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ハイライト

• IASB ワークプランを更新

• 「投資企業」に関する最終基準
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PwCが国際財務報告基準に関する最新情報を簡潔にお届けするニュースレター

Vol. 20
2013年1月

• IASBはFASBとの共同プロ
ジェクトを継続

• 米国SEC報告書の分析
(10/23)

この3カ月間の主な出来事を図表にまとめています。
05ページに続きます。

IFRS財団・
IASB

Stay informed
PwC inform

• 「投資企業」に関する最終基準

• 金融商品の限定的修正に関する公開草案

• その他の公開草案

• IFRSをめぐる最近の動向

• IFRSプロジェクト
事例紹介 予備調査結果_連結関係

• その他IFRS関連のニュース

- 会計基準アドバイザリーフォーラム提案

- 「統合報告東京フォーラム２０１２」開催

- アジア・オセアニア 地域オフィス開設

- ICAEW 報告書「IFRSの未来」を公表

- IASB 収益認識に関する主要な論点の
審議終了

• 会計基準アドバイザリー
フォーラムを提案(11/1)

• SEC幹部の人事異動

• スタッフはIFRSに関する
情報収集を継続

• 一部でFASBは IASBとは
異なる提案
（例： 金融資産の減損）

• 企業会計審議会総会・
企画調整部会の開催なし

• 国際会計基準に関する
会社法上の論点の調査研
究報告書(10/30)

東京に
アジア・オセアニア地域
オフィスを開設(11/15)

G20
金融安定理事会（FSB)

• 東京でIMF・世界銀行総会
(10月)

• リスク開示強化タスクフォース
報告書をFSB提出
（10/29、IASBは歓迎）

• G20コミュニケの公表(11/5)

米国

日本
「（略）我々は、質の高い単一の会計

基準に向けたこれまでの遅い進捗を

懸念している。我々は、国際会計基

準審議会（IASB）及び米国財務会計

基準審議会 （FASB）に対し、作業を

速やかに完遂し、次回の我々の会

合での報告を奨励する。」

（財務省サイトより）



日付

What’s New
10/2

10/30

10/15-19

主体 2012年10月以降の主なニュース

金融庁

法務省

IASB 会議： ボード・ミーティング 2012年10月

国際会計基準に関する会社法上の論点の調査研究報告書の公表 【05ページ】

企業会計審議会 総会・企画調整部会 【前号をご参照】

10/29 FSB リスク開示強化タスクフォースによる報告書の提出 【表紙】

「投資企業」についてのIFRS第10, 11, IAS第27号の改定を公表 【02ページ】

会計基準アドバイザリーフォーラムの設立を提案 【表紙、08ページ】

IASB

IFRS財団

10/31

11/1

米SECスタッフ最終報告書を分析 【05ページ】IFRS財団10/23

東京で年次総会を開催 【表紙】IMF/世界銀行10/9-14

11/19-21

11/5

IASB

G20 G20財務大臣・中央銀行総裁会議コミュニケを公表 【表紙】

会議： ボード・ミーティング 2012年11月

(同上) IASB/FASB 収益認識に関する主要な論点の審議を終了【08ページ】

ワークプランを更新 【01ページ】IASB12/19

IIRC、東証、日本公認会計士協会の主催で統合報告東京フォーラム2012を開催 【08ページ】IIRC11/1

ICAEW 報告書「IFRSの未来（The Future of IFRS）」を公表 【08ページ】（ICAEW：イングランド・ウェールズ 勅許会計士協会）12/12

SEC11/26 シャピロ委員長の12月退任を発表 【05ページ】

会議： ボード・ミーティング 2012年12月IASB12/13-17

SEC及びPCAOBの最新動向に関するナショナル・カンファレンス 【05ページ】AICPA12/3-5

アジア-オセアニア リエゾン・オフィスの開設 【表紙、08ページ】IFRS財団11/15

主任会計士にベズウィック氏 【05ページ】SEC12/21

IFRS第9号「金融商品」の限定的修正を提案 【03ページ】IASB11/28
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ＩＡＳＢ ワークプラン
を更新

IASB Work Plan（12月Ｘ日版）の骨子

主なプロジェクトの次のマイルストーン
2013年

Q1 Q2 Q3 Q4

主要なIFRS（金融商品）

IFRS第9号「金融商品」（IAS第39号の置き換え）

分類及び測定(限定的修正)[コメント期限は2013年3月28日] Redeliberations

減損 Target ED

ヘッジ会計 [Review Draftは2012年12月まで提示] Target IFRS

マクロヘッジ会計 Target Discussion Paper (DP)

主要なIFRS（金融商品以外）

保険契約 Target ED

リース Target ED

更新されたIASBのWork Plan最新版は12月19日付で公表されています。以下はウェブサイトでの公表されている内容より主要な部分を
抜粋し、一部翻訳したものです。

主要な基準については以下の
通りとなっています。

金融商品（分類と測定）

• 再審議（2013Q1）

金融商品（減損）

• 公開草案目標（2013Q1）
リース Target ED

料金規制事業

暫定IFRS Target ED

包括プロジェクト Target DP

収益認識 Target IFRS

限られた範囲の修正

ジョイント・オペレーションの持分取得 Target IFRS

年次改善(2010-2012) Target IFRS

年次改善(2011-2013)[コメント期限は2013年2月18日] Target IFRS

年次改善(2012-2014) Target ED

果実生成型の生物資産 Target ED

減価償却及び償却の許容される方法の明確化
[コメント期限は2013年4月2日] Target IFRS

持分法会計：その他の純資産変動の会計処理
[コメント期限は2013年3月22日] Target IFRS

未実現損失に関する繰延税金資産の認識 Target ED

非金融資産の回収可能価額の開示 Target ED

投資者と関連会社またはジョイント・ベンチャーとの間における資産
の売却又は拠出[コメント期限は2013年4月23日] Target IFRS

個別財務諸表（持分法） Target ED

金融商品（ヘッジ会計）

• 最終基準目標（2013Q1）

マクロヘッジ会計

• 討議資料目標（2013Q1-2）

保険契約

• 討議資料目標（2013Q1-2）

リース

• 公開草案目標 (2013Q1)

収益認識

• 最終基準目標 (2013Q1-2)
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「投資企業」に
関する最終基準

(ポイント２) 連結の例外

「投資企業」として適格で
あるS社は子会社I社をIFRS9号
またはIAS39号に従い、純損益
を通じて公正価値で会計処理
することが要求されます。

プライベート・エクイティ―・ファ
ンドが対象となる場合、支配し
ている投資先を含むすべての
投資を公正価値で評価する
こととなります。

ただし、子会社が親会社の
投資活動に関連するサービス
を提供している場合、当該子

2012年10月31日、「投資企業」に関する、IFRS10号、12号、IAS27
号を改訂する最終基準が公表されました。

（ポイント１） 「投資企業」の定義（３要件）

公開草案の6要件から典型的な特徴を考慮し、以下の３要素を満
たすかどうかで判断する柔軟な方法に変更されました。この結果、
公開草案に比べ投資企業の範囲が広くなる可能性があります。

(a) 単一または複数の投資家に投資管理サービスを提供する目的
で、投資家から資金を調達している

(b) 自らの事業目的が資本増価、投資収益またはその双方からの
リターンを得るためだけに資金を投資することであると投資家に
確約している

(c) ほとんどすべての投資について公正価値に基づいて測定し、
業績を評価している。

本基準の3つのポイント

①投資企業の定義

②連結の例外

S社連結財務諸表

S社 連結 B/S

I 社投資

B社投資
公正価値

Ｐ社連結財務諸表

Ｐ社 連結 B/S

S社資産

I 社資産

B社投資

S社負債

I社負債 連結

公正価値

Ｉ
社
の
扱
い
相
違

を提供している場合、当該子
会社を連結することが求められ
ます。

(ポイント３）投資企業の親会社の会計処理

投資企業でない親会社P社の連結財務諸表を作成するにあたっ
ては、投資企業を介して支配している企業I社も含めて、支配して
いるすべての企業の連結が求められます。
実務上、ファンド（つまりS社）の連結財務諸表において、その

子会社（I社）を公正価値で報告していても、非投資企業（つまり
親会社P社）のグループ財務諸表においては、ファンド(S社)の
子会社（I社）を連結しなければならないこととなります。

（その他：要求される開示項目について）

• 投資企業の定義を満たすと決定した際の重要な判断および仮定

• 典型的な特徴を１つ以上有していない場合でも、投資企業であると
結論づけた理由

• 各非連結子会社の情報（名前、設立国、所有持分比率）

• 非連結子会社についての投資企業への資金の移転に関する制限

• 事業年度中に非連結子会社に提供した財務その他の支援

• 支配している「組成された企業」についての情報

業績を評価している。②連結の例外

③投資企業の親会社の会計処理

2014年1月1日以後開始する事業
年度から適用され、早期適用も認
められます。

ベンチャー
キャピタル

Ｉ社
子会社

P社
持株会社

非「投資企業」

S社
投資企業

B社

60%
（支配）

5%

（支配）

B社投資 公正価値



IASBは、2012年11月28日、
IFRS9号「金融商品」（2010年）に
対する限定的な修正を提案する
公開草案を公表しました。修正上
のポイントを右に記すとともに、図
解にて概観します。

03
「金融商品」の
限定的修正に
関する公開草案

ポイント１. 償却原価の事業モデルを明確化：

資産が償却原価測定に適格となるための事業活動の類型ならび
に売却の頻度、数量及び性質等に関して適用ガイダンスを追加
し、回収のための保有という目的を明確にしています。

ポイント２. 適格な負債性金融商品に関する「その他の包括利益を
通じた公正価値測定（FVOCI）」のカテゴリーを導入：

キャッシュ・フロー特性の要件を満たし、かつ、契約上のキャッシュ
フローの回収及び売却の両方を目的とする事業モデルにおいて
保有されている場合のみ、FVOCIで測定されます（フローチャート
を参照）。

金融資産の契約キャッ 金融資産の契約キャッ

事業モデルNew

資本性

ポイント３. 分類変更及び公正価値オプションの適用範囲をFVOCI
に拡大：

現行のIFRS9号の分類変更及び公正価値オプションと整合させ、
新しいFVOCIカテゴリーの金融商品にも同様に適用されます。

ポイント４. 修正された契約上のキャッシュフローの特性テスト：

企業に「経済的関係の修正」の影響を考慮することを求める新しい
要求事項を提案しています。

コメント募集期限は、2013年3月28日となっています。

No Yes

背景事情：

当初のIFRS9号の公表後に生じ
た、償却原価測定に関する実務
上の適用問題

保険プロジェクトとの整合性

米国FASBの分類及び測定暫定
モデルとの相違点の縮小

内容の詳細については、発行さ
れているStraight awayの解説をご
参照いただくか、IASBのサイトを
ご覧ください。

なお、Straight awayについては、
PwC informサイトより原文、翻訳と
もアクセスが可能となっています。

償却原価
その他の包括利益を
通じた公正価値測定
（FVOCI）リサイクル

Yes

金融資産の契約キャッ
シュ・フローを回収する
ことを目的として保有して
いるか？

金融資産の契約キャッ
シュ・フローの回収及び
売却の両方を目的として
保有しているか？

No 資本性
金融商品か？

トレーディング目的か？

FVOCIの指定？

CF特性

金融資産の契約条件が、特定の日に元本及び元本残高
に対する利息の支払いのみのキャッシュ・フローを生じさせ
るか？

会計上のミスマッチを低減するために公正価値オプションを
指定しているか?

Yes

Yes Yes

No No

New 負債性
金融資産

純損益を通じた
公正価値測定（FVPL）

その他の包括利益を
通じた公正価値測定

（FVOCI）リサイクル不可
資本性
金融資産

No

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes
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その他の
公開草案

持分法：その他の純資産の変動に対する持分（11月28日付、
IAS28号の改訂）
コメント提出期限は2013年3月22日

投資先企業が関連会社か共同支配企業の場合で、投資者以外
の第三者に対して株式を発行したケースが考えられます。たとえば、
当初の出資割合が30%から、この第三者割当により、出資割合が
25%へ低下するものの、投資者は引き続き重要な影響力を維持し
ているとします。このとき、投資先のバランスシートにおいて、負債
サイドにあるその他の純資産が増加しますので、それに出資割合
を乗じた持分も変動します。

公開草案では、投資者の貸借対照表において、この変動額をそ
のまま関連会社等への投資額の変動を介して、資本の変動として
認識することが提案されています。投資先におけるその他の純資
産の変動については、他に株式報酬による場合も考えられます。

2012年11月から12月までにIASB
より公表された4つの公開草案
について、そのポイントをご紹介
します。

許容される減価償却方法及び償却方法の明確化（12月4日付、
IAS16号、38号の改訂）
コメント提出期限は2013年4月2日

有形固定資産や無形資産の償却についての、IFRSにおける原
則は、「経済的な便益の消費」となります。「消費」であるというのが、
ここでのポイントです。この公開草案の目的は、この原則にのっとり、
資産の使用などの活動から生じる収益を用いた方法が、資産の経
済的な便益の消費パターンを反映するものではないことを明確に
するものです。

つまり、収益をもちいた方法は、資産の経済的な便益の消費パ
ターンを反映するものではないとされています。公開草案では、こ
の点について、収益に基づく方法が適切となる可能性のある状況
を、限定的であるとして、生産高比例法と同じ結果が導かれるケー
スを挙げています。事例としてメディア産業における放映権の償却産の変動については、他に株式報酬による場合も考えられます。

なお、投資者が持分法の適用を中止する場合、資本で認識して
きた累積額を、純損益に組み替えることが提案されています。

内容の詳細については、発行さ
れているStraight awayの解説を
ご参照いただくか、IASBのサイト
をご覧ください。

なお、Straight awayについては、
PwC informサイトより原文、翻訳と
もアクセスが可能となっています。

スを挙げています。事例としてメディア産業における放映権の償却
を挙げ、視聴者数と広告収益が線形の関係にある状況においては、
広告収益に基づいて償却することも稀なケースながらありうるとして
います。

また、公開草案は、定率法の適用にかかる追加ガイダンスも提案
しています。

共同支配事業に対する持分の取得の会計処理（12月13日付、
IFRS11号の改訂）
コメント提出期限は2013年4月23日

共同支配事業に対する持分の取得について、以下を含む企業
結合の会計処理を適用する必要があるとしています。

• 識別可能資産及び識別可能負債を公正価値で測定する

• 取得関連コストを費用処理する

• 繰延税金を認識する

• 残余をのれんとして認識する

IFRS3号における事業の定義を満たす共同支配事業に対する
持分の取得は、取得企業が支配を獲得しているものでないため、
企業結合には該当しないとされます。

投資者とその関連会社または共同支配企業との間の資産の売却
または拠出（12月13日付、IFRS10号、IAS28号の改訂）
コメント提出期限は2013年4月23日

関連会社/共同支配企業に売却/拠出した非貨幣性資産が「事
業」を構成している場合、利得または損失を全額認識します。他方、
「事業」の定義を満たさない資産にかかる利得または損失について
は、関連会社/共同支配企業に対する他の投資者の持分の範囲
でのみ認識します。「連結財務諸表」（IFRS10号）と、「関連会社及
び共同支配企業に対する投資」（IAS28号）との間の不整合を解消
する提案です。

投資先 B/S

その他の
純資産

投資者 B/S

資本関連会社
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IFRSをめぐる
最近の動向
（表紙より続く）

IFRS財団、IASB

10月22日付でIFRS財団スタッフは、米国SECスタッフにより作成さ
れ7月に公表されたIFRSについてのワークプランに関する最終報告
書（前号にてご紹介）を分析した回答を公表しました。関係者の理解
を深めるためのもので、IASBまたは財団評議員会の承認を受けたも
のではないとされています。

この文書は、高品質の国際的に認められる会計基準の単一のセッ
トとしてのIFRSの開発において米国SECが果たしてきたリーダーシッ
プを認める反面、SECが識別した主な論点を分析したうえで、以下の
反論を加えています。

アメリカ

SECスタッフ報告書の公表の後、IFRSへ向けた動きの減速が続い
ています。12月には米国公認会計士協会（AICPA）のナショナルコン
ファレンス（SEC及びPCAOBのアップデート）が開催され、政策当
局、会計基準設定主体の幹部の発言にも注目が集まりましたが、
特にその進展をうかがうことはできませんでした。ウォールストリート
ジャーナル等のメディア報道も当局の消極姿勢を報じていました。

こうしたなか、2012年11月の大統領選挙を経て、任期途中であった
SECのシャピロ委員長が12月に退任し、後任にウォルター氏が指名
されました。また、7月に主任会計士代理に就任したベズウィック氏が
12月には主任会計士に指名されました。同氏は上記会議にて新し
い委員長とともに次のステップを決定すべく行動するとしています。

日本

米国SEC報告書 IFRS財団の分析

IFRS解釈プロセス、規制当局
の法執行、調整活動、国の

報告書より前に、評議員会、
モニタリングボードが行った

Stay informed
PwC inform

日本

企業会計審議会総会・企画調整部会は、前号にてご紹介した10月
2日以降、年内の開催はありませんでした。こうしたなか、この3カ月に
て注目に値するのは、10月30日に法務省のサイトにて公表された
「国際会計基準に関する会社法上の論点についての調査研究報告
書」です。

「中間的論点整理」の「４．単体の取扱い」において、「（略）単体財
務諸表については、会社法、税法、その他の規制等との関連に配慮
が必要となる」と指摘されておりますが、筑波大学ビジネス科学研究
科弥永真生教授は、主に分配規制上の対応、債権者保護の方策に
ついて、単体決算書類をIFRSに従って作成することが許容または
強制されている国の制度についてまとめています。各章の末尾には
日本法への示唆にも言及されていますので、ご紹介します。

分配規制上の対応 会社債権者保護の方策

貸借対照表上の数値と資本制度とに基づく分配規制から根本的
なパラダイム転換を行うことを、日本でも検討することが考えられて
よいであろうとされています。

たとえば、①支払不能テストの導入、②実現利益テストの導入が
考えられます。

以下の諸点が検討課題として指摘されています。

① 倒産危機時における作為、不作為を理由とする取締役の
責任の重要性が高まる

② 会社の財産及び損益の状況に関する開示の重要性が高まる

③ 株主または取締役の責任についての再検討、など

国際会計基準に関する会社法上の論点についての調査報告書

の法執行、調整活動、国の
基準設定主体とのよりよい
協調について、改善の余地が
あることを指摘した。

モニタリングボードが行った
レビューの結果への対応とし
て実施中。大半について改善
対応している。

IFRSの便益について論点とし
て採り上げていない。

IFRS適用の便益に関してこれ
までの経験を踏まえた大量の
実証的な研究を要約し、かつ
学術的に分析、検討している。
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IFRSプロジェクト
事例紹介
•予備調査結果_
連結関係

IFRSプロジェクトでは最初のPhaseで何をどこまで実施するのかを
検討します。これをPwCでは、「予備調査（Phase1）」と呼んでいます。
この「予備調査」によって、Phase2、Phase3で実施されるIFRSの適用
にあたり取り組むべき範囲や期間が定められます。予備調査の結果
では、IFRS適用における個別の会計基準の差異に関する事項や
業務プロセス・システムに関する事項の課題が識別され、報告されま
す。今回は、予備調査の結果のうち、特に連結関係の課題として
報告された事例をご紹介します。

連結財務諸表に関連する基準

連結財務諸表に関する基準として、次のものがあります。

IFRS第10号 「連結財務諸表」

IFRS第11号 「共同支配の取決め」

IFRS第12号 「他の企業への関与の開示」

A社の事例－共同支配の取決め

A社では、日本基準上の連結子会社は少ないものの、他の企業と
の合弁ビジネスを数多く実施していました。IFRSでは、複数の企業が
共同して支配している会社や事業について一定の会計処理が求め
られるため、合弁ビジネスとして展開している会社について、共同支
配の取決めがあるかどうかの調査が必要となりました。

共同支配の取決めの有無を検討するにあたっては、合弁契約、
株主間契約、業務提携契約、共同事業契約等から共同支配の外観
があるか否かの判定を行う必要があります。判定結果によっては、
IFRS適用にあたり、追加の情報収集が必要となるだけでなく、重要な
財務インパクトが発生する可能性があります。

共同支配の取決めの検討時の主なポイント

• 意思決定機関はどこか？

IAS第28号 「関連会社及び共同支配企業に対する投資」

IFRS第10号では、投資先を支配しているかどうかを判定し、自らが
親会社であるかどうかを決定することを求めています。投資先を支配
しているか否かを検討する際、投資先の重要な事業活動を指示する
能力があり、その結果で投資者が受取るリターンが変動するかどうか
を考慮する必要があります。日本基準においても、「実質支配力基
準」の考え方が導入されているものの、数値基準のガイダンスが多く
提供されているため、原則ベースで規定されているIFRSと実務上、
差異が生じる可能性があります。また、IAS第28号でも日本基準と同
様に、投資先に対して重要な影響力を有しているか否かで持分法適
用の範囲を判定します。なお、一般に議決権の20％以上を保有して
いる場合には、明確な反証がない限り重要な影響力を有していると
推定されます。

共同支配の取決めとは、複数の当事者が一つの企業または事業を
共同して支配する取決めをいいます。共同支配企業または共同支
配事業に該当する場合は、IFRS第11号に定められた会計処理が求
められます。

なお、IFRSによる財務諸表における開示にあたっては、IFRS第12
号の定めにより、子会社、共同支配の取決め及び関連会社並びに
非連結の組成された企業への関与に関する情報を開示する必要が
あります。

A社では、対象会社が多く、調査に時間を要することから、予備調
査では、対象となる会社を抽出し、調査時における主な検討ポイント
を明確にしました。 Phase2において、予備調査の結果をうけ、具体
的な検討を行っています。

B社の事例－決算期の統一

B社では、予備調査の目的として、IFRSに沿った「財務会計の
課題」及びIFRSに対応したグローバル経営を行う上での「グループ
経営情報の課題」を把握することに重点が置かれていました。予備
調査の結果、連結に関連する課題が複数識別されましたが、特に
グループ経営情報の課題として「決算期の統一」がクローズアップ
されました。

B社は3月決算会社でしたが、日本国内に決算期が異なる子会社
が数社あり、また海外には、10社以上の12月決算会社が存在しまし
た。IFRSでは、原則として決算期を統一するか、仮決算を行うことが
求められているため、B社では、IFRS導入に併せて、原則として決算

連結財務諸表に関する各基準の詳
細解説は、本稿2011年4月（Vol.12）
をご参照ください。

• 意思決定機関の構成は？

• 意思決定機関の決議要件は？

• 拒否権条項の有無

• 全員一致条項の有無

共同支配の
取決め
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連結関係（続き）

予備調査では、方針案の作成の一環として概算の影響調査が
実施されました。IFRS第10号に基づいて投資先の重要な事業活動
を指示する能力があり、その結果でC社が受取るリターンが変動する
かどうかを検討した結果、新たに子会社となる可能性のある会社が
最大10社程度あることが報告されました。

この調査結果を受け、Phase2では本調査を実施し、最終的なIFRS
における連結の範囲を確定することとされました。また同時に、新規
に追加される会社は、従来、財務数値を取得したことがないため、
財務数値作成のための適切な統制があるかどうか、適切な統制がな
い場合の対応の困難性の調査などを含めて行うこととなりました。

予備調査で識別される主な課題

前述した３つの事例以外にIFRS導入を検討する際、連結に関する
課題は多く、実際、どのIFRSプロジェクトにおいても、予備調査では
多くの連結関係に関する課題が認識されます。

期を統一することをグループの方針としました。しかし、影響力の
程度及び法制度上の理由等から決算期を統一することができない
場合については、重要な調整項目の有無を把握し、仮決算をするこ
ととしました。

決算期統一の議論の過程において、IFRS適用の枠を超えて経営
改革の視点から「グループ経営情報の課題」として、人的なリソース
が不足している会社への支援や適切な会計情報を作成するための
インフラ整備の支援の重要性が議論されました。加えて、新規事業
立ち上げにあたっては、当初より内部統制システムを含む十分なイン
フラ構築が必要であることが認識されました。

このようにB社で実施された予備調査は、財務や業務にとどまらな
い、経営改革の視点を意識した調査となり、Phase2では、IFRSの
会計基準の対応に加えて、グループ経営情報の課題に対するタスク
についても同時並行で実施されています。

多くの連結関係に関する課題が認識されます。

一般によく識別される課題として、以下のようなものがあります。C社の事例－連結の範囲

C社では、日本基準上、実質支配力基準で連結判定を行っている
ものの、数値基準のガイダンスに従って行っているため、IFRS適用に
あたり、議決権保有割合が50％以下の投資先について、追加検討
が必要となりました。

C社は、連結の範囲を検討する際の以下の方針案を作成しました。

課題 概要

① 連結の範囲
支配の概念を整理するとともに、実質
的に支配している会社の洗い出し

②
ジョイント・ベンチャー
の判定

契約の有無を調査し、共同支配に該
当する記述の有無の確認

③
グループ会計方針の
統一

グループ企業間における現状の会計
処理の差異の把握及び影響分析

④ 決算期の統一
決算期の統一もしくは仮決算の実施
上の課題

⑤ 機能通貨の選択
現地通貨と機能通貨が異なる場合の
課題とシステム対応の検討

⑥
SPEへの出資状況の
把握

投資状況の把握及びSPEへの関与状
況の調査

予備調査の結果報告では、仮調査結果を受けて、検討の複雑性
や対応へ要する期間などを勘案し、Phase2以降で実施する調査
項目や方法、実施時期を策定することとなります。No No

Yes

Yes

Yes

No

Yes

No

実質的
に支配

重要な
影響力

子会社

関連
会社

金額的
重要性

金額的
重要性

連結

連結
しない

持分法

持分法
非適用

議決権割合が
50％以下の投資先



（11月1日） 会計基準アドバイザリーフォーラム提案

IFRS財団は、会計基準策定に関する諮問機関として「会計基準諮
問フォーラム」（Accounting Standards Advisory Forum：ASAF）を
新たに立ち上げることを提案しています。

この諮問グループの主な目的は、IFRSに対する国際的な幅広い
支持に応えるため、IASBに対して技術的な助言と フィードバックを
提供することです。また、各国会計基準設定主体と財務報告に関心
を有する地域団体で構成されます。

ASFメンバーは12人のメンバーから成り、ＩＡＳＢのフーガーホースト
議長によると、「欧州枠、米国枠、アジア・オセアニア枠としてそれぞ
れ３人のメンバーを選出することが想定」されています。ＩＡＳＢが座長
役を務めて、年４回、１日半の会合を開きます。

（12月12日）ICAEW 報告書「IFRSの未来」を公表

イングランド・ウェールズ 勅許会計士協会（ICAEW）が、レポート
「IFRSの未来（The Future of IFRS）」を公表いたしました。EUの上場
企業の連結財務諸表にIFRSの適用を要求したIAS規則が公布され
て10年になりますが、IASBとFASBのコンバージェンスプロジェクトが
遅延していることと、米国その他の主要国でのIFRSに対するコミットメ
ントが明確でないことから、国際的に統一された会計基準の原点に
立ち戻った議論を提唱しています。

（12月17日） IASB 収益認識に関する主要な論点の審議終了

国際会計基準審議会（IASB）および米国財務会計基準審議会
（FASB）（以下、「両審議会」）は、収益認識に関する12月の会議に
おいて、以下の項目に関する論点について決定に至りました。

08
その他IFRS関連
ニュース

前頁までで取り上げていない、
3カ月間のIFRSに関係するニュー
スを日付順でまとめております。

さらに新しいニュースをご覧にな
りたい方には、PwC Informをご案
内させていただきます。

（11月1日） 「統合報告東京フォーラム２０１２」開催

国際統合報告審議会（IIRC）は、東京証券取引所及び日本公認会
計士協会との共催で統合報告ラウンドテーブル及び統合報告東京
フォーラムを開催しました。IIRCのキング議長やダックマンCEOの
他、海外からはディプロック元IOSCO議長、マッキントッシュIASB副
議長等が参加、国内からは伊藤邦雄一橋大学教授をはじめ、企業
関係者、投資家関係者、政府関係者（金融庁、経済産業省、環境
省）等が参加し、フォーラムには約350名の聴衆を集めました。

長期的な価値創造を実現するための金融市場、企業報告のあり方
について活発な議論が交わされました。

(11月15日) アジア・オセアニア 地域オフィス開設

地域オフィスは、東京に置かれ、IFRSの開発、アドプションおよび
一貫性のある適用に関する事項についてのアジア・オセアニア地域
全体のサポートを提供します。

15日には東京の経団連会館で開所式が行われ、経済界を中心と
した来賓を前に、評議員会議長プラダ氏とIASB議長フーガーフォル
スト氏がスピーチを行いました。

• 別個の履行義務への取引価格の配分

• 束ねられた（bundled）契約へのモデル案の適用

• ライセンスについて認識する収益の累積額の制限

• 契約獲得コストの会計処理

両審議会の決定は暫定的なものであり、変更される可能性があり
ます。

Ｓｔａｙ Ｉｎｆｏｒｍｅｄ
ＰｗＣ ｉｎｆｏｒｍへようこそ

さらに最新、詳細な情報が必要な方
のために、IFRSに関する新たな情報
提供サイトPwC Infoｒｍ(global/日本)を
ご案内します。

PwC Informは英国で10年以上の歴史があり、IASBのウェブサイトでもグ
ローバルに紹介されているウェブサイトですが、その日本サイトおよびグ
ローバルサイトをみなさまにご案内させていただきます。

PwC Informにアクセスすることで、IFRSの最新動向、基準書、解釈指針
はもちろんPwC Manual of Accountingの原文、翻訳をご参照いただけるほ
か、PwCの発行する刊行物を含め、キーワードでの横断的な検索も可能で
す。IFRSをわかりやすく説明するeLearningもご利用いただけ、情報収集、
調査研究、研修などに広くご活用いただけます。詳しくは裏表紙に記載の
ウェブサイトをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

（お問合せ先） E-mail：pwc.jp.inform@jp.pwc.com

PwC inform



1. 研修サービス

IFRSの規定の解説に加え、業種特有の論点や欧州での適用事例
などを豊富に取り上げた研修会を実施いたします。また、貴社固有
の論点についてのディスカッションも行います。

2. 予備調査・コンバージョン支援サービス

（1） IFRSクイックレビュー

企業がIFRS適用にあたって解決すべき課題を6つの観点
（業務プロセス、システム、組織、内部統制、教育制度、管理
会計）から整理し、これらの課題について、解決の方向性と
コストの概算等を提示します。

本格的な予備調査を実施せず、簡易的にIFRS適用の影響
を把握したい会社へのサービスです。

3. 会計基準適用アドバイザリー・サービス

新会計基準の適用方法や新規取引、特定案件への会計基準の適
用について技術的支援を行います。IFRS適用前においては、IFRS
導入を見据えたアドバイスを提供します。

4. 財務報告プロセス改善支援サービス

グループ会計マニュアルの作成･導入や決算早期化、決算プロセス
効率化・標準化など、グループレベルでの財務報告体制の改善に
ついて、J-SOX対応を図りつつ支援します。

5. 業務プロセス改善支援サービス

IFRS適用により影響を受ける広範なシステム・業務プロセスについ
て、IFRS適用の実現を図る取組を支援します。また、IFRS適用を

ＰｗＣがお手伝い
できること

How PwC can help

を把握したい会社へのサービスです。

（2） 予備調査

IFRSの適用を検討するために必要な調査を行います。財務
数値への影響のみならず、業務プロセスやシステム、事業計
画などIFRS適用がもたらす影響の概要を把握し、IFRS適用
までの実行計画案を策定します。

（3） IFRSコンバージョン支援サービス

IFRSの適用プロセスをいくつかのサブフェーズに区切り、
IFRS適用後の会計処理方針策定、グループ会計マニュア
ル作成、必要な業務プロセス改革、システム改修／構築等、
貴社のIFRS適用を全面的に支援します。

て、IFRS適用の実現を図る取組を支援します。また、IFRS適用を
好機に行うさまざまな業務改革についても全面的に支援します。

6. 連結システム・会計システム等導入支援サービス

IFRS適用後の業務を効率的に運用するために必要な連結システ
ム・会計システム及び様々な業務システムの導入を構想立案・要
件定義から実際の導入運用までを全面的に支援します。

7. IASBの動向についての情報提供サービス

IASBの公表するディスカッションペーパー、公開草案等の情報およ
びその解説をいち早く提供します。

予備調査
IFRSの適用

会計／業務プロセス／情報システム
定着化

Phase 1 Phase 2 Phase 3

3～6ヶ月 6～12ヶ月12～30ヶ月

PwCの3フェーズ・アプローチ

IFRS
クイック
レビュー

1週間
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