リスクに晒されている金額が増加する可能性がある。 

○ 債務不履行の結果としての見積損失額（債務不履行時の損失）。例えば、新型コロナウイル

ス感染症の結果、担保として差し入れられた非金融資産の公正価値が減少した場合、見積

損失額は増加する可能性がある。 

借手が、債務の全額を返済することが見込まれるものの、契約で定められた期日よりも返済が遅れることが見込

まれる場合、貸手が喪失した貨幣の時間価値が補償されなければ、信用損失が生じることになります。 

IFRS第9号は、信用リスクが著しく増大しているかの評価と予想信用損失の測定の両方の場合において、将来予

測的な情報（マクロ経済情報を含む）を考慮することを要求しています。将来予測的な情報には、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大に関連する追加的な下方シナリオが含まれる可能性があります。将来予測的な情報の考

慮は、企業の既存のシナリオへの1つまたは複数のシナリオの追加、既存のシナリオのうち1つまたは複数のシナ

リオの修正（例えば、より深刻な下方シナリオを反映する修正やそれらのウェイトを高める修正）、あるいは、その

影響が企業の主要な予想信用損失モデルに含まれていない場合には「補正（overlay）」の使用によって行われる

可能性があります。 

一部の国の政府は、国内の銀行に新型コロナウイルス感染症の影響を受ける借手を支援することを要請する可

能性があります。これは、既存の貸付金の元利払いの停止や、新規貸付の手数料や金利の引き下げといった形

で行われる可能性があります。そのような支援を行う企業は、以下を含む財務諸表への影響を考慮する必要があ

ります。 

● 元利払いの停止が、貸付金が信用リスクまたは債務不履行の著しい増大に陥っており、ECLモデル

のステージ2またはステージ3に移行していることを示しているかどうか。 

● 新規貸付の手数料または金利の引下げが、貸付が市場金利で行われていないことを示しているか

どうか。 

経営者は、金融資産の減損に及ぼす新型コロナウイルス感染症の影響を開示する必要性を検討しなければなり

ません。例えば、IFRS第7号「金融商品：開示」によって要求される開示で影響する可能性のあるものには、将来予

測的な情報の影響をECLの見積りに織り込む方法の開示、報告期間中に行われた仮定の大幅な変更の詳細の

開示、資産がステージ1からステージ2に移行した結果生じるECLの変更の開示などがあります。 

IFRS第9号に基づくヘッジ会計 

経営者は、既存のヘッジに与える新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響、特にヘッジが引き続きヘッジ会

計の適格要件を満たしているかどうかを検討する必要があります。例えば、ヘッジ対象の予定取引がもはや発生

する可能性が高いといえなくなった場合には、ヘッジ会計は中止されます。同様の理由により、経営者はまた、新

たなヘッジを指定する能力に対する新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を検討する必要があります。 

IAS第39号「金融商品」に基づくヘッジ会計 

経営者は、既存のヘッジに対する新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響、特にヘッジが引き続きヘッジ会

計の適格要件を満たしているかどうかを検討する必要があります。例えば、ヘッジ対象の予定取引がもはや発生

する可能性が高いといえなくなった場合、または非常に有効であるとはいえなくなった場合には、ヘッジ会計は中

止されます。同様の理由により、経営者はまた、新しいヘッジを指定する能力に対する新型コロナウイルス感染症

の感染拡大の影響を検討する必要があります。 
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IFRS第9号に基づく借入金およびその他の金融負債 

各国の政府の措置や貸手との条件再交渉により、貸付契約の条件が変更された場合には、その影響を評価する

必要があります。借手は、条件変更が認識の中止につながるかどうかの判定や、認識の中止とならない場合の条

件変更による利得または損失の認識など、条件変更の影響を判断するために、IFRS第9号のガイダンスを適用し

なければなりません。 

IFRS第9号に基づく「自己使用」 

IFRS第9号では、現金で純額決済できる非金融商品項目の売買契約は、企業の予想される購入、販売または使

用の必要に従って非金融商品項目を受け取るかまたは引き渡す目的で締結され、引き続きその目的で保有され

ている場合を除き、IFRS第9号の範囲に含まれます（その結果、そのような契約は、通常、デリバティブとして会計

処理されます）。新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、一部の契約がこれらの「自己使用」の要件を満たすか

どうかに影響を与える可能性があります。例えば、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による企業のサプライ

チェーンの混乱により、特定のコモディティ契約が現物引渡しではなく現金で純額決済されるという影響が生じる

可能性があります。 

IFRS第7号に基づく開示 

追加的な開示が要求される可能性があります。IFRS第7号は、特に、借入金の債務不履行および契約違反、認識

の中止または条件変更から生じる利得または損失、ならびにヘッジ対象の将来キャッシュ・フローの発生が見込ま

れなくなったことから生じるキャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金からの組替の開示を要求しています。 

金融資産および金融負債の公正価値 

報告日における資産または負債の公正価値は、適用される基準に従って決定されます。公正価値が観測可能な

市場価格に基づいている場合には、報告日における相場価格を使用する必要があります。資産の公正価値は、

報告日における仮想的な出口取引を反映しています。したがって、報告日以降の市場価格の変動は、資産の評

価には反映されません。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、さまざまな市場における価格のボラティリティが高まっています。こ

れは、公正価値が市場価格に基づいている場合（例えば、活発な市場で取引されている株式または債券の場合）

には直接的に、あるいは、例えば、評価技法が不安定な市場から得られたインプットに基づいている場合には間

接的に、公正価値の測定に影響を及ぼします。 

公正価値の決定に用いられる取引相手の信用リスクや信用スプレッドも増加している可能性があります。一方、政

府が景気刺激のために行う活動の影響は、リスク・フリー・レートを低下させる可能性があります。 

公正価値測定の変更は、IFRS第13号「公正価値測定」によって要求される開示に影響を与えます。この要求事項

は、企業に対して、公正価値測定で用いる評価技法やインプットおよび仮定の変化に対する評価の感応度を開示

することを求めています。また、公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類される経常的な公正価値測定に要求され

る感応度分析にも影響を与える可能性があります。レベル3に分類される金融商品の数が増加する可能性もあり

ます。 

公正価値で測定される子会社、関連会社および共同支配企業 

子会社、関連会社および共同支配企業に対する投資の公正価値は、株式市場のボラティリティの影響を受ける可

能性があります。上場会社の評価の起点は、報告日における市場価格です。 

企業は、IFRS第9号に基づき、投資企業の公正価値または公正価値で計上されている関連会社および共同支配

企業に対する投資の公正価値に影響を及ぼす事業または経済環境の変化を開示することが要求されます。 

IAS第39号に基づく金融資産の分類および測定（IFRS第9号の一時的免除を適用する保険会社に適用） 

金融資産は、IAS第39号に基づく4つのカテゴリーのうちのいずれか1つに分類されます。新型コロナウイルス感染

症の感染拡大の影響により、カテゴリー間の再分類が検討される可能性があります。IAS第39号のガイダンスに従

い、再分類が認められるか、または要求されるかを判断する必要があります。 
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IAS第39号に基づく金融資産の減損（IFRS第9号の一時的免除を適用する保険会社に適用） 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の結果として、減損損失が増加する可能性が高くなります。IAS第39号で

は、資産の当初認識後に発生した1つまたは複数の事象（「損失事象」）の結果として減損の客観的証拠が存在す

る場合にのみ、金融資産は減損し、減損損失が発生します。持分証券への投資において、公正価値が取得原価

を「著しく」下回る、または下落が「長引く」ことは、減損の客観的証拠の一例です。 

IAS第39号に基づく借入金およびその他の金融負債（IFRS第9号の一時的免除を適用する保険会社に適用） 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の結果、企業の借入金またはその他の債務の契約条件が変更される可

能性があります。経営者は、契約条件の変更が認識の中止につながるか、条件変更として処理されるかを判断す

る必要があります。 

 

リース 

貸手と借手は、新型コロナウイルス感染症の結果としてリースの条件を再交渉するか、貸手がリース料に関連し

てある種の譲歩を借手に与える可能性があります。場合によっては、貸手は、そのような譲歩を提供するインセン

ティブとして政府から補償を受け取ることもあります。貸手と借手は、IFRS第16号「リース」の要求事項を検討し、譲

歩をリース契約の条件変更として会計処理してリースの残余期間にわたって計上すべきか否かを検討する必要が

あります。貸手と借手は、政府から受け取ったインセンティブが政府補助金であるかどうかについても検討しなけ

ればなりません。 

 

現金および現金同等物 

IAS第7号は、現金同等物を、短期の流動性の高い投資のうち、容易に一定の金額に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わないものと定義しています。新型コロナウイルス感染症の拡大は、一部のマ

ネー・マーケットやその他のファンドの価値の僅少といえない下落をもたらしています。さらに、いくつかのマネー・

マーケット・ファンドには、ファンド・マネジャーが発生可能性の低い事象が発生した場合に解約を制限することを認

める条項が含まれていますが、その１つが新型コロナウイルス感染症の影響である可能性があります。経営者は、

これまで現金同等物として分類された投資が、価値の下落や償還の制限に照らして、その定義を満たし続けるか

どうかを検討する必要があります。投資は現金同等物から組替える必要がある可能性があります。 

 

収益認識 

新型コロナウイルス感染症を抑制する措置により経済活動が縮小した結果、企業の売上高や収益が減少する可

能性があります。これは、発生時に会計処理されます。 

しかし、既に引き渡された財またはサービスから生じる収益の測定にあたって経営者が行った仮定や、特に、変動

対価の測定にも影響を及ぼす可能性があります。例えば、需要の減少は、予想される返品の増加、追加的な価格

譲歩、数量値引きの減額、納期遅延に対するペナルティ、または顧客が獲得可能な価格の減額につながる可能

性があります。これらはすべて、変動対価の測定に影響を与える可能性があります。IFRS第15号「顧客との契約

から生じる収益」は、不確実性が解消される際に認識した金額の戻入れが生じない可能性が非常に高い場合に

のみ、変動対価を認識することを要求しています。 

経営者は、変動対価の見積り、およびその認識の閾値を満たしているかどうかの両方を再検討する必要がありま

す。 

IFRS第15号は、顧客が期日の到来した債務を支払うと経営者が見込んでいる契約にのみ適用されます。経営者

は、顧客が供給される商品の一部または全部について支払うことができない可能性があることを認識している場

合であっても、顧客に供給を続けることを選択する可能性があります。そのような状況においては、顧客が支払期

日の到来している取引価格（価格譲歩を控除後）を支払う可能性が高い場合にのみ、企業は収益を認識します。 

IFRS第15号は、収益から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期および不確実性について、財務諸表の利用

者の理解を可能とする情報を開示することを企業に要求しています。これには、例えば、新型コロナウイルス感染

症から生じる不確実性を考慮して、企業は会計方針をどのように適用したのか、重要な判断（例えば、顧客が支払

う能力を有しているかどうかの判断）をどのように適用したのか、また重要な見積り（例えば、変動対価の見積り）

をどのように行ったのかなどの情報の開示が求められる可能性があります。 
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政府援助 

世界各国の政府は、新型コロナウイルス感染症の影響に対して、減税や免税、場合によっては企業が顧客を支援

できるようにするための企業に対する特定の援助など、多様な対策を講じています。経営者は、政府から受け取る

この種の援助が、IAS第20号「政府補助金の会計処理及び政府援助の開示」における政府補助金の定義を満たし

ているかどうかを検討する必要があります。政府補助金の定義を満たす場合、IAS第20号のガイダンスが適用さ

れることになります。 

 

非金融債務 

引当金 

IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」は、企業が現在の義務を有しており、その義務を決済するための資

源が企業から流出する可能性が高く、信頼性のある見積りを行うことができる場合にのみ、引当金を認識すること

を要求しています。新型コロナウイルス感染症に関する経営者の行動は、経済的便益の流出の可能性が高く、信

頼性のある見積りを行うことができる現在の義務が存在する範囲に限り、引当金として会計処理する必要があり

ます。例えば、リストラクチャリングに関する引当金については、詳細かつ公式の計画が存在し、かつ経営者がこ

の計画を実施するであろうという妥当な期待を、影響を受ける人々に惹起している場合にのみ、認識することにな

ります。 

IAS第37号は、将来の営業費用や事業再生費用については引当金の計上を認めていません。 

IAS第37号は、企業に対し、義務の内容と経済的便益の流出が見込まれる時期を開示することを要求しています。 

不利な契約 

不利な契約とは、契約上の義務を履行するための不可避的なコストが契約に基づき受け取ると見込まれる経済的

便益を上回る契約のことです。契約に基づく不可避的なコストとは、契約から解放されるための最小の正味コスト

です（すなわち、契約の解約または不履行によるコストと契約履行のコストのいずれか低い方です）。このような契

約には、例えば、企業が新型コロナウイルス感染症のために履行が不可能になった供給契約などが含まれます。 

経営者は、契約が不利になっているかどうかを検討する必要があります。 

偶発資産 

新型コロナウイルスの感染拡大の制御のために講じられる措置の1つは、事業の一時的な閉鎖を要求することで

す。企業が事業継続保険を有している場合、閉鎖費用の一部または全部を回収することができる可能性がありま

す。経営者は、新型コロナウイルス感染症から生じる損失が、保険契約によってカバーされているかどうかを検討

する必要があります。このような保険契約の給付金は、回収がほぼ確実になった場合に認識されます。これは通

常、有効な請求権があることにつき保険会社が認めており、かつ保険会社が義務を履行できると経営者が納得し

ている場合です。保険契約の給付金は、多くの場合、補償の対象となるコストよりも後に認識されます。 

従業員給付および株式に基づく報酬 

経営者は、従業員給付および株式に基づく報酬の測定に使用した仮定を改定すべきかどうかを検討する必要が

あります。例えば、最新の動向の結果として優良債券の利回りや特定通貨のリスク・フリー・レートが変化している

可能性があります。また、従業員が賞与や株式に基づく報酬の権利確定条件を充足する確率が変化している可

能性もあります。 

経営者は、経済環境の変化や業績条件が充足される可能性の変化に対応するために、例えば、株式報酬制度の

条件が変更された場合の影響などを検討する必要があります。そのような変更が従業員にとって有益である限り、

それらは条件変更として会計処理され追加費用が認識されます。経営者は、権利確定条件を充足する可能性が

低い場合であっても、株式に基づく報酬の取消しは、残余費用の即時認識という結果となることに留意が必要です。 

経営者はまた、新型コロナウイルス感染症に関連して、IAS第19号「従業員給付」のガイダンスに従って負債の認

識が必要となるような従業員への法的または推定的な義務（例えば、疾病給付や自主隔離の従業員への支払い

など）を負っているかどうかも検討する必要があります。 

経営者は、新型コロナウイルス感染症の結果として人員削減を検討する可能性があります。IAS第19号「従業員給

付」は、従業員の解雇に係る負債が認識されるのは、企業がそれらの給付の申し出を撤回できなくなった時、また
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は関連するリストラクチャリングの費用がIAS第37号に従って認識される時に限られるとしています。 

IFRS第2号「株式に基づく報酬」は、株式に基づく報酬の条件変更、付与した増分公正価値、増分公正価値をどの

ように測定したかに関する情報について説明することを要求しています。 

IAS第19号は、従業員給付負債の見積りに使用した仮定について、感応度およびそれらの仮定の変化と共に、広

範囲にわたる開示を要求しています。 

法人所得税 

新型コロナウイルス感染症は、直接的および間接的な要因（顧客、サプライヤ、サービスプロバイダへの影響）の

結果として、将来の利益に影響を与える可能性があります。また、資産の減損は、繰延税金負債の金額を減少さ

せる可能性があり、また、追加的な将来減算一時差異を生じさせる可能性があります。繰延税金資産のある企業

は、新型コロナウイルス感染症から生じる追加的な不確実性と感染制御のために講じられた措置を考慮に入れ、

IAS第12号「法人所得税」に従って、利益予測と繰延税金資産の回収可能性を再評価する必要があります。 

経営者は、新型コロナウイルス感染症の影響が子会社からの利益の分配計画に影響を与えるかどうか、また、そ

れにより未分配利益に関する繰延税金負債の認識を再検討すべきかどうかを検討しなければならない可能性も

あります。 

経営者は、IAS第1号に従い、繰延税金資産の回収可能性を評価する際に行われた重要な判断および見積りの開

示を行う必要があります。 

財務制限条項の違反 

新型コロナウイルス感染症の財務上の影響により、一部の企業が借入金に関する財務制限条項に違反したり、

重大な悪影響を及ぼす変化（Material Adverse Change）に関する条項に抵触したりする可能性があります。これに

より、借入金の返済条件が変更されたり、借入金の一部が要求払債務となったりする可能性があります。経営者

は、借入金およびその他の金融負債の流動・非流動分類に影響するかどうか、また、極端な状況においては、企

業の継続企業の前提に疑義をもたらすかどうかを検討する必要があります。特に、クロス・デフォルト条項の影響

についても考慮が必要となります。経営者はまた、上記の状況により借入条件の変更がある場合には、その変更

の影響についても考慮し、報告日以降に得た貸手からの権利放棄については、修正を要しない後発事象として扱

う必要があります。 

後発事象 

世界情勢は急激に変化しています。そのため、経営者は、IAS第10号「後発事象」の要求事項、特に最新の動向

が報告日に存在する状況に関してより多くの情報を提供しているかどうかを検討する必要があります。新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大とそれに関連するコストについてより多くの情報を提供する事象は、修正を要する後

発事象となる可能性があります。実施した修正や修正を要しない後発事象とみなされる事象は、財務諸表にとっ

て重要である場合、明確な開示が要求されます。 

 

継続企業 

経営者は、企業の継続企業として存続する能力を評価する際に、新型コロナウイルス感染症の潜在的な影響およ

びそれを抑制するために講じられた措置を検討する必要があります。経営者が、企業を清算する意図または営業

を停止する意図がある、または、現実的な代替案が無く清算や営業停止を実施しなければならない場合には、企

業はもはや継続企業ではありません。経営者は、継続企業の評価において、政府や現地の銀行が講じた措置の

影響を考慮する必要があります。また、企業が継続企業ではないことを示す後発事象は、修正を要する後発事象

に常に該当するということを認識しておく必要があります。 

継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせるような重要な不確実性については、IAS第1号に従った開

示が必要となります。 

 

金融リスクを含む開示 

全般的な開示 

経営者は、重要な会計方針、それらの会計方針を適用する過程で行った最も重要な判断、および将来の期間に
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おいて利益の調整をもたらす可能性が最も高いと考えられる見積りを開示するために、IAS第1号における特定の

要求事項を検討する必要があります。これらの開示の内容は、新型コロナウイルス感染症の影響の結果としてそ

れぞれ異なる可能性があります。見積りの不確実性に関する開示の範囲を広げることが必要となる可能性もあり

ます。例えば、より多くの項目の帳簿価額が翌年度内に重要な変更の対象となる可能性があります。 

新型コロナウイルス感染症により、個別に重大な財務上の影響（例えば、減損や条件変更による修正などの個別

に重要性のある費用）がある場合があります。各基準の開示要求に加えて、IAS第1号は、重要性のある損益項目

を損益計算書の本体または財務諸表の注記に個別に開示することを要求しています。企業は、業績の理解に必

要な場合には、損益計算書の本体に追加の表示科目や小計を開示する可能性があります。追加の小計を開示す

る場合には、IAS第1号の特定の要求事項を考慮する必要があります。また、IAS第1号には、他では開示されない

財務諸表の理解に関連する情報を開示する要求事項もあります。 

金融リスク 

企業は、信用リスク、流動性リスク、為替リスクおよびその他の価格リスク等の金融リスクの変化、またはそれらの

リスクを管理するための目的、方針およびプロセスの変化を開示する必要があります。特に、新型コロナウイルス

感染症が業績からの企業の通常レベルのキャッシュ・インフローに影響を与える場合、または、債権やサプライヤ

ー・ファイナンスのファクタリングなどその他の方法による資金へのアクセス能力に影響を与える場合には、流動

性リスクに関して追加の開示が必要となる可能性があります。 

財務諸表以外の開示 

企業の利害関係者は、新型コロナウイルス感染症の影響と感染拡大を封じ込めるために企業がどのような措置を

講じたかに関心を持っています。このような利害関係者のニーズの一部は、財務諸表以外における開示の方がよ

り適切に満たされる場合があります。経営者は、主要なリスクおよび不確実性の分析の更新を検討する可能性が

あります。また経営者は、例えば各国の証券監督当局が公表する要求事項など、特定の国の開示要求を検討す

る必要があります。例えば、欧州証券市場監督機構（ESMA）は最近、「発行企業は、2019年度の財務報告の中で、

事業活動、財務状況、経済的業績に関する定性的および定量的評価の両方に基づき可能な範囲まで、新型コロ

ナウイルス感染症の実際の影響および潜在的影響について透明性のある開示を行うべきである。当該評価が最

終化されていない場合、またはそれ以外の場合は、期中財務報告の開示において行うべきである。」と述べていま

す。 

 

期中財務報告 

多くの企業では、期中財務報告において新型コロナウイルス感染症の影響を初めて報告することになる可能性が

あります。上記の認識および測定に関するガイダンスは、期中財務報告にも同様に適用されます。予想実効税率

を算定する目的上、経営者は、新型コロナウイルス感染症の影響が個別の事象（discrete event）かどうかを検討

しなければならない可能性はありますが、通常は、期中財務報告における認識または測定に関する例外はありま

せん。IAS第34号「期中財務報告」は、見積りは期中財務報告においてより多く使用される可能性があると述べて

いますが、情報の信頼性があり、目的適合性があるすべての情報を開示することを要求しています。 

期中財務情報は、通常、年次財務諸表の情報を更新したものとなります。しかし、IAS第34号は、期中財務報告に

おいて、前年次報告期間以降の企業の財政状態の変動および業績の理解に重要な事象または取引に関する説

明を提供することを企業に要求しています。これは、新型コロナウイルス感染症およびそれを封じ込めるために講

じられた措置の財務上の影響を反映するために、追加の開示を行わなければならないことを意味します。このよう

な開示は、企業固有のものである必要があり、各企業の状況を反映したものでなければなりません。 

重要である場合、以下の項目とともに、IAS第34号第15B項に基づく開示が要求されます。 

● 新型コロナウイルス感染症および感染拡大を抑制するために講じられた措置の業績、貸借対照表、

キャッシュ・フローに及ぼす影響 

● 以前は必要でなかった重要な判断（例えば、予想信用損失に関連する重要な判断） 

● 重要な見積りの開示の更新 

● 期中報告期間以降の事象 
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