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Straight away

IFRS bulletin from PwC

23 June 2011 IASB が、2011 年度年次改善プロジェクトに関する
公開草案を公表

何が問題となっているか？

国際会計基準審議会（IASB）は、5つの基準に影響

を与える修正を提案した2011年度年次改善プロジェ

クトに関する公開草案を公表しました。

年次改善プロジェクトのプロセスは、緊急性はないも

のの国際財務報告基準（IFRS）に対して必要な修正

を行う方法を提示しています。本年度の修正は、

IFRS第1号、IAS第1号、IAS第16号、IAS第32号、お

よびIAS第34号に対して提案されました。

この修正は、2013年1月1日以降に開始する事業年

度より適用されると見込まれます。コメント期間は

2011年10月21日に終了します。

提案されている修正の要約は、以下のとおりです。

IFRS 第 1 号「国際財務報告基準の初度適用」

IFRSの初度適用企業は、移行日時点で移行前に利

用していた会計基準に基づき資産計上されている

借入費用については、移行後も計上しなければなり

ません。移行日以後の借入費用についてはIAS第23

号「借入費用」を適用して会計処理を行います。

IFRS 第１号「国際財務報告基準の初度適用」

過去IFRSを適用していたものの、現在はIFRSの適用

を中止している企業がIFRSの適用を再開する場合、

当該企業は再度IFRS第1号を適用することを要求さ

れます。

IAS 第 1 号「財務諸表の表示」

この修正は、比較情報の最低限の開示要件を明確

にしており、また、IAS第1号のパラグラフ38から40に

おいて要求されている比較情報が完全な1組の財務

諸表の構成要素であることも明らかにしています。

IAS 第 1 号「財務諸表の表示」

この修正は、IAS第1号の財務諸表の目的を改訂さ

れた概念フレームワークにおける財務報告の目的に

置き換えます。

IAS 第 16 号「有形固定資産」

企業は、保守用器具を1年以上使用している場合は

有形固定資産（PPE）に分類しています。1年未満の

使用の場合は棚卸資産に分類します。この修正案

では、PPE項目と併せて使用する交換部品や保守

用器具をPPEとして分類する規定も削除しました。

IAS 第 32 号「金融商品：表示」

当改訂は、資本性金融商品に関連する保有者への

分配および関連する取引費用にかかる法人所得税

の会計処理方法について、IAS第32号とIAS第12号

「法人所得税」の間に存在していた不一致を排除し

ています。今回の改訂によって、このような項目にか

かる法人所得税の取扱いをIAS第12号に準拠して会

計処理しなければならないことを明確にしました。
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IAS 第 34 号「中間財務報告」

IAS第34号に準拠して報告を行っている企業が最高

経営意思決定者に定期的にセグメント資産の金額を

報告している場合、中間財務報告の中でセグメント

資産を開示します。改訂案では、IAS第34号の開示

規定をIFRS第8号「事業セグメント」に整合させてい

ます。

影響を受ける企業は？

提案されている改訂は比較的重要度の低い変更の

ように見えますが、その変更が重要な影響を与える

可能性もあります。

何をすべきか？

提案されている改訂の全文をご一読いただき、貴社

に及ぼす影響を判断して改訂案にコメントを提出す

るか否かをご検討ください。
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