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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
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2015年12月31日に終了
する年度に関連する可能性のある財務報告の論

時事論点
市場変動の影響
重大な判断と不確実性に関する開示には、現在の
市場の変動から生じ得る企業の財務業績への影響に

点を記載している。

関して行われた判断を含めるべきである。
デロイトの「Global Economic

＊1は、
Outlook」

現在の金利環境は、低金利による高い変動性を呈

経済状況及びグローバル経済の見通しに関するデロ

しており、マイナス金利となっている法域も存在す

イトのエコノミストの見解を提供している。レポー

る。そのため、このような状況は、以下を含む会計

トは、成長に関して経済大国間の著しい差異を強調

上の見積りに重大な役割を果たすことが考えられ

している。例えば、米国経済は、2015年中におい

る。

て労働市場の改善を伴う堅調な成長を示した。ユー
ロ圏内の経済も、メンバー国間で著しい差異はある

⃝IAS第36号「資産の減損」において要求される、

ものの、成長している。今後のことを考えれば、米

非金融資産の回収可能価額を評価するために使用

国の債務上限に関するアメリカ連邦議会での継続的

するキャッシュ・フロー予想に適用する適切な割

審議やギリシャの債務負担への対応の必要性等が課

引率
⃝IFRS第13号「公正価値測定」に従って資産及び

題となる。
中国では、経済成長率が減速しており、投資と消
費の増大に焦点を合わせる経済政策と、自国通貨の
下落を認める決定をもたらしている。
ブラジルでは、
ペトロブラスの汚職事件と国家の信用格付けの低下
により、景況感の悪化と消費の低下を伴う、景気後
退の最中にある。

負債の価値を算定する際に使用する予測キャッシ
ュ・フロー及び割引率
⃝IFRS第7号「金融商品：開示」で要求されるリ
スクの開示及び感応度分析
⃝IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」
で要求される長期の引当金の現在価値の見積りに

商品価格の下落は継続しており、
ブレント原油は、

関連して行われた判断

2015年11月までの12ヶ月間において29％下落

⃝IAS第19号「従業員給付」で要求される給付制

し、金属及びその他のエネルギー商品の価格も同様

度債務を割り引くために適用する割引率に関して

に下落している。しかし、対前年の変動は、当該期

行われた判断

間において観測された価格変動の乱高下の一部のみ
を語っている。

同様に、通貨市場の変動性は、とりわけ、以下に

そのため、財務諸表の作成者は、活動する環境に

重大な影響を与える可能性がある。

応じて様々な困難に直面する可能性がある。
さらに、
会計基準の適用には、引き続き十分な検討と重大な

⃝在外営業活動体の報告される成果

判断の適用が要求される。

⃝資産及び負債の帳簿価値

当「 IFRS in Focus」の特別版は、規制当局が
焦点を当てる可能性がある分野と共に、上述のいく

⃝IAS第36号の減損テストに使用される予測キャ
ッシュ・フローの機能通貨での価値

つかの考察を強調している。
＊1

原文（英語）に関しては、デロイトのウェブサイト（ https://www.km.deloitteresources.com/sites/live/crossfunctional/KAM％
20Documents/United％20States％20Internal％20Services/KMIP-2834543/GEO_Q4_11.2.15_vFINAL.pdf）を参照いただ
きたい。
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外国為替レートが不安定である場合に重要と
なるその他の論点は、外貨建借入金から発生す
る為替差損益を、IAS第23号「借入コスト」
において適格化資産（例えば、
開発中の不動産）
のコストの一部として資産化できるかどうかで

会計方針、判断及び不確実性に関する
開示の質
重要な会計方針の開示
企業の財務業績に関する理解を財務諸表利用者に
提供するため、会計方針の記述には、企業特有の情

ある。
IAS第23号は、「（為替差損が）金利コスト

報を含めるべきである。例えば、企業が創出する収

に対する修正とみなされる部分」のみを借入コ

益の流れ（例えば、収益認識を生じさせる特定の事

ストとして認めており、資産化の前に、為替差

象、及び返品、保証ならびに値引きの取扱い）の観

損益が金利コストの修正なのかどうか、及び、

点からの会計方針の説明、及び、非継続事業、開発

どの範囲までが金利コストの修正なのかに関す

中の資産及びソフトウェア開発コストの資産化、年

る注意深い評価の実施が求められる。

金の最低積立要件、仕入先のリベートと値引き、債
務の条件変更、及び入札コストのような、特定の、

商品価格の変動は、鉱山業や石油及びガス産業の

重要で、一般的ではなく、非経常的な取引に対して

ような産業に直接的な影響を与えるが、これらの商

どのように会計方針が適用されるのかを説明する目

品に依存する広範囲な企業（例えば、石油が企業の

的適合性のある情報を含めるべきである。開示は、

コスト構造の重要なインプットである場合）にも重

基準書の要求事項の単なる繰り返しではなく、情報

要となる。商品価格に係る主な仮定は、以下のよう

提供を行うべきであり、要求事項が企業の特定の状

な論点に関連する場合、見直されるべきである。

況にどのように適用されているかを説明すべきであ
る。

⃝IAS第36号における減損テスト、及びIAS第2号
「棚卸資産」における正味実現可能価額のテスト
⃝IFRS第3号「企業結合」における企業結合で取
得された資産の測定
⃝有形固定資産及び無形資産の耐用年数の見積り

会計方針の開示に対する重要性の適用
冗長な「決まり文句」の会計方針の開示は、
IASBの「開示原則のプロジェクト」での議論
か ら 生 じ た 懸 念 で あ り、 そ の 一 環 と し て、
2015年10月にIFRS実務記述書案「財務諸表

重要な見積りに関する開示には、これらの仮定に

への重要性の適用」＊2が公表された。当該プロ

おいて検討した価格のみでなく、感応度分析におい

ジェクトを説明する「スナップショット」では、

て検討した範囲も含めるべきである。

IASBは、財務諸表の表示例をコピーした会計

特定の法域で事業を営む企業は、現金の送金につ
いての重大な制限の対象となる場合がある。これら
の論点については、カントリー・リスク及び高イン

方針の使用を、重要性の不十分な適用の例とし
て挙げている。
同様の懸念は、
欧州証券市場監督機構（ESMA）

フレーションへのエクスポージャーと共に、会計方

による公式文書である「財務諸表における開示

針の開示、及び該当がある場合に以下の要求事項に

の質の改善」においても表明されており、本声

準拠するために検討すべきである。

明は、企業の事業の理解に関連がある情報を投
資家に提供するような、企業特有の開示を作成

⃝IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」の、企

する際に、重要性について企業が考慮すること

業グループが利用できない現金及び現金同等物の

を提案している。本声明は、監査人が同様の目

構成要素（例えば、為替管理が適用される国で活

的に焦点を当てることへの期待も示している。

動する子会社が保有する現金）の開示

IASBは、開示の原則をさらに十分に検討す

⃝IFRS第12号「他の企業への関与の開示」の、企

るディスカッション・ペーパーを、2016年初

業グループの資産の利用に関する重大な制限の開

めに公表する予定である。我々は、企業が開示

示

イニシアティブと、自国における同様の開発を

⃝IFRS第7号「金融商品：開示」の、流動性及び
市場リスクの開示の要求

モニターすることを推奨する。

重大な判断及び不確実性に関する開示
IAS第1号「財務諸表の表示」の122項及び125
項は、財務諸表に認識されている金額に最も重要な

＊2
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IFRS実務記述書案「財務諸表への重要性の適用」の概要については、デロイトトーマツIFRSウェブサイト「 IASBが重要性に関する実務記
述書案を公表（ IAS Plus 2015.10.28）
」
（ http://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-iasplus-20151028.
html）を参照いただきたい。
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影響を与える企業の会計方針を適用する過程で行っ
た判断の開示及び、見積りの不確実性の主要な発生
要因に関する開示を要求している。

キャッシュ・フローの分類及び相殺
営業活動は、企業の主たる収益獲得活動及びその
他の活動のうち、投資活動でも財務活動でもないも

企業は、これらの判断と仮定が、重要な見積りを

のと定義されている。当該定義は、具体的に投資活

通じて整合的であること（例えば、確定給付債務の

動及び財務活動の定義を満たす項目を識別した後

測定に使用される、インフレーション、給与、及び

に、営業キャッシュ・フローが決定されることを示

給付の仮定は、それぞれ整合的であるべきである）

唆する。

を確保すべきである。企業はまた、前年の仮定から

キャッシュ・フローの分類における誤謬（特に、

重要な変更が行われる場合には、当該変更（これら

営業キャッシュ・フローの、投資活動又は財務活動

の変更を生じさせた事象を含む）が、財務諸表で適

への誤った分類）及びキャッシュ・インフロ―とキ

切に説明されることも、確保すべきである。

ャッシュ・アウトフローの不適切な相殺（例えば、
異なる銀行への返済に対する、別の銀行からのロー

複雑な供給契約は、英国財務報告評議会（UK

ンの引出し）は、規制上の課題の共通分野であり、

FRC）の特別な焦点の対象であり、多くの場

キャッシュ・フロー計算書の作成において注意を払

合に重要な判断の適用が要求され、
それは特に、

う必要性を強調する。企業は、キャッシュ・フロー

年度末の売掛金又は未払費用（すなわち、数量

の分類が、関連性のある注記で相互参照し、他の基

リベート及び値引きの引当）の見積り及び、見

本財務諸表上の取引の取扱いと整合していることを

積りの変更に関して要求される。開示は、これ

確認し、重要又は通常ではないキャッシュ・フロー

らの契約が企業の業績に与え得る影響を、財務

を説明するために、追加の開示が必要かどうかを検

諸表利用者が評価するために十分な情報を提供

討すべきである。

すべきである。

公表されているが未発効の会計基準に関する
開示

サプライヤー・チェーン・ファイナンシング及
びリバース・ファクタリング
企業は、資金調達の実質が、財務活動又は営

未適用の会計基準による変更の影響に係る開示

業活動のどちらかとして異なる分類を引き起こ

は、複数の法域において規制上の注目が高まってい

す可能性がある場合に、資金調達におけるキャ

る分野である。特に、主要な新会計基準である「金

ッシュ・フロー計算書への影響を評価する必要

融商品（IFRS第9号）」及び「顧客との契約から生

がある。一つの例は、「リバース・ファクタリ

じる収益（IFRS第15号）」は、現在公表されてい

ング」
（銀行が、企業の仕入先に割引の代わり

るが、2018年まで発効しない。これらの新基準の

に加速的（accelerated rate）に支払うこと

適用に関する企業の進捗を含め、
これらの新基準が、

を約束する）の実務である。そのようなサービ

企業の財務諸表に及ぼし得る影響に関して、有意義

スを利用している企業は、仕入先に対する営業

で企業特有である議論が提供されることが期待され

債務は認識の中止を行い、銀行からの融資負債

る。特定の法域における多くの規制当局が、この分

（financing liabilities）に置き換えるべきか、

野における期待に関する公式文書を公表しており、

及び現金支払は、キャッシュ・フロー計算書上、

企業は、自国におけるこのような期待について留意

営業活動又は財務活動として分類すべきかにつ

すべきである。

いて検討する必要がある。

公表されているが未発効の会計基準の影響に関す

企業は、財政状態計算書及びキャッシュ・フ

る開示の要求事項は、新基準が特定の法域において

ロー計算書における分類の残高及び影響する取

承認（endorse）されているかどうかに関わらず

引に適用した会計方針を開示すべきである。

適用される点にも留意すべきである。
企業は、公表されているが未発効の会計基準から、
重要な影響が見込まれないことを示唆する記述は、

非資金取引の区分開示
IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」は、キ

この主張を裏付けるために、企業が、IFRS第15号

ャッシュ・フローを生じない投資取引及び財務取引

に関連する契約のレビューを含む詳細な評価を実施

について、関連性のある情報の開示を要求する

した後にのみ、提供することを確実にすべきである。
非資金取引のいくつかの例として、ファイナ
ンス・リースによる資産の取得、他の非金融資

キャッシュ・フロー計算書

産との交換による有形固定資産の取得、及び企

キャッシュ・フロー計算書は、継続して規制当局

業結合における対価としての株式の発行がある。

が焦点を当てている分野である。
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現金同等物の定義
IAS第7号は、現金同等物を、短期の流動性の高
い投資のうち、容易に一定の金額に換金可能であり、
かつ、価値の変動について僅少なリスクしか追わな
いものとして定義している。
投資を「現金も同然」（as good as cash）と
して分類する概念について、特に市場が変動する環
境において固有の感応度が存在する。例えば、金利
環境によって、固定金利が価値の変動において重要

そのような項目について、企業は次のことを
開示することが要求される。
⃝使用した重大な観察可能でないインプットに
ついての定量的情報
⃝期首残高と期末残高の調整表（「レベル3」
へのすべての振替又は「レベル3」からのす
べての振替の影響を含む）
⃝純損益に認識された未実現損益の金額、及び
それらが表示されている表示科目

なリスクを生じさせるため、投資がこれらの要件を

⃝企業が用いた評価プロセスの説明（例えば、

満たすかどうかを決定する際に注意を払うべきであ

企業が評価の方針及び手続をどのように決定

る

し、各期の公正価値測定の変動をどのように
企業は、現金及び現金同等物とする項目の分類
（例

えば、当座貸越－企業の現金管理の不可欠な一部を

分析しているかなど）
⃝著しく異なる公正価値測定となる可能性があ

形成する場合、現金同等物としてのみ分類すべき）

る観察可能でないインプットの変動に対する

について、関連性のある具体的な会計方針を開示す

公正価値測定の感応度の記述的説明（観察可

べきである。

能でないインプットとの間の相互関係が、こ
れらの影響をどのように増幅又は軽減させる
可能性があるかを含む）

公正価値測定

- 金融資産及び金融負債について、観察可能で

非金融資産の公正価値測定は、「最有効使用」に

ないインプットを合理的に考え得る代替的な仮

基づいており、一般的に判断を伴うため、規制当局

定を反映するように変更する場合の影響（著し

が繰り返し焦点を当てている分野である。

い場合）
とその影響をどのように計算したのか。

非金融資産の公正価値を測定するための評価技法
（例えば、割引キャッシュ・フロー分析）を適用す

企業の資産及び負債の評価に適用された潜在

る際、企業は、IFRS第13号「公正価値測定」によ

的に主観的な判断を理解する上でのきっかけと

って、観察可能なインプットの使用を最大限とする

なるこれらの開示は、規制当局が焦点を当てる

ことが要求されている。基準では、観察可能なイン

分野となる可能性があり、企業が包括的で意味

プットを「入手可能な市場データ（実際の事象又は

のある情報が提供されることを確認すべき分野

取引に関する公開されている情報）を基礎として設

である。開示要求は、評価作業のアプトプット

定されたインプットで、市場参加者が資産又は負債

だけではなく、どのように評価が行われたかに

の価格付けを行う際に用いるであろう仮定を反映す

焦点を当てることに注目すべきである
（例えば、

るもの」と定義している。もう1つの重要な要求事

企業は、第三者により提供された公正価値を使

項は、相場価格が測定日現在の公正価値を表さない、

用したか）
。

又は容易にアクセスできない場合を除いて、利用可
能な場合、企業は、公表市場価格（無調整）を使用
すべきということである。

共同支配の取決めの分類
2011年にIFRS第11号が公表されて以来、共同

「レベル3」の公正価値開示

支配の取決めを共同支配事業（当事者が、当該取決

IFRS第13号における開示の目的は、特にイ

めに関する「資産に対する権利」及び「負債に対す

ンプットが観察可能でない場合（すなわち、利

る義務」を有している場合）
、
又は共同支配企業（当

用可能な市場データに基づいていない場合）、

事者が当該取決めの「純資産に対する権利」を有し

公正価値測定で使用した評価技法及びインプッ

ている場合）として分類するかは、難しい要求事項

トについての情報を利用者に提供することであ

である。

る。観察可能でないインプットの影響について

2015年3月に、IFRS解釈指針委員会は、多く

の 焦 点 は、 経 常 的 に 公 正 価 値 で 測 定 さ れ、

のアジェンダ決定の最終化を通して追加的な明確化

IFRS第13号の公正価値ヒエラルキーの「レベ

を提供した。IFRS第11号で要求されている「他の

ル3」に分類された資産及び負債（すなわち、

事実及び状況」の検討は、共同支配の取決めの各当

当該評価において重大な観察可能でないインプ

事者が別個のビークルの事業に密接に又は完全に関

ットを用いた資産及び負債）についての追加の

与しているのかどうかのテストではなく、当該事実

開示要求によって提供される。

及び状況が、資産に対する「強制可能な」権利及び
負債に対する「強制可能な」義務を創出するかどう

28

テクニカルセンター

会計情報

Vol. 475 / 2016. 3

© 2016. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC.

かのテストであること、及び特徴が類似している2

IFRS解釈指針委員会による結論に続いて、2015

つの共同支配の取決めにおいて、下記の理由で、一

年10月 に、IASBは、 こ の 論 点 に 関 連 し てIAS第

方は別個のビークルを通じて組成されていて他方は

12号の解釈指針案を公表した。

そうではない場合は、分類が異なる可能性があるこ
とを確認した。

当該解釈指針（まだ強制発効日は設定されて
いない）は現在ドラフトの形式であり、現行の

⃝共同支配の取決めが共同支配事業に分類されるた

IFRSが限定的なガイダンスを提供している重

めには、別個のビークルを通じて組成されている

要性のある分野に対処するために有用なフレー

共同支配の取決めの法的形態が、他の契約上の取

ムワークを提供する可能性がある。

決め又は特定の他の事実及び状況によって覆され
なければならない。

解釈指針案は、次のことを提案している。

⃝しかし、別個のビークルを通じて組成されていな
い共同支配の取決めは、常に共同支配事業に分類
される。

⃝法人所得税負債又は法人所得税資産に関する不確
実性は、検討中の金額を企業が納付するか、還付
を受ける可能性が高い（probable）場合に限り、

また、解釈指針委員会は、すべての事実及び状況

税金負債又は税金資産に反映すべきである。

について、取決めの資産に対する「強制可能な」権

⃝企業は、それぞれの不確実な税務ポジションにつ

利及び負債に対する「強制可能な」義務が存在する

いての関連性のある情報を提供する会計単位につ

かどうかを決定するために、次のことを含めて検討
する必要があることを確認した。

いて判断を用いるべきである。
⃝不確実な税務ポジションの測定は、課税当局が申
告した金額を調査し、すべての関連性のある情報

⃝共同支配の取決めからの産出物が当該所有者に市

についての十分な知識を有しているであろうとい

場価格で売却される場合、当事者が共同支配の取

う仮定（すなわち、すべての「発見リスク」を仮

決めから産出物を市場価格で購入することを通じ

定する）に基づく。

て当該共同支配の取決めに提供されるキャッシ
ュ・フローが、各当事者が提供する義務のある他

解釈指針案は、新たな開示要求を含むもので

の資金とともに、当該共同支配の取決めが負債を

はないが、企業は、税務会計に固有の判断及び

継続的に決済できるようにするのに十分となるか

不確実性に関する情報をIAS第1号「財務諸表

どうか。

の表示」に従って開示すべきかどうかを決定す

⃝共同支配の取決めが第三者からの資金調達を得る

る必要があることを強調している。

場合、各当事者への産出物の売却による、共同支

この分野における意味のある開示もまた、焦

配の取決めへのキャッシュ・フローが、各当事者

点が高まる分野である。企業は、企業の法定税

が提供する義務のある他の資金とともに、当該共

率と実効税率との調整、未認識の税金便益及び

同支配の取決めの負債の決済に十分であるかどう

繰延税金資産に係る評価性引当金の認識及び取

か（第三者の資金提供者に対する負債を含む）
。

り崩しに関する判断における有用な情報の提供
を含めることを考慮することが推奨される。と

重要性のある共同支配の取決めを有する企業（特

りわけ調整項目の分解と明確な記述の使用は、

に他の事実及び状況の評価に基づいてそれらの共同

「非課税収入」及び「前期に関連する修正」の

支配の取決めを共同支配事業として分類している企

ような一般的な見出しですべての項目を分類す

業）は、それらの評価が解釈指針委員会の分析に整

るよりも、より意味のある情報を提供すること

合しているかどうかを確認するために、当該評価を

ができる。企業の経営者による説明における税

見直すことが望まれる。

務リスクの議論との整合性も、また考慮すべき
である。

法人所得税

繰延税金資産

不確実な税務ポジション

IAS第12号「法人所得税」は、企業が、将来減

規制当局が焦点を当てるもう1つの重要なトピッ

算一時差異及び税務上の繰越欠損金からの便益を利

クは、不確実な税務ポジションの認識、測定及び開

用できる将来課税所得を生じさせる可能性が高い場

示である。IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶

合、（企業が現在損失を生じさせている場合でも、
）

発資産」ではなく、IAS第12号「法人所得税」で

将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金から生じ

不確実な税務ポジションの認識及び測定を分析する

る繰延税金資産を認識することを企業に要求してい

ことを考慮すべきであるという、2014年11月の

る。多くの場合、企業に将来課税所得が生じるかど
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うかの評価には、例えば、検討する期間、タックス・

ある。

プランニングの戦略、将来の契約の影響など、重要

同様に、公正価値に基づく減損の算定は、IFRS

な判断の使用を必要とする。企業は、繰延税金資産

第13号「公正価値測定」の要求事項（上述も含む）

を認識する根拠となった判断を開示することが要求

に基づいて正確に実施されるべきである。

される。

以下を含めて、IAS第36号の開示の要求事項の

税源浸食と利益移転（ Base Erosion and
Profit Shifting）

適用は、注意深く行われるべきである。
⃝減損損失の認識又は戻入れが行われた場合、当該

経済協力開発機構（OECD）及びG20は、「税源

資産、資金生成単位、又は資金生成単位グループ

浸食と利益移転」（BEPS）に関する懸念（主に多

の回収可能価額が使用価値又は処分コスト控除後

国籍企業が、人為的に税率の低い法域に利益を移転

の公正価値のどちらで算定されたか

するために税法の隙間を利用する、課税回避戦略か

⃝処分コスト控除後の公正価値である場合、公正価

ら生じる弊害）に対処するために、プロジェクトに

値測定が区分されるIFRS第13号のヒエラルキー

着手した。

のレベル

当該プロジェクトは、利益を創出する経済活動が

⃝公正価値ヒエラルキーがレベル2又はレベル3の

実施されている場所での利益の課税を確保し、異国

場合、評価技法及び主要な仮定の記述。回収可能

間の税法の調整を進める共通で近代化された一組の

価額が使用価値の場合、使用価値の現在及び過去

税法規定を設定することにより価値を創出し、それ

の見積り（もしあれば）に用いた割引率の開示

によって、二重課税の回避、税務行政報告の改善と
標準化、及び透明性の確保を目的としている。

減損はまた、IAS第1号「財務諸表の表示」にお

同様に、欧州委員会は、税金の透明性の改善と欧

ける、重要な判断及び見積りの不確実性の発生要因

州連合内でのより公正な税環境の創出を焦点とし

に関する開示要求がしばしば適用される分野であ

て、脱税（tax evasion and tax fraud）に対処

る。

するための構想を立ち上げている。
これらの構想は、企業の税金残高の認識及び測定

以前に減損の対象となったのれん以外の資産につ
いては、IAS第36号が各報告期間の末日において、

に重要な影響を有するため、企業が税金に関連する

減損の戻入れが生じているかどうかの評価を要求し

リスクを考慮する重要性を強調する。

ていることを忘れないことが重要である。
現在の低いレベルのコモディティ価格は、
（影

減損

響を受ける唯一の企業では決してないものの）

減損は、多くの市場における多くの企業にとって
引き続き重要な論点であり、IAS第36号「資産の
減損」の要求事項の適用及び、その実施結果の適切
な開示について留意が必要である。

採掘産業の企業に、減損に関する重要な判断を
行うことを要求する可能性が高い。
探査及び評価の資産を有する企業は、IAS第
36号における一般的な要求事項に加えて、以

資産、資金生成単位、又は資金生成単位グループ

下の場合、このような資産の減損の評価のため

の使用価値の測定の際には、企業は、IAS第36号

のIFRS第6号「鉱物資源の探査及び評価」にお

で要求されるように、キャッシュ・フロー予測が、
「合

ける具体的な要求事項も念頭に置くべきである。

理的で裏付け可能」であり、当該資産、資金生成単
位、又は資金生成単位グループの残存耐用年数にわ

⃝探査に関する企業の権利が終了したか、又は

たり存在するであろう「一連の経済的状況に関する

近い将来に終了する予定であり、かつ、更新

経営者の最善の見積り」を反映するものであること

が期待されていない。

の確保に重点的に取り組むべきである。予測が行わ

⃝さらなる探査及び評価活動に関する実質的な

れる期間も重要であり、5年を超える予算又は予測

支出に対する予算が立てられておらず、計画

の使用は、過去の経験に基づいて、キャッシュ・フ
ローをその長い期間にわたって予測する能力を立証
できる場合にのみ認められる。
予測キャッシュ・フローは、貨幣の時間価値及び

もされていない。
⃝経済的実行が可能な数量の鉱物資源が発見さ
れておらず、企業は、特定箇所のそうした活
動の廃止を決定している。

資産、資金生成単位、又は資金生成単位グループに

⃝特定箇所の開発が進められていく可能性は高

固有のリスクに関する「現在の市場評価」を反映し

いが、結果として生じる収益が、探査及び評

た「税引前」の利率を使用して割り引かなければな

価資産の帳簿価額を回収するのに十分ではな

らない。上述のとおり、不安定な経済状況下では、

いことを示す十分なデータが存在する。

前期から適切な割引率の変動が生じている可能性が
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見解を示している。例えば、米国証券取引委員会

「会計原則に基づかない（Non-GAAP）」
指標の使用

（SEC）は、会計原則に基づかない指標から、事業

昨年のClosing Out＊3でも指摘しているとおり、

による営業費用）や、収益を創出するために必要な

「会計原則に基づかない（Non-GAAP）
」又は
「代替的
な」指標の使用は、引き続き、規制当局の監視対象
分野であり、欧州証券市場監督機構（ESMA）は、
「代

の遂行に必要な費用項目（すなわち、経常的な現金
多額の費用を除外すべきでないことを示唆してい
る。
不適切に、
「発生頻度が低い（infrequent）」、
「異

替的な業績指標に関するガイドライン（Guidelines

常 で あ る（unusual）」、 又 は「 非 経 常 的 で あ る

on Alternative Performance Measures）
」の最

（non-recurring）
」として項目を識別することも、

終版を公表している。これらのガイドラインは、多

規制当局の監視対象となる可能性がある。実際に、

くの公表物の中でも、証券監督者国際機構（IOSCO）

SECの規定は、過去の2年間において類似の項目が

及び国際会計士連盟（IFAC）の以前の公表物とも

発生している場合、又は、翌2年間における経常的

整合的に、代替的な業績指標が以下であるべきとし

な発生の合理的可能性がある場合、会計原則に基づ

ている。

かない指標の調整を具体的に禁止している。
企業は、市場に対して継続的な結果を表示する最

⃝その内容を表す意味のあるラベルを付し、企業の
財務諸表の主要な利用者が、その有用性を理解す

善の方法を検討する際に、それぞれの法域における
要求事項を理解すべきである。

るために関連性のある情報を含む。
⃝対応する期間における財務諸表において表示され
る、最も直接的に調整可能な表示項目、小計、又

その他の論点

は合計へ調整を行う（重要な調整項目を識別し説

⃝IFRIC第21号「賦課金」─ 当解釈指針の適用は、

明する）。

例えば、以下のような新形式の賦課金の開発等に

⃝総額ベース（すなわち、利得と損失を相殺しない）
で表示を行う。

より、引き続き困難となっている。
- EUの 銀 行 預 金 保 険 制 度（Banking Deposit

⃝毎期一貫して使用し、比較情報を提供する。

Guarantee Scheme）は、破綻した銀行の預

⃝財務諸表に直接起因する測定値よりも、
目立つ形、

金者を保護するために導入され、銀行による拠

強調され、また、権威付けのある形で表示せず、

出を資金源としている。拠出金は、各年の1月

また、直接抽出された測定値からの注意をそらさ

が支払期限であり、その日の費用として認識さ

せるような方法で表示しない。

れる。
- 銀行は、2016年からEUの単一破綻処理基金

企業は、会計方針に、財務諸表において会計原則

（single resolution fund）への拠出が要求さ

に基づかない指標を表示する際に行った主要な仮定

れる。企業が現金拠出を要求される場合、当該

と判断に関する記述を含むべきである。

現金支払は、IFRIC第21号の範囲に含まれる。
⃝企業結合 ─ 規制当局は、企業結合の会計処理に

IASBの開示イニシアティブ・プロジェクト

ついて引き続き以下を含むコメントを提起してい

も、本論点を含んでいる。IASBの暫定的見解

る。

は、それが適正に表示される場合、IFRSに基

- 取得企業の識別（すなわち、取引が逆取得とし

づかない（non-IFRS）情報は、禁止されるべ
きではなく、この原則は、上記で詳述されてい

て会計処理されるべきかどうか）
- 取得した資産及び負債の識別及び測定。特に、

る 他 の 規 制 当 局 の 見 解 と 整 合 的 で あ る が、

重要なのれんが認識されている状況において、

IASBは、何が「適正な表示」を構成するのか

すべての無形資産が識別されているかどうか、

を定義するための規範的な規定を設定すること

又は、割安購入益が認識されている状況におい

は困難であるため、IASBは、これらの業績指

て、測定が適切かどうか。

標が財務諸表で使用されるべき方法に関して一
般的なガイダンスを提供することに焦点を当て

例えば、条件付対価に関する性質及び契約条件に

るべきだと考えた。

関するもの等、開示もまた重要である。

しかし、異なる法域における規制当局は、
「会計

⃝セグメント報告 ─ 報告セグメント及び最高経営

原則に基づかない指標」の使用が認められる場合
（あ

意思決定者の識別には、
重要な判断が要求される。

るいは、認められるかどうかさえ）に関して異なる

時として、複雑な組織ストラクチャー及び報告ス

＊3 本誌2015年3月号（Vol. 463）「IFRS in Focus – Closing Out 2014」を参照いただきたい。
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トラクチャーが存在し、この判断に対する複雑性
を増加させる場合がある。企業は、この分野に関
し て 行 っ た 判 断 を 開 示 す る こ と が 要 求 さ れ、
2015年1月1日から発効したIFRS第8号「事業

2015年12月31日に終了する事業年
度に強制発効となる新しい会計基準、
修正及び解釈指針

セグメント」の修正により、開示目的において類

下記に記載されている新しい基準及び修正された

似した経済的特徴を有するセグメントを集約する

基準に関する詳細については、以下のデロイト ト

かどうかを判断する際に行った判断の開示も要求

ーマツIFRSウェブサイトの「 IFRS in Focus」の

される。

ニュースレターをご参照いただきたい。
http://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/
finance/articles/ifrs/ifrs-ifrsinfocus.html

IFRS
修正基準
IAS第19号の修正「従業員給付－勤務に連動する従業員又は第三者からの拠出」
年次改善2010－2012年サイクルで公表されたIFRS第2号、IFRS第3号、IFRS第8号、IFRS第13号、IAS第
16号、IAS第24号及びIAS第38号の修正
年次改善2011－2013年サイクルで公表されたIFRS第1号、IFRS第3号、IFRS第13号及びIAS第40号の修正

IAS第19号の修正「従業員給付 ─ 勤務に連
動する従業員又は第三者からの拠出」

IFRS第13号 の 公 表 とIFRS第9号「 金 融 商 品 」
及びIAS第39号「金融商品：認識及び測定」の

IAS第19号の修正は、勤務年数とは独立してい

修正は、割引をしないことの影響に重要性がない

る従業員拠出を、勤務期間に配分する代わりに、勤

場合に、表面金利のない短期の債権債務を割引せ

務が提供された期間の勤務費用の減額として認識す

ずに請求金額で測定できる可能性を排除しないこ

ることを許容する。

とを明確化

年次改善2010－2012年サイクルで公表さ
れたIFRS第2号、IFRS第3号、IFRS第8号、
IFRS第13号、IAS第16号、IAS第24号 及
びIAS第38号の修正
年次改善2010－2012年サイクルに導入され
た修正は、以下の通りである。

⃝IAS第16号「有形固定資産」─ 再評価方式－減価
償却累積額の比例的な修正再表示：有形固定資産
が再評価される場合、減価償却累計額控除前の帳
簿価額は、帳簿価額の再評価と整合的な方法で修
正されることを明確化
⃝IAS第24号「関連当事者についての開示」─ 経営
幹部：報告企業又は報告企業の親会社に経営幹部
サービスを提供する企業は、報告企業の関連当事

⃝IFRS第2号「株式に基づく報酬」─「権利確定条

者であることを明確化

件」の定義：
「権利確定条件」及び「株式市場条件」

⃝IAS第38号「無形資産」─ 再評価方式：償却累計

の定義の修正、及び「業績条件」及び「勤務条件」

額の比例的な修正再表示：無形資産が再評価され

の定義の追加（以前は、「権利確定条件」の定義

る場合に、償却累計額控除前の帳簿価額は、帳簿

の一部）

価額の再評価と整合的な方法で修正されることを

⃝IFRS第3号「企業結合」─ 企業結合における条件
付対価の会計処理：資産又は負債として分類され

明確化

⃝IFRS第8号「事業セグメント」：（ⅰ）事業セグ

年次改善2011－2013年サイクルで公表さ
れたIFRS第1号、IFRS第3号、IFRS第13号
及びIAS第40号の修正

メントの集約：事業セグメントに集約規準を適用

年次改善2011－2013年サイクルに導入され

た条件付対価は、各報告日において公正価値で測
定するべきであることを明確化

する際に経営者によって行使された判断を開示す

た修正は、以下の通りである。

ることを要求する。（ⅱ）報告セグメントの資産
の合計と企業の資産との調整表：セグメント資産
が定期的に報告されている場合は、報告セグメン

効なIFRSの意味：最初のIFRS財務諸表において、

トの資産の合計と企業の資産との調整表を提供し

企業は、既存の現在有効なIFRSを適用するか、

なければならないことを明確化

早期適用が許容される場合、まだ強制適用となっ

⃝IFRS第13号「公正価値測定」─ 短期の債権債務：
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かの選択肢があることを明確化。企業は、最初の

決定は、両基準をそれぞれ別個に適用することが

IFRS財務諸表によってカバーされる期間全体に

要求されることを明確化する。

同じバージョンのIFRSを適用することが要求さ
れる。
⃝IFRS第3号「企業結合」─ 共同支配企業について
の範囲除外：IFRS第3号は、共同支配の取決め
自体の財務諸表における、共同支配の取決めの形

2015年12月31日に終了する事業
年度に早期適用可能となる新しい又は
修正されたIFRS

成についての会計処理にはIFRS第3号が適用さ
れないことを明確化

IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変

⃝IFRS第13号「公正価値測定」─ 52項（ポート

更及び誤謬」の30項は、公表はされているが

フォリオの例外）の範囲：IFRS第13号52項に

未発効の新しい及び改訂されたIFRSの潜在的

定義されているポートフォリオの例外には、IAS

影響を検討し、開示することを要求する。

第32号「金融商品 ‐ 表示」で定義されている金

下 記 の リ ス ト は、2015年11月30日 を カ

融資産又は金融負債の定義を満たすかどうかに関

ットオフとしている。それ以降で財務諸表発行

わらず、IAS第39号又はIFRS第9号の範囲に含

前にIASBによって公表された新しいIFRS及び

まれ、それに従って会計処理される全ての契約が

修正されたIFRS（2016年1月に公表予定の

含まれることを明確化。

リースに関するIASBの新しい基準も含む）の

⃝IAS第40号「投資不動産」─ 資産が投資不動産又
は所有者が占有する資産として分類される場合、

適用の潜在的影響を検討し、開示しなければな
らない。

IFRS第3号「企業結合」とIAS第40号の相互関

IFRS早期適用の可能性に関して、現地のエ

係を明確化。すなわち、特定の取引がIFRS第3

ンドースメント、又は他の規制当局、又は法的

号で定義される企業結合とIAS第40号で定義さ

プロセスの影響について、常に検討されるべき

れる投資不動産の両方の定義を満たすかどうかの

である。

IFRS

発効日

新しい基準
IFRS第9号「金融商品」

2018年1月1日（*）

IFRS第14号「繰延規制勘定」

最初の年次IFRS財務諸表が2016年1月1
日以後開始事業年度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」

2018年1月1日（**）

修正基準
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IAS第38号の修正「減価償却及び償却の許容され
る方法の明確化」

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27号の修正「個別財務諸表における持分法」

2016年1月1日

年次改善2012-2014年サイクル

2016年1月1日

IFRS第10号、IFRS第12号及びIAS第28号の修正「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

*2018年1月1日より前に開始する事業年度においては、適用開始日が2015年2月1日より前であれば、IFRS第9号の以前の
バーションが適用できる。
**基準は、当初2017年1月1日を発効日として公表されたが、IASBは2015年9月に発効日を2018年1月1日に延期するこ
とを決定した。
***2015年12月に、持分法に関するリサーチ・プロジェクトが完了するまで、発効日を無期限に延期する修正が公表された。
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