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はじめに
企業活動に多大な影響を及ぼす会計基準が、大

きく変わる可能性がある。2012 年をめどに、上場
企業の連結財務諸表に国際会計基準（IFRS）を強
制適用するかどうかが判断されるのだ。

本シリーズ「会計も「開国」すべきか−国際会
計基準の最近の動向と日本の対応−」では、IFRS
の特徴と適用した際の影響、日本は IFRS を適用
するべきかどうかを、2 回にわたり取り上げる。
前回（「経営センサー」2011 年 5 月号）では、IFRS
の特徴と IFRS をめぐる国際情勢を概観した。本

号では、IFRS を導入した場合の影響を見たうえ
で、日本は IFRS を強制適用すべきなのかどうか
を考えたい。

※本稿で意見に関わる部分は私見であり、筆者
の属する組織の見解ではありません。

1．IFRSの特徴と IFRSをめぐる国際情勢
（1）IFRSの特徴

本題に入る前に、IFRS の特徴と IFRS をめぐる
国際情勢を簡単に振り返りたい。

国際会計基準（International Financial Reporting 

Point
❶    企業活動に多大な影響を及ぼす会計基準が、大きく変わる可能性がある。金融庁企業会計審議会は、

2012 年をめどに、上場企業の連結財務諸表に国際会計基準（IFRS）を強制適用するかどうかを
判断する見通しである。

❷    IFRS の特徴は原則主義、資産負債アプローチである。米国の会計基準設定主体とのコンバージェ
ンス作業等により、今後内容が大きく変わる可能性がある。

❸    2000 年代以降、世界的に広がりを見せた IFRS だが、米国、インド、中国が IFRS から距離を
置き始めるなど、ここへ来て普及がやや足踏み状態になっている。

❹    IFRS を取り巻く国際情勢が大きく変化したにもかかわらず、日本は明確な方針転換を行っていな
い。

❺    IFRS が抱える問題点、国際情勢の変化、東日本大震災以降の日本経済を取り巻く環境激変などを
考慮すれば、強制適用は好ましくなく、任意・段階適用にとどめるべきと考える。

会計も「開国」すべきか
—国際会計基準の最近の動向と日本の対応（下）—
〜間近に迫る IFRSの強制適用判断時期。産業競争力を維持できる基準の選択を〜
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Standards、略称 IFRS）とは、ロンドンを拠点と
する民間団体・国際会計基準審議会（International 
Accounting Standards Board、略称 IASB）が設定
する会計基準のことである 1。

長らくエスペラント語のような地位にとどまっ
ていた IFRS が大きな広がりを見せるのは、2005
年、EU が域内上場企業の連結財務諸表に IFRS 適
用を義務付けたことを契機とする。当初、IFRS と
は距離を置いていた米国、日本も、IFRS 適用国・
地域が広がりを見せるにつれ、自国基準と IFRS
とのコンバージェンス（収斂）2 に方針転換した（図
表 1）。現在、IFRS の容認・適用を表明する国・

地域は、EU 加盟国、新興国を中心に 110 を超え
る。

日本基準と IFRS は多くの点で思想が異なる。
違いが顕著に現れているのが、日本基準の規則主
義 3、収益費用アプローチ 4 に対して、IFRS は原
則主義、資産負債アプローチという点である。
IFRS は米国の会計基準設定主体である FASB

（Financial Accounting Standards Board）とのコン
バージェンス作業等により、今なお基準が開発途
上の「ムービング・ターゲット」であり、今後大
きく変わる可能性があることにも留意が必要であ
る。

1  日本語に訳すると「国際財務報告基準」だが「国際会計基準」と呼ばれることが多い。
2  コンバージェンスとは、異なる会計基準の差異を埋める作業のこと。
3   日本と米国の会計基準が、詳細なルールに従って会計処理・開示を行う規則主義であるのに対して、IFRS は基本的な考え方を

示し、実際の会計処理・開示は企業、監査は監査人の判断に任せる原則主義である。
4   日本基準は、会計ビッグバン以降、資産負債アプローチの考え方をある程度取り入れたものの、基本的には収益費用アプローチ

である。同アプローチでは、一会計期間の収益から費用を引いて利益を算定し、損益計算書（PL）を重視する。一方、IFRS が
とる資産負債アプローチは、一会計期間の純資産の増加分（資本取引による純資産増減は除く）を「包括利益」とする貸借対照
表（BS）重視の考え方である。

図表 1　IFRS を巡る国内外の動き（2000 年以降）

出所：各種資料から筆者作成

欧米の動き 日本の動き
2000 年 6 月 EC、EU 域内上場企業の連結財務諸表に IFRS を強制適用

するイニシアティブ発表
2001 年 7 月 ASBJ 設立

2002 年 10 月 IASB と FASB、コンバージェンスに合意
（ノーウォーク合意）

2005 年 1 月 EU、域外国の会計基準の同等性評価開始 2005 年 1 月 ASBJ と IASB、コンバージェンスに合意
EU、域内上場企業の連結財務諸表に IFRS 適用

2006 年 2 月 FASB と IASB、コンバージェンスについて MOU 締結 2006 年 7 月 企業会計審議会、「会計基準の国際的なコンバージェンスに
ついて」公表

（コンバージェンスへの積極的対応表明）
2007 年 8 月 ASBJ と IASB「東京合意」発表（2008 年末までに重要な

差異 26 項目、その他を 2011 年 6 月末までに解消）
2008 年 9 月 IASB と FASB、コンバージェンスについての MOU 改定

2008 年 10 月 企業会計審議会企画調整部会で IFRS 適用についての議論開始
2008 年 11 月 SEC、IFRS 適用に向けたロードマップ案公表
2009 年 1 月 EU、域外上場企業に対して、IFRS または同等の基準適用

を義務付け
2009 年 6 月 企業会計審議会、「わが国における国際会計基準の取扱いに

ついて（中間報告）」公表
2010 年 2 月 SEC、ワークプラン公表

米国上場企業への IFRS の適用を 2015 年以降にすると発
表。早期適用取り下げ

2010 年 8 月 企業会計審議会、単体についても IFRS の任意適用の方向性
示す？

2010 年 10 月 SEC、「プログレスレポート」公表
（IFRS が財務報告として有用かどうか考察）

会計も「開国」すべきか
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（2）IFRSを取り巻く最近の国際情勢
2000 年代以降、世界的に広がりを見せた IFRS

だが、ここへ来て、普及がやや足踏み状態になっ
ている。2008 年 11 月に IFRS ベースでの早期適
用等の方針を打ち出していた米国が、議会や業界
団体などからの突き上げで IFRS から距離を置き
始めているほか 5、インド 6、中国 7 といった新興
国もコンバージェンスを延期したり、様子見を決
め込んだりしている。

2．IFRSをめぐる論点①
　　—単体財務諸表の取扱い—

IFRS と多くの点で思想が異なる会計基準を持
つ日本は、長らく IFRS とは一線を画していた。
だが、EU が域内上場企業の連結財務諸表に IFRS
を強制適用したこと、IASB と FASB のコンバー
ジェンスの動きに背中を押される形で、IFRS との
コンバージェンスに舵を切った。

2009 年 6 月、金融庁企業会計審議会は、2012
年をめどに IFRS の強制適用を判断するという意
見書を発表、コンバージェンスからアドプション

（適用）8 へ向けて一歩踏み出した。2010 年 3 月期
からは、国際的な活動を行う上場企業の連結財務
諸表への IFRS 任意適用が認められ、水晶デバイ
スメーカーの日本電波工業が、IFRS ベースの連結

財務諸表作成で一番乗りを果たしている。
日本の積極姿勢の背景には、2008 年時点で、米

国がアドプションへ向かうと見られたことがあ
る。EU、米国が連結財務諸表に IFRS をアドプ
ションすると、日本は孤立してしまう。日本は、
米国を追う形で IFRS 適用に前向きの姿勢を見せ
た。

その後、米国、中国、インドが IFRS から距離
を置き始めたのに対して、日本は大きな方針転換
をしていない。企業によって温度差はあるが、上
場企業の間では、2012 年に強制適用との判断が下
された場合を想定して、なし崩し的に準備を始め
る動きが出ている。

現在、日本における IFRS をめぐる最大の論点
は、連結財務諸表へ IFRS を強制適用すべきかど
うかということだろう。だが、ここでは、その問
題に触れる前に、単体財務諸表 9 の取扱いをどう
するのかという点に触れたい。単体問題が、IFRS
が抱える課題をあぶり出しているためである。

（1）単体財務諸表をめぐる議論
従来、日本では、投資家への情報開示において

首尾一貫を図るという趣旨から、基本的に連結・
単体財務諸表の双方で同一の会計基準を用いてき
たが 10、金融庁企業会計審議会「我が国における

5   米国は、2010 年 2 月の「ワークプラン」で早期適用を撤回した後、2010 年 10 月発表のワークプランの「プログレスレポート」
では、IFRS への対応は強制適用だけでなく、コンバージェンスなど他の方法もあるとしたうえで、適用判断時期を 2011 年以降
とした。

6   インドは、2011 年 4 月から上場企業と純資産額が一定額を超える非上場企業に、IFRS とコンバージェンスしたインド基準の段
階適用を始めるとしていたが、基準設定主体の内部資料漏洩騒動、産業界の突き上げ等により、1 年延期した。

7   中国の IFRS に対するスタンスも、2010 年 12 月、香港証券取引所が、香港上場の中国企業に対して、IFRS と近い香港基準で
はなく、かなり簡便な内容の中国基準適用を認めるなど、様子見の気配を濃厚に漂わせている。

8   コンバージェンスが、自国基準と IFRS の差異を埋めていくのに対して、アドプション（採用・適用）は IFRS そのものを自国
の会計基準として適用する。

9   企業グループの財政状態、経営成績、キャッシュフローを報告する連結財務諸表は、単体財務諸表を基に作成される。連結財務
諸表は投資家向けの情報提供を主眼とし、単体財務諸表は課税所得や配当可能限度額計算等に用いられる。

10   トヨタ自動車、ソニーのように、米国で上場し、米国基準で連結財務諸表を作成している企業もある。現在、連結財務諸表に
おいては日本基準、米国基準、IFRS の 3 つが並立している状況だが、IFRS の強制適用を前提としてか、金融庁は米国基準適
用を 2016 年 3 月期までで終了と決定した。米国基準適用企業の中には、「いきなりはしごを外された」と反発の声が上がった
との話も聞く。
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国際会計基準の取扱いに関する意見書（中間報 
告）」11 では「連結先行」の考え方が提示された。
コンバージェンスの加速に伴い準備が困難となる
こと、コンバージェンスの推進には会計をめぐる
実務、商慣行のほか、会社法や税法との調整とい
う問題も存在することから、連結財務諸表に適用
するための準備を先に進め、それを単体が追うと
いうものである（図表 2）。

だが、2010 年 3 月、日本の会計基準設定主体で
ある企業会計基準委員会（Accounting Standards 
Board of Japan、略称 ASBJ）が、包括利益表示の
基準化を進めるに及んで、関係者から異論が噴出
した。ASBJ は連結・単体双方で包括利益を表示
する意向だったが、製造業を中心に反対の声が上
がったのである。

（2）なぜ製造業に「反対」が多いのか
もともと IFRS は、投資家への情報提供を主目

的とした連結向けの基準である。マネジメントの

スタイルや税制は国や地域によって異なる。日本
では課税所得は税法、配当可能限度額は会社法で
算定し、IFRS との整合性はとれていない。

既に連結財務諸表に IFRS を強制適用している
EU でも、単体の扱いは様々である。EU の 3 大国
である英独仏の中で、製造業が強いドイツとフラ
ンスは単体に自国基準を堅持する一方、製造業が
衰退してしまった英国では、自国基準と IFRS の
選択制である。単体に IFRS を適用・容認してい
るのは、EU の中でも経済規模が小さく製造業のウ
エートが低いギリシャやポルトガルなどが中心で
ある。

そもそも、IFRS と製造業は相性が悪い。日本の
製造業は「一定の期間を区切って利益を正確に計
算し、研究開発投資を行い、長期的視点に立った
安定経営を目指して」発展してきたが、IFRS の特
徴の 1 つである資産負債アプローチでは、資産の
評価の際「見積もり」が入るうえ、算出される包
括利益には、未実現損益である金融商品の評価差

図表 2　「連結先行論」のイメージ

従来 連単のダイナミック・
アプローチ

2010年3月期以降、
国際的な活動を行う
上場企業にIFRSを
任意適用

連
結

単
体

日本基準

会計基準

出所：企業会計審議会総会・第24回監査部会合同会合（2010年3月26日）資料を参考に作成

11   2009 年 6 月にとりまとめられた金融庁企業会計審議会「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書（中間報告）」の
主な内容は、① 2010 年 3 月期から国際的な財務・事業活動を行う上場企業の連結財務諸表に IFRS の任意適用を認める、②上
場企業の連結財務諸表に IFRS を強制適用するか否かは、IFRS の作成動向、国際情勢等を見極めたうえで 2012 年をめどに判
断する、である。

会計も「開国」すべきか
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額 12 などが含まれる（図表 3、4）。こうした利益
をもとに株価が動けば、経営者は長期的視点に
立って経営するのが難しくなる。IFRS は、営業
の状況を正しく計算する基準というより、ある時
点の企業の解散価値を算定する投資家向け会計と
も言える。

IFRS と日本基準は研究開発費や減価償却の基
準が異なるため、単体に適用となった際、財務諸
表作成作業が非常に複雑となる、あるいは税法と
の整合性がないため結果として増税となる恐れが
あるなどの問題点も指摘されている。FASB と
IASB で審議中の MOU 項目には退職後給付、収
益認識などの基準変更が入っており、進展如何に
よっては原価計算に重大な悪影響を及ぼす懸念も
示されている。海外の民間団体に過ぎない IASB
が作成する基準に、国家主権である課税決定権が
左右されていいのかという見方もある。

ただ、製造業を中心に単体への IFRS 適用反対
の声がある一方で、単体への適用を認めて欲しい
との意見があるのも事実である。実現利益や原価
計算を重視する製造業に比べ、金融業や商社は
IFRS と比較的相性がいい。連結と単体で 2 つの
基準が並立すると、実務上負担が大きいという問
題もある。単体の取扱いはまだ決まっていないが、
IFRS と日本基準の選択適用も考えられるだろ
う。いずれにせよ、単体基準と IFRS のコンバー
ジェンスは、慎重に進める必要があると考える。

3．IFRSをめぐる論点②
　　—連結財務諸表に強制適用すべきか—

前述の「中間報告」で、企業会計審議会は 2012
年をめどに上場企業の連結財務諸表に IFRS を強
制適用するかどうかを判断するとした。適用され
た場合の遡及 13 開示義務を考慮すると、そろそろ
準備に取りかからねばならないが、金融庁からは、
仮に強制適用となった場合、どの程度の準備期間
を設けるといった具体的なスケジュール提示がな
い。
「中間報告」発表の頃から国際情勢は大きく変

わっている。日本は IFRS を連結に強制適用すべ
きなのだろうか。

12   包括利益には年金数理上の利得・損失も含まれる。金融商品の評価差額も年金数理上の利得・損失も株式相場、債券相場など
本業の努力とは無縁のところで動く数値である。終身雇用を前提とし、多数の従業員を抱える製造業からすれば、株価下落等
で生じた年金数理上の損失を即時認識することに大いに違和感があるが、IFRS の本質は「今その企業を買収したらいくらにな
るか」なので、即時認識は当然となる。

13  IFRS の初年度開示においては、遡って過去 3 年分の BS、2 年分の PL の開示が求められる。

図表 4　包括利益のイメージ

当期純利益 純資産の増減＋ ＋ ＝その他包括利益
包括利益

・その他有価証券評価差額金
・為替換算調整勘定等

・株式発行による資金調達
・配当金支払い等

資本取引による純資産増減

出所：アクセンチュア

図表 3　収益費用アプローチと資産負債アプローチ

①収益費用アプローチ
利益＝収益－費用

②資産負債アプローチ
利益＝期末の純資産－期首の純資産

出所：各種資料から筆者作成
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（1）IFRS導入のコストパフォーマンス
①比較可能性、経営の透明性は向上するのか

日本が IFRS 適用へ向けて積極姿勢に転じたの
は、米国がアドプションへ舵を切ったかのように
見え、遅れをとってはならないと焦りを募らせた
ほかに、「基準を統一することで投資家から見た比
較可能性が向上する」「資産負債アプローチをとる
ことで、経営者の恣意性を排除し経営の透明性が
高まる」「海外市場における資金調達が容易になる」

「海外からの投資が増える」などのプラス面がある
と考えられたためだった。IFRS をアドプション
すれば、本当にコストを上回るメリットが得られ
るのだろうか。

前回報告したように、IFRS の特徴は「原則主義」
「資産負債アプローチ」にある。原則主義の IFRS
は、基本的な考え方を示し、実際の会計処理・開
示は企業、監査は監査人の判断に任せるため、開
発費一つとっても企業によって解釈に違いが出
る。資産負債アプローチは、資産の算定の際、見
積もりが入るため、経営の透明性が高まったとは
言い切れない。

海外における資金調達、海外からの投資増に関
しても、IFRS 導入で直接的にメリットを享受する
のは一部のグローバル企業であり、その他の多く
の企業のメリットはあまり大きくないと見られる。

IFRS を強制適用すれば、導入に際して会計処
理コストが上がる 14 ほか、システム変更、コンサ
ルティング料、社員の教育費などがかかる。実現
利益や原価計算を重視する製造業の立場から見る
と、IFRS は過去の活動成果を正しく表していると
は言いがたく、コストを上回るメリットがあると
は考えにくい。

②ホールドアップ問題

強制適用を表明すると、引き返せなくなるとい
ういわゆる「ホールドアップ問題」15 もある。

強制適用を表明して、IASB における日本の立場
を強化すべきという議論もあるが、いったん強制
適用に踏み切ってしまうと、IFRS が自動的に自国
基準になってしまう。極端な話、IFRS が全面時価
の方向へいっても止めるすべはほぼなくなるので
ある 16。

（2）日本は IFRSを強制適用すべきか
日本が IFRS 強制適用に一歩踏み出した頃から、

国際情勢は大きく変わっている。アドプションに
向かうかに見えた米国の態度はあいまいであり、
IASB と FASB の MOU の行方もよく分からな
い。IFRS は今後大きく変わる可能性がある。視
界不良の中、突き進むのは得策ではない。

日本の状況も大きく変わっている。東日本大震
災の爪跡はいまだ深く、原発事故、電力不足と日
本企業を取り巻く環境はかつてなく厳しく、先も
読めない。多くの企業が、本業を立て直すのに死
に物狂いになっている時に、大きなメリットが得
られるとは思えない IFRS の強制適用に踏み切る
必要があるだろうか。

IFRS の連結財務諸表への適用は、任意・段階
適用が望ましいと考える。既に導入を決めている
企業、IFRS 適用はメリットが大きいと考える企業
を止める理由はないが、そうではない（たぶん多
くの）企業に IFRS を強制適用するのは適切では
ない。準備のできた企業から段階的に適用を進め
ていけば、先に適用した企業から学ぶことも多い
うえ、無用の混乱も避けられるだろう。複数の基

14   原則主義のため、採用した会計処理が妥当と説明する必要がある（IFRS を導入した企業の財務諸表の注記は、膨大な量にのぼ
ることが多い）。その他、見積もり計算をするコスト、連結・単体で別基準となれば、違う基準による財務諸表を作るコスト等
もかかる。

15   ホールドアップ問題とは、通常、実施されたあとに元に戻すのが困難なうえ、交渉相手が強くなるような投資に関して発生す
る問題を指す。

16   IFRS 作成において日本が大きな力を持っていれば話は別だが、現実にイニシアチブを握っているのは EU と米国である。日本
基準と IFRS のコンバージェンスは、日本基準が IFRS に近づいていく歴史でもあった。

会計も「開国」すべきか
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準が並立することを問題視する向きもあるが、こ
れまでも日本基準、米国基準が並立していて混乱
が生じたという話は聞いたことがない。

（3）明確なスケジュール提示を
強制適用するにせよ、任意・段階適用するにせ

よ、金融庁は具体的なスケジュールを示す必要が
ある。中間報告では「強制適用に当たっては、実
務対応上必要な期間として、強制適用の判断時期
から少なくとも 3 年の準備期間が必要になるもの
と考えられる」とあるが、これでは現場は困って
しまう。遡及して財務諸表を作るなら、それは何
年から遡るとの話なのか。多くの企業が見切り発
車的に準備を開始している。この厳しい経営環境
下、政策当局が明確なスケジュール提示を行わな
いがために、企業が無駄な作業を強いられている
としたら悲劇である。

どの会計基準が優れているかは、投資家や企業
が決めることである。会計基準が企業や産業の競
争力をそいでは、本末転倒であろう。
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