
 

 

 

有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ 
 

金融機関向け IFRS ニュース 2020 年 7 月 
クリックで、トーマツのHPへ 

デロイトが発信する IAS Plusの情報等のうち、特に金融機関に関連性の高い情報（IFRS関連に加え、日本基準やUSGAAP関
連であっても関心が高そうな情報を含む）を日本語で集約しております（※1）。 
 

＜今月のハイライト＞ 
 
 IASB会議における金利指標改革‐フェーズ 2 に関する議論： 

IAS 第 39 号「金融商品：認識及び測定」に基づくヘッジ会計における遡及的な有効性の評価において、累積的な公正価
値の変動金額をゼロにリセットするよう「要求」するのではなく「許容」すること、及び、公開草案の提案について最終的な修
正では一部明確化を行うことを検討する旨が暫定決定されました。当会議にて、金利指標改革フェーズ2に関する審議が終
了し、2020年 8月に修正 IFRSの公表を予定しています。 
 

 IFRS第 17 号「保険契約」の修正に関するウェブキャストの公表： 
IASB は、6 月 25 日に公表された IFRS 第 17 号「保険契約」の修正に関して、「経過措置以外の要求事項に関する修正」
及び「経過措置に関する修正」の 2つのパートで構成されるウェブキャストを公表しました。 
  

 『IFRSのコンプライアンス、表示及び開示のチェックリスト（2020 年）』の掲載： 
デロイトは、2020 年 4 月 30 日時点で公表済みの IFRS基準書、及び 2020 年 5 月公表の「Covid-19 に関連した賃料減
免」（IFRS第 16号の修正）に示された認識、測定、表示及び開示に関する要求事項をまとめた IFRSコンプライアンス・チェ
ックリスト（Excel 形式）を掲載しました。IAS 第 34 号「期中財務報告」に関する要求事項をまとめたチェックリストも含まれ
ています。 
 

 FRC による新型コロナウイルス感染症のパンデミックの発生以降の企業報告に関するテーマ別レビューの公表： 
英国財務報告評議会（FRC）は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの発生以降の企業報告について、2020 年の期
中報告及び年次報告のサンプルを分析した結果を公表しました。優れた開示例や、改善点、今後のレビューにおける着目点
等が掲載されています。 

 
 EFRAGによる暗号資産（負債）に関するディスカッション・ペーパーの公表： 

欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）は、ディスカッション・ペーパー「暗号資産（負債）の会計処理：保有者及び発行
者の視点」（全 152 ページ）を公表しました。コメント期間は、現状のパンデミックも考慮し、2021 年 7 月 31 日までの約 1
年間としています。 

 

https://www.iasplus.com/en
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/financial-services/articles/bk/fi-ifrs-main.html


 

 
＜今月の記事一覧＞ 

カテゴリー 
発信元
（※2） 

記事のタイトル 

新型コロナウイルス
感染症 

【DTT】 『新型コロナウイルス感染症に関する会計上の検討事項 - リース』（ウェブキャスト）が掲
載されました。 

【DTT】 『半期における信用損失予測 - トレンドの反転はW 字型の信用サイクル指標の動きを意
味するのか』が掲載されました。 

【DTT】 『Heads Up - 第 1 四半期における CECLに係る開示の考察』（USGAAP 関連、新型コロ
ナウイルス感染症に関する開示を含む）が掲載されました。  

【DTT】 『Financial Reporting Alert 20-2 - 新型コロナウイルス感染症及び景気低迷に関連する財
務報告上の考慮事項』（USGAAP 関連）が更新されました。 

【DTT】 『Financial Reporting Alert 20-4 - 新型コロナウイルス感染症及び非GAAP 指標』
（USGAAP 関連）が掲載されました。 

【FRC】 FRCが新型コロナウイルス感染症の財務報告への影響に関するテーマ別レビューの結果を公
表しました。 

【AASB】 オーストラリア会計基準審議会（AASB）が新型コロナウイルス感染症のパンデミック及び
非金融資産の減損に関する FAQを公表しました。  

【FSA】 金融庁が指定国際会計基準のリストを更新しました（「Covid-19 に関連した賃料減免」
（IFRS第 16号「リース」の修正）等を追加）。 

保険契約 【DTT】 『保険ウェブキャスト 82 - IASBが IFRS第17号「保険契約」の修正を公表』が掲載されました。 

【IASB】 IASBが IFRS第 17 号「保険契約」の修正に関するウェブキャストを公表しました。 

【IASB】 IASBが 2020年 6月の修正を反映した統合版 IFRS第 17号「保険契約」を公表しました。 

【IASB】 IASBが IFRS第 17 号「保険契約」に関する訂正一覧及び正誤表を公表しました。 

【EFRAG】 EFRAGが IFRS第 4 号「保険契約」／IFRS第 9号「金融商品」の修正に関するエンドース
メント・アドバイスを公表しました。 

暗号資産 【EFRAG】 EFRAGが暗号資産（負債）に関するディスカッション・ペーパーを公表しました。 

表示及び開示 【DTT】 『IFRSのコンプライアンス、表示及び開示のチェックリスト（2020年）』が掲載されました。 

【トーマツ】 『IFRS in Focus - IASB は、「負債の流動または非流動への分類」（IAS第 1号「財務諸表
の表示」の修正）の発効日を延期する』の和訳が掲載されました。  

【IASB】 IASBが IAS第 1 号「財務諸表の表示」の修正の発効日を 1年延期しました。  

【IASB】 IASBが公開草案「全般的な表示及び開示」に関する第 2回日本語ウェブセミナーの録画
を公表しました。 

【IASB】 IASBが公開草案「全般的な表示及び開示」に関する第 3回日本語ウェブセミナーの録画
を公表しました。 

【EFRAG】 EFRAG、欧州経営者連盟、及び IASBが共同で基本財務諸表に関する円卓会議を開催
します。  



 

会議 【IASB】 2020 年 7 月の IASB会議の議事メモ（DTT作成）が掲載されました。 

【EEG】 2020 年 5 月の 新興経済グループ（EEG）会議の報告書が公表されました。 

ワーク・プラン 【IASB】 IASBがワーク・プランを更新しました - 変更点の分析（2020年 7月の会議） 

 
※1  公式の翻訳ではありませんので、参考情報としてご活用ください。なお、時制は、各記事の掲載時点のものとなります。 
※2  発信元の正式名称は末尾の＜凡例＞をご参照ください。 
 

＜記事本文＞ 

◆新型コロナウイルス感染症 
 
（2020 年 7月 14日） 
【DTT】 『新型コロナウイルス感染症に関する会計上の検討事項 - リース』（ウェブキャスト）が掲載されました。 
 
新型コロナウイルス感染症に関するウェブキャスト・シリーズのうち今回は、リース（約 12 分）について論じています。 
 
当ウェブキャスト・シリーズの一覧はこちら 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 7月 15日） 
【DTT】 『半期における信用損失予測 - トレンドの反転はW字型の信用サイクル指標の動きを意味するのか』が掲載されました。 
 
デロイト英国事務所の金融業界の専門家による当記事では、英国における信用リスクの今後、及び銀行による全期間予想信
用損失（LECL）に係る会計上の見積りへの影響について論じています。 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 7月 22日） 
【DTT】 『Heads Up - 第 1 四半期における CECLに係る開示の考察』（USGAAP関連、新型コロナウイルス感染症に関する開
示を含む）が掲載されました。 
 
当ニュースレター（全 9ページ）は、2020 年第 1四半期の時点で新たな CECL基準を導入しているサンプル企業の開示レビュー
において、観察された傾向を要約したものです（新型コロナウイルス感染症のパンデミックに関連する開示の傾向を含む）。 

 
今月の記事一覧へ 

 
（2020 年 7月 1日） 
【DTT】 『Financial Reporting Alert 20-2 - 新型コロナウイルス感染症及び景気低迷に関連する財務報告上の考慮事項』
（USGAAP関連）が更新されました。 
 
当ニュースレター（全 109ページ）は、3 月 25 日に掲載された同タイトルのニュースレターの更新版です（付録 Eに更新箇所の一
覧が記載されています）。 
 
＜主な更新点＞ 
 SECのチーフ・アカウンタントによる、新型コロナウイルス感染症のパンデミックを踏まえた質の高い財務報告が引続き重要であ

ることに関する 2 つ目の声明の公表の反映 

https://www.iasplus.com/en/publications/covid19/leases
https://www.iasplus.com/en/tag-types/global/special-topics/covid-19
https://ukfinancialservicesinsights.deloitte.com/post/102gb67/half-year-credit-loss-forecast-reversal-of-trend-spells-w
https://www.iasplus.com/en/publications/us/heads-up/2020/issue-15
https://www.iasplus.com/en/publications/us/heads-up/2020/issue-15
https://www.iasplus.com/en/publications/us/financial-reporting-alerts/2020/20-2
https://www.iasplus.com/en/publications/us/financial-reporting-alerts/2020/20-2


 

 SECのコーポレートファイナンス部門による CF開示ガイダンス No.9Aの公表の反映 
 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、報告書（Forms 10-K, 10-Q, 8-K, 20-F及び 6-K 等)の提出期限が緩和された

ことについて、2020年 7月 1日の期限を超えて延長されることはないという SECの声明の反映 
 新型コロナウイルス感染症に関連する調整に係る非 GAAP 指標の利用に係るガイダンスの拡大の反映 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 7月 1日） 
【DTT】 『Financial Reporting Alert 20-4 - 新型コロナウイルス感染症及び非 GAAP指標』（USGAAP関連）が掲載されました。 
 
当ニュースレター（全 8ページ）は、『Financial Reporting Alert 20-2 - 新型コロナウイルス感染症及び景気低迷に関連する財務
報告上の考慮事項』で説明されている非GAAP 指標に関するガイダンスを拡張したものです。 
 
新型コロナウイルス感染症の具体的な影響の非GAAP 指標への反映に関する検討事項について、以下と合わせて説明しています。 
 非 GAAP 指標の表示に関する重要な開示 
 非 GAAP 指標の代替 
 非 GAAP 指標に関する開示のコントロール及び手続き 
 損益計算書における分類 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 7月 21日） 
【FRC】 FRCが新型コロナウイルス感染症の財務報告への影響に関するテーマ別レビューの結果を公表しました。 
 
英国財務報告評議会（FRC）は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの発生以降の企業報告について検討した、テーマ別
レビューの結果（全 55ページ）を公表しました。 
 
当レビューでは、2020 年の期中報告及び年次報告のサンプルを分析し、一部の企業（特に期中報告）はより広範な情報開示
を検討する等の改善の余地があると指摘しています。 
 
＜構成＞ 
 エグゼクティブ・サマリー 
 対象範囲及びサンプル 
 主な分析結果（一部抜粋） 
 継続企業の前提及び持続可能性に関するステートメント 
 現金、流動性及びコベナンツに係るコンプライアンス 
 配当及び資本管理 
 戦略報告書 
 代替的業績指標 
 基本財務諸表の表示 
 予想信用損失引当金 
 重要な判断及び見積り 
 公正価値測定 
 非金融資産の減損 
 その他の減損に係る論点 
 確定給付年金制度 
 引当金及び不利な契約 
 修正を要する後発事象、及び修正を要しない後発事象 

https://www.iasplus.com/en/publications/us/financial-reporting-alerts/2020/20-4
https://www.iasplus.com/en/news/2020/07/frc-covid-19-disclosures


 

 その他の検討領域 
 今後に向けて 

 
FRCは企業に対し、次のことを行うよう注意を促している。 
 重要な判断と見積りを説明し、開示された見積りの不確実性を裏付けるため意味のある感応度分析、又は一定範囲の

生じ得る結果について詳細を提供する。 
 継続企業として存続する能力に重大な不確実性があるかどうかを決定する際の重要な判断を記述する。 
 企業が継続企業であるかどうかを決定する際に使用される仮定が、財務諸表の他の分野で使用される仮定と矛盾しない

ようにする。 
 IAS第 1 号「財務諸表の表示」の要求事項を例外的な項目又は類似する項目に適切に適用し、IFRSに従って認識され

測定された項目のみで損益計算書小計を構成する。 
 例外的な項目及び類似する項目に関する既存の会計方針を新型コロナウイルス感染症に関連する収益及び費用に一貫

して適用し、収益及び費用を財務諸表における新型コロナウイルス感染症に関連する項目とそれ以外の項目とに分割すべ
きでない。 

 新型コロナウイルス感染症が業績、財政状態及び将来の見通しに与えた影響を十分に説明する期中報告を作成する。 
 

詳細はこちら（FRCのウェブサイト） 
今月の記事一覧へ 

  
（2020 年 7月 14日） 
【AASB】 オーストラリア会計基準審議会（AASB）が新型コロナウイルス感染症のパンデミック及び非金融資産の減損に関する
FAQ を公表しました。 
 
当ニュースレター（全 12 ページ）は、非金融資産の減損テストをいつ、どのように実施するかに関するフローチャートや、新型コロナ
ウイルス感染症の文脈における減損の具体的な論点に関する FAQ が掲載されています。 
 
当ニュースレターはこちら（AASBのウェブサイト） 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 7月 10日） 
【FSA】 金融庁が指定国際会計基準のリストを更新しました（「Covid-19 に関連した賃料減免」（IFRS第 16号「リース」の修
正）等を追加）。 
 
金融庁は、IASBが令和２年５月 31 日までに公表した以下を含む国際会計基準を、連結財務諸表規則第 93条に規定する
指定国際会計基準とする旨を公表しました。 
 
 「Covid-19に関連した賃料減免」（IFRS第 16号「リース」の修正）（2020年 5月公表） 

今月の記事一覧へ 
 
 
◆保険契約 
 
（2020 年 7月 13日） 
【DTT】 『保険ウェブキャスト 82 - IASBが IFRS第 17 号「保険契約」の修正を公表』が掲載されました。 
 
当ウェブキャスト（約 36分）は、以下を解説しています。 

https://www.frc.org.uk/getattachment/03838acd-facc-4a06-879c-a4682672a6d7/CRR-COVID-19-Thematic-Review-Jul-2020.pdf
https://www.iasplus.com/en/news/2020/07/aasb
https://www.iasplus.com/en/news/2020/07/aasb
https://www.aasb.gov.au/admin/file/content102/c3/FAQ_ImpairmentOfNonFinancialAssets_07-20%20(002).pdf
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-general-8-2.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-general-8-2.html
https://www.iasplus.com/en/publications/insurance/webcasts/insurance-webcast-82


 

 
 IASBが IFRS第 17 号を修正した背景 
 IFRS第 17 号の主な修正点 
 IFRS第 17 号の複数の領域に影響を及ぼすその他の修正点 
 追加情報 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 7月 30日） 
【IASB】 IASBが IFRS第 17 号「保険契約」の修正に関するウェブキャストを公表しました。 
 
IASBは、IFRS第 17号「保険契約」の修正に関する以下 2 つのパートで構成されるウェブキャストを公表しました。 
 
 パート 1： 経過措置以外の要求事項に関する修正（約 29分） 
 パート 2： 経過措置に関する修正（約 20分） 

 
詳細はこちら（IASBのウェブサイト） 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 7月 14日） 
【IASB】 IASBが 2020 年 6 月の修正を反映した統合版 IFRS第 17 号「保険契約」を公表しました。 
 
2020 年 6 月 25日に公表された「IFRS第 17 号の修正」を反映した統合版 IFRS第 17号「保険契約」が IASBのウェブサイト上
で公表されました（無償で利用可能）。 
 
統合版 IFRS第 17 号「保険契約」はこちら（IASBのウェブサイト） 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 7月 14日） 
【IASB】 IASBが IFRS第 17 号「保険契約」に関する訂正一覧及び正誤表を公表しました。 
 
2020 年における最初の訂正となる今回は、IFRS第 17号「保険契約」に影響のあるものとなります。なお、当訂正により基準書
の意味やその適用が変更されることはありません。 
 
訂正一覧はこちら（IASBのウェブサイト） 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 7月 7日） 
【EFRAG】 EFRAGが IFRS第 4 号「保険契約」／IFRS第 9号「金融商品」の修正に関するエンドースメント・アドバイスを公表し
ました。 
 
欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）は、「IFRS第 9号の適用の一時的免除の延期（IFRS第 4号の修正）」（全 15ペー
ジ）を公表しました。 

今月の記事一覧へ 
 
 
◆暗号資産 

https://www.iasplus.com/en/news/2020/07/iasb-webcast-ifrs-17
https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/07/new-webcast-amendments-to-ifrs-17/
https://www.iasplus.com/en/news/2020/07/ifrs-17
https://cdn.ifrs.org/-/media/project/amendments-to-ifrs-17/ifrs-17-incorporating-the-june-2020-amendments.pdf?la=en
https://www.iasplus.com/en/news/2020/07/editorial-corrections
https://www.ifrs.org/issued-standards/editorial-corrections/#ec-2020
https://www.iasplus.com/en/news/2020/07/efrag-endorsement-ifrs-4-ifrs-9
https://www.iasplus.com/en/news/2020/07/efrag-endorsement-ifrs-4-ifrs-9


 

 
（2020 年 7月 20日） 
【EFRAG】 EFRAGが暗号資産（負債）に関するディスカッション・ペーパーを公表しました。 
 
欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）は、ディスカッション・ペーパー「暗号資産（負債）の会計処理： 保有者及び発行者
の視点」（全 152 ページ）を公表しました。 
コメント期間は、現状のパンデミックも考慮し、2021年 7月 31 日までの約 1年間としています。 
 
当ディスカッション・ペーパーは、暗号資産（負債）に係る要求事項における欠落部分に対処するための考え得るアプローチとし
て、以下 2 つのアプローチを検討しています。 
 
 既存の IFRS要求事項を修正しないアプローチ 
 既存の IFRS要求事項を修正及び/又は明確化するアプローチ 
 暗号資産（負債）、又はより広範なカテゴリーであるデジタル資産（負債）に関する新しい基準を開発するアプローチ 

 
詳細はこちら（EFRAGのウェブサイト） 

今月の記事一覧へ 
 
 
◆表示及び開示 
 
（2020 年 7月 30日） 
【DTT】 『IFRSのコンプライアンス、表示及び開示のチェックリスト（2020 年）』が掲載されました。 
 
当チェックリスト（Excel形式）は、2020年 4月 30 日時点で公表済みの IFRS基準書、及び 2020年 5月公表の「Covid-19
に関連した賃料減免」（IFRS第 16号の修正）に示された認識、測定、表示及び開示に関する要求事項をまとめたものです。 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 7月 22日） 
【トーマツ】 『IFRS in Focus - IASB は、「負債の流動または非流動への分類」（IAS第 1号「財務諸表の表示」の修正）の発
効日を延期する』の和訳が掲載されました。 
 
当ニュースレター（全 3ページ）は、IASBにより 2020 年 7 月 15日に公表された「負債の流動又は非流動への分類 - 発効日
の延期」（IAS第 1号の修正）について説明しています。 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 7月 15日） 
【IASB】 IASBが IAS第 1 号「財務諸表の表示」の修正の発効日を 1年延期しました。 
 
IASBは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、IAS第１号「財務諸表の表示」を修正する「負債の流動又は非流動へ
の分類」の発効日を 1年延期し、2023年 1月 1日以後開始する事業年度とする修正を公表しました。 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 7月 7日） 
【IASB】 IASBが公開草案「全般的な表示及び開示」に関する第 2回日本語ウェブセミナーの録画を公表しました。（IASBのウ
ェブサイトより） 

https://www.iasplus.com/en/news/2020/07/efrag-dp-cryptoassets
http://www.efrag.org/News/Project-430/EFRAGs-Discussion-Paper-on-the-accounting-for-crypto-assets-liabilit
https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2020/ifrs-checklist
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-ifrsinfocus-20200722.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-ifrsinfocus-20200722.html
https://www.iasplus.com/en/news/2020/07/ias-1
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/primary-financial-statements/second-webinar-in-japanese/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/primary-financial-statements/second-webinar-in-japanese/


 

 
2020 年 6 月 16日に IASBが日本語で開催した、公開草案「全般的な表示及び開示」に含まれる損益計算書の小計及び区
分の提案を説明する、第 2回目のウェブセミナーの録画（約 52分）が公表されました。 
 
前回（第 1 回目）のウェブセミナーはこちら（IASBのウェブサイト） 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 7月 20日） 
【IASB】 IASBが公開草案「全般的な表示及び開示」に関する第 3回日本語ウェブセミナーの録画を公表しました。（IASBのウ
ェブサイトより） 
 
2020 年 7 月 16日に IASBが日本語で開催した、公開草案「全般的な表示及び開示」に含まれる分解についての提案を説明
する、第 3 回目のウェブセミナーの録画（約 53 分）が公表されました。 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 7月 14日） 
【EFRAG＆IASB】 EFRAG、欧州経営者連盟、及び IASBが共同で基本財務諸表に関する円卓会議を開催します。 
 
EFRAG、欧州経営者連盟、及び IASBは、2020 年 9 月 1 日に共同ウェブセミナーを開催し、公開草案「全般的な表示及び開
示」における IASBの提案の適用、及びフィールド・テストの結果について議論する予定です 。 
 
詳細はこちら（EFRAGのウェブサイト） 

今月の記事一覧へ 
 
 
◆会議 
 
（2020 年 7月 27日） 
【IASB】 2020 年 7月の IASB会議の議事メモ（DTT作成）が掲載されました。 
 
2020 年 7 月 22日・23 日に開催されたビデオ会議では、以下のトピックが議論されました（一部抜粋）。 
 
 金利指標改革及び財務報告への影響-フェーズ 2 
 公開草案に対するフィードバックの分析 - 適格なヘッジ会計 
  【暫定決定】 

- IAS第 39 号「金融商品：認識及び測定」における遡及的な有効性の評価において、累積的な公正価値の
変動金額をゼロにリセットするよう「要求」するのではなく、「許容」する。 

- 適格なヘッジ会計に関連する公開草案の提案について、最終的な修正では明確化や改善を行うことを検討
する。 

 デュープロセス及び投票の許可 
- 審議を完了し、書面投票プロセスの開始が許可された。 

 
詳細なアジェンダはこちら 
スタッフ・ペーパーはこちら（IASBのウェブサイト） 

今月の記事一覧へ 
 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/02/japanese-webinar-exposure-draft-general-presentation-and-disclosures-recording-now-available/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/primary-financial-statements/third-webinar-in-japanese/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/primary-financial-statements/third-webinar-in-japanese/
https://www.iasplus.com/en/news/2020/07/efrag-roundtable
http://www.efrag.org/News/Meeting-248/Save-the-Date---Preparers-roundtable-on-Primary-Financial-Statements--1-September-2020
https://www.iasplus.com/en/news/2020/07/iasb-meeting-notes
https://www.iasplus.com/en/meeting-notes/iasb/2020/july/ibor
https://www.iasplus.com/en/meeting-notes/iasb/2020/july/agenda
https://www.ifrs.org/news-and-events/calendar/2020/july/international-accounting-standards-board/


 

（2020 年 7月 16日） 
【EEG】 2020 年 5月の 新興経済グループ（EEG）会議の報告書が公表されました。 
 
2020 年 5 月 11日・12 日に開催された当会議では、以下を含むトピックが議論されました。 
 
 2020 年における IFRS適用 

- 新型コロナウイルス感染症の影響に関する議論（政府介入が IFRS第 9 号「金融商品」の償却原価の計算におい
て契約上のキャッシュ・フローの変更に該当するかの判断が困難なため、ガイダンスを求める意見が出ています） 

 IFRS第 17 号「保険契約」 
- IFRS第 17 号の修正に関するアップデート 
- 適用活動に関する議論 

 のれん及び減損のディスカッション・ペーパー 
- ディスカッション・ペーパーの紹介 

 
報告書はこちら（IASBのウェブサイト） 

今月の記事一覧へ 
 
 
◆ワーク・プラン 
 
（2020 年 7月 25日） 
【IASB】 IASBがワーク・プランを更新しました - 変更点の分析（2020 年 7 月の会議） 
 
2020 年 7 月に開催された IASBの定例会議及び追加会議の結果を受けて、ワーク・プランが変更されました。 
 
＜主な変更点＞ 
 基準設定プロジェクト 
 基本財務諸表：公開草案へのフィードバックのレビューを 2020 年第 4四半期に実施予定（変更前：2020年下半

期） 
 メンテナンス・プロジェクト 
 金利指標改革及び財務報告への影響-フェーズ 2：関連する IFRS基準書の修正を 2020年 8月 27 日に公表予定

（新規のマイルストーン） 
 リサーチ・プロジェクト 
 資本の特徴を有する金融商品：プロジェクトの方向性を 2020年第 4 四半期に決定予定（変更前：2020年下半

期） 
 
ワーク・プランはこちら（IASBのウェブサイト） 

今月の記事一覧へ 
 
 
＜凡例＞ 
 

略称 正式名称 
AAOIFI イスラム金融機関会計監査機構 
AASB オーストラリア会計基準審議会 
ABAF ベルギー財務アナリスト協会 

https://www.iasplus.com/en/news/2020/07/eeg-meeting
https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/groups/eeg/eegupdatereport-may2020.pdf
https://www.iasplus.com/en/news/2020/07/iasb-work-plan
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/


 

Accountancy Europe 欧州会計士連盟 
AcSB カナダ会計基準審議会 
AIAF  イタリア金融アナリスト・コンサルタント協会 
AICPA 米国公認会計士協会 
ANC フランス国家会計基準局 
AOSSG アジア・オセアニア会計基準設定主体グループ 
ARC   会計規制委員会 
ASAF 会計基準アドバイザリー・フォーラム 
ASBJ 企業会計基準委員会 
ASCG  ドイツ会計基準委員会 
BCBS バーゼル銀行監督委員会 
BIS 国際決済銀行 
CAQ 監査品質センター 
CFA CFA協会認定証券アナリスト 
CMAC 資本市場諮問委員会 
DPOC デュープロセス監視委員会 
DTT（又は）デロイト（※3） デロイト トウシュ トーマツ 
EBA 欧州銀行監督機構 
EC 欧州委員会 
ECB 欧州中央銀行 
ECON 経済通貨委員会 
EDTF 開示強化タスクフォース 
EEG 新興経済グループ 
EFFAS 欧州証券アナリスト協会連合会 
EFRAG 欧州財務報告諮問グループ 
EIOPA 欧州保険・年金監督機構 
ESAs 欧州監督機構 
ESMA 欧州証券市場監督局 
ESRB 欧州システミック・リスク理事会 
FAP タイ会計士連盟 
FASB 財務会計基準審議会 
FDIC 米連邦預金保険公社 
FinREC 財務報告執行委員会 
FRB 連邦準備制度理事会 
FRC 英国財務報告評議会 
FSA 金融庁 
FSB 金融安定理事会 
FSI 金融安定研究所 
GPF 世界作成者フォーラム 
GPPC 6 大会計事務所ネットワークによるグローバル・パブリック・ポリシー委員会 
HKICPA 香港会計士協会 
IAASB 国際監査・保証基準審議会 
IAIS 保険監督者国際機構 
IASB 国際会計基準審議会 



 

ICAEW イングランド・ウェールズ勅許会計士協会 
ICAI インド勅許会計士協会 
ICAS スコットランド勅許会計士協会 
ICPAK ケニア公認会計士協会 
IFASS 会計基準設定主体国際フォーラム 
IFIAR 監査監督機関国際フォーラム 
IFRIC IFRS解釈指針委員会 
IFRS Advisory Council IFRS諮問会議 
IFRS Foundation IFRS財団 
IFRS Foundation Trustees IFRS財団評議員会 
IOSCO 証券監督者国際機構 

IVSB 
国際評価基準審議会（ＩＶＳＣ）の評議員会での議論について―2016
年 6 月会議の概要― 

IVSC 国際評価基準委員会 
KASB 韓国会計基準委員会 
MASB マレーシア会計基準審議会 
NCUA 全米信用組合管理機構 
OCC 米通貨監督庁 
OIC イタリア会計基準設定主体 
PAFA 汎アフリカ会計士協会 
PIOB 公益監視委員会 
PRA 英国健全性規制機構 
WSS 世界会計基準設定主体 

 
※3  「DTT（又は）デロイト」は、有限責任監査法人トーマツを含むデロイトのグローバルネットワーク組織を意味するものであり、

「トーマツ」は有限責任監査法人トーマツのみを意味しています。 
 
 
＜お問い合わせ先＞ 
 
有限責任監査法人トーマツ 
金融インダストリーグループ 
坂田響（kyo.sakata@tohmatsu.co.jp）、中井宏美（hiromi.nakai@tohmatsu.co.jp） 
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