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トーマツ IFRSセンター・オブ・エクセレンス
当「 IFRS in Focus」の特別版では、規制

味している。

当局の焦点の分野、現在の経済環境又は会計基
準の変更を受けて2014年12月31日に終了

IFRS第10号及びIFRS第11号の要求事項を支え

する年度に関連する可能性のある財務報告の論

るモデルは、非常に簡潔に要約されているかもしれ

点を記載している。

ない。しかし、これは多くの複雑性を隠している。

デ ロ イ ト の 最 新 の「 Global Economic

IFRS第10号「連結財務諸表」

Outlook」＊1は、グローバル経済は引き続き少しの

IFRS第10号は、次の3つの「支配」の要素がす

強さといくつかの弱さの兆しを見せていることを言

べて存在する場合のみ、投資先は連結されなければ

及している。米国経済が、持続的成長軌道を示して

ならないと明記している。

いる一方で、ユーロ圏内の回復は、いくつかの挫折

1 ．投資先に対するパワー

を余儀なくされ、非常に不安定なままである。また

2 ．投資先の変動リターンに対するエクスポージャ

レポートは、中国経済の成長鈍化、日本の増税の影
響及びロシアの石油価格下落を含む他の論点も強調
している。

ー又は権利
3 ．投資者のリターンの額に影響を及ぼすように投
資先に対するパワーを用いる能力

そのため、財務諸表の作成者は、活動する環境に
応じて様々な困難に直面する可能性がある。
さらに、 「支配」の定義の適用
会計基準の適用には、引き続き十分な検討と重要な
IFRS第10号は、企業が、基準の単一の要求事項
判断の適用が要求される。

に基づくのではなく、適用指針も含めたすべての関

当「 IFRS in Focus」の特別版は、規制当局が

連性のある要因を評価した上で、支配が存在するか

焦点を当てる可能性がある分野と共に上述のいくつ

どうかについて決定することを要求しているため、

かの考察を強調している。

支配が存在するかどうかの評価は、重要な判断が必
要となり、多くの規制当局が焦点を当てる分野にな
る可能性が高い。

時事論点
連結及び共同支配の取決め

基準は、次に関連するものを含め支配の評価が難
しい状況に関する追加の適用指針を提供している。
⃝潜在的議決権（投資者又は他の者によって保有さ

欧州連合において使用をエンドースされた
IFRSを適用している企業にとって、2014年
は、IFRS第10号「 連 結 財 務 諸 表 」
、IFRS第

れる）
⃝他の当事者（
「代理人」
）に委任された意思決定権
のパワー

11号「共同支配の取決め」及びIFRS第12号「他

⃝投資者の持分を防御するためだけであり、投資先

の企業への関与の開示」を含む「 5つのパッケ

へのパワーを与えないようにデザインされている

ージ」の強制適用の最初の年である。一方、世

権利

界の他の場所では2年目の適用であろう。これ
らの基準の広範囲にわたる性質及び適用にあた
っての判断のレベルは、規制当局の優先事項の
リストに目立つように取り上げられることを意
＊1

「事実上の」支配（’De facto’ control）
IFRS第10号 は、50％ 未 満 の 議 決 権 で も、
残りの議決権が広く分散したグループにより保

原文（英語）に関しては、デロイトのウェブサイトhttp://dupress.com/articles/global-economic-outlook-q4-2014-introduction/
を参照いただきたい。
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有されており、投資者が行った決定を阻止する

それらの事実及び状況が資産に対する強制可能な

ために十分に一緒に連携する可能性が低い場

権利及び負債に対する強制可能な義務を創出する

合、投資者に支配を与え得るという概念を説明

のかどうかに焦点を当てるべきであることに留意

している。

した。
⃝また解釈指針委員会は、「他の事実及び状況」を

投資企業

いくつかの具体的な事実パターンにどのように検

IFRS第10号は、連結の要求事項に対する例

討すべきなのかを議論した。例えば、市場価格で

外を含んでいる。この連結の例外は、2014年

売却される産出物、第三者からの資金調達及び産

1月1日以後開始する事業年度から発効し、投

出物の性質のような具体的な状況の存在は、それ

資企業が子会社を純損益を通じて公正価値測定

自体で分類の決定要因になるかどうか。解釈指針

することを要求している（ただし、投資企業の

委員会は、これらの要因はどれもそれ自体で決定

活動に関連するサービスを提供している子会社

要因とはならないことに留意した。したがって、

は除く。そのような子会社は投資企業によって

企業は取決めの分類を決定するために判断を行う

連結される。）

ことが必要になるであろう。

投資企業とみなされるために、企業は以下で
なければならない。

これらの見解は、2015年前半に確認される予定
である。

⃝1名以上の投資者から、当該投資者に投資管
理サービスを提供する目的で資金を得ている。
⃝投資者に対して、自らの目的は資本増価、投

IFRS第12号「他の企業への関与の開示」

IFRS第12号の主要な要素は、「姉妹基準」であ

資収益、又はその両方からのリターンのため

るIFRS第10号及びIFRS第11号の適用によって行

だけに資金を投資することであると確約して

われた重要な判断を開示するという要求事項であ

いる。

る。例えば、開示は以下の結論に達する際に検討さ

⃝投資のほとんどすべての測定及び業績評価を
公正価値ベースで行っている。

れた重要な判断及び仮定について要求される。
⃝投資者が議決権の過半数を保有しているにも関わ
らず、他の企業を支配していない。又は議決権の

IFRS第11号「共同支配の取決め」

IFRS第11号は、複数の当事者が、関連性のある

活動に関する意思決定に、支配を共有している当事
者の全員一致の合意を必要とするという契約上の取
決めを通じて支配（IFRS第10号で定義）を共有し
ている場合に、「共同支配」が存在すると規定して
いる。

過半数を保有していないにも関わらず、他の企業
を支配している。
⃝別個の法的企業で保有される共同支配の取決め
が、共同支配事業である。
⃝企業が投資企業である。
さらに、IFRS第12号は、他の企業への関与につ
いていくつかの情報の開示を要求している。

共同支配の取決めの投資者は、当該取決めに関す
る資産に対する権利及び負債に対する義務を有して

重要性のある非支配持分の開示

いるのかどうか、又は純資産に対する権利を有して

2014年9月にIFRS解釈指針委員会は、重

いるのかどうかを決定しなければならない。前者の

要性のある非支配持分（ NCIs）がある子会社

場合、投資者は、「共同支配事業」に対する資産、

への関与の開示について、発行者はIFRS第12

負債、収益及び費用の持分を認識しなければならな

号の目的を満たすために開示される情報を識別

い。後者の場合、「共同支配企業」に対する投資に

する際に判断を適用しなければならないことを

持分法を適用する。

暫定的に決定した。

共同支配企業か、又は共同支配事業か？

の構成ならびにNCIsが企業集団の活動及びキ

特に取決めに対する当事者が資産に対する直接的

ャッシュ・フローに対して有している関与を理

な権利及び負債に対する直接的な義務を有している

解することができるように、財務情報を開示す

ために、別個の法的ビークルの存在が無効になると

ることを要求している。この目的を満たすため

いう結論を導く可能性がある「他の事実及び状況」

に、企業は連結財務諸表に関して重要性を評価

を決定する際に、共同支配の取決めの分類が問題と

し、定量的要因及び定性的要因（例えば、子会

なり、IFRS解釈指針委員会による現在の活動にお

社の性質）を考慮しなければならない。また解

ける検討対象となっている。

釈指針委員会は、評価は、重要性のある非支配

IFRS第12号では、企業は利用者が企業集団

11月のIFRICアップデートは、この決定の多く
の局面について暫定的な見解を含んでいた。
⃝解釈指針委員会は、
「他の事実及び状況」
の検討は、

34
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とって重要性のあるNCIsがある子会社のそれ

合、追加の開示（どのように報告企業がスポンサー

ぞれについて、NCIsに帰属する純損益、及び

する企業を決定しているか、報告企業が把握してい

NCIsの累積額（他の項目とともに）を開示す

る収益又は収益の形態、及び報告期間中に組成され

ることを具体的に要求している。報告企業の子

た企業に移転された資産の帳簿価格）
が要求される。

会社がNCIを有し、サブグループを率いている
場合、100％所有ではない子会社（それ自身
単独又はサブグループレベルで親会社である）

資産及び負債への重大な制限

IFRS第12号では、企業が企業集団の資産のアク

に つ い て の 情 報 を 開 示 す る こ と に よ っ て、

セス又は利用及び企業集団の負債の決済を行う能力

IFRS第12号の要求事項を最も満たすかどうか

に関する重大な制限（例えば、法律上、規制上及び

を決定する際に、報告企業は判断を適用するこ

契約上の制限）の詳細を開示することを要求してい

とを要求される。

る。例示として、現金その他の資産を企業集団内の

これらの論点についての解釈指針委員会の見

企業間で移転する能力に影響を与える制限、及び保

解は、
2015年前半に最終化される予定である。

証又は他の要求で、企業集団内での配当の支払、連
結会社間の貸付の供与又は返済及びその他の資本分

組成された企業への企業の関与に関連した
リスクの内容
連結している組成された企業及び非連結の組成さ

配を制限する可能性のあるものを含んでいる。

れた企業への関与に関連したリスクの内容及び変動

法人所得税

に関する具体的な開示要求は、規制当局の焦点の分

繰延税金資産の認識及び測定

野になる可能性が高い。IFRS第12号では、企業は、

金融危機とそれ以降の経済の低成長は、多くの企

連結財務諸表の利用者が連結した組成された企業へ

業で繰越欠損金を認識する結果となった。このよう

の関与に関連したリスクの内容及び変動を評価する

な状況において、この欠損金から生じる繰延税金資

ことができるような情報を開示することを要求して

産の認識には、特に注意を払う必要があり、それは

いる。

十分な将来の課税所得が、これらの税務便益を実現
するために発生するかどうかの評価による。

組成された企業
誰が企業を支配しているのかの決定に際し

近年の損失発生の経歴

て、議決権又は類似の権利が決定的な要因とな

IAS第12号「法人所得税」では、近年の損失

らないように設計された企業（例えば、あらゆ

発生の経歴は、繰延税金資産を回収するために

る議決権が管理業務のみに関係しており、その

将来の課税所得を獲得できないかもしれないこ

関連性のある活動が契約上の取決めによって指

との強力な証拠を示すことになる。

図される場合など）。

繰越欠損金から生じた繰延税金資産を認識する
ために、企業は、将来の課税所得を獲得できる

連結している組成された企業及び非連結の組成さ

ことを示す証拠があることを明示する必要があ

れた企業の両方に関して、開示は提供された財務的

る。そのような証拠の例としては、重要な新規

支援又はその他の支援とともに、将来において財務

契約、受注水準の増加や、不採算セグメントの

的支援を行う要求又は意図に焦点を当てている。

処分が含まれる。IAS第12号は、課税所得の

また非連結の組成された企業に関して、次の情報

利 用 可 能 性 の 決 定 の た め のʻ 見 込 み（ look

を開示することを要求している。

forward）
ʼ期間に関する特定の制限を設けて

⃝組成された企業の内容、目的、規模及び活動なら

いない（しかしながら、関連する法律の下で、

びに組成された企業の資金調達方法についての定

繰越欠損金が期限切れになるまでの期間を超え

性的情報及び定量的情報

ることができないことは明らかである。）。使用

⃝非連結の組成された企業への関与に関して認識さ

される期間の長さは、企業の収益性の経歴や、

れた資産及び負債の表、及びこれらの関与から生

予算コントロールの正確さ、予想される将来の

じる損失に対する最大エクスポージャー

活動を含む、多くの企業固有の要因による。

⃝非連結の組成された企業に対して提供されたいか
なる支援、及びそのような支援を提供する義務又

これらの状況における、繰延税金資産の認識を
サポートする証拠の内容は、
開示が要求される。

は意図
組成された企業について報告企業がスポンサーと

単一資産法人（ corporate wrapper）におけ

なっているかどうかを問わず、この情報が提供され

る単一の資産に係る繰延税金の認識

る必要がある。報告企業が非連結の組成された企業

2014年7月に、IFRS解釈指針委員会は、子

への関与を有しておらずスポンサーであるだけの場

会社に1つの資産しかなく、親会社が子会社に
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対する株式の売却によって当該資産の帳簿価額

報の形式をとり得るIFRSで要求されていない指標

の回収を見込んでいる場合に、親会社はその連

（ と り わ け、「 調 整 後 業 績 指 標（ adjusted

結財務諸表において、税法が当該資産及び株式

performance measures）
」又は「会計原則に基

に別個の税務基準額を割り当てている場合に

づかない指標（ non-GAAP measures）」と呼ば

は、当該資産及び株式の両方に関連する繰延税

れることもある。
）の使用は、2014年において多

金資産を認識しなければならない（ IAS第12

く の 議 論 の 主 題 と な っ た。 証 券 監 督 者 国 際 機 構

号における特定の例外規定が適用される場合を

（IOSCO）や、
欧州証券市場監督機構（ESMA）は、

除き、繰延税金資産の回収可能性を前提に）と

このテーマについてガイダンスを開発し、また国際

結論付けた。

会 計 士 連 盟（ IFAC） は、「 追 加 の 財 務 指 標
（ supplementary financial measures）」の使用

不確実な税務ポジション

に関する提案を公表した。

実な税務ポジションの認識及び測定である。IFRS

下であるべきことを含んでいる。

解釈指針委員会は、この項目を現在のアジェンダと

⃝明確に定義され、適切な場合には同等の会計原則

規制当局が焦点を当てる他の重要な項目は、不確

している。議論されている論点の1つとしては、不

ガイダンスの共通のテーマは、他の業績指標が以

による指標と調整（reconcile）する。

確実な税務ポジションの認識及び測定の分析に当た

⃝毎期一貫して使用される。

り、IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」

⃝
（例えば、利得及び損失が、
「基本的利益」の指標

を考慮すべきか、又はIAS第12号を考慮すべきか

から除外されるべきかどうかの決定において）公

という論点である。IAS 第12号12項では、当期

正（balanced）である。

税金資産及び当期税金負債の認識に関するガイダン

いくつかの法域における代替的な業績指標の一般

スを提供しており、当期及び過去の期間について支

的な例は、
「例外的な項目（ exceptional items）」

払済みの額がそれらの年度の税額を超える場合に

の表示である。上記のガイダンスを適用すると、例

は、当該超過額は資産として認識しなければならな

えば、減損が例外的な項目として表示されている場

いとしている。したがって、2014年7月に、解釈

合、その後の戻入れも同じ方法で表示されるべきこ

指針委員会は、IAS第12号は不確実な税務ポジシ

とを意味する。

ョンの認識に関する関連するガイダンスを提供して
いると結論付けた。

代替的な業績指標の使用及び表示は、いくつ

2014年11月に、解釈指針委員会は、不確実な

かの法域における特定の規制要求のためであ

税務ポジションから生じる税金資産及び税金負債の

り、ある法域で許容される実務は、他の法域で

測定に関するガイダンスを提供するために解釈指針

は許容できないと考えられるかもしれない。し

案を開発することを暫定的に決定した。本プロジェ

たがって、
企業はそれらの指標を使用する前に、

クトは、以下の暫定決定事項に基づいている。

企業の報告を管轄する規制当局の要求を検討す

⃝すべての法人所得税ポジションは、本プロジェク

る必要がある。

トの範囲に含まれる。
⃝企業は、各不確実な税務ポジションについて目的
適合性のある情報を提供する会計単位に関して判
断を行うべきである。

年金会計
従業員給付に関するコストの会計処理、特に、複

⃝企業は、税務当局に支払う（又は税務当局から回

雑な分野が残る確定給付制度に関して、一部は関連

収する）と見込まれる金額の見積りを、最も可能

する資産及び負債が多額になるために、しばしば規

性が高い金額又は、期待値のいずれかを（どちら

制当局の注目を集める。この分野では多くの論点が

の方法が、不確実な税務ポジションの解消をより

発生しており、そのごく一部について以下に要約し

適切に予測すると企業が見込んでいるのかに応じ

た。

て）用いて行うべきである。
⃝税務当局は報告を受けた金額を調査し、かつ、す
べての関連する情報について十分な知識を有する

数理計算上の仮定

確定給付制度債務は、要因（例えば、構成員の寿

との仮定に基づいて測定する（すなわち、100

命や、退職時の給料、また、医療給付の場合には、

％の「発見リスク」を想定）
。

彼らが経験した健康上の問題）の範囲に応じて変化
する場合があり、長年にわたって拡大するキャッシ

代替的な業績指標
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ュ・フローの流列によって構成されている。したが
って、それらの現在価値の決定は、適切な数理計算

財務諸表の中の追加の表示項目、又は、年次報告

上の仮定の選択において重要な判断を伴い、少しの

書やその他の文書における他の場所で提供される情

変動が記録される負債の価値に重要な影響を与え得
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る。

使用する一方的な権利を有する金額を含めるべ

IAS第19号「従業員給付」は、適用した重要な

きではない点を明確にするため、IFRIC第14

数理計算上の仮定、及びそれらの仮定において合理

号の修正を提案することを決定した。解釈指針

的に考え得る変化に対する確定給付負債の感応度の

委員会は、また、当該修正で、第三者が制度の

両方の開示を要求する。割引率や死亡率の仮定を含

終了を一方的に決定でき、したがって徐々の清

む（ただしそれに限定するものではない）数理計算

算を阻止できる場合には、企業は、徐々の清算

上の仮定は、依然として規制当局にとって焦点とな

を前提とした積立超過の返還に対する無条件の

る分野に含まれると予想される。

権利を有していない点を明確にする予定である。

社債市場の通貨レベルでの評価
適切な割引率の決定において重要な点は、優良

リスク管理及び資産・負債マッチング戦略

多くの企業は、確定給付制度のように、規模が大

社債の厚みのある市場が存在するかどうか、ま

きく、不確実な長期の契約に内在するリスクを管理

たその代わりに、当該利率は国債の市場利回り

するための戦略を求めている。

を基礎とすべきかどうかの評価である。

このような戦略は、以下を含む様々な形態をとり

同一の通貨を共有する地域市場においてこの評

得る。

価をどのように行うかに関する不確実性に対応

⃝事業主と制度加入者の間でリスクを共有する、純

して、この評価は国レベルではなく通貨レベル

粋な確定給付モデルから離れる制度（例えば、目

で評価されるべきことを明確化するため、IAS

標型給付やキャッシュバランスプラン）の導入

第19号が2014年9月に修正された。

⃝制度からの給付の支払いの要求とほぼ重なるキャ

IAS第19号の修正は、2016年1月1日以後開

ッシュ・フローを生み出す保険証券又は長寿スワ

始する事業年度から発効し、早期適用は認めら

ップのような資産の取得

れる。

⃝確定給付制度の積立のための債務に対する担保と
しての企業の（不動産などの）資産の使用

確定給付制度における積立超過から発生し
た資産の認識

それらの取決めに対する会計処理については、注
意が必要であり、以下の点を考慮する。

超過資産が加入者の給付支払いを強化するために

⃝リスク共有スキームは、その性質上、確定給付と

使用されるかどうか、また、存在する給付や事業主

して会計処理されるべきか、又は確定拠出として

への返還を保証する年金保険の購入のために使用さ

会計処理されるべきか

れるかどうかを決定するために、事業主及び制度の

⃝制度負債と一致するように設計された資産の評価

受託者（ trustee）の権利の完全な理解が要求され

（適格な保険証券の定義を満たすかどうか、した

るため、「資産上限額」（ IAS第19号では、「制度か

がって、確定給付制度債務の価値で測定しなけれ

らの返還又は制度への将来掛金の減額の形で利用可

ばならないかどうかを含む）
。

能な経済的便益の現在価値」と定義されている）の
影響の判断は、困難なものとなり得る。
この理解は、制度が積立超過ポジションにある場

⃝企業が、確定給付制度に対して発行した証券が制
度資産の定義を満たすかどうか（報告企業が発行
した譲渡不能な金融商品は、制度資産の定義から

合のみに要求されるのではなく、IFRIC第14号「確

除外されることに注意）

定給付資産の上限、最低積立要件及びそれらの相互

さらに、IAS第19号には、とりわけ、確定給付

関係」は、将来掛金の返還又は減額の利用可能性は、

制度の特徴、積立の取決めに関する記述、及び企業

法的又は契約上の「最低積立要件」が制度への掛金

又は制度がリスク管理のために採用している資産・

を発生させるために追加の負債が認識されるべきか

負債マッチング戦略（年金契約及び他の技法（長寿

どうかの判断において考慮することを要求する。

スワップなど）の利用を含む）の開示要求が含まれ
ていることに注意が必要である。

解釈指針委員会は、独立した受託者が給付を
増額する裁量を有している場合において、企業
が当該独立した受託者によって管理されている

賦課金

確定給付制度からの返還の利用可能性から生じ

IFRIC解釈指針第21号「賦課金」
（ 2014年1月

た資産を認識できるかどうかの分析を、アジェ

1日以後開始する事業年度に発効）は、広範囲の政

ンダに取り上げている。2014年9月の会議で

府への支払い
（法令違反の罰金又は反則金ではなく、

は、解釈指針委員会は、企業が返還に基づいて

資産の取得又はサービスの提供のための支払でもな

資産として認識する積立超過の金額には、第三

く、IAS第12号のような他の基準の範囲に含まれ

者（例えば、制度の受託者）が他の目的（例え

ない支払い）に関する負債の認識を扱っている。し

ば、制度加入者のための給付の増額のため）に

たがって、固定資産税（ property taxes）及び、
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例えば銀行など特定の業界の参加者に対する賦課金

理的な期待を有している必要があり、経営者は、効

のような項目に適用される。

果的に計画を実行する可能性が高くなければならな

本解釈指針は、負債を認識すべき時点を決定する

い。

場合の、IAS第37号の厳格な解釈を適用する。す
なわち、負債を認識すべき時点は、企業の活動が賦

リスク及び継続企業に関する法域の要求事項

課金の支払の契機となる時点（法令で特定）である。

一般的にリスクの評価、特に継続企業の前提

これらの要求事項の適用は、関連する法令の完全

に関する評価は、ガバナンスの主題（subject）

な理解を要求しており、場合によっては、賦課金の

（例えば、評価される予測期間に関して）及び

コストを一定の期間にわたり認識する、従前の実務

複数の法域の開示要求である。財務諸表を作成

を変更する結果となる可能性がある。

する際に、IAS第1号の要求事項に加えて、こ
れらの要求事項を考慮しなければならない。
財政的困難を経験している企業は、例えば破

継続企業

産時の取引（trading whilst insolvent）に関

継続企業の前提は、財務諸表作成において基本的
な原則である。年次報告書及び財務諸表を作成する、

するあらゆる法域における制限も考慮すべきで
ある。

すべての企業にとって、厳しい経済情勢は課題とな
っている。
IAS第1号「財務諸表の表示」は、企業が継続企
業として存続する能力があるかどうかの経営者によ
る評価を要求する。この評価をする際に、
経営者は、

減損
規制当局は、引き続き金融資産及び非金融資産の
減損に注目している。

将来（少なくとも報告期間の期末日から12か月必

減損テストの主要な仮定、例えば、商品価格に関

要であるが、それに限定されない）に関するすべて

連 す る 仮 定 に、 特 別 な 注 意 を 払 う べ き で あ る。

の入手可能な情報を検討することが要求される。企

2014年初来より、石油及び石炭の世界価格は下落

業の継続企業としての存続能力に対して重大な疑義

しており、これは、採掘から販売のための輸送や精

を生じさせる重要な不確実性があると経営者が結論

製まで、これらの資源のサプライ・チェーンに含ま

づける場合には、企業はその不確実性を開示する必

れる企業にとって、減損レビューで主要な検討事項

要がある。

となり得る。反対に、企業によっては、商品の購入
コストの減少から便益が期待でき、減損の戻しが生

継続企業の前提ー重要な判断の開示

じるか否かの検討が必要となるかもしれない。

不確実性となり得るリスクを軽減する可能性

影響を受ける企業は、予測収益と予測コストの両

のある手段に関して、慎重な評価を行ったうえ

方における予測される商品価格の変動の影響を含め

で、企業の継続企業としての存続能力に対して

るにあたっての、
一貫性を確保しなければならない。

重要な不確実性がないと経営者が結論づけるケ
ースもあるかもしれない。
IFRS解釈指針委員会は、このような状況で

他の考慮すべき減損の要素は、
以下の通りである。
⃝減損テスト目的のための資金生成単位及び資金生
成単位グループの適切な識別

は、判断及び評価で検討された仮定は、経営者

⃝異なる目的で使用される予測キャッシュ・フロー

が企業の会計方針を適用する過程で行った判断

の一貫性（例えば、のれんの減損テスト及び繰延

の開示を要求する、IAS第1号122項の開示要
求の一部であると最近結論づけた。

税金資産の減損テスト）
⃝企業の業績と前年度における予測の適切な分析。
前年度の予測キャッシュ・フローが乖離していた

個々に又は集合的に、継続企業の前提に重要な疑
義が生じる状態又は事象は、他の好ましい要因で軽
減される可能性がある。例えば、企業が通常の負債
返済ができないことによる影響は、資産の処分、融
資返済期限の変更又は追加資本の獲得などの代替的
な手段によって、十分なキャッシュ・フローを維持

貨が報告企業の機能通貨に対して弱い場合
⃝現行の市場動向を前提とした、予測キャッシュ・
フローの裏付け可能性
規制当局は、実施された減損レビューを説明する

に、主要なサプライヤーの喪失は、他の適切なサプ

ために必要とされる開示、該当する場合、主要な仮

ライヤーの利用可能性によって軽減されるかもしれ

定に対する結果の感応度にも焦点を置いている。
2013年度版のClosing Outには、現在でも関

継続企業リスクを軽減するために企業で検討され
る戦略は、現実的で、予見される問題を解決する合

テクニカルセンター

どうか、十分な検討がなされるべきである。
⃝キャッシュ・フローが発生する通貨、特にその通

する経営者の対応策で解消されるかもしない。同様

ない。
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ートには、会計上の見積りの形成に用いる方法の

他のトピック

変更は、当該変更により「信頼性があり目的適合

もちろん、上記は網羅的なリストではない。多く

性が同等以上となる見積りが形成される場合にだ

の他の論点が規制当局の注意を引く可能性がある。

け」行うべきであるとのIFRS解釈指針委員会の

⃝キャッシュ・フロー計算書—非資金取引（例えば、

見解が記述されている。本委員会は、IASBの開

転換社債の転換）が誤って含まれていないか、キ

示イニシアティブの一環として、現在検討されて

ャッシュ・イン・フロー及びアウト・フローの不

いる趣旨に沿って、IAS第8号「会計方針、会計

適切な純額表示を回避しているか、また、性質に

上の見積りの変更及び誤謬」の修正を提案した。

より営業、投資、又は財務のキャッシュ・フロー

⃝収益認識—IFRS第15号「顧客との契約から生じ

の区分に留意しているかを確かめる。

る収益」
（ 2017年1月1日以後開始する事業年

⃝金融商品の負債又は資本への分類—これは、依然

度に発効）は、多くの企業に収益認識の方針の再

として困難な分野であり、特に決済の時期又は方

検討を必要とさせるだろう。しかし、現行の基準

法が偶発的な事象又は、いずれかの当事者が利用

においても、企業はサービスが提供される、又は

可能なオプションに依存する場合。そのような金

財の支配が顧客に移転する場合にのみ収益を認識

融商品の正確な条件は、分類決定の前に注意深く

しなければならない。ある契約が多くの財及び／

検討されるべきである。

又はサービスの供給を扱っている場合、これらの

⃝法的問題及び関連リスクー法的又は規制上の問題
に関する負債に対するエクスポージャーの不確実
性は、多くの業界の企業にとって現実的なもので

構成要素に収益を適切に配分することも重要であ
る。
IFRS第15号に関して、まだ発効はしていないが、

ある。財務諸表にこれを適切に反映させることに

いくつかの規制当局が、公表済未発効の基準につい

は、負債を認識すべきか、そうであるならば、測

てのIAS第8号の要求事項を強調していること、す

定しなければならないその価値についての判断の

なわち、この基準の可能性のある影響を、2014年

適用が必然的に含まれている。これは、適用した

の財務諸表に実務上可能な範囲で開示することを期

判断の適切な開示、及び存在する不確実性が重要

待していることを示していることは、留意するに値

であることとは別の分野でもある。

する。

⃝会計方針の変更—2014年3月のIFRICアップデ

2014年12月31日に終了する年度に強制発効となる新会計基準、修正及び解
釈指針＊3
IFRS
修正された基準
IFRS第10号、IFRS第12号及びIAS第27号への修正「投資企業」
IAS第32号の修正「金融資産と金融負債の相殺」
IAS第36号の修正「非金融資産に係る回収可能価額の開示」
IAS第39号の修正「デリバティブの契約更改とヘッジ会計の継続」
IFRS第2号の修正「権利確定条件の定義」
IFRS第3号の修正「企業結合における条件付対価の会計処理」
新たな解釈指針
IFRIC解釈指針第21号「賦課金」

＊2 本誌2014年3月号（Vol. 451）「IFRS in Focus『Closing Out 2013』」を参照いただきたい。
＊3 以下で議論している新基準及び改訂のさらなる詳細は、以下のトーマツのウェブサイトの、各基準及び改訂に関するニュースレター「IFRS
in Focus」を参照いただきたい。

http://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-ifrsinfocus.html
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付与日及び取得日が、それぞれ2014年7月1日

に対する投資の会計単位は、投資の全体である

以後である株式に基づく報酬取引及び企業結合に適

が、当該投資が活発な市場における相場価格の

用されるIFRS第2号及びIFRS第3号への修正を除

ある金融商品で構成される場合（すなわち、
「レ

き、これらの修正は、2014年1月1日以後開始す

ベル1」投資）、当該投資の公正価値測定は、

る事業年度に適用される。遡及的に適用されるが、

調整を行わない相場価格（すなわち、P×Q）

特定の移行措置が設けられているものがある。

に基づくと規定するために修正を提案してい
る。現在異なるアプローチを適用している企業

IFRS第10号、IFRS第12号及び
IAS第27号の修正「投資企業」
本修正は、
一定の投資ファンドのように「投資企業」
の定義を満たす企業に対して、IFRS第10号におい
て子会社の連結からの例外を提供している。このよ

は、本プロジェクトの進捗を綿密に把握するこ
とが推奨される。

IAS第32号の修正「金融資産と金融
負債の相殺」

うな企業は、
代わりに、
特定の子会社に対する投資を、

IAS第32号「金融商品：表示」の修正は、相殺

IFRS第9号「金融商品」又はIAS第39号「金融商品：

の要求事項に関して存在する適用上の論点を明確化

認識及び測定」に従って、純損益を通じて公正価値

している。具体的には、本修正は、
「相殺する法的

で測定しなければならない。該当する場合、当例外

に強制可能な権利を現在有している」と「同時の実

の適用は、選択的なものではなく、要求である。

現と決済」の意味を明確にしている（清算機関が関

本修正は、
「投資企業」をⅰ1名以上の投資者から、

与する取引に特に関連がある論点）
。

当該投資者に投資管理サービスを提供する目的で資
金を獲得しⅱ投資者に対して、自らの目的は資本増
価、投資収益、又はその両方からのリターンのため
だけに資金を投資することであると確約しており、
ⅲ投資のほとんどすべての測定及び業績評価を公正
価値ベースで行っている企業、と定義している。

IAS第36号の修正「非金融資産に係
る回収可能価額の開示」
IAS第36号「資産の減損」の修正は、金額が重
要な、のれん又は耐用年数を確定できない無形資産

本修正は、投資企業についての新たな開示要求も

が配分された資金生成単位（又は資金生成単位グル

IFRS第12号及びIAS第27号「個別財務諸表」に

ープ）の回収可能価額について、減損損失又は戻入

導入している。

れが認識されていない期間における開示の要求事項
を削除し（当該要求事項は、IFRS第13号「公正価

投資企業−連結の例外の適用

値測定」の導入時の結果的修正の一部として誤って

2014年12月、IASBは、 投 資 企 業 が そ の

導入されたものである）、回収可能価額が処分コス

子会社を公正価値測定する場合であっても、当

ト控除後の公正価値を使用して算定され、減損損失

該投資企業の子会社である親会社が、連結財務

の認識又は戻入れがあった資産について、追加の開

諸表作成の免除規定を利用可能であることを確

示要求を導入している。

認することを含む、IFRS第10号、IFRS第12
号及びIAS第28号の修正「投資企業：連結の
例外の適用」を公表した。
本修正は、2016年1月1日以後開始する事
業年度から発効する。

IAS第39号の修正「デリバティブの
契約更改とヘッジ会計の継続」
本修正は、デリバティブが清算機関である相手方
に契約更改され、一定の要件を満たす場合に、
（IAS

投資企業−会計単位

第39号及びIFRS第9号のヘッジ会計の章におけ

投資企業は、子会社に対する投資をIFRS第9

る）ヘッジ会計の継続を認めている。

号（又はIAS第39号）に従って、純損益を通
じて公正価値で測定することが要求されてい
る。 し か し な が ら、IFRS第9号（ 又 はIAS第
39号）への参照が、投資の測定基礎だけを参
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IFRS第2号の修正「権利確定条件の
定義」

照しているのか、それとも当該投資についての

年次改善プロジェクトの2010−2012年サイ

会計単位（会計単位が個々の金融資産であるこ

クルの一部として、
IFRS第2号「株式に基づく報酬」

とを示唆する）も規定しているのかが明確でな

における「権利確定条件」及び「株式市場条件」が

かった。

修正され、「業績条件」及び「勤務条件」が株式に

2014年9月、IASBは、公開草案ED 2014/4

基づく報酬費用の認識及び測定に反映される方法を

を公表し、子会社、共同支配企業又は関連会社

明確にするため、これらの定義が追加されている。
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IFRS第3号の修正「企業結合におけ
る条件付対価の会計処理」
同じサイクルの一部として、IFRS第3号「企業

2014年12月31日に終了する年度
に早期適用可能な新しいIFRS及び改
訂されたIFRS

結合」が修正され、資産又は負債に分類されるすべ
ての条件付対価が、各報告日において公正価値で測

IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更

定されるべきであることが明確化された。

及び誤謬」の30項は、公表はされているが未
発効の新しいIFRS及び改訂されたIFRSの潜在

IFRIC解釈指針第21号「賦課金」

的な影響を検討し、開示することを企業に要求
している。

IFRIC第21号は、政府により課される賦課金（IAS

以下のリストは、2014年12月31日をカッ

第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」に従っ

トオフとしている。2014年12月31日より

て会計処理される賦課金と、時期及び金額が確定し

後で財務諸表を公表する前にIASBから公表さ

ている賦課金の両方）の負債をいつ認識すべきかに

れる新規の（及び改訂された）IFRSの適用に

関するガイダンスを提供する。

よる潜在的な影響についてもまた、検討し、開

⃝賦課金支払負債を生じさせる債務発生事象は、賦

示しなければならない。

課金の支払の契機となる活動である。
⃝債務発生事象が一定期間にわたって生じる場合に
は、負債は、徐々に認識される。

企業がIFRSを早期適用する能力に対して各国
のエンドースメント（ local endorsement）
又はその他の規制上の（又は法的）プロセスが

⃝債務発生事象が、最低限の閾値に達した場合に発

与える影響を、常に考慮すべきである。

生する場合には、負債は、当該閾値に達した時点
で認識される。
IFRS

発効日

新基準
IFRS第9号「金融商品」

2018年1月1日＊4

IFRS第14号「規制繰延勘定」

最初の年次IFRS財務諸表が2016年1月1
日以後に開始する期間である初度適用企業

IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」

2017年1月1日

修正された基準
IFRS第10号及びIAS第28号の修正「投資者とその関連会社又は共
同支配企業の間での資産の売却又は拠出」

2016年1月1日

IFRS第11号の修正「共同支配事業に対する持分の取得の会計処理」 2016年1月1日
IAS第16号及び第38号の修正「許容可能な減価償却及び償却の方
法の明確化」

2016年1月1日

IAS第16号及びIAS第41号の修正「農業：果実生成型植物」

2016年1月1日

IAS第19号の修正「確定給付制度：従業員拠出」

2014年7月1日

IAS第27号の修正「個別財務諸表における持分法」

2016年1月1日

IFRS第10号、IFRS第12号及びIAS第28号の修正「投資企業：連
結の例外の適用」

2016年1月1日

IAS第1号の修正「開示イニシアティブ」

2016年1月1日

年次改善

2010−2012年サイクル

2014年7月1日＊5

年次改善

2011−2013年サイクル

2014年7月1日

年次改善

2012−2014年サイクル

2016年1月1日

以上
＊4

2018年1月1日より前に開始する期間においては、関連する適用開始日が2015年2月1日よりも前である場合に限り、以前の版のIFRS第
9号を適用することができる。

＊5

2014年7月1日以後の取引に発効するIFRS第2号及びIFRS第3号への修正については、上述の「 2014年12月31日に終了する年度に強
制発効となる新会計基準、修正及び解釈指針」を参照いただきたい。
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