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IASB が、2010-12 年サイクルの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？

IFRS 第 3 号「企業結合」

国際会計基準審議会（IASB）は、2010-12年サイク
ルの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。これには、以下の10の基準に影響を与える
修正が含まれています。

当修正案は、金融商品の定義を満たす条件付対価
は、IAS第32号に従って資本または金融負債のいず
れかに分類されることを明確にしています。他の
IFRSへの参照は削除されています。当修正案はさら
に、金融負債に分類された条件付対価は、事後的
に公正価値で測定され、IFRS第9号の要求事項に
基づいて、その公正価値の変動を純損益またはそ
の他の包括利益に表示することを明確にしています。
当修正案は、IFRS第9号に対する付随的な修正を含
んでいます。

当修正案は、国際財務報告基準（IFRS）第2号、
IFRS第3号、IFRS第8号、IFRS第13号、国際会計基
準（IAS）第1号、IAS第7号、IAS第12号、IAS第16号、
IAS第24号およびIAS第36号に影響を与えます。
IFRS第3号の修正を除く修正案は、2014年1月1日以
後開始する事業年度から適用される予定であり、
IFRS第3号の修正は、2015年1月1日以後の企業結
合について適用されます。
IASBは、各修正案の初度適用についての経過措置
および発効日に関するコメントを募集しています。
コメント募集は2012年9月5日が期限となっています。
当修正案の概要は、以下のとおりです。

IFRS 第 2 号「株式報酬」
当修正案では、「権利確定条件」の定義を「業績条
件」か「勤務条件」のいずれかであることを明確にし
ており、その条件を個別に定義しています。業績条
件は、所定の期間の勤務および当該勤務が履行さ
れる間に特定の業績目標を達成することを要求して
います。勤務条件は、所定の期間の勤務を完了する
ことを要求していますが、業績目標の達成は含まれ
ていません。

IFRS 第 8 号「事業セグメント」
IFRS第8号に対して2つの修正があります。


事業セグメントを集約している場合、企業は、報
告セグメントを識別するために使用した要素を開
示することが要求されます。



IASBは、セグメント資産の詳細が最高経営意思
決定者に報告されている場合にのみ、セグメント
資産と企業の資産の調整表が要求されることを
明確にしています。

IFRS 第 13 号「公正価値測定」
IFRS第13号の「結論の根拠」に対する修正案では、
IASBは、割引の影響が重要でない場合に、割り引か
ずに短期の債権債務を測定する企業の能力を排除
するために、IFRS第13号によって意図的にIFRS第9
号およびIAS第39号を変更したわけではなかったこと
を明確にしています。
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IAS 第 1 号「財務諸表の表示」
当修正案は、企業が、同一貸手との同一または類似
条件による既存の融資契約に基づいて返済期限が
報告期間後少なくとも12カ月後となるような借換えや
ロールオーバーを予定しており、それが企業の自由
裁量である場合、当該債務を非流動に分類すること
を明確にしています。

IAS 第 16 号「有形固定資産」および
IAS 第 38 号「無形資産」
当修正案は、再評価モデルを適用した場合の評価
実施日における減価償却累計額の算定方法を明確
にしています。

IAS 第 24 号「関連当事者についての開示」

当修正案は、資産化された利息の分類は、支払利
息が資産化されている資産の分類に従うことを明確
にしています。

当修正案は「関連当事者」の定義を拡大し、報告企
業に対して経営（マネジメント）サービスを提供する
企業を含めています。それらの企業が提供する経営
（マネジメント）サービスにかかる費用として計上され
る金額の開示が要求されます。

IAS 第 12 号「法人所得税」

IAS 第 36 号「資産の減損」

当修正案は、企業が未実現損失に対して繰延税資
産をどのように認識するかを明確にしています。

当修正案は、当期に重要な減損損失または減損損
失の戻入れがあった場合に要求される開示が、回収
可能価額を「使用価値」または「売却費用控除後の
公正価値」のいずれを用いて見積もったとしても、同
様になることを明確にしています。

IAS 第 7 号「キャッシュ・フロー計算書」

税法により特定のタイプの所得に対して税務上の欠
損金を使用することが制限されている場合、企業は、
繰延税金資産を認識するために、そのタイプの十分
な課税所得が見込まれるかどうかを評価します。
企業による繰延税金資産の認識の査定に対する課
税所得は、将来減算一時差異が解消する前の金額
となります。タックス・プランニングの実行とは、課税
所得を創出または増加させる行動です。
公開草案には設例が示されており、明確化されたこ
れらの修正案について説明しています。

影響を受ける企業は？
提案されている修正は、一見したところマイナーチェ
ンジのように見えます。しかし、影響を受ける場合、
その影響は重大となる可能性があります。

何をすべきか？
それぞれの修正案を熟読し、貴社に対する影響を
決定した上で、修正案に関するコメントを提出するか
どうかを検討してください。
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