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I　本研究ノートの目的

　ドイツ連邦共和国においては、この 20 年ほ

どの間、「状況報告書」（Lagebericht）および「コ

ンツェルン状況報告書」（Konzernlagebericht）の

情報内容の拡張が進められている。その端緒

は 1998 年に発効した「企業領域における統制お

よび透明性に関する法律 1」（Gesetz zur Kontrolle 

und Transparenz im Unternehmensbereich）で あ

り、その後、2009 年には「貸借対照表法現代

化法 2」を通じてその内容の拡張がさらに進

められた。その 2009 年における法律改正を

受ける形で、従来から存在した（コンツェル

ン）状況報告書関連のいくつかの会計基準（ド

イツ会計基準第 5 号、第 5 － 10 号、第 5 －

20 号および第 15 号）が改正された 3。その後

さらに、2012 年 11 月 2 日、「ドイツ会計基準

委員会」（Deutsches Rechnungslegungs Standards 

Commitee：以下 DRSC と略す）によって「ドイツ

会計基準第 20 号　コンツェルン状況報告書 4」

（Deutscher Rechnungslegungs Standard Nr.20 

Konzernlagebericht：DRS20）が公表され、同年

12 月 4 日に連邦司法省（当時）によって承認を

受けた。このドイツ会計基準第 20 号の制定は、

いくつにも分散した（コンツェルン）状況報告書

関連の基準をまとめると同時に、従来の当該諸

基準について必要な見直しを行い、かつ、実務

ならびに国際的展開を反映することを目的とし

たものとされる 5。

　（コンツェルン）状況報告書はドイツ独自の

会計報告上の書類の一つであり、決算書（貸借

対照表、損益計算書および附属説明書）と並ん

で監査対象となる書類である。そこでは、従来

の貸借対照表および損益計算書には含まれな

い、企業に関わる多様な情報が含まれている。

ここで問題となるのは、そのように企業に関わ

る多様な情報を開示することが、社会的にいか

なる意味を持つのかということである。こうし

た問題について考察するためには、何よりもま

ず、開示が要求される情報の内容を明らかにす

る必要がある。本研究ノートは、その考察の基

盤となるドイツ会計基準第 20 号の提示を目的
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とするものである。

　以下、ドイツ会計基準第 20 号の全文を示す。

Ⅱ　「ドイツ会計基準第 20号　コンツェルン状
況報告書」

ドイツ会計基準第 20号　コンツェルン状況報
告書
　諸原則は太字である。原則は、その後に続く

通常印字の文章により説明される。基準の適用

に際しては、重要性の原則が考慮されなければ

ならない。文字 >>K<< が付された文書番号は、

資本市場指向的親企業のみに、および一部は親

企業でその子企業が資本市場指向的であるもの

に、遵守の要求を含むものである。

対象と適用範囲
1.  本基準は商法典第 315条にしたがったコ

ンツェルン状況報告書への要求を具体化する

ものである。

2.  商法典第 289 条にしたがった状況報告書へ

本基準を準用することが望ましい。

3.  コンツェルン状況報告書の目的は、報告期

間において信託された資源の利用に関する弁

明をなすこと、ならびに、処分に関する情報

を示すことであり、当該情報は理解力のある

受け手に対し、コンツェルンの事業経過、そ

の状況およびその見込まれる推移動向、なら

びに、その推移動向に付随して生じるチャン

スとリスクに関する適切な写像を形成するこ

とを可能ならしめる。

4.  コンツェルン状況報告書は、独立した報告

手段である。コンツェルン決算書およびコン

ツェルン状況報告書は、相互に合致しなけれ

ばならない。

5.  本基準は、商法典第 315条にしたがって

コンツェルン状況報告書の作成を法的に義務

付けられたか、またはそれを任意で作成する

すべての親企業に適用される。

6.　 特別の諸規定は、特定の企業グループのみ

に適用される（例えば資本市場指向的企業）。

7.　 本基準は、全ての産業分野に適用される。

信用機関および金融機関のリスク報告に関す

る特殊性は、本基準の補遺 1 および 2 におい

て規定されている。

8.  本基準で用いられる例は、記載義務のある

情報についての最低限の目録を示すものでは

ない。

9.　 本基準は年度コンツェルン状況報告につい

て規定する。中間コンツェルン状況報告はド

イツ会計基準第 16 号において規定される。

10. 機関構成員の報酬に関する報告（報酬報告）

は、ドイツ会計基準第 17 号が規定する。

定義
11. 以下で挙げられる諸概念は、本基準におい

ては、提示された意味をもって用いられる。

内部制御およびそれに関連するコンツェルン

状況報告が他の諸概念の基礎となる場合、当

該諸概念はコンツェルン状況報告書において

定義されなければならない：

・ 分析：原因と結果の関係の提示。

・ 記載 / 記述：事実の掲載、または事実関係に

ついての描写。

・ 予見的保証関係：将来期待される取引から生

じるリスク項目の保証。

・ 不履行リスクまたは名宛不履行リスク：リス

クを参照のこと。

・ 報告期間：コンツェルン状況報告書における

過去に関連した記述が結びつく期間。商法典

第 315 条にしたがったコンツェルン状況報告

書の場合、報告期間はその経過した営業年度

である。

・ 資本参加リスク：リスクを参照のこと。

・ 評価：事実関係の価値付けと評価

・ 生体的リスク：リスクを参照のこと。

・ チャンス：生起しうる将来の推移動向ま

たは諸事象で、企業にとってプラスの予

測偏差あるいは目標偏差（Prognose- bzw. 

Zielabweichung）につながりうるものである。

・ 記述：記載を参照のこと。

・ エンベディッド・ヴァリュー・アプローチ：

人的な保険残高の価値を算定するための保険

数理計算方法。
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・ 発行者リスク：リスクを参照のこと。

・ 説明：純粋な記述を超えた、その事実関係に

ついてのさらなる詳論、論評および解釈。そ

れらは、事実関係または措置に関する予測、

原因または帰結に関する情報に役立つ。説明

は、通常叙述的に与えられる。

・ 金融商品：資本参加側にとっては金融財産対

象物として、また他の側にとっては金融負債

または自己資本商品として形成される、あら

ゆる諸取引。（IFRS コンツェルン決算書とと

もに作成されるコンツェルン状況報告書に関

して、この定義は IFRS の相応の定義に合致

することが妥当である。）

・ 事業成果：商法典第 275 条第 2 項第 20 号な

らびに商法典第 289 条第 1 項に関連した（第

275 条）第 3 項第 19 号にいう損益計算書の年

度成果、ならびに、IFRS にしたがった相応

の成果の大きさ。

・ 事業経過：報告期間における事業活動の過去

指向的かつ期間関連的な推移動向で、このこ

との原因となる事象を含む。

・ 内部リスクモデル：リスクの定量化のための

アプローチで、一般に認められ、かつ、企業

内部のリスクマネジメントの枠組みで利用さ

れるもの。

・ インターバル予測：予測を参照のこと。

・ 資本市場指向的親企業：有価証券取引法第 2

条 5 項にいう組織された市場を、そのものに

よって発行された有価証券取引法第 2 条第 1

項第 1 文にいう有価証券を通じて利用してい

るか、または組織された市場での取引のため

にそのような有価証券の上場許可を申請して

いる企業。

・ 指数：定量的尺度で、経営経済的事象関連に

ついて集約的形式において報告されるもの。

・ 比較予測：予測を参照のこと。

・ 契約者リスク：リスクを参照のこと。

・ コンツェルン指揮者：親企業の法定代表者

・ コンツェルン会計報告プロセス：コンツェル

ン決算書およびコンツェルン状況報告書の作

成プロセス。これにはコンツェルン決算書に

関連する企業の会計報告プロセスを含むが、

ただし、当該企業がコンツェルン決算書また

はコンツェルン状況報告書に係る会計報告情

報に関連する限りであり、また、連結プロセ

スと報告プロセスを含む。

・ 信用リスク：リスクを参照のこと。

・ 集積リスク：リスクを参照のこと。

・ 地政的リスク：リスクを参照のこと。

・ 業績指標：企業の給付の側面の評価に寄与す

る数値。その際、当該数値は定性的もしくは

定量的である。

・ 流動性リスク：リスクを参照のこと。

・ 市場流動性リスク：リスクを参照のこと。

・ 市場価格リスク：リスクを参照のこと。

・ 持続性：全体的かつ耐久力を有する将来性の

ある経済的、生態的および社会的な、企業ま

たはコンツェルンの給付についての推移動向

の獲得に努める計画。

・ オペレーショナルリスク：リスクを参照のこ

と。

・ オプションリスク：リスクを参照のこと。

・ プレミアムリスク / 損害リスク：リスクを参

照のこと。

・ 予測：見込まれる推移動向と事象に関する言

明。予測に属するものは：

インターバル予測：二つの数値間の帯域幅

の記載による予測（例えば「我々は 20xx

事業年度に関して、売上高を 90 百万か

ら 110 百万ユーロの間と算定する」）。

比較予測：報告期間の実績値との比較にお

ける変化の記載によるもので、この変化

の方向性の記載のもとになされる予測

（例えば「我々は 20xx 事業年度に関して、

売上高の向上を予期する」）。

ポイント予測：ある数値の記載による予測

（例えば「我々は 20xx 事業年度に関して、

100 百万ユーロの売上高を予期する」）。

定性的比較予測：報告期間の実績値との比

較における変化の記載によるもので、こ

の変化の方向性と強度の記載のもとにな

される予測（例えば「我々は 20xx 事業年

度に関してわずかな売上の向上を予期す

る」）。
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定性的予測：叙述的な論証によってのみ行

われた予測（例えば「我々は 20xx 事業年

度に関して、満足な売上高を予期する」）。

・ ポイント予測：予測を参照のこと。

・ 定性的比較予測：予測を参照のこと。

・ 定性的予測：予測を参照のこと。

・ リファイナンスリスク：リスクを参照のこと。

・ 準備リスク：リスクを参照のこと。

・ リスク：生起しうる将来の推移動向または諸

事象で、企業にとってマイナスの予測偏差あ

るいは目標偏差につながりうるものである。

不履行リスクならびに名宛不履行リスク：

請求権またはその他の債務法上の商品

（手段）に関する一部または全部の不履

行に関するリスク。不履行リスクならび

に名宛不履行リスクは何よりもまず、信

用リスク、発行者リスク、および契約者

リスクを包括する。

資本参加リスク：第三者への自己資本の提

供から生じるリスク。

生体的リスク：直接的に人の生活に結びつ

くリスク。これには、とりわけ以下のリ

スクが挙げられる：死亡（数）ならびに

平均寿命、生計無能力、病気、介護必要性。

発行者リスク：有価証券の発行者の不履行

リスク。

契約者リスク：契約相手の不履行によって、

自己の給付は提供したにもかかわらず、

契約上取り決められた反対給付が受け取

られないリスク。

信用リスク：信用の付与から生じるその義

務に契約相手が応じないリスク。

集積リスク：保険企業のリスク業務におい

て、一つおよび同類の事象の発生を通じ

て、多くの保険単位に関して同時に損害

が生じるリスク。

地政的リスク：契約相手それ自体によって

ではなく、むしろ外国におけるその所在

地に基づいて存在する不履行リスクなら

びに名宛不履行リスク；その結果、その

国における危機的な政治的または経済的

推移動向に基づき、とりわけ外貨の受払

に関する移転の問題と、それにより、さ

らに名宛不履行リスクが生じる。

流動性リスク：満期時点での支払い義務に

応じられないリスク。これにはまた、リ

ファイナンスリスクと市場流動性リスク

も属する。

市 場 流 動 性 リ ス ク： 不 十 分 な 市 場

深 度（Markttiefe）ま た は 市 場 障 害

（Marktstörungen）に基づいて、業務が解

決されないか、または損失をもってのみ

清算されうるリスク。

市場価格リスク：市場価格または価格に影

響する変数の不利な変化から生じるリス

ク。これに含まれるものは、とりわけ：

a）利息変動リスク、

b）通貨リスク、

c）自己資本項目の価格リスク、例え

ば株式相場リスク、ならびに、

d）原材料およびその他の価格リスク

 　これらそれぞれに属するオプションリ

スクを含む。

オペレーショナルリスク：経営システムま

たはプロセスから生じるリスク。これに

含まれるものはとりわけ：

a）経営上のリスク、これは人的また

は技術的不機能ならびに外的影響要

因によって生じる。または、

b）法的リスク、これは契約上の取決

めまたは法的な基礎条件の結果とし

て生じる。

オプションリスク：基礎値のその値の変動

にもとづいて支払ったオプションプレミ

アムが減少するというオプション購入者

にとってのリスク、ならびに、基礎値の

その値の変動にもとづいてオプション

購入者にもたらされる給付の値が受け

取ったオプションプレミアムの値を上

回るというオプション販売者（待機者：

Stillhalter6）のリスク。

プレミアムリスク / 損失リスク：損失 / 事

故保険におけるリスク、これはあらかじ

め決められた固定プレミアムが、後に生
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じた損失の支払いのために不足するリス

クである。

リファイナンスリスク：必要とされるよう

には、あるいは期待された条件では、支

払手段を調達しえないリスク。

準備リスク：貸借対照表計上された保険技

術上の引当金が、将来の損失補塡要求

（Schadensersatzansprüche）をカバーする

には足りないリスク。

解約リスク：実質的に予期された解約から

乖離するリスク。「解約」の概念は、これ

を諸契約の解約通知、買い戻し、および

分担金免除と解する。

保険技術上のリスク：特定の期間において、

保険在高への保険給付が、リスク引受け

のために用立てられたプレミアムと現存

の安全資本（Sicherheitskapital）の合計を

上回るリスク。

利子保証リスク：保証された利子給付が資

本市場の利子水準を上回るリスク。

・ リスク資本：所与の期間に関して生起しうる

損失を一定の安全水準でカバーするために不

可避の資本。

・ リスク資本配分：企業の多様なリスク負担単

位へのリスク資本の分配。

・ リスクカテゴリー：同種のリスクのグループ。

・ リスクマネジメントシステム：企業における

リスクまたはチャンスとリスクの構造的関係

性（Umgang）を確保する、あらゆる諸規則の

総体。

・ 解約リスク：リスクを参照のこと。

・ Value at Risk：リスク項目（例えば金融商品）

の市場リスクの定量化のための指数。Value 

at Risk は、リスク項目が一定の期間内に一定

の蓋然性のもとでは超過しない損失を示す。

・ 保険技術上のリスク：リスクを参照のこと。

・ 経済的状況：将来の払い込み余剰を創出する、

コンツェルンの能力に影響を与える全ての要

因

　を含むコンツェルンの時点関連的な状況。

・ 利子保証リスク：リスクを参照のこと。

諸規則

諸原則

完全性
12. コンツェルン状況報告書は、委託した資源

の利用について、ならびに、報告期間におけ

る事業経過とコンツェルンの状況およびその

重大なチャンスとリスクを伴って生起しうる

推移動向について、理解力のある受け手が判

断しうるために必要とするすべての情報を伝

達しなければならない。当該情報は、コンツェ

ルン状況報告書における詳論において直接的

に、または、文章番号 21 において詳論され

る参照指示可能性にしたがって間接的に、伝

達されうる。この参照指示は、明白なもので

なければならない。

13. コンツェルン状況報告書は、それ自体から

して理解しやすいものでなければならない。

14. 文章番号 21 にしたがった参照指示を通じ

た情報の伝達は、文章番号 13 とのコンツェ

ルン状況報告書の合致を妨げない。

15. その他の場での情報の伝達、例えば臨時的

公表、任意の資本市場コミュニケーションの

枠組みにおけるもの、または、広報伝達にお

けるものは、コンツェルン状況報告書におけ

る報告義務から免除するもではない。

16. プラスまたはマイナスの側面は、別個に報

告されなければならない。

信頼性と均整性（Ausgewogenheit）
17. 情報は、事実記載と意見がそれとして認識

できるように、適切かつ跡付け可能でなけれ

ばならない。

18. プラスまたはマイナスの側面は、片側だけ

で記述されてはならない。

6 オプション販売者は、オプション購入者の権利行使があるまで待機していることから、待機者とも呼

ばれる。



6 駒澤大学経済学論集　第 49 巻　第 1・2 号

19. 記載は、尤もらしく、一貫しており、ま

た、コンツェルン決算書における相応の情報

に対する矛盾から免れたものでなければなら

ない。このことから導き出される推論は、一

般に認められた経済データを考慮しても、筋

の通ったものでなければならない。将来関連

的な言明は、決算日関連の情報および過去関

連の情報から、明確に区別されなければなら

ない。

明瞭性と一覧性
20. コンツェルン状況報告書は、コンツェルン

決算書からも、また、その他の公表された情

報からも、明白に区分されなければならな

い。当該報告書は、「コンツェルン状況報告書」

という題目のもとでまとめられた形式におい

て、編成されかつ公表されなければならない。

21. つぎの場合においてもまた、まとめられた

形式によってなされうる：

 ―商法典第 289a 条にしたがった企業経営の

説明がコンツェルンのインターネットサイト

においてなされる場合、

 ―機関構成員の報酬に関する記載が、事業報

告書におけるコーポレートガバナンス報告内

からは区別してなされている場合、または、

 ―法律諸規定（商法典第 315 条第 4 項第 2 文

参照）に基づく、または、本基準の諸規則（文

章番号 K192, K198, K219 および K231 参照）

に基づくコンツェルン状況報告書における情

報が、コンツェルン附属説明書への参照指示

を通じて伝達されている場合。

22. コンツェルン状況報告書は、親企業の状況

報告書に統合されうる。

23. この統合された報告は、コンツェルンの経

済的状況も親企業のそれも判断しうるために

不可欠なすべての情報を含むものでなければ

ならない。この統合された状況報告書におい

ては、コンツェルンのみに関連する情報が親

企業のみに関係する情報から区別されなけれ

ばならない。

24. 企業が親企業の状況報告書とコンツェルン

状況報告書を統合する場合には、このことが

報告書の題目において理解可能でなければな

らない（例えば「統合された状況報告書」とい

う題目によって）。その他の点では、文章番

号 20 と 21 が統合された状況報告書にも適用

される。

25. コンツェルン状況報告書は、内容的に区別

された節に細分されなければならない。当該

分節は、個々の節に関する題目によって明確

にされなければならない。

26. コンツェルン状況報告書の内容と形式は、

期間が経過しても、安定的に引き継がれなけ

ればならない。このことの例外は、その変更

によってコンツェルン状況報告書の明瞭性と

一覧性が改善される場合に限り、許容される。

継続性原則からのこの種の離反は、記載され、

かつ、根拠づけられなければならない。前年

の数値が記載されている限りにおいて、また、

適切な費用によって可能な限りにおいて、前

期に関する記載が相応に遡及的に修正されな

ければならない；さもなくば、報告期間に関

する記載が、古い記述方法および新しい記述

方法にしたがって行われなければならない。

27. コンツェルン決算書がセグメント報告を含

む限りにおいて、コンツェルン状況報告書に

おけるセグメント関連の情報に関して、コン

ツェルン決算書におけるものと同様のセグメ

ント区分が基礎とされなければならない。

28. 次期のコンツェルン決算書におけるセグメ

ント区分が報告年度におけるそれとは相違す

る限りにおいて、予測においては次期報告年

度のコンツェルン決算書のセグメント区分が

基礎とされなければならないが、ただし、内

部の計画計算がすでに新たなセグメント化に

基づいている場合に限る。

29. コンツェルン決算書から導出される情報に

ついては、当該関係が跡付け可能なように記

述されなければならないが、ただし、当該関

係が理解力のある受け手にとって明白ではな

い場合に限る。

30. 例えば、理解力のある受け手にとって貸借

対照表や損益計算書の記載からは明白ではな

い収益性指数の計算は、跡付け可能なように
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導出されなければならず、また、個々の構成

要素の計算が記述されなければならない。

コンツェルン指揮者の観点の伝達
31. コンツェルン状況報告書は、コンツェルン

指揮者の査定と判断を表出しなければならな

い。

重要性
32. コンツェルン状況報告書は、重要な情報に

集中しなければならない。

31. 重要な情報への集中が求めているのは、例

えば、コンツェルンの事業経過、状況および

見込まれる推移動向の理解にとって必要なコ

ンツェルンの環境に関する情報が、コンツェ

ルン状況報告書にその範囲のみにおいて記入

されていることである。

情報等級（Informationsabstufung）
34. コンツェルン状況報告書における詳説の

詳細性と詳述性の程度（Ausführlichkeit und 
Detaillierungsgrad）は、コンツェルンの特定

の所与の事実（Gegebenheit）によっており、

とりわけ、その事業活動の種類、その規模、

ならびに資本市場の請求によるのである。

35. 情報等級の原則は、たしかに、個々の報告

点についての報告を完全に怠ることを正当化

しない。むしろ当該原則が求めているのは、

多角化された大規模なまたは資本市場指向的

なコンツェルンに対し、ほとんど多角化され

ず小規模なまたは資本市場指向的ではないコ

ンツェルンよりも、報告の詳細性と詳述性の

程度に関して、より高い要求を設定すること

である。

コンツェルンの基礎状況

コンツェルンの事業モデル
36. 事業経過および経済的状況の記述、分析お

よび判断に関する出発点については、コン

ツェルンの基礎状況に関する記載がこれをな

す。前年との比較による基礎状況の重大な変

化が記述され、かつ、説明されなければなら

ない。その際、定量的記載がなされなければ

ならないが、ただし、当該情報が理解力のあ

る受け手にとって重要な場合に限られる。

37. コンツェルン状況報告書の詳説に関する理

解のために必要な場合に限り、つぎのことを

扱わなければならない、

a）コンツェルンの組織的構造、

b）セグメント、

c）所在地、

d）製品およびサービス、

e）事業プロセス、

f）販売市場、

g）事業に対する外部的影響要因。

38. コンツェルンの構成が、例えば企業買収ま

たは企業売却、あるいは、廃止された事業範

囲によって前年に比して変化した場合には、

ならびに、すべての予見がのちに変化した場

合には、これらのことにつき、状況報告書の

報告の枠内で立ち入らねばならないが、ただ

し、当該情報が理解力のある受け手にとって

重要な場合に限られる。

目標と戦略
39. 企業がコンツェルン状況報告書において、

任意で、その戦略的目標とその達成を追求す

るための戦略を報告する限りにおいて、文章

番号 40 − 44 と 56 が考慮されるべきである。

40. コンツェルンの目標と戦略に関する詳説

は、理解力のある受け手にとって、コンツェ

ルンの事業経過を、経済的状況を、見込まれ

る推移動向を、ならびに、重大なチャンスと

リスクを、追求される目標と戦略の文脈に組

み入れることを可能ならしめるものである。

41. 戦略的な目標数値は、例えばつぎの

ものとなりうる：市場リーダーシップ

（Marktführerschaft）、市場占有率、顧客満足、

企業価値。

42. 記述されなければならないのは、一般的に、

コンツェルンレベルでの戦略である。このこ

とに含まれる言明はとりわけ、コンツェルン

がその事業を中長期的に如何に導きかつさら



8 駒澤大学経済学論集　第 49 巻　第 1・2 号

に発展させたいか、に関するものである。コ

ンツェルンレベルでの戦略は、例えばつぎの

ものとなりうる：多角化、焦点化、国際化、

組織的なもしくは買収に基づく成長。

43. 目標達成を判断しうるためには、目標の範

囲と時間関連性（Zeitbezug）が記載されるべ

きである。

44. コンツェルンの目標と戦略の前年に比した

重要な変化は、記述され、かつ説明されるべ

きである。

制御システム
K45. 親企業が資本市場指向的である限りにお

いて、コンツェルンに組み込まれた制御シス

テムが記述されなければならない。その際、

コンツェルンにおいてコンツェルン制御のた

めに利用される指数も記載されなければなら

ない。その計算は、それが理解力のある受け

手にとって明白でない場合には、記述されな

ければならない。

K46. コンツェルン決算書がセグメント報告を

含み、かつ、コンツェルン制御のために利用

されている指数がセグメント間で基本的に異

なる場合に限り、コンツェルン状況報告書に

おいては、コンツェルン規模でコンツェルン

制御のために組み込まれている指数とならん

で、セグメント特有の指数も記述しなければ

ならない。

K47. コンツェルンに組み込まれた制御システ

ムの、および、文章番号 K45 にしたがって

報告されたコンツェルン制御のための指数の

計算方法の前年との比較における重要な変更

は、記述されかつ説明されなければならない。

研究および開発
48. 研究および開発に関する活動は記述されか

つ説明されなければならないが、ただし、そ

れらがコンツェルンそれ自体の目的のために

実施されている場合に限る。このことには、

コンツェルンの研究および開発に関する第三

者への給付の請求も含まれる。

49. 当該情報は、研究および開発活動の全般的

方向性とその強度に関する洞察を伝達しなけ

ればならない。研究および開発活動の要素投

入と成果に関して、定量的記載がなされなけ

ればならないが、ただし、当該情報が理解力

のある受け手にとって重要な場合に限られ

る。

50. 要素投入に関する定量的記載の例には、つ

ぎのものがある：研究および開発のための費

用総額（絶対値および対売上高百分率）、投

資額、研究および開発の範囲における従業員

への支払額。研究および開発活動の成果に関

する記載は、例えばつぎのようになりうる：

新規の特許権、ライセンスおよび製品開発、

ならびにコンツェルンにとってのその財務的

意義に関する記載。

51. 研究および開発活動における前年に比した

重要な変更は、記述され、かつ説明されなけ

ればならない。

52. 研究および開発活動の記述と説明に関する

義務は、はたして開発費がコンツェルン決算

書に積極側記入されるかにかかわらず、存在

する。開発費が重要な範囲において積極側計

上されている場合に限り、当該期間の全体的

な研究費および開発費に対する積極側計上さ

れた開発費の分担分（積極側計上割合）、な

らびに、積極側計上された開発費に対して報

告期間内に実施された償却が記載されなけれ

ばならない。

経済報告
53. コンツェルン状況報告書においては、分析

を行いかつ判断をするために、コンツェルン

の事業経過（事業の成果を含む）と状況が記

述されなければならない。その際、全体経済

的および産業分野関連的な基礎条件について

も、扱わなければならない。理解力のある

受け手は、これにより、報告期間におけるコ

ンツェルンの推移動向に関する概要と、決算

日におけるコンツェルンの経済的状況につい

て、受け取ることになる。

54. コンツェルンの事業経過と状況に関する詳

説には、最重要の財務的業績指標が、および、
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コンツェルンの事業経過と状況の理解にとっ

て意義のある場合には非財務的業績指標が、

含められなければならない。

55. 事業経過と状況の記述および分析は、まと

めて行うことができる。

56. 企業がコンツェルン状況報告書において任

意でその目標と戦略を報告する場合に限り、

戦略的目標の達成の状態に関する言明が行わ

れるべきである。

57. 前期に報告された予測は、実質的な事業の

推移動向と比較されなければならない。

58. コンツェルンの事業経過と状況に関する詳

説は、総合的言明（Gesamtaussage）に圧縮

しなければならず、そこにおいては、報告期

間の終了後の認識も入る。その際、コンツェ

ルン指揮者は、はたして事業の推移動向が全

体的に有利にもしくは不利に経過するのかに

つき、判断しなければならない。

全体経済的および産業分野関連的な基礎条件
59. 事業経過と経済的状況の分析の理解のため

に必要な限りにおいて、コンツェルンの事業

活動の全体経済的および産業分野関連的な基

礎条件が記述され、かつ説明されなければな

らない。

60. 産業分野関連的な基礎条件に属するのは、

とりわけ、産業分野の景気、競争状態、およ

びコンツェルンの市場での地位である。

61. 全体経済的および産業分野関連的な基礎条

件の前年との比較における重要な変化が記述

されなければならず、また、コンツェルンに

とってのその意義に関して判断されなければ

ならない。

事業経過
62. 事業経過の記述、分析および判断の枠組み

において、報告期間における事業活動に関す

る期間関連的な情報が伝達されなければなら

ない。さらに、事業経過に関する原因となっ

た推移動向と成果に立ち入らねばならず、な

らびに、コンツェルンにとってのその意義が

判断されなければならない。

63. これに関しては、例えば以下の事実関係が

考慮されうる：

a）構造転換措置と合理化措置、

b）企業買収と企業売却、

c）協力協定および他の諸契約の締結と終結、

d）法的または経済的基礎条件の変化、

e）市場条件および競争条件の変化、

f）市場占有率または競争的地位の変化、

g）特定の季節的影響、

h）特定の損害事案および災難。

状況
64. コンツェルン状況報告書においては、決算

日におけるコンツェルンの財産状態、財務状

態および収益状態が記述され、分析され、か

つ説明されなければならない。その際、時間

比較を害するかもしくは影響を及ぼす諸要因

が、報告された状況からはコンツェルンの将

来的状況をおそらくは推論させえないこと

も、考慮されなければならない。

収益状態
65. コンツェルンの収益状態は、収益源泉に基

づいて記述され、分析され、かつ判断されな

ければならない。

66. 収益状態の分析の枠組みにおいて、前年と

の比較における収益状態の重要な変化と、そ

れに関する原因となる諸要因に立ち入らねば

ならない。その際、とりわけ基礎となる傾向

が如何にかして明らかにされなければなら

ず、また、すべての異例なまたは例年再発す

ることのない事象、ならびに持続的に収益状

態に影響を与えるすべての重要な経済的変化

が記述されなければならない。異例なまたは

例年再発することのない事象の収益状態への

影響は、定量化されなければならない。

67. 収益状態の変化が複数の要因に帰されうる

場合、当該要因は完全に、かつその重要性の

順位をつけて記述されなければならないが、

ただし、そうした順位が理解力のある受け手

にとって重要な場合に限られる。

68. これに関しては、例えば以下の要因が考慮
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されうる：

a） 原料不足、熟練工の不足、不確実な下請け

の制約、

b）特許権、ライセンス、またはフランチャ

イズ契約に関する推移動向、

c） 特定の下請けまたは顧客への強度の依存、

d）製品保証、

e）環境保護費用と生起しうる環境保護、

f） 法律上または規制上の基礎条件の変更、例

えば販売可能性または調達可能性の制限、

g） 為替市場の不安定性、または、費用および

収益におけるもしくは多様な市場での様々

なインフレ率。

69. 売上は、報告され、かつ分析されなければ

ならない。

70. 分析の枠組みにおいて、売上は、例えば製

品ごと、地域ごとまたは通貨ごとに細分化さ

れなければならず、また、例えば価格の影響

と数量の影響および製品と役務への類別の影

響を別々に扱わなければならない。

71. 売上に関する記載は、同等の記載によって

代替することができるが、ただし、売上の大

きさがコンツェルンにおける事業モデルの種

類に基づいて重要ではない場合に限る。

72. 注文状況は、記述され、かつ分析されなけ

ればならないが、ただし、当該情報が理解力

のある受け手にとって重要な場合に限られ

る。

73. 注文状況に関する記載の例は、報告期間

における受注に関する記載、手持ち受注に

関する記載、ならびに注文の距離的範囲

（Auftragsreichweite）である。

74. 重要な費用と収益は、記述され、かつ分析

されなければならない。

75. 分析の要素となりうるものは、例えば：

a）給付製作（Leistungserstellung）の経済性、

キャパシティ 大容量、合理化措置、品質

保証、

b）人件費とその予期される推移動向、

c）製造設備または所在地に関する操業開始

と休止、

d）重要な販売市場と調達市場の価格と条件、

顧客と下請けへの依存性、調達政策と備蓄

政策、

e）環境負担金を含む原料コストとエネルギー

コスト、また、その予期される推移動向、

f）利子損益または資本参加損益の変化に関す

る原因、

g）コンツェルンとその会社の租税状態、租

税割当ての推移動向。

76. 費用と収益の分析には、損益計算書の重要

な項目の推移動向に対する重要なインフレー

ションの影響と為替相場の影響が、含まれな

ければならない。

77. コンツェルン決算書がセグメント報告を含

み、また、収益状態に関するその記載を含ん

でいる場合には、コンツェルン状況報告書に

おいて、コンツェルンの収益状態に関する記

載とならんで、収益状態のセグメントに関連

する記載もなされなければならない。

財務状態
78. コンツェルンの財務状態は、資本構造、投

資及び流動性に基づいて記述され、分析され、

かつ判断されなければならない。

K79. 親企業が資本市場指向的である限りにお

いて、財務管理の諸原則と諸目標が記述され

なければならないが、ただし、それがコンツェ

ルンの財務状況の理解にとって必要な場合に

限る。

K80. これに関しては、例えば以下の事実関係

に関する記載に注意が払われる：外貨におけ

る純ポジションに関するヘッジ、派生的金融

商品の利用、キャッシュ・プーリング、信

用条件、抵抗的な（angestrebter）取引所上場、

配当政策。

－資本構造
81. コンツェルンの資本構造は、記述され、か

つ分析されなければならない。

82. その際、とりわけ、負債の種類、満期構成、

通貨構成、利子構成ならびにその他の重要な

条件が扱われなければならない。

83. 報告期間の重要な財務的措置ならびに重要
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な財務的計画が扱われなければならない。

84. 重要な財務的措置には、例えば、株式、享

益証券または社債の発行、および、クレジッ

ト・ライン（信用与信枠）の変化がありうる。

85. 重要な信用条件の前年との比較における変

化は、記述され、かつ説明されなければなら

ない。

86. 貸借対照表非計上の債務の前年との比較に

おける変化は、記述されなければならい。そ

の生起しうる将来の影響は分析されなければ

ならないが、ただし、それがコンツェルンの

経済的状況に多大な影響を持ちうる場合に限

る。

－投資
87. 報告期間に行われた重要な投資の範囲と目

的は、記述されなければならい。その際、重

要な投資計画に関する継続と終結も扱わなけ

ればならない。

88. このことは、固定資産および貸借対照表計

上された無形財産（ならびに文章番号 48 − 52

に従って研究および開発報告においてはまだ

記述されていないもの）に関する投資にも、

また、資本参加およびその他の財務的投資へ

の投資にも、当てはまる。

89. 決算日において存在する重要な投資債務の

範囲とその計画された資金調達は、記述され

なければならない。

90. このような債務は法的には強制されないに

違いないが、しかしながらまた、例えば既存

の成長傾向の維持または新製品の導入といっ

た経済的な理由に基づくものである。

91. コンツェルン決算書がセグメント報告を含

み、また、投資に関するその記載が含まれて

いる場合、コンツェルン状況報告書は、コン

ツェルンの投資に関する記載とならんで、投

資に関するセグメント関連の記載もなさなけ

ればならない。

－流動性
92. コンツェルンの流動性は、記述され、かつ

分析されなければならない。

93. 流動性分析は、資本流動計算に基づいて行

われなければならない。そうした流動性分析

がコンツェルンの事業モデルに基づいて適切

ではない場合に限り、当該分析はその他の分

析によって埋め合わされなければならない。

94. 資本流動計算に基づく流動性分析がその他

の分析によって埋め合わされるということの

不可避性は、とりわけ、信用機関と金融機関

および保険企業に関して生じうる。

95. その支払い債務を弁済するコンツェルンの

能力は、流動性に関する記述と分析の中心点

に位置付けられなければならない。踏み込ん

でしまったか又は認識された事業の推移動向

に基づいて見通される流動性の隘路、ならび

にその除去のために執り行われる措置は、記

述されなければならない。

96. 保証、リース契約、オプション契約お

よびファイナンシング契約における規定

事項が指摘されなければならないが、た

だし、それらが流動性にとって多大な意

味を持つ、広範囲な期限前の償還義務

（Rückzahlungsverpfl ichtung）を解除しうる

場合に限る。

97. 承諾されたが、しかし利用されないクレ

ジット・ライン（信用与信枠）は、記載され

なければならない。

98. 資本の有効性を妨げうる制限は、記述され

なければならない。

－財産状態
99. コンツェルンの財産状態は、記述され、分

析され、かつ判断されなければならない。

100. 報告期間において財産の重要な増加また

は減少が生じた場合には、その財産状態への

影響が記述されなければならない。インフ

レーションの影響と為替相場の影響が記述さ

れ、かつ説明されなければならないのは、そ

れらが財産の高さの推移動向へ重要な影響を

与える場合である。

財務的および非財務的業績指標
101. コンツェルンの事業経過と状況の分析に
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おいては、最重要の財務的業績指標が、コン

ツェルン決算書に示された金額と記載を参照

して、含められなければならない。

102. コンツェルンの内部制御のためにも用い

られているその財務的業績指標が、含められ

なければならない。

103. 財務的業績指標の例は：自己資本利益

率、総資本利益率、売上利益率、キャッ

シュフロー、ワーキング・キャピタル、有

形固定資産および無形固定資産への投資、

EBIT（Earnings Before Interests and Taxes：

利 払 前 税 引 前 利 益 ）、EBITDA（Earnings 

Before Interests, Taxes, Depreciation and 

Amortization：利払前税引前償却前利益）、付

加価値（Wertbeitrag）。

104. 財務的業績指標の計算は記述されなけれ

ばならないが、ただし、それがコンツェルン

附属説明書にはなされていない場合に限る。

当該記述においては、コンツェルン決算書の

数値に関する調整計算が記入されなければな

らないが、ただし、そのような調整が有意義

となりうる場合に限る。

105. コンツェルンの事業経過と状況の分析に

おいては、最重要の非財務的業績指標が含め

られなければならないが、ただし、それらが

コンツェルンの事業経過と状況の理解にとっ

て有意義な場合に限られる。

106. コンツェルンの内部制御のためにも用い

られている、その非財務的業績指標が含めら

れなければならない。

107. 非財務的業績指標に関する例は：

a） 顧客関連（顧客基盤、顧客満足に関する指

標など）、

b）環境関連（放出値、エネルギー消費量な

ど）、

c） 被用者関連（従業員の変動、従業員満足、

雇用期間、継続的教育措置に関する指標な

ど）、

d）研究および開発に関する指標（この記載が

文章番号 46-51 にしたがった研究および開

発報告においてなされていない場合に限

る）、および、

e）コンツェルンの会社の評判（社会的および

文化的投資、会社の責任の知覚に関する指

標など）。

108. 非財務的業績指標に関しては定量的記載

がなされなければならないが、ただし、当該

業績指標の定量的記載が内部制御のためにも

用いられており、かつ、それらが理解力のあ

る受け手にとって重要な場合に限る。

109. 非財務的業績指標に関する定量的記載は、

コンツェルン状況報告書において、それが内

部制御にために利用されているよりも、強度

に集約することができる。

110. 財務的および非財務的業績指標は、継続

性報告の枠組みにおいても記載されうる。一

般に認められたフレームワークは、財務的お

よび非財務的業績指標を包含した報告に関す

る拠り所となりうる。

111. 文章番号 102 および 106 にしたがって報

告される財務的および非財務的業績指標が、

内部的に持続性の側面のもとで利用されてい

る場合に限り、当該関係性が記述されなけれ

ばならない。その際、当該報告が一般に認め

られたフレームワークが基礎となる場合に

は、当該事項が記載されなければならない。

112. 持続性との関連は、例えば、個別の指数

に関して経済的、生態的および社会的な関連

との関係性が記述されることによって、形成

されうる。

113. 財務的および非財務的業績指標の前年に

比した重要な変化は、記述されかつ説明され

なければならない。

追加報告（Nachtragsbericht）
114. 報告期間の終了後に発生した特に重要な

諸事象と、財産状態、財務状態および収益状

態へのその予期される影響は、記述されかつ

説明されなければならない。報告期間の終了

後のその発生については、別個に指摘されな

ければならない。そのような事象が発生して

いない場合には、当該事項が記載されなけれ

ばならない。

115. ある事象が特に重要となるのは、それが
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すでに報告期間の経過前に生じたとした場

合、それがコンツェルンの財産状態、財務状

態および収益状態の明らかに異なる記述を必

要とするであろう場合である。

予測報告、チャンス報告およびリスク報告
116. コンツェルンのそのチャンスとリスクを

もって見込まれる推移動向は、コンツェルン

指揮者の観点から判断されかつ説明されなけ

ればならない。それにより、コンツェルン状

況報告書の理解力のある受け手に、コンツェ

ルンの見込まれる推移動向の適切な写像とそ

れに付随する重要なチャンスとリスクをコン

ツェルン決算書と結びつけることを、可能な

らしめる。

117. リスクの報告（リスク報告）は、チャンス

の報告（チャンス報告）と別個にまたはまと

めて、状況報告書において行うことができる。

そのことには関わりなく、両報告またはまと

められたチャンス報告 / リスク報告は、見込

まれる推移動向に関する報告（予測報告）に

統合されるか、あるいは別個に行うことがで

きる。はたして当該報告が別個にまたはまと

めて行われるかということは、如何なる報告

形態が、コンツェルン指揮者の観点から、見

込まれる推移動向ならびにそのチャンスとリ

スクを具体的な個別事案において理解力のあ

る受け手に明確に伝達するのか、ということ

にその都度方向付けられる。別個の報告の場

合には、予測報告において、チャンスとリス

クとの内容的な関係が取り扱われなければな

らないが、ただし、当該関係性が理解力のあ

る受け手にとって明白ではない場合に限る。

予測報告
118. コンツェルン状況報告書においては、コ

ンツェルンの事業経過と状況に関するコン

ツェルン指揮者の予測が、判断されかつ説明

されなければならない。その詳説は、総合的

言明に凝縮されなければならない。

119. 予測に関しては、予測期間におけるコン

ツェルンの構成が基礎とされなければならな

い。

120. 予測が基礎としている重要な仮定は報告

されなければならない。仮定は、コンツェル

ン決算書に基づいた前提に一致しなければな

らない。

121. 例えば、損益予測に際した売上の将来の

推移動向に関する仮定は、営業権またはのれ

んの価値保有性テストに関する計画計算に一

致していなければならない。

122. 仮定は例えばつぎのものでありうる：経

済のおよび産業分野の推移動向、為替相場、

インフレーション、規制上の措置、技術的進

歩、コンツェルンに関する予期されるその他

の影響、シナジー潜在力の実現、開発計画の

締結、および新規設備の稼働開始。

123. 他の機関（例えば経済研究機関）の予測が、

コンツェルンの事業経過と状況に関する自己

の予測についての仮定の基礎とされている場

合には、当該事項が記載されなければならな

い。

124. 全体的経済および産業分野の推移動向に

関する社会的に利用できる予測は、それがコ

ンツェルンの見込まれる推移動向に関する言

明の理解にとって必要な程度においてのみ、

記述されなければならない。当該記述は、コ

ンツェルンの見込まれる推移動向に関する言

明への見通しを損ねてはならない。

125. コンツェルンの見込まれる推移動向に関

する言明の文言は、その予測の性質を明確に

しなければならない。

126. 予測は、文章番号 102 および 106 にした

がって報告される、最重要の財務的および非

財務的業績指標に関して記載しなければなら

ない。当該記載は、それ自体の報告期間に関

する予測値と実績値を比較可能なように伝達

しなければならない。

127. 予測期間としては、直近のコンツェルン

決算日から起算して少なくとも一年間に基づ

かなければならない。予測が関連する期間に

ついては記載しなければならない。予測期間

後のコンツェルンの経済的状況に対して看取

できるその他の影響は、記述されかつ分析さ
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れなければならない。

128. 予測は、予測された業績指標の報告年度

におけるそれに相応する実績値に対する予期

される変化に関する記載を含まなければなら

ず、またその際、変化の方向性と強度が明ら

かにされなければならない。予測の逸れた基

準点は、記載されなければならない。

129. 方向性に関する言明は、プラスまたはマ

イナスの傾向を認識させるものである（例え

ば、上昇、下落）。強度はその傾向の強さを

記すものである（例えば、強力に、著しく、

取るに足らない、軽度の）。

130. 以下の予測種類は、通常、文章番号 128

における要求を満たす：ポイント予測、イン

ターバル予測、定性的比較予測。比較予測お

よび定性的予測は、文章番号 128 における要

求を満たさない。

131. 比較値、すなわち前年において予測され

た業績指標の確定値（Ausprägung）は、予測

との関連においてか、または、コンツェルン

状況報告書における他の部分において挙げら

れなければならないのであり、それによって、

変化の方向性と強度が認識できる。

132. コンツェルンにとって重要な範囲の見込

まれる推移動向が明らかにコンツェルンのそ

れ（推移動向）から乖離している場合に限り、

そのことを別個に扱わなければならない。

133. 特定の事情が、全体経済的な基礎条件に

基づく将来の推移動向に関連して異常に高い

不確実性が存在することに、および、そのた

めに企業の予測能力が重大に損なわれてしま

うことにつながる場合、比較予測または見込

まれる推移動向の記述は、多様な将来のシナ

リオにおいて、そのそれぞれの仮定の記載の

もとでの内部制御のために利用される財務的

および非財務的業績指標で足りる。この場合、

特定の事情と、コンツェルンの予測能力、事

業経過および状況へのその影響が記述されな

ければならない。

134. 文章番号 133 にしたがって記述されるシ

ナリオは、予測された業績指標の前年の相応

の実績値に対する予期される変化の方向性を

明らかにしなければならない。

リスク報告
135. リスク報告は、リスクマネジメントシス

テムに関する記載、個別のリスクの記載、な

らびにリスク状況のまとめられた記述を包含

する。

136. 信用機関および金融機関ならびに保険企

業のリスクに関する報告についての特殊性

は、本基準の補遺 1 と 2 において規定されて

いる。それはリスク報告に関する以下の文書

番号を修正し補完するものである。

リスクマネジメントシステム

K137. 親企業が資本市場指向的である限りにお

いて、コンツェルン状況報告書にはコンツェ

ルン規模のリスクマネジメントシステムに関

する特徴が記述されなければならない。その

際、リスクマネジメントの諸目標と戦略を、

ならびに、構造とプロセスを扱われなければ

ならない。さらに記載されなければならない

のは、リスクマネジメントシステムがはたし

てリスクのみをもしくはチャンスをも包括し

ているのか、ということである。

K138. リスクマネジメントシステムの記述は、

コンツェルン状況報告書の理解力のある受け

手を、コンツェルンのリスクとの関係をより

よく査定しうる状態にするべきものである。

K139. リスクマネジメントシステムが一般に認

められたフレームワークに基づくものである

場合は、当該事項が記載されなければならな

い。前年に対するリスクマネジメントシステ

ムの重要な変化は、記述されかつ説明されな

ければならない。

K140. リスクマネジメントの目標と戦略の枠内

で、はたしてまた場合によってはどのリスク

が原則的には包括されないか、ないしは回避

されているのかにつき、記述しなければなら

ない。

K141. こうした関係においては、また、コンツェ

ルンにおけるリスクマネジメントに関する諸

原則、行為規定および指令を、また、コンツェ
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ルンのリスク負荷容量を扱わなければならな

い。

K142. リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト の 構 造 の

記 述 に 際 し て は、 リ ス ク 連 結 範 囲

（Risikokonsolidierungskreis）が記載されなけ

ればならないが、ただし、それがコンツェル

ン決算書の連結範囲と相違する場合に限る。

K143. 連結範囲間の相違は、例えば非連結目的

会社に基づいて存在しうる。さらに、リスク

マネジメントシステムのコンツェルンの法的

または経済的構造への、リスクマネジメント

システムの（非）集権化への、責任のある機

関的単位への方向付けについて、また、重要

性の限界について、扱われうるのである。

K144. リスクマネジメントプロセスの記載の枠

内では、リスクの識別、評価、制御および統制、

ならびにその経過の内部監視について説明さ

れなければならない。検閲（Revision）によ

りリスクマネジメントシステムを内部的に検

査している限りにおいて、当該事項が記載さ

れなければならない。

K145. 同様に、商法典第317条第4項にしたがっ

た決算監査人によるリスク早期認識システム

と内部監視システムの監査が、扱われうる。

リスク

146. リスクに関して報告しなければならない

のは、それが理解力のある受け手の意思決定

に影響しうる場合である。

147. 報告の対象と範囲は、コンツェルンとそ

の企業の所与の事実にも、また、その市場関

連的および産業分野関連的な周囲の状況にも

拠る。報告の重点は、コンツェルンおよびそ

の事業活動の特定の所与の事実に結びつくリ

スクが形成する。当該リスクは、企業の周囲

の状況にも（外部的リスク）、また、企業に

も（内部的リスク）原因がある。

148. その発生がコンツェルンまたは重要なコ

ンツェルン企業の存続を危うくすると見込ま

れるリスクは、そうしたものとして指摘され

なければならない。

149. 重大なリスクは、個別に記述されなけれ

ばならない。その発生に際して予期されうる

帰結は、分析されかつ判断されなければなら

ない。

150. リスクの記述からは、コンツェルンにとっ

ての、または、コンツェルン決算書に関連す

る重要な企業にとっての、その意義が認識可

能でなければならない。

151. コンツェルン決算書がセグメント報告を

含む場合には、リスクの記述に際してそのリ

スクを負うセグメントが記載されなければな

らないが、ただし、当該事項が自明ではない

場合に限る。

152. リスクが定量化されなければならないの

は、それが内部制御のためにも行われており、

かつ、定量的記載が理解力のある受け手に

とって重要な場合である。その場合には、内

部で確かめられた数値が記載されなければな

らず、ならびに、利用されたモデルとその諸

仮定が記述されかつ説明されなければならな

い。

153. 例えば市場リスクは、一般的に、感応性

分析と Value at Risk のような指数を用いて、

定量化することができる。定量的記載は、コ

ンツェルン状況報告書において、内部制御の

ために利用されたものよりも強度に集約する

ことができる。

154. 文章番号 152 にしたがった情報の記載が

コンツェルンの地位（例えば法的係争）を著

しく害することになることを考慮しなければ

ならない特別の事情のもとでは、リスクの定

量化について度外視することができる。その

場合には、不作為の理由が記述されなければ

ならない。

155. リスクの査定は、貸借対照表日に実施さ

れなければならない。リスクが報告期間の終

了後にその意義に関して変化するか、新たに

現れるか、あるいは消滅した場合に限り、リ

スクについての変更した査定が追加的に記述

されなければならないが、それは、それ以外

ではコンツェルンのリスク状況に関する適切

な写像が伝達されない場合である。

156. 個別のリスクの判断に際しては、それぞ
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れの適切な期間が基礎とされなければならな

い。このことは、少なくとも利用される予測

期間にあてはまりうる。はたして存続を危う

くするリスクが存在するのかに関する判断の

ための期間は、少なくともコンツェルン決算

日から起算して一年間となる。

157. リスクの影響は、記述されかつ判断され

なければならない。その際、リスク限定化の

ために執られた措置の前のリスク、ならびに、

リスク限定化の措置が、記述されかつ判断さ

れうる（総額考慮）。その代わりに、リスク

限定化措置の実行後に残っている（純額考慮）

リスクが、記述されかつ判断されうる。その

場合、リスク限定化の措置が記述されなけれ

ばならない。

158. リスクの影響は、例えば先物取引または

保険の締結によって限定されうる。貸借対照

表項目に影響を与える（収益の観点）リスク

が考慮される限りにおいて、例えば減額記入

と引当金の形成のような貸借対照表上の準備

はリスク限定化措置となりうる。コンツェル

ンのキャッシュフローに影響する（金融経済

的観点）リスクについて、貸借対照表上の準

備は、文章番号 157 にいうリスク限定化措置

には当たらない。

159. リスクの前年に比した重要な変化は、記

述されかつ説明されなければならない。

160. 記述されたリスクは、コンツェルンのリ

スク状況の全体的写像に集約されなければな

らない。この際、多様化の効果が考慮されう

る。

161. この際、例えばコンツェルンのリスク負

荷容量が扱われうる。

162. リスク報告の明瞭性と一覧性を向上させ

るために、個別のリスクは順位付けられるか、

あるいは、同種のリスクのカテゴリーにまと

められなければならない。詳説はまた、セグ

メント特有に区別されうる。

163. 順位付けの形成を通じて、リスクはその

相対的な意義にしたがって記述される。意義

は、発生蓋然性と、予測の達成に対して生起

しうる影響、もしくは追求される目的から確

認される。その際、重大なリスクは全て合わ

せて順位付けられるか、あるいは、その意義

に合わせた階層にまとめられうる。

164. 同種のリスクのカテゴリーへのまとめに

際して、企業はリスクマネジメントの目的の

ために内部で提示されているリスクのカテゴ

リー化に指向しうる。その代わりに、例えば

以下のカテゴリー化が選択されうる：（1）環

境リスク、（2）産業分野リスク、（3）給付経済

的リスク、（4）金融経済的リスク、および（5）

その他のリスク。

チャンス報告
165. コンツェルンの重大なチャンスに関する

報告については、文章番号 135-164 が準用さ

れなければならない。

166. チャンスとリスクに関しては、均整をとっ

て報告されなければならない。

167. チャンスとリスクの影響は相互に相殺さ

れてはならない。文章番号 157および 158は、

このことによって妨げられない。

コンツェルン会計報告プロセスに関わる内部統
制システムとリスクマネジメントシステム
K168. 親企業またはコンツェルン決算書にかか

わる子企業のうちの一つが資本市場指向的で

ある場合に限り、コンツェルン状況報告書に

おいて、コンツェルン会計報告プロセスに関

わる内部統制システムとリスクマネジメント

システムの重要な特徴が、記述されかつ説明

されなければならない。詳説は、理解力のあ

る受け手を、コンツェルン会計報告プロセス

に関連するリスクをよりよく査定しうる状態

にするべきものである。

K169. コンツェルン会計報告プロセスに関わる

内部統制システムとリスクマネジメントに関

する詳説は、一般的なコンツェルン規模のリ

スクマネジメントシステムに関する詳説とま

とめられうるのであり、それによってリスク

報告の内部で行われうるが、それは、そのこ

とがコンツェルン状況報告書の明瞭性と一覧

性を害しない場合である。
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K170. 報告義務は、コンツェルン決算書とコン

ツェルン状況報告書に重大な影響を与える内

部統制システムとリスクマネジメントシステ

ムの部分に及ぶ。この際、その構造とプロセ

スを扱わなければならない。

K171. コンツェルン会計報告に関連する内部統

制システムの詳説は、コンツェルン会計報告

に関連するリスクマネジメントシステムの詳

説とまとめて行いうる。

K172. コンツェルン会計報告プロセスに関わる

内部統制システムとリスクマネジメントシス

テムが一般に認められたフレームワークに基

づく場合には、当該事項が記載されなければ

ならない。

K173. コンツェルン会計報告に関連する内部統

制システムとリスクマネジメントシステムに

関するコンツェルン状況報告書における詳説

は、一方では、コンツェルン決算書とコンツェ

ルン状況報告書にとって重要な関連する企業

の会計報告プロセスの主要な特徴に、また他

方では、コンツェルン決算書にとっての主要

な連結プロセスの特徴に、関連付けられなけ

ればならない。

K174. 内部統制に関わる詳説が含まなければな

らないのは：

a）コンツェルン会計報告プロセスにおける

統制の効果の確保のための諸原則と手続

き。統制目標としての効果というとき、こ

れをコンツェルン決算書およびコンツェル

ン状況報告書の規範への合致の確保と解す

る。企業指揮者が、特定の手続きを、コン

ツェルン会計報告プロセスにおける統制の

効果の確保のために実施し、利用し、かつ

当該手続きが統制目標に関して重要な場合

に限り、当該事項が同様に記述されなけれ

ばならない。

b）内部検閲システム（Revisionssystem）、た

だしそれが統制目標に関連する措置に該当

する場合に限る。

K175. 関連する企業の会計報告プロセスに関わ

る内部統制システムについての詳説は、例え

ばつぎのことに立ち入りうる：

a）貸借対照表計上方針（例えば、在庫評価に

ついて、税務事象関連の記述について、記

帳指図）、

b）記帳の組織と統制、決算書作成の経過、

c）部門間での機能分担の諸原則、

d）決算書の作成に際した任務の秩序化（例え

ば、残高確認を通じた請求権と債務の調

整）、

e）決算書作成プロセスへの外部サービス提

供者の協働、

f）EDV システムへのアクセス規則（記入権限、

閲覧権限）、

g）「内部検閲」の範囲から知覚される、会計

報告と関係する任務、

h）会計報告に関する統制プロセス（二重確認

原則）。

K176. 連結プロセスに関わる内部統制システム

についての詳説は、例えばつぎのことを扱い

うる：

a）コンツェルン内部の供給関係と給付関係

の調整に関するコンツェルン内部の方針、

例えば相殺の目的について、

b）コンツェルン決算書の作成に関する任務

の秩序化（例えば、コンツェルン内部の残

高の調整、資本連結、関連する企業のデー

タに関する報告範囲と報告品質の監視）、

c）外部サービス提供者から知覚される、コ

ンツェルン決算書作成の枠組みにおける行

動、

d）コンツェルン会計報告手続きに受け入れ

られる専門家の見解、

e）連結 EDV システムへのアクセス規定（関

連する企業レベルまたはコンツェルンもし

くは部分的コンツェルン / セグメントのレ

ベルでの記入権限、閲覧権限）、

f）「内部検閲」の範囲から知覚される、コン

ツェルン会計報告と関係する任務、

g）コンツェルン会計報告に関する統制プロ

セス（例えば二重確認原則）。

K177. コンツェルン会計報告プロセスに関する

リスクマネジメントシステムに関わる詳説が

含まなければならないのは：
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a）コンツェルン決算書およびコンツェルン

状況報告書の規範への合致の目標に対立し

うるリスクの識別と評価のための措置、

b）認識されたリスクの限定化のための措置、

c）識別されたリスクの、コンツェルン決算

書および当該リスクの相応の模写へのその

影響の再検査に関連する措置。

K178. コンツェルン会計報告プロセスに関連す

る内部統制システムおよびリスクマネジメン

トシステムの効果および効率に関する詳説

は、必要ではない。コンツェルン会計報告プ

ロセスに関する内部統制システムまたはリス

クマネジメントシステムが存在しない場合に

は、当該事項がコンツェルン状況報告書に記

載されなければならない。

金融商品の利用に関連するリスク報告
179. コンツェルン状況報告書においては、金

融商品の利用から生じるリスクを別個に記述

しなければならないが、ただし、当該事項が

コンツェルンの状況または見込まれる推移動

向の判断にとって重要な場合に限る。

180. 金融商品の利用から生じるリスクに関す

る報告は、一般的なチャンス報告 / リスク報

告に統合されうるのであり、それは、当該事

項がコンツェルン状況報告書の明瞭性と一覧

性を害しない場合である。

181. コンツェルンにおける金融商品の利用に

関しては、別個につぎのことを扱わなければ

ならない：

a）コンツェルンがさらされている金融商品

の利用から生じるリスク種類（市場価格リ

スク、不履行リスク、流動性リスク）、お

よびそのそれぞれの程度、

b）コンツェルンがさらされている金融商品

の利用から生じるリスクの個別の種類に関

するリスクマネジメント目標、

c）金融商品の利用から生じるリスクに関す

るリスクマネジメント方法。

182. 金融商品の利用から生じるリスクに関し

ては、それぞれの種類と程度が記述されなけ

ればならない。これらのリスクの程度に関す

る報告義務は、手つかずのリスクのみに及ぶ

のであり、具体的な保証取引によってカバー

された市場価格リスク、不履行リスクない

しは流動性リスクには及ばない。後者につ

いては、そのため、流動性コミットメント

（Liquiditätszusagen）および与えられたクレ

ジットライン後の残余リスクのみが記述され

なければならない。

183. リスクの種類と程度は、例えば、感応性

分析または Value at Risk の指数によって記さ

れうる。

184. リスクマネジメント目標に関する報告の

枠内では、はたしてコンツェルンが金融商品

の利用に関わる特定のリスクを回避するの

か、あるいは、はたしてまた如何なる範囲で

コンツェルンがそのようなリスクをすすんで

または強制的に扱うのか、ということが記述

されなければならない。

185. リスクマネジメント方法に関しては、コ

ンツェルンが金融商品の利用に関わって扱わ

れるリスクをいかに制御するのかということ

が、記述されかつ説明されなければならない。

このことには、リスク削減とリスク転嫁の措

置も含まれる。リスクマネジメント方法に関

する報告は、その体系ならびに企業によって

扱われた保証取引の種類とカテゴリーも含む

ものであるが、ただし、このことが一定のリ

スクを引き起こす諸取引に証明可能な形で関

係づけることができる場合に限る。そのこと

には関わりなく、金融商品がはたして保証関

係の一部であるのか、あるいは切り離されて

取り扱われているのかということは、つぎの

ことに関わる：

a）保証されるリスクの種類、

b）保証関係の種類（ここにおいては、個別の

項目（ポジション）および項目グループに

関するヘッジと純ポジションのヘッジとは

区別されなければならない）、

c）リスクヘッジの意図された効果の確保の

ための措置（それについては、例えば、リ

スク限度に関する継続的な観察、および、

場合によっては保証範囲の適合化と解され
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る）、

d）見越し保証関係。

186. はたして経済的保証関係がコンツェルン

決算書における貸借対照表上の保証関係とし

て模写されているのかということが、記載さ

れなければならない。

187. 市場価格リスク、不履行リスク、および

流動性リスクに関する範囲と詳述性の程度

は、カテゴリーごとの金融商品に関わるリス

クの程度と、企業の財産状態、財務状態およ

び収益状態それぞれに関わるリスクを負った

金融商品の意義とにしたがう。報告義務は、

はたして金融商品が決算書において貸借対照

表計上されているか否かにかかわらず、存在

する。

継受関連の記載
K188. 議決権のある株式の発行を通じて有価証

券取得継受法（WpÜG）第 2 条第 7 項にいう

組織された資本市場を利用する親企業は、コ

ンツェルン状況報告書において、商法典第

315条第 4項にしたがった継受法上の記載を

なさなければならない。

K189. 以下で要求される記載は、貸借対照表日

における諸関係に基づくものでなければなら

ない。

K190. 引受済資本の構成が記載されなければな

らない。異なる株式種類に関しては、それぞ

れそれに結びつく権利と義務が記述されなけ

ればならず、ならびに、引受済資本における

その割合が記載されなければならない。

K191. 引受済資本の構成に関しては、個別に、

以下の事象関連が記載されなければならな

い：

a）発行された株式の数；いくつかの株式種

類がある際には、種類ごとに発行された株

式の数、

b）株式の券面額（存在する場合に限る）なら

びに各券面額ごとの株式の数、

c）発行された株式の種類（額面株式か無額面

株式か、ならびに、無記名株式か記名株式

かあるいは譲渡制限記名株式か）。

K192. 文章番号 K190 と K191 にしたがった記

載がなされなくともよいのは、それがコン

ツェルン附属説明書においてなされている場

合である。この場合には、相応の附属説明書

の記載が参照指示されなければならない。

K193. 同様の権利を伴う株式は、一つの種類を

形成する。付与された権利は、例えば、利益

および会社財産の分配が該当しうる。普通株

に結びつく権利と義務に関しては、適切な法

律上の諸規定の参照指示で足りる。

K194. 普通株と株式の譲渡に関わる全ての制限

が記述されなければならないが、ただし、そ

れが会社の取締役会に認識されている場合に

限る。

K195. こうした制限は、何よりもまず、法律の

規定、規約の規定、社員間の約定から生じう

る。こうした制限に数え上げられるのは、と

りわけ、議決権の行使に関する時間的な制限、

特定の百分率または特定の議決数への議決権

の限定、議決拘束契約、有価証券所有の制限、

または、会社または他の有価証券保有者の有

価証券の譲渡に関する承認の要求である。法

律上の制限が問題となる場合に限り、当該法

律規定の参照指示で足りる。

K196. この記載義務によっては、情報請求権も

取締役会の情報照会義務も根拠づけられな

い。同様に、取締役会に現存の議決拘束契約

を告知するという株主の義務も存在しない。

K197. 企業の資本への直接的および間接的参加

が記載されなければならないのは、それが議

決権の 10% を超える場合である。

K198. 文章番号 K197 にしたがった記載がなさ

れなくともよいのは、それがコンツェルン附

属説明書においてなされている場合である。

その代わり、相応の附属説明書の記載が参照

指示されなければならない。

K199. 資本への間接的な参加の帰算に関して

は、有価証券取引法第 22条以下の規定が適

用される。

K200. 参加に関する記載は、少なくとも、名前

および出生地と認められる国、もしくは、商

号、所在地および所在地と認められる国を、
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含まなければならない。

K201. 資本持分の高さが、有価証券取引法第

21条第 1項第 1文および第 1a 項にしたがっ

た直近の報告期間終了前に保存されている届

出に基づいて記載される場合、届出後ではあ

るが報告期間終了前に議決権の総数が変化し

た事案においては、記載された資本持分がこ

の変化を未だ考慮していないことにつき、記

載しなければならない。

K202. 統制権限を授ける特有権を伴う株式の

所有者は記名で記載されなければならず、ま

た、当該特有権が記述されなければならない。

K203. この種の特有権は、例えば、株式法第

101 条第 2 項にしたがった監査役会における

選任権である。

K204. 被用者が資本に参加しており、かつ、そ

の者がその統制権を直接的には行使しない事

案に関しては、議決権統制の種類が記述され

なければならない。

K205. 議決権の間接的な行使が示されうるの

は、例えば、被用者によって保有される株式

について当該被用者に共同で権限が帰属して

おり、共同の代理人によって当該株式からの

議決権が行使される場合、あるいは、被用者

によって保有される議決権が従業員株主会に

よって行使される場合である。

K206. この記載義務によっては、情報請求権も

取締役会の情報照会義務も根拠づけられな

い。同様に、取締役会に文章番号 K204 にい

う約定を告知するという被用者の義務も存在

しない。

K207. 法律の規定についての記載、取締役会の

構成員の任命と解任および定款の変更に関す

る定款の規定についての記載が、なされなけ

ればならない。

K208. 法律の規定に関しては、相応の法律規定

の参照指示で足りる。さらにでて、定款の重

要な規定が記述されなければならないが、た

だし、法律の規定が補完されるか、あるいは、

裁定的規定とは相違する場合に限る。

K209. 取締役会の権限、とりわけ株式を発行す

るかあるいは買い戻す可能性に関して、記述

されなければならない。このことと関連して、

株式の発行と戻入にかかわる具体的な授権が

記述されなければならない。

K210. このことは例えば、つぎの授権、すなわ

ち、

a）株式法第 71 条第 1 項第 6 号乃至第 8 号に

したがった自己株式の取得について、

b）株式法第 220 条以下にしたがった認可さ

れた資本（genehmigten Kapital）からの株式

の発行について、また、

c）株式法第 221 条にしたがった転換社債、

利益請求権付社債または享益権証券の発行

について－ただし、 後に挙げた両者に関

する授式に関する転換権ないしは新株引受

権を設定することを企図している場合に限

る、

　を含みうるのである。

K211. 継受提案の事案における支配交代の条件

下にある親企業の重要な約定と、このことか

ら生じる影響が、記述されなければならない。

K212. 文章番号 211 にしたがった記載義務は、

専ら親企業に関わるものである。親企業が子

企業とのそのような約定をなした場合に限

り、このことは報告義務に含まれる；それに

対して、子企業の第三者との約定は含まれな

い。

K213. 支配交代の条件下では、継受提案の事案

における統制交代に際して効果を持ち、変化

しまたは終了する約定が存在する。重要なも

のとみなされるのは、コンツェルンの将来の

財産状態、財務状態および収益状態にとって

重要であり、また、それゆえに入札者とその

提案の必要な実行にとって意義を持ちうる、

あらゆる約定である。その際、重要ではない

ものとして判断されたと受け取られる約定に

ついても、その幾つかはその全体においては

重要なものとなりうる。この規定にいう支配

とは、目標会社における議決権の少なくとも

30％の保有と解されなければならない。

K214. 報告されなければならない約定に数えら

れるのは、例えば：

a）財務的契約、
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b）ジョイント・ベンチャー契約

c）ライセンス契約、

d）購入契約、

d）供給契約。

K215. そうした約定の内容および生起しうる経

済的な結果が記述されなければならない。そ

の際には、まとめられた記述で足りる。この

ことは、重要ではないものとして判断された

と受け取られたがそれでもなおその全体にお

いては重要な約定にも当てはまる。経済的な

結果については、原則的に定性的記載で足り

る。経済的な結果の定量化が行われるべきな

のは、それが分かっているか、あるいは、不

相当な高さの費用なしに確かめられる場合で

ある。

K216. 文章番号 K211 にしたがった記載が中止

されうるのは、それが親企業に著しい不利を

与えることに当たる場合に限る。このことが

行使される場合に限り、当該事項が記載され

なければならない。他の法律規定にしたがっ

た当該記載義務は、妨げられない。

K217. 記載がどの程度まで親企業に著しい不利

を与えることに当たるのかということは、理

性的な商人の判断にしたがって確認される。

親企業に関して生起しうる記載から生じる不

利な結果で、企業の規模との関係から取るに

足らぬものとは見なされえないものは、これ

に含まれる。その際、事情によっては生じ

うる不利は、具体的に測定可能な金銭的な

（materieller）損失である必要はない。非金銭

的な損害で、文章番号 K216 の保護規定の行

使には足りる。

K218. 継受提案の事案に関して取締役会の構成

員または被用者となされている、親企業のあ

らゆる補償約定は、記述されなければならな

い。

K219. 文章番号 K218 における記載がなされな

くともよいのは、それがコンツェルン附属説

明書においてなされている場合である。この

場合には、相応の附属説明書の記載が参照指

示されなければならない。

K220. 文章番号K218にしたがった補償約定は、

取締役会構成員または被用者が、継受提案の

ために、

a）解雇通知をされる、

b）その他その人物に基づく理由なしに解雇

される、または、

c）その雇用関係または労働関係が終了する、

 　という場合に関して締結された補償約定

も、また、雇用関係または労働関係の終了に

は繋がらない補償約定も、含むものである。

K221. 文章番号K218にしたがった記載義務は、

もっぱら親企業に関わるものである。親企業

がそのような補償約定を子企業の取締役会の

構成員または被用者となした場合に限り、当

該事項は記載義務に含まれる；これに対して、

子企業の、その取締役会の構成員またはその

被用者との約定、もしくは、親会社の取締役

会の構成員またはその被用者との約定は、そ

れに当たらない。

K222. 取締役会の構成員に関する当該記載が、

すでに、商法典第 314 条第 1 項第 6 号第 6 文

にしたがった取締役会構成員の報酬の記載に

関する法律の要求との関係からなされている

場合には、それで足りるが、ただし、当該記

載から直接的に、上で挙げた意味での補償約

定が扱われていることが明白な場合に限る。

K223. 当該約定の重要な内容が記述されなけれ

ばならず、その際にはまとめられた記述で足

りる。約定の内容から補償の高さが直接的に

明らかな場合にはその金額が、その他の場合

には取り決められた計算公式が、記載されな

ければならない。

企業経営に関する説明（商法典第 289a条）
K224. 商法典第 289a 条にしたがい、上場株式

会社、ならびに、もっぱら株式とは異なる

有価証券を証券取引法第 2 条第 5 項にいう組

織された市場での取引のために発行し、か

つ、その発行された株式が証券取引法第 2

条第 3 項第 8 号にいう多国間取引システム

（multilaterales Handelssystem）に関する自己

の求めに応じて取り扱われている株式会社

は、企業経営に関する説明を、その状況報告
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書に取り入れなければならない。当該説明は、

状況報告書における独自の項目を構成しなけ

ればならない。

K225. 商法典第 315 条第 3 項および本基準の文

章番号 22 は、コンツェルン状況報告書と親

企業の状況報告書とをまとめることを許可す

る。親企業が文章番号 K224 の第 1 文の判断

基準を満たし、かつ、当該選択権を行使する

場合に限り、企業経営に関する説明は、まと

められた状況報告書の構成要素となる。

K226. 商法典第 289a 条は、企業のインターネッ

トサイトで説明を公表することを許可する。

この場合には、まとめられた状況報告書にお

いて、公表の箇所が指示されなければならな

い。

K227. 商法典第 289a 条にしたがった企業経営

に関する説明は、つぎのことを含まなければ

ならない：

a）株式法第 161 条にしたがった取締役会と

監査役会によるドイツ・コーポレートガバ

ナンス・コーデックスへの合致の説明、

b）企業経営の実施に関する適切な記載、な

らびに、

c）取締役会と監査役会の労働方法およびそ

の委員会の構成と労働方法に関する記述。

K228. 株式法第 161 条にしたがった取締役会と

監査役会についての説明において記載されな

ければならないのは、連邦司法省によって連

邦官報の公的な一部と認識されている「規制

委員会ドイツ・コーポレートガバナンス・コー

デックス」の勧告に合致させられていたかあ

るいはいるか、ないしは、どの勧告が利用さ

れていなかったかあるいはいないのか、につ

いてである。それ以外の場合には、どの諸原

則からコーデックスの勧告に相違したのかな

いしはしているのかについて、記述しなけれ

ばならない。

K229. 法律の要求を超えて適用される企業経営

の実施に関して、適切な記載がなされなけれ

ばならない。実施の掲載で足りる。必要なの

は、企業経営の実施に関する記載がどこで公

的に入手できるのかということに関する指摘

である。実施は、その適用される企業経営の

コーデックスの実施上の転換でもあり、また

は、企業経営のコーデックスを満たしうる規

則の範囲をカバーするものでなければならな

い。これは、例えば、つぎのものでありうる：

企業規模で適用される倫理上の基準、労働基

準と社会基準、法令遵守および継続性に関す

る方針。

K230. 取締役会と監査役会の労働方法の記述に

際しては、例えば当該組織の事業規則におい

て規定される内部的な労働過程、ならびに両

組織の協働と利害対立の関係を、扱わなけれ

ばならない。委員会の労働方法の記述に関し

ては、例えば、各委員会の目標、任務、意思

決定権限および会議の数が、考慮されうる。

委員会の人的な構成は、その構成員を、氏名

とその執行する職務をもって挙げ、また、委

員会の議長とそうした地位の代理人を指摘す

ることで足りる。

K231. 文書番号 K227 c）にしたがった記載が親

企業のインターネットサイトで公的に入手で

きる場合に限り、それが見られる箇所の記載

のもと、当該事項を参照指示しうる。

法定代表者の保証
K232. 商法典第 315条第 1項第 6文にしたがっ

て、有価証券取引法第 2条第 7項にいう内

国発行者で商法典第 327a 条にいう資本会社

ではない親企業の法定代表者は、最善の知識

をもって、実質的諸関係に合致する写像が伝

達されるコンツェルンの事業成果を含む事業

経過と状況を、コンツェルン状況報告書にお

いて記述すること、および、重大なチャンス

とリスクが記されることにつき、保証しなけ

ればならない。同様に、親企業の法定代表者

は、商法典第 297条第 2項第 4文にしたがっ

て、コンツェルン決算書の署名に際して、記

述的に、最善の知識をもって、コンツェルン

決算書が正規の簿記の諸原則の考慮のもとに

実質的諸関係に合致する写像を伝達している

ことを、保証しなければならない。

K233. 有価証券取引法第 37v 条第 2 項第 3 号
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に関わる有価証券取引法第 37y 条にしたがっ

た説明は、「法定代表者の保証」として明記さ

れなければならない。

K234. コンツェルン状況報告書およびコンツェ

ルン決算書に関する説明が区分されて記載さ

れる場合、以下の文言を適用することが望ま

しい：

a）コンツェルン状況報告書について：「我々

は、 善の知識をもって、コンツェルン状

況報告書において、実質的諸関係に合致す

る写像が伝達されるコンツェルンの事業成

果を含む事業経過と状況、ならびに、コン

ツェルンの見込まれる推移動向の重大な

チャンスとリスクが記されることにつき、

保証する。」

b）コンツェルン決算書について：「我々は、

善の知識をもって、適用された会計報告

諸原則にしたがって、コンツェルン決算書

が、コンツェルンの財産状態、財務状態お

よび収益状態の実質的諸関係に合致する写

像を伝達していることにつき、保証する。」

K235. その代わりに、コンツェルン決算書およ

びコンツェルン状況報告書に関する法定代表

者の保証は、まとめられた形式において記載

されうる。この場合には、以下の文言を適用

することが望ましい：

「我々は、 善の知識をもって、適用され

た会計報告諸原則にしたがって、コンツェ

ルン決算書が、コンツェルンの財産状態、

財務状態および収益状態の実質的諸関係に

合致する写像を伝達していることにつき、

また、コンツェルン状況報告書において、

実質的諸関係に合致する写像が伝達される

コンツェルンの事業成果を含む事業経過と

状況が伝達されること、ならびに、コンツェ

ルンの見込まれる推移動向の重大なチャン

スとリスクが記されることにつき、保証す

る。」

発効
236. 本基準は、2012年 12月 31日より後に始

まる事業年度について、初めて考慮されなけ

ればならない。より早期の全範囲の適用は許

容され、また、望まれる。

237. 本基準の初度適用によるコンツェルン状

況報告書の形式的および内容的構成の変化

は、継続性原則の違反には当たらない。

失効
238. 2001 年 4 月 3 日付（連邦官報 2001 年 5

月 29 日）のドイツ会計基準第 5 号である

リスク報告、これが最後に変更されたのは

2010年 1月 5日付（連邦官報 2010年 2月 18
日）のドイツ会計変更基準第 5号（DRSÄ5）の
第 3編によってであり、これは廃止される：

それが最後に適用されうるのは、2012年 12
月 31日以前に開始する事業年度である。

239. 2000年 8月 29日付（連邦官報 2000年 12
月 30日）のドイツ会計基準第 5 − 10号であ

る信用機関および金融機関のリスク報告、こ

れが最後に変更されたのは 2010年 1月 5日

付（連邦官報 2010年 2月 18日）のドイツ会

計変更基準第 5号（DRSÄ5）の第 4編によっ

てであり、これは廃止される：それが最後に

適用されうるのは、2012年 12月 31日以前

に開始する事業年度である。

240. 2001 年 4 月 3 日付（連邦官報 2001 年 5
月 29日）のドイツ会計基準第 5 − 20号であ

る保険企業のリスク報告、これが最後に変

更されたのは 2010年 1月 5日付（連邦官報

2010年 2月 18日）のドイツ会計変更基準第

5 号（DRSÄ5）の第 5 編によってであり、こ

れは廃止される：それが最後に適用されうる

のは、2012年 12月 31日以前に開始する事

業年度である。

241. 2004 年 12 月 7 日付（連邦官報 2005 年 2
月 26日）のドイツ会計基準第 15号である状

況報告、これが最後に変更されたのは 2010
年 1 月 5 日付（連邦官報 2010年 2 月 18 日）

のドイツ会計変更基準第 5号（DRSÄ5）の第

1編によってであり、これは廃止される：そ

れが最後に適用されうるのは、2012年 12月

31日以前に開始する事業年度である。
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補遺 1：信用機関および金融機関のリスク報告
の特殊性
　本補遺は、信用制度法第 1 条第 1 項および第

1a 項にいう信用機関および金融機関に関して、

商法典第 315 条第 1 項第 5 文にしたがったコン

ツェルン状況報告書におけるリスク報告の産業

分野特有の諸規定を含むものである。それらは、

リスク報告に関する一般的な基準の諸規定を、

補完もしくは修正するものである。本補遺は、

基準の一部である。

リスクマネジメントシステム

A1.1. その資本市場指向性にかかわらず、親企

業はそのコンツェルン規模のリスクマネジメ

ントシステムの特徴を記述しなければならな

い。この場合には、とりわけ、信用機関およ

び金融機関におけるリスクマネジメントシス

テムの特殊性を扱わなければならない。

A1.2. そのような特殊性に関する例は、リスク

の識別と評価ならびにリスク資本の配分に関

する措置、監視制度と報告制度、機能性の確

保、および、制御システムと監視システムの

効果性、である。

リスクカテゴリー

A1.3. 信用機関および金融機関は、個別のリス

クを同種のリスクカテゴリーにまとめなけれ

ばならない。文章番号 162 で挙げたような

その順位に応じたリスクの位置付けは、信用

機関および金融機関については許可されな

い。一般的なリスクカテゴリーに加えて、信

用機関および金融機関は、少なくとも以下の

リスクカテゴリーを区別しなければならな

い：

a）名宛不履行リスク、

b）市場価格リスク、

c）流動性リスク、および、

d）業務的リスク。

A.1.4. 当該産業分野にとって特別の意味を持つ

リスクカテゴリー内においては、その記述が

以下の記載を含まなければならない：

a）リスクマネジメントシステムにおいて形

成されたリスクカテゴリーとその枠内でそ

れぞれ区別されるリスク種類の記述の内容

的な区分、

b）個別のリスク種類の定量化、ただしそれ

が内部的制御にために行われている場合に

限る、

c）機能的および組織的観点におけるリスク

マネジメント、適用範囲、ならびに制御プ

ロセスと意思決定プロセスの記入。

A1.5. コンツェルンが十分に検査された有効な

モデル（例えば確率理論上の措置）を用いて

リスクを定量化し、制御し、監視している場

合に限り、当該事項が報告の基礎とされなけ

ればならない。その際、モデルの仮定と措置

の前提条件を扱わなければならない。

名宛不履行リスク
A1.6. 名宛不履行リスクに関する記載に際して

は、信用ポートフォリオ、および、資本参加

と非貸借対照表作用的取引を含むその他の名

宛リスク関連的諸項目に立ち入らねばならな

い。その際、とりわけ、古典的信用取引と有

価証券取引ならびにデリバティブ取引と直

取引（Geldhandelsgeschäft）は区別されうる。

当該記述は、信用リスク、発行者リスクおよ

び契約者リスクに関する記載（それぞれの国

家リスクの記載を含む）を、含まなければな

らない。

A1.7. 利用されるリスクモデルに応じて、報告

は以下の記載を含まなければならない：

a）不履行の蓋然性、リスクエクスポージャー

（Risikoexponiertheit）の 予 期 さ れ る 高

さ、将来において予期される保証救済

（Sicherheitenerlösen）、
b）名宛不履行リスクの定量化と制御で、不

履行の蓋然性と将来的なリスクエクスポー

ジャーの確認のためのそれを含むものに関

して、また、予期される保証救済の評価に

関して、利用された措置の記入、

c） リスクへの準備（Risikovorsorge）の形成に

関する方法の記入。

A1.8. 記述からは、コンツェルンによって名
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宛不履行リスクの制御に関連した特徴の集

約（例えば、国家への集約または専門分野へ

の集約、信用の種類、債務者のリスクグルー

プ、内部的または外部的格付け階層への関連

付け）も表されなければならない。さらに、

個別の特徴グループ（例えば、債務者の居所、

コンツェルンの親企業にしたがった産業分野

への帰属）への加入の判断基準が、記載され

なければならない。

流動性リスク
A1.9. 流動性リスクの記述に際しては、狭義の

流動性リスク、リファイナンスリスク、およ

び市場流動性リスクが区別されなければなら

ない。

A1.10. 市場流動性リスクが市場価格リスクの枠

内で制御されている場合に限り、相応の記載

がリスクカテゴリーである市場価格リスクの

もとでなされなければならない。

A1.11. 狭 義 の 流 動 性 リ ス ク の 定 量 的

記 載 に 関 し て は、 流 動 性 経 過 残 高

（Liquiditätsablaufbilanzen）、キャッシュフロー

予測、または、その他の措置が、基礎となる

仮定（例えば経験値）のもとでなされなけれ

ばならない。リファイナンスリスクおよび市

場流動性リスクについても、同様に、定量的

記載がなされなければならない。

A1.12. リファイナンスリスクに関する記載は、

重要な資金調達源泉とそのことから生じるリ

ファイナンス構造を含む。

A1.13. 流動性リスクの記述は、非計画的な推移

動向（例えば期限前の解約通知または取引相

手の予見されなかった支払能力）の影響も含

み、また、流動性の局限された市場へのコン

ツェルンの投資に関するさらなる記載も包括

する。

市場価格リスク
A1.14.  市場価格リスクの記述に際しては、以下

のリスク種類が、リスク報告において別個に

取り扱われなければならない：

a）利息変動リスク、

b）通貨リスク、

c）自己資本の価格リスク、例えば株式相場

リスク、ならびに、

d）原材料およびその他の価格リスク

 　それぞれに帰属するオプションリスクも含

む。

A1.15. 市場価格リスクとしては、通常、契約相

手に理由のある一般的な（市場価格）リスク

のみが考慮される。コンツェルンがリスク制

御の枠組みにおいて一般的な（市場価格）リ

スクと契約相手に関連した特有のリスクとを

区別していない場合に限り、後者は市場価格

リスクの記述にも関連付けられうるが、ただ

し明白にそのことが指摘される場合に限る。

A.1.16.  市場価格リスクの定量化に関しては、

コンツェルンで用いられ、かつ、監督法上で

市場リスク監視のために認められている方法

に応じるその措置が、援用されなければなら

ない。

A1.17. 本基準にいう市場価格リスクに適した

定量化方法は、多くの場合、確率理論上の

Value at Risk モデルとなる。上で挙げた前提

に応じるその他の措置は、同様に許可される。

感応性分析の形式での記述も、適切でありう

る。

A1.18. Value at Risk モデルの利用に際しては、

当該事項が、基礎となる変数の記載のもとで

記述されなければならない。

業務的リスク
A1.19. 経営上のリスクの記述に際しては、何よ

りもまず、管理（例えばプロセス）の、人的

な仕組み（例えば誤りまたは意図的行為に対

する防御）の、および、EDV システムの機能

性を含めた技術的な設備の、組織的および機

能的側面を扱わなければならない。法的なリ

スクは、具体的な事象関連または変化した基

礎条件に際して生じるのであり、また、適し

た形式で記述されなければならない。

A1.20. 定量的記述は、シナリオ技術、感応性分

析またはその他の適した方法に支えられうる

のであり、また、 悪の事案の仮定も含まれ
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るべきである。コンツェルンにおいて、業務

的リスクが定量的な措置によっては制御され

ていない場合に限り、定性的な詳説とリスク

の発生に際して生起しうるその結果に関する

査定がなされなければならない。

A1.21. さらに、業務的リスクのコンツェルン規

模での把握と限定化ならびにその取扱いと監

視に関する組織上の備えが、記載されなけれ

ばならない。

リスク状況の全体的写像
A1.22. 文書番号 160 を補完して、リスク状況

のまとめられた記述の枠内で、少なくとも、

監督法上の支払能力要求とその充足のために

存在する自己資金が記載されなければならな

い。さらに、リスク資本の配分が記述されう

る。

補遺 2：保険企業のリスク報告の特殊性
　本補遺は、商法典第 341 条第 1 項および第 2

項ならびに商法典第 341i 条第 2 項にいう保険

企業に関して、商法典第 315 条第 1 項第 5 文に

したがったコンツェルン状況報告書におけるリ

スク報告についての特定の諸規定を含むもので

ある。それらは、リスク報告の一般的な基準の

諸規定を修正および補完する。本補遺は、基準

の一部である。

リスクマネジメントシステム

A2.1. その資本市場指向性にかかわらず、親企

業はそのコンツェルン規模のリスクマネジメ

ントシステムの特徴を記述しなければならな

い。この場合には、とりわけ、保険企業にお

けるリスクマネジメントシステムの特殊性を

扱わなければならない。

A2.2. そのような特殊性に関する例は：リスク

の識別と評価ならびにリスク資本の配分に関

する措置、監視制度と報告制度、機能性の確

保、および、制御システムと監視システムの

効果性、である。

リスクカテゴリー

A2.3. 保険企業は、個別のリスクを同種のリス

クカテゴリーにまとめなければならない。文

章番号 162 で挙げたようなその順位に応じ

たリスクの位置付けは、保険企業については

許可されない。一般的なリスクカテゴリーに

加えて、保険企業は、少なくとも以下のリス

クカテゴリーを区別しなければならない：

a）保険技術上のリスク、損害保険 / 事故保険

のリスクと生命保険のリスクにしたがって

区別される。医療保険のリスクは、経営上

の取引の種類に応じて、損害保険 / 事故保

険のリスクまたは生命保険のリスクに関係

付けられなければならない、

b）保険取引から生じる請求の不履行による

リスク、

c）資本投下から生じるリスク、

d）業務上のリスク。

保険技術上のリスク
A2.4. 保険技術上のリスクは、消極側の再保

険（「自己の勘定に関して」）の控除後に考慮

されうるのであり、その際、再保険者の信用

度に関する記載もリスク報告に受け入れられ

なければならない（A2.10 を見よ）。文章番号

157 において記したような、保険技術上のリ

スクの総額考慮は、同様に行いうる。

A2.5. 保険技術上のリスクの定量化に適してい

るのは、基礎となるリスクの種類にしたがい、

一般的に以下の方法である：

a）保険数理モデルを通じた、特定の保証水準

の基礎づけのもとに予期される損失の確認、

b）シナリオ分析または感応性分析、ならびに

ストレステスト、

c）生命保険におけるエンベディッド・ヴァ

リュー・アプローチ。

損害保険 /事故保険
A2.6. 損害保険 / 事故保険のリスクの記述は、

とりわけ、保険料（Prämien-）リスク / 損害

リスクならびに準備リスクに関する記載を包

含する。保険料リスク / 損害リスクに関する
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記述の中では、自然災害のリスクとその他の

集積リスクとを別個に把握しなければならな

い。

A2.7. 損害保険 / 事故保険におけるリスクの記

述は、可能な限りにおいて、以下の最小限の

記載を含まなければならない：

a）10年の観察期間に関する損害割合の記載。

これは、自然災害およびその他の集積リス

クからの影響の考慮を伴っても伴わなくて

も、なされなければならない。

b）10 年の観察期間に関す る入口損失 7

（Eingangsschaden）引当金の割合における

処理結果の記載。

生命保険
A2.8. 生命保険から生じるリスクの記述は、と

りわけ、生体的リスク（例えば、死亡数もし

くは平均寿命、生計無能力、疾病、看護必要

性）、解約リスク、および利息保証リスクに

関する記載を包含する。

A2.9. 生命保険におけるリスクの記述は、以下

の最小限の記載を含まなければならない：

a）生体的リスクに関しては、保険技術上の

引当金の算定に用いられた算定の基礎（死

亡表、傷病表など）の妥当性に関する記載

がなされなければならない、

b）解約リスクに関しては、解約の蓋然性に

ついて保険技術上の引当金の算定に用いら

れた仮定の妥当性に関する記載がなされな

ければならない、

c）利息保証リスクは、文章番号 A2.11-16 の

考慮のもとで記述されなければならない。

保険取引から生じる請求の不履行によるリスク
A2.10. 保険取引から生じる請求の不履行による

リスクの記述は、以下の最小限の記載を含ま

なければならない：

a）未回収の請求で、その満期時点が貸借対

照表日より 90日超前のもの、

b）過去 3年間の平均不履行割合、

c）再保険に対する請求金額、ただし外部的

格付等級にしたがってできるだけ区別され

た限りにおいて。

資本投下から生じるリスク
A2.11. 資本投下から生じるリスクの記述に際し

ては、集合と分散に関する監督法上の諸規定

を扱わなければならない。

A2.12. 資本投下から生じるリスクの定量化に関

しては、コンツェルンにおいて用いられ、か

つ、監督法上リスク監視のために認められて

いる方法に応じるその措置が、援用されなけ

ればならない。

A2.13. 資本投下から生じるリスクの定量化に適

しているのは、基礎となるリスクの種類にし

たがい、一般的に以下の方法である：

a）蓋然性理論上の基礎となるモデルを通じ

た、特定の保証水準の基礎づけのもとに予

期される損失の確認、ならびに危機シナリ

オの考慮に関するストレステスト：その際、

バック・テスティング措置 8  の利用が望ま

しい、

b）積極側消極側制御のモデル関係の考慮、

c）シナリオ分析または感応性分析。

A2.14. 資本投下から生じる市場価格リスクの記

述は、利息変動リスク、株式およびその他の

自己資本項目から生じるリスク、ならびに通

貨リスクを、別個に取り扱わなければならな

い。文章番号 A2.12 にしたがった定量化が行

われない限りにおいて、感応性分析の形式に

おける以下の最小限の記載が、市場価格リス

クの記述に受け入れられなければならない：

a）株式および他の非固定利付有価証券につ

いて、重要な相場損失によるこれら有価証

券の時価への影響、

b）固定利付有価証券および貸付金について、

利息曲線の上方または下方への重要な移動

によるこれら有価証券および貸付金の時価

7 入口損失とは、ランオフ（run off）損失とも呼ばれ、新規契約を取らずに保有契約の管理のみで会社を

継続することにより生じる損失のことである。

8 バック・テスティング措置とは、過去のデータを用いたシミュレーションを意味する。
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への影響。

A2.15. 資本投下から生じる不履行リスクに関す

る記載は、固定利付有価証券と貸付金に関し

て、発行の種類（例えば、国債または社債、

ならびに場合によっては源泉）ごとの記述が

包含されなければならない。所与である限り

において、さらに、外部的格付等級が記載さ

れなければならない。

A2.16. 流動性リスクの記述は、利用されたリス

クモデルの展開状態に応じて、資本投下状態

と保険取引から生じる義務を伴う経過した収

支の流れ（キャッシュフロー）との同調に関

する記載を含まなければならない。

業務上のリスク
A2.17. 経営上のリスクの記述に際しては、何よ

りもまず、管理（例えばプロセス）の、人的

な仕組み（例えば誤りまたは悪意のある行為

に対する防御）の、および、EDV システムの

機能性を含めた技術的な設備の、組織的およ

び機能的側面に立ち入らねばならない。法的

なリスクは、具体的な事象関連または変化し

た基礎条件に際して生じるのであり、また、

適した形式で記述されなければならない。

A2.18. 定量的記述は、シナリオ技術、感応性分

析またはその他の適した方法に支えられうる

のであり、また、 悪の事案の仮定も含まれ

るべきである。コンツェルンにおいて、業務

的リスクが定量的な措置によっては制御され

ていない場合に限り、定性的な詳説とリスク

の発生に際して生起しうるその結果に関する

査定がなされなければならない。

A2.19. さらに、業務的リスクのコンツェルン規

模での把握と限定化ならびにその取扱いと監

視に関する組織上の備えが、記載されなけれ

ばならない。

リスク状況の全体的写像
A2.20. 文書番号 160 を補完して、リスク状況

のまとめられた記述の枠内で、少なくとも、

監督法上の支払能力要求とその充足のために

存在する自己資金が記載されなければならな

い。その際、どの程度の評価準備が考慮され

ているのかについて、記載されなければなら

ない。さらに、リスク資本の配分が記述され

うる。


