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IFRS解釈指針委員会ニュース 
 

2016年7月12日に開催されたIFRS解釈指針委員会（以下「IFRS-IC」）の会議にお
いて、IFRIC解釈指針、会計基準の限定的改訂、アジェンダに追加しない論点のア
ジェンダ却下通知等について審議が行われた。また、2016年6月及び7月に開催さ
れた国際会計基準審議会（以下「IASB」）の会議において、IFRS-ICの提案等に基
づいて審議が行われた。本稿では、主要な審議事項を紹介し、また、IFRS-ICで取
り扱われているすべての論点の状況を「論点サマリー」にまとめている。なお、
一部の論点は、今後のIFRS-IC会議等において、引き続き議論される予定である。 

 

【要約】 

 

【IFRIC解釈指針】 

IFRIC解釈指針は、特定の基準書の適用上の論点に関す
る解釈である。現在、IAS第12号「法人所得税」及びIAS

第21号「外国為替レート変動の影響」に関する2つの

IFRIC解釈指針案が公表済である。また、IFRS第9号「金
融商品」及びIAS第28号「関連会社及び共同支配事業に
対する投資」に関する1つのIFRIC解釈指針案の公表に向
けて審議が行われている。 

IFRIC解釈指針案－公表済 

2016年7月のIFRS-IC会議において、IAS第21号「外国為
替レート変動の影響」及びIAS第12号「法人所得税」に
関する次のIFRIC解釈指針案に関する再審議が行われた

（詳細は「論点サマリー：IFRIC解釈指針案－公表済」を参照）。 

 

 IFRIC解釈指針案「法人所得税の処理における
不確実性」 

IFRIC解釈指針案に関するコメント期限は2016年
1月19日に終了し、寄せられたコメントに基づき、
2016年7月のIFRS-IC会議より再審議が開始されたが、
具体的な決定には至らなかった。今後のIFRS-IC

会議において引き続き審議が行われる予定である。 

 

 IFRIC解釈指針に関して、2016年7月のIFRS-IC会
議において2つのIFRIC解釈指針案に関する再審
議が行われ、うち1つについては最終化のプロセ
スに入ることが決定された。 

 会計基準の限定的改訂に関しては、1つの公開草
案が2016年7月のIASB会議で審議され、最終化の
プロセスに入ることが決定された。 

また、同月のIFRS-IC会議において1つの公開草案
について再審議が行われた。 

 IFRSの年次改善に関して、現在2つのサイクルが
進行中である。2014-2016年サイクルに含まれて
いる3つの論点については2016年7月のIASB会議
において審議が行われ、最終化のプロセスに入る
ことが決定された。 

2015-2017年サイクルについては2016年6月の
IASB会議において1つの論点について審議が行わ
れ、同年7月のIASB会議において他の論点と合わ
せて公開草案の公表に向けての最終化のプロセ
スに入ることが決定された。 

 2016年7月のIFRS-IC会議において2つのアジェン
ダ却下通知が確定し、1つのアジェンダ却下通知
案が公表された。 

 IFRIC解釈指針案「外貨建取引及び事前対価」 

2016年7月のIFRS-IC会議において、当該解釈指針
の適用日を2018年1月1日としたうえで早期適用
を認めること、及び、IFRS初度適用企業について
は、IFRS移行日以降において当初認識されるすべ
ての資産、費用または収益に対して、本指針を将
来に向かって適用することを認める免除規定を
設けることが暫定的に決定された。議論はこれで
最終化することが確認され、IFRIC解釈指針は
2016年7月20日付ワークプランによれば2016年
11月～2017年1月に公表される予定である。 
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IFRIC解釈指針案－公表予定 

2016年7月のIFRS-IC会議及び2016年6月ならびに7月のIASB

会議での議論は行われていない（詳細は「論点サマリー：IFRIC

解釈指針案―公表予定」を参照）。 

 

【会計基準の限定的改訂】 

会計基準の限定的改訂は、緊急度が高く、必要不可欠な会計基
準の改訂を取り扱っている。現在、IFRS-IC会議において議論さ
れた論点に関して、3つの公開草案が公表済であり、さらに3つ
の公開草案の公表に向けて審議が行われている。 

 

会計基準の限定的改訂－公開草案公表済 

2016年7月のIASB会議において以下のIAS第40号「投資不動産」
の改訂に関する公開草案について審議が行われた。 

また、2016年7月のIFRS-IC会議において、以下のIAS第19号「従
業員給付」及びIFRIC解釈指針第14号「IAS第19号－確定給付資
産の上限、最低積立要件及びそれらの相互関係」の改訂に関す
る公開草案について再審議が行われた。 

上記以外の公開草案については、2016年7月のIFRS-IC会議及び
2016年6月ならびに7月のIASB会議での議論は行われていない

（詳細は「論点サマリー：会計基準の限定的改訂－公開草案公
表済」を参照）。 

 

 

会計基準の限定的改訂－公開草案公表予定 

2016年7月のIFRS-IC会議及び2016年6月ならびに7月のIASB

会議での議論は行われていない（詳細は「論点サマリー：会計
基準の限定的改訂－公開草案公表予定」を参照）。 

 

【IFRSの年次改善】 

IFRSの年次改善は、緊急度が低いものの、必要不可欠な会計基
準の改善を行うものである。現在、進行中のものは次のとおり
である。（詳細は「論点サマリー：IFRSの年次改善（2014-2016

年サイクル）」、「論点サマリー：IFRSの年次改善（2015-2017年
サイクル）」を参照）。 

サイクル 公開草案 最終基準書 

2014-2016年 
2015年11月19日 
公表済 

2016年11月 
～2017年1月 
公表予定 

2015-2017年 
2016年11月 
～2017年1月 
公表予定 

未定 

 

2014-2016年サイクルに関しては、公開済みの3つの改訂案につ
き2016年7月のIASB会議において公開草案に関するコメント
を踏まえた審議ならびに基準化に向けての最終確認手続が行
われた。最終基準の公表は2016年7月20日付ワークプランによ
れば2016年11月～2017年1月が予定されている。 

 

 

 

 

 公開草案「投資不動産の振替（IAS第40号に関する改訂案）」 

2016年5月のIFRS-IC会議において、公開草案（「投資不動
産の振替」（IAS第40号に対する改訂））に対して寄せら
れたコメントの分析並びにコメントを受けての再審議
が行われた。2016年7月のIASB会議では、当該IFRS-ICで
の提案内容を検討し、公開草案に一部修正を加えたうえ
で本改訂を最終化する確認手続を行った。IAS第40号の
改訂は2016年7月20日付ワークプランによれば2016年11月
～2017年1月に公表される予定であり、適用開始は2018年
1月1日とすることが暫定的に決定されている。早期適用
は認められる。 

 公開草案「制度改訂、縮小または清算が生じた場合の
再測定／確定給付制度からの返還の利用可能性（IAS

第19号及びIFRIC解釈指針第14号の改訂案）」 

2016年7月のIFRS-IC会議において、公開草案に対して寄
せられたコメントに基づき再審議を開始したが、具体的
な決定には至らなかった。今後のIFRS-IC会議において引
き続き審議が行われる予定である。 

 【IFRS第1号】 国際財務報告基準の初度適用 

初度適用企業の短期的な免除規定の削除 

2016年7月のIASB会議において、公開草案を最終化する
ことを決定した。適用開始は2018年1月1日とされ、早期
適用は認められる予定である。 

 【IFRS第12号】他の企業への関与の開示 

開示規定の範囲に関する明確化 

2016年7月のIASB会議において、公開草案を最終化する
ことを決定した。適用開始は2017年1月1日とされ、移行
に際しての経過措置は設けないことが暫定決定されて
いる。 

 【IAS第28号】関連会社及び共同支配企業に対する投資 

投資先ごとの当期純利益を通じての公正価値測定 

2016年7月のIASB会議において、公開草案を最終化する
ことを決定した。適用開始は2018年1月1日とされ、早期
適用は認められる予定である。 



3 

  

  © 2016 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of 
independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.  

IFRICニュース ｜ July 2016 

2015-2017年サイクルに関しては、2016年6月のIASB会議にお
いて、以下のIAS第12号「法人所得税」に関する改訂案につい
て審議が行われた。また、2016年7月のIASB会議においてIAS

第23号「借入コスト」に関する改訂案「資産化後に発生した特
定借入の借入コスト」とあわせた公開草案公表に向けての最終
確認手続が行われた。公開草案準の公表は7月20日付ワークプ
ランによれば2016年11月～2017年1月が予定されている。 

 

【アジェンダ却下通知】 

IFRS-ICは、アジェンダに追加しないと決定した論点について、
アジェンダ却下通知を公表することとしている。アジェンダ却
下通知は、アジェンダ却下通知案の公表後、60日間のコメント
期間及び再審議を経て確定される。 

2016年7月のIFRS-IC会議において、IFRS第11号「共同支配の取
決め」に関する既存持分の再測定の論点、及びIFRIC解釈指針
第12号「サービス委譲契約」に関するサービス委譲契約におけ
る営業者から委譲者への変動支払の論点の2つにつき、アジェ
ンダ却下通知が確定した。 

また、IFRS-ICは、IAS第12号「法人所得税」に関する、繰延税
金の測定にあたり耐用年数を確定できない無形資産について
見込まれる回収方法の論点につき、アジェンダ却下通知案を公
表した。コメント期限は2016年9月21日である（詳細は「論点
サマリー：アジェンダ却下通知」を参照）。 

 

【その他の論点等】 

IFRS-IC会議において、今後の取扱いを検討中のいくつかの論
について審議が行われているが、2016年7月のIFRS-IC会議にお
いては特に議論は行われていない（詳細は「論点サマリー：そ
の他の論点」を参照）。 

 

 

 【IAS第12号】法人所得税  

資本に区分される金融商品に係る支払による法人所得
税への影響の会計処理 

2016年7月のIASB会議において、資本に区分される金融
商品の利益の分配から生じた税金費用は、IAS第12号
第52A項に規定される特定の状況に限らず、すべて、第52B項
の表示規定に従って当期純利益に含めて認識すべきと
する改訂を行う暫定決定が行われた。 
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【論点サマリー】 

IFRS-ICで検討中のIFRIC解釈指針案、会計基準の限定的改訂、IFRSの年次改善、アジェンダ却下通知及びその他の論点とそのステ
ータスは、以下のとおりである。 

公開草案・論点 関連IFRS 概要 ステータス 

IFRIC解釈指針案－公表済 2016年7月のIFRS-IC会議における審議 

IFRIC解釈指針案「法人
所得税の処理における
不確実性」1 

IAS第12号 

「法人所得税」 

本解釈指針案は、以下について提案して
いる。 

 不確実性のある法人所得税の処理を
集合的に検討すべきか 

 税務当局が実施する税務調査に関す
る仮定 

 課税所得（損失）、課税標準、未使用の
繰越欠損金、未使用の繰越税額控除及
び税率の決定 

 事実と状況の変化に関する考慮事項 

 開示 

【再審議の状況】 IFRIC解釈指針案に
関するコメント期限は2016年1月19日に
終了し、寄せられたコメントに基づき、
2016年7月のIFRS-IC会議より再審議が開
始されたが、具体的な決定には至らなか
った。今後のIFRS-IC会議において引き続
き再審議が行われる予定である。 

【IFRIC解釈指針公表予定】 未定 

IFRIC解釈指針案「外貨
建取引及び事前対価」2 

IAS第21号 

「外国為替レート
の変動の影響」 

本解釈指針案は、以下のとおり提案して
いる。 

 関連する資産、費用または収益の認識
に先立って、非貨幣性の前払資産また
は前受収益負債を認識する外貨建取
引に適用する 

 外貨建の資産、費用または収益の換算
に用いる直物為替レートは、非貨幣性
の前払資産もしくは前受収益負債を
当初認識する日、または、関連する資
産、費用もしくは収益を財務諸表に認
識する日の、いずれか早い日の直物為
替レートとする 

適用日は寄せられたコメントを踏まえ
決定する。早期適用は認められる。 

【再審議の状況】 IFRIC解釈指針案に
関するコメント期限は2016年1月19日に
終了し、寄せられたコメントに基づき、
2016年5月のIFRS-IC会議より再審議が開
始された。IFRS-ICは、IFRIC解釈指針案に
おける範囲、合意事項及び経過措置に関
する提案を最終のIFRIC解釈指針におい
て維持することを暫定的に決定した。 

IFRS-ICは、2016年7月のIFRS-IC会議にお
いて、IFRS初度適用企業は、IFRS移行日
時点及び当該日時点以降において当初認
識されるすべての資産、費用または収益
に対して、将来に向かっての適用を認め
ることを暫定的に決定した。あわせて、解
釈指針の公表に向けて最終確認を行い、
当該解釈指針の適用日を2018年1月1日と
したうえで早期適用を認めることを決定
した。 

【IFRIC解釈指針公表予定】 2016年7月20日
付ワークプランによれば2016年11月～
2017年1月にIFRIC解釈指針を公表する予
定である。 

  

                                                           

1  詳細は、IFRS ニュースフラッシュ：IASB、IFRIC 解釈指針案「法人所得税の処理における不確実性」を公表を参照 

2  詳細は、IFRS ニュースフラッシュ：IASB、IFRIC 解釈指針案「外貨建取引及び事前対価」を公表を参照 

https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2015/10/ifrs-news-flash-2015-10-22-2.html
https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2015/10/ifrs-news-flash-2015-10-22-1.html
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公開草案・論点 関連IFRS 概要 ステータス 

IFRIC解釈指針案－公表予定                          2016年7月のIFRS-IC会議における審議 

関連会社または共同
支配企業に対する純
投資の一部を実質的
に構成する長期持分
の測定 

IFRS第9号 

「金融商品」 

IAS第28号 
「 関 連 会 社 及 び

共同支配企業に
対する投資」 

関連会社または共同支配企業に対する
純投資の一部を実質的に構成する長期
持分の測定、特に減損を検討するにあた
り、IFRS第9号、IAS第28号のいずれか、
または両会計基準の組合せを適用すべ
きか。 

【 審 議 の 状 況 】  2015年9月及び11月の
IFRS-IC会議における審議及び2015年12月
のIASB会議における審議を経て、2016年
2月のIASB会議において、IASBは、以下
の2つの論点について審議を行った。 

 IFRS第9号第2.1項（a）の適用除外規
定は、関連会社または共同支配企業
に対する長期持分に適用されるか 

 適用されない場合、この長期持分に
ついてIFRS第9号及びIAS第28号の
要求事項がどのように適用されるか 

IFRS-ICは、2016年3月及び5月のIFRS-IC

会議において、引き続き議論し、IFRS第9号
第2.1項（a）の適用除外は適用されないと
指摘した。また、以下のとおり考え方を整
理したうえで、IFRIC解釈指針案を開発す
ることを暫定的に決定した。 

(a) 長期持分の会計処理は、減損の検討
も含めてIFRS第9号に従う 

(b) IAS第28号第38項の適用による損失
の配分は、IFRS第9号の適用により
決定された長期持分の簿価を含めて
行う 

(c) 関連会社または共同支配企業に対す
る、長期持分を含む投資の減損の検
討は、IAS第28号第40項及び第41A項
から第43項の規定に従って行う 

(d) ステップ（b）及び（c）により損失
が配分され、または減損が認識され
た場合、IFRS第9号を適用すること
による長期持分に係る損失または減
損は無視する 

今後のIFRS-IC会議において、IFRIC解釈
指針案の内容について引き続き審議する
予定である。 

【IFRIC解釈指針公表予定】 未定 
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公開草案・論点 関連IFRS 概要 ステータス 

会計基準の限定的改訂－公開草案公表済 
2016年7月のIFRS-IC会議における審議 

2016年6月・7月のIASB会議における審議 

公開草案「負債の分類
（IAS第1号の改訂案）」3 

IAS第1号 
「財務諸表の表示」 

公開草案において、負債の流動・非流動
の分類について以下を明確化すること
が提案されている。 

 負債の流動・非流動の分類は、報告期
間の末日において存在する権利に基
づいて行うこと 

 負債の決済と企業から流出する資源
との関係 

【再審議の状況】 公開草案に関するコメ
ント期限は2015年6月10日に終了した。
IASBは、2015年12月のIASB会議において、
寄せられたコメントに基づいて再審議を
したが、具体的な決定には至らなかった。
2016年2月のIASB会議において、負債の
流動・非流動の分類に関する提案の適用
方法に関して、暫定的に以下を決定した。 

 貸付契約に含まれる条件（財務制限条
項等）に従っているかを、報告期間の
末日後の日付でテストすることが契約
に含まれる場合でも、報告期間の末日
時点において、その条件に従っている
か否かに基づき負債を分類しなければ
ならない 

 貸手が定期的レビューに基づき返済要
求を可能とする条項を含む場合、企業
が有する決済を延期する権利は、その
定期的レビューの日付までとする 

また、提案される最終基準の改訂におい
て、以下の事項を要求することを暫定的
に決定した。 

 権利に条件が付されている場合には、
企業が報告期間の末日現在でその条件
に従っているか否かにより、当該権利
が負債の分類に影響を与えるかを決め
なければならない 

2016年4月のIASB会議において、公開草
案に寄せられた一部のコメントに対する
再審議を、公開草案「概念フレームワー
ク」における資産及び負債の定義の再審
議が行われるまで、先送りすることが報
告された。 

【最終基準書公表予定】 2017年1月以降
に最終基準書を公表する予定である。 

 

 

 

                                                           

3  詳細は、IFRSニュースフラッシュ：IASB、公開草案「負債の分類（IAS第1号の改訂案）」を公表を参照 

https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2015/02/ifrs-news-flash-2015-02-12.html
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IFRICニュース ｜ July 2016 

公開草案・論点 関連IFRS 概要 ステータス 

会計基準の限定的改訂－公開草案公表済（続き）  

公開草案「制度改訂、
縮小または清算が生
じた場合の再測定／
確定給付制度からの
返 還 の 利 用 可 能 性

（ IAS 第 19 号 及 び
IFRIC解釈指針第14号
の改訂案）」4 

IAS第19号 

「従業員給付」 

IFRIC解釈指針 

第14号 

「IAS第19号－確
定給付資産の上
限、最低積立要件
及びそれらの相
互関係」 

本公開草案は、報告期間の途中で制度改
訂、縮小または清算が生じ再測定を行っ
た場合の会計処理、及び特定の場合にお
ける確定給付制度からの返還の利用可能
性の判断について提案している。 

【再審議の状況】 公開草案に関する
コメント期限は2015年10月19日に終了
し、2016年7月のIFRS-IC会議において、
主要論点に関して寄せられたコメントに
基づき再審議を開始したが、具体的な決
定には至らなかった。これらのコメント
に基づいて、今後の会議において再審議
が行われる予定である。 

【最終基準書公表予定】 未定 

公開草案「投資不動産
の振替（IAS第40号に
関する改訂案）」5 

IAS第40号 

「投資不動産」 

本公開草案は、以下を提案している。 

 不動産の用途変更がある場合に限っ
て、投資不動産への振替または投資不
動産からの振替を行う 

 用途変更は、不動産が投資不動産の定
義を満たすようになった時点または
満たさなくなった時点、かつ、用途変
更の証拠がある場合に限り発生する 

 不動産の使用用途に関する経営者の
意図の変更だけでは、用途変更の証拠
とはならない 

現行のIAS第40号第57項に示されている
状況は用途変更の証拠の例示である旨を
明確化する 

【再審議の状況】 IASBは、2016年7月
のIASB会議において、公開草案に対して
寄せられたコメントの分析を踏まえ、公
開草案に対して以下の修正を加えたうえ
で、本改訂を最終化する確認手続を行っ
た。 

 経営者の意図の変更のみでは、用途変
更の証拠を提供しないことの明確化 

 IAS第40号第57項の例のうち2つにつ
いて、完成した不動産のみならず建設
中または開発中のものにも関連するこ
とを示すための改訂 

 結論の根拠において、不動産が投資不
動産の定義に該当し、または該当しな
くなるかの評価には判断が伴うことの
強調 

 移行措置として、IAS第8号に従った完
全遡及アプローチ、または移行日現在
の用途を反映するため不動産の区分を
再検討し、移行日以降に生じる用途変
更に本改訂を適用するアプローチのい
ずれかの選択を容認 

 上記移行措置として、後者の方法を採
用した場合には、当該移行措置の結果
としての振替についての情報を開示 

また、本改訂の適用開始を2018年1月1日とし、
早期適用を認めることが暫定決定された。 

【最終基準書公表予定】 2016年7月20

日付ワークプランによれば2016年11

月～2017年1月に最終基準書を公表す
る予定である。 

                                                           

4 詳細は、IFRSニュースフラッシュ：IASB、公開草案「制度改訂、縮小または清算が生じた場合の再測定／確定給付制度からの返還の利用可能性（IAS第19号及びIFRIC解釈指針第14号の改訂
案）」を公表を参照 

5  詳細は、IFRSニュースフラッシュ：IASB、公開草案「投資不動産の振替（IAS第40号に関する改訂案）」を公表を参照 

https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2015/06/ifrs-news-flash-2015-06-19.html
https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2015/06/ifrs-news-flash-2015-06-19.html
https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2015/11/ifrs-news-flash-2015-11-20-2.html
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IFRICニュース ｜ July 2016 

公開草案・論点 関連IFRS 概要 ステータス 

会計基準の限定的改訂－公開草案公表済（続き）  

既存持分の再測定 IFRS第11号 

「共同支配の 

取決め」 

関 連 す る 資 産 ま た は 資 産 グ ル ー プ が
IFRS第3号「企業結合」における事業の定
義を満たす場合、共同支配事業に係る資
産及び負債に対する既存持分を再測定す
べきか。 

【審議の状況】 2015年9月のIFRS-IC会議
において、関連する資産または資産グル
ープが事業の定義を満たす場合に、取引
の類型ごとに、共同支配事業に係る資産
及び負債に対する既存持分を再測定すべ
きかについて、以下の暫定的な決定が行
われた。これを受け、2015年10月のIASB

会議において、IASBは、必要なIFRS第3号
及びIFRS第11号の一部改訂を行うこと
に同意した。 

 共同支配事業に対する支配を獲得する
場合、既存持分を再評価する 

 共同支配事業に対する持分の変動によ
り、共同支配事業の当事者が共同支配
を獲得する場合は、共同支配事業が
IFRS第3号の事業の定義に該当して
も、既存持分を再評価しない 

IASBは、2015年12月のIASB会議において、
本改訂案の公表に向けて最終確認を行った。
また、適用日等について審議した結果、
公開草案において、本改訂案を適用日以
降に発生する取引から適用すること及び
早期適用を認めることを提案している。 

【公開草案】 2016年6月に公開草案を公表
した。コメント期限は2016年10月31日である。 
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IFRICニュース ｜ July 2016 

公開草案・論点 関連IFRS 概要 ステータス 

会計基準の限定的改訂－公開草案公表予定                  2016年6月・7月のIASB会議における審議 

会計方針の変更と 

会計上の見積りの変更 

IAS第8号 

「会計方針、会計
上の見積りの変
更及び誤謬」 

IAS第8号において、会計方針の変更と会
計上の見積りの変更をどのように区別す
べきか。 

【審議の状況】 2013年11月のIFRS-IC会
議において、アジェンダ却下通知案が提
案されたが、2014年3月のIFRS-IC会議に
おける再審議を経て、2014年9月のIASB

会議において開示の取組みの一環として
この論点を検討することが決定された。
IASBは、2015年5月のIASB会議において
引き続き審議を行った。また、2016年4月
のIASB会議において、以下を含むIAS
第8号に関する改訂について決定した。 

 会計方針及び会計上の見積りの変更
の定義に関する改訂 

 会計方針と見積りの関係に関する明確化 

 評価技法及び見積り技法が会計上の
見積りの変更に該当するか否かに関
するガイダンスの追加 

 見積りに関する設例の見直し 

なお、IAS第8号第39項における会計上の
見積りの変更の性質及び金額に関する開示
規定の改訂を行わないことも決定した。 

【公開草案公表予定】 2017年1月以降に
公開草案を公表する予定である。 

有形固定資産の試運転
から得られる正味の
収入及び試運転コスト
の会計処理 

IAS第16号 

「有形固定資産」 

有形固定資産の試運転時に製造した製品
の販売から得られる正味の収入が試運転
コストを上回る場合、超過部分を以下の
いずれかの方法により会計処理すべきか。
また、開示を拡充すべきか。 

 当期純利益に含めて認識する 

 有形固定資産の原価に含めて認識する 

【審議の状況】 2014年7月のIFRS-IC会議
における審議の結果、アジェンダ却下通
知案が公表されたが、2014年11月のIFRS-

IC会議において再審議し、この論点をア
ジェンダに追加することが決定された。
2015年1月、5月、9月のIFRS-IC会議にお
いて、試運転の意味合い、及び試運転以
外から発生する収入、並びに経営者が意
図した方法で稼働可能とするために必要
な場所や、稼働可能な状態に置いた時点
の判断等について、議論が行われた。 

2016年3月のIFRS-IC会議における審議
の結果、IAS第16号の限定的改訂を提案
することが暫定的に決定された。この限
定的改訂は、有形固定資産が経営者の意
図した方法で稼働可能となる前に製造さ
れた製品の販売から得られる正味の収入
について、有形固定資産の原価からの減額
を禁止するために提案されるものである。 

今後のIFRS-IC会議において、提案された
IAS第16号の限定的改訂に関する開示規
定及び移行規定について、審議が行われ
る予定である。 

【公開草案公表予定】 未定 
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IFRSの年次改善（2014-2016年サイクル）6 2016年6月・7月のIASB会議における審議 

【最終基準書公表予定】 2016年11月～2017年1月 

初度適用企業の短期
的な免除規定の削除 

IFRS第1号 

「国際財務報告基
準の初度適用」 

本公開草案は、以下のIFRS第1号におけ
る短期的な免除規定を削除することを提
案している。 

 E3項、E4項及びE4A項の金融商品の開
示に関する免除規定 

 E5項の従業員給付に関する免除規定 

 E6項及びE7項の投資企業に関する免
除規定 

【再審議の状況】 2016年7月のIASB

会議において、初度適用企業の短期的な
免除規定の削除に係る修正を最終化する
ことが暫定的に決定され、基準化に向け
ての最終確認が行われた。また、この修
正の発行日を2018年1月1日とし、早期適
用を認めることが暫定的に決定された。 

開示規定の範囲に関
する明確化 

IFRS第12号 

「他の企業への関
与の開示」 

本公開草案は、売却目的保有、所有者分
配目的保有または非継続事業に分類され
る他の企業（子会社、共同支配取決め、
関連会社及び非連結の組成された企業）
に対する持分にIFRS第12号のB10項－
B16項以外の規定を適用することを提案
している。 

【再審議の状況】 2016年7月のIASB

会議において、開示規定の範囲に関する
明確化に係る修正を最終化することが暫
定的に決定され、基準化に向けての最終
確認が行われた。また、この修正の発効
日を2017年1月1日とすることが暫定的
に決定された。 

投資先ごとの当期純
利益を通じての公正
価値測定 

IAS第28号 

「関連会社または
共同支配企業に
対する投資」 

本公開草案は、IAS第28号第18項におけ
るベンチャー・キャピタル企業等の関連
会社または共同支配企業に対する投資の
公正価値測定に関する選択については、
関連会社または共同支配企業に対する投
資の当初認識時に個々の投資ごとに選択
できるとすることを提案している。 

また、IAS第28号第36A項における投資企
業でない企業の投資企業である関連会社
または共同支配企業の公正価値測定の引
き継ぎについては、以下のうち、最も遅
い時期に投資企業である関連会社または
共同支配企業ごとに選択できるとするこ
とを提案している。 

 投資企業である関連会社または共同
支配企業の当初認識時 

 関連会社または共同支配企業が投資
企業となった時 

 投資企業である関連会社または共同
支配企業が当初親会社となった時 

【再審議の状況】 2016年7月のIASB

会議において、投資先を投資ごとに当期
純利益を通じて公正価値で測定すること
に係る修正を最終化することが暫定的に
決定され、基準化に向けての最終確認が
行われた。また、この修正の発行日を
2018年1月1日とし、早期適用を認めるこ
とが暫定的に決定された。 

 

 

 

                                                           

6 詳細は、IFRSニュースフラッシュ：IASB、公開草案「IFRSの年次改善」（2014-2016年サイクル）を公表を参照 

https://home.kpmg.com/jp/ja/home/insights/2015/11/ifrs-news-flash-2015-11-20-1.html
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公開草案・論点 関連IFRS 概要 ステータス 

IFRSの年次改善（2015-2017年サイクル） 2016年6月・7月のIASB会議における審議 

【公開草案公表予定】 2016年11月～2017年1月 

資産化後に発生した
特定借入の借入コスト 

IAS第23号 

「借入コスト」 

適格資産に係る資産化が終了した後に発
生した特定の借入コストを、一般借入に
含めて他の適格資産に係る借入コストの
資産化率を算出すべきか否か。 

【審議の状況】 2015年5月のIFRS-IC

会議において、IFRS-ICは、IAS第23号
第14項の規定を明確化する改訂を行うことが
暫定的に決定された。2015年7月のIFRS-

IC会議において、当期の資産化対象特定
借入コストを除き、すべての借入コストを
一般目的の借入コストに含める改訂案、
及びこの改訂案を将来に向かって適用する
ことが決定された。2015年10月のIASB会
議において、本改訂案に関する審議が行
われ、IFRS-ICの提案どおりIFRSの年次改
善として進めることが決定された。2016年
7月のIASB会議において、公開草案の公
表に向けて最終確認手続が行われた。 

資本に区分される金
融商品に係る支払に
よる法人所得税への
影響の会計処理 

IAS第12号 

「法人所得税」 

資本に区分される金融商品に係る支払
（持分所有者に対する支払、発行費用、支

払利息等）について、法人所得税への影
響はどのように表示されるべきか。 

【審議の状況】 2015年11月のIFRS-IC

会議における検討の結果、以下の規定の
関係が明確でなかったため、IFRS-ICは、
2016年3月のIFRS-IC会議において引き
続き審議した。 

 配当の法人所得税への影響は、原則と
して当期純利益に含めて認識することが
求められている（IAS第12号第52B項） 

 当期税金及び繰延税金は、関連する項
目がその他の包括利益で認識される場
合はその他の包括利益に含めて認識さ
れ、資本で直接認識される場合は資本
に含めて直接認識することが求められ
ている（IAS第12号第61A項） 

2016年3月の審議の結果、IFRS-ICは、以
下の事項を明確にするためIAS第12号の
改訂を提案することを決定した。 

 資本に区分される金融商品の利益の分配に
該当するすべての支払を、IAS第12号
第52B項の表示規定に従って、当期純
利益に含めて認識すべきであること 

 IAS第12号第52B項の適用は、第52A項に
規定される特定の状況に限られないこと 

2016年6月のIASB会議において、本改訂案に
関する審議が行われ、IFRSの年次改善とし
て進めることが暫定決定された。また、本
改訂案は過去に遡及して適用すること、及び
早期適用は認められるとすることが暫定決
定された。さらに2016年7月のIASB会議
において公開草案公表に向けての最終確
認手続が行われた。 
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アジェンダ却下通知   確定   公表中   新規公表 

繰延税金の測定にあ
たり耐用年数を確定
できない無形資産に
ついて見込まれる回
収方法 

IAS第12号 

「法人所得税」 

耐用年数を確定できない無形資産につい
て、税務上は償却費を計上し課税所得計
算上減算する場合、関連する繰延税金の
測定にあたって、どのような税率を用い
るべきか、すなわち、その無形資産につ
いて見込まれる帳簿価額の回収方法（使
用を通じた回収か、売却を通じた回収か）
をどのように考慮すべきか。 

【IFRS-ICの暫定的決定】 IFRS-ICは、
無形資産について見込まれる回収の方法
を決定し、そこから生じる税務上の帰結
を繰延税金の測定に反映するにあたって
は、IAS第12号第51項及び第51A項が十
分な要求事項を示していることから、ア
ジェンダに追加しないことを暫定的に決
定した。 

【コメント期限】 2016年9月21日 

既存持分の再測定 IFRS第11号 

「共同支配の 

取決め」 

資産または資産グループに対する支配
を喪失することにより、共同支配事業に
対する共同支配を有することとなるか、
共同支配事業の当事者となる場合、取引
から生じる利得及び損失の認識は他の
当事者の持分の範囲で行うべきか。 

【IFRS-ICの決定】 IFRS-ICは、本論
点はIFRS第10号とIAS第28号の要求事項
の矛盾に関するものであり、IASBが検討
している他の類似論点とあわせて検討さ
れるべきであるとして、アジェンダに追
加しないことを決定した。 

サービス委譲契約に
おける営業者から委
譲者への変動支払 

IFRIC解釈指針 

第12号 

「サービス委譲契
約」 

IFRIC第12号の対象となるサービス委譲
契約に含まれる営業者から委譲者への
支払をどのように会計処理すべきか。 

【IFRS-ICの決定】 IFRS-ICは、資産
取得契約に係る変動対価の支払を含む、
サービス委譲契約に含まれる営業者から
委譲者への変動支払の会計処理について
は論点が広範であり、一方、サービス委
譲契約の営業者が委譲者に支払う上記以
外の対価の会計処理についてはすでに現
状のIFRSの要求事項で十分であるとし
て、アジェンダに追加しないことを決定
した。 

親会社株式の可変数
で決済予定の非支配
持分に対する売建プ
ット・オプションの会
計処理  

IAS第32号 

「金融商品：表示」 

親会社は、連結財務諸表上、親会社株式
の可変数で決済予定の非支配持分に対
する売建プット・オプション（NCIプッ
ト）について、以下のどちらかを認識す
べきか。 

 オプションの行使価額の現在価値に
相当する金融負債（総額表示） 

 公正価値によって測定されるデリバ
ティブ金融負債（純額表示） 

また、親会社は、決済方法として行使価
格に相当する現金または株式の可変数
を選択できる場合、NCIプットに同様の
会計処理を適用すべきか。 

【IFRS-ICの暫定的決定】 IFRS‐IC

は、以前現金決済のNCIプットについて
議論したものの、現在IASBにより資本の
特徴を有する金融商品（FICE）プロジェ
クトの一環として議論されていると指摘
した。したがって、左記の論点は、IFRS-

ICで取り扱うことが難しいことに加え、
FICEプロジェクトにおいて、企業の持分
に関するすべてのデリバティブが検討さ
れているとも指摘した。 

【コメント期限】 2016年7月22日 
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公開草案・論点 関連IFRS 概要 ステータス 

アジェンダ却下通知（続き）  

金融負債の認識の中
止に関する10％テス
トに含めるべき手数
料及びコスト 

IFRS第9号 

「金融商品」 

IAS第39号 

「金融商品－認識
及び測定」 

IFRS第9号及びIAS第39号における金融
負債の認識の中止に関する10％テストに
どの手数料及びコストを含めるべきか。 

【IFRS-ICの暫定的決定】 IFRS-ICは、
IFRS第9号B3.3.6項及びIAS第39号AG62項に
おける10％テストを実施するにあたり、
以下の手数料のみを含めると指摘した。 

 借手と貸手の支払・受取手数料 

 借手または貸手に代わって支払われ
た手数料 

【コメント期限】 2016年7月22日 

サービス委譲契約及
びリース契約から構
成される複合契約の
会計処理 

IFRIC解釈指針 

第12号 

「サービス委譲契
約」 

以下のインフラリースを含んでいるサー
ビス委譲契約は、IFRIC解釈指針第12号の
範囲に含まれる場合、そのリースから生
じる資産及び負債は、どのように表示・
開示すべきか。 

 営業者及び委譲者は、公共サービス
の運営に関する契約を締結し、その
契約におけるインフラを貸手からリ
ースする 

 営業者は、インフラに関する建設ま
たは更新サービスを提供しない 

 営業者は、契約によりリースの貸手
にリース料を支払うことが義務付け
られている 

 営業者は、支払リース料を委譲者か
ら受け取る無条件の権利を有する 

 委譲者は、契約の終了時にリース期
間を更新する権利を有する 

 営業者及びリースの貸手は、同一の
政府期間の共同支配下にあるが、そ
れ以外の場合には、委譲者は支払リ
ース料及びリース資産の残存価値に
関する保証を適用する 

【 IFRS-ICの 暫 定 的 決 定 】  IFRS-IC

は、IFRIC解釈指針第12号の範囲について
は、以下のとおり指摘した。 

 ある契約がIFRIC解釈指針第12号の
範囲に含まれるか否かは、その状況
及び事実（特に第5項における支配の
状況及び第7項におけるインフラに
関する事項）に基づいて判定する 

 IFRIC解釈指針第12号の範囲に含まれる
契約について、建設または更新サー
ビスを提供することが条件ではない 

また、左記の契約は、IFRIC解釈指針第12号
の範囲に含まれる場合、営業者ではなく、
委譲者がインフラの使用権を支配してい
るため、表示・開示については、以下の
とおり指摘した。 

 営業者は、すべての事実及び状況を
踏まえ、貸手に対する支払義務を負
っているのはサービス委譲者か営業
者かを評価する。サービス委譲者が
支払義務を負っている場合、営業者
はサービス委譲者に代わり貸手に返
済する資金を回収している 

 サービス委譲契約の一環で営業者が
貸手に対する支払義務を負う場合、
営業者はサービス委譲契約を締結
し、貸手がインフラを利用可能とし
た時点でこの支払義務を金融負債と
して認識する。同時に、支払代金の精
算によりサービス委譲者から資金を
回収する契約上の権利についても金
融資産を認識する 

 IAS第32号「金融商品：表示」の相殺の
要件を満たす場合、貸手に対する支払
義務に係る負債と関連するサービス
委譲者に対する債権とを相殺表示する 

【コメント期限】 2016年7月22日 
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公開草案・論点 関連IFRS 概要 ステータス 

その他の論点（今後の取扱いを検討中の論点等）   

事業結合における非
支配持分の強制取得 

IFRS第3号 

「企業結合」 

取得企業が、ある企業の支配を取得する
際に、非支配持分の株主の所有持分の買
取りを申し出ることが義務付けられてい
る場合、これらを1つの取引とみなすべき
か。また、この強制買取申出について負
債を認識すべきか。 

【審議の状況】 2012年11月及び2013年3

月のIFRS-IC会議における議論を踏まえ、
2013年5月のIASB会議において検討した
結果、強制買取の申出は非支配持分に対
する売建プット・オプション（NCIプッ
ト）と経済的に同じであるため、将来の
IASB会議においてNCIプットとともに引
き続き検討する予定である。 

ファンドに対するフ
ァンドマネジャーの
重要な影響力 

IAS第28号 

「関連会社及び共
同支配企業に対
する投資」 

ファンドに対して投資しているファンド
マネジャーが、IFRS第10号において代理
人であると判断された場合、そのファン
ドに対して重要な影響力を有するか否か
を判定すべきか。また、その判定はどの
ように行うべきか。 

【審議の状況】 2014年9月のIFRS-IC会議
において、IFRS-ICは、アジェンダ却下通
知案を公表し、ファンドマネジャーが重
要な影響力を有するか否かを判定すべき
であると指摘した。ただし、2015年1月の
IFRS-IC会議において、代理人として財務
上及び経営上の意思決定に参加するパワ
ーが重要な影響力にどのような影響を及
ぼすかについては合意には至らなかっ
た。今後、持分法に関するIASBの研究プ
ロジェクトにこの論点が含まれない場
合、IFRS-ICはこの論点を再検討する予定
である。 

非支配持分に対する
売建プット・オプショ
ン（NCIプット） 

IAS第32号 

「金融商品：表示」 

連結財務諸表上、非支配持分に対する売
建プット・オプション（NCIプット）を、
どのように会計処理すべきか。 

【審議の状況】 2012年6月にIFRIC解釈指
針案「非支配持分に対する売建プット・
オプション」が公表されたが、寄せられ
たコメントを踏まえ、2013年1月のIFRS-

IC会議において、IFRS-ICは、他のデリバ
ティブと同様に純額ベースの公正価値で
測定すべきであると決定し、2013年3月
の IASB 会 議 に お い て 提 案 し た 結 果 、
IASBが引き続き検討する予定である。 
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