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COVID-19感染拡大に影響により、多くの企業は事業に悪影響を及ぼす可能性のある未
曽有の課題に直面しています。これには、信用の悪化、失業率の増加、在庫水準の増加、
需要の減少による生産の減少、レイオフおよびその他のリストラクチャリング活動等
広範にわたります。このような状況が続くことから、より広範な景気後退が起こり、企
業の財務業績に長期的マイナスの影響を及ぼす可能性があります。メキシコにおいて
も政府・地方自治体による必要不可欠な業種以外の企業に対しての操業停止要請が発
せられたことを受け、工場の操業停止を余儀なくされた企業が大多数だったかと思い
ます。現在多くの日系企業が従事する自動車関連産業については不可欠な活動と認定
されたことから操業を再開されていると思いますが、景気後退に伴い、需要の減少によ
る生産の減少、衛生プロトコルを遵守することにより生じる稼働率の低下、在庫水準の
増加、急激なドル高ペソ安による為替差損の発生といった状況に直面されている企業
がほとんどかと思われます。 

本ニューズレターおよび次回のニューズレターの2回にわたり、メキシコ日系企業に
とって2020年12月期の財務報告に影響を及ぼす可能性のある会計上の主要な論点につ
いて解説しております。以下に説明する個々の論点の重要性は、業種および企業によっ
て異なるとは思いますが、今後の皆様の論点整理に少しでもお役に立てば幸いです。 

なお、本ニューズレターは2020年12月期において検討することが望ましい論点をお伝
えすることを目的としているため、個々の会計基準に関する解説は割愛させていただ
いている点ご留意願います。なお、個々の会計基準に関する解説については、今後の
ニューズレターにおいて個別に解説することを予定しています。取り急ぎ個々の会計
基準についてご質問等ございます場合は、各担当まで直接ご連絡ください。なお、本
ニューズレターにおいて取り上げている論点は、メキシコ日系企業が主に採用してい
るメキシコ会計基準（NIF）・国際会計基準（IFRS）・米国会計基準（USGAAP）のいず
れにも共通する論点ではありますが、各基準によって詳細な取り扱いが異なる点もあ
りますので、実際の会計処理等を検討される際は、採用されている会計基準に照らして
自社への影響を検討することが必要な点、ご留意ください。 

本ニューズレターで取り上げている論点は、次のとおりとなります。 
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1. 固定資産の減損 

会計上、企業が使用または売却のいずれかで固定資産の帳簿価額を回収することがで
きない場合、固定資産は減損していることとなります。 

固定資産が減損しているかを判定するにあたり、企業は各報告日時点で（のれんおよび
耐用年数を確定できない無形資産を除く）固定資産について減損の兆候が存在するか
を評価することが求められます。そして、減損の兆候が存在する場合には、減損テスト
を実施する必要があります。減損テストでは、回収可能価額（使用価値と処分コスト控
除後の公正価値のいずれか高い金額）を算定し、固定資産の帳簿価額との比較を行いま
す。減損テストの結果、固定資産の帳簿価額>回収可能価額となった場合は、固定資産
の帳簿価額と回収可能価額との差額を会計上減損損失として認識することとなります。 

COVID-19の影響により、工場の稼働停止や稼働率の低下、サプライチェーンの問題に
よるコスト増、製品やサービスに対する需要の低下・販売価格の下落・注文のキャンセ
ルまたは延期、顧客が財政上の困難またはキャッシュ・フローの問題を抱えていると
いった事象が多く発生しており、特定の企業にとってはこれらの事象を減損の兆候と
して評価する必要があるかもしれません。 

また、回収可能額としての使用価値を見積もる場合、将来キャッシュ・フローを予測す
ることが必要となってきます。一方、事業活動や経済活動が正常に戻るまでにどのくら
いの時間が掛かるか、等不確実性が高い先行きを予測することが難しいことから、将来
キャッシュ・フローの予測は困難なものとなる可能性があります。過去に類を見ない不
安定な状況の中においても、企業は報告日時点で存在している状況を反映する合理的
な見積りを行うことが求められます。 

COVID-19による影響を受けて、企業の固定資産の使用方法や保有戦略が変更された場
合、固定資産の耐用年数、残存価額および適用されている減価償却方法が適切であるか
を見直す必要がある点も併せてご留意いただければと思います。 

 COVID-19が自社に与える影響を踏まえた上で、減損の兆候が存在するか検討
することが必要となります。減損の兆候がある場合には、減損テストを行う必
要があり、その際の将来のキャッシュ・フロー予測は困難を伴うと想定される
ため、早めの対応を心掛けることが重要と考えられます。 

 

2. 棚卸資産の評価 

会計上、棚卸資産は原価と正味実現可能価額（NRV）とのいずれか低い方の金額で評価
することが求められます。正味実現可能価額とは、通常の事業の過程における見積売価
から、完成までに要する原価および販売コストの見積額を控除した額をいいます。 

COVID-19の影響により、正味実現可能価額は、販売価格の下落、原材料等のコスト増
または棚卸資産を販売するためのコストの増加といった要因により、原価を下回る可能
性があります。原価>NRVとなる場合は、棚卸資産の評価損を認識することとなります。 

また、工場の稼働停止や需要の減少により生産量が著しく減少している場合、固定製造
間接費の配賦方法を再検討する必要があるかもしれません。例えば、固定製造間接費を
正常生産能力に基づき配賦していた場合、COVID-19の影響により生産量が著しく減少
している場合において当該著しく減少した生産量に基づいて通常よりも高い金額の固
定製造間接費を棚卸資産に配賦すべきではなく、発生した期間の費用として認識すべ
きと考えられます。 
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 棚卸資産の正味実現可能価額の見積りが、最新の販売価格および完成までに予

想されるコストを反映しているか検討する必要があります。 

 固定製造間接費の配賦方法が適切か検討する必要があります。 

 

3. 営業債権に対する貸倒引当金 

会計上、売掛金等の営業債権についてその回収可能性に疑義がある場合、貸倒引当金を
計上することが求められます。 

COVID-19の影響を受け、保有している売掛金等の営業債権の回収可能性に疑義が生じ
るケースが多く発生すると予想されます。支払いの遅延や債務の返済猶予等が発生し
ている場合、債権全額が回収されるかについての不確実性をもたらし、当該不確実性を
考慮した上で貸倒引当金の計上額を検討することが求められます。COVID-19影響下に
おいては、将来の予測は非常に困難な状況ではあるものの、COVID-19による不確実性
が増している現在の状況においては、既存の考え方を機械的に継続するのではなく、
COVID-19による影響を加味した上で貸倒引当金の計上額を算定することが求められ
ます。 

 企業はCOVID-19以前の状況を機械的に継続するのではなくCOVID-19による
影響を加味した上で貸倒引当金を計上する点に留意する必要があります。 

 

4. 繰延税金資産の回収可能性 

会計上、将来減算一時差異（会計上は当期の費用として処理しているが、税務上は損金
算入が当期ではなく来期以降において認められるもの）や税務上の繰越欠損金が発生
している場合、将来の課税所得が利用できる可能性が高い範囲内で繰延税金資産を認
識することが求められます。 

COVID-19による業績悪化の結果として十分な将来課税所得が発生せず将来減算一時
差異等を利用できない場合は、繰延税金資産の一部または全部を取り崩ししなければ
なりません。 

 COVID-19が自社に与える影響を踏まえて、将来の課税所得を見積り、将来減算
一時差異や繰越欠損金による税務メリットを利用できるか検討する必要があ
ります。万一、繰延税金資産の取り崩しを行わなければいけない場合、その影
響は多額になることが多いため早めに自社への影響を検討することが重要と
考えられます。 

 

5. 収益認識 

COVID-19の影響は収益認識に影響を及ぼす可能性があります。COVID-19の影響により
想定される収益認識に関する論点は、次のとおりとなります。 
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 契約変更 

企業や顧客は、COVID-19の感染拡大のビジネスへの影響に対応するべく、既存の
契約の条件変更を求めるかもしれません。契約変更は契約の範囲または価格（あ
るいはその両方）のことを言います。例えば、COVID-19の影響を受け、企業が顧
客に最低購入コミットメントを減らす、販売インセンティブを申し出る、取引価
格を引き下げるというような提案をすることが考えられます。企業は、契約変更
が承認され、契約の当事者の強制可能な権利や義務の創出または変更が生じたと
きに、契約変更の会計処理を行います。なお、契約変更の会計処理は契約変更の
内容に応じて定められています。すなわち、変更の価格設定がどのように行われ
ているか、現在の契約が一定の期間にわたり会計処理されているかどうかなどの
要因により、状況ごとにアプローチは異なります。よって、企業は顧客との契約
変更の内容に応じた会計処理を行う必要があります。 

 

 変動対価 

企業は顧客との契約に変動対価（値引き、リベート、返金、クレジット、価格譲
歩、インセンティブ、業績ボーナス、ペナルティ等）が含まれる場合、変動対価
の見積りを行い、収益の重大な戻入が生じない可能性が非常に高い範囲でのみ取
引価格に含めます。また、企業は各報告期間において、見積った取引価格を見直
すことが求められます。例えば、需要の減少により、顧客が従前は満たすと考え
られていたリベートや数量値引きの基準を達成できないと言った影響が生じるか
もしれません。このように、COVID-19前後において従前に見積りを行った状況と
現在は大きく異なっている可能性があるため、企業は報告日において取引価格の
見積りを再評価することが重要となると考えられます。 

 

 COVID-19の影響を受け、顧客との契約について契約変更が生じているかを確
認することが望まれます。 

 顧客へのインセンティブや履行の遅延によるペナルティ等の変動対価が契約に含
まれるか検討することが望まれます。このような変動対価が含まれる場合、COVID-

19の影響により見積りの見直しが必要か検討することが必要となります。 

 

6. リース（借手のケース） 

COVID-19の影響は収益認識に影響を及ぼす可能性があります。COVID-19の影響により
想定される収益認識に関する論点は、以下のとおりとなります。 

2019年度より新リース会計基準が導入され（NIFまたはIFRSを採用している会社が対象）、
原則としてすべての借手リースがオンバランス処理されることとなりました。COVID-19

の影響により想定されるリースの借手に関する論点は、次のとおりとなります。 

 リース料の減額 

賃料の減額もしくは免除が契約条件外で行われた場合、通常、リースの条件変更
として処理します。具体的には、変更後のリース負債と変更前のリース負債の帳
簿価額の差額を使用権資産の調整として認識します。 

ただし、COVID-19の影響を鑑み、「リースの条件変更に該当するか否かの検討を
行わず、リースの条件変更には該当しないものとみなして会計処理する」という
オプションの選択が可能となっております（一定の条件を満たした場合のみ）。す
なわち、リース料の減免を受けた場合、これを変動リース料として発生時の損益
に認識し、減額を受けたリース料についてリース負債を調整します。 
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 リース期間の見直しとリース負債の再測定 

多くのリース契約には解約オプションや延長オプションがついており、その行使
の可能性をどう見積もるかによりリース期間の見積りは大きく異なってきます。
COVID-19を契機に在宅勤務へシフトし、賃貸オフィスを縮小するようなことを検
討されている企業もあるかと思います。 

リース期間の見直しを実施した場合、見直し後のリース期間に基づきリース負債
を再測定し、見直し前のリース負債との差額を使用権資産の帳簿価額の調整とし
て認識します。 

 

 減損 

「1. 固定資産の減損」を検討するに際して、使用権資産も併せて減損の要否につ
いて検討することが必要となります。 

 

 リース料の減額を受けている場合、簡便的な会計処理のオプションを採用する
かどうかについて検討することが望まれます。 

 リース期間の見直しをする場合、リース負債を再測定する必要があります。 

 使用権資産も固定資産の減損の検討に含める必要があります。 

 

以上、最後までお読みいただきありがとうございます。 

 

 

 

 

本ニューズレターに関するお問合せ先  
 

メキシコシティ事務所 

東野 泰典（yasunorihigashino@kpmg.com.mx） 

佐々木 智之（tomoyukisasaki1@kpmg.com.mx） 

ケレタロ事務所 

宮本 諭（satoshi.miyamoto@jp.kpmg.com） 

レオン事務所 

河田 厚司（akawata1@kpmg.com.mx） 
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