
 

 

 

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 10 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 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（「継続企業の前提」及び「流動性リスク管理」に係る開示の明確化、「配当及び資本管理」及び「コモディティ

売買契約」に関する新規サブセクション、「政府援助」及び「コベナンツ違反」に関する明確化等を反映）。 

 

 新型コロナウイルス感染症が IFRS の適用に与え得る影響に関する IASB の記事の公表： 

IASB 理事の Mary Tokar 氏及びテクニカル・スタッフの Sid Kumar 氏は、新型コロナウイルス感染症に関連する財務報告上

の主な検討事項に関する記事を公表しました。当記事は、不確実性の高い時代に財務諸表を作成する上で仮定を置く

際、何を検討する必要があるか、また、用いた仮定についてどのような情報を開示すべきかに焦点を当てた、IFRS 財団バー

チャル会議のパネルディスカッションに基づいています。 

 

 不確実性の時代における財務報告に関する英国財務報告評議会（FRC）のガイダンスの公表： 

FRC は、2020 年における財務報告の重点分野に関する 2 つのガイダンス（「新型コロナウイルス感染症：資源、行動、未

来 - 将来への展望」及び「新型コロナウイルス感染症：継続企業の前提、リスク、持続可能性 - 将来への展望」）を公

表しました。当ガイダンスでは実務における事例等が紹介されています。 

 

 『IFRS に基づくモデル財務諸表（2020 年）』の掲載： 

当モデル財務諸表は、2020 年 12 月 31 日に終了する会計年度における IFRS 基準に基づく表示及び開示の要求事項に

ついて説明しており、特に新型コロナウイルス感染症及び気候変動の影響を受ける開示については、該当箇所にそれぞれア

イコンを付し、Appendix 1 に該当箇所の一覧表を掲載しています。 

 

 『目的に基づく事業報告 in Focus - 包括的なグローバル基準に向けた機運の高まり』（サステナビリティ関連を含む）の

掲載： 

当ニュースレターは、デロイトの『IFRS in Focus』のパートナー出版物であり、サステナビリティ（持続可能性）基準に向けた進

展を含む、企業報告に影響を及ぼす目的に基づくビジネス慣行に関する最新動向を提供します。今回は、IFRS 財団の評

議員会によるサステナビリティ基準策定に関する協議文書及び EU の非財務報告基準の策定に向けた準備作業を行うた

めの EFRAG タスクフォースの作業計画について説明しています。 

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 

【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。  

【DTT】 『新型コロナウイルス感染症と IFRS 第 9 号「金融商品」：ステージ判定に伴う

困難』が掲載されました。 

【IASB】 新型コロナウイルス感染症が IFRS の適用に与え得る影響に関する記事が公

表されました。  

【EU】 EU が新型コロナウイルス感染症に係る賃料減免に関する IFRS 第 16 号「リー

ス」の修正を正式に採択しました。 

【FRC】 不確実性の時代における財務報告に関する英国財務報告評議会（FRC）

のガイダンスが公表されました。  

金利指標改革 【ASBJ】 実務対応報告公開草案第 59 号「LIBOR を参照する金融商品に関するヘッ

ジ会計の取扱い（案）」に寄せられたコメントが公表されました。 

【JICPA】 「業種別監査委員会報告第 24号「銀行業における金融商品会計基準適

用に関する会計上及び監査上の取扱い」の改正について」及び「公開草案に

対するコメントの概要及び対応」が公表されました。 

「業種別監査委員会報告第 25号「銀行業における外貨建取引等の会計

処理に関する会計上及び監査上の取扱い」の改正について」及び「公開草案

に対するコメントの概要及び対応」が公表されました。 

金融商品 【DTT】 『Accounting Spotlight - 現在予想信用損失 - 導入後の複雑性』（USGAAP

関連）が掲載されました。  

サステナビリティ 【DTT】 『目的に基づく事業報告 in Focus - 包括的なグローバル基準に向けた機運の

高まり』（サステナビリティ関連を含む）が掲載されました。  

『ローン市場におけるサステナビリティ』が掲載されました。  

【IFRS 

Foundation】 

IFRS 財団評議員会がサステナビリティ報告に関する記事を公表しました。  

IFRS 財団評議員会がサステナビリティ報告に係るコンサルテーションについてビ

デオを公表しました。  

IFRS 財団評議員会によるサステナビリティのコンサルテーションに関する英語

ウェブセミナーが開催されます。  

のれん及び減損 【トーマツ】 「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」の 2 回

目の日本語ウェブセミナー」（IAS Plus の記事の和訳）が掲載されました。  

【IASB】 IASB 及び欧州会計学会（EAA）がのれんに関するバーチャル・アカデミック・リ

サーチ・セミナーを開催します。  

【AASB & IASB】 のれん及び減損に関するアジア・オセアニア・バーチャル・アカデミック・リサーチ・



 

セミナーが開催されます。  

表示及び開示 【DTT】 『IFRS に基づくモデル財務諸表（2020 年）』が掲載されました。  

『Heads Up - SEC が銀行業の登録企業の開示に係る要求事項を更新する最

終的な規則を公表』（USGAAP 関連）が掲載されました。  

【ESMA】 欧州証券市場監督局（ESMA）が 2020 年財務諸表に係る監督上の優先

事項を公表しました。  

訂正一覧 【IASB】  IASB が訂正一覧を公表しました。  

会議 【IASB】 2020 年 10 月の IASB 会議の事前会議要約（DTT 作成）が掲載されまし

た。 

第 7 回 IASB リサーチ・フォーラムにて議論予定の学術論文が公表されました

（無形資産の会計処理、予想信用損失会計の導入に係る自己資本規制

上の経過措置の検討を含む）。 

【IFRS 

Foundation】 

IFRS 財団が IFRS 解釈指針委員会によるアジェンダ決定のコンピレーション

（第 3 巻）を公表しました。  

【IFRS AC】 2020 年 11 月の IFRS AC 会議（IFRS 諮問会議）のアジェンダが公表されま

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 10 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 10 月 29 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 40 ページ）は、IFRS 基準を適用した財務諸表を作成する際に、企業が検討すべき主要な新型コロナウイ

ルス感染症に関連する論点を解説しています（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＞ 

 「継続企業の前提」及び「流動性リスク管理」に係る開示の明確化 

 「配当及び資本管理」及び「コモディティ売買契約」に関する新規サブセクションを追加 

 「政府援助」及び「コベナンツ違反」に関する明確化 

 

今月の記事一覧へ 

 

（2020 年 10 月 2 日） 

【DTT】 『新型コロナウイルス感染症と IFRS 第 9 号「金融商品」：ステージ判定に伴う困難』が掲載されました。 

 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-ifrsinfocus-20201029.html
https://ukfinancialservicesinsights.deloitte.com/post/102gfk1/covid-19-and-ifrs-9-suffering-from-stage-fright


 

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、2020 年 8 月に健全性監督機構（PRA）及び金融行為規制機

構（FCA）が新型コロナウイルス感染症に関連した住宅ローンの支払猶予に係るガイダンスを公表したことを受け、IFRS 第 9 号に

おける当該支払猶予に関するステージ判定について説明しています。 

 

 2020 年 6 月期の貸手のバランスシートにおけるステージ 3 の信用減損したローン残高は、政府支援により危機前と比べ概ね

安定していた。 

 しかし、ステージ 2 の残高は将来予測における信用リスクの悪化を反映し大幅に増加した。 

 新型コロナウイルス感染症関連の支払猶予は当初、当該猶予だけをもって信用リスクの著しい増大の兆候とは必ずしも言

えないとされていた。 

 しかし、2020 年 8 月公表の PRA 及び FCA のガイダンスを受け、2020 年 11 月以降に提供される支払猶予については通常

の条件緩和の扱いに戻る。 

 加えて、危機が長期化する可能性を受け、一時的な資金繰りを根拠にしてステージ 1 に据え置くことについては、今後その

正当化が必要になる。 

 

今月の記事一覧へ 

 

（2020 年 10 月 28 日） 

【IASB】 新型コロナウイルス感染症が IFRSの適用に与え得る影響に関する記事が公表されました。 

 

IASB 理事の Mary Tokar 氏及びテクニカル・スタッフの Sid Kumar 氏は、新型コロナウイルス感染症に関連する財務報告上の主

な検討事項に関する記事を公表しました。 

 

 当記事は、2020 年 9 月 28 日に開催された IFRS 財団バーチャル会議でのパネルディスカッションに基づいている。 

 パネルディスカッションでは、不確実性の高い時代に財務諸表を作成する上で仮定を置く際、何を検討する必要があるか、

また、用いた仮定についてどのような情報を開示すべきかに焦点が当てられている。 

 

今月の記事一覧へ 

 

（2020 年 10 月 12 日） 

【EU】 EU が新型コロナウイルス感染症に係る賃料減免に関する IFRS 第 16 号「リース」の修正を正式に採択しました。 

 

EU は、「Covid-19 に関連した賃料減免（IFRS 第 16 号の修正）」を採択する実施規則を公表しました（発効日は IASB と同

じ 2020 年 6 月 1 日）。 

 

 当修正により、借手は新型コロナウイルス感染症のパンデミックの直接の結果として生じた賃料減免がリースの条件変更で

あるかどうかを検討することを免除され、当該賃料減免をリースの条件変更ではないかのように会計処理することが認められる。 

 

今月の記事一覧へ 

 

（2020 年 10 月 15 日） 

【FRC】 不確実性の時代における財務報告に関する英国財務報告評議会（FRC）のガイダンスが公表されました。 

 

FRC は、2020 年における財務報告の重点分野に関する以下 2 つのガイダンスを公表しました。 

 

1. 「新型コロナウイルス感染症：資源、行動、未来 - 将来への展望」（全 24 ページ） 

2. 「新型コロナウイルス感染症：継続企業の前提、リスク、持続可能性 - 将来への展望」（全 21 ページ） 

https://www.iasplus.com/en/news/2020/10/tokar
https://www.iasplus.com/en/news/2020/10/eu-ifrs-16-and-covid-19
https://www.iasplus.com/en/news/2020/10/frc-look-forward
https://www.frc.org.uk/getattachment/15565835-6fec-46ad-a059-86481971e9a2/COVID-19-Resources-actions-and-the-future-a-look-forward.pdf
https://www.frc.org.uk/getattachment/1778c4a6-bb89-45f7-8de5-e4737545a98d/COVID-19-Going-concern,-risk-and-viability-a-look-forward.pdf


 

 

上記のガイダンスはいずれも以下を含みます。 

 以前公表された報告書の主要なメッセージの要約 

 企業報告の最近の動向 

 企業報告がどのように発展するかに関する考察 

 実務における事例 

 

今月の記事一覧へ 

 

 

◆金利指標改革 
 

（2020 年 10 月 14 日） 

【ASBJ】 実務対応報告公開草案第 59 号「LIBOR を参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い（案）」に寄せられたコ

メントが公表されました。 

 

ASBJ は、2020 年 6 月 3 日公表の実務対応報告公開草案第 59 号「LIBOR を参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱

い（案）」に寄せられたコメント、及びそれらに対する対応を公表しました。 

 

当該公開草案を踏まえ、2020 年 9 月 29 日に実務対応報告第 40 号「LIBOR を参照する金融商品に関するヘッジ会計の取

扱い」が公表されています。 

 

今月の記事一覧へ 

 

（2020 年 10 月 19 日） 

【JICPA】 「業種別監査委員会報告第 24 号「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱

い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」が公表されました。 

 

日本公認会計士協会（業種別委員会）は、業種別監査委員会報告第 24 号「銀行業における金融商品会計基準適用に

関する会計上及び監査上の取扱い」を改正しました。今回の改正に当たって、「6．LIBOR を参照する金融商品に関するヘッジ

会計の取扱い」が新設されています。 

 

今月の記事一覧へ 

 

（2020 年 10 月 19 日） 

【JICPA】 「業種別監査委員会報告第 25 号「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取

扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」が公表されました。 

 

日本公認会計士協会（業種別委員会）は、業種別監査委員会報告第 25 号「銀行業における外貨建取引等の会計処理

に関する会計上及び監査上の取扱い」を改正しました。今回の改正に当たって、「5．LIBOR を参照する外貨建取引等に関す

るヘッジ会計の取扱い」が新設されています。 

 

今月の記事一覧へ 

 

 

 

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2020/2020-0603/comment.html
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2020/2020-0603/comment.html
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20201019fbg.html
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20201019fbg.html
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20201019fia.html
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20201019fia.html


 

◆金融商品 

 

（2020 年 10 月 28 日） 

【DTT】 『Accounting Spotlight – 現在予想信用損失 – 導入後の複雑性』（USGAAP 関連）が掲載されました。 

 

当ニュースレター（全 5 ページ）は、新たな現在予想信用損失基準の導入後に直面する複雑性に焦点を当てています。 

 

＜目次＞ 

 背景 

 開示に関する検討事項 

 モデル及びデータ 

 カバナンス及び将来予測 

 追加情報の入手先 

 

今月の記事一覧へ 

 

 

◆サステナビリティ 
 

（2020 年 10 月 26 日） 

【DTT】 『目的に基づく事業報告 in Focus - 包括的なグローバル基準に向けた機運の高まり』（サステナビリティ関連を含む）

が掲載されました。 

 

当ニュースレターは、デロイトの『IFRS in Focus』のパートナー出版物であり、サステナビリティ基準に向けた進展を含む、企業報告に

影響を及ぼす目的に基づくビジネス慣行に関する最新動向を提供します。 

 

今回（全 4 ページ）は、IFRS 財団の評議員会によるサステナビリティ基準設定に関する協議文書（グローバルなサステナビリティ

基準の必要性及び IFRS 財団がそのような基準の開発に際してどのような役割を果たす可能性があるかを評価することを目的と

するもの）及び EU の非財務報告基準の策定に向けた準備作業を行うための EFRAG タスクフォースの作業計画について説明し

ています。 

 

今月の記事一覧へ 

 

（2020 年 10 月 14 日） 

【DTT】 『ローン市場におけるサステナビリティ』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、近年欧州のローン市場にて急成長しているサステナビリティ・リン

ク・ローン（別称：ESG ローン）の概要及びグリーンローンとの相違点、並びに、ボンド市場と比べてローン市場ではサステナビリティ

に関するより具体的な仕組みがある点について概説しています。 

 

今月の記事一覧へ 

 

（2020 年 10 月 9 日） 

【IFRS Foundation】 IFRS 財団評議員会がサステナビリティ報告に関する記事を公表しました。 

 

https://www.iasplus.com/en/publications/us/accounting-spotlight/2020/cecl-postadoption-complexities
https://www.iasplus.com/en/publications/global/purpose-driven-business-reporting-in-focus/comprehensive-global-standards
https://www.iasplus.com/en/publications/global/purpose-driven-business-reporting-in-focus/comprehensive-global-standards
https://ukfinancialservicesinsights.deloitte.com/post/102gi84/navigating-sustainability-in-the-loan-market
https://www.iasplus.com/en/news/2020/10/trustee-sustainability


 

IFRS 財団は、サステナビリティ報告に係る国際的に認知された基準の開発において IFRS 財団が担い得る役割について説明する

記事（約 5 ページ相当）を公表しました。 

 

詳細はこちら（IASB のウェブサイト） 

 

今月の記事一覧へ 

 

（2020 年 10 月 15 日） 

【IFRS Foundation】 IFRS 財団評議員会がサステナビリティ報告に係るコンサルテーションについて短いビデオを公表しました。 

 

IFRS 財団は、サステナビリティ報告についてコンサルテーションを行う理由及び質問事項について説明するビデオ（約 4 分）を公

表しました。 

 

今月の記事一覧へ 

 

（2020 年 10 月 29 日） 

【IFRS Foundation】 IFRS 財団評議員会によるサステナビリティのコンサルテーションに関する英語ウェブセミナーが開催されます。 

 

IFRS 財団の評議員会は、9 月に開始したサステナビリティのコンサルテーションに関する英語のウェブセミナー及び質疑応答（最大

60 分）を 2020 年 11 月 17 日に開催します。 

 

詳細はこちら（IASB のウェブサイト） 

 

当セミナーの録画はこちら（同上） 

 

今月の記事一覧へ 

 

 

◆のれん及び減損 
 

（2020 年 10 月 9 日） 

【トーマツ】 「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」の 2 回目の日本語ウェブセミナー」（IAS Plus

の記事の和訳）が掲載されました。 

 

IASB は、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」に関する第 2 回目となる日本語のウェブセミナー（約

45 分）を、2020 年 11 月 4 日 18 時（日本時間）より開催します。 

 

当日本語ウェブセミナーの録画はこちら（YouTube のウェブサイト） 

 

今月の記事一覧へ 

 

（2020 年 10 月 20 日） 

【IASB】 IASB 及び欧州会計学会（EAA）がのれんに関するバーチャル・アカデミック・リサーチ・セミナーを開催します。 

 

2020 年 10 月 30 日、IASB 及び EAA は、IASB のディスカッション・ペーパー「企業結合 - 開示、のれん及び減損 」及び関連する

学術文献に関するバーチャル・リサーチ・セミナーを開催します。 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/10/hope-for-a-new-paradigm-sustainability-reporting/
https://www.iasplus.com/en/news/2020/10/sustainability-consultation-video
https://www.iasplus.com/en/news/2020/10/sustainability-consultation-webinar
https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/10/trustees-to-host-webinar-moderated-qa-on-sustainability-consultation/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/sustainability-reporting/trustee-webinars-on-sustainability-reporting/
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-iasplus-20201009.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-iasplus-20201009.html
https://www.youtube.com/watch?v=o2XF7RkGRM4
https://www.iasplus.com/en/news/2020/10/iasb-eaa-goodwill


 

 

詳細はこちら（IASB のウェブサイト） 

 

当セミナーの録画はこちら（IASB のウェブサイト） 

 

今月の記事一覧へ 

 

（2020 年 10 月 8 日） 

【AASB & IASB】 のれん及び減損に関するアジア・オセアニア・バーチャル・アカデミック・リサーチ・セミナーが開催されます。 

 

2020 年 11 月 16 日に、IASB はオーストラリア会計基準審議会（AASB）と共同で、アジア・オセアニア地域の学界を対象とした

バーチャル研究セミナーを開催します。 

 

このセミナーでは、2020 年 3 月に公表された IASB のディスカッション・ペーパー「企業結合−開示、のれん及び減損」及び関連する

学術文献の概要について説明が行われる予定です。 

 

詳細はこちら（AASB のウェブサイト） 

 

当セミナーの録画はこちら（YouTube のウェブサイト） 

 

今月の記事一覧へ 

 

 

◆表示及び開示 
 

（2020 年 10 月 14 日） 

【DTT】 『IFRS に基づくモデル財務諸表（2020 年）』が掲載されました。 

 

デロイトが作成した当モデル財務諸表（全 208 ページ）は、2020 年 12 月 31 日に終了する会計年度における IFRS 基準に基

づく表示及び開示の要求事項について説明しています。 

 

 ベスト・プラクティスと考えられる追加的な開示を含む。 

 新型コロナウイルス感染症及び気候変動の影響を受ける開示について、該当箇所にそれぞれアイコンを付し、Appendix 1 に

該当箇所の一覧表を掲載している。 

 

今月の記事一覧へ 

 

（2020 年 10 月 8 日） 

【DTT】 『Heads Up - SEC が銀行業の登録企業の開示に係る要求事項を更新する最終的な規則を公表』（USGAAP 関連）

が掲載されました。 

 

当ニュースレター（全 9 ページ）は、SEC が最近公表した、銀行業及び貯蓄貸付業の登録企業の統計情報の開示に係る要求

事項を更新及び拡大する最終規則について説明しています。 

 

合わせて、インダストリー・ガイド 3 『銀行持株会社による統計情報の開示』における現行の開示に係る要求事項と、最終規則

における新しい開示に係る要求事項を比較する表を掲載しています。 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/10/iasb-and-eaa-virtual-research-workshop-on-dp-business-combinations/
https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/11/recording-of-iasb-and-eaa-virtual-workshop-on-dp/
https://www.iasplus.com/en/news/2020/10/asia-oceania-virtual-academic-research-seminar
https://www.aasb.gov.au/News/Goodwill-and-Impairment--Asia-Oceania-Virtual-Academic-Research-Seminar--with-the-IASB-and-AASB?newsID=380292
https://www.youtube.com/watch?v=WqL2IxK0PZw
https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2020/mfs-2020
https://www.iasplus.com/en/publications/us/heads-up/2020/issue-22
https://www.iasplus.com/en/publications/us/heads-up/2020/issue-22


 

 

今月の記事一覧へ 

 

（2020 年 10 月 28 日） 

【ESMA】 欧州証券市場監督局（ESMA）が 2020 年財務諸表に係る監督上の優先事項を公表しました。 

 

ESMA は、上場企業の 2020 年財務諸表を評価する際、特にフォーカスするトピックとして以下を挙げています。今年は特に新型

コロナウイルス感染症関連項目に焦点が当てられています。 

 

 IAS 第 1 号「財務諸表の表示」の適用：継続企業の前提、重要な判断、見積りの不確実性、新型コロナウイルス感染症

関連項目の表示 

 IAS 第 36 号「資産の減損」の適用：のれんの回収可能価額、無形資産及び有形資産が、様々な分野の経済見通しの

悪化により影響を受ける可能性がある場合 

 IFRS 第 9 号「金融商品」及び IFRS 第 7 号「金融商品：開示」の適用：金融商品から生じるリスクに関する一般的な検

討事項、及び金融機関の予想信用損失の測定における IFRS 第 9 号の適用に関する具体的な検討事項 

 IFRS 第 16 号「リース」の適用に関する特定の論点：賃料減免の会計処理に関する救済措置を適用する借手による明示

的な開示 

 

上記に加えて、新型コロナウイルス感染症の影響に関連した代替的業績指標、及び、英国の EU 離脱による考え得る影響に係

る開示の重要性についても強調しています。 

 

詳細はこちら（ESMA のウェブサイト） 

 

今月の記事一覧へ 

 

 

◆訂正一覧 
 

（2020 年 10 月 30 日） 

【IASB】 IASB が訂正一覧を公表しました。 

 

IASB は、IFRS 第 7 号「金融商品：開示」の訂正一覧表（スペルミス、連番や文法上の誤りといった軽微な誤りの訂正表）を

公表しました。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 

 

 

◆会議 
 

（2020 年 10 月 23 日） 

【IASB】 2020 年 10 月の IASB 会議の事前会議要約（DTT 作成）が掲載されました。 

 

2020 年 10 月 27 日 - 29 日に開催されるビデオ会議のアジェンダには、以下のトピックが含まれています（一部抜粋）。 

 

https://www.iasplus.com/en/news/2020/10/esma-enforcement
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-503_esma_european_common_enforcement_priorities_2018.pdf
https://www.iasplus.com/en/news/2020/10/editorial-corrections
https://www.ifrs.org/issued-standards/editorial-corrections/
https://www.iasplus.com/en/news/2020/10/iasb-premeeting-summary


 

 動的リスク管理（口頭でのアップデートのみ） 

 ワーク・プランのアップデート 

 新型コロナウイルス感染症の影響： 

      ＜スタッフの提案＞ 

- IASB のコンサルテーションに関係者が対応する能力に制限が生じていることから、共通支配下の企業結

合に関するディスカッション・ペーパー等、一部のコメント期間の延長や公表の延期を行う。 

 IFRS 第 9 号「金融商品」及び IFRS 第 15 号「顧客との契約から生じる収益」に関する適用後レビュー（PIR）の時

期： 

      ＜スタッフの質問＞ 

- IFRS 第 15 号の PIR の開始時期をアジェンダ・コンサルテーションの一環として検討すべきか。 

- IFRS 第 9 号の基準全体の PIR の開始時期をアジェンダ・コンサルテーションの一環として検討すべきか。

又は、分類及び測定の要求事項に関する PIR を今すぐ開始し、他の要求事項（減損及びヘッジ）の

PIR の開始時期をアジェンダ・コンサルテーションの一環として検討すべきか。 

- IFRS第 9号の分類及び測定に関する要求事項の PIRを今すぐ開始すると決定した場合、保険者による

IFRS 第 9 号の適用の一時的な免除が終了するまで（2023 年以降）、FVOCI に指定された資本性金

融商品に関する要求事項の見直しを延期すべきか。 

 

なお、IASB 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 

 

（2020 年 10 月 22 日） 

【IASB】 第 7 回 IASB リサーチ・フォーラムにて議論予定の学術論文が公表されました（無形資産の会計処理、予想信用損失

会計の導入に係る自己資本規制上の経過措置の検討を含む）。 

 

2020 年 11 月 2 日・3 日に開催される IASB の第 7 回リサーチ・フォーラム（バーチャル会議）では、以下を含む論文が発表及び

議論される予定です。 

 

 無形資産の会計処理：推奨される解決策 

 IFRS 第 9 号に基づく予想信用損失モデルへの移行：自己資本規制における経過措置と銀行のシステミック・リスク 

 

合わせて、IFRS 第 9 号「金融商品」及び IFRS 第 15 号「顧客との契約から生じる収益」に関するリサーチの機会についてのパネル

ディスカッションも行われる予定です。 

 

当フォーラムの録音はこちら（IASB のウェブサイト） 

今月の記事一覧へ 

 

（2020 年 10 月 14 日） 

【IFRS Foundation】 IFRS 財団が IFRS 解釈指針委員会によるアジェンダ決定のコンピレーション（第 3 巻）を公表しました。 

 

https://www.iasplus.com/en/meeting-notes/iasb/2020/october/work-plan
https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/iasb.html
https://www.iasplus.com/en/meeting-notes/iasb/2020/october/agenda
https://www.ifrs.org/news-and-events/calendar/2020/october/international-accounting-standards-board/
https://www.iasplus.com/en/news/2020/10/research-forum-papers
https://www.iasplus.com/en/news/2020/10/research-forum-papers
https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/iasb-research-forum-2020/
https://www.iasplus.com/en/news/2020/10/ifrsf-committee-agenda-compilation


 

IFRS 財団は、2020 年 4 月から 2020 年 9 月までの IFRS 解釈指針委員会によるすべてのアジェンダ決定（関係者からの質問

に対し、現行基準に変更の必要がない場合に、基準の適用方法について解説するものが一般的）を含む「アジェンダ決定のコ

ンピレーション – 第 3 巻」（全 14 ページ）を公表しました。 

 

詳細はこちら（IASB のウェブサイト） 

 

今月の記事一覧へ 

 

（2020 年 10 月 22 日） 

【IFRS AC】 2020 年 11 月の IFRS AC 会議（IFRS 諮問会議）のアジェンダが公表されました。 

 

2020 年 11 月 3 日・4 日に開催される当会議のアジェンダには、以下のトピックが含まれています。（一部抜粋） 

 

 サステナビリティ 

 

今月の記事一覧へ 

 

 

◆ワーク・プラン 
 

（2020 年 10 月 31 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 10 月の会議） 

 

2020 年 10 月の IASB 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：公開草案のフィードバックのレビューを 2020 年 12 月に予定（変更前：2020 年第 4 四半期） 

 リサーチ・プロジェクト 

 動的リスク管理：コアモデルのフィードバックを 2021 年上半期に議論予定（コアモデルのアウトリーチ・イベントを

2020 年 10 月に開催済） 

 資本の特徴を有する金融商品：プロジェクト方針を 2020年 12月に決定予定（変更前：2020年第 4四半期） 

 のれん及び減損：ディスカッション・ペーパーのフィードバックを 2021 年第 1 四半期に議論予定（変更前：2021

年上半期） 

 その他のプロジェクト 

 サステナビリティ報告：ワーク・プランに新規で追加、IFRS財団評議員会による協議文書のフィードバックを 2020年

12 月に議論予定（なお、コンサルテーション期間は 2020 年 12 月末まで） 

 

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＞ 
 

https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/supporting-implementation/agenda-decisions/agenda-decision-compilations/agenda-decision-compilation-volume-3.pdf?la=en
https://www.iasplus.com/en/news/2020/10/advisory-council-agenda
https://www.iasplus.com/en/news/2020/10/iasb-work-plan
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/


 

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 

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 

EAA 欧州会計学会 

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 

FCA 金融行為規制機構 

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 財団の評議員会 

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 

JICPA 日本公認会計士協会 

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 英国健全性監督機構 

SSB サステナビリティ基準審議会 

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） 

 

mailto:kyo.sakata@tohmatsu.co.jp
mailto:hiromi.nakai@tohmatsu.co.jp
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デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネットワークのメンバーであるデロイト トーマツ合同会社ならびにその
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