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Straight away

IFRS bulletin from PwC

1 July 2011 IASB が、金融商品、リース、および保険契約の 3 つの
プロジェクトのスケジュールを更新したタイムテーブル
をアップデート

何が問題となっているか？

国際会計基準審議会（IASB）は、以下の3つのプロ

ジェクトについて提案されているタイムテーブルをア

ップデートしました。

 IFRS第9号の「金融商品：減損」

 「リース」

 「保険契約」

これらの変更は、リースおよび保険契約の最終基準

の公表目標を、2012年上半期まで延期するもので

す。

IASBは、今年度の下半期に3つのプロジェクトのす

べてについて、公開草案の再公表またはレビュー草

案を公表する予定であるとも述べています。以下の

表は、変更されたタイムテーブルを要約したもので

す。

2011 Q3 2011 Q4 2012 H1

IFRS第9号の「金融商品：減損」

（IAS第39号の置き換え）

公開草案の再公表またはレビュー草案

リース 公開草案の再公表また

はレビュー草案

最終基準化ターゲット

保険契約 公開草案の再公表

またはレビュー草案

最終基準化ターゲット

何をすべきか？

財務諸表作成者は、審議過程に見解を提供できる

ように、これらのプロジェクトに関するIASBの討議を

注目していく必要があります。PwCは、これらの提案

がビジネスにどのような影響を与える可能性があるか

を検討するよう経営者に推奨しています。
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This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. It does not take into account any

objectives, financial situation or needs of any recipient; any recipient should not act upon the information contained in this publication without obtaining

independent professional advice. No representation or warranty （express or implied） is given as to the accuracy or completeness of the information contained in

this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers LLP, its members, employees and agents do not accept or assume any liability,

responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or

for any decision based on it.
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