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Viewpointにようこそ

Viewpoint は、国際財務報告基準（IFRS）に関する情報を総合的に提供するウェブサイトです。

速報やPwCによる解説資料、IFRS基準書など、実務で必要となるさまざまなIFRS関連情報にアクセス
いただけます。IFRSに関する教育、学習ニーズにもお応えします。

Viewpointグローバルサイトは、PwCの専門家による高品質なコンテンツを多数掲載しています。

Viewpoint日本サイトでは、グローバルサイトの主要なコンテンツの翻訳に加え、オリジナルのコン
テンツも掲載しています。

Point 1

充実した検索機能により、効率的な情報収集が可能です。

すべての掲載コンテンツを印刷、またはPDFファイルで保存できます。

Viewpoint は、国際財務報告基準（IFRS）に関する情報を総合的に提供するウェブサイトです。

Point 2

通知機能をカスタマイズすることにより、業務に役立つ情報をタイムリーにお届けします。

今後も、より使いやすくなるような機能を実装予定です。

Point 3

https://viewpoint.pwc.com/jp/ja.html

https://viewpoint.pwc.com/jp/ja.html

coming soon

https://viewpoint.pwc.com/jp/ja.html


PwC IFRS マニュアル

「PwC IFRSマニュアル」は、IFRSを適用する上での実務ガイドです。

PwC Globalが開発した’IFRS Manual of Accounting’ を日本サイトでは和文でご提供しています。

IFRS適用企業および適用準備中の企業はもちろん、大学や研究機関など、世界中で広くご利用いただいています。

• 実際の事例に基づいた設例を多数掲載

• 見やすい図解でわかりやすく解説

• IFRSの解説から実務上の適用までサポート

原則主義のIFRSの適用にあたっては、個々の事実・状況に応じた判断が求められます。

「PwC IFRSマニュアル」は、IFRS基準の解説のみならず、専門家としての見識も提供して
おり、実務におけるIFRSの適用を幅広くサポートします。

また、日々の業務で活用できる、実際の事例に基づいた豊富な設例も用意しています。

• IFRSの会計処理や設例の最新情報を提供

IFRSは、欧州等の特定地域の資本市場で利用される会計基準から140を超える国や地

域で利用される会計基準へと、その世界的な位置づけを急速に高めてきました。日本でも
IFRSに対する関心は大きくなっています。
「PwC IFRSマニュアル」は、PwCが誇る世界各国のIFRSのスペシャリストが、適用事例
に基づく見識を毎年追加・更新しています。

• PwCの見識が満載の「PwC IFRSマニュアル」へいつでもどこでもアクセス！
Viewpointにユーザー登録いただくと、PCやモバイルから気軽に利用できます。

主な目次

第1章 IFRS会計原則及び適用（概念フレームワーク）

第2章 IFRSの初度適用（IFRS第1号）

第3章 会計方針、会計上の見積り及び誤謬（IAS第8号）

第4章 財務諸表の表示（IAS第1号）

第5章 公正価値（IFRS第13号）

第6章 関連当事者についての開示（IAS第24号）

第7章 キャッシュ・フロー計算書（IAS第7号）

第8章 事業セグメント（IFRS第8号）

第9章 後発事象及び財務上のコミットメント（IAS第10章）

第10章 超インフレ（IAS第29号）

第11章 顧客との契約に基づく収益（IFRS第15号）

IAS第18号に基づく収益

第12章 従業員給付（IAS第19号）

第13章 株式に基づく報酬（IFRS第2号）

第14章 税金（IAS第12号）

第15章 リース（IFRS第16号）

第15章A リース会計（IAS第17号）

第16章 引当金、偶発負債及び偶発資産（IAS第37号）

第17章 政府補助金（IAS第20号）

第21章 無形資産（IAS第38号）

第22章 有形固定資産（IAS第16号）

第23章 投資不動産（IAS第40号）

第24章 資産の減損（IAS第36号）

第25章棚卸資産（IAS第2号）

第26章 連結財務諸表（IFRS第10号）

第27章 投資企業（IFRS第10号）

第28章 個別財務諸表（IAS第27号）

第29章 企業結合（IFRS第3号）

第30章 子会社、事業及び非流動資産の処分（IFRS第5号）

第31章 持分法（IAS第28号）

第32章 共同支配の取決め（IFRS第11号）

第33章 農業（IAS第41号）

第34章 サービス委譲契約（IFRIC第12号）

第35章 期中財務報告

第40章 金融商品－目的及び範囲（IAS第39号、IFRS第9号、

IAS第32号、IFRS第7号）

第41章 主契約に含まれる組込デリバティブ（IFRS第9号）

第42章 金融商品の分類及び測定（IFRS第9号）

第43章 金融負債と資本（IFRS第9号）

第44章 認識及び認識の中止（IFRS第9号、IAS第39号）

第45章 減損（IFRS第9号）

第46章 ヘッジ会計（IFRS第9号）

第47章 金融商品の表示及び開示（IFRS第9号、IFRS第7号）

第48章 1株当たり利益（IAS第33号）

第49章 外貨換算（IAS第21号）

第50章 保険契約（IFRS第4号）

第51章 株式資本及び剰余金

（IAS第1号、IAS第32号、IAS第39号）



日本サイト

日本サイトでは、グローバルサイトからの主要な翻訳コンテンツに加え、日本独自の情報も掲載しています。

ニュース

• IFRSの速報 • 速報解説 (In Brief)

ナレッジ

• 基準書、解釈指針等(日本語版）

• PwC IFRS マニュアル
（IFRS Manual of Accountingの日本語版）

• 公開草案【ED】、ディスカッション・ペーパー【DP】

• PwC Japan ナレッジ
‒ 詳細解説(In depth / In transition / In the spotlight)

：PwC海外拠点発行の会計トピックに関連する実務ガイド
‒ IFRS 10minutes

：IFRSに関する情報を四半期ごとに提供
‒ IFRSに基づく連結財務諸表のひな型

：IFRS基準における要求事項に基づき作成した連結財務諸表のひな型
‒ IFRS開示チェックリスト

：IFRSの基準および解釈指針により要求される開示のチェックリスト
‒ 国際財務報告基準および日本基準の比較

：IFRSと日本基準の主要な差異を解説
‒ IFRS news

：PwC GlobalによるIFRSに関する月次のニュースレターから注目記事を和訳
‒ 年度末の会計上の留意事項(IFRS)

：年度末の国際財務報告基準(IFRS)による財務報告における要求事項
‒ 新基準等および未発行基準等の一覧

：新たに公表された基準および未発行基準の一覧
‒ これだけは知っておきたい！IFRSQ&A

：これだけは知っておきたい項目をQ&A形式でわかりやすく掲載
‒ IFRSをめぐる動向：会計基準のコンバージェンスの議論の最新の動向について解説
‒ 各国の適用状況

：各国の上場企業等のIFRS採用やコンバージェンスの状況
‒ 日本基準トピックス：日本の会計基準や関係法令の公表および改正について解説
‒ 四半期アップデートセミナー資料：PwCあらた有限責任監査法人主催の会計基準アップデートセミナーの資料を公開
‒ ビデオ／ポッドキャスト
‒ 書籍と刊行物



IFRS PwC Guidance

• IFRS In briefs
• IFRS In depths
• IFRS example year and accounts
• IFRS Similarities and differences
• IFRS example industry accounts
• IFRS news
• IFRS year and reminders
• Questions and answers by industry
• IFRS example interim accounts
• IFRS talks

IFRS Manual of Accounting

IFRS standards and interpretations

Audit and assurance

グローバルサイト （英語）

日本サイト(日本語) のほか、グローバルサイト（英語）、米国サイト（英語）があります

USサイト （英語）

日本サイト(日本語) のほか、グローバルサイト（英語）、米国サイト（英語）があります



Viewpoint利用料金のご案内

ご利用には、年間契約でのアカウントのお申込みが必要となります。

Viewpointには、日本サイト（日本語）、グローバルサイト（英語）、USサイト（英語）があります。

（サイトの詳細につきましては、パンフレットをご参照ください。）

ライセンス数 日本サイト（1） グローバルサイト（2） USサイト（3）

1 50,000円 139,880円 215,500円

2～9 50,000円 87,000円 136,000円

10 50,000円 69,000円 110,000円

※お支払は請求書をご登録先へ発行いたします。

（1） 日本サイトは日本語のみです。

（2） グローバルサイトには、IFRSおよび国際監査基準が含まれています。

（3） USサイトには、従来のComperio（米国会計基準及び監査基準等を閲覧できるデータベース）のコンテンツが含まれています。

• 複数アカウントをお申込みの場合、1アカウント当たりの年間料金×アカウント数の金額になります。

• 料金は予告なしに変更することがあります。

ViewpointはIFRSに関連する専門的な情報を提供し、リサーチ時間の短縮と最新情報の入手を可
能にします。

Viewpointの有料会員への登録は以下よりお手続きください。

https://forms.jp.pwc.com/public/application/add/368

（税抜）

無料登録会員への登録は以下よりお手続きください。

https://viewpoint.pwc.com/jp/ja.html



© 2020 PricewaterhouseCoopers Aarata LLC. All rights reserved.

PwC refers to the PwC network member firms and/or their specified subsidiaries in Japan, and may sometimes refer to the PwC network. Each of such 
firms and subsidiaries is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.

お問い合わせ

PwC あらた有限責任監査法人 Viewpoint 日本サイト事務局

〒100-0004東京都千代田区大手町1-1-1大手町パークビルディング

E-mail : jp_aarata_viewpoint-mbx@pwc.com

00132001
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