
1.ﾠはじめに
2019年7月4日に企業会計基準委員会（ASBJ）から
企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」
（以下「時価算定会計基準」という。）及び企業会計基準
適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用
指針」（以下「時価算定適用指針」という。また、時価
算定会計基準とあわせて「時価算定会計基準等」とい
う。）が公表され、2021年4月1日以後開始する連結会
計年度及び事業年度の期首からの強制適用となってい
る。3月31日を決算日とする会社においては2022年3
月31日がこれらを強制適用する初めての決算日であっ
た。本連載では、時価算定会計基準等の公表に伴い改正
された企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基
準」（以下「金融商品会計基準」という。）及び企業会計

基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関す
る適用指針」（以下「金融商品時価開示適用指針」とい
う。）における「金融商品の時価等に関する事項」と
「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」
の開示について、2022年3月31日を連結決算日とする
会社（以下「2022年3月決算会社」という。）の連結計
算書類の事例分析を行う。
なお、本連載の内容は有限責任監査法人トーマツ著

『会社法計算書類作成ハンドブック（第17版）』 （㈱中央
経済社より2023年3月出版予定）に含める予定である。

2.ﾠ連載の主な内容
本連載では、以下に記載のテーマを予定している。

回 テーマ 内容

1 ●  分析の全体像
●  会計方針の変更に関する注記
●  「金融商品の時価等に関する
事項」の注記

時価算定会計基準等の適用初年度の取扱いと金融商品会計基準の改正による影響
を整理するとともに、2022年3月決算会社の連結計算書類における会計方針の
変更に関する注記の開示状況を解説する。また、「金融商品の時価等に関する事
項」の注記に係る会計基準等の要求事項を整理するとともに、2022年3月決算
会社の連結計算書類における当該注記の開示状況を解説する。
●  分析対象会社
●  会計方針の変更に関する注記の開示事例分析
●  「金融商品の時価等に関する事項」の注記に係る会計基準等の要求事項の整理
●  「金融商品の時価等に関する事項」の注記の開示事例分析

2 ●  「金融商品の時価のレベルご
との内訳等に関する事項」の
注記

●  投資信託の時価の算定及び貸
借対照表に持分相当額を純額
で計上する組合等への出資の
時価の注記

「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」の注記に係る会計基準等
の要求事項を整理するとともに、2022年3月決算会社の連結計算書類における
当該注記の開示状況を解説する。また、投資信託の時価の算定及び貸借対照表に
持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記の開示状況を解説し、
2021年6月17日に改正された時価算定適用指針（以下「2021年改正時価算定適
用指針」という。）の早期適用の状況にも言及する。
●  「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」の注記に係る会計基準
等の要求事項の整理

●  「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」の注記の開示事例分析
●  投資信託の時価の算定及び貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
の出資の時価の注記（2021年改正時価算定適用指針の早期適用の状況含む）
の開示事例分析

なお、本文中の参照法令等は以下の略称を使用してい
る。

本文中法令等 参照法令等（かっこ内）

会社法第12条第1項第4号 （会社法12Ⅰ④）

会社法施行規則第11条第1項第2号 （会施規11Ⅰ②）

会社計算規則第10条第1項第2号 （会計規10Ⅰ②）

時価算定会計基準に関連する開示の事例
分析（第1回）

公認会計士　早
はや

野
の

　真
まさ

史
し

会計・監査
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3.ﾠ分析対象会社
次の条件で分析対象会社（計97社）を選定した。
（i）  ㈱日本経済新聞社が「日経平均株価 構成銘柄選

定基準（2022年4月4日適用）」により選定した
日経平均株価の構成銘柄に含まれている。

（ii） 日本基準を採用している。
（iii） 決算日が3月31日である。
（iv）  東京証券取引所の業種区分が金融・保険業（銀行

業、証券、商品先物取引業、保険業、その他金融
業）ではない。

なお、調査にあたっては、連結計算書類の分析を行
った。

一部の調査項目において、東京証券取引所の業種区分
はサービス業であるものの、企業集団で銀行業や保険業
を営む日本郵政㈱を対象から除いた。

4.ﾠ 会計方針の変更に関する注記の開示事
例分析
時価算定会計基準等の適用初年度においては、原則と
して新たな会計方針を将来にわたって適用し、その変更
の内容について注記する（時価算定会計基準第19項）。
時価算定会計基準の設定に伴って金融商品会計基準が

2019年7月4日に改正されており、時価の定義（金融商
品会計基準第6項）の変更に伴い、改正前の金融商品会
計基準におけるその他有価証券の期末の貸借対照表価額
に期末前1ヶ月の市場価格の平均に基づいて算定された
価額を用いることができる定めは削除された。また、市
場価格のない株式等以外の時価を把握することが極めて
困難な有価証券の定めは削除された。時価の定義の変更
に伴う金融商品会計基準の改正により生じる会計方針の
変更は、時価の算定を変更することになり得るという意
味では時価算定会計基準が定める新たな会計方針の適用
と同一であるため、時価算定会計基準の適用初年度にお
ける原則的な取扱い（時価算定会計基準第19項）と同
様に将来にわたって適用し、その変更の内容について注
記する（金融商品会計基準第44-2項）。
時価算定会計基準等及び改正された金融商品会計基準
の適用による影響の有無を分析したところ、以下のとお
りであった。

影響なし 影響あり

時価算定会計基準等及び改
正された金融商品会計基準
の適用による影響の有無

66　社 31　社

時価算定会計基準等及び改正された金融商品会計基準
の適用による影響があるとした31社のうちおよそ半数
の16社において、その他有価証券のうち市場価格のな
い株式等以外のものの評価方法を、従来の期末日前1ヶ
月の市場価格の平均に基づく時価法から期末日の市場価

格に基づく時価法に変更した等の理由が記載されてお
り、その他は影響が軽微であると記載されているのみで
あった。

時価の算定にあたり観察可能なインプットを最大限利
用しなければならない定めなどにより、時価を算定する
ために用いた方法を変更することとなった場合で、当該
変更による影響額を分離することができるときは、経過
措置として以下の取扱いも認められており、以下の経過
措置を適用した場合には、企業会計基準第24号「会計
方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計
基準」第10項に定める会計基準等の改正に伴う会計方
針の変更に関する注記を記載する（時価算定会計基準第
20項）。
（i）  当該会計方針の変更を過去の期間のすべてに遡及

適用する。
（ii）  適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及

適用した場合の累積的影響額を、適用初年度の期
首の利益剰余金及びその他の包括利益累計額又は
評価・換算差額等に加減し、当該期首残高から新
たな会計方針を適用する。

分析対象会社の中には、上記（i）（ii）の経過措置を適用
した会社はなかった。

5.ﾠ 「金融商品の時価等に関する事項」の注
記に係る会計基準等の要求事項の整理

（1）金融商品会計基準及び金融商品時価開示適
用指針

時価算定会計基準等の公表に伴って改正された金融商
品会計基準及び金融商品時価開示適用指針では、以下の
開示が要求されている。金融商品時価開示適用指針につ
いては、金融商品の時価等に関する事項の注記として規
定されている事項のみを示した。

金融商品会計基準　第40-2項
（i） 金融商品の状況に関する事項
　（イ）　金融商品に対する取組方針
　（ロ）　金融商品の内容及びそのリスク
　（ハ）　金融商品に係るリスク管理体制
　（ニ）　 金融商品の時価等に関する事項についての

補足説明
（ii） 金融商品の時価等に関する事項
（iii）  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する

事項

金融商品時価開示適用指針
（i） 金融商品の時価等に関する事項（第4項）
金融商品に関する貸借対照表の科目ごとの貸借対

照表計上額、貸借対照表日における時価及びその差
額
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（2）会社計算規則
会社計算規則における金融商品会計基準第40-2項に
対応する注記の規定は、以下のとおりである。

（金融商品に関する注記）
第109条
金融商品に関する注記は、次に掲げるもの（重要

性の乏しいものを除く）とする。ただし、法第444
条第3項に規定する株式会社以外の株式会社にあっ
ては、第3号に掲げる事項を省略することができる。
一　金融商品の状況に関する事項
二　金融商品の時価等に関する事項
三　 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に
関する事項

2　 連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表
における前項の注記を要しない。

なお、「法第444条第3項に規定する株式会社」とは、
事業年度の末日において大会社であって金融商品取引法
第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大
臣に提出しなければならない株式会社、すなわち、当該
事業年度に係る連結計算書類を作成しなければならない
株式会社をいう。

6.ﾠ 「金融商品の時価等に関する事項」の
注記の開示事例分析

（1）現金及び短期間で決済されるため時価が帳
簿価額に近似するものについての注記省略
容認規定

時価算定会計基準の設定に伴う金融商品時価開示適用
指針の改正により、「金融商品の時価等に関する事項」
の注記において、現金及び短期間で決済されるため時価
が帳簿価額に近似するものについては、注記を省略する
ことができるとの容認規定が設けられた（金融商品時価
開示適用指針第4項（1））。
現金及び預金、受取手形及び売掛金（「受取手形、売

掛金及び契約資産」として表示している場合を含む）、
支払手形及び買掛金を対象に、当該容認規定の採用状況
を分析した。調査の対象から日本郵政㈱は除いた。調査
結果は以下のとおりであった。

現金及び預金 受取手形及び
売掛金

支払手形及び
買掛金

容認規定を採用
している会社数 93　社 79　社 87　社

勘定科目によって容認規定を採用した会社数は異なる
ものの、多くの会社で容認規定を採用していた。

〈事例1〉現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する勘定科目について注記を省略している事例
 マルハニチロ㈱　2022年3月期

（2）金融商品の時価等に関する事項
当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

投資有価証券
①満期保有目的の債券
②その他投資有価証券

100
28,642

100
28,642

－
－

資産　計 28,742 28,742 －

長期借入金（＊4） 153,933 154,529 597

負債　計 153,933 154,529 597

デリバティブ取引（＊5）
①ヘッジ会計が適用されていないもの
②ヘッジ会計が適用されているもの

676
－

676
27

－
27

（＊1）「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払金」及び「未払法人税等」に
ついては、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似することから、記載を省略しております。

建設業の会社において、連結貸借対照表の流動資産に
計上されている受取手形・完成工事未収入金等の時価を

帳簿価額と近似しているものとせず開示している事例が
みられた。
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〈事例2〉受取手形・完成工事未収入金等の時価を帳簿価額と近似しているものとせず開示している事例
 ㈱大林組　2022年3月期

（2）金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。

（単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額 時価 差額

①受取手形・完成工事未収入金等
②有価証券及び投資有価証券（※2）

902,244
317,308

901,002
317,310

△1,242
2

資産合計 1,219,553 1,218,312 △1,240

①社債
②長期借入金
③ノンリコース借入金

40,000
94,590
68,937

40,038
94,710
70,313

38
119

1,375

負債合計 203,528 205,062 1,533

デリバティブ取引（※3） 11,628 11,628 －

（※1）「現金預金」、「電子記録債権」、「未収入金」、「支払手形・工事未払金等」、「電子記録債務」、「短期借入金」及び「預り金」につい
ては、現金であること、又は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略している。

（注） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

受取手形・完成工事未収入金等
回収が1年以内の予定の受取手形・完成工事未収入金等の時価は、帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿
価額によっており、レベル2の時価に分類している。
回収が1年を超える予定の受取手形・完成工事未収入金等の時価は、一定の期間毎に区分した債権毎に、債権
額と満期までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価
に分類している。

（2）契約資産の取扱い
2020年3月31日の企業会計基準第29号「収益認識に
関する会計基準」の改正と同時に金融商品時価開示適用
指針が改正された。この改正により、金融商品時価開示
適用指針第4項（1）また書きにおいて、「貸借対照表にお
いて契約資産を顧客との契約から生じた債権等の金融資
産と区分して表示していない場合、当該貸借対照表の科
目について、貸借対照表計上額、貸借対照表日における
時価及びその差額を注記する。ただし、当該貸借対照表
の科目のうち、契約資産を除く顧客との契約から生じた
債権等の金融資産について、貸借対照表計上額、貸借対
照表日における時価及びその差額を注記することも妨げ
ない」と定められた。
この取扱いについて、連結貸借対照表において契約資
産（工事未収入金等として表示している場合を含む（企
業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基
準の適用指針」第104-3項））を顧客との契約から生じ
た債権等の金融資産と区分して表示していない53社を
対象に調査した。連結貸借対照表と「金融商品の時価等
に関する事項」の注記を比較し、連結貸借対照表で「受
取手形、売掛金及び契約資産」として表示している一方
で、「金融商品の時価等に関する事項」の注記では「受

取手形及び売掛金」として表示しており、連結貸借対照
表計上額が一致していない場合に、連結貸借対照表の科
目のうち、契約資産を除く顧客との契約から生じた債権
等の金融資産について、連結貸借対照表計上額、連結貸
借対照表日における時価及びその差額を注記しているも
のとして取り扱った。調査結果は以下のとおりであっ
た。

短期間で決済され
るため時価が帳簿
価額に近似すると
して注記省略

連結貸借対照表の
科目について、連
結貸借対照表計上
額、連結貸借対照
表日における時価
及びその差額を注
記

連結貸借対照表の
科目のうち、契約
資産を除く顧客と
の契約から生じた
債権等の金融資産
について、連結貸
借対照表計上額、
連結貸借対照表日
における時価及び
その差額を注記

42　社 7　社 4　社

以上
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