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＜ポイント＞  

1 企業活動に多大な影響を及ぼす会計基準をめぐり、金融庁が方針転換の姿勢を見せている。

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、2011 年 6 月になって、金融庁が IFRS の

適用時期や範囲等の見直しに着手している。東日本震災後、製造業を中心に適用延期論が強

まっていることが背景にある。 
2 本稿では、まず IFRS の特徴と同基準を取り巻く最近の国際情勢を振り返り、同基準を適用

した際、企業活動にどのような影響があるのかを概観したうえで、日本は IFRS を強制適用

するべきかどうかを考えたい。 
3 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ことにも留意が必要である。

4 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、ここへ来て普及が足踏み状態になっている。 
5 IFRS が抱える課題、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、適用時期を先送りするだけでなく、数年後に適用を開始する際も企業の任

意適用にとどめるべきと考える。 
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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、金融庁が方針転換の姿勢を見せている。

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。しかし、東日本大震災後、製造業を中心に適

用延期論が強まっていることを背景に、2011 年 6 月になって、金融庁が IFRS の適用時期や範

囲等の見直しに着手している。 
ここでは、まず IFRS の特徴と同基準を取り巻く最近の国際情勢を振り返り、同基準を適用

した際、企業活動にどのような影響があるのかを概観する。そのうえで、日本は 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 

（1） 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。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。 
従来、会計基準は国によって異なり、違う国の企業の業績や財務内容を比較するのは困難だ

った。IFRS の前身である IAS（International Accounting Standards、国際会計基準）は「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。 
 「理想」の域を出なかった 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による。世界最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）。 
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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
米国上場企業へのIFRSの適用を 2010年8月 企業会計審議会、単体についてもIFRSの
2015年以降にすると発表。早期適用取り下げ 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）

2011年5月 SEC、IFRSの導入について事実上の判断先送り 2011年6月～ 金融庁企業会計審議会、IFRS適用の延期検討？

出所：各種資料から筆者作成

欧米の動き 日本の動き

 

 
米国の会計基準設定主体である FASB（Financial Accounting Standards Board）は、IASB

と会計基準の大きな差異を埋めていくコンバージェンス（収斂）を行っている。 
日本も、2007 年 8 月の｢東京合意｣で、2011 年 6 月末までに国際会計基準とのコンバージェ

ンスを進めることを決定した。2009 年 6 月には金融庁企業会計審議会が、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ている。 
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

ている（図表 2）。 
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出所：IFRSコンソーシアム

図表2

 

 
（2） IFRS の特徴 

 － 原則主義、資産負債アプローチ ― 

 日本基準と IFRS は多くの点で思想が異なる。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、今なお基準が開発途上の

「ムービング・ターゲット」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。 
日本と米国の会計基準は、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。訴

訟社会である米国の会計基準はとりわけ詳細を極め、IFRSの基準書が約 2500 ページであるの

に対して、その約 10 倍の分厚さとされる1。 
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。 
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。規則主義には、「規則に書いていなければ何をやってもOK」という負の面

があるのに対して2、原則主義では「法の抜け穴探し」は難しい。 
ただ、原則主義には欠点がある。企業によって判断がまちまちとなり、比較可能性を損ねる

ケースが見受けられる。 
                                                  
1 ちなみに、日本基準は会社法などの法規を含めて約 5900 ページ。 
2 規則主義における会計不祥事の例として、エンロン、ワールドコムの粉飾決算と破綻があげ

られる。 
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一例として開発費がある。IFRS では開発費の資産計上を認めているが、要件があいまいな

ために、EU では同業種でもどの程度資産計上するか、相当の差異が出ている模様である。 
 

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3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 3）。 
 

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  

 
 資産負債アプローチは、一会計期間の純資産の増加分を「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。 
 だが、資産負債アプローチにも落とし穴がある。この考え方では「資産をどう評価するか」

が極めて重要になるが、これが一筋縄ではいかない。IFRS が資産評価の際使う概念は「公正

価値」である。基本的に「時価」と同義なのだが、上場企業の株式等、一部の金融資産を除い

て「時価」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「時価」を見積もるわけだが、経営者の利益操作を排除するために導入した資産負

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

③ ムービング・ターゲット 

 IFRS には、基準がいまだ未完成という特徴もある。会計基準というと憲法のような「不磨

の大典」を想像するが、IFRS は今も基準開発が続いており、今後も大きく変わると見られる。 
 話を複雑にしているのは、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であ

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、退職後給付など、企業経営に大きな影響を及ぼす項目が並んでいる（図

                                                  
3 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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表 4）。 
 

図表4　IASBとFASBのMOUプロジェクトの一例

2011年5月 2011年6月 2011年3Q 2011年4Q

財務諸表の表示
修正IAS第
1号公表

リース IFRS
収益認識 IFRS

退職後給付
修正IAS第
19号公表

注：2011年5月13日現在
出所：日本公認会計士協会資料等をもとに作成

公表予定日

 
 
 一例に、MOUに基づきIASBが発表したリース会計の公開草案がある。同草案では、リース

契約に基づく「すべての」資産・負債を貸借対照表に反映させるとしている。現在、資産計上

が求められているのはファイナンスリース（利用者が購入価格の大半を負担）だけだが、草案

ではファイナンスリース以外も資産計上する。基準が適用されれば、リース契約を多用してい

る航空会社などへの影響は大きい4。 
 IFRS 適用を判断する際は、現在の IFRS だけでなく、IFRS の開発動向、MOU の動向にも

目配りする必要がある。 
 

 

2.  IFRS を取り巻く最近の国際情勢 

 2000 年代以降、広がりを見せた IFRS だが、ここへ来て、普及が足踏み状態になっている。

米国が IFRS から距離を置き始めているほか、インド、中国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。 
 

（1） 早期適用を取り下げた米国 

 2008 年 11 月に発表したロードマップ案で、①2011 年に上場企業への適用を判断、②2009
年 12 月 15 日以降終了する会計年度からのIFRSベースでの早期適用5、等の方針を打ち出した

米国が、ここへきてスタンスを変えている。 
 2010 年 2 月発表の「ワークプラン」では、IFRS 適用に向けて、IFRS の内容の精査や米国

の投資家への利益の評価、米国の法律や規制との関係などの調査が必要とし、早期適用を撤回

した。 

                                                  
4 すべてのリース取引を資産計上すると、総資産が膨らみ資産効率が低下する。多額の現金を

支出することなく航空機など高価な有形固定資産を利用できるリース取引のメリットが薄まる

として、リース業界も反発を強めている。 
5 早期適用の条件は、①適用企業が属する産業で、他の会計基準よりIFRSが一般に利用されて

いること、②適用企業が属する産業で上位 20 位以内（時価総額ベース）であること、等だっ

た。 
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 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 月には米証券取引委員会（SEC）が、IFRS 導入の作業計画を発表。IFRS と米国

会計基準との差異を 5～7 年かけてなくすとする一方で、導入時期は明示せず、事実上判断を

先送りした。同年 6 月には、シャピロ SEC 委員長が先送り案を追認している。 
 一連の「後退」の背景には議会、業界団体など国内各種勢力による突き上げがあるとされる。

時価評価を基本とするIFRSは、製造業より金融業と相性がいいとされるが、米銀行協会は

「IFRSの原則主義では訴訟に耐えられない」などとしてIFRS適用に反対している模様である。

保険業界も、負債の時価評価を行う「保険会計」6に警戒を強めている。 
 

（2） 新興国も慎重姿勢 

110 を超える IFRS 容認・適用国には EU 加盟国のほか新興国が多い。新興国にはもともと

大きな資本市場がなく、会計基準もこつこつ整備するより IFRS を適用したほうが手っ取り早

いと考えた国が少なくなかったためである。世界銀行から融資を受ける際、IFRS 適用を条件

にされた途上国も多いとの指摘もある。 
中国、インドも一時 IFRS とのコンバージェンスに前向きの姿勢を見せていたが、ここへき

て慎重姿勢に転じている。 
2009 年 9 月、中国は 2012 年から IFRS とのコンバージェンスを進めた会計基準を適用する

という「ロードマップ」の公開草案を発表したが、現時点でどの程度作業が進んでいるかは不

明である。2010 年 12 月、香港証券取引所は、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ている。米国の一連の動きを「後退」

と捉え、様子見に転じたものと思われる。 
インドも、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、1 年延期した。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るものだが、IFRSへの対応方針として、当初

はコンバージェンスではなくアドプション7という姿勢を示していたのから見ると、後退の印象

を免れない。 
 

 

3.  IFRS をめぐる論点① 

― 単体財務諸表の取扱い ― 

 このように、超大国・米国も新興国の代表格中国、インドも IFRS から距離を置き始めてい

るように見えるが、日本はどうなのか。 
 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
                                                  
6 保険会計はIASBとFASBで討議中の項目の一つ。 
7 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。 

東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               2011. 6. 30  

7 



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 年を目途に 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）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

転換をしなかった。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た。 
この状況を大きく変えたのが東日本大震災である。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る。そこへ東日本大震災である。ただでさえ対処困難であるのに、この時

期の IFRS 導入は厳しいとの声が高まった。 
多くの企業が震災により被害を受けている。本業の立て直しだけでも精一杯なのに、IFRS

が強制適用された場合、システム投資などに多額の費用が必要となるうえ、事務処理も煩雑と

なる。米国、中国、インド等主要国が慎重姿勢に転じているのも、適用慎重派の背中を後押し

している。 
そもそも、なぜ製造業には適用慎重派が多いのだろうか。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である。だが、ここ

では、その問題に触れる前に、単体財務諸表8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だ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9、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）」10では「連結先行」の考え方が提示

                                                  
8 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。 
9 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。米国基準適用企業からは、「いきなり梯子を外された」と反発の声が上がったが、2011 年

6 月、自見金融担当大臣が「米国会計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」と記者会見で述べている。 
10 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、①2010 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
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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 5）。 
 

図表5　「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

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

連
結

単
体

会計基準

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

日本基準

 

 

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ェイ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額11などが含まれる（図表 6、7）。

                                                                                                                                                  
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 年を目

途に判断する、である。 
11 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
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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。 
 

図表6　収益費用アプローチと資産負債アプローチ（再掲）

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  

 

図表7　包括利益のイメージ

当期純利益 + その他包括利益 + 資本取引による純資産増減 ＝ 純資産の増減
・その他有価証券評価差額金 ・株式発行による資金調達

・為替換算調整勘定等 ・配当金支払い等

出所：アクセンチュア

包括利益

 

 
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。 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
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。 
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4.  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 年を目途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。日本は IFRS を連結に強制適用すべきなのだろう

か。 
 

（1） IFRS 導入のコストパフォーマンス 

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。 
前述したように、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12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） 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

わからない。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た。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

踏み切る必要はないだろう。 
金融庁が適用延期の姿勢を見せたのは一歩前進だが、早期に具体的なスケジュールを示す必

要がある。これまで「2012 年を目途」としていた適用判断時期はいつなのか。適用時期はいつ

                                                  
12 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。 

東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               2011. 6. 30  

11 



頃になるのか。適用範囲は全ての上場企業なのか、一部のグローバル企業なのか。 
適用が何年か先送りされたとしても、IFRS の連結財務諸表への適用は、強制ではなく任意

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。複数の基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。 
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。多くの企業が困難に直

面している時に、会計基準が競争力を殺いでは本末転倒であろう。 
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