
  

 

 

 

IASB Update 
2020年 9月 
 

IASB Update は、国際会計基準審議会（審議会）の予備的決定を示してい
る。IFRS®基準、修正及び IFRIC®解釈指針に関する審議会の最終的な決定
は、IFRS 財団及び IFRS 解釈指針委員会「デュー・プロセス・ハンドブッ
ク」に示されているとおり正式に書面投票が行われる。 

審議会は 2020 年 9 月 22 日から 23 日にリモートアクセスで会議を行っ
た。 

 トピックは、議論した順に、以下のとおりであった。 

• 維持管理及び一貫した適用（アジェンダ・ペーパー12） 

• 料金規制対象活動（アジェンダ・ペーパー9-9A） 

• 経営者による説明（アジェンダ・ペーパー15） 

• 共通支配下の企業結合（アジェンダ・ペーパー23） 

• 採掘活動（アジェンダ・ペーパー19） 

関連情報 
今後の IASB 会議 ：  
2020 年 10 月 26－30 日 
2020 年 11 月 16－20 日 
2020 年 12 月 14－18 日 
 
IASB Update ニュース 
レターのアーカイブ  
 

過去の IASB Update は 
こちら 
 
要約のポッドキャスト  
 

過去の IASB ボード会議
の要約のオーディオ（ポ
ッドキャスト）はこち
ら 
 
プロジェクト作業計画 
 

プロジェクト作業計画は 
こちら  

 

維持管理及び一貫した適用（アジェンダ・ペーパー12） 

セール・アンド・リースバックにおけるリース負債（アジェンダ・ペーパー12） 

審議会は 2020年 9月 22日に会合し、IFRS第 16号「リース」の修正案の書面投票プロセスの間に識
別された整理論点について議論した。その整理論点は、売手である借手がセール・アンド・リースバッ
クにおいて生じる使用権資産及びリース負債を測定する方法についての審議会の暫定的な決定に関する
ものである。 

 審議会は次のことを暫定的に決定した。 

a. リースバックから生じる使用権資産及びリース負債を測定するために IFRS 第 16 号の第 100 項
(a)を適用する際に、売手である借手は、売却した資産のうち保持している使用権資産に係る部
分の比率を、市場レートでの予想されるリース料の現在価値（IFRS 第 16 号の第 26 項で定めて
いる率で割り引く）を売却した資産の公正価値と比較することによって決定する旨を定める。 

b. 売手である借手に、リース負債の事後測定を、予想されるリース料を反映するように帳簿価額を
減額することによって行うことを要求する。 

c. 売手である借手に、IFRS第 16 号の修正案を IAS 第 8 号「会計方針、会計上の見積りの変更及び
誤謬」に従って遡及適用することを要求する。ただし、リース料が変動するセール・アンド・リ
ースバックに対するそうした適用が、事後的判断を使用しないと可能でない場合は除く。審議会
は、そのような状況において、売手である借手に、予想されるリース料を修正案を最初に適用す
る事業年度の期首において決定するよう要求することを暫定的に決定した。 

http://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb-updates/
https://www.ifrs.org/news-and-events/podcasts/
https://www.ifrs.org/news-and-events/podcasts/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/


 13 名の審議会メンバーのうち 12 名がこの決定に賛成した。1 名は欠席した。 

今後のステップ 

 審議会は IFRS第 16 号の修正案の公開草案を 2020 年 11月に公表する予定である。 

 

 

料金規制対象活動（アジェンダ・ペーパー9-9A） 

審議会は 2020年 9月 22日に会合し、公開草案「規制資産及び規制負債」の文案作成の中で識別され
た整理論点について議論した。 

 規制資産及び規制負債の定義 

 まだ使用可能となっていない資産に係る規制上のリターン 

 発効日 

 コメント期間 

審議会は次のことを暫定的に決定した。 

a. 規制資産とは、「規制上の取決めによって創出された、将来の期間において顧客に課される規制
料金を決定する際にある金額を追加する強制可能な現在の権利であり、すでに提供した財又はサ
ービスに対する合計許容報酬の一部が将来の収益に含まれることによるものである」。13 名の
審議会メンバーのうち 10 名がこの決定に賛成した。1 名は欠席した。 

b. 規制負債とは、「規制上の取決めによって創出された、将来の期間において顧客に課される規制
料金を決定する際にある金額を控除する強制可能な現在の義務であり、すでに認識した収益が、
将来において提供する財又はサービスに対する合計許容報酬の一部を構成する金額を含んでいる
ことによるものである」。13 名の審議会メンバーのうち 10 名がこの決定に賛成した。1 名は欠
席した。 

c. まだ使用可能となっていない資産に係る残高に対する規制上のリターンは、当該資産が使用可能
となる時点で及び企業が当該資産の帳簿価額を規制料金を通じて回収する残り期間にわたって、
提供される財又はサービスに対する合計許容報酬の一部を構成する。企業は、当該残高を残り期
間に配分する方法を決定する際に、合理的で一貫した基礎を使用しなければならない。13 名の
審議会メンバーのうち 11 名がこの決定に賛成した。1 名は欠席した。 

d. 企業は最終的な基準を公表日の 18〜24 か月後の日に開始する事業年度に適用することを要求さ
れる。13 名の審議会メンバーのうち 12 名がこの決定に賛成した。1 名は欠席した。 

e. 公開草案のコメント期間を 120 日から 150 日に延長する。13 名の審議会メンバーのうち 7 名が
この決定に賛成した。1 名は欠席した。 

今後のステップ 

 審議会はこのプロジェクトについての公開での議論を完了する。審議会は公開草案を 2021 年 1 月に
公表する予定である。 

 

経営者による説明（アジェンダ・ペーパー15） 

審議会は 2020 年 9 月 23 日に会合し、改訂後の IFRS実務記述書第 1 号「経営者による説明」（改訂
後の実務記述書）が有することとなる地位、及び企業が経営者による説明を実務記述書を適用して公表
することを選択するか又は国内法で要求される場合に従うべき手続について議論した。 



審議会は、改訂後の実務記述書は現行の実務記述書の地位を維持すべきであると暫定的に決定した。
これは次のことを意味する。 

a. 改訂後の実務記述書は、経営者による説明の作成に関する拘束力のないフレームワークとなる。 

b. 改訂後の実務記述書は IFRS基準とはならない。 

c. 企業は、改訂後の実務記述書に準拠した経営者による説明を作成しなくても、財務諸表が IFRS
基準に準拠していると記述することができる。 

13 名の審議会メンバーのうち 11 名がこの決定に賛成した。1 名は欠席した。 

審議会は、改訂後の実務記述書は次のようにすべきであると暫定的に決定した。 

a. 経営者による説明が改訂後の実務記述書のすべての要求事項に準拠している場合には、改訂後の
実務記述書に準拠している旨の無限定の記述を経営者による説明に含めることを企業に要求す
る。13 名の審議会メンバーのうち 9 名がこの決定に賛成した。1 名は欠席した。 

b. 改訂後の実務記述書に部分的に準拠している旨の記述を企業が経営者による説明に含めることを
認める。この場合、経営者による説明は、改訂後の実務記述書のどの要求事項にその経営者によ
る説明が準拠していないのかを説明することが必要となる。13名の審議会メンバーのうち 7名が
この決定に賛成した。1 名は欠席した。 

審議会は、改訂後の実務記述書は企業に次のことを要求すべきであると暫定的に決定した。 

a. 経営者による説明が関連する財務諸表を、経営者による説明とともに利用可能とするか、又は経
営者による説明において識別する。 

b. どのような情報が経営者による説明を構成しているのかを明確に識別し、同じ報告書の中の他の
情報及び他の報告書の中の情報と区別する。 

13 名の審議会メンバーのうち 12 名がこの決定に賛成した。1 名は欠席した。 

審議会は、改訂後の実務記述書は企業に次のことを要求すべきであると暫定的に決定した。 

a. 経営者による説明の公表が承認された日を明示する。 

b. 経営者による説明に、報告期間の末日後かつ経営者による説明の公表承認日の前に発生した事象
に関する重要性がある情報を反映する。 

c. 経営者による説明の公表を承認した個人又は機関を識別する。 

13 名の審議会メンバーのうち 12 名がこの決定に賛成した。1 名は欠席した。 

今後のステップ 

今後の会議で、審議会は次のことを予定している。 

a. このプロジェクトに関する提案が、投資者及び債権者にとって特に関心のあるトピック（例え
ば、環境・社会・ガバナンスの事項や、無形の資源及び関係）を十分かつ適切にカバーしている
かどうか検討する。 

b. 公開草案の書面投票プロセスを開始すべきかどうかを決定する。 

 

共通支配下の企業結合（アジェンダ・ペーパー23） 
審議会は 2020年 9月 23日に会合し、共通支配下の企業結合に関する公表予定のディスカッション・

ペーパーのコメント期間について議論した。 

審議会はディスカッション・ペーパーについて 180 日のコメント期間を設定することを決定した。 

13 名の審議会メンバーのうち 12 名がこの決定に賛成した。1 名は欠席した。 



 

今後のステップ 

 審議会はディスカッション・ペーパーを 2020 年 11 月に公表する予定である。 

  

採掘活動（アジェンダ・ペーパー19） 

審議会は 2020年 9月 23日に会合し、実施したリサーチ活動からの発見事項について議論した。今後
の会議で、IFRS 第 6 号「鉱物資源の探査及び評価」を置き換えるか又は修正すべきかどうかを決定す
るのに役立てるためである。 

埋蔵量及び資源の報告（アジェンダ・ペーパー19A） 

 審議会は、大規模な採掘活動のある法域における埋蔵量及び資源の報告に関する規制上の要求事項に
ついてのリサーチの発見事項を検討した。 

 審議会は何も決定を求められなかった。 

今後のステップ 

審議会は採掘活動に関してのリサーチの発見事項について引き続き議論し、理解をさらに深めるため
に教育セッションを開催する。 
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