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April 2014 No.14-4 

IFRS Digest  
 

国際財務報告基準（IFRS）を巡る動向 
2014年4月1日～2014年4月30日 

1. 国際会計基準審議会（IASB）及び欧州等の動向 

(1) IFRSの動向 

① 作業計画の更新 

国際会計基準審議会（IASB）は、2014年4月30日付で作業計画を更新した 1。次ページ

の表は、主なプロジェクトについて、IFRS Digest 14-3の1.（1）①で取り上げた2014年3

月26日付の作業計画と、2014年4月30日付の作業計画との比較を示したものである。

主要プロジェクト（MOU関連）の公表物に関する主要な変更点は、以下のとおりである。 

 ダイナミックリスク管理の会計処理：マクロヘッジのためのポートフォリオ再評価ア

プローチについては、2014年4月に討議資料が公表された（後述③参照）。これに

伴い、ステータスがパブリック・コンサルテーションに変更された。 

 収益認識の最終基準書の公表日には、2014年4月30日付けのワーク・プランでは

記載されていないが、2014年4月25日に2014年5月下旬に最終基準が公表される

予定であるというプレス・リリースがIASBから公表されている2。 

 

                                                           
1 http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Pages/IASB-Work-Plan.aspx 

2 http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Revenue-Recognition/Project-news-history/Pages/Project-update-April-2014.aspx  

 

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-digest/Pages/ifrs-digest-2014-03.aspx
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プロジェクト 公表物等 2014年3月26日 2014年4月30日 

アジェンダ協議 

2回目の意見募集 
 

2015年 
2015年 

（変更なし） 

金融危機関連プロジェクト 

IFRS第9号 金融商品（IAS第39号の差替え） 

 分類及び測定 

（見直し） 
最終基準書 2014年2Q 

2014年2Q 

（変更なし） 

減損 最終基準書 2014年2Q 
2014年2Q 

（変更なし） 

ダイナミックリスク管理の

会計処理（マクロヘッジ） 

討議資料 2014年1Q-2Q 

－ 

（2014年4月に公表

済み） 

パブリック・コンサル

テーション 
－ 2014年2Q-3Q 

MOU項目関連プロジェクト 

リース 再審議 2014年1Q 2014年2Q 

収益認識 最終基準書 2014年2Q 
－ 

（2014年5月下旬） 

 

② 審議中のMOU項目関連・金融危機関連のプロジェクトの動向 

審議中のMOU項目関連・金融危機関連のプロジェクトに関する、2014年3月のボード

会議までの動向については、過去のIFRS Digestを参照。2014年4月のボード会議3では、

リースの審議が行われている。 

 リース 

IASBは、FASBとの合同会議で、契約変更及び契約の結合、変動リース料並びに

割引率について議論した。2014年4月のボード会議における暫定合意は以下のとお

りである。 

契約変更 

契約変更の定義 
 リースの当初の契約条件に含まれない、すべての契約条件の変更とする 

 契約変更の定義に該当するか否かは、形式ではなく、実質で判断する 

契約の変更を別個

の新しいリースとし

て会計処理するか

否かの判断 

借手、貸手ともに、以下の両方の条件を満たす場合に、契約の変更を当初の契約とは別の新しいリー

スとして会計処理する 

 当初のリースには含まれていない追加的な使用権が借手に付与される 

 追加的な使用権が、その単独の価格に見合った価格に設定されている 

  

                                                           
3 http://media.ifrs.org/2014/IASB/April/IASB-Update-April-2014.pdf 

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-digest/Pages/Default.aspx
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別個の新しい

リースに該当

しない契約変

更の会計処

理 

借手 

 リースの範囲または対価を変更する場合、変更時の割引率を用いてリース負債を再測定する 

 使用権資産については、以下のとおり会計処理する 

－ リースの範囲を拡大するか、対価を変更する場合：対応する使用権資産の残高を修正する  

－ リースの範囲を縮小する場合：使用権資産の残高を減少させ、損益を認識する  

貸手 

 タイプAのリース：IFRS第9号「金融商品」（またはASU Topic 310「売上債権」）に従って会計処理す

る 

 タイプBのリース：契約変更日から新しいリースとして取り扱う（当初のリースに対する前払いまたは

未払いのリース料がある場合は、契約変更後のリースに関するリース料の一部と考える） 

契約の結合 

リースの最終基準に、どのような場合に2つ以上の契約を1つの取引として扱うべきか（契約の結合）に関する指針を設ける（近

日公表予定の収益認識の基準に類似） 

変動リース料 

当初測定 

 リース資産及びリース負債の当初測定値に含める変動リース料は、指数またはレートに基づく変

動リースのみに限定する 

 当初測定は、リース開始時の指数またはレートに基づいて行う 

指数または

レートに基づ

く変動リース

料の見直し 

借手 

指数またはレートに基づく変動リース料は、以下の場合に見直す 

（IASBとFASB共通） 

 指数またはレートの変動以外の理由（例：リース期間の見直し）により、借手がリース負債を見直し

た場合 

（IASBのみ） 

 参照した指数またはレートの変動により、キャッシュフローの変動が生じる場合 

貸手 見直しを要求しない 

質的に固定支払であ

る変動リース料 

 実質的に固定リース料である変動リース料を、リース料の定義に含めるという原則を維持するとと

もに、明確な指針を追加する 

 特定の変動リース料は実質的に固定リース料であるという概念は、現行実務においても存在する

考え方である旨を結論の根拠に記載する 

割引率 

割引率の定義 

借手 

 借手の追加借入利子率の定義に含まれる「価値」が何を意味するかについて、適用ガイダンスで

明確にする 

 それ以外については、2013年公開草案からの変更は行わない 

貸手 

 貸手が借手に課すレートは、リースの計算利子率であることを説明する（現行IAS第17号に整合。

2013年の改訂公開草案からの変更）  

 リースの計算利子率の定義に当初直接コストを含める（現行IAS第17号に整合。2013年の改訂公

開草案からの変更）  

割引率の見直し 
借手 

 以下の変更がなされた場合にのみ、割引率の見直しを求める 

－ リース期間 

－ 借手が原資産を購入するオプションの権利行使することが合理的に確実であるかどうかの

評価 

（参照金利が変更された場合に割引率を見直すという2013年の公開草案の提案は削除された） 

貸手 見直しを要求しない 
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③ MOU項目関連以外の主なプロジェクト（公開草案公表済みのもの） 

 討議資料「ダイナミックリスク管理の会計処理：マクロヘッジのためのポートフォリオ

再評価アプローチ」を公表 

IASBは2014年4月17日、討議資料「ダイナミックリスク管理の会計処理：マクロヘッジ

のためのポートフォリオ再評価アプローチ」 4を公表した。ポートフォリオ再評価アプ

ローチ（PRA）は、企業が行うダイナミックリスク管理の実態を財務諸表に忠実に表

現することを目的とした全く新たな会計手法として提唱され、将来的には広範なリス

ク・業種への展開が模索されている。 

本公開草案の概要については、あずさ監査法人のIFRS News Flash（日本語）及び

IFRS IN THE HEADLINES 第2014/06号（英語）を参照。 

 

④ その他のプロジェクト 

 リサーチ・プログラムのアップデート： 

ボード会議では、証拠に基づく基準設定プロセスを目指すための取組みとして、ウェ

ブサイト上にリサーチ・センターを開設したことが取り上げられた（後述⑤参照） 

 農業：果実生成型植物（IAS第16号「有形固定資産」及びIAS第41号「農業」の改訂案） 

 概念フレームワーク 

 投資企業：投資企業に対する持分の会計処理と連結の免除の明確化（IAS第10号

及びIAS第28号の修正案）  

 料金規制活動：研究プロジェクト 

 個別財務諸表における持分法 

 概念フレームワーク 

 開示に関する取組み 

 IFRS解釈指針委員会（IFRS-IC）の論点 

 限定的な改訂－IFRS第2号「株式に基づく報酬」 

 

⑤ ウェブサイト上にリサーチ・センターを開設 

IASBは2014年4月22日、ウェブサイト上にリサーチ・センターを開設したことを公表した 5。

このリサーチ・センターは、IASBが今後2-3年で検討する予定の論点の認知度を向上さ

せること、リサーチ・プロジェクトに従事する専門家のサポートを行うこと、及び証拠に基

づく基準設定を目指すために貢献することを主な目的としている。 

リサーチ・センターのウェブサイトでは、現在実施されているリサーチ・プロジェクトを紹

介するとともに、リサーチ・プロジェクトに情報を提供する方法や、学識経験者や会計事

務所、大手企業、政府機関及び基準設定主体からの出向者がリサーチや教育活動に

参加するフェローシップ・プログラム制度などが紹介されている。 

                                                           
4 （IASBのプレス・リリース）http://www.ifrs.org/Alerts/ProjectUpdate/Pages/IASB-publishes-Discussion-Paper-on-accounting-for-macro-hedging-April-2014.aspx 

 （討議資料） 

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Macro-hedge-accounting/DP

-April-2014/Documents/Discussion-Paper-Accounting-for-Dynamic-Risk-Management-April-2014.pdf 

5 http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IASB-launches-the-IFRS-Research-Centre-April-2014.aspx 

http://www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2014-04-22.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/ifrs-in-the-headlines/Pages/ifrs-in-the-headlines-2014-06.aspx
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(2) 欧州におけるその他の動向 

① ESMAが執行決定データベース抜粋（第15回）を公表  

欧州証券市場監督局（European Securities and Markets Authority：ESMA）は2014年4

月9日、執行決定データベース抜粋（第15回）を公表した6。この抜粋からは、EU加盟国

の各規制当局等が、どのような会計処理がIFRSに準拠していると考えたか（ある会計処

理が基準書やIFRIC解釈指針で許容される範囲内か）を読みとることができる。ただし、

ここで示された決定はIFRSの解釈を意味するものではなく、解釈を行う役割はIFRS解釈

指針委員会にある点には留意が必要である。  

第15回の内容は以下のとおりである。  

 継続勤務を条件とした条件付対価の分類 

 事業を売却した際ののれんの配分 

 非継続事業として表示された個々のライセンスの売却 

 資金生成単位の識別 

 土地の公正価値の決定 

 持分法で会計処理される関連会社及び共同支配企業の当期純利益に対する持

分の表示の変更 

 上場コスト 

 ヘッジ会計の条件 

 表示通貨のヘッジ 

 最低積立要件 

 

(3) 最近開催されたIFRS関連の国際会議等 

2014年4月1日から2014年4月30日までに開催された主な国際会議は以下のとおりで

ある（2014年4月30日時点で公表済みのもの）。 

 IFRS財団評議員会7（2014年4月8-10日、シドニー） 

  

                                                           
6   http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-377_-_15th_extract_from_the_eecs_database_of_enforcement.pdf 

なお、日本公認会計士協会（JICPA）は、執行決定データベース抜粋の第14回までの仮訳を公表している（http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/ifrs/casestudy/）  

7 http://www.ifrs.org/Meetings/Pages/Trustees-April-2014.aspx 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-377_-_15th_extract_from_the_eecs_database_of_enforcement.pdf


6 

 © 2014 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network  
of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 

IFRS Digest No. 14-4 

 

 
2. 米国の動向 

(1) 財務会計基準審議会（FASB）の動向 

① 未完了のMOU項目関連のプロジェクトの動向 

FASBは2013年12月のボード会議 8において、金融資産の減損、分類、測定について、

IASBと合同で開発してきた事業モデル評価に基づくモデルの検討を続行しないことで暫

定的に合意した（IFRS Digest 13-12の1.（1）②及びあずさ監査法人のDefining Issues 

13-56（日本語）を参照）。FASBはその後単独で審議を行っている。 

FASBは2014年4月4日及び23日のボード会議9において、以下の事項について暫定的に合

意した。 

 現行のU.S. GAAPと同様に、金融商品の公正価値オプションを無条件に選択可能

とする（2014年2月の暫定合意を撤回）。 

 公正価値オプションを選択した金融負債については、発行商品に固有の信用リス

クに起因する公正価値の変動をその他の包括利益に認識する。 

 企業は公正価値の変動合計額のうち、ベースとなる市場リスク（リスク・フリー金利

等）の変動から生じる金額を超過する部分を、発行商品に固有の信用リスクの変

動によるものとみなすことができる。ただし、より忠実に表す他の方法があると企

業が考える場合には、その方法を代替として用いることもできる。 

金融商品に関する2014年4月のFASBのボード会議の概要については、Defining Issues 

14-19（日本語）、14-21（英語。近日中に日本語訳を掲載予定）を参照。 

 

② 非継続事業の定義を改訂するASUを公表 

FASBは2014年4月10日、会計基準更新書（Accounting Standards Update; ASU）第

2014-08号「非継続事業の財務報告及び企業の構成単位の処分に関する開示」 10を公

表した。ASU第2014-08号の主な内容は以下のとおりである。 

 非継続事業の定義が変更され、構成単位（グループ）の処分のうち、企業の営業ま

たは財務成績に主要な影響を及ぼす戦略的な変更を表すもののみが対象となった。

また、取得時に、売却目的保有に分類するための要件を満たす事業についても、非

継続事業に該当する。 

 継続的関与を有している場合は非継続事業に該当しないという規定は削除された。

ただし、継続的関与を有する非継続事業について一定の開示が求められる。 

 持分法投資の処分が非継続事業の定義に該当する場合は、非継続事業として報

告することが求められる。 

 非継続事業に関する開示が拡充された。また、非継続事業としては報告されないも

のの個々に重要性のある構成単位の処分についても、一定の開示が求められる。 

今回の改訂により、U.S. GAAPの非継続事業の定義はIFRSの定義に近付くことになる

が、会計基準は完全には共通化されていない。 

ASU第2014-08号の概要については、Defining Issues 14-20（英語）を参照。 

 

                                                           
8 http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage&cid=1176163665698&rss=1 

9 http://www.fasb.org/cs/ContentServer?site=FASB&c=Page&pagename=FASB%2FPage%2FSectionPage&cid=1218220079442 

10 http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176163964929 

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-digest/Pages/ifrs-digest-2013-12.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/defining-issues/Documents/defining-issues-13-56.pdf
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/defining-issues/Documents/defining-issues-13-56.pdf
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/defining-issues/Pages/defining-issues-14-19.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/defining-issues/Pages/defining-issues-14-19.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/defining-issues/Pages/defining-issues-14-21.aspx
https://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/defining-issues/Pages/defining-issues-14-20.aspx
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3. 日本の動向 

(1) 金融庁の動向 

① 指定国際会計基準の改正  

金融庁は2014年4月18日、｢連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に

規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件（平成21年金融庁告示69

号）｣等の一部を改正した11。  

これは、IASBが2013年12月31日までに公表した以下の国際会計基準について、「連結

財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条に規定する指定国際会計

基準（以下、指定国際会計基準）等として指定するものであり、公布の日である2014年4

月18日から適用される。  

 国際財務報告基準（IFRS）第9号「金融商品」（2013年11月19日公表）  

 国際会計基準（IAS）第19号「従業員給付」（2013年11月21日公表）  

 IFRSの年次改善（2010－2012年サイクル）（2013年12月12日公表）の公表に伴う

基準の改正 

 IFRSの年次改善（2011－2013年サイクル）（2013年12月12日公表）に伴う基準の

改正 

 

(2) 企業会計基準委員会（ASBJ）の動向 

① IFRSのエンドースメントに関する作業部会 

ASBJは、2013年7月25日に設置した「IFRSのエンドースメントに関する作業部会（以

下、作業部会）」において、「エンドースメントされたIFRS」を開発するための検討を行っ

ている（IFRS Digest 13-7の2.（2）②を参照）。エンドースメントされたIFRSの開発にあ

たっては、IASBが設定した個々の会計基準等を修正することなしに採択可能か否かを

判断するとともに、どのような項目についてガイダンスや教育文書等の作成が必要か

についても検討が行われる。 

第4回までの作業部会で、日本基準とIFRSの個別規定とを比較することにより、「検討

が必要な項目の候補」の抽出が行われた。第5回から第10回の作業部会では、「検討

が必要な項目の候補」に関する詳細な分析が行われた。 

                                                           
11  http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140418-2.html 

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-digest/Pages/ifrs-digest-2013-07.aspx
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第11回（2014年4月9日）12の作業部会では、以下の事項について、関連するIFRSの規

定を削除または修正した場合の文案に基づいて検討が行われた。 

 のれんの非償却に関する論点の検討 

 リサイクリングに関連する論点 

－ 資本性金融商品のOCIオプションに関する論点の検討 

－ 退職給付に関する再測定部分に関する論点の検討 

－ 公正価値オプションを選択した金融負債の自己の信用リスクに関する論

点の検討 

② 日本の会計基準の開発状況（IFRSとのコンバージェンス関連プロジェクト） 

 企業結合会計基準の改正に伴う四半期会計基準の改正について 

第286回企業会計基準委員会（2014年4月30日）13では、ASBJが2014年2月25日に

公表した、企業会計基準公開草案第56号（企業会計基準第12号の改正案）「四半

期財務諸表に関する会計基準（案）」及び関連する適用指針案 14に寄せられたコメ

ントについて説明がなされ、審議が行われた。公開草案では、2013年に改正された

企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」15において暫定的な会計処理

の確定の取扱いが改正されたことに伴い、四半期会計期間に企業結合に係る暫定

的な会計処理が確定した場合の取扱いについて、改正が提案されている。 

 

③ その他のIFRS関連プロジェクト 

 報告及びコメント対応など 

第285回企業会計基準委員会（2014年4月14日） 16及び第286回企業会計基準委

員会（2014年4月30日）17では、以下のコメント対応及び報告が行われた。 

－ IASBにおける保険契約プロジェクトの検討状況 

－ IFRSのエンドースメントに関する作業部会における検討状況（前述①を参照） 

－ ASAF対応専門委員会における検討状況 

 

④ FASBとの定期会合 

ASBJはFASBと定期的に（年に2回）協議を開催している。2014年3月末から4月初めに

かけて第16回定期協議 18がノーウォークで開催された。今回の協議では、それぞれの

活動の最新状況を確認するとともに、両会計基準設定主体が関心を有している以下の

項目について議論が行われた。  

 FASBが現在審議を行っている「金融商品」、「のれん」及び「開示フレームワーク」 

 IASBが現在審議を行っている「概念フレームワーク」、「リース」及び「料金規制対

象活動」 

 ASBJが現在実施しているIFRSのエンドースメント手続 

                                                           
12 https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/minutes/20140409.shtml 
13 https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/minutes/20140430/20140430_index.shtml 

14  https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/shihanki2014/ 
15  https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/bc_revise_2012ed/ 
16 https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/minutes/20140414/20140414_index.shtml 

17 https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/minutes/20140430/20140430_index.shtml 

18  https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/press_release/overseas/pressrelease_20140402.pdf 
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