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IASB が、2013 年度から適用される 6 つの基準に対する
「年次改善」を公表
下記の表は、2009-2011 サイクルの年次改善プロジェクトから生じた、基準に対するより重要な変更およびそれら
が経営に与える影響を概説しています。

基準

修正

実務に与える影響

発効日

IFRS第1号「国際財務報告

当修正は、特定の状況において、

 以前に IFRS を適用していたもののその後適用

2013年1月1日以後開始する事

基準の初度適用」に対す

企業はIFRS第1号を再度適用でき

を中止した企業が、IFRS の適用を再開する場

業年度に遡及適用する。早期

る修正

ることを明確にしている。

合、当該企業は IFRS 第 1 号の適用を認められ

適用は認められる。

る。しかし、これは強制ではない。
 IFRS 第 1 号の規定は、IFRS への移行プロセス
を容易にすることを意図している。以前に IFRS
財務諸表作成者であった企業にとって、今ま
で IFRS を適用して財務諸表を作成したことが
なかったかのように IFRS 第 1 号を適用すること
は、単に IFRS を適用して財務諸表の作成を再
開するよりも負担が大きくなる可能性がある。
当修正は、IFRS 第 1 号を適用するか否かの選
択を認めている。
 当修正は、乱用を避けるために IFRS 適用の財
務諸表の作成を中止した理由と再開した理由
を開示するよう経営者に要求している。
IFRS第1号「国際財務報告

当修正は、企業がIAS第23号「借入

企業が選択したいずれかの日付からIAS第23号

2013年1月1日以後開始する事

基準の初度適用」に対す

費用」の適用時期としてIFRS移行

を適用するにあたり、

業年度に遡及適用する。早期

る修正

日またはIFRS移行日前の日付のい

 従前の会計原則に基づく借入費用は修正再

適用は認められる。

ずれかを選択できることを明確にし
ている。

表示しない。かつ
 IAS 第 23 号は、借入費用が従前の会計基準
の下で資産化されていたかどうかに関係なく、
移行日時点で建設中であった適格資産にか
かる借入費用に適用される。
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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。

基準

修正

実務に与える影響

発効日

IAS 第 1 号「財務諸表の表

当修正は、企業が以下のいずれか

 企業が、IAS 第 8 号の要求により追加の財政状

2013年1月1日以後開始する事

示」に対する修正

によって、第3の財政状態計算書を

態計算書を作成する場合、当該財政状態計算

業年度に遡及適用する。早期

提供する場合の比較情報の開示

書は、前報告期間の開始日現在、すなわち、

適用は認められる。

要求を明確にしている。

期首の状態としなければならない。この財政状

 IAS 第 8 号「会計方針、会計上の

態計算書に関連する注記は要求されない。

見積りの変更及び誤謬」による

 経営者が任意で、たとえば損益計算書、財政

要求
 任意

状態計算書などの追加の比較情報を提供する
場合、これらの追加の計算書には関連する注
記を付けなければならない。

上記 IAS 第 1 号に対する

 派生的な修正は、初度適用企

修正の結果としての IFRS

業は表示されるすべての計算書

第 1 号に対する修正

に関連する注記を付けなければ

 初度適用企業は、移行時の財政状態計算書

2013年1月1日以後開始する事

に関連する注記を付けなければならない。

業年度に遡及適用する。早期
適用は認められる。

ならないことを明確にしている。
IAS 第 16 号「有形固定資
産」に対する修正

2013年1月1日以後開始する事

 当修正は、交換部品や保守器

 IAS 第 16 号の修正前の文言では、保守器具

具が有形固定資産の定義を満

は、一会計期間を超えて使用される場合であ

業年度に遡及適用する。早期

たす場合、棚卸資産ではなく有

っても棚卸資産として分類しなければならない

適用は認められる。

形固定資産として分類すること

と規定されていた。当修正により、一会計期間

を明確にしている。

を超えて使用されるこのような器具は有形固定
資産に分類される。

IAS 第 32 号「金融商品：表
示」に対する修正

 修正前の IAS 第 32 号では、分配の税効果およ

2013年1月1日以後開始する事

にかかる法人所得税の取り扱い

び資本取引の税効果を純損益または資本の

業年度に遡及適用する。早期

を明確にしている。

いずれにおいて会計処理しなければならない

適用は認められる。

 当修正は、分配および取引費用

かが曖昧であった。
 当修正は、IAS 第 12 号に従って会計処理する
ことを明確にしている。そのため、分配にかか
る法人所得税は純損益において認識され、資
本取引の費用にかかる法人所得税は資本に
おいて認識される。
IAS第34号「中間財務報
告」に対する修正

 当修正は、中間財務諸表にお
けるセグメント資産および負債の
開示要求を明確にしている。

 当修正は、IAS 第 34 号を IFRS 第 8 号「事業セ
グメント」に整合させている。
 資産および負債の合計額の測定値が最高経

2013年1月1日以後開始する事
業年度に遡及適用する。早期
適用は認められる。

営意思決定者（CODM）に定期的に提供され
ており、その測定値について直近の年次財務
諸表から重要な変動があった場合は、測定値
の情報を中間財務諸表の事業セグメントに示
さなければならない。
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