
 

 

 

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 2021 年 3 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＞ 
 
◆新型コロナウイルス感染症 
 IASBによる COVID-19に関連する賃料減免に関する実務上の救済措置の延長 

IASBは、「2021年 6月 30 日より後の Covid-19に関連した賃料減免」（IFRS 第 16 号の修正）を公表し、借手に対して
Covid-19 に関連した賃料減免がリースの条件変更に該当するかどうかの評価を免除する 2020年 5月の修正を 1年間延
長しました。当修正を解説するデロイトのニュースレターの日本語訳『IFRS in Focus - IASB は、COVID-19 に関連した賃料減
免に関する実務上の救済措置を延長する IFRS 第 16号の修正を公表』も別途掲載されています。 
 

◆金利指標改革 
 ICE ベンチマーク・アドミニストレーション（IBA）による LIBOR の公表停止に係る市中協議に関するフィードバック・ステートメ

ントの公表 
LIBOR の運営機関である IBA は、2020 年 12 月 4 日に公表した LIBOR の公表停止に係る市中協議に関するフィードバッ
ク・ステートメント（全 23 ページ）を公表しました。主要な LIBOR 通貨の公表停止の時期、及びシンセティック LIBOR（擬
似的な LIBOR）の公表について検討している旨の言及があります。 
 

 デロイトによる『IFRSに基づくモデル財務諸表（2020 年） -  付録 2 - 金利指標改革フェーズ 1及びフェーズ 2を適用した
際の金融商品の開示』の掲載 
デロイトが作成したモデル財務諸表の付録 2（全 12 ページ）は、金利指標改革に関する IFRS 基準の修正から生じる開
示について説明しています。 
 

 デロイトによる『LIBOR の移行 -  2021 年における銀行の主なコンダクトリスクに係る検討事項』及び『LIBOR の移行 –  投
資顧問会社の重要な検討事項』の掲載 
デロイト英国事務所の金融業界の専門家による 1 つ目の『LIBOR の移行 - 2021 年における銀行の主なコンダクトリスクに
係る検討事項』の記事では、金利指標改革に関連した顧客との関わりがこれまでの啓発や教育から行動や意思決定に移
行することに伴い、今後数か月の間に顧客との関わりがさらに増加すると考えられることから、銀行が考慮すべき重要な3つ
の領域について、コンダクトリスクの観点から説明しています。 

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


 

2 つ目の『LIBOR の移行 – 投資顧問会社の重要な検討事項』の記事では、LIBOR からリスク・フリー・レート（RFRs）への
移行にとって重要な年に入り、これまでの移行準備から実行段階に焦点が移ることを受け、これまでの移行準備の課題及
び実行段階の主な優先事項について説明しています。 
 

◆金融商品 
 デロイトによる『IFRS第 9 号「金融商品」 -  10 のチャートでみる2020年 12 月期決算』の掲載 

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12月期決算における英国の銀行の損失評価引当
金の動向及び今後の見通しについて考察しています。 

 
◆サステナビリティ 
 デロイトによる『銀行の ESGに係るリスク開示 –  透明性への道』の掲載 

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、欧州銀行監督機構（EBA）が第 3 の柱の枠組みの下で
ESG に係るリスク開示について協議しており、銀行は 2022 年半ばまでに気候関連リスクへのエクスポージャーに関する定量
的情報、及びより広範な ESG リスクに対するエクスポージャーについての定性的情報を開示することが求められることとなる
旨について説明しています。 
 

 IFRS財団評議員会によるサステナビリティ・ワーキング・グループの設置 
IFRS 財団評議員会は、世界のサステナビリティ報告基準の収斂を加速させ、設立の可能性のある国際的なサステナビリ
ティ報告基準審議会に係るテクニカルな準備に着手するために、ワーキング・グループを設置しました。 

 
◆表示及び開示 
 IASBによる財務諸表注記におけるコミュニケーションを改善するための道を開く新しいアプローチの提案（IFRS第 13 号「公

正価値測定」の開示要求の修正案を含む） 
IASBは、公開草案「IFRS基準における開示要求 – 試験的アプローチ（IFRS第 13号「公正価値測定」及び IAS第 19号
「従業員給付」の修正案）」（全 62 ページ）を公表しました（コメント期限：2021 年 10 月 21 日）。当公開草案につ
いて説明するデロイトのニュースレター『IFRS in Focus - IASBが、IAS 第 19号及び IFRS 第 13 号の開示に係る要求事項の修
正を提案』も別途掲載されています。 

 
 
＜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 

【IASB】 IASBがCOVID-19に関連する賃料減免に関する実務上の救済措置を延長しました。 

【IOSCO】 
証券監督者国際機構（IOSCO）が、継続企業の前提及び新型コロナウイルス感
染症について声明を公表しました。  

金利指標改革 

【IBA】 
ICE ベンチマーク・アドミニストレーション（IBA）が、LIBORの公表停止に係る市中協
議に関するフィードバック・ステートメントを公表しました。 

【DTT】 

『IFRS に基づくモデル財務諸表（2020年） -  付録 2 - 金利指標改革フェーズ 1
及びフェーズ 2 を適用した際の金融商品の開示』が掲載されました。  

『LIBORの移行 -  2021年における銀行の主なコンダクトリスクに係る検討事項』が
掲載されました。 

『LIBORの移行 –  投資顧問会社の重要な検討事項』が掲載されました。 



 

金融商品 【DTT】 
『IFRS第 9 号「金融商品」 -  10のチャートでみる2020年 12 月期決算』が掲載さ
れました。  

サステナビリティ 

【DTT】 『銀行の ESGに係るリスク開示 –  透明性への道』が掲載されました。 

【IFRS 
Foundation】 

IFRS財団評議員会が、サステナビリティの取り組みに関する戦略的方向性及び今
後のステップについて示しました。 

IFRS財団評議員会がサステナビリティ・ワーキング・グループの設置を公表しました。 

【IOSCO】 
証券監督者国際機構（IOSCO）が、IFRS財団のサステナビリティに係る取り組み
を支援するためのワーキング・グループの設置を公表しました。 

【WEF】 
世界経済フォーラム（WEF）が、ESG報告におけるグローバルな基準及び連携を要
請しました。  

【EFRAG & EC】 
EFRAG及び欧州委員会が、国際的なサステナビリティ報告基準設定主体と会合を
行いました。  

【IFASS】 
基準設定主体が、欧州サステナブル基準設定主体の設立の提案を含む非財務報
告について議論しました。  

【IVSC】 
国際評価基準委員会（IVSC）が、ESG及び企業価値評価に関するパースペクティ
ブ・ペーパーを公表しました。  

保険契約 【EFRAG】 
EFRAGが、2020年 6 月の修正を含む IFRS第 17 号「保険契約」に関する最終的
なエンドースメント・アドバイスを公表しました。  

リース 【DTT】 
デロイトが、IASBのセール・アンド・リースバック取引におけるリース負債に関する提案
についてコメントしました。 

共通支配下の
企業結合 

【IASB】 
ディスカッション・ペーパー「共通支配下の企業結合」に関する投資家向け英語ウェブ
セミナーの動画が公表されました。  

連結 【ESMA】 
欧州証券市場監督機構（ESMA）が、EUにおける IFRS第 10 号、第 11 号及び
第 12 号の適用に関する報告書を公表しました。 

暗号資産 【ASBJ】 
欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）のディスカッション・ペーパー「暗号資産（負
債）の会計処理」の日本語訳が公表されました。 

表示及び開示 

【IASB】 
IASBが、IFRS第 13号及び IAS第 19 号の修正案並びに開示の開発及びドラフト
に対するガイダンス案を公表しました。  

【DTT】 
『IFRS in Focus - IASBが、IAS第 19 号及び IFRS第 13号の開示に係る要求事項
の修正を提案』が掲載されました。 

無形資産 【EFRAG】 無形資産に関するケース・スタディをベースとした調査が行われます。 

全般 【IASB】 IASBが今後の作業計画に関する第３次アジェンダ協議を開始しました。 

会議 

【IASB】 2021年 3 月の IASB会議の議事メモ（DTT 作成）が掲載されました。 

【IFRIC】 
2021年 3 月の IFRS解釈指針委員会会議の議事メモ（DTT作成）が掲載されま
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（2021 年 3 月の会議） 



 

コンバージェンス 【ASBJ】 

「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」が改訂されました。  

第 453 回企業会計基準委員会の概要（IFRS第 9 号の分類及び測定並びに
IFRS第 10 号、IFRS第 11号及び IFRS第 12 号の適用後レビューに関する ASBJの
ASAF会議における対応方針を含む）が公表されました。 

第 452 回企業会計基準委員会の概要（リースに関する会計基準の開発を含
む）が公表されました。 

※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 
 
（2021年 3 月 31 日） 
【IASB】 IASBがCOVID-19 に関連する賃料減免に関する実務上の救済措置を延長しました。 
 
IASBは、「2021年 6月 30日より後の Covid-19に関連した賃料減免」（IFRS第 16号の修正）を公表し、借手に対してCovid-
19 に関連した賃料減免がリースの条件変更に該当するかどうかの評価を免除する 2020年 5月の修正を 1 年間延長しました。 
 
＜背景＞ 
 2020 年 5月に公表された IFRS第 16号「リース」の修正における救済措置は、借手が Covid-19に関連した賃料減免がリー

スの条件変更に該当するか評価することを免除し、そのような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
ることを認めるものである。 

 当修正の当初の適用対象は、Covid-19 に関連した賃料減免のうち 2021 年 6 月 30 日以前に期限が到来するリース料を
減額するものであった。 

 新型コロナウイルス感染症のパンデミックの長引く影響を踏まえ、IASB は救済措置の利用可能な期間を 1 年間延長するこ
とを決定した。 

 
＜変更点＞ 
 借手が当該救済措置を 2022年 6 月 30日以前に期限が到来するリース料を減額するものに適用することを認める。 
 借手が当修正を遡及適用することを要求する。 
 借手が当修正を最初に適用する報告期間において IAS 第 8号第 28項（f）の情報開示を要求しない旨を規定する。 
 
＜発効日＞ 
 2021 年 4 月 1 日以後開始する事業年度（早期適用可） 
 
当記事原文の和訳はこちら（トーマツのウェブサイト） 
デロイトが当修正を解説するニュースレターの日本語訳『IFRS in Focus - IASBは、COVID-19 に関連した賃料減免に関する実務上の
救済措置を延長する IFRS 第 16号の修正を公表』（全 3ページ）はこちら（同上） 
 

今月の記事一覧へ 
 
（2021年 3 月 25 日） 

https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/ifrs-16
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-iasplus-20210331.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-ifrsinfocus-20210331.html


 

【IOSCO】 証券監督者国際機構（IOSCO）が、継続企業の前提及び新型コロナウイルス感染症について声明を公表しました。 
 
IOSCO は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにおける、継続企業の前提の評価及び開示に関する高品質な情報の必要
性についての声明（全 5ページ）を公表しました。 
 
声明では、2020年及び2021年の財務報告期間において多くの法域における多数の公開企業に関連し得ることから、特に IASB
の継続企業の前提に係る教育的資料（トーマツのウェブサイト）を歓迎しています。 
 
声明文はこちら（IOSCO のウェブサイト） 
声明文の仮訳はこちら（金融庁のウェブサイト） 
 

今月の記事一覧へ 
 
 
◆金利指標改革 
 
（2021年 3 月 5 日） 
【IBA】 ICE ベンチマーク・アドミニストレーション（IBA）が、LIBORの公表停止に係る市中協議に関するフィードバック・ステートメ
ントを公表しました。 
 
LIBORの運営機関である IBAは、2020年 12 月 4 日に公表した LIBOR の公表停止に係る市中協議に関するフィードバック・ス
テートメント（IBAのウェブサイト、全 23ページ）を公表しました。 
 
＜背景＞ 
2020 年 12 月 4日に公表した市中協議文書では、以下が提案されていた。 
 英ポンド、ユーロ、スイスフラン、及び日本円の全てのテナーについて、2021 年 12 月 31 日を最後に LIBORの公表を停止す

る。 
 米ドルについては、１週間及び２か月のテナーについて 2021 年 12 月 31 日に、他のテナー（翌日、１か月、３か月、６か

月、12 か月）について 2023年 6 月 30日に LIBORの公表を停止する。 
 
＜今回新たに示された事項＞ 
 英ポンド及び日本円の１か月、３か月及び６か月のテナーについて、上記の期日以降もシンセティック LIBOR（擬似的な

LIBOR）を公表可能とするかについて協議を行う。 
 米ドルについても１か月、３か月及び６か月のテナーについて、シンセティック LIBOR の必要性を引き続き検討予定である。 
 

今月の記事一覧へ 
 
（2021年 3 月 2 日） 
【DTT】 『IFRSに基づくモデル財務諸表（2020 年） -  付録 2 - 金利指標改革フェーズ 1及びフェーズ 2 を適用した際の金融
商品の開示』が掲載されました。 
 
デロイトが作成したモデル財務諸表の付録 2（全 12ページ）は、金利指標改革に関する以下の修正から生じる開示について
説明しています。 
 
 金利指標改革フェーズ 1：IFRS 第 9 号「金融商品」、IAS 第 39号「金融商品：認識及び測定」及び IFRS 第 7号「金融

商品：開示」の修正 

https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/iosco
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-ifrsinfocus-20210120.html
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS598.pdf
https://www.fsa.go.jp/inter/ios/20210401/20210401.html
https://ir.theice.com/press/news-details/2021/ICE-Benchmark-Administration-Publishes-Feedback-Statement-for-the-Consultation-on-Its-Intention-to-Cease-the-Publication-of-LIBOR-Settings/default.aspx
https://ir.theice.com/press/news-details/2021/ICE-Benchmark-Administration-Publishes-Feedback-Statement-for-the-Consultation-on-Its-Intention-to-Cease-the-Publication-of-LIBOR-Settings/default.aspx
https://www.theice.com/publicdocs/ICE_LIBOR_feedback_statement_on_consultation_on_potential_cessation.pdf
https://www.theice.com/publicdocs/ICE_LIBOR_feedback_statement_on_consultation_on_potential_cessation.pdf
https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2020/ibor-appendix-2
https://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2020/ibor-appendix-2


 

 金利指標改革フェーズ 2：IFRS 第 9 号「金融商品」、IAS 第 39 号「金融商品：認識及び測定」、IFRS 第 7 号「金融商
品：開示」、IFRS 第 4 号「保険契約」及び IFRS 第 16 号「リース」の修正 

 
今月の記事一覧へ 

 
（2021年 3 月 5 日） 
【DTT】 『LIBORの移行 -  2021 年における銀行の主なコンダクトリスクに係る検討事項』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、金利指標改革に関連した顧客との関わりがこれまでの啓発や教
育から行動や意思決定に移行することに伴い、今後数か月の間に顧客との関わりがさらに増加すると考えられることから、銀行
が考慮すべき重要な 3 つの領域について、コンダクトリスクの観点から説明しています。 
 
検討すべき領域として以下を挙げています。 
1. 新製品の特性 
2. 契約の修正 
3. 顧客に対するアウトリーチ 
 

今月の記事一覧へ 
 
（2021年 3 月 11 日） 
【DTT】 『LIBORの移行 –  投資顧問会社の重要な検討事項』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、LIBOR からリスク・フリー・レート（RFRs）への移行にとって重要な
年に入り、これまでの移行準備から実行段階に焦点が移ることを受け、これまでの移行準備の課題及び実行段階の主な優先
事項について説明しています。 
 

今月の記事一覧へ 
 
 
◆金融商品 
 
（2021年 3 月 10 日） 
【DTT】 『IFRS第 9 号「金融商品」 -  10 のチャートでみる2020 年 12月期決算』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、2020年 12 月期決算における英国の銀行の損失評価引当金の
動向及び今後の見通しについて考察しています。 
 
 IFRS 第 9 号損失評価引当金等のインプット 

 ローン残高は 2020 年を通して微減している（タイプ別ではバラつきあり）。 
 2020 年第 2 四半期に大きな問題となった新型コロナウイルス感染症関連の支払い猶予は、現在はほぼなくなってい

る。 
 信用動向は落ち着いており、デフォルトはまだ健在化しておらず、銀行の経済見通しは 2020 年 6 月以降改善してい

る。 
 IFRS 第 9 号損失評価引当金等のアウトプット 

 2020 年第 1・第 2四半期に多額の減損処理を行った後、リスク・コストは低い状況となっている。 

https://ukfinancialservicesinsights.deloitte.com/post/102gsew/libor-transition-key-conduct-risk-considerations-for-banks-in-2021
https://ukfinancialservicesinsights.deloitte.com/post/102gt3b/the-libor-transition-key-considerations-for-investment-management-firms
https://ukfinancialservicesinsights.deloitte.com/post/102gsbg/ifrs-9-2020-year-end-results-in-10-charts


 

 予想信用損失の残高及びローン残高に対する比率は、第 1・第 2 四半期に増加し、それ以降はほぼ横ばいとなって
いる。 

 ステージ 2 の残高は 2020年第 2 四半期をピークに減少している。 
 IFRS 第 9 号のインプットはリスクの改善を示しているにもかかわらず、予想信用損失残高が横ばいである背景には、銀

行が不確実性の高い状況において引当金を取り崩すことを渋っている可能性がある。 
 IFRS 第 9 号損失評価引当金等の見通し 

 不確実性の高い状況は続くが、銀行は今後大きな問題が生じなければ、リスク・コストは 2020年に比べてかなり低い
水準に戻ると予想している。 

 問題は、いつリスクが顕在化するか、そして、見通しの改善が続く場合には、超過リスクをいつリリースするか（引当金
を取り崩すか）である。 

 
今月の記事一覧へ 

 
 
◆サステナビリティ 
 
（2021年 3 月 30 日） 
【DTT】 『銀行の ESGに係るリスク開示 –  透明性への道』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、欧州銀行監督機構（EBA）が第 3 の柱の枠組みの下で ESGに
係るリスク開示について協議しており、銀行は 2022 年半ばまでに気候関連リスクへのエクスポージャーに関する定量的情報、及
びより広範な ESG リスクに対するエクスポージャーについての定性的情報を開示することが求められることとなる旨について説明して
います。 
 

今月の記事一覧へ 
 
（2021年 3 月 8 日） 
【IFRS Foundation】 IFRS財団評議員会が、サステナビリティの取り組みに関する戦略的方向性及び今後のステップについて示
しました。 
 
2021 年 3 月 2 日 - 4 日に開催された会議において IFRS 財団評議員会は、サステナビリティに関するコンサルテーションに対する
フィードバックの検討の結果、以下を含む戦略的方向性及び今後のステップについて決定しました。 
 
 設立予定のサステナビリティ基準審議会（SSB）について 

 まず気候関連報告に主眼を置く。 
 気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の確立された取り組みを基礎とする。 
 2020 年 12 月公表のプロトタイプの気候関連財務情報開示基準についても、基準開発の基礎となり得るものとして

検討する。 
 今後のステップについて 

 フィードバック・ステートメントを公表する。 
 新たな審議会の設立を正式なものとするために必要な財団の定款の変更案を公表し、パブリックコメントを募集する。 

 
当記事原文の和訳はこちら（トーマツのウェブサイト） 
 

今月の記事一覧へ 
 

https://ukfinancialservicesinsights.deloitte.com/post/102guay/esg-risk-disclosures-for-banks-the-path-to-transparency
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/ifrs-trustees-sustainability
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/ifrs-trustees-sustainability
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-iasplus-20210308.html


 

（2021年 3 月 22 日） 
【IFRS Foundation】 IFRS財団評議員会がサステナビリティ・ワーキング・グループの設置を公表しました。 
 
IFRS 財団評議員会は、世界のサステナビリティ報告基準の収斂を加速させ、設立の可能性のある国際的なサステナビリティ報
告基準審議会に係るテクニカルな準備に着手するために、ワーキング・グループを設置しました。初会合は 2021年 4月を予定して
います。 
 
＜構成メンバーについて＞ 
 議長は IFRS 財団 
 財務報告との関連性の観点から IASB も参加 
 IOSCO はオブザーバーとして参加 
 その他のメンバーは 

 気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD） 
 バリュー・レポーティング財団（国際統合報告委員会（IIRC）と米国サステナビリティ会計基準審議会（SASB）の合

併後のグループ） 
 気候変動開示基準委員会（CDSB） 
 世界経済フォーラム（WEF） 

 グローバル・レポーティング・イニシアティブ（GRI）及びカーボン・ディスクロージャー・プロジェクト（CDP）とも緊密に連携 
 
当記事原文の和訳はこちら（トーマツのウェブサイト） 
 

今月の記事一覧へ 
 
（2021年 3 月 31 日） 
【IOSCO】 証券監督者国際機構（IOSCO）が、IFRS 財団のサステナビリティに係る取り組みを支援するためのワーキング・グルー
プの設置を公表しました。 
 
IOSCO は、サステナブルファイナンス・タスクフォース（STF）の下に、IFRS 財団のサステナビリティ・プロジェクトのワーキング・グループと
緊密に連携することとなる新たなテクニカル・エキスパート・グループ（TEG）の設置を公表しました。 
 
TEGの担うタスクには、気候関連財務開示基準のプロトタイプの精緻化が含まれる予定です。 
 
IOSCO のプレスリリースはこちら（IOSCOのウェブサイト） 
IOSCO のプレスリリースの仮訳はこちら（金融庁のウェブサイト） 
 

今月の記事一覧へ 
 
（2021年 3 月 29 日） 
【WEF】 世界経済フォーラム（WEF）が、ESG報告におけるグローバルな基準及び連携を要請しました。 
 
WEFは、グローバルな基準を通じてのみ民間部門が持続可能な社会の構築に十分に貢献することができるとし、グローバルなESG
報告基準への支持を呼びかける CEO 宛ての書簡（全 3ページ）を公表しました。 
 
書簡はこちら（WEFのウェブサイト） 
 

今月の記事一覧へ 

https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/sustainability-ifrsf-working-group
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-iasplus-20210322.html
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/iosco-teg-sustainability
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/iosco-teg-sustainability
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS599.pdf
https://www.fsa.go.jp/inter/ios/20210406/20210406.html
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/wef
http://www3.weforum.org/docs/WEF_ESG_Letter_Klaus_Schwab_and_Brian_Moynihan_2021.pdf


 

 
（2021年 3 月 26 日） 
【EFRAG & EC】 EFRAG及び欧州委員会が、国際的なサステナビリティ報告基準設定主体と会合を行いました。 
 
2021 年 3 月 22 日、EFRAG 及び欧州委員会の代表は、IFRS 財団や気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）等の国
際的なサステナビリティ報告基準設定主体と会合を行い、EU の非財務報告基準の可能性に関する最終報告書を背景に、今
後の連携への期待、並びに、EUのサステナビリティ報告基準の必要性及び重要性について議論しました。 
 

今月の記事一覧へ 
 
（2021年 3 月 8 日） 
【IFASS】 基準設定主体が、欧州サステナブル基準設定主体の設立の提案を含む非財務報告について議論しました。 
 
会計基準設定主体国際フォーラム（IFASS）の開催した春季会議において、欧州委員会が公表した報告書の中で欧州サステ
ナブル基準（ESS）の設定主体の設立が提案されたことが議論され、IFRS 財団の提案するサステナビリティ基準審議会（SSB）
との競合等を懸念する声が上がりました。 
 

今月の記事一覧へ 
 
（2021年 3 月 3 日） 
【IVSC】 国際評価基準委員会（IVSC）が、ESG及び企業価値評価に関するパースペクティブ・ペーパーを公表しました。 
 
IVSC は、企業価値評価における環境、社会、ガバナンス（ESG）の要素についての議論を呼び起こす目的でパースペクティブ・
ペーパー（全 12ページ）を公表しました。 
 
当ペーパーの中で IVSCは、ESGの要素が評価分析における基本的な検討事項であると指摘しています。 
 
詳細はこちら（IVSCのウェブサイト） 
 

今月の記事一覧へ 
 
 
◆保険契約 
 
（2021年 3 月 31 日） 
【EFRAG】 EFRAGが、2020 年 6 月の修正を含む IFRS 第 17 号「保険契約」に関する最終的なエンドースメント・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、2020年 6月 25日に公表された修正を含む IFRS 第 17 号「保険契約」に関する最
終的なエンドースメント・アドバイスを公表しました。 
 
年次コホートがエンドースメントの要件（「真実かつ公正な概観」の原則に抵触せず、欧州の公益に資するものであり、かつ、財
務情報が満たすべき理解可能性、目的適合性、信頼性、比較可能性の要件を満たしていること）を満たすかについては合意
に至らなかったとしています。 
 
エンドースメント・アドバイスはこちら（EFRAGのウェブサイト） 

https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/eu-sustainability
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/ifass-non-financial-reporting
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/eu-reports-sustainability
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/ivsc
https://www.ivsc.org/news/article/perspectives-paper-esg-and-business-valuation
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/efrag-final-endorsement-ifrs-17
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/efrag-final-endorsement-ifrs-17
https://www.efrag.org/News/Project-482/EFRAG-has-finalised-its-due-process-around-IFRS-17-and-has-submitted-its-Final-Endorsement-Advice-on-IFRS-17-Insurance-Contracts-including-the-June-2020-Amendments-to-the-European-Commission


 

 
今月の記事一覧へ 

 
 
◆リース 
 
（2021年 3 月 29 日） 
【DTT】 デロイトが、IASBのセール・アンド・リースバック取引におけるリース負債に関する提案についてコメントしました。 
 
2020 年 11月に公表された IASBの公開草案 ED/2020/4「セール・アンド・リースバックにおけるリース負債（IFRS 第 16号「リース」
の修正案）」について、デロイトがコメント・レター（全 7ページ）を公表しました。 
 
デロイトは、公開草案で提案されているアプローチについて、インデックスやレートに基づかない予想変動支払額に対してリース負債
を認識する結果となり、IFRS 第 16 号の一般的な要求事項と整合しないことが懸念されるため、支持しない考えを示しています。 
 
コメント・レターはこちら 
 

今月の記事一覧へ 
 
 
◆共通支配下の企業結合 
 
（2021年 3 月 22 日） 
【IASB】 ディスカッション・ペーパー「共通支配下の企業結合」に関する投資家向け英語ウェブセミナーの動画が公表されました。 
 
IASBは、2021年 3月に開催したディスカッション・ペーパー「共通支配下の企業結合」における IASBの予備的見解について、特
に投資家及びアナリストに関連するトピックに焦点を当てて説明する英語ウェブセミナーの動画（約 27 分）を公表しました。 
 
動画はこちら（IASBのウェブサイト） 
 

今月の記事一覧へ 
 
 
◆連結 
 
（2021年 3 月 31 日） 
【ESMA】 欧州証券市場監督機構（ESMA）が、EUにおける IFRS第 10 号、第 11号及び第 12号の適用に関する報告書を
公表しました。 
 
EFRAG は、IFRS 第 10 号「連結財務諸表」、IFRS 第 11 号「共同支配の取決め」及び IFRS 第 12 号「他の企業への関与の開
示」の EUにおける適用に関して、報告書（全 42ページ）を公表しました。 
 
報告書では、EU において上述の基準が概して適切に適用されているものの、準拠性、比較可能性及び透明性の水準について
改善の余地があるとしています。 
 
詳細はこちら（ESMAのウェブサイト） 

https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/dcl-ed-20202-4
https://www.iasplus.com/en/publications/global/comment-letters/2021/lease-liability
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/webinar-bcucc
https://www.ifrs.org/news-and-events/2021/03/recording-now-available-the-iasb-seeks-investor-views/
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/esma-pir-10-12
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/esma-pir-10-12
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-67-716_report_on_ifrs_10-11-12.pdf


 

 
今月の記事一覧へ 

 
 
◆暗号資産 
 
（2021年 3 月 8 日） 
【ASBJ】 欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）のディスカッション・ペーパー「暗号資産（負債）の会計処理」の日本語訳が
公表されました。 
 
ASBJ は、EFRAG が 2020 年 7 月に公表したディスカッション・ペーパー「暗号資産（負債）の会計処理」について、日本語訳を
（全 224 ページ）を公表しました。 
 

今月の記事一覧へ 
 
 
◆表示及び開示 
 
（2021年 3 月 25 日） 
【IASB】 IASBが、IFRS第 13 号及び IAS第 19号の修正案並びに開示の開発及びドラフトに対するガイダンス案を公表しました。 
 
IASBは、公開草案「IFRS 基準における開示要求 – 試験的アプローチ（IFRS 第 13 号「公正価値測定」及び IAS 第 19号「従
業員給付」の修正案）」（全 62 ページ）を公表しました（コメント期限：2021 年 10月 21日）。 
 
当公開草案は、企業が判断を拡充して「決まり文句」の情報を削減することを可能にし、より有用な情報を投資者に与えること
を意図して提案されています。 
 
当記事に関する ASBJの日本語のサイトはこちら（ASBJのウェブサイト） 
当記事原文の和訳はこちら（トーマツのウェブサイト） 
公開草案はこちら（IASBのウェブサイト） 
 

今月の記事一覧へ 
 
（2021年 3 月 29 日） 
【DTT】 『IFRS in Focus - IASBが、IAS第 19号及び IFRS第 13 号の開示に係る要求事項の修正を提案』が掲載されました。 
 
当ニュースレター（全 6 ページ）は、IASBが 2021 年 3 月に公表した公開草案「IFRS 基準における開示要求 – 試験的アプロー
チ（IFRS 第 13 号「公正価値測定」及び IAS 第 19号「従業員給付」の修正案）」について説明しています。 
 
当ニュースレターの和訳はこちら（トーマツのウェブサイト） 
 

今月の記事一覧へ 
 
 
◆無形資産 
 

https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/international_issue/efrag/2021-0308.html
https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/international_issue/efrag/2021-0308.html
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/tslr
https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/press_release/y2021/2021-0325.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-iasplus-20210325.html
https://cdn.ifrs.org/-/media/project/disclosure-initative/disclosure-initiative-principles-of-disclosure/ed2021-3-di-tslr.pdf?la=en
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2021/ed-2021-3
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-ifrsinfocus-20210329.html


 

（2021年 3 月 2 日） 
【EFRAG】 無形資産に関するケース・スタディをベースとした調査が行われます。 
 
欧州証券アナリスト協会連合会（EFFAS）、欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）及びスコットランド勅許会計士協会
（ICAS）の支援を受けたフェラーラ大学による新しい研究プロジェクトでは、ケース・スタディに基づいた調査を通じて、無形資産に
係る情報の作成及び利用について、財務諸表作成者及び利用者、並びにその他の利害関係者の意見を得ることを目的として
います。 
 
詳細はこちら（EFRAGのウェブサイト） 
 

今月の記事一覧へ 
 
 
◆全般 
 

（2021年 3 月 30 日） 
【IASB】 IASBが今後の作業計画に関する第３次アジェンダ協議を開始しました。 
 
IASBは、今後 5 年間の作業計画に関して戦略的方向性及び活動のバランスについて意見を求めるための情報要請「第３次ア
ジェンダ協議」（全 56 ページ）を公表しました（コメント期限：2021 年 9月 27日）。 
 
IASBは合わせて、どの財務報告上の論点を優先すべきか及びプロジェクトを作業計画に追加するための判断基準についても意
見を求めています。 
 
情報要請はこちら（IASBのウェブサイト） 
当記事に関する ASBJの日本語のサイトはこちら（ASBJのウェブサイト） 
当記事原文の和訳はこちら（トーマツのウェブサイト） 
情報要請について解説するデロイトのニュースレター『IFRS in Focus』（全 6 ページ）の日本語訳はこちら（同上） 
 

今月の記事一覧へ 
 

 

◆会議 
 
（2021年 3 月 24 日） 
【IASB】 2021 年 3 月の IASB会議の議事メモ（DTT作成）が掲載されました。 
 
2021 年 3 月 23日・24 日に開催されたビデオ会議では、以下を含むトピックが議論されました（一部抜粋）。 
 
 のれん及び減損（暫定決定なし） 

 2020 年 3 月に公表され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」へのフィードバックの検討 
- 理事たちは、のれん償却の再導入について、財務諸表利用者の間で見解が分かれているものの、以前より

も支持する利用者が多かった旨に注目した。 
- 理事たちは、のれん償却の再導入を支持する実務上の証拠としてフィードバックの中で挙げられた減損テスト

の限界について、詳しく説明するようスタッフに指示した。 

https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/intangibles
https://www.efrag.org/News/Project-474/University-of-Ferrara-EFFAS-EFRAG-ICAS--joint-case-study-based-survey-on-intangibles
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/agenda-consultation-2020
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/third-agenda-consultation/rfi-third-agenda-consultation-2021.pdf
https://www.asb.or.jp/jp/ifrs/press_release/y2021/2021-0330.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-iasplus-20210330.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-ifrsinfocus-20210401.html
https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/iasb-meeting-notes
https://www.iasplus.com/en/meeting-notes/iasb/2021/march/goodwill-impairment


 

- 理事たちは、USGAAP との収斂への支持について、そのこと自体を、会計モデルを選択する上での第一の要
件とすべきでない旨に留意した。 

- 次回の会議でも、フィードバックの検討を継続する予定。 
 持分法（暫定決定なし） 

 プロジェクトのアップデート及び今後のステップ 
- 理事たちは、プロジェクトの検討対象となる論点の選択に係る要件について、ガイドラインとして使用し、厳格

には適用しないことを提案した。 
 
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） 
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（2021年 3 月 19 日） 
【IFRIC】 2021年 3 月の IFRS解釈指針委員会会議の議事メモ（DTT作成）が掲載されました。 
 
2021 年 3 月 16日に開催されたビデオ会議では、以下を含むトピックが議論されました（一部抜粋）。 
 
 当初認識時に金融負債に分類されるワラントの会計処理（IAS 第 32 号「金融商品：表示」） 

＜論点＞ 
 将来のある日において確定行使価格でワラント発行者の固定数の資本性金融商品を購入する権利を保有者に与

えるワラントは、当初認識時に負債に分類されるが、その後行使価格が確定した際に資本に分類変更されるか。 
＜暫定決定＞ 
 当論点は単独では範囲が狭すぎるため、当論点に関する基準設定プロジェクトを追加せず、代わりにその旨を説明す

る暫定的なアジェンダ決定を公表する。 
 金融商品の分類に関するより広範な論点は、資本の特徴を有する金融商品（FICE）プロジェクトの一環として検討

すべきである。 
 リース料に対する還付されない付加価値税（IFRS 第 16号「リース」） 

＜論点＞ 
 リース料に課される還付されない付加価値税は、借手のリース料に含まれるのか。 
＜暫定決定＞ 
 当論点に関する基準設定プロジェクトを追加せず、暫定的なアジェンダ決定を公表する。 
 当論点が重要でなく、また広範なものではないと結論付ける前に、フィードバックを待つこととする。 

 
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） 
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◆ワーク・プラン 
 
（2021年 3 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（2021 年 3 月の会議） 
 
2021 年 3 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＞ 
 メンテナンス・プロジェクト 

 IFRS 第 16 号と Covid-19：2021年 3 月に修正を公表予定（※）（変更前：フィードバックについて 2021年 3月
に検討予定） 

 セール・アンド・リースバックにおけるリース負債：公開草案へのフィードバックを 2021 年 5 月に検討予定（変更前：
2021 年第 2四半期） 

 リサーチ・プロジェクト 
 のれん及び減損：ディスカッション・ペーパーへのフィードバックの検討を 2021 年 4月も継続（2021 年 3月より検討開

始） 
 
ワーク・プランはこちら（IASBのウェブサイト） 
 
※ 2021 年 3月 31日に公表済み（詳細は「【IASB】 IASBが COVID-19に関連する賃料減免に関する実務上の救済措置を

延長しました。」の記事参照）。 
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◆コンバージェンス 
 
（2021年 3 月 30 日） 
【ASBJ】 「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」が改訂されました。 
 
ASBJは、日本基準及び修正国際基準（国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計
基準）の開発に関する検討状況、及び今後の計画の改訂を公表しました。 
 
＜主な改訂点＞ 
 公正価値測定に関して公開草案に寄せられたコメントへの対応を検討中である旨の追記 
 リースに関して公開草案の公表に向けて検討中であるの旨の追記 
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（2021年 3 月 17 日） 
【ASBJ】 第 453 回企業会計基準委員会の概要（IFRS第 9 号の分類及び測定並びに IFRS第 10号、IFRS第 11号及び
IFRS第 12 号の適用後レビューに関する ASBJの ASAF会議における対応方針を含む）が公表されました。 
 
ASBJは、2021 年 3月 11日に開催された第 453 回企業会計基準委員会の審議資料を公表しました。 
 

https://www.iasplus.com/en/news/2021/03/iasb-work-plan
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/
https://www.asb.or.jp/jp/project/plan.html
https://www.asb.or.jp/jp/project/proceedings/y2021/2021-0311.html
https://www.asb.or.jp/jp/project/proceedings/y2021/2021-0311.html


 

以下を含む検討が行われました。 
 
＜ASAF（会計基準アドバイザリー・フォーラム）会議における ASBJの対応方針＞ 
 IFRS 第 9 号「金融商品」の分類及び測定の適用後レビューに関する対応方針 

 金融商品専門委員会及び IFRS適用課題対応専門委員会の専門委員に対する質問票を通じて受け取ったコメント
を踏まえて発言案の検討を行う。 

 資本性金融商品への投資のいわゆるOCIオプションに関するノンリサイクリング、及び非上場株式の公正価値測定に
関する論点について、引き続き意見発信を行う。 

 IFRS 第 10 号「連結財務諸表」、IFRS 第 11 号「共同支配の取決め」及び IFRS 第 12 号「他の企業への関与の開示」の
適用後レビューに関する対応方針 
 持分法会計及び支配の喪失において保持する持分の公正価値評価を中心として発言を行う。 
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（2021年 3 月 4 日） 
【ASBJ】 第 452 回企業会計基準委員会の概要（リースに関する会計基準の開発を含む）が公表されました。 
 
ASBJは、2021 年 2月 25日に開催された第 452 回企業会計基準委員会の審議資料を公表しました。 
 
以下を含む検討が行われました。 
 改正リース会計基準の単体財務諸表における取扱いについて 

 これまで原則として、連結財務諸表と単体財務諸表の両方に同様に適用されるものとして会計基準を開発してきてお
り、今後もその方針に変わりはない。 

 ただし、単体財務諸表においては、関連諸法規等（例：法人税法）の利害調整に関係することが連結財務諸表
よりも多いと考えられることから個々の会計基準の開発においては、これらを考慮の対象とし検討する。 

 今回は事務局の分析についてのディスカッションを行い、次回以後の専門委員会で結論に関する事務局の提案を予
定している。 
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＜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 
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 

https://www.asb.or.jp/jp/project/proceedings/y2021/2021-0225.html


 

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 
BEIS 英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省 

BIS 国際決済銀行 
CAQ 監査品質センター 
CDP 気候開示プロジェクト 

CDSB 気候変動開示基準委員会 
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 
GRI グローバル・レポーティング・イニシアティブ 
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 
IBA ICEベンチマーク・アドミニストレーション 
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 
ICE インターコンチネンタル取引所 
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 
IIGCC 気候変動に関する機関投資家グループ 
IIRC 国際統合報告評議会 

IOSCO 証券監督者国際機構 
IPTF 国際実務タスクフォース 
ISAR 国際会計 ・報告基準専門家政府間作業部会 

IVSC 国際評価基準審議会 
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 

SASB 米国サステナビリティ会計基準審議会 
SSB サステナビリティ基準審議会 
TCFD 気候関連財務情報開示タスクフォース 

UKEB 英国エンドースメント審議会 
UNCTAD 国連貿易開発会議  
UNEP FI 国連環境計画・金融イニシアティブ 

WEF 世界経済フォーラム 
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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