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― 「IFRS に関するアジア調査出張」で見たしたたかな中国、賭けに出た韓国 － 

 
 

 
 

 

 
 
 

 Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点 

1 金融庁企業会計審議会は、2012 年を目途に、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としていたが、東日本大震災後、製造業を中心に適用延期論

が強まったことなどから、2011 年 6 月、IFRS の適用時期や範囲等の見直しに着手した。 
2 2012 年 7 月、金融庁企業会計審議会は、IFRS 適用をめぐる約 1 年間の議論を踏まえ「国際会計

基準（IFRS）への対応のあり方についてのこれまでの議論(中間的論点整理)」を公表した。単体

財務諸表の取扱いと中小企業への対応については一定の方向性を示したものの、強制適用すべき

か否かの判断は先送りした。その他の事項に関しては両論併記にとどまっている。 
3 2011 年 12 月、筆者は金融庁企業会計審議会委員として「IFRS に関するアジア調査出張」に参加、

中国と韓国の会計基準設定主体、証券規制当局、証券取引所、業界団体、企業、投資家、監査法

人の方々のお話を伺い、意見交換するという貴重な機会を得た。 
4 中国はコンバージェンス、韓国はフルアドプションと、対照的なスタンスをとりながらも、それ

ぞれの立場から国益を 大化しようと努めている。中国が強大な国力を背景にしたたかな会計外

交を展開しているのに対して、フルアドプションに踏み切った韓国の先行きには危うさも感じら

れた。 
5 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差異を解消す

るコンバージェンス作業等により、今後も内容が変わると見られる。 
6 今回の視察で明確になったのは、IFRS の原則主義は問題が多いこと、多くの企業にとって IFRS

適用はデメリットの方が大きいと思われること、会計基準のアウトソーシングは危険だというこ

とである。 
7 IFRS 適用には海外子会社との基準の一本化などのメリットもある。メリットの方が大きいと思う

企業は適用すればよい。ただ、IFRS は行き先のわからない電車のようなものであり、どこへ着こ

うと企業が責任を取らなければいけない。IFRS 適用のメリット・デメリットは企業によって異な

る。日本は IFRS を任意適用にとどめるべきだろう。 
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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をめぐり、金融庁が方針を転換して約 1 年半が経っ

た。金融庁企業会計審議会は、2012 年を目途に、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としていたが、東日本大震災後、製造業を中心に

適用延期論が強まったことなどから、2011 年 6 月、IFRS の適用時期や範囲等の見直しに着手

した。 
2012 年 7 月、金融庁企業会計審議会は、IFRS 適用をめぐる約 1 年間の議論を踏まえ「国際

会計基準（IFRS）への対応のあり方についてのこれまでの議論(中間的論点整理)」を公表した。

全体として様子見色が強く、IFRS を強制適用すべきかどうかなど、肝心の点については判断

を先送りしている。 
2011 年 12 月、筆者は金融庁企業会計審議会委員として「IFRS に関するアジア調査出張」

に参加、中国と韓国の会計基準設定主体、証券規制当局、証券取引所、業界団体、企業、投資

家、監査法人の方々のお話を伺い、意見交換するという貴重な機会を得た。 
ここでは、IFRS の特徴と、IFRS を取り巻く国際情勢を概観したうえで、アジア出張での見

聞に基づき、日本が IFRS を強制適用するべき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. 国際会計基準とは 

― エスペラント語から有力基準に ― 
 国際会計基準（International Financial Reporting 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。「世界共通の会計基準」作りを目指してスタ

ートしたが、普及が進まず、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たのは、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による。世界 高の会計基準を持つとの自負がある米国、IFRS と大き

く会計思想が異なる日本は、IFRS とは距離を置いていたが、IFRS 適用国・地域が広がりを見

せるにつれ、スタンスを変えた（図表 1）2。 
米国が IFRS との差異を解消するコンバージェンスに踏み出したことを背景に3、日本も

IFRS とのコンバージェンスを加速させた。 
2008 年 11 月には、米国がさらに一歩踏み込んで、コンバージェンスからアドプション（IFRS

を自国基準として適用すること）に移行するそぶりを見せた4。2007 年には中国が IFRS との

                                                  
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 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 120 超とさ

れる（トーマツ調べ）。 
3 米国がコンバージェンスに転換した理由には諸説ある。①IFRS の世界的な広がり、②海外

資産を持つ米国人投資家の便益、③IASB との交渉でイニシアチブを握れるとの自信、などで

ある。 
4 2008 年 11 月に発表したロードマップ案で、米国は、①2011 年に上場企業への適用を判断、

②一定要件を満たした企業への 2009 年 12 月 15 日以降終了する会計年度からの IFRS ベース
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コンバージェンスによるとする「新企業会計準則」を全上場企業に適用開始したほか、韓国も

2011年からの全上場企業への IFRS強制適用を行うとする IFRS導入のロードマップを公表し

た。2000 年代後半は、IFRS が世界的に本格普及するかに見えた時期といえる。 
こうした動きを追うように、2009 年 6 月、日本の金融庁企業会計審議会は、2012 年を目途

に IFRS の強制適用を判断するという意見書を発表した。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た5。金融庁が具体的なスケ

ジュールを示さないまま、上場企業への強制適用が規定路線のような風潮が高まり、大手企業

ではなし崩し的に準備を始める動きが出た。 
 

図表1 IFRSをめぐる国内外の動き(2000年以降) 

 

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 2006年7月 企業会計審議会、「会計基準の国際的な

MOU締結 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 2009年6月 企業会計審議会、「わが国における国際会計

同等の基準適用を義務付け 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。早期適用撤回

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）

2011年5月 SEC、スタッフペーパー公表 2011年5月 産業界「我が国のIFRS対応に関する要望」
コンドースメント・アプローチという概念打ち出す 提出

2011年6月 自見金融担当大臣発言
（少なくとも2015年3月期についての強制適用はなく、
仮に強制適用する場合であっても決定から5～7年
程度の十分な準備期間の設定を行うこと、
2016年3月期で使用終了とされている米国基準での
開示は使用期限を撤廃し、引き続き使用可能とする）

2012年7月 SEC、IFRS取り込みに関する最終スタッフ報告書 2012年7月 企業会計審議会、「国際会計基準（IFRS)への対応の
公表 あり方についてのこれまでの議論(中間的論点整理)」
（IFRSを米国に取り込む方法の分析にとどまる。 公表
IFRSの適用に関しては事実上の判断先送り) （単体財務諸表の取扱いと中小企業への対応に

ついては一定の方向性を示したものの、
その他の事項に関しては両論併記にとどまる。
強制適用の判断については先送り)

欧米の動き 日本の動き

 
 

出所：各種資料から筆者作成 

 
                                                                                                                                                  
での早期適用等の方針を打ち出した。 
5 2012 年 9 月時点で日本の IFRS 適用企業は日本電波工業、HOYA、住友商事、日本板硝子、

日本たばこ産業、ディー・エヌ・エー、アンリツ、SBI ホールディングスの 8 社。 
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2. IFRS の特徴 

― 原則主義、資産負債アプローチ、ムービング・ターゲット ― 
 日本基準と IFRS の差異は少なくなったが、会計思想にはかなりの違いがある。違いが顕著

に表れているのが、日本基準の規則主義、収益費用アプローチに対して、IFRS は原則主義、

資産負債アプローチということである。IFRS は IASB と FASB とのコンバージェンス作業等

により、今なお基準自体の改定が行われている「ムービング・ターゲット」で、開発途上のも

のであることにも留意が必要である。 
 
（1） 規則主義か原則主義か 

 会計基準には、規則主義と原則主義がある。 
日本基準は、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。一方、IFRS は

原則主義である。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

に任せている6。 
 
（2） 資産負債アプローチ 

日本基準と IFRS は利益に対する考え方も違う。日本基準は、会計ビッグバン7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の立場を

とっている。IFRS は資産負債アプローチである。 
 収益費用アプローチは、一会計期間の収益から費用を引いて利益を算定する伝統的な考え方

で、損益計算書（PL）を重視する（図表 2）。資産負債アプローチは、一会計期間の純資産の

                                                  
6 さまざまな国・地域の企業が利用する IFRS が原則主義なのは、当然とも言える。ある程度

の幅がなければ「わが国の実情に合わない」と適用に及び腰になる国・地域が増え、普及の妨

げになるからである。 
7 1999 年度以降の日本会計基準の大変更。日本基準を国際会計基準に近づける形で、連結会計、

税効果会計、金融商品の時価会計、退職給付会計等の分野で新基準が設定された。 
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増加分を「包括利益」とする貸借対照表（BS）重視の考え方である。IFRS がこのアプローチ

をとっている背景には、収益費用アプローチでは、経営者が収益や費用の期間配分を操作する

ことで、会計数値をゆがめる恐れがあるとの懸念がある。 
ただ、資産負債アプローチには「資産をどう評価するか」という問題がある。万人が納得で

きる資産価値が存在するのは「金」等一部に過ぎない。経営者の利益操作を防ぐはずの資産負

債アプローチで、資産の「見積もり」が利益を左右するという矛盾が生まれている8。 
 

図表2 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 

 
 

（3） ムービング・ターゲット 

 IFRS には、基準が未完成という特徴もある。IFRS は今も基準開発が続いており、今後も変

わると見られる。 
 基準開発に関わっているのが IASB だけではないということも、話を複雑にしている。IASB
と FASB は、IFRS と米国基準の差異を埋めるべくコンバージェンスを続けており、2006 年に

交わされた MOU(Memorandum of Understanding、覚書)に基づくプロジェクトにはリース、

収益認識といった企業経営に大きな影響を及ぼす項目が残っている。 
 

 

3.  IFRSを取り巻く最近の国際情勢 

― 日本も米国も結論先送り ― 
2000 年代後半には本格普及に向かうかと見られた IFRS だが、2010 年頃を境に潮目が変わ

った。 
2010 年 2 月、アドプションに前向きの姿勢を見せていた米国が、「ワークプラン」9を発表、

IFRS の早期適用を撤回した。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。 
2011 年 5 月の米証券取引委員会（SEC）スタッフペーパーではコンバージェンスとエンド

                                                  
8 上場企業の株式等、一部の金融資産を除いて資産価値を知ることは困難である。こうした場

合、経営者、あるいは経営者が測定を委託した第三者が「資産価値」を見積もることになる。 
9 「ワークプラン」は、米国の財務報告制度に IFRS を組み込むべきか、組み込む場合、いつ

どのように IFRS を組み込んだ制度に移行すべきか、諸要因を検討して情報を得ることを目的

としている。 
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ースメント10を組み合わせた方法（コンドースメント・アプローチ）という概念が打ち出され

た。米国基準を維持しながら米国基準の趣旨に合致する個々の IFRS 基準を受け入れていく手

法と見られる。米国の後退の背景には、産業界など国内各種勢力による突き上げのほかにも、

原則主義と訴訟社会の相性の悪さもあるとされる11。 
米国が IFRS から距離を置き始めたにもかかわらず、日本は東日本大震災まで大きな方針転

換をしなかった。もともと製造業を中心に IFRS の強制適用に対する懸念はあったが、IFRS
適用の準備が本格化するにつれ、IFRS 適用の難しさを痛感する企業が増えていた。そこへ東

日本大震災である。IFRS 導入は厳しいとの声が高まった。 
2011 年 6 月、金融庁は IFRS の適用時期や範囲等の見直しに着手、金融庁企業会計審議会で

図表 3 のような論点に関して議論が行われた。 
 

図表3 金融庁企業会計審議会「今後の議論・検討の進め方（案）」 

 

○　我が国の会計基準・開示制度全体のあり方
○　諸外国の情勢・外交方針と国際要請の分析
○　経済活動に資する会計のあり方
○　原則主義のもたらす影響
○　規制環境（産業規制、公共調達規則）、契約環境等への影響
○　非上場企業・中小企業への影響、対応のあり方
○　投資家と企業のコミュニケーション
○　監査法人における対応
○　任意適用の検証
○　国内会計基準設定主体（ASBJ)のあり方
○　国際会計基準設定主体（IASB)のガバナンス  

出所：企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議(2011年 8月 25日配布資料) 

 
 

2012 年 7 月、金融庁企業会計審議会は、IFRS 適用をめぐる約 1 年間の議論を踏まえ「国際

会計基準（IFRS）への対応のあり方についてのこれまでの議論(中間的論点整理)」を公表した。

単体財務諸表に関しては、「連単分離が許容されることが現実的であると考えられる」、中小企

業等への対応に関しては、「上場していない中小企業等の会計については、IFRS の影響をうけ

ないようにするというこれまでの方針を維持することが適当である」と一定の方向性を打ち出

したものの、国際会計基準の適用、原則主義への対応等、その他の事項については両論併記に

とどまっており、全体として様子見色が強い。IFRS を強制適用すべきかどうかなど、肝心の

点については判断を先送りしている。 
同じく 2012 年 7 月、米証券取引委員会（SEC）も、前述の「ワークプラン」に関する 終

スタッフ報告書「Work Plan for the Consideration of Incorporating International Financial 
Reporting Standards into the Financial Reporting System for U.S. Issuers  Final Staff 

                                                  
10 IFRS を採用する際、承認手続を設定する方法。EU などで採用されている。 
11 訴訟社会の米国では、明確な定量基準に基づく米国基準の適用が経営者を訴訟から保護する

セーフハーバーとして機能しているとの指摘がある。産業界では、原則主義の IFRS では訴訟

に耐えられないとの懸念が強い。 
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Report （米国の発行企業の財務報告制度への国際財務報告基準（IFRS）の組込みに関する検

討のためのワークプラン ― 終スタッフ報告書―）」12を公表した。IFRS の開発13、解釈プ

ロセス14等、諸項目についての検討結果は記されているが、米国の財務報告制度に IFRS を組

み込むべきか否か、組み込む場合の方法については触れていない。 
意思決定先送りの背景には、大統領選挙前という事情の他に、米国の会計制度に IFRS は馴

染まないとの認識の広がりがある。企業は IFRS 導入によるコスト負担増大だけでなく、訴訟

リスクの高まり、契約、税法等への影響を警戒している。企業の中でも、一般に IFRS 適用に

前向きとされる金融業でも、米国約 7,000 の銀行のうち、IFRS 適用に前向きなのは 2、3 行と

のことである。投資家の間でも、原則主義の IFRS では比較可能性は高まらないとの見方が強

く、IFRS 適用を求める声は高まっていない。IFRS 導入が「商機」となるはずの監査法人も、

IFRS 導入のリスクを認識し始めており、手放しで歓迎する様子はない。よほどのどんでん返

しがない限り、米国での IFRS 強制適用の可能性は低いと思われる。 
 
 

4.  IFRSに関するアジア調査出張 

話は相前後するが、2011 年 12 月、金融庁企業会計審議会委員を中心とした IFRS に関する

調査出張が行われた15。足元、日米ともに IFRS 適用に関して問題先送り、様子見の姿勢を決

め込んでいるが、アジア出張での見聞を思い起こすことより、改めて日本が IFRS を強制適用

すべきかどうかを考えたい。 
 筆者が訪れたのは中国、韓国の会計基準設定主体、証券規制当局、証券取引所、業界団体、

企業、投資家、監査法人である。 
強い印象を受けたのは、両国が IFRS に対して極めて明確な方針を打ち出していること、中

国はコンバージェンス、韓国はフルアドプションと、対照的なスタンスをとりながらも、それ

ぞれの立場から国益を 大化しようと努めていることだった。 
 
（1） 双方向コンバージェンスを唱える中国 

 日本から見て中国の会計事情は謎に包まれている。コンバージェンスと言っているが、どの

程度のものなのか、企業は基準に則ってきちんと財務諸表を作成しているのか、監査状況は…。 
中国視察を終えてわかったのは、中国の会計制度は日本で考えられているより整備されてお

り、（少なくとも超大手企業は）コンバージェンスされた新しい基準に何とか対応しようとして

いることだった。 

                                                  
12 詳しくは SEC ホームページ

（http://www.sec.gov/spotlight/globalaccountingstandards/ifrs-work-plan-final-report.pdf）
を参照されたい。 
13 米国基準に比べて、IFRS の方が未整備分野（採掘活動、保険、料金規制事業等）は大きい

と考えられるとしている。 
14 IFRS 解釈指針委員会の活動は不十分であり、もっと多くの解釈指針を適時に開発すべきと

している。 
15 EU、北米、アジアの 3 地域を対象に行われた。詳しくは金融庁ホームページ

（http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/soukai/20120217.html）を参照されたい。 
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会計制度を仕切っている中国財政部は、強気の態度がありありだった。中国におけるコンバ

ージェンスは、中国だけでなく IASB も必要に応じて適切な対応を行う双方向のものであると

の意見が財政部のみならず、証券取引所、監査法人からも聞かれた。 
あくまでも自国中心主義を貫き、いざとなれば IASB に譲歩させて IFRS を改定させるとい

う大技も見せている。「成果」として挙げられたのは、「関連当事者間取引の開示」16である。 
世界に合わせてコンバージェンスまではするが、アドプションする気はさらさらない様子だ

った。 
 
① 中国の会計制度 

― 会計は法である。コンバージェンスでも言い分は通す ― 

中国の会計基準は図表 4 の通り、会計に関する基本法である「会計法」を頂点に構成される。

具体的な会計処理を行う際に従う規則は、会計法の下にある企業会計準則であり、IFRS との

コンバージェンスの結果、「新企業会計準則」が公布された。新企業会計準則は、2007 年 1 月

1 日以降開始事業年度から、全上場企業の連結・単体財務諸表に適用され、徐々に適用範囲を

広げている（図表 5）。 
 
 

図表4 中国の会計基準体系 

会計法

企業財務会計
報告条例等

「企業会計準則」
「企業会計制度」
「金融企業会計制度」
「小企業会計制度」等

 

出所：各種資料から筆者作成 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
16 IFRS では、国の支配を受ける営利企業について、同様に国の支配を受ける他の企業との取

引の開示を求めていた。だが、中国は国営企業が大半であり、国営企業間の取引を一々開示し

ていては、莫大なコストと手間がかかる。交渉の結果、IASB が IFRS を改定、実質的な支配

関係にない場合の取引は関連当事者間取引と扱わないことになった（2011 年 1 月 1 日以降事

業開始年度から適用）。 
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図表5 中国「新企業会計準則」の適用範囲 

適用開始時期 適用対象企業

2007年
全上場会社・保険会社・証券会
社・基金会社及び先物仲介会社

2008年
中央国有企業、非上場の銀行等
（外資銀行・都市商業銀行・信託
会社・財務会社等）

2009年
地方（35の省市）国有企業、農村
信用合作社  

出所：金融庁「IFRSに関するアジア調査出張(中国)調査報告書」  

 

 

中国のコンバージェンスは、IFRS と基準の構成をほぼ同じにして、各基準の中身について

は、そのまま取り込むか、事情に応じて規定文言の削除・変更などの修正や並び替えを行うと

いう手法をとっている。財政部は、現時点での IFRS との差異は減損損失の戻入17だけだと主

張している。 
視察先では、中国がアドプションではなくコンバージェンスを採用しているのは、①中国企

業は中国財政部が公表した会計法を頂点とする会計制度に従うことになっており、アドプショ

ンでは法律との齟齬が生じる恐れがあること、②言語（IFRS は英語）と法律用語の違い等が

あるとの指摘が聞かれた。この他にも、中国会計法では、財政部に会計基準の解釈権があると

規定されており、アドプションすると解釈権を失うこと、IFRS は原則主義の難しい基準であ

り、中国企業にとっては新準則の方が適用しやすいこともあると思われる。 
新準則の適用に関しては、財政部、中国証券監督管理委員会（日本の金融庁に当たる。略称

CSRC）、証券取引所が思ったより厳しく目を光らせているとの印象を受けた。IFRS ほどでは

ないにせよ、新準則も基本的に原則主義であり、企業や監査人が判断を迫られる場面が増える。

財政部による解釈指針、ガイダンスの提供、CSRC による監督、取引所による財務諸表審査等

により、原則主義への対応を手助けしているとのことである。 
 
② 企業には何のメリットもないとの声も 

 中国は飛躍的な経済発展を遂げたが、様々な面で不透明な印象がつきまとっている。中国財

政部は、経済発展への対応、市場システムの完備、公益保護、政府による監督強化、対外開放

レベルの向上を目的に会計基準のコンバージェンスを進めてきたが、これまでのところ、どの

ようなメリット・デメリットが観察されたのだろうか。 
 財政部、CSRC 等、基準を作る側、監督する側からは、金融資本市場の安定・発展、企業の

海外進出促進、公認会計士業界の発展等、メリットを強調する意見が多かった。旧準則時代に

比べると、監督機関も力の入り具合が違うようであるし、透明性が増した面もあるのかもしれ

                                                  
17 IFRS では、のれん以外の固定資産減損について、当該資産の回収可能額の算定に用いられ

た見積もりに変更があった場合、戻入することを求めている。中国財政部は、減損が生じた後、

価値が回復する可能性は低いこと、利益操作に用いられる恐れがあることを理由に、戻入を認

めていない。 
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ない。 
 これに対して、コンバージェンスのデメリットとしては、教育・訓練費用やシステム対応、

企業・利用者の負担増加18が挙げられた。傍から見ると、自国に不都合な基準を巧みに除外し

ているように見える中国のコンバージェンスだが、それでも企業の負担感は相当重いようであ

る。某大手企業からは「コンバージェンスは国の面子が立ったという話であり、個々のメーカ

ーにとっては新企業会計準則や IFRS を導入するニーズは全くない。コストと作業量の増加の

他に何もない」という率直な意見も聞かれた。 
 
（2） フルアドプションという賭けに出た韓国 

 国情に合わせて都合の悪い項目を選り分け、国力に物を言わせて IASB に譲歩すらさせる中

国とは対照的に、フルアドプションという IFRS 丸呑みに踏み切ったのが韓国である。 
フルアドプションは、IFRS が改定されるとすべて適用しなければならない究極の会計基準

アウトソーシングであり、自国にどんなに不利益な基準が設定されようと受け入れるのが基本

である19。 
 韓国がこのような思い切った道を選んだ背景には、1997 年のアジア通貨危機20がある。国際

通貨基金（IMF）が韓国に提示した融資条件が「国際的な会計基準への移行」だった。 
通貨危機後、韓国は IFRS とのコンバージェンスを進め、韓国基準は 90％以上 IFRS を取り

入れた。それでも、破綻寸前に陥った国に国際社会が向ける目は厳しい。韓国基準はローカル

基準との見方は変わらず、「コリア・ディスカウント21」が発生した。会計分野の信頼回復策と

して韓国が選んだのが、IFRS のフルアドプションである。 
 
①  韓国の会計制度 

― アジア通貨危機のトラウマが背景に ― 

 会計分野での信頼を取り戻すには、生半可なコンバージェンスではなくフルアドプションし

かないと腹をくくった韓国は、2007 年 3 月、「IFRS 導入のロードマップ」を発表、2009 年か

ら IFRS の任意適用を認め、2011 年から全上場企業の連結・単体財務諸表への IFRS 強制適用

を行うこととした。 
 韓国の会計制度の特徴は、IFRS 強制適用対象の範囲が広いこと、一気に大規模な制度転換

を行った点にある。EU で強制適用の対象となっているのは、「規制市場」に上場している大

手・中堅企業が中心であり、一部の国を除き単体は IFRS での作成義務はない。これに対して、

韓国は全上場企業が対象であり、単体も IFRS で作成する必要がある。 

                                                  
18 作成者である企業には勘定科目の見直し、開示量増加等の負担が加わった一方、利用者にと

っては旧企業会計準則時代に比べ、財務諸表分析が難しくなったとされる（原則主義のため、

利用者が自分で計算せざるを得ない場面が出てくることを指すと思われる）。 
19 これに対して、EU はヘッジ会計をカーブアウトしている。 
20 米国のヘッジファンドを中心とする通貨空売りが発端となり、タイバーツ、マレーシアリン

ギット、インドネシアルピア、韓国ウォンが大幅に下落した。こうした国の経済は、企業倒産

や失業者の増加で大混乱に陥った。 
21 コリア・ディスカウントとは、海外で資金調達する韓国企業に対して、他の国の企業より高

い利率が課せられることを指す。 



東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               2012. 11. 20  

11 

 
図表6 IFRS導入に伴う韓国の上場企業開示制度の変更 

IFRS導入前

連結財務諸表 単体財務諸表
・資産2兆ウォン以上の企業：
事業年度終了後90日以内
・資産2兆ウォン未満の企業：
事業年度終了後120日以内

四半期・
中間

開示義務無し
各四半期末・中間期末から
45日以内

IFRS導入後

連結財務諸表 単体財務諸表
期末 事業年度終了後90日以内 事業年度終了後90日以内

四半期・
中間

各四半期末・中間期末から45
日以内（注）

各四半期末・中間期末から
45日以内

期末 事業年度終了後90日以内

 

 

注：IFRS導入後の四半期・中間連結財務諸表に関しては、2011年から2012年までの期間においては60日以内

とされている。さらに、資産 2 兆ウォン未満の企業については 2011 年から 2012 年までの期間において、四半

期・半期の連結財務諸表の作成を免除している。 

出所：金融庁 「IFRSに関するアジア調査出張（韓国）調査報告書」 

 
2011 年、韓国は上場企業への連結・単体 IFRS 強制適用22に加え、単体から連結中心への転

換23、連結での四半期決算開示、開示期間の短縮化まで一気に実施するという離れ技をやって

のけた（図表 6）。企業の苦労は察するに余りあるが、「間に合わなかった企業はなかったのか」

と質問したところ、なかったとのことである。 
中国と同じく、基準を作る側、監督する側からは、IFRS 強制適用に関して、概ねうまくい

っている、韓国の会計への信任度が高まったとの意見が聞かれた。 
作成する側の企業はどうなのだろうか。会計制度の大転換により、企業には監査法人等への

コンサルティング、システム構築等のコストが発生したうえ、四半期開示や開示期間の短縮化

により作業量も大幅に増加している24。コストに見合うだけの果実は手にしたのだろうか。 

                                                  
22 単体にも IFRS を適用する理由として、①韓国では連結財務諸表を作成している企業が 40％
に過ぎず、連結のみの適用では導入の意味が半減する、②作成者が二重に財務諸表を作成する

必要がなくなる、③利用者の混乱防止、等を挙げている。ただ、単体に IFRS を導入すること

により、税金はどうなるのかという問題が発生している。IFRS 強制適用に伴い、税法改正も

行われているが、企業からは「税務上の調整項目に関する具体的なガイドラインがないため、

実務で苦労している」との声も聞かれた。 
23 韓国は、従来単体開示が中心だった。 
24 原則主義の IFRS を適用すると脚注が増加する傾向にある。例えば、サムスン電子の 2011
年度監査済決算報告書（連結、英語版）の脚注は 70 ページ。一部利用者からは情報が増えた

と歓迎する声もあるが、何十ページも読まされた挙句に、欲しい情報が掲載されていない場合
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②  何のためのフルアドプションか 

― 比較可能性は低下、自国産業が不利益を被る恐れも ― 

IFRS 適用によるメリットとして複数の企業が挙げたのは、海外子会社を含むグループ全体

で単一の会計基準を適用可能になったことである。韓国の大手企業は積極的に海外展開してい

ることから、海外子会社が多い企業にとっては大きなメリットだろう。 
これ以外に、IFRS を適用した場合の企業のメリットとしてよく挙げられる「投資家からの

信任度向上による海外資金調達コストの低下」に関しては、企業側からは特段の指摘はなかっ

た。韓国投資家からは「海外投資家は IFRS 導入で信任度が特別高まったという印象は持って

いないようであった」との冷めた意見も聞かれた。 
IFRS のメリットとされる比較可能性の向上はどうだろうか。 
比較可能性に関しては、ヒアリング先によって意見が分かれた。IFRS を適用している他国

の企業との比較可能性は向上したとの指摘があった一方で、IFRS の原則主義への移行により、

会計方針の選択肢が増えたため、比較可能性は低下したと考える企業もあった。 
比較可能性低下の例としては、減価償却費と為替差損益がある。従来、固定資産の耐用年数

はどの企業も税務ベースで同じだったが、IFRS では実質の耐用年数を使用することから、減

価償却費が各社ばらばらとなり、同業での比較可能性は低下している（重工業メーカーの見解）。

造船業でも、IFRS 適用前は為替差損益は営業外損益だったが、原則主義への移行により 4 つ

の異なる処理が出てきたとのことである25。 
時間の経過につれて、同業種では同じ処理に収斂するのではないかとの見方もあるが、筆者

はその可能性は低いと考える。企業は、自社の実態に合わせて自社の都合の良い会計処理を選

択しているのである。競合に合わせるインセンティブは少ない。 
さらに問題なのは段階利益の曖昧さである。IFRS の包括利益計算書で要求されるのは図表 7

の通りであり、そもそも営業利益の開示は求められていない。韓国では、投資家からの要望が

強いということで営業利益の開示が義務化されているが、財務諸表の表示方法は企業が実態に

合わせて選択している26。これで比較可能性が向上したといえるだろうか。 
だが、韓国視察で筆者が何より恐ろしいと思ったのは、会計基準をアウトソーシングするこ

との危うさである。韓国で現在問題となっているのは外貨換算会計である。韓国は受注量（総

トンベース）で世界首位（2011 年）の造船大国だが、ウォンのボラティリティが大きいことか

ら負債資本比率が大きく動く可能性があり、強い通貨を有する日本、為替レートを実質調整し

ている中国に比べて、競争上不利になると指摘されている。 
韓国は同基準について IASBに検討を要望しているが、IASBが動くかどうかは不明である。

不利な基準であっても、韓国はフルアドプションしているので、基本的に受け入れざるを得な

い。自国産業に悪影響を及ぼすとわかっていても、防ぐすべがないのである27。 

                                                                                                                                                  
もある。 
25 営業外損益、その他営業損益、営業資産での外貨損益、非営業資産での外貨損益。 
26 IFRS では、営業利益はおろか純利益の定義もいまだ定かでない。 
27 韓国の現時点での問題点が外貨換算会計であるとすれば、今後の懸念材料となっているのが

開発中のリース会計である。これが基準化され、定期傭船契約をリースと捉えなければならな
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図表7 包括利益計算書において最低限掲記すべき項目 

1.　収益
2.　金融費用
3.　持分法で会計処理されている関連会社及びジョイント・ベンチャーに対する投資損益
4.　税金費用
5.　非継続企業に関する合算額
6.　当期純利益
7.　その他包括利益
8.　包括利益合計  

出所：秋葉賢一「エッセンシャルIFRS」中央経済社  

 
 
（3） 日本の会計制度への示唆 

 今回の海外視察の印象を一言で述べると「したたかな中国、賭けに出た韓国」ということに

なるだろうか。視察で明確になったのは、IFRS の原則主義は問題が多いこと、多くの企業に

とって IFRS 適用はデメリットの方が大きいと思われること、会計基準のアウトソーシングは

危険だということである。 
会計基準はものさしに過ぎず、会計基準が変わっても経済に大きな影響はないという人もい

るが、それは過小評価だと思う。会計基準は、企業活動、税法、会社法など幅広い分野に影響

を及ぼす強力なものさしである。国によって企業活動や税体系のあり方、商慣行が違い、異な

る状況を背景に会計基準が作られている。巧みに不利な基準を除外し、コンバージェンスにと

どめている中国ですら、企業からは「何のメリットもない」との声が聞かれた。 
筆者は参加していないが、同時期に実施された金融庁企業会計審議会の米国視察では、米国

財務会計財団から「日米中の現実を考えると、現実的なゴールは、同一基準の達成ではなく、

グローバルに比較可能な基準だろう（Realistic goal is globally comparable standards, not an 
identical standards.）」というコメントが聞かれた。妥当な着地点と思われる。 
現在、IFRS の容認・適用を表明する国・地域は 120 超とされる。だが、一定規模の経済力

を持ち、本腰を入れて適用しているのは、EU 統合という大目標があった EU 加盟国と、アジ

ア通貨危機の後遺症から逃れようとした韓国であり、残りは新興国が中心である。IFRS が EU
のローカル基準で終わるのか、真の世界基準となるのかは米国の動向次第であるが、当面、米

国が強制適用に踏み切る気配はない。 
IFRS には海外子会社との基準の一本化などのメリットも確かにある。メリットの方が大き

いと思う企業は適用すればよい。ただ、IFRS は「行き先のわからない電車」のようなもので

あり、乗った以上どこへ着こうと企業が責任を取らなければいけない。IFRS 適用のメリット・

デメリットは企業によって異なる。日本は IFRS を任意適用にとどめるべきだろう。 
 
 
 

                                                                                                                                                  
くなった場合、資産・負債計上を迫られる海運業等が大きな影響を受けると見られる。 
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