
 

 

 

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 6 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＞ 
 
 IFRS第 17 号「保険契約」及び IFRS第 4号「保険契約」の狭い範囲の修正を最終化： 

IASBは、2017 年 5 月に IFRS第 17 号を公表以降、提起された適用上の懸念や問題点に対処するための、IFRS第 17号
「保険契約」及び IFRS 第 4 号「保険契約」の狭い範囲の修正を最終化しました。発効日は当初より 2 年延期され、2023
年 1 月 1 日以後開始する事業年度となります。 
 

 IASB会議における金利指標改革‐フェーズ 2 に関する議論： 
中止されたヘッジ関係の復活に係る経過措置やデリバティブの条件変更・入替え等、複数の論点に関して一部変更や明
確化を行った上で、修正案を最終化することが暫定決定されました。次回 7 月の会議では、適格なヘッジ会計及び項目グ
ループの会計処理に関して議論した上で、修正案の最終化が予定されています。 
 

 『IFRS in Focus – 新型コロナウイルス感染症に関連する会計上の検討事項』の和訳の更新： 
新型コロナウイルス感染症により生じ得る IFRS 会計上の重要な考慮事項について解説した、当ニュースレターの和訳が更新
されました（リース契約のセクションに IFRS第 16 号「リース」の修正の公表を反映等）。 
 

 『IFRS in Focus – 新型コロナウイルス感染症と IFRS基準での財務報告－その先にあるもの』の和訳の掲載： 
企業が検討すべき新型コロナウイルス感染症に関連する論点（予測、継続企業、金融資産の回収可能性等）のハイレベ
ルな解説となるニュースレターの和訳が掲載されました。 
 
 

＜今月の記事一覧＞ 

カテゴリー 
発信元 
（※2） 

記事のタイトル 

COVID-19 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 － 純損益計算書』が掲載されま
した。  

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


 

『新型コロナウイルス感染症に関する会計上の検討事項 － 金融資産に係る予想信用損
失』が掲載されました。 

『Financial Reporting Alert 20-3 — 新型コロナウイルス感染症及び財務報告のトレンド — 今
四半期におけるパンデミックに係る会計処理』（USGAAP 関連）が掲載されました。 

トーマツ 

 『IFRS in Focus – 新型コロナウイルス感染症と IFRS基準での財務報告－その先にあるもの』の
和訳が掲載されました。 

 『IFRS in Focus – 新型コロナウイルス感染症に関連する会計上の検討事項』の和訳が更新
されました。 

IASB 
 IASBがニュースレター『Investor Update』（新型コロナウイルス感染症への対応を含む）を公表
しました。  

ASBJ 「Covid-19に関連した賃料減免」（IFRS第 16号「リース」の修正）の和訳が公表されました。 

IOSCO IOSCO が新型コロナウイルス感染症に係る開示の重要性に関する声明を公表しました。 

EFRAG EFRAGが IFRS第16号「リース」の修正に関するエンドースメント・アドバイスを速やかに公表しました。 

FRC 英国財務報告評議会（FRC）が投資家の求める情報に関する報告書を公表しました。 

金融商品 IASB IASBが予想信用損失および関連する開示に関する投資家向けのウェブキャストを公表しました。 

保険契約 

DTT 

『IFRS in Focus - IASBが IFRS第 17号「保険契約」の修正を公表』が掲載されました。  

『Insurance Spotlight — FASB が長期契約に係る会計処理に係る的を絞った改善の発効日の
1 年延期を提案することを暫定決定』（USGAAP 関連）が掲載されました。  

トーマツ 

『保険ウェブキャスト 81 － 有益な整理論点は承認され、2020 年 6 月末までに公表される見
込み』の和訳が掲載されました。 

『保険ウェブキャスト 80 － IFRS第 17号の新たな発効日：2023年 1月 1日』の和訳が掲載
されました。  

『保険ウェブキャスト 79 － 年次コホートの要求事項は免除規定のないまま維持された』 の和
訳が掲載されました。  

IASB 
 「IASB が、IFRS 第 17 号と IFRS第 4 号の狭い範囲の修正を最終化する」（IAS Plus の記事
の和訳）が掲載されました。  

EFRAG 
EFRAGが IFRS第 4 号「保険契約」及び IFRS第 17号「保険契約」の修正に係るエンドースメン
ト・プロセスの最初のステップに着手しました。 

リース DTT 『新リース基準の適用に関するRoadmap（2020年）』（USGAAP 関連）が掲載されました。  

のれん及び 
減損 

IASB 
ディスカッション・ペーパー「企業結合―開示、のれん及び減損」日本語ウェブセミナーの録画 が
公表されました。 



 

IVSC IVSCがのれん償却に関する連載の最終回を公表しました。 

表示及び開示 DTT 
デロイトが IAS第 1 号「財務諸表の表示」の修正の発効日を延期する IASBの提案に対しコメ
ントしました。  

会議 

IASB 2020 年 6 月の IASB会議の議事メモ（DTT作成）が掲載されました。 

IFRIC 2020 年 6 月の IFRS解釈指針委員会の会議が開催されました。  

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 6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＞ 

◆COVID-19 
 
（2020 年 6月 24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 － 純損益計算書』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、純損益計算書（約 6 分）について論じています。 
 
合わせて以下も新たに掲載されています。 
『新型コロナウイルス感染症に関する会計上の検討事項 － 継続企業の前提』（約 7分） 
『新型コロナウイルス感染症に関する会計上の検討事項 － IAS第 34 号「期中財務報告」』（約 12分） 
 
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 6月 3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 － 金融資産に係る予想信用損失』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、金融資産に係る予想信用損失（約 10分）について
説明しています。 
 
 新型コロナウイルス感染症は、企業であれ個人であれ、借り手の債務返済能力に影響を及ぼす可能性がある。 
 予想信用損失（ECL）に対する新型コロナウイルス感染症の影響は、銀行及びその他の貸出ビジネスにとって特に困難か

つ重大である。 
 しかし、この影響は非金融企業にとっても重要である。なぜなら、ECLが融資だけでなく、多くの利付金融資産への投資に

も適用されるためである。 
 
当ウェブキャスト・シリーズの一覧はこちら 

https://www.iasplus.com/en/publications/covid19/profit-loss-statements
https://www.iasplus.com/en/publications/covid19/going-concern
https://www.iasplus.com/en/publications/covid19/interim-financial-reporting
https://www.iasplus.com/en/tag-types/global/special-topics/covid-19
https://www.iasplus.com/en/publications/covid19/credit-losses-financial-assets
https://www.iasplus.com/en/tag-types/global/special-topics/covid-19


 

 
今月の記事一覧へ 

 
（2020 年 6月 5日） 
【DTT】 『Financial Reporting Alert 20-3 — 新型コロナウイルス感染症及び財務報告のトレンド — 今四半期におけるパンデ
ミックに係る会計処理』（USGAAP関連）が掲載されました。 
 
本アラート（全 7 ページ）は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックに係る会計処理に関連する最も一般的なホット・トピック
と思われるものについて解説しています。 
 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 6月 16日） 
【トーマツ】 『IFRS in Focus – 新型コロナウイルス感染症と IFRS基準での財務報告－その先にあるもの』の和訳が掲載されまし
た。 
 
当ニュースレター（全 6ページ）は、上級管理職及び監査委員会を対象としており、年次報告書であれ中間報告書であれ、次
回の財務報告書で最もよく取り上げられる話題について解説しています。 
 
 当ニュースレターは、会計上の重要な論点のハイレベルな解説である。 
 より詳細な解説は、『IFRS in Focus – 新型コロナウイルス感染症に関連する会計上の検討事項』（以下の記事参照）

にて取り扱っている。 
 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 6月 16日） 
【トーマツ】 『IFRS in Focus – 新型コロナウイルス感染症に関連する会計上の検討事項』の和訳が更新されました。 
 
当ニュースレター（全 38 ページ）は、3月 28 日に掲載した同タイトルのニュースレターの更新版です（付録 Aにこれまでの更新
箇所の一覧が記載されています）。 
 
＜主な変更点＞ 
 リース契約のセクションに IFRS第 16 号「リース」の修正の公表を反映 
 IAS第 36 号「資産の減損」の対象となる資産に係る減損のセクションを一部更新 

 
今月の記事一覧へ 

 
（2020 年 6月 3日） 
【IASB】 IASBがニュースレター『Investor Update』（新型コロナウイルス感染症への対応を含む）を公表しました。 
 
当ニュースレター（約 7 ページ相当）は、最近の会計トピック及び財務報告関連トピックを、投資家向けに簡潔にまとめています。 
 
以下のトピックが含まれています。 
 IFRS財団による新型コロナウイルス感染症への対応 

 
当文書はこちら（IASBのウェブサイト） 

https://www.iasplus.com/en/publications/us/financial-reporting-alerts/2020/20-3
https://www.iasplus.com/en/publications/us/financial-reporting-alerts/2020/20-3
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-ifrsinfocus-20200616_2.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-ifrsinfocus-20200616_2.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-ifrsinfocus-20200616.html
https://www.iasplus.com/en/news/2020/06/iasb-investor-update
https://www.ifrs.org/investor-centre/investor-update-hub/june-2020/


 

 
今月の記事一覧へ 

 
（2020 年 6月 16日） 
【ASBJ】 「Covid-19 に関連した賃料減免」（IFRS第 16 号「リース」の修正）の和訳が公表されました。 
 
ASBJは、IASBが 2020年 5月 28日に公表した「Covid-19に関連した賃料減免」（IFRS第 16号の修正）の和訳（全 13ペ
ージ）を公表しました。 
 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 6月 2日） 
【IOSCO】 IOSCO が新型コロナウイルス感染症に係る開示の重要性に関する声明を公表しました。 
 
証券監督者国際機構（IOSCO）は、投資家に対して関連性があり信頼性のある情報を提供するために、考慮すべき財務報
告上の論点を強調するため、新型コロナウイルス感染症に関する開示の重要性についての公式声明（全 7 ページ）を発表しま
した。 
 
なお、当声明の仮訳が以下の金融庁のウェブサイトにて公表されています。 
 
仮訳はこちら（金融庁のウェブサイト） 
 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 6月 3日） 
【EFRAG】 EFRAGが IFRS第 16 号「リース」の修正に関するエンドースメント・アドバイスを速やかに公表しました。 
 
欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）は、IASBにより約 1週間前に公表された「COVID-19 に関連した賃料減免（IFRS第
16 号の修正）」に対し、最終的なエンドースメント・アドバイスを公表しました。 
 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 6月 15日） 
【FRC】 英国財務報告評議会（FRC）が投資家の求める情報に関する報告書を公表しました。 
 
英国財務報告評議会（FRC）が公表した以下 2つのレポートは、投資家が経済的に不安定なこの時期に最も重要であると考
える領域について、企業に対し実務的なガイダンスを提供しています。 
 
 新型コロナウイルス感染症 － リソース、アクション及び将来： 企業に対する実務的なアドバイス及び投資家の求める

開示を提示（全 57ページ） 
 新型コロナウイルス感染症－継続企業の前提、リスク及び実行可能性： 左記に関する具体的なガイダンスを提示

（全 31 ページ） 
 

今月の記事一覧へ 
 
 

https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/press_release/y2020/2020-0528.html
https://www.iasplus.com/en/news/2020/06/iosco
https://www.fsa.go.jp/inter/ios/20200602.html
https://www.iasplus.com/en/news/2020/06/efrag-endorsement-ifrs-16
https://www.iasplus.com/en/news/2020/06/frc-reports


 

◆金融商品 
 
（2020 年 6月 4日） 
【IASB】 IASBが予想信用損失及び関連する開示に関する投資家向けのウェブキャストを公表しました。 
 
IASBは、IFRS第 9 号「金融商品」及び IFRS第 7号「金融商品：開示」を適用して財務諸表及び注記を作成する際に、企業
が提供する予想信用損失（ECL）に関する情報を概説する、投資家向けウェブキャスト（約 26分）を公表しました。 
 
以下の領域をカバーしています。 
 ECLモデル開発 
 ECLモデルの重要な特徴 
 ECLに関する開示 
 規制条項との相互作用 

 
ウェブキャストはこちら（IASBのウェブサイト） 
 

今月の記事一覧へ 
 
 
◆保険契約 
 
（2020 年 6月 29日） 
【DTT】 『IFRS in Focus - IASBが IFRS第 17 号「保険契約」の修正を公表』が掲載されました。 
 
当ニュースレター（全 15 ページ）は、IASBにより 6月 25 日に公表された IFRS第 17号「保険契約」の修正について説明してい
ます。 
 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 6月 12日） 
【DTT】 『Insurance Spotlight — FASBが長期契約に係る会計処理に係る的を絞った改善の発効日の 1年延期を提案する
ことを暫定決定』（USGAAP関連）が掲載されました。 
 
当ニュースレター（全 3ページ）は、2020 年 6 月 10日に開催された FASB会議における暫定決定を取り上げています。 
 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 6月 23日） 
【トーマツ】 『保険ウェブキャスト 81 － 有益な整理論点は承認され、2020年 6月末までに公表される見込み』の和訳が掲載
されました。 
 
『保険ウェブキャスト 81 － 有益な整理論点は承認され、2020年 6月末までに公表される見込み』のスライドの和訳（全 20
ページ）が掲載されました。 
 

今月の記事一覧へ 
 

https://www.iasplus.com/en/news/2020/06/iasb-webcast-ecl
https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/06/webcast-a-primer-for-investors-on-how-to-get-the-most-out-of-companies-ifrs-9-and-ifrs-7-disclosures/
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/ifrs-17
https://www.iasplus.com/en/publications/us/industry-spotlight/insurance/one-year-deferral-asu-2018-12
https://www.iasplus.com/en/publications/us/industry-spotlight/insurance/one-year-deferral-asu-2018-12
https://www.iasplus.com/en/publications/japan/insurance-webcasts/insurance-webcast-81
https://www.iasplus.com/en/publications/japan/insurance-webcasts/insurance-webcast-81
https://www.iasplus.com/en/publications/insurance/webcasts/insurance-webcast-81


 

（2020 年 6月 15日） 
【トーマツ】 『保険ウェブキャスト 80 － IFRS第 17 号の新たな発効日：2023 年 1 月 1日』の和訳が掲載されました。 
 
『保険ウェブキャスト 80 － IFRS第 17 号の新たな発効日：2023 年 1 月 1日』のスライドの和訳（全 26 ページ）が掲載され
ました。 
 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 6月 9日） 
【トーマツ】 『保険ウェブキャスト 79 － 年次コホートの要求事項は免除規定のないまま維持された』 の和訳が掲載されまし
た。 
 
『保険ウェブキャスト 79 － 年次コホートの要求事項は免除規定のないまま維持された』のスライドの和訳（全 25ページ）が
掲載されました。 
 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 6月 25日） 
【トーマツ】 「IASBが、IFRS第 17 号と IFRS第 4 号の狭い範囲の修正を最終化する」（IAS Plusの記事の和訳）が掲載され
ました。  
 
国際会計基準審議会（IASB）は、IFRS第 17号「保険契約」の修正を公表しました。 
 
＜背景＞ 
 2017 年 5 月に IFRS第 17 号が公表されて以降、適用上の懸念や問題点が提起されたため、2018年 10 月の IASB会

議にて 25 の潜在的な修正リストが識別された。 
 2019 年 6 月 26日に修正案の公開草案が公表された（コメント期限：2019 年 9 月 25日）。 
 その後の IFRS第 17号の修正に関するプロジェクトにて修正案を再審議し、関係者からさらなる意見を聴取した結果、最

終的な修正案が公表された。 
 
＜主な修正（一部抜粋）＞ 
 IFRS第 17 号の発効日を当初より 2年延期し、2023年 1月 1日以後開始する事業年度とする。 
 保険カバーを提供するクレジットカード契約を IFRS第 17号の適用範囲から除外する。 
 重大な保険リスクを移転する貸付契約について範囲除外とするオプションを設ける。 

 
＜年次コホートについて＞ 
 IASBは公開草案公表前の審議において、年次コホートの要求について、変更せず維持する旨を全会一致で可決してい

た。 
 公開草案に対するフィードバックの中で、年次コホートに関するコメントが寄せられたため再審議を行ったが、最終的に同じ

結論（同要求を変更せずに維持すること）となった。 
 
＜発効日＞ 
 2023 年 1 月 1 日以後開始する事業年度とする（遡及適用され、早期適用可能）。 
 合わせて、「IFRS第 9号の適用の一時的免除の延期（IFRS第 4号の修正）」が公表され、当修正における固定された

期限満了日が 2023 年 1 月 1 日に延期された。 
 

https://www.iasplus.com/en/publications/japan/insurance-webcasts/insurance-webcast-80
https://www.iasplus.com/en/publications/insurance/webcasts/insurance-webcast-80
https://www.iasplus.com/en/publications/japan/insurance-webcasts/insurance-webcast-79
https://www.iasplus.com/en/publications/japan/insurance-webcasts/insurance-webcast-79
https://www.iasplus.com/en/publications/insurance/webcasts/insurance-webcast-79
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-iasplus-20200625.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-iasplus-20200625.html


 

IASBのウェブキャストはこちら（IASBのウェブサイト） 
 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 6月 26日） 
【EFRAG】 EFRAGが IFRS第 4 号「保険契約」及び IFRS第 9号「金融商品」の修正に係るエンドースメント・プロセスの最初の
ステップに着手しました。 
 
IFRS第 17 号「保険契約」の修正と合わせて IASBより公表された「IFRS第 9 号の適用の一時的免除の延期（IFRS第 4号の
修正）」について、欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）は、エンドースメント・アドバイス案を公表しました。 
 
当修正の緊急性を踏まえ、コメント期限を 2020年 7月 3日としています。 
 

今月の記事一覧へ 
 
 
◆リース 
 
（2020 年 6月 12日） 
【DTT】 『新リース基準の適用に関する Roadmap（2020 年）』（USGAAP関連）が掲載されました。 
 
当ニュースレター（全 929ページ）では、ASC第 842 号「リース」の要求事項及びデロイトの解釈を、設例を用いて分かり易く説
明しています。 
 
なお、付録 B「USGAAP と IFRS基準の比較」（p.865 – p.871）にて、IFRS第 16 号「リース」との相違点が要約されています。 
 

今月の記事一覧へ 
 
 
◆のれん及び減損 
 
（2020 年 6月 2日） 
【IVSC】 IVSCがのれん償却に関する連載の最終回を公表しました。  
 
国際評価基準委員会（IVSC）は、企業評価における基本原則がのれん償却の概念に適合しているかに関する連載記事（全
3 回）の最終回（全 18ページ）を公表しました。 
 
当記事はこちら（IVSCのウェブサイト） 
 

今月の記事一覧へ 
 
 
◆表示及び開示 
 
（2020 年 6月 3日） 
【DTT】 デロイトが IAS第 1 号「財務諸表の表示」の修正の発効日を延期する IASBの提案に対しコメントしました。 

https://www.ifrs.org/projects/2020/amendments-to-ifrs-17/webcast-introducing-amendments-to-ifrs-17/
https://www.iasplus.com/en/news/2020/06/efrag-dea-ifrs-4-ifrs-9
https://www.iasplus.com/en/news/2020/06/efrag-dea-ifrs-4-ifrs-9
https://www.iasplus.com/en/publications/us/roadmap-series/leases
https://www.iasplus.com/en/news/2020/06/ivsc
https://www.ivsc.org/files/file/view/id/1755
https://www.iasplus.com/en/publications/global/comment-letters/2020/ed-2020-3


 

 
デロイトは、2020 年 5 月 4日に公表された公開草案 ED/2020/3 「負債の流動又は非流動への分類－発効日の延期」につい
て、コメント・レター（全 2ページ）を公表しました。 
 
 発効日の延期を支持し、企業が当修正による負債の分類への潜在的な影響を分析し、必要に応じてコベナンツの再交

渉を行うために十分な時間を確保することが重要であるとしています。 
 

今月の記事一覧へ 
 
（2020 年 6月 19日） 
【IASB】 ディスカッション・ペーパー「企業結合―開示、のれん及び減損」日本語ウェブセミナーの録画が公表されました。 
 
2020 年 6 月 9 日に IASBが日本語で開催した、ディスカッション・ペーパー「企業結合―開示、のれん及び減損」に関するウェブセ
ミナーの録画（約 50分）が公表されました。 
 

今月の記事一覧へ 
 
 
◆会議 
 
（2020 年 6月 30日） 
【IASB】 2020 年 6月の IASB会議の議事メモ（DTT作成）が掲載されました。 

 
2020 年 6 月 23日 - 25 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 

【暫定決定】 
 以下に関するフィードバックに対するスタッフの提案が支持された。 

a. 金融資産及び金融負債の条件変更： 実質的な変更なしに最終確定する。 
b. ヘッジ関係の修正： 一部明確化することを条件に、最終確定する。 
c. リスク要素の指定： 一部明確化することを条件に、最終確定する。 
d. 発効日及び経過措置： 発効日を 2021年 1月 1日以後開始する事業年度とし、経過措置については、特

定の中止されたヘッジ関係の復活に関する要求に１件の変更を加えた上で最終確定する。 
e. 開示： 一部変更及び削除することを条件に、最終確定する。 
f. デリバティブの条件変更・入替え： 金利指標改革により要求される条件変更は、ヘッジ手段の認識の中止が

行われず、ヘッジ手段を代替的な指標金利を参照するように条件変更するのと結果が経済的に同等である限
り、ヘッジ手段の契約条件の変更以外の方法で行われる可能性がある旨（例：元々のデリバティブの契約条件
を変更する代わりに、当該デリバティブを解約し、経済的に同等となるようなデリバティブに入替えた場合もヘッジの
中止が生じない旨）を明確化する。 

g. その他のコメント： 以下の論点に関する提案の実質的な変更を行わない。 
– 金融資産の分類 ― 元本及び元本残高に対する利息の支払のみ 
– 組込デリバティブ 

【今後のステップ】 
 7 月の会議にて、適格なヘッジ会計及び項目グループの会計処理に関する提案について議論の上、最終化を予定し

ている。 
 IAS第 1 号の修正の発効日の延期（負債の流動又は非流動への分類） 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/goodwill-and-impairment/webinar-dp-in-japanese/
https://www.iasplus.com/en/news/2020/06/iasb-meeting-notes
https://www.iasplus.com/en/meeting-notes/iasb/2020/june/ibor-reform
https://www.iasplus.com/en/meeting-notes/iasb/2020/june/ias-1


 

【暫定決定】 
 公開草案における修正案を変更なしに最終確定する。 
 IAS第 1 号「財務諸表の表示」の修正の書面投票プロセスを開始する。 

 
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 
 
（2020 年 6月 18日） 
【IFRIC】 2020 年 6月の IFRS解釈指針委員会の会議が開催されました。 
 
2020 年 6 月 16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。 
 
 サプライチェーン・ファイナンス – リバース・ファクタリング 

【暫定決定】 
 リバース・ファクタリング契約の会計処理の様々な側面に対して、どのように IFRS 基準を適用するかに関する（主に財

政状態計算書及びキャッシュ・フロー計算書における負債の表示に関する）暫定的なアジェンダ決定を公表する。 
 供給業者に対する資金供給を行う目的で締結された契約に関する、新たな開示要求に係る狭い範囲の基準設定プ

ロジェクトを立ち上げる案については、暫定決定はなく、今後の会議にて再検討を予定している。 
 
なお、IFRIC Update（ IASBによる当会議の議事録）の日本語訳が、以下の ASBJのウェブサイトにて公表されています。 
 
日本語訳はこちら（ASBJのウェブサイト） 
 
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 
 
 
◆ワーク・プラン 
 
（2020 年 6月 26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 6 月の会議） 
 
2020 年 6 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＞ 
 メンテナンス・プロジェクト 
 IFRS第 17 号「保険契約」： 修正 IFRSの公表を受け、ワーク・プランより削除 
 IFRS第 16 号「リース」及び新型コロナウイルス感染症： 修正 IFRSの公表を受け、ワーク・プランより削除 
 サプライチェーン・ファイナンス契約 ― リバース・ファクタリング： 暫定的なアジェンダ決定を 2020年下半期に予定

（新規で追加） 
 
ワーク・プランはこちら（IASBのウェブサイト） 

https://www.iasplus.com/en/meeting-notes/iasb/2020/june/agenda
https://www.ifrs.org/news-and-events/calendar/2020/june/international-accounting-standards-board/?f1=2020&f2=June&f3
https://www.iasplus.com/en/news/2020/06/ifrs-interpretations-committee-meeting
https://www.iasplus.com/en/meeting-notes/ifrs-ic/2020/june/supply-chain
https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/ifric.html
https://www.iasplus.com/en/meeting-notes/ifrs-ic/2020/june/agenda
https://www.ifrs.org/news-and-events/calendar/2020/june/ifrs-interpretations-committee/
https://www.iasplus.com/en/news/2020/06/iasb-work-plan
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/


 

 
 

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 豪州会計基準委員会 
ABAF ベルギー財務アナリスト協会 
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 



 

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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