Straight away
IFRS bulletin from PwC
5 August 2011

IASB が IFRS 第 9 号の発効日の延期を提案
何が問題となっているか？
国際会計基準審議会（IASB）は、国際財務報告基
準（IFRS）第9号「金融商品」の発効日を2015年1月1
日以降に開始する事業年度に延期することを提案
する公開草案を公表しました。当初の発効日は2013
年1月1日以降に開始する事業年度でした。
これは、IASBが国際会計基準（IAS）第39号を置き換
えるプロジェクト（減損やヘッジ会計など）の残りのフ
ェーズの完了期限を2011年6月以降に延期したこと
による提案で、保険プロジェクトの延期と同様のもの
です。
この公開草案は、企業がIAS第39号を置き換えるプ
ロジェクトのすべてのフェーズの規定を同時に適用
することを許容することの重要性を確認しています。
この公開草案は、IFRS第9号へのさらなる変更は提
案していませんが、企業がIFRS第9号を早期適用す
る場合に比較情報開示が免除されるべきかどうかに
関し、追加的な質問を提示しています。現在、2012
年1月1日より前にIFRS第9号を適用する企業は過年

度の修正再表示を求められていません。また、この
公開草案はこの例外規定の変更をすることは提案し
ていません。

影響を受ける企業は？
ほとんどの企業は金融商品を保有しているため、将
来のどこかの時点においてIFRS第9号を適用する必
要があります。この公開草案は、企業が規定を満た
すために必要な追加的な時間を与えることを提案し
ています。

何をすべきか？
コメントの募集期限は2011年10月21日です。経営者
は、発効日を延期するIASBの決定についてコメント
を行うかどうか、そしてIFRS第9号を早期適用する際
には比較情報開示の免除を希望するかどうかを検
討すべきでしょう。
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