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はじめに 
 

2015年以降、国際会計基準審議会（IASB）は、

国際財務報告基準（IFRS）第16号「リース」と2つ

の修正、すなわち国際会計基準（IAS）第7号「キ

ャッシュ・フロー計算書」の修正（開示に関する取

組み）、IAS第12号「法人所得税」の修正（未実

現損失に係る繰延税金資産の認識）を公表しま

した。本ガイドでは、これらの新基準および改訂

基準ならびに2016年1月1日より発効する基準お

よび修正について要約しています。 
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はじめに 

改訂基準／新基準 発効日 早期適用 ページ 

2014 年 7 月 1 日発効    

IAS 第 19 号「従業員給付」の修正 

―確定給付制度 

2014 年 7 月 1 日以後開始する事業年度 可能 6 

年次改善プロジェクト 2010 年-2012 年サイクル   

IFRS 第 2 号「株式に基づく報酬」 

―権利確定条件の定義 

付与日が 2014 年 7 月 1 日以後の株式に 

基づく報酬取引に適用 

可能 26 

IFRS 第 3 号「企業結合」 

―条件付対価を支払う義務の明確化 

取得日が 2014年 7月 1日以後の企業結合

に適用 

可能 26 

IAS 第 16 号「有形固定資産」および IAS 第 38 号「無形

資産」 

―再評価モデルを適用した場合における減価償却累

計額控除前の帳簿価額と減価償却累計額の処理方法 

2014 年 7 月 1 日以後開始する事業年度 可能 27 

IFRS 第 8 号「事業セグメント」 

―判断についての開示 

2014 年 7 月 1 日以後開始する事業年度 可能 26 

IAS 第 24 号「関連当事者についての開示」 

―報告企業の開示 

2014 年 7 月 1 日以後開始する事業年度 可能 27 

  

 

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。 
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はじめに 

改訂基準／新基準 発効日 早期適用 ページ 

2016 年 1 月 1 日発効    

年次改善プロジェクト 2012 年-2014 年サイクル    

IFRS 第 5 号「売却目的で保有する非流動資産及び 

非継続事業」―処分方法 

2016 年 1 月 1 日以後開始する事業年度 可能 28 

IFRS 第 7 号「金融商品：開示」 2016 年 1 月 1 日以後開始する事業年度 可能 29 

IAS 第 19 号「従業員給付」 2016 年 1 月 1 日以後開始する事業年度 可能 30 

IAS 第 34 号「期中財務報告」 2016 年 1 月 1 日以後開始する事業年度 可能 30 

IFRS 第 14 号「規制繰延勘定」 2016 年 1 月 1 日以後開始する事業年度 可能 20 

IFRS 第 11 号「共同支配の取決め」の修正 

―共同支配事業に対する持分の取得の会計処理 

2016 年 1 月 1 日以後開始する事業年度 可能 8 

IAS第 16号「有形固定資産」および IAS第 41号「農業」

の修正 

―農業：果実生成型植物 

2016 年 1 月 1 日以後開始する事業年度 可能 9 

IAS 第 16 号「有形固定資産」および IAS 第 38 号「無形

資産」の修正 

―減価償却および償却の許容される方法の明確化 

2016 年 1 月 1 日以後開始する事業年度 可能 10 

IAS 第 27 号「個別財務諸表」の修正 

―個別財務諸表における持分法 

2016 年 1 月 1 日以後開始する事業年度 可能 11 

IFRS第 10号「連結財務諸表」および IAS第 28号「関連

会社及び共同支配企業に対する投資」の修正 

―投資企業：連結の例外の適用 

2016 年 1 月 1 日以後開始する事業年度 可能 12 

IAS 第 1 号「財務諸表の表示」の修正 

―開示に関する取組み 

2016 年 1 月 1 日以後開始する事業年度 可能 13 

IFRS第 10号「連結財務諸表」および IAS第 28号「関連

会社及び共同支配企業に対する投資」の修正 

―投資者とその関連会社または共同支配企業との間の

資産の売却または拠出 

無期限延期 - - 

  

 

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、 
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はじめに 

改訂基準／新基準 発効日 早期適用 ページ 

2017 年 1 月 1 日発効    

IAS 第 12 号「法人所得税」の修正 

―未実現損失に係る繰延税金資産の認識 

2017 年 1 月 1 日以後開始する事業年度 可能 15 

IAS 第 7 号「キャッシュ・フロー計算書」の修正 

―開示に関する取組み 

2017 年 1 月 1 日以後開始する事業年度 可能 16 

2018 年 1 月 1 日発効    

IFRS 第 9 号「金融商品」 

 

2018 年 1 月 1 日以後開始する事業年度 可能 18 

IFRS 第 15 号「顧客との契約から生じる収益」 

 

2018 年 1 月 1 日以後開始する事業年度 可能 22 

2019 年 1 月 1 日発効    

IFRS 第 16 号「リース」 2019 年 1 月 1 日以後開始する事業年度 可能（ただ

し IFRS 第

15 号も適用

されている

ことが条件） 

24 
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改訂基準 

 
確定給付制度 

IAS第19号「従業員給付」の修正：「従業員の拠出」 

発効日 
2014年7月1日以後開始する事業年度に適用。早期適用は認められる。 

 
論点 

本修正は、従業員または第三者に給付コストを

負担するような拠出を求める制度について、IAS

第19号「従業員給付」の適用を明確にしています。

本修正は、任意での拠出の会計処理には影響し

ません。 

年金制度の中には、従業員または第三者に制

度への拠出を求めるものがあります。このような

拠出は、給付を提供する雇用主のコストを減らし

ます。改訂前のIAS第19号の下では、一般的な

実務慣行として、拠出があった年度に稼得され

た給付費用から当該拠出を減額していました。 

IAS第19号は、従業員または第三者による拠出

の会計処理を明確にすることを意図していました。

しかし、改訂後のガイダンスは広く複雑な解釈を

容認することになるおそれがあり、また、多くの企

業の拠出に関わる会計処理方法の変更を要求

する可能性もありました。 

IAS第19号に対する2011年の改訂は、勤務に関

連する従業員拠出と勤務に関連しない従業員

拠出を区別しました。今回の修正ではさらに、拠

出が生じる期間の勤務のみに関連している拠出

と、複数期間における勤務に関連している拠出

を区別しています。PwCは、当期の給与から支払

われる拠出は勤務に関連していると考えます。 

本修正により、勤務に関連している拠出で、かつ、

従業員の勤務年数によって変動しない拠出は、

勤務が提供された期間に稼得された給付費用

から減額することができます。 

本修正により、多くの企業は、従業員による拠出

をその従業員の勤務期間にわたって認識するの

ではなく、現行の会計方針によって引き続き会

計処理することが許容される（強制ではない）こと

になります。 

勤務に関連しており、かつ従業員の勤務年数に

よって変動する拠出は、給付に適用される方法と

同じ期間帰属方法を用いて、勤務期間にわたっ

て認識しなければなりません。すなわち、年金制

度の給付算定式に従うか、または、制度が後期の

年度に著しく高い水準の給付を生じさせる場合に

は定額法に従うかのいずれかで認識します。 

勤務年数に関連する従業員拠出の給付は、従

業員の勤務期間にわたって純損益で認識しま

す。このような認識をどのようなアプローチによる

べきなのかは明確ではないため、さまざまなアプ

ローチで行われる可能性があります。 

勤務に関連しない拠出は、給付債務の測定に

おいて反映されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、 
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改訂基準 

 

設例 １ 

従業員が40歳未満の場合には給与の4％、40歳以上の場合には給与の7％の拠出を従業員に求める制

度は、従業員拠出が勤務年数に関連しない制度の一例です。 

この設例における拠出は、年齢および給与に関連していますが、勤務年数には依拠していません。その

ため、拠出は、関連する勤務が提供された年度の年金費用の減額として認識されます。 

 

設例 ２ 

勤務年数の最初の10年間は最終給与の10％の退職一時金を、それ以降は最終給与の20％を加算した

額を支給し、最初の10年間は給与の5％、それ以降は8％に相当する従業員拠出を求める制度は、拠出

が勤務年数に関連する制度です。 

この設例における拠出は、勤務年数および給与によって変動するため、勤務期間にわたって認識しなけ

ればなりません。この設例では、稼得された給付および従業員拠出は、従業員の勤務期間にわたって定

額法によって認識することになります。 

 

設例 ３ 

従業員がひと月あたりCU20の保険料を負担することを求められる場合の退職後医療保険制度は、拠出が

勤務に関連しない取決めです。退職後に支払われることになる、従業員からの予想される将来の拠出は、

給付債務の測定に含められます。 

 

考察 

IAS第19号に対する修正は、従業員または第三

者に制度のコストの一部を負担することを求めて

いる退職後給付制度に影響します。 

本修正は、各期間に提供された勤務のみに関

連している拠出を求める制度を有する企業の会

計処理を明確にしています。 

 

勤務によって変動する拠出を求める制度を有す

る企業は、そのような拠出の給付を従業員の勤

務期間にわたって認識することが求められます。

経営者は、そのようなモデルをどのように適用す

るかについて検討しなければなりません。 
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改訂基準 

 
共同支配事業に対する持分の取得 

IFRS第11号「共同支配の取決め」の修正 

発効日 

2016年1月1日以後開始する事業年度に適用。早期適用は認められる。 

 
論点 

本修正は、事業に該当する共同支配事業の

持分の取得に関する会計処理について、新たな

ガイダンスを定めています。 

本修正は、このような取引における実務上の

会計処理の不統一に対処するものです。 

影響 

IFRS 第 3 号の原則の適用 

本修正は、投資者が「事業」（IFRS第3号「企業

結合」で定義）に該当する共同支配事業の持分

を取得する場合に、企業結合の会計処理の原

則を適用することを要求しています。 

具体的には、投資者は以下の会計処理を行うこ

とが必要となります。 

 識別可能資産および負債を公正価値で測

定する 

 取得関連コストを費用処理する 

 繰延税金を認識する 

 残余をのれんとして認識する 

上記以外にも、IFRS第11号と不整合となる場合

を除き、企業結合の会計処理に関するすべての

原則が適用されます。 

本修正は、共同支配事業に対する当初の持分

の取得、および同一の共同支配事業に対する

追加の持分の取得の両方に適用されます。ただ

し、同一の共同支配事業に対する追加の持分の

取得により共同支配が維持される場合、以前に

保有していた持分は再測定されません。 

 

 

適用範囲 

本修正は、事業に該当する既存の共同支配事

業の持分を取得する場合、または共同支配事業

を設定し既存の事業を拠出する場合に適用され

ますが、共同支配事業の設定と事業の形成が同

時に行われる場合には適用されません。また、

投資者とその共通支配下にある共同支配事業と

の間の取引も除外されます。 

開示 

本修正は、企業結合に関してIFRS第3号および

他のIFRSで特定されている情報の開示を要求し

ています。 

経過措置 

このIFRS第11号の修正は、2016年1月1日以後開

始する事業年度より将来に向かって適用されま

す。早期適用は認められます。適用日より前の取

引については、本修正の適用から除外されます。 

IFRS第1号における企業結合に対する免除の範

囲が広がり、事業に該当する共同支配事業の持

分の取得が含まれます。 

考察 

共同支配事業はさまざまな業界で見られる形態

ですが、本修正による影響を最も受けやすいの

は、石油、ガス、鉱業および電力業界の企業で

しょう。共同支配の取決めは、多国籍企業が新

興市場に進出する際の最も有効な方法として頻

繁に利用されており、それらの報告企業も同様

に影響を受ける可能性があります。 

本修正が要求する会計処理の変更により、IFRS

における「事業」の定義および共同支配の取決

めの分類についての判断が、より重要となる可

能性があります。 

 

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、 
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改訂基準 

 
農業：果実生成型植物 
IAS第16号「有形固定資産」およびIAS第41号「農業」の修正 

発効日 

2016年1月1日以後開始する事業年度に適用。早期適用は認められる。 

 
論点 

2014年の修正前は、すべての生物資産をIAS第

41号の適用範囲に含め、売却コスト控除後の公正

価値で測定していました。今後は、果実生成型

植物を、他のすべての生物資産とは異なる方法で

会計処理することになります。 

果実生成型植物は、その生産寿命にわたって、

生産物を生成するためだけに使用されます。

そのため、本修正では、果実生成型植物を他の

生物資産と区別しています。果実生成型植物を、

製造工程における機械に類似するものと考え、

有形固定資産に分類し、IAS第16号に基づき

会計処理することになります。 

影響 

果実生成型植物の会計処理 

「果実生成型植物」の定義を満たす生物資産は、

減価償却累計額および減損損失累計額を控除

した取得原価または再評価額のいずれかで測

定されます。 

果実生成型植物とは、生きている植物のうち以下の

すべてに該当するものをいいます。 

 農産物の生産または供給に使用され、 

 複数の期間にわたり生産物を生成すると

見込まれ、 

 農産物として販売される可能性が低い（付

随的な廃品売却除く）。 

果実生成型植物は、自家建設の有形固定資産

に対する会計処理と同様に、成熟するまで累積

原価で測定されます。 

 

果実生成型植物の上に生育する生産物の
会計処理 

果実生成型植物の上に生育する生産物は、

引き続きIAS第41号の適用範囲に含まれ、売却

コスト控除後の公正価値で測定されます。また、

生産物の成長による売却コスト控除後の公正価値

の変動を純損益で認識します。 

発効日および経過措置 

本修正は2016年1月1日以後開始する事業年度

に適用され、遡及適用が求められます。また、

早期適用も認められます。現時点で果実生成型

植物を売却コスト控除後の公正価値で測定して

いるIFRS適用企業は、本修正を適用する際に、

それらの資産の公正価値をみなし原価として

用いることが認められます。 

考察 

経営者は、自社の生物資産が、本修正における

果実生成型植物の定義を満たすかどうかを評価

する必要があります。果実生成型植物または他

の生物資産のどちらに分類するかは、認識後の

測定モデルを決定するため、重要となります。経

営者は、果実生成型植物の定義を満たす資産

について、自社のシステムで発生コストを把握で

きるようにする必要があり、また、これらの資産の

成熟時期を決定する会計方針を検討する必要

があります。 

 

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。 
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改訂基準 

 
減価償却および償却の許容される方法の明確化 

IAS第16号「有形固定資産」およびIAS第38号「無形資産」

の修正 

発効日 

2016年1月1日以後開始する事業年度に適用。早期適用は認められる。 

 
論点 

本修正は、収益を基礎とした減価償却または償

却の方法が適切となる可能性のある状況を明確

化するものです。 

IAS第16号に対する修正では、資産の使用によ

り創出される収益を、有形固定資産項目の減価

償却の基礎とすることは適切ではない旨を明確

化しています。 

IAS第38号に対する修正では、資産の使用によ

り創出される収益を、無形資産の償却の基礎と

することは不適切であるという反証可能な推定を

設けています。ただし、この推定は、以下のいず

れかの状況においてのみ反証が可能であるとし

ています。 

 無形資産が、収益の測定値として表現さ

れている場合 

 収益と無形資産の経済的便益の消費との

相関が高いことが立証できる場合 

影響 

有形固定資産 

減価償却に対して収益を基礎としたアプローチ

を適用している企業は少数であるため、このIAS

第16号の修正が重大な影響を及ぼす可能性は

低いといえます。 

 

 

 

 

無形資産 

IFRIC解釈指針第12号「サービス委譲契約」に

基づく無形資産を有する企業が、これまで収益

を基礎とした方法を無形資産の償却に使用して

いた場合、当該修正が重大な影響を及ぼす可

能性があります。 

エンタテイメント＆メディア業界にも、この修正が

重大な影響を及ぼす可能性があります。放映権

から生じる無形資産は、初回の放映が収益の大

部分を占めるため、しばしば定率法を用いて償

却されています。 

考察 

IAS第16号およびIAS第38号は、多くの減価償却

および償却の方法を許容しています。一部の方

法（例えば、定率法や生産高比例法など）による

償却の結果は、収益を基礎とした方法による場

合と似たものとなる可能性があります。今回の修

正により重大な影響を受ける財務諸表作成者に

とっては、これらの他の方法を検討することが有

益である可能性があります。 

 

 

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。 
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改訂基準 

 
個別財務諸表における持分法 

IAS第27号「個別財務諸表」の修正 

発効日 

2016年1月1日以後開始する事業年度に適用。早期適用は認められる。 

 
論点 

本修正は、企業の個別財務諸表における子会

社、共同支配企業および関連会社に対する投

資の会計処理に、持分法を使用する選択肢を

復活させるものです。 

主な修正 

本修正により、企業が個別財務諸表を作成する

際は、子会社、共同支配企業および関連会社に

対する投資を、次のいずれかにより会計処理す

ることができます。 

 取得原価による会計処理 

 IFRS 第 9 号に従った会計処理 

 IAS 第 28 号に規定される持分法を使用し

た会計処理 

また、IASBは、個別財務諸表とは、次のいずれ

かに追加して作成する財務諸表であることを明

確化しました。 

 子会社を有する企業の連結財務諸表 

 子会社を有さないが、関連会社または共

同支配企業に対する投資を有しており、そ

れらを IAS 第 28 号に基づく持分法を使用

して会計処理することが要求される企業が

作成する財務諸表 

本修正に伴うIFRS第1号の修正により、初度適用

企業の個別財務諸表において、子会社、共同

支配企業または関連会社に対する投資の会計

処理に持分法を使用する場合、過去の企業結

合に関する免除規定を適用することが認められ

ます。 

 

 

 

発効日および経過措置 

持分法への変更を選択する企業は、IAS第8号

「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」

に従い、2016年1月1日以後開始する事業年度

に本修正を適用することになります。早期適用は

認められます。 

影響 

本修正により、個別財務諸表の作成が要求されて

いる企業が、子会社、共同支配企業および関連会

社に対する投資の会計処理に持分法を使用する

場合、個別財務諸表の作成に係るコンプライアン

ス・コストが低減すると見込まれています。 

本修正が適用される前は、このような企業は、

IFRSに準拠する財務報告と国内法規に準拠す

る財務報告の2つの個別財務諸表を作成する必

要がありました。 

考察 

これまで個別財務諸表を作成する際に持分法を

用いてこなかった企業は、過去の連結財務諸表

上の数値を調整しなければならない可能性があ

るため、本修正を遡及適用する場合には困難が

伴う可能性があります。 

 

 

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。 
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改訂基準 

 
投資企業：連結の例外の適用 

IFRS第10号「連結財務諸表」およびIAS第28号「関連会社

及び共同支配企業に対する投資」の修正 

発効日 

2016年1月1日以後開始する事業年度に適用。早期適用は認められる。 

 
論点 

本修正は、投資企業およびその子会社への連結

の例外の適用を明確化するものです。 

影響 

連結財務諸表の作成の免除 

今回のIFRS第10号の修正は、投資企業の子会

社である中間親会社が、連結財務諸表の作成

の免除を利用可能であることを明確化していま

す。当該免除規定は、投資企業である親会社が

その子会社を公正価値で測定している場合であ

っても利用可能です。 

なお、中間親会社は、IFRS第10号が定める他の

免除要件も満たす必要があります。 

投資企業の延長として行動している子会社 

今回のIFRS第10号の修正は、投資企業の子会

社が投資企業に該当せず、さらにその主要な目

的および活動が投資企業である親会社の投資

活動に関連する支援サービスを提供することで

ある場合には、その投資企業は当該子会社を連

結する必要があることを明確化しています。 

ただし、本修正では、子会社自身が投資企業に

該当する場合は、投資企業である親会社は当該

子会社に対する投資を純損益を通じて公正価

値で測定する必要があることを確認しています。

子会社が投資活動に関連するサービスを親会

社または第三者に提供しているか否かにかかわ

らず、本アプローチの実施が求められます。 

 

 

関連会社および共同支配企業に対する投資

への持分法の適用 

IAS第28号の修正では、投資企業ではない企業

が、投資企業である関連会社または共同支配企

業に対して持分を有している場合に、これらの企

業への投資に持分法会計を適用する際の会計

方針を選択することを認めています。当該企業

は、投資企業である関連会社または共同支配企

業が子会社に対する持分に適用した公正価値

測定を維持するか、あるいは公正価値測定を戻

し入れ、代わりに投資企業の関連会社または共

同支配企業のレベルで連結を実施するかを選

択することができます。 

経過措置 

IFRS第10号およびIAS第28号（2011年）の修正

は、2016年1月1日より適用され、早期適用は認

められます。 

考察 

本修正は、企業集団に投資企業が含まれる場

合において、利用可能な連結からの救済を明

確化しています。これにより連結財務諸表を作

成する企業が減少する可能性があります。 

また本修正は、投資企業ではない投資者による

関連会社および共同支配企業に対する投資に

ついても救済を設けています。このような救済が

なければ、当該投資者が公正価値測定の戻入

れや追加的な連結手続を実施する際に、実務

上の困難および追加のコストが生じることになる

といえます。 

 

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。 
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改訂基準 

 
開示に関する取組み 

IAS第1号「財務諸表の表示」の修正 

発効日 

2016年1月1日以後開始する事業年度に適用。早期適用は認められる。 

 
論点 

本修正は、重要性と集約、小計の表示、財務諸

表の構成および会計方針の開示に関するIAS第1

号のガイダンスを明確化するものです。本修正は、

財務諸表における開示の改善を目的とした、

IASBの開示に関する取組み（開示イニシアティブ）

の一環です。 

影響 

重要な変更事項の概要は以下のとおりです。 

重要性 

企業は、例えば性質が異なる項目を集約したり、

重要性のない詳細を大量に開示したりするなど、

有用な情報を覆い隠すような形で集約または分

解してはなりません。 

本修正は、経営者がある項目の重要性を決定す

る際に、関連する基準で規定されている具体的な

開示のどれを表示すべきか、財政状態または財

務業績への影響を理解するための追加の情報が

必要かどうかについて評価することを要求してい

ます。 

分解および小計 

本修正は、IAS第1号第54項（財政状態計算書）

および第82項（純損益）に規定されている表示項

目の一部を分解する必要が生じる可能性がある

ことを明確化しています。このような分解は、企業

の財政状態または財務業績の理解に関連性があ

る場合に要求されます。 

 

 

 

本修正は、財政状態計算書または純損益および

その他の包括利益計算書における追加的な小計

を扱っており、どのような追加的な小計が許容さ

れ、それらをどのように表示するかについてのガ

イダンスを提供しています。修正ガイダンスは、例

えば、営業利益あるいは利息および税金考慮前

利益などの、IFRSでは具体的に要求されてない

が使われることの多い小計を扱っています。追加

的な小計は以下を満たさなければなりません。 

 IFRSに従って認識および測定される項目で

構成されている 

 小計の構成要素が理解可能となる方法で

表示して名称を付す 

 期間ごとの継続性がある 

 IAS 第 1 号で規定されている小計および合

計よりも目立つように表示されていない 

本修正は、純損益およびその他の包括利益計算

書における追加的な小計を、IAS第1号で要求され

る小計や合計に調整することを要求しています。 

注記 

経営者は、注記の順序の決定にあたっては、財

務諸表の理解可能性や比較可能性を考慮しなけ

ればなりません。企業は、財務諸表の注記を特定

の順序で表示することは要求されません。例えば、

企業は、より重要な注記を最初に表示したり、関

連する分野を続けて表示したりする場合がありま

す。IAS第1号で既に許容されているこのような柔

軟性により、経営者は、自社の状況に合わせた財

務諸表の表示を行うことが可能になります。 

 

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。 
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改訂基準 

会計方針の開示 

本修正は、IAS第1号から有用でない設例を削除

することにより、重要な会計方針を識別する方法

を明確化しています。 

持分法で会計処理する投資から生じる 
その他の包括利益（OCI） 

本修正は、持分法で会計処理される投資から生

じるその他の包括利益の持分相当額について、

その後に純損益に振り替えられるか否かに基づき

グループ分けすることを要求しています。また、

各グループを、その他の包括利益計算書において

単一の表示項目として表示しなければなりま

せん。 

発効日および経過措置 

本修正は、2016年1月1日以後開始する事業年

度より適用されます。経過措置では、IAS第8号

第28項-30項における開示、すなわち、新しい基

準／会計方針の適用に関する開示は要求され

ないとしています。早期適用は認められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考察 

本修正はIFRSに基づき財務諸表を作成するす

べての企業に影響を与えます。本修正は具体的

な変更を要求するものではありません。しかし、

財務諸表の表示に関する多くの問題を明確化

するとともに、財務諸表作成者が、自社の状況

や財務諸表利用者のニーズに合わせて財務諸

表の形式や表示方法を調整することが認められ

ているということを強調するものです。 

財務諸表作成者は、こうしたガイダンスの明確化

に照らして自社の財務諸表を検討し、開示の明

確化または改善の機会となりうるかどうかを検討

する必要があります。 

注記の順序は、理解可能性および比較可能性

を両立させるものである必要があります。変更を

行う場合は通常、事実および状況に基づく変化

から生じたものでなければなりません。 

 

  

 

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。 
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改訂基準 

 
未実現損失に係る繰延税金資産の認識 

IAS第12号「法人所得税」の修正 

発効日 

2017年1月1日以後開始する事業年度に適用。早期適用は認められる。 

 
論点 

本修正は、未実現損失に係る繰延税金資産の認

識に関する要求事項を明確化するものです。本

修正は、資産が公正価値で測定されており、その

公正価値が当該資産の税務基準額よりも低い場

合の繰延税金の会計処理方法を明確化しています。

さらに本修正は、繰延税金資産の会計処理のその

他の側面も明確化しています。 

影響 

追加的ガイダンスの内容 

資産が公正価値で測定され、その公正価値が税務

基準額よりも低い場合、一時差異は存在するか。 

はい、存在します。一時差異は、報告期間の末

日時点において資産の帳簿価額が税務基準額

よりも低いときには常に存在します。 

企業は、将来の課税所得を見積もるために、資

産の帳簿価額よりも高い金額を回収すると仮定

できるか。 

はい、できます。一時差異の存在および金額を

決定することと、繰延税金資産を実現させる将来

の課税所得を見積ることは、2つの独立したステ

ップです。帳簿価額を上回る資産の回収は、課

税所得を予想するうえで本来考慮されるべきも

のであり、したがって、見積課税所得に含めなけ

ればなりません。例えば、売却可能な負債性投

資の帳簿価額が税務基準額（当初の取得原価）よ

りも低くても、最終的に帳簿価額を上回る金額で

回収される可能性が高い場合には、企業はその

結果を仮定に織り込まなければなりません。 

回収可能性の判断は個別の繰延税金資産につ

いて行うか、またはその他の繰延税金資産と合

わせて行うか。 

税法によって異なります。税法によって、課税所得

の源泉によって回収することができる繰延税金資産

が特定の種類に限定されていない場合、繰延税

金資産は他の繰延税金資産と合わせて評価されま

す。特定の種類の繰延税金資産に限定されている

場合には、その繰延税金資産は同じ種類の他の繰

延税金資産のみと合わせて評価されます。 

繰延税金資産は将来の課税所得にどのよ

うな影響を与えるか 

将来期間における将来減算一時差異等の解消に

よって生じる課税所得計算上の損金の算入は、

関連する繰延税金資産の回収可能性の評価に使わ

れる将来の課税所得の見積りから除外されます。 

発効日および経過措置 

本修正は、2017年1月1日以後開始する事業年

度より適用されます。早期適用は認められます。

企業は、本修正の適用開始時に、表示される

最も古い比較期間の期首における資本に対す

る修正金額を、資本の各内訳項目別に配分せ

ず、期首利益剰余金（または、適切な場合には、

別の資本の内訳項目）において全額を認識す

ることを選択できます。 

考察 

本修正は、IAS第12号における既存のガイダン

スを明確化するものであり、繰延税金資産の認

識の基礎となる原則を変更するものではありま

せん。 

本修正は、公正価値で測定される負債性投資

に係る繰延税金の会計処理に関するある質問

から提起されたものですが、特定の種類または

クラスの資産に制限されるものではありません。

本修正は、繰延税金資産の会計処理の基礎とな

る一般的な原則のいくつかを明確化しています。 
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改訂基準 

 
開示に関する取組み 

IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」の修正 

発効日 

2017年1月1日以後開始する事業年度に適用。早期適用は認められる。 

 
論点 

本修正は、財務諸表利用者が財務活動から生じる

負債の変動を評価できるように追加的な開示を導

入しています。本修正は、これまで財務諸表の開

示の改善方法を検討してきたIASBの開示に関す

る取組み（開示イニシアティブ）の一環です。 

影響 

追加的な開示の内容 

企業は、財務活動から生じる負債の変動につい

て利用者の理解に役立つ情報を開示することが

要求されます。これには、以下から生じる変動が

含まれます。 

 キャッシュ・フロー（借入金の引出および

返済など） 

 非資金変動（取得、処分、および未実現

為替差額など） 

企業は追加的な開示にどの項目を含める

べきか 

開示は債務に限定されるか 

いいえ、限定されません。債務は、現行のIFRSに

よって定義されておらず、また開示を要求されて

いません。そのためIASBは、キャッシュ・フロー計

算書においてキャッシュ・フローが財務活動として

分類されたか、または将来キャッシュ・フローが財

務活動として分類されるであろう各項目の負債の

変動を開示するよう要求する決定を行いました。 

企業は、財務活動に対処するために金融資産を

使用する場合、当該金融資産を開示に含める

べきか 

 

はい、含めなければなりません。企業は、このよう

なキャッシュ・フローが財務活動から生じるキャッ

シュ・フローに含まれたか、または含まれるであろ

う場合には、新たな開示の中に、当該金融資産

（例えば、財務活動から生じる負債をヘッジする

資産）の変動を含めなければなりません。 

企業は、他の項目の変動を開示の一部として

含めることができるか 

はい、できます。他の項目の変動の開示が上記の

開示要求事項の目的を満たすと企業が考えている

場合には、当該変動を開示に含めなければなり

ません。例えば、企業は、キャッシュ・フロー計算書

において営業活動として分類される現金および

現金同等物、年金負債、金利支払の変動などを

含めることを考慮するかもしれません。ただし、本

修正は、そのような開示を財務活動から生じる負債

の変動の開示と区分することを要求しています。 

特定の開示様式が要求されるか 

いいえ。本修正は、財務活動から生じる負債につ

いて、貸借対照表の期首および期末残高の調整表

が開示要求事項を満たすことになると示唆してい

ますが、特定の様式を義務付けていません。ただし、

調整表を使用する場合、その開示は、調整表に

含まれる項目を貸借対照表およびキャッシュ・フ

ロー計算書に関連付ける十分な情報を提供しな

ければなりません。 

発効日および経過措置 

本修正は、2017年1月1日以後開始する事業年度

より適用されます。早期適用は認められます。企

業が本修正を初めて適用する場合、過去の報告

期間に関する比較情報を提供することは要求さ

れません。 

 

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、 
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改訂基準 

考察 

本修正は、企業の債務の変動をよりよく理解する

のに役立つ情報を求める投資家の要望に応える

ものです。本修正はIFRS財務諸表を作成するす

べての企業に影響を与えます。しかし、要求され

る情報は容易に入手可能なはずです。財務諸表

作成者は、財務活動から生じる負債の変動を説

明する追加情報の最善の表示方法について検

討しなければならないでしょう。 
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新基準 
 

 
金融商品 

IFRS第9号 

発効日 

2018年1月1日以後開始する事業年度に適用。早期適用は認められる（詳細は下記を参照）。 

 
論点 

IASBは、2014年7月、IAS第39号のガイ

ダンスを置き換える、IFRS第9号「金融

商品」の完全版を公表しました。この最

終基準には、金融資産と金融負債の分

類および測定に関する要求事項が含ま

れています。また、現行の発生損失減

損モデルに代わる予想信用損失モデ

ルも含まれています。さらに、2013年11

月に公表されたIFRS第9号の最終的な

ヘッジ会計も含まれています。 

主な規定 

分類および測定 

IFRS第9号には、負債性金融商品につ

いて、償却原価、その他の包括利益を

通じて公正価値（FVOCI）および純損益

を通じて公正価値（FVPL）の3つの分類

カテゴリーがあります。IFRS第9号に基

づく負債性金融商品の分類は、金融資

産を管理する企業の事業モデル、なら

びに、契約上のキャッシュ・フローが元

本および元本残高に対する利息の支払

いのみ（SPPI）を表しているかどうかによ

って決定されます。企業の事業モデル

とは、キャッシュ・フローを生み出して価

値を創出するために、企業が金融資産

を管理している方法のことをいいます。

すなわち、キャッシュ・フローが契約上

のキャッシュ・フローの回収、金融資産

の売却、またはその両方によって生じる

かは、企業の事業モデルによって決定

されることになります。 

負債性金融商品が契約上のキャッシュ・

フローの回収のために保有されている

場合、SPPI要件も満たしていれば、この

商品は償却原価に分類されます。SPPI

要件を満たす負債性金融商品が、資産

の契約上のキャッシュ・フローの回収と

資産の売却の両方によって目的が達成

される事業モデルの中で保有されてい

る場合、この商品はFVOCIに分類され

ます。この新たなモデルでは、FVPLは

残余のカテゴリーとなります。したがって、

金融資産は、FVOCIまたは償却原価の

要求事項を満たさない場合に、FVPLに

分類されることになります。事業モデル

の評価にかかわらず、測定または認識

の不整合（「会計上のミスマッチ」）を除

去または大幅に低減する場合、企業は

金融資産をFVPLで測定するものに指

定することができます。 

予想信用損失 

IFRS第9号は、減損損失の認識に、予想

信用損失（ECL）モデルという新しいモデ

ルを取り入れています。ECLモデルは、

IAS第39号のガイダンスからの変更となり、

金融危機の間に生じた発生損失モデル

に対する批判に対処しようとするもので

す。この新しい規則の下では、実務上、

企業は、信用減損していない金融資産

の当初認識時に、12か月のECLに相当

する初日の損失（営業債権については

全期間のECL）を計上しなければならな

いこととなります。IFRS第9号には、当初

認識以後の金融資産の信用度の変化

に基づいた「3ステージ」アプローチが含

まれています。資産は、信用度の変化

により3つのステージを移動しますが、そ

れぞれのステージによって、企業による

減損損失の測定方法や実効金利法の

適用方法が異なります。信用度が著しく

増大した場合、減損は12か月のECLで

はなく全期間のECLを用いて測定され

ます。このモデルには、リースおよび営

業債権について単純化されたアプロー

チが含まれています。 

開示 

損失評価引当金の期首残高から期末

残高への調整表、仮定とインプット、IAS

第39号による分類カテゴリーをIFRS第9

号による新しい分類カテゴリーに移行す

る際の調整表など、広い範囲の開示が

要求されています。 

ヘッジ会計 

ヘッジ有効性テストおよびヘッジ会計
の適格要件 

IFRS第9号は、ヘッジの有効性に関する

要求事項を緩和し、この結果、ヘッジ会

計を適用するための要求事項を緩和して

います。IAS第39号の下では、ヘッジは将

来および過去の期間の双方において高

度に有効であることが必要です（すなわ

ち、事前のテストおよび事後のテストにお

いて、その結果が80％-125％の範囲で

なければなりません）。IFRS第9号は、こ

の明確な線引き（ブライトライン）を、ヘッ

ジ対象とヘッジ手段との間の経済的関係

に関わる要求事項と、リスク管理目的で実

際に企業が使用している比率と同じ「ヘッ

ジ比率」という要求事項とに置き換えてい

ます。ヘッジの非有効部分は、引き続き

純損益（P&L）に計上されます。そして、

企業は引き続きタイムリーな文書化を要

求されています。ただし、IFRS第9号の下

で文書化しなければならない情報は異な

ります。 
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新基準 

ヘッジ対象 

新しい要求事項では、経済合理性のある

ヘッジ戦略がヘッジ会計の適格要件を満

たすことを妨げる現行の制限を主に削除

することによって、ヘッジ対象として適格

となるものが変わりました。以下はその例

です。 

• 非金融商品のリスク要素は、個別に

識別し、また信頼性をもって測定す

ることが可能であることを条件に、ヘ

ッジ対象に指定できます。非金融商

品の価格全体のうち、ひとつの構成

要素のみ（例えば、ジェット燃料価格

エクスポージャーの原油価格要素な

ど）をヘッジしている企業にとっては、

より多くのヘッジ取引に対してヘッジ

会計が適用可能となると考えられる

ため、良いニュースといえます。 

• 合成エクスポージャー（すなわち、デ

リバティブを含むエクスポージャー）

をヘッジ対象にすることが可能です。 

• IFRS第9号は、項目グループのヘッジ

をより柔軟にしています。ただし、IFRS

第9号は、マクロヘッジを取り扱ってい

ません（マクロヘッジについては、今

後、別の討議資料にて取り扱われる

予定です）。財務担当者は、通常、類

似するリスク・エクスポージャーをグル

ーピングし、純額ポジション（例えば、

外貨建の予定購入と予定売上の純額）

のみをヘッジします。IAS第39号では、

このような純額ポジションをヘッジ対象

に指定することはできませんが、IFRS

第9号は、企業のリスク管理戦略と適

合する場合には、純額ポジションのヘ

ッジを認めています。ただし、ヘッジ

対象の純額ポジションが予定取引で

構成されている場合、為替リスクのヘ

ッジについてのみ純額ベースのヘッ

ジ会計が利用可能です。 

• IFRS第9号は、その他の包括利益

（OCI）を通じて公正価値で測定す

るものに指定した資本性金融商品

については、純利益に影響を与え

ないにもかかわらずヘッジ会計を認

めています。 

ヘッジ手段 

IFRS第9号は、一部のヘッジ手段の使

用に関わる規則を、次のように緩和して

います。 

• IAS第39号の下では、買建オプション

の時間的価値が、公正価値ベースで

純利益に認識されており、これが純

損益に重要な変動をもたらすことがあ

ります。IFRS第9号は、買建オプショ

ンを保険契約と類似するものとみなし、

したがって、当初の時間的価値（すな

わち、アット・ザ・マネーまたはアウト・

オブ・ザ・マネーのオプションに対し

て一般的に支払われるプレミアム）は、

ヘッジ期間にわたり（例えば、棚卸資

産の6か月間の公正価値ヘッジなど、

ヘッジ対象が期間に関係している場

合）、あるいは、ヘッジ対象取引が純

損益に影響を与える時点（例えば、

予定購入取引のヘッジなど、ヘッジ

対象が取引に関係している場合）の

いずれかにて、純損益に認識されな

ければなりません。時間的価値に関

連するオプションの公正価値の変動

は、すべてOCIに認識されます。 

• オプションに対する会計処理と同様

の会計処理を、先渡契約の金利要

素や金融商品の外国為替ベーシ

ス･スプレッドにも適用することができ

ます。これにより、純損益の変動が

軽減されるはずです。 

• IAS第39号の下では、非デリバティブ

の金融商品は、為替リスクのヘッジに

のみ利用が認められていました。

IFRS第9号では、純損益を通じて公

正価値で会計処理される場合には、

為替リスクのヘッジ以外の場合でも、

非デリバティブの金融商品をヘッジ

手段として使用することができます。 

会計処理、表示および開示 

IAS第39号のヘッジ会計に関わる会計処

理および表示の要求事項は、IFRS第9号

においてほとんど変更されていません。

ただし、企業は、キャッシュ・フロー・ヘッ

ジにおいて資本に累積していた利得お

よび損失を、ヘッジ対象である非金融商

品を当初認識する際にその帳簿価額に

振り替える必要があります。IAS第39号の

下でもこの処理は許容されていましたが、

資本に利得および損失を累積することも

選択できました。新基準の下では、追加

開示が必要となります。 

金融負債の自己の信用リスク 

ヘッジ会計に関連しませんが、IASBは

IFRS第9号を修正し、（公正価値オプショ

ンに指定した金融負債から生じる）企業

自身の信用リスクの変動に起因する公正

価値の変動をOCIに認識するという要求

事項を企業が早期適用することを可能に

しました。これは、IFRS第9号の他の要求

事項を適用しなくとも、適用可能です。 

発効日および経過措置 

IFRS第9号は、2018年1月1日以後開始

する事業年度に適用され、早期適用が

認められます。IFRS第9号は遡及適用し

なければなりませんが、比較情報の修正

再表示は要求されていません。企業が

IFRS第9号の早期適用を選択する場合、

その要求事項のすべてを同時に適用し

なければなりません。 

考察 

IFRS第9号は、すべての企業に適用され

ます。しかし、償却原価またはFVOCIで測

定される金融資産の大規模なポートフォリ

オを有する金融機関などが、とりわけECL

モデルによって、大きな影響を受けること

になります。これらの企業にとっては、で

きる限り早い時期に新基準の影響を評価

することが重要です。新しいECLモデル

の導入は困難を伴い、信用管理システム

に重要な修正を行わなければならない場

合があります。IASBは、新しいECLモデル

の適用という最も困難な側面に取り組むた

め、適用に関する移行リソースグループを

新設しました。 
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新基準 

 
規制繰延勘定 

IFRS第14号 

発効日 

2016年1月1日以後開始する事業年度に適用。早期適用は認められる。 

 
論点 

IASBは、2014年1月、IFRS第14号「規制繰延勘

定」を公表しました。これは、料金規制活動から

生じる特定の勘定残高（「規制繰延勘定」）の会

計処理に関する暫定基準です。 

IFRS第14号は、IFRSの初度適用企業としてIFRS

第1号を適用する企業にのみ適用されます。

IFRS第14号は、IFRSの初度適用企業がIFRSを

適用するにあたり、規制繰延勘定の認識、測定、

減損および認識の中止に、従前の会計原則に

従った会計方針を継続して適用することを認め

ています。また、この暫定基準は、（初度適用時

またはその後における）会計方針の選択および

変更、ならびに表示および開示に関するガイダ

ンスも定めています。 

現在、料金規制活動を具体的に扱った基準は

ありません。この暫定基準の目的は、料金規制

活動に係るIFRSの基準を開発するIASBの広範

なプロジェクトが完了するまでの間、IFRSを適用

する企業が会計方針の大幅な変更を避けること

ができるようにすることです。 

主な規定の内容 

適用範囲 

IFRS第14号は、IFRS第1号を適用し料金規制活

動を行っているIFRSの初度適用企業にのみ適

用されます。料金規制とは、権限のある機関が、

企業が顧客に請求する財やサービスの価格を、

監督または承認の対象とする仕組みをいいます。

IFRS第14号は、自己規制している企業（例えば、

価格規制が企業自身の統治機関によってのみ

行われる場合）を適用範囲から除外しています。 

IFRS第14号の適用範囲に含まれる企業は、

規制繰延勘定に関して従前の会計原則に

従った会計方針を継続して適用することが認め

られています。既存の会計方針の変更は制限

されており、IAS第8号が規定しているように、

いかなる変更も財務諸表の目的適合性を高め、

信頼性の低下を生じさせないものでなければ

なりません。 

企業は、従前の会計原則では認識していなかっ

た規制繰延勘定残高について、その認識を開始

するために、会計方針を変更することは認められ

ません。ただし、企業は、（IFRSの初度適用時、ま

たはIFRSにおける基準の改訂時における）会計

方針の変更の結果として生じた新たな残高を認

識することはできます。例えば、IFRSにおける新

たな従業員給付のガイダンスの適用により新たな

繰延勘定が生じた場合、当該勘定は企業の従前

の会計原則に従った会計方針と整合的に会計処

理されます。 

認識、測定、減損、および認識の中止 

企業は、初度適用時に、規制繰延勘定の認識お

よび測定に従前の会計原則に従った会計方針を

継続して適用することが認められます。この暫定

基準には、認識、測定、減損および認識の中止

に関するこれ以上詳細なガイダンスは含まれま

せん。 

従前の会計原則に従った会計方針は、特定の

IFRSによる取扱いのない残高にのみ適用されま

す。つまり、他に該当するIFRSがあれば先に適用

し、残りの残高にのみ、IFRS第14号に基づく会計

処理を行います。 

また、規制繰延勘定残高を財務諸表に適切に

反映するために、当該残高に他の基準を適用す

ることが必要となる可能性もあります。例えば、規

制繰延勘定残高自体の減損には従前の会計原

則に従った会計方針を適用しますが、当該残高

が含まれる資金生成単位にはIFRSにおける減

損のガイダンスを適用することになります。
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新基準 

他のどの基準が適用対象となるか、またその基

準は、従前の会計原則に従った会計方針とどの

ように関係している可能性があるかを検討する際

には、判断が必要となります。 

表示 

IFRS第14号の適用から生じる残高は、貸借対照表

および包括利益計算書上で、区分表示されます。 

貸借対照表上、規制繰延勘定の借方残高の合

計額と貸方残高の合計額は、その他のすべての

資産および負債の小計の後に、独立の表示科目

として表示されます。流動・非流動の分類は、別

途開示される可能性はあるものの、貸借対照表

上で流動と非流動に分類して表示されることはな

く、相殺も認められません。 

すべての規制繰延勘定に係る変動の合計額は、

その他の包括利益（OCI）と純損益とに分けられ

ます。純損益に計上した金額は、純損益の小計

の後に単一の表示科目として区分表示されます。

OCIに計上した金額は、その金額がその後に純

損益に振り替えられる項目に関連するか、または

振り替えられない項目に関連するかによって、2

つの表示科目に表示されます。規制繰延勘定残

高がOCIで認識される項目に関連する場合、そ

の変動はOCIに分類されます。 

1株当たり利益（EPS）を表示する企業は、規制繰

延勘定の変動を除外したEPSと、変動を含めた

EPSとを損益計算書に表示する必要があります。 

開示 

本基準は、規制の内容およびリスク、ならびに財務

諸表への影響に係る情報の開示を要求しており、

以下が含まれます。 

 料金規制の内容および範囲の記述 

 各残高の将来の回収または返還が、リスク

および不確実性の影響をどのように受ける

のか 

 規制繰延勘定残高の認識および測定の

基礎 

 期首残高から期末残高への調整表 

考察 

IFRS第14号は、IFRSの初度適用企業で、従前の

会計原則に従った会計方針に基づいて料金

規制から生じる残高を現在認識している企業に、

影響を与えます。これは、公益事業において

一般的ですが、この暫定基準は、価格規制が行

われている他の業界にも影響を与える可能性が

あります。 

次のステップ 

IFRS第14号は、2016年1月1日より適用され、早期

適用は認められます。適用は強制ではありません

が、このガイダンスを適用する企業は、IFRSの適

用に伴う影響の検討を開始する必要があります。 
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新基準 

 
顧客との契約から生じる収益 

IFRS第15号 

発効日 

2018年1月1日以後開始する事業年度に適用。早期適用は認められる。 

 
論点 

2014年5月、米国財務会計基準審議会（FASB）

とIASB（以下、「両審議会」）は、漸く、コンバー

ジェンスされた収益認識に関する基準を公表し

ました。収益プロジェクトを注視してきた人々は、

一部の業界において重要な変更が生じる可能

性があり、また、ほぼすべての企業において

一定レベルの変更が生じると考えています。 

影響 

この新しい基準は、IFRSまたはUS GAAPを適用

する多くの企業に影響を与えることになります。

また、現在業種別ガイダンスに従っている企業

は、最も大きな影響を受けるでしょう。以下では、

新基準への移行にあたり、企業に最も重要な課

題が生じる可能性のある領域の一部を要約して

います。 

支配の移転 

収益は、顧客が財またはサービスの支配を獲得し

たときに認識されます。顧客は、財またはサービス

の使用を指図し、その財またはサービスからの便

益を獲得する能力を有する場合に支配を獲得しま

す。支配の移転は、リスクと経済価値の移転と必ず

しも同じではなく、また今日考えられている利益稼

得過程の結果とも必ずしも同じではありません。ま

た企業は、収益を一定期間にわたり認識すべきか、

一時点で認識すべきかの判断にあたり、新しいガ

イダンスを適用する必要があります。 

変動対価 

企業は、特定の将来事象が発生するかしないか

によって変動する対価を受け、財またはサービス

を提供することに合意する場合があります。その

ような例としては、返金を受取る権利、業績ボー

ナス、ペナルティー等があります。現在、これら

の金額は、多くの場合、不確実性が解消される

まで収益として認識されません。しかし今後は、

変動対価の見積りは、見積りが変更された際に

その金額が重大な収益の戻入れとならない可能

性 が 非 常 に 高 い （ な お 、 US GAAP で は

「probable」、IFRSでは「highly probable」と表記

しています）場合には、取引価格に含まれます。

経営者は、変動対価全額がこの規準を満たさ

ない場合であっても、その一部（最小限の金額）

がこの規準を満たしているかどうかを検討する

必要があります。この一部の金額が、財または

サービスが顧客に移転されたときに収益として

認識されます。このことは、現在すべての不確実性

が解消されるまで変動対価を計上していない

多くの業界の企業に影響を与える可能性があり

ます。経営者は、各報告期間にこの見積りを

再評価し、それに合わせて収益を調整する必要

があります。 

また、変動対価が売上高ベースまたは使用量

ベースのロイヤルティである知的財産のライセンス

については、狭い範囲の例外規定があります。 

独立販売価格の比率に基づく取引価格の
配分 

単一の取決めにおいて複数の財またはサービス

を販売している企業は、その対価をそれぞれの

財またはサービスに配分しなければなりません。

この配分は、企業がそれぞれの財またはサービ

スに対して単独で顧客に請求するであろう価格

に基づきます。US GAAPに従って財務報告を

行ない、カスタマー・ロイヤルティ・ポイントを発

行しているような一部の企業は、これまでこのよ

うな評価を要求されていなかった財またはサー

ビスについて、独立販売価格を決定する必要

があります。
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新基準 

ライセンス 

企業の知的財産を顧客にライセンスを供与する

場合には、当該ライセンスが一定の期間にわた

り移転するか、あるいは一時点で移転するかを

決定することが必要になります。一定の期間にわ

たり移転するライセンスは、ライセンス期間を通じ

て存在する企業の知的財産へのアクセスを顧客

に認めるものです。一時点で移転するライセンス

は、ライセンスを供与した時点で存在した企業の

知的財産を使用する権利を顧客に認めるもので

す。ライセンスが供与された時点で収益を認識

するためには、顧客が、知的財産のライセンスの

使用を指図し、ライセンスからの残りの便益のほ

とんどすべてを獲得できなければなりません。本

基準には、企業がこのような評価を行うにあたっ

て参考となるいくつかの例が含まれています。 

貨幣の時間価値 

一部の契約には、顧客あるいは企業に対して

（明示的あるいは黙示的に）重大な資金提供の

便益を提供するものがあります。これは、企業に

よる履行と顧客による支払の時期が大幅に異な

る可能性があることによります。契約に重大な金

融要素が含まれる場合、企業は取引価格に貨

幣の時間価値について調整しなければなりませ

ん。本基準は、このガイダンスの適用にあたって

一定の例外と、財またはサービスの移転と支払と

の間が1年未満の場合に企業が貨幣の時間価

値を考慮しないことを許容する実務上の便法を

設けています。 

契約コスト 

企業では、しばしば契約の獲得あるいは履行の

ためのコスト（販売手数料あるいは搬入活動など）

が発生することがあります。一定の要件を満たす

契約コストは、資産計上され、収益が認識される

につれて償却されます。場合によっては、より多

くのコストが資産計上されることが予想されます。

また経営者は、本基準の適用時点で完了してい

ない契約にかかる契約コストの会計処理方法を

検討することも必要になります。 

 

 

 

 

開示 

認識された収益および既存の契約から将来に認

識されると見込まれる収益の両者についての洞

察を提供するために、より広範な開示が要求さ

れています。また、計上する収益を決定するため

に、経営者が行った重要な判断および当該判断

の変更についての定量的情報および定性的情

報が提供されることになります。 

発効日および経過措置 

IFRS第15号は、2018年1月1日以後開始する事

業年度より適用されます。早期適用は認められ

ます。 

企業は、表示されている過去の各報告期間に

本収益基準を遡及的に適用する（完全遡及アプ

ローチ）か、または、遡及適用して本基準の適用

開始による累積的影響を適用開始日に資本の部

に計上する（簡素化した移行方法）かのいずれか

の方法を用いることができます。企業が本基準

を完全遡及することを選択している場合、いくつか

の実務上の便法を適用することができます。 
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新基準 

 
リース 

IFRS第16号 

発効日 

2019年1月1日以後開始する事業年度に適用。早期適用は認められる（ただし

IFRS第15号も適用されていることが条件）。 

 
論点 

IASBは、2016年1月、長いあいだ取り組んできたリ

ース会計プロジェクトを完了し、IAS第17号の現行

ガイダンスを置き換えるIFRS第16号「リース」を公

表しました。新基準では、とりわけ借手による会計

処理に幅広い範囲の変更を要求しています。 

主な規定 

IAS第17号の下で、借手は、ファイナンス・リース

（オン・バランスシート）とオペレーティング・リース

（オフ・バランスシート）を区別することが要求され

ていました。IFRS第16号は、借手に、実質的に

すべてのリース契約について、将来のリース料総額

を反映するリース負債および「使用権資産」を認識

することを要求しています。IASBは、特定の短期

リースおよび少額資産のリースについて、任意の

免除規定を含めました。ただし、この免除規定は、

借手のみが適用できるものです。 

貸手の会計処理は現行基準とほとんど変わりま

せん。しかし、IASBは、リースの定義に関するガイ

ダンス（および、契約の結合および区別に関する

ガイダンス）を更新しているため、貸手も新基準に

影響を受けることになります。少なくとも、借手の

新たな会計モデルは、貸手と借手の間の交渉に

影響を与えると見込まれます。 

IFRS第16号の下では、契約が一定期間にわたり

対価と交換に特定の資産の使用を支配する権利

を移転する場合、その契約はリースであるか、

または、リースを含みます。 

影響 

IFRS第16号は、多くの借手の財務諸表に重大な

影響を与える可能性があります。 

 

財政状態計算書 

新基準は、貸借対照表および負債/資本比率な

どの関連比率の双方に影響を与えます。業種、

およびこれまでIAS第17号の下でオペレーティン

グ・リースに分類していたリース契約の数に応じて、

この新たなアプローチは、貸借対照表上の負債

を著しく増加させる結果となります。 

包括利益計算書 

借手は、リース負債に係る利息費用および使用

権資産の償却費を損益計算書に表示しなければ

なりません。IAS第17号の下におけるオペレーティ

ング・リースとの比較では、費用間の配分だけで

なく、リース期間の各期間で認識する費用の合計

金額も変わります。使用権資産の定額の償却とリ

ース負債に適用される実効金利法の組み合わせ

により、リース期間の前半の費用計上は現行より

も増加し、リース期間の後半の費用計上は現行よ

りも減少することになります。 

キャッシュ・フロー計算書 

また、新たなガイダンスは、キャッシュ・フロー計算

書についても変更します。これまでオペレーティ

ング・リースとして分類されていた契約に関連する

リース料は、今後、全額を営業活動によるキャッシ

ュ・フローとして表示することをしなくなるためです。

（企業が利息の支払いを営業活動によるキャッシ

ュ・フローとして表示する方針である場合には）リ

ース料総額のうちリース負債に係る利息を反映す

る部分のみが、営業活動によるキャッシュ・フロー

として表示されます。リース負債の元本部分につ

いての現金支払は、財務活動に分類されます。リ

ース負債の測定に含まれない、短期リースの支払、

少額資産のリースの支払および変動リース料の

支払は、営業活動において表示されます。
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新基準 

経過措置 

IFRS第16号は、2019年1月1日以後開始する事業

年度より適用されます。早期適用も認められます

が、これはIFRS第15号「顧客との契約から生じる

収益」と併せて適用する場合に限られます。移行

を容易にするために、企業は、完全遡及適用で

はなく、使用権資産およびリース負債の測定に関連

する特定の救済措置を含む「簡素化アプローチ」

を選択することができます。また、この「簡素化

アプローチ」は、比較数値の修正再表示を要求し

ていません。さらに、実務上の便法として、企業は、

契約が適用開始日時点でリースかどうか、また、

リースを含むかどうかの再評価を要求されません

（すなわち、このような契約は「適用除外」となり

ます）。 

考察 

今すぐ準備を開始しましょう 

企業は、すべてのリース契約を識別し、使用権資

産およびリース負債の測定値の算定に必要な情

報を入手し、ならびに新たな開示を作成するため

のシステムおよびプロセスの適用を確実にしてお

かなければなりません。 
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年次改善プロジェクト 2010 年-2012 年サイクル 

 
年次改善プロジェクト 2010年-2012年サイクル 

発効日 

以下の表の発効日欄を参照。 

以下の表は、年次改善プロジェクト（2010年－2012年

サイクル）により生じる基準の変更の中でも比較的重要な

ものおよびそれが経営に及ぼす影響を示しています。 

 

基準書 修正内容 発効日 

IFRS 第 2 号「株式に基づく報酬」に対

する修正 

本基準の修正では「権利確定条件」の定義

を明確化し、「業績条件」と「勤務条件」を

別々に定義している。 

付与日が 2014年 7月 1日以後の株式に

基づく報酬取引 

IFRS 第 3 号「企業結合」 本基準の修正により、金融商品の定義を満

たす条件付対価を支払う義務は、IAS 第 32

号「金融商品：表示」における定義に基づ

き、金融負債または資本として分類されるこ

とが明確化された。 

さらに本基準の修正により、資本に分類され

ていない条件付対価はすべて（金融資産お

よび非金融資産のいずれも）、各報告日にお

いて公正価値で測定し、その公正価値の変

動を純損益に認識することが明確化された。 

なお、IFRS 第 9 号、IAS 第 37 号および IAS 第

39 号に対する結果的修正も行われている。 

取得日が 2014年 7月 1日以後の企業結

合に適用 

IFRS 第 8 号「事業セグメント」 本基準の修正により、事業セグメントを集約

する際に経営者が行った判断について、開

示が要求される。この開示要求には、集約さ

れているセグメントの記述、ならびに集約さ

れたセグメントが同様の経済的特徴を共有し

ていると判断した際に検討した経済的指標

が含まれる。 

さらに本基準の修正により、セグメント資産と

企業の資産との調整表は、セグメント資産が

報告されている場合に要求されることになる。 

2014 年 7 月 1 日以後開始する事業年度 
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年次改善プロジェクト 2010 年-2012 年サイクル 

基準書 修正内容 発効日 

IFRS 第 13 号「公正価値測定」 IFRS第 13号の公表時に、結果的修正として

IFRS 第 9 号 B5.4.12 項および IAS 第 39 号

AG79 項が削除された。これにより、割り引か

ないことの影響に重要性がない場合であっ

ても、企業は短期の債権債務を請求金額で

測定できなくなったとの懸念が生じた。IASB

は、IFRS 第 13 号の「結論の根拠」を修正し、

こうした場合に短期の債権債務を請求金額

で測定できる取扱いを廃止する意図はなか

った旨を明確にした。 

該当なし（「結論の根拠」のみの修正） 

IAS 第 16 号「有形固定資産」および 

IAS 第 38 号「無形資産」 

IAS 第 16 号と IAS 第 38 号の修正により、企

業が再評価モデルを適用した場合における

減価償却累計額控除前の帳簿価額と減価

償却累計額の処理方法が明確化された。 

資産の帳簿価額は、再評価額に修正再表

示される。 

また、減価償却累計額控除前の帳簿価額と

減価償却累計額は、以下のいずれかの方法

で処理されることになる。 

• 減価償却累計額控除前の帳簿価額を、

帳簿価額の再評価と整合的な方法で

修正再表示し、減価償却累計額を、

減価償却累計額控除前の帳簿価額と

減損損失累計額控除後の帳簿価額と

の間の差額と等しくなるよう調整する。 

• 減価償却累計額を、当該資産の減価償

却累計額控除前の帳簿価額と相殺消

去する。 

2014 年 7 月 1 日以後開始する事業年度 

IAS 第 24 号「関連当事者についての

開示」 

本基準は、報告企業または報告企業の親会

社に対し経営幹部サービスを提供している

企業（「経営管理企業」）を、関連当事者に含

めるよう修正されている。 

報告企業は、経営管理企業において当該経

営管理企業の従業員または取締役に支払っ

た報酬を開示することは要求されないが、提

供されたサービスについて経営管理企業が

報告企業に対して請求した金額を開示する

ことが要求される。 

2014 年 7 月 1 日以後開始する事業年度 
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年次改善プロジェクト 2012 年-2014 年サイクル 

 
年次改善プロジェクト 2012年-2014年サイクル 

発効日 

以下の表の発効日欄を参照。 

以下の表は、年次改善プロジェクト（2012年－2014年

サイクル）により生じる基準の変更の中でも比較的重要な

ものおよびそれが経営に及ぼす影響を示しています。 

 

基準書 修正内容 発効日 

IFRS第5号「売却目的で保有する非流

動資産及び非継続事業」―処分方法 

本修正は、資産（または処分グループ）を「売

却目的保有」から「分配目的保有」へ、または

「分配目的保有」から「売却目的保有」へ分類

変更する場合、これは売却計画または分配

計画の変更にはあたらず、また IFRS第5号に

おける売却計画または分配計画の変更に係

る会計処理を適用してはならないことを明確

にしている。これは、単に資産（または処分グ

ループ）の処分方法が変更されたことで、あ

たかも過去に「売却目的保有」または「分配目

的保有」として分類されていなかったかのよう

に、財務諸表上で当該資産（または処分グル

ープ）を再度表示する必要はないことを意味

する。また本修正は、「分配目的保有」の会計

処理を中止するが「売却目的保有」には分類

変更されない資産（または処分グループ）に

対して、売却計画の変更に係るガイダンスを

適用する必要があることを明記することで、本

基準の不備を修正している。 

2016 年 1 月 1 日以後開始する事業年度 
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年次改善プロジェクト 2012 年-2014 年サイクル 

基準書 修正内容 発効日 

IFRS 第 7 号「金融商品：開示」 IFRS 第 7 号に対して 2 つの修正がある。 

1. サービシング契約 

譲渡人に資産の認識の中止が認められる

条件下で、企業が金融資産を第三者に譲

渡する場合、IFRS第7号は、企業に対し、

その企業が譲渡資産において依然として

有する可能性のあるすべての種類の継続

的関与を開示するよう要求している。 

IFRS 第 7 号は、こうした状況において継続

的関与が何を意味するかについてのガイダ

ンスを提供している。また、本修正は、金融

資産のサービシング契約条件が継続的関

与なのかどうかを経営者が判定するために

個別のガイダンスを追加するものである。

本修正は将来に向かって適用されるが、

遡及的に適用することも可能である。同じ

救済措置を初度適用企業に提供するた

め、IFRS 第 1 号に対する結果的修正が含

まれている。 

2. 期中財務諸表 

本修正は、修正 IFRS 第 7 号「開示―金融

資産及び金融負債の相殺」の要求する追

加開示が、IAS 第 34 号により要求されて

いない限り、すべての期中期間において

具体的に要求されるわけではないことを

明確にしている。本修正は遡及的に適用

される。 

2016 年 1 月 1 日以後開始する事業年度 

IAS 第 19 号「従業員給付」 本修正は、退職後給付債務の割引率の算定

では、当該負債がどの国で発生したかではな

く、どの通貨建てであるかが重要であることを

明確にしている。優良社債の市場の厚みが

存在するかどうかの判断は、当該負債が発生

した国の社債ではなく、当該負債と同じ通貨

建ての社債に基づく。同様に、当該通貨建て

の優良社債について厚みのある市場が存在

しない場合には、当該通貨建ての国債を用

いなければならない。本修正は遡及的に適

用されるが、表示する最も古い期間の期首ま

での遡及に限定される。 

2016 年 1 月 1 日以後開始する事業年度 
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年次改善プロジェクト 2012 年-2014 年サイクル 

基準書 修正内容 発効日 

IAS 第 34 号「期中財務報告」 本修正は、IAS 第 34 号における「期中財務

報告書の他の箇所における情報」の意味を

明確にしている。さらに、本修正では、期中

財務諸表から当該情報の場所への相互参照

を含めることを要求するよう IAS 第 34 号を修

正している。本修正は遡及的に適用される。 

2016 年 1 月 1 日以後開始する事業年度 
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