
 IFRS news 

 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

1 
[文書の引用文や注目すべき箇所

の要約を入力してください。テキ

スト ボックスは文書のどの位置

にも配置できます。抜粋用テキス

ト ボックスの書式を変更するに

 

  

 

IFRS news 

 

時間が差し迫る-期限まであと50日 
March , 2011 

 

国際会計基準審議会（IASB）は、数名のボードメンバーおよびIASB議長デイビッド・トゥイーディー卿が2011年6

月に退く前に（米国財務会計基準審議会（FASB）との覚書に基づく）多くの主要領域における最終基準の公表

を目指していることを発表し、大きな課題を自らに課しました。 

 

多くの関係者がこのような積極的なスケジュールのリスクを指摘したことで、この課題の大きさは明らかにされまし

た。IASBは2010年11月にこのプロジェクト計画を改訂し、以下の表の通り、緊急のプロジェクトを最優先とするこ

ととしました。 

 

プロジェクト 2011 年 

第１四半期 

2011 年 

第 2 四半期 

金融商品 (IAS39 号の置き換え) 

減損 (補足資料－2011 年 4 月 1 日コメント期限)  

✔ ヘッジ会計(公開草案－2011 年 3 月 9 日コメント期限)  

資産と負債の相殺(2011 年 4 月 28 日コメント期限)  

連結 

IAS27 号の置き換え ✔  

他の企業に対する持分の開示 ✔  

公正価値測定 ✔  

MoU プロジェクト 

財務諸表の表示(OCI の表示) ✔  

リース  ✔ 

収益認識  ✔ 

ジョイント・ベンチャー ✔  

退職後給付 ✔  

その他 

保険契約  ✔ 
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他のプロジェクトがスケジュール通り実行可能となるように延期されたプロジェクトは以下の通りです。 

■ 財務諸表の表示 （IAS1号と IAS 7号の置き換え） 

■ 資本的性質を有する金融商品 

■ 排出権取引スキーム 

■ 負債（IAS37号の改訂） 

■ 法人所得税 

 

審議会は2011年6月以降にこれらのトピックの議論を再開することを目指しています。また、投資会社および年

次改善プロジェクトに関する公開草案の公表も延期しました。 

 

審議会は、経営者が新たな要求への「秩序だった移行」を行うことができるよう、新基準の適用日をずらして調整

することも検討しています。また審議会は、移行の負担を軽減するための方法をまとめた文書を公表しました。こ

の文書へのコメント期限は1月31日で、現在結果待ちとなっています。 
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