
vii

 

© IFRS Foundation 

[レビュー委員会メンバー] 

 
委員長 川村 義則 早稲田大学商学学術院 教授 
副委員長 川西 安喜 企業会計基準委員会 副委員長（常勤） 公認会計士 
委員 石原 宏司 有限責任監査法人トーマツ ディレクター 公認会計士 
委員 大澤 栄子 EY新日本有限責任監査法人 パートナー 公認会計士 
委員 川端 稔 PwCあらた有限責任監査法人 パートナー 公認会計士 
委員 倉持 亘一郎 有限責任 あずさ監査法人 パートナー 公認会計士 
委員 荻原 正佳 企業会計基準委員会 トランスレーション・プロジェクト・マネージャー 
  公認会計士 
 

【企業会計基準委員会内部レビュアー】 

 板橋 淳志 企業会計基準委員会 ディレクター 公認会計士 
 荒井 謙二 企業会計基準委員会 専門研究員 公認会計士 
 梶田 幸裕 企業会計基準委員会 専門研究員 
 林  良生 企業会計基準委員会 専門研究員 
 豐岳 光晴 前 企業会計基準委員会 専門研究員 
  有限責任監査法人トーマツ 公認会計士 
 村瀨 進吾 前 企業会計基準委員会 専門研究員 
  PwCあらた有限責任監査法人 公認会計士 

 

 

© IFRS Foundation 

目     次 

 

はじめに ···································································· A1 

本版における変更点 ·························································· A5 

IFRS®基準に関する趣意書 ····················································· A9 

財務報告に関する概念フレームワーク ·········································· A11 
 

IFRS基準 

IFRS 第1号 国際財務報告基準の初度適用 ····································· A87 

IFRS 第2号 株式に基づく報酬 ·············································· A133 

IFRS 第3号 企業結合 ····················································· A183 

IFRS 第5号 売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業 ····················· A243 

IFRS 第6号 鉱物資源の探査及び評価 ········································ A267 

IFRS 第7号 金融商品：開示 ··············································· A281 

IFRS 第8号 事業セグメント ··············································· A343 

IFRS 第9号 金融商品 ····················································· A361 

IFRS 第10号 連結財務諸表 ················································· A531 

IFRS 第11号 共同支配の取決め ·············································· A603 

IFRS 第12号 他の企業への関与の開示 ········································ A641 

IFRS 第13号 公正価値測定 ················································· A673 

IFRS 第14号 規制繰延勘定 ················································· A721 

IFRS 第15号 顧客との契約から生じる収益 ···································· A743 

IFRS 第16号 リース ······················································· A817 

IFRS 第17号 保険契約 ····················································· A867 

IAS基準 

IAS 第1号 財務諸表の表示 ··············································· A949 

IAS 第2号 棚卸資産 ····················································· A999 

IAS 第7号 キャッシュ・フロー計算書 ····································· A1015 

IAS 第8号 会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬 ························ A1033 

01_扉～目次.indd   7 2019/07/31   10:05:25



viii

 

© IFRS Foundation 

IAS 第10号 後発事象 ···················································· A1053 

IAS 第12号 法人所得税 ·················································· A1065 

IAS 第16号 有形固定資産 ················································ A1113 

IAS 第19号 従業員給付 ·················································· A1139 

IAS 第20号 政府補助金の会計処理及び政府援助の開示 ······················· A1199 

IAS 第21号 外国為替レート変動の影響 ····································· A1209 

IAS 第23号 借入コスト ·················································· A1231 

IAS 第24号 関連当事者についての開示 ····································· A1243 

IAS 第26号 退職給付制度の会計及び報告 ··································· A1257 

IAS 第27号 個別財務諸表 ················································ A1269 

IAS 第28号 関連会社及び共同支配企業に対する投資 ························· A1285 

IAS 第29号 超インフレ経済下における財務報告 ····························· A1311 

IAS 第32号 金融商品：表示 ·············································· A1321 

IAS 第33号 1株当たり利益 ··············································· A1375 

IAS 第34号 期中財務報告 ················································ A1401 

IAS 第36号 資産の減損 ·················································· A1417 

IAS 第37号 引当金、偶発負債及び偶発資産 ································· A1463 

IAS 第38号 無形資産 ···················································· A1485 

IAS 第39号 金融商品：認識及び測定 ······································ A1519 

IAS 第40号 投資不動産 ·················································· A1563 

IAS 第41号 農 業 ······················································ A1585 

IFRIC解釈指針 

IFRIC 第1号 廃棄、原状回復及びそれらに類似する既存の負債の変動 ··········· A1601 

IFRIC 第2号 協同組合に対する組合員の持分及び類似の金融商品 ··············· A1609 

IFRIC 第5号 廃棄、原状回復及び環境再生ファンドから生じる持分に対する権利 · A1621 

IFRIC 第6号 特定市場への参加から生じる負債―電気・電子機器廃棄物 ······· A1629 

IFRIC 第7号 IAS 第29号「超インフレ経済下における財務報告」に従った 

修正再表示アプローチの適用 ·································· A1635 

IFRIC 第10号 期中財務報告と減損 ········································· A1641 

IFRIC 第12号 サービス委譲契約 ··········································· A1647 

 

© IFRS Foundation 

IFRIC 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 ··········································· A1663 

IFRIC 第16号 在外営業活動体に対する純投資のヘッジ ························· A1675 

IFRIC 第17号 所有者に対する非現金資産の分配 ······························ A1689 

IFRIC 第19号 資本性金融商品による金融負債の消滅 ·························· A1697 

IFRIC 第20号 露天掘り鉱山の生産フェーズにおける剥土コスト ················· A1705 

IFRIC 第21号 賦課金 ····················································· A1715 

IFRIC 第22号 外貨建取引と前払・前受対価 ·································· A1723 

IFRIC 第23号 法人所得税の税務処理に関する不確実性 ························· A1731 

SIC解釈指針 

SIC 第7号 ユーロの導入 ··············································· A1741 

SIC 第10号 政府援助―営業活動と個別的な関係がない場合 ················· A1745 

SIC 第25号 法人所得税―企業又は株主の課税上の地位の変化 ··············· A1749 

SIC 第29号 サービス委譲契約：開示 ······································ A1753 

SIC 第32号 無形資産―ウェブサイトのコスト ···························· A1759 

 

用語集 ·································································· A1765 

索 引 ·································································· A1803 

01_扉～目次.indd   8 2019/07/31   10:05:26



ix

 

© IFRS Foundation 

IAS 第10号 後発事象 ···················································· A1053 

IAS 第12号 法人所得税 ·················································· A1065 

IAS 第16号 有形固定資産 ················································ A1113 

IAS 第19号 従業員給付 ·················································· A1139 

IAS 第20号 政府補助金の会計処理及び政府援助の開示 ······················· A1199 

IAS 第21号 外国為替レート変動の影響 ····································· A1209 

IAS 第23号 借入コスト ·················································· A1231 

IAS 第24号 関連当事者についての開示 ····································· A1243 

IAS 第26号 退職給付制度の会計及び報告 ··································· A1257 

IAS 第27号 個別財務諸表 ················································ A1269 

IAS 第28号 関連会社及び共同支配企業に対する投資 ························· A1285 

IAS 第29号 超インフレ経済下における財務報告 ····························· A1311 

IAS 第32号 金融商品：表示 ·············································· A1321 

IAS 第33号 1株当たり利益 ··············································· A1375 

IAS 第34号 期中財務報告 ················································ A1401 

IAS 第36号 資産の減損 ·················································· A1417 

IAS 第37号 引当金、偶発負債及び偶発資産 ································· A1463 

IAS 第38号 無形資産 ···················································· A1485 

IAS 第39号 金融商品：認識及び測定 ······································ A1519 

IAS 第40号 投資不動産 ·················································· A1563 

IAS 第41号 農 業 ······················································ A1585 

IFRIC解釈指針 

IFRIC 第1号 廃棄、原状回復及びそれらに類似する既存の負債の変動 ··········· A1601 

IFRIC 第2号 協同組合に対する組合員の持分及び類似の金融商品 ··············· A1609 

IFRIC 第5号 廃棄、原状回復及び環境再生ファンドから生じる持分に対する権利 · A1621 

IFRIC 第6号 特定市場への参加から生じる負債―電気・電子機器廃棄物 ······· A1629 

IFRIC 第7号 IAS 第29号「超インフレ経済下における財務報告」に従った 

修正再表示アプローチの適用 ·································· A1635 

IFRIC 第10号 期中財務報告と減損 ········································· A1641 

IFRIC 第12号 サービス委譲契約 ··········································· A1647 

 

© IFRS Foundation 

IFRIC 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 ··········································· A1663 

IFRIC 第16号 在外営業活動体に対する純投資のヘッジ ························· A1675 

IFRIC 第17号 所有者に対する非現金資産の分配 ······························ A1689 

IFRIC 第19号 資本性金融商品による金融負債の消滅 ·························· A1697 

IFRIC 第20号 露天掘り鉱山の生産フェーズにおける剥土コスト ················· A1705 

IFRIC 第21号 賦課金 ····················································· A1715 

IFRIC 第22号 外貨建取引と前払・前受対価 ·································· A1723 

IFRIC 第23号 法人所得税の税務処理に関する不確実性 ························· A1731 

SIC解釈指針 

SIC 第7号 ユーロの導入 ··············································· A1741 

SIC 第10号 政府援助―営業活動と個別的な関係がない場合 ················· A1745 

SIC 第25号 法人所得税―企業又は株主の課税上の地位の変化 ··············· A1749 

SIC 第29号 サービス委譲契約：開示 ······································ A1753 

SIC 第32号 無形資産―ウェブサイトのコスト ···························· A1759 

 

用語集 ·································································· A1765 

索 引 ·································································· A1803 

01_扉～目次.indd   9 2019/07/31   10:05:26


