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IFRSをめぐる最近の動向
—強制適用の判断は見送り、日本に四つ目の会計基準—

Point
❶	 	2013年 6月、金融庁企業会計審議会から「国際会計基準（IFRS）への対応のあり方に関する当
面の方針」が公表された。国際会計基準（以下 IFRS）を上場企業に強制適用するか否かの判断は
見送られた一方で、① IFRS任意適用要件の緩和、②エンドースメント（IFRSの基準を一つ一つ
検討し、必要と考えた場合、一部基準を削除あるいは修正して採択する仕組み）された IFRSの導入、
③単体開示の簡素化の方向が打ち出されている。

❷	 	現在、日本には日本基準、米国基準、IFRSの三つの会計基準が存在する。エンドースメントされ
た IFRSが導入されると、国内に四つの会計基準が存在することになる。

❸	 	本稿では、IFRSをめぐる世界情勢の変化、IFRSの特徴を見た上で、日本で IFRSの任意適用企業
がなかなか増加しない理由、四つ目の会計基準が登場する背景を考えたい。

❹	 	日本の会計制度は、混沌とした状況が続いている。金融庁は、どのようなスケジュールで何を判断
基準に、どう IFRSに対応するのか示していない。何か強い動機のある企業は別として、そうでな
い企業は慌てて任意適用に走る必要はなく、制度の全体像がもう少し明確になるまで様子を見たほ
うが無難と考える。

はじめに
2013 年 6 月、金融庁企業会計審議会から「国際

会計基準（IFRS）への対応のあり方に関する当
面の方針」が公表された。国際会計基準（以下
IFRS）を上場企業に強制適用するか否かの判断
は見送られた一方で、① IFRS 任意適用要件の緩
和、②エンドースメント（IFRS の基準を一つ一
つ検討し、必要と考えた場合、一部基準を削除あ
るいは修正して採択する仕組み）された IFRS の
導入、③単体開示の簡素化の方向が打ち出されて
いる。

現在、日本には日本基準、米国基準、IFRS の三

つの会計基準が存在する。エンドースメントされ
た IFRS が導入されると、国内に四つの会計基準
が存在することになる。

本稿では、IFRS をめぐる世界情勢の変化、
IFRS の特徴、日本で IFRS の任意適用企業がな
かなか増加しない理由、四つ目の会計基準が登場
する背景を考察した上で、金融庁が日本の会計制
度の全体像を示さない中、企業はどう対応すべき
なのかを考えたい。
※ 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。
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1．IFRSをめぐるこれまでの経緯
（1）破竹の勢いだった2000年代後半

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
を開始したことによる。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、両
国ともスタンスを変えた（図表 1）2。

まず、IFRS へ歩み寄りの姿勢を見せたのが米国
である。エンロン事件（2001 年）3 等の会計不祥
事でやや自信を喪失していた時期とも重なり、

図表 1　IFRS をめぐる国内外の動き（2000 年以降）
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

EU、域内上場企業の連結財務諸表に IFRS適用
2005年� 1月 ASBJと IASB、コンバージェンスに合意

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� 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
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
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

コンドースメント・アプローチという概念打ち出す
2011年� 5月 産業界「我が国の IFRS対応に関する要望」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公表
（IFRSを米国に取り込む方法の分析にとどまる。
IFRSの適用に関しては事実上の判断先送り）

2012年� 7月 企業会計審議会、「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）」公表
（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）

2013年� 6月 企業会計審議会、「国際会計基準（IFRS）への対応のあり方への
当面の方針」公表
（IFRS任意適用要件の緩和、エンドースメントされたIFRS導入、
単体開示の簡素化の方針を示したものの、強制適用の判断は先送り）

出所：各種資料から筆者作成

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   エンロン事件は、米エンロン社（総合エネルギー取引と IT ビジネスを行う多角的企業）の巨額の粉飾決算事件を指す。エンロン

社は、特定目的会社（SPC）を使った簿外取引により、決算上の利益を水増し計上していた。2001 年 12 月に経営破綻。同社破綻
により、株主等ステークホルダーが大きな損害を被っただけでなく、事件に関与していた大手監査法人のアーサー・アンダーセン
も解散に追い込まれた。
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IFRS と米国基準の差異を解消するコンバージェ
ンスに踏み出した 4。EU、米国の動きを見て孤立
を恐れた日本は、日本基準と IFRS とのコンバー
ジェンスを加速させた。

説解

コンバージェンスとアドプション
IFRSをめぐる議論でよく耳にする言葉が、コン
バージェンスとアドプションである。コンバー
ジェンスが自国基準と IFRSとの差異を埋めて
いくことであるのに対して、アドプションは
IFRSを自国の会計基準として適用する。カーブ
アウト（一部基準を適用除外すること）を行わ
ないアドプションをフルアドプションという。

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 5。2007 年には中国が IFRS とのコン
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 年をめどに
IFRS の強制適用を判断するという意見書を発表
した。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 2010 年 3 月期から認め
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。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既定路線のよう
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。

（2）後退する米国、振り出しに戻った日本
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」6 を発表、IFRS
の早期適用を撤回した。その後のワークプランの

「プログレスレポート（2010 年 10 月）」「米証券
取引委員会（SEC）スタッフペーパー（2011 年
5 月）」でも、IFRS の強制適用はおろか、任意適
用の方針も打ち出していない。

2012 年 7 月の SEC スタッフ最終レポートで
は、IFRS の取り扱いについては何も決定せず、結
論を先送りにした。「決めないことを決めた」ので
ある。SEC は、米国内関係者のコメントを詳細に
分析し、IFRS 導入は企業会計だけでなく、税制、
配当制限、政府のさまざまな規制、企業の私的契
約等の周辺制度に大きな影響を及ぼすと考え、米
国企業が使用するには、米国内関係者の支持が相
対的に低いとした。

米国内では、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。米国では、会計基準設定
主体 FASB（Financial Accounting Standards 
Board）による是々非々のコンバージェンスが現
実的との見方が強まっている。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   米国がコンバージェンスに転換した理由には諸説ある。① IFRS 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、③
IASB との交渉でイニシアチブを握れるとの自信、などである。

5   2008 年 11 月に発表したロードマップ案で、米国は、① 2011 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 ベースでの早期適用等の方針を打ち出した。

6   「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。

IFRSをめぐる最近の動向
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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 5 月、新日本製鐵（当時）、トヨタ自動
車、パナソニック、日立製作所、IHI、キヤノン、
三菱 UFJ リース、三菱地所、セブン＆アイ・ホー
ルディングスなど 22 社・団体が「我が国の IFRS
対応に関する要望」を提出した。2009 年の企業会
計審議会「我が国における国際会計基準の取り扱
いに関する意見書（中間報告）」以降、2015 年か
ら強制適用という想定期限が一人歩きしているこ
とへの懸念、「想定」のため莫大なコストを負わさ
れることへの不満、東日本大震災を背景に、「上場
企業の連結財務諸表への IFRS の適用の是非を含
めた制度設計の全体像について、早急に議論を開
始すること」「結論に時間を要する場合は十分な準
備期間を設けること」を求めている。

これを受け、2011 年 6 月、自見金融担当大臣（当
時）が「少なくとも 2015 年 3 月期についての強
制適用はない」「仮に強制適用する場合も、決定か
ら 5 〜 7 年程度の十分な準備期間の設定を行う」
との談話を発表、金融庁は IFRS の適用時期や範
囲等の見直しに着手した。

2．IFRS導入はなぜ困難なのか
一度は IFRS の強制適用に踏み切るかに見えた

米国は及び腰になり、日本も強制適用の判断を先
送りしている。IFRS 導入はなぜ困難なのだろう
か。それを理解するには、まず IFRS の特徴を知
る必要があるだろう。

（1）IFRSの特徴
コンバージェンスにより日本基準と IFRS の差

異は少なくなってきたが、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、損益計算書重視に対して、IFRS
は原則主義、財政状態計算書（日本基準の貸借対
照表に相当）重視という点である。IFRS は、今
も基準自体の改定が行われている「ムービング・
ターゲット」であること、基準開発を行うのは
IASB であり、開発に当たって日本の意向が反映
されるとは限らないことにも留意が必要である 7。

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 8。

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
スが見受けられること、ガイダンスが少ないため、
企業や監査人が判断に苦慮する場合が少なくない
ことである。

米国の産業界が IFRS 導入に後ろ向きなのも、
原則主義への嫌悪感が一因とされている。2 万
5,000 ページの米国基準に対して IFRS は 2,500
ページ。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。米国産業
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。

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。

7   IFRS をアドプションすると、自国に不利な基準でも（カーブアウトして外さない限り）基本的に受け入れざるを得ない。2011 年
にフルアドプションに踏み切った韓国では、開発中のリース会計が、韓国の海運業等に及ぼす影響が懸念されている。

8   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。

経済・産業
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日本基準は、会計ビッグバン 9 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 は財政状態計算書（日本基準の貸借対
照表に当たる）重視であり、資産負債アプローチ
の傾向が強い。

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
増加分を「包括利益」とする貸借対照表重視の考
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。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。現時点で
有効な IFRS は図表 3 の通りだが、収益認識、
リース、金融商品等重要分野において新基準を開
発中である。

最近まで、IASB は FASB（米国の会計基準設

9   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。

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

図表 3　IFRS の条文構成
現在有効な IAS
第 1号 財務諸表の表示
第2号 棚卸資産
第7号 キャッシュフロー計算書
第8号 会計方針、会計上の見積もりの変更および誤謬
第10号 後発事象
第11号 工事契約
第12号 法人所得税
第16号 有形固定資産
第17号 リース
第18号 収益
第19号 従業員給付
第20号 政府補助金の会計処理および政府援助の開示
第21号 外国為替レート変動の影響
第23号 借入費用
第24号 関連当事者についての開示
第26号 退職給付制度の会計および報告
第27号 個別財務諸表
第28号 関連会社および共同支配企業に対する投資
第29号 超インフレ経済下における財務報告
第32号 金融商品：表示
第33号 1株当たり利益
第34号 期中財務報告
第36号 資産の減損
第37号 引当金、偶発負債および偶発資産
第38号 無形資産
第39号 金融商品：認識および測定
第40号 投資不動産
第41号 農業

現在有効な IFRS
第 1号 国際財務報告基準の初度適用
第2号 株式報酬
第3号 企業結合
第4号 保険契約
第5号 売却目的で保有する非流動資産および非継続事業
第6号 鉱物資源の探査および評価
第7号 金融商品：開示
第8号 事業セグメント
第9号 金融商品
第10号 連結財務諸表
第11号 共同契約（ジョイントアレンジメント）
第12号 他の事業体に対する持分の開示
第13号 公正価値測定

（注1）�IAS（International�Accounting�Standards）�とは、IASBの前身
のIASC（International� Accounting� Standards�Committee）時
代に作られた会計基準。IASはIASBに継承され、一部は現在も
有効である。�

（注2）�IFRS第9号の強制適用時期は2015年からとされており、現在
強制適用されていない

出所：IFRS財団
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定主体）、ASBJ（日本の会計基準設定主体）、
EFRAG10（欧州）との間で MOU（覚書）などを
締結して、それぞれバイラテラルな議論をしてき
た。中でも、基準設定において発言権が大きかっ
たのが FASB である。

ところが、米国の煮え切らない態度や FASB と
の MOU プロジェクトの遅延に業を煮やしたのか、
IASB がここへきて方針を転換している。バイラ
テラルからマルチラテラルへの転換である。

その象徴ともいえるのが、2013 年 4 月、第 1 回
会合が開催された会計基準アドバイザリー・フォー
ラム（ASAF : Accounting Standards Advisory 
Forum）である（図表 4）。IASB への技術的な助
言機関としての役割と、各国基準設定主体との関
係公式化を目的とする。

ASAF の第 1 回会合では「概念フレームワーク」
「金融資産の減損」等について話し合われた。概念
フレームワークとは、財務諸表の作成および表示
の基礎となる諸概念について定めたものであり、
会計基準の開発・改正にかかる憲法のようなもの
である。

この会合で ASBJ は「純損益を定義すべきであ
る」と主張しているが、これは今も純損益すら定
義されていないことの裏返しであり、驚くべきこ

とである。ちなみに、IFRS では段階利益が重視さ
れておらず、日本基準でいう営業利益も経常利益
もない（図表 5）。財務諸表分析の際、利用者は注
記を読みながら苦闘することになる。

（2）日米中が強制適用していない IFRS
IFRS のうたい文句として、IFRS は世界 120 カ

国以上で使われているとのコメントがよく聞かれ
る。図表 6 は IFRS を何らかの形で使用している
国の一覧である。一見、世界の大部分で IFRS が
使われているような印象を受けるが、強制適用な
ど強いフォームで使用しているのは EU、コモン
ウェルス 11、一部新興国であり、日本と米国は強

10   EFRAG は欧州会計士連盟、ビジネスヨーロッパ、欧州円卓会議、欧州銀行連合会をはじめとする、欧州における財務報告に関
与する 10 の主要な加盟組織による民間主導の民間組織として発足した。あくまでアドバイザリー・グループであり、エンドース
メントするかどうかを決定するのは EC である。

11   イギリス連邦（British Commonwealth of Nations）の略。イギリスと旧イギリス植民地から独立した諸国で構成されるゆるやかな
連合体。2013 年現在 54 カ国が加盟。独立した諸国も会計制度等経済インフラでイギリスに追随することが多い。

図表 4　第 1 回 ASAF 出席メンバー
組織名

南アフリカ財務報告基準評議会
欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）
英国財務報告評議会
ドイツ会計基準委員会
スペイン会計監査協会
アジア・オセアニア会計基準設定主体グループ（AOSSG）
オーストラリア会計基準審議会
企業会計基準委員会（ASBJ、日本）
中国会計基準委員会
ラテンアメリカ会計基準設定主体グループ（GLASS）
米国財務会計基準審議会（FASB）
カナダ会計基準審議会

（注）2013年4月に開催された
出所：金融庁

図表 5　 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

図表 6　 国際会計基準を採用もしくは共通化する国
の動向

■国際会計基準を採用もしくは承認した国
■国際会計基準を共通化もしくは採用を目指している国

出所：IFRSコンソーシアム
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制適用していない。中国の強制適用の可能性はゼ
ロである 12。

アフリカ、東欧、ラテンアメリカなどの新興国
で IFRS 採用が進んだのは、自国会計基準があま
り整備されておらず、IFRS を取り入れたほうが
手っ取り早いためである。結局、一定の経済力を
有し、IFRS を強制適用しているのは EU、韓国、
一部コモンウェルス（オーストラリア、カナダ）
くらいだが、EU には EU 統合という大目標があ
り、経済インフラ整備のためには何が何でも会計
基準の統一を図らざるを得なかった。韓国には、
アジア通貨危機後の信認低下を何としてでも克服
したいという強い願望がある。

ただ、上場企業へのフルアドプションを選択し
た韓国に対して、ドイツやフランスは企業に逃げ
道を用意している。EU には約 8,000 社の上場企
業があるが、有力証券取引所であるフランクフル
ト証券取引所で IFRS を適用している上場企業は
639 社、ユーロネクストパリは 593 社である 13。
両国の証券取引所には IFRS を使用しなければな
らない規制市場と自国基準で上場可能な非規制市
場があり、企業は二つの市場を自由に出入りでき
る。

EU は上場企業に IFRS を強制適用していると
いうコメントがよく聞かれるが、少なくともドイ
ツとフランスでは規制市場に上場している企業が
IFRS を使用しているのであり、企業に市場の選
択権があるという点では任意適用に近いといえる。

（3）IFRS適用はなぜ困難なのか
ここまでの議論をまとめると、日本や米国で

IFRS 適用が進まない理由は以下の通りである。
まず、IFRS は原則主義ということもあり、基準

が曖昧で分かりにくい。上場していない子会社株
式の価値を算出しなければならないなど、非常に
煩雑でもある。米国基準や日本基準と違って、学
者や会計士の理論を出発点とする「あるべき会計
基準」であることから、現場では「難解で浮世離
れした基準」と受け止められることもある 14。

企業にとってはコスト増が痛い。連結・単体で
違う財務諸表を作るコスト、会計処理自体のコス
ト（見積もり計算の増加、膨大な量の注記）、税務
対応の煩雑化、社内会計システム変更、経理部門
の人員増、社員に対する会計教育、コンサル料、
訴訟コスト、会計基準変更に伴うビジネスモデル
変更コストなど、数え上げるときりがない。コス
トを上回るメリットがあるのかどうかがよく分か
らないのも、企業に二の足を踏ませている。

前述の SEC の分析のように、周辺制度（商習
慣、税制、訴訟環境、契約等）が変わらないのに、
会計基準だけを変えてもさまざまな軋

きし

みを生じる
というのも適用を困難にしている。IFRS が、今
後どのような基準になるかよく分からないという
のもマイナス材料だろう。

日本、米国のように経済規模が大きく、しっか
りとした会計基準を有している国には、IFRS を適
用する差し迫った理由がない。メリットがよく分
からないのにデメリットははっきりしているとい
うのが、適用に及び腰になる要因だろう。

3．IFRS任意適用企業の狙い
ただ、日本でも数は少ないながら IFRS の任意

適用に踏み切った企業がある。こうした企業は、
なぜ IFRS 適用に踏み切ったのだろうか。

日本では、2010 年 3 月期から国際的な活動を行
う上場企業の連結財務諸表への IFRS 任意適用が

12   中国の会計制度は会計に関する基本法である「会計法」を頂点に構成されている。アドプションでは法律との齟齬をきたす恐れ
があることなどから、IFRS のアドプションを否定、コンバージェンスにとどめると明言している。

13  2011 年 9 月末の数値。
14   不思議な会計基準としてよく例に挙げられるのが「農業会計」である。IFRS では椰

や

子
し

などの苗を植えた時点で、将来の収穫の期
待値を現在価値に割り引いて評価する。台風で椰子の実が吹き飛ばされたりした場合は損失処理する。処理が煩雑な上に、先が
読めないという点で、財務諸表の作成者も利用者も大変である。

IFRSをめぐる最近の動向
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認められ、2013 年 8 月時点で 15 社が IFRS を任
意適用している（図表 7）。

IFRS 適用のデメリットはここまで散々述べた
ので、以下では IFRS 適用のメリットを検証して
みる。

メリットとしてよく挙げられるのは、①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、②財務諸表の比較可能性向上、③海外子会社
を含むグループ全体で単一の会計基準を使用する
ことによるガバナンスと業務効率の向上、④海外、
例えば米国で上場している場合、IFRS ベースの財
務諸表がそのまま提出できるケースが多い、など
である。

前段の①に関しては検証のしようがない。他の
諸条件が同じならともかく、企業を取り巻く環境
要因は会計基準以外にも多数あるためだが、筆者
が 2011 年訪問した韓国の証券会社アナリストに
よれば、IFRS 強制適用により韓国企業の信任度が
高まったという話は聞いたことがないとのこと
だった。

②の比較可能性は逆に低下すると考える。IFRS
は原則主義であり、「企業の実態に合わせて」会計
処理を行うため、減価償却費や為替差損益を例に
とっても、さまざまな処理が出てくる。メリット
があるとすれば③と④だろう。

日本の IFRS 任意適用企業の狙いとしては、③
と④に加え、「国際会計基準」という響きのよさか
ら来る国際的・先進的企業のイメージ獲得も考え
られる。任意適用企業には、大規模な M&A を
行った企業も多いが、こうした企業にとっては、
のれん 15 を償却しなくてよい IFRS は当面プラス
に働く。開発費を一部資産計上できる IFRS は、
多額の研究開発費を計上する企業にとってはプラ
スだろう。

4．四つ目の基準登場
ここで議論を冒頭に戻す。2013 年 6 月、金融庁

企業会計審議会から「国際会計基準（IFRS）へ
の対応のあり方に関する当面の方針（以下、当面
の方針）」が公表された。IFRS を上場企業に強制
適用するか否かの判断は見送られた一方で、①
IFRS 任意適用要件の緩和、②エンドースメント
された IFRS の導入、③単体開示の簡素化の方向
が打ち出されている。

日本の企業は、あたかも強制適用が既定事実で
あるかのように解釈された 2009 年「我が国にお
ける国際会計基準の取り扱いに関する意見書」以
来、会計基準への対応をめぐって右往左往させら
れてきた。以下では、2009 年から 2013 年までの
企業会計審議会の議論を振り返り、四つ目の会計
基準登場に至るまでの経緯をたどってみたい。

（1）IFRS旋風が吹き荒れた2009年
IFRS 導入へ向けて、日本が最も前のめりに

15   のれんとは、企業 A が企業 B あるいは企業 B の一部事業を買収した際、支払った額から企業 B に配分された純資産額を差し引
いた額のことである。企業 B に配分された純資産額が 1 億円、支払った額が 2 億円とすると 1 億円ののれんが発生する。日本基
準では、のれんを 20 年以内に定額法またはその他合理的な方法により償却することになっている。

図表 7　 IFRS 任意適用・任意適用予定会社 
（2013 年 8 月現在）

IFRSを適用している企業
企業名 初度適用時

日本電波工業 2010年 3月期
HOYA 2011年 3月期
住友商事 2011年 3月期
日本板硝子 2012年 3月期
日本たばこ産業 2012年 3月期
ディー・エヌ・エー 2013年 3月期
アンリツ 2013年 3月期
SBI ホールディングス 2013年 3月期
マネックスグループ 2013年 3月期
双日 2013年 3月期
トーセイ 2013年 11月期
中外製薬 2013年 12月期
楽天 2013年 12月期
ネクソン 2013年 12月期
ソフトバンク 2014年 3月期

IFRS任意適用を予定している企業
企業名 導入予定時期

旭硝子 2013年 12月期
丸紅 2014年 3月期
アステラス製薬 2014年 3月期
武田薬品工業 2014年 3月期
小野薬品工業 2014年 3月期

出所：東京証券取引所
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なっていたのが 2009 年である。
2009 年 6 月、企業会計審議会「我が国における

国際会計基準の取り扱いに関する意見書」は、「今
後、我が国を除く世界の全ての主要な金融資本市
場において、IFRS が用いられる可能性がある」と
して、① 2010 年 3 月期の財務諸表から、国際的
な活動を行う上場企業に対して IFRS の任意適用
を認める、② IFRS の強制適用の判断時期につい
ては、取りあえず 2012 年をめどとすることが考
えられるなどを盛り込んだ。

IT ベンダー、コンサル会社、監査法人等が、す
ぐに準備しないと強制適用に間に合わない 16 と上
場企業を煽

あお

って大変な騒動になったのは周知の通
りだが、意見書のどこにも「強制適用する」とは
書かれていないこと、その後米国が態度を変えた
ことは、あらためて強調しておきたい。

（2）強制適用の判断はいまだなされず
東日本大震災、自見金融担当大臣（当時）の談

話を経て、IFRS 適用の議論は振り出しに戻った。
2012 年をめどとされた強制適用の判断は先送りさ
れ、いつ頃判断するかも決まっていない。

ただ、その後審議会で決まったことが何点かあ
る。前述の 2013 年 6 月、金融庁企業会計審議会
から「国際会計基準（IFRS）への対応のあり方
に関する当面の方針（以下、当面の方針）」で打ち
出されたのは① IFRS 任意適用要件の緩和、②エ
ンドースメントされた IFRS の導入、③単体開示
の簡素化の 3 点だが、ここでは①と②の背景に注
目してみる。

（3）IFRS任意適用要件緩和へ
強制適用の判断を先送りし、任意適用企業もな

かなか増えない日本に外圧がかかった。2013 年 3
月、IFRS 財団の監視など強い権限を持っており、
日本の金融庁もメンバーに名を連ねている IFRS
財団モニタリング・ボードから、モニタリング・
ボードのメンバー要件である「IFRS の使用」の
定義を定めたプレスリリースが公表され、メン
バー要件を 3 年後の 2016 年に見直すという発表
があったのである。

現在、ボードメンバーは金融庁（日本）、SEC（米
国）、EC、IOSCO（証券監督者国際機構。2 名）の
5 名である（図表 8）。メンバー要件見直しは、日

図表 8　IFRS 財団評議員会とモニタリング・ボードについて

国際会計基準（IFRS）財団：民間

監視機関
「モニタリング・ボード」

評議員会（Ｔｒｕｓｔｅｅｓ）
２２人（うち日本人２人）
・IASBメンバー等の指名
・資金調達

国際会計基準審議会
（ＩＡＳＢ）

１６人（うち日本人１人）

監視
評議員の選任の承認

・国際会計基準（IFRS）の作成

（モニタリング・ボードのメンバー）
・金融庁（日本）
・証券取引委員会（米国）
・欧州委員会（欧州）
・証券監督者国際機構（IOSCO）
　- 代表理事会
　- 新興市場委員会

出所：金融庁

16    IFRS では適用する際、遡って過去 3 年分の財政状態計算書（日本基準の貸借対照表）、同 2 年分の包括利益計算書（同損益計算
書）が必要となる。

IFRSをめぐる最近の動向
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米両国で IFRS 適用がなかなか広がりを見せない
ことへの対抗措置とも考えられる。

こうした動きもあり、「当面の方針」では任意適
用の要件緩和が打ち出された。これまで IFRS を
適用するには、①上場していること、② IFRS に
よる連結財務諸表の適正性確保への取り組み・体
制整備をしていること、③国際的な財務活動また
は事業活動を行っていることが必要とされていた
が、①と③が撤廃されたのである。金融庁の試算
によれば、この措置により、IFRS 使用可能な企業
は約 600 社から 4,000 社以上に増加する。

（4）四つ目の基準登場
IFRS 任意適用企業の拡大策・第 2 弾ととれる

のが、エンドースメントされた IFRS の導入であ
る。

エンドースメントとは、IFRS の基準ごとに自国
で判断することである。これまで日本はエンドー
スメントしない「ピュア IFRS」を使用してきた。
「当面の方針」では、「現在の IFRS の内容につ

いては基本的考え方として受け入れがたい項目や、
日本の企業経営や事業活動の実態にそぐわず、導
入コストが過大であると考えられる項目が一部存
在」すると述べられ、「エンドースメントの仕組み
を設けることについては（中略）有用」としている。
一部大手企業が「ピュア IFRS」適用に難色を示
していることに配慮したものと思われる。

具体的に、IFRS のどのような点が問題視されて
いるのだろうか。今後、論点となる可能性がある
のは、のれんの非償却、公正価値測定の適用範囲
等である。

IFRS ではのれんの償却をせず、買収した企業
の業績が悪化した時に減損処理をする。短期的に
は減価償却費が不要な分、業績がよく見えるが、
いざ減損となると業績の悪化幅が拡大するうえ、
ビッグバス効果 17 を狙った恣意的な減損処理が行
われる恐れもある。日本基準は減損も行うが、定

期償却も行うので業績の振れ幅は比較的小さい。
公正価値測定の適用範囲でよくやり玉に挙がる

のが、非上場株式への適用である。日本企業は、
子会社をはじめ非上場株式を多く保有している
ケースが少なくない。相場価格のない株式等に公
正価値測定を求めることは、実務上困難で煩雑で
あるのみならず、推計値そのものに疑念を生じさ
せることになる。

この他にも、エンドースメントの対象となりそ
うな点は何点かあり、ASBJ がエンドースメント
作業を進める予定である。エンドースメント
IFRS の出来具合によっては、適用に踏み切って
もいいとする大手企業もある。

ただ、ここで問題となるのは、①単一で高品質
がうたい文句の IFRS なのに、日本だけで二つも
あるのは変ではないか、②比較可能性が低下する
恐れがある、③行き過ぎたエンドースメントを行
うと、IASB から「これは IFRS ではない」と言わ
れるかもしれない、④エンドースメントされた
IFRS は海外市場では IFRS と認められない可能
性もある、等である。
「エンドースメントされた IFRS」を開発する一

方で、「ピュア IFRS」も残すことになっている。
ピュア IFRS を選好する企業の思惑としては、①
継続性を保ちたい、②のれんを償却したくない（一
部企業の本音）、③海外証券市場で使用可能、など
があると思われる。

5．視界不良続く日本の会計制度
IFRS 強制適用の判断は先送りされ、エンドー

スメントされた IFRS の開発が始まるなど、日本
の会計制度は混沌とした状況が続いている。金融
庁は、どのようなスケジュールで何を判断基準に
どう IFRS に対応するのか示していない。企業は、
どうすべきなのだろうか。

現在、ASBJ が開発している「エンドースメン
トされた IFRS」がどのようなものになるのか、

17    特別損失を多額かつ一時的に計上し、その後の V 字回復を演出する会計・財務的手法のこと。
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いつ完成するのか 18、IASB がどう評価するかは分
からない。四つ目の基準登場で任意適用がどのく
らい増加するかも不明である。企業が一旦 IFRS
適用に踏み切ると、「やはり無理でした。日本基準
に戻ります」というのは難しい。

IFRS がうたい文句にあるように本当に「単一
で高品質な会計基準」なのかどうかというそもそ
も論は脇においても、IFRS 適用によって多大なコ
ストと労力がかかることは明白である。のれんを
償却したくない、IFRS 適用で先進的企業のイメー
ジを獲得したいといった明確な目的のある企業は
別にして、その他の一般的企業にコストを上回る
メリットがあるとは思えない。

筆者は、IFRS は適用したい企業が導入すればい
いというスタンスであり、強制適用には反対であ
る。ただ、ここへきて一部に強制適用を目指す動
きが活発化しているのも事実であり、強制適用の
恐れはゼロではない。

だが、強制適用への準備状況は「IFRS バブル」
とも言われた 2009 年とは状況が異なる。大手企
業はそれなりに IFRS への準備・勉強を進めてき
た。万が一強制適用となっても、準備期間はある。

日本の会計制度は依然として先行き不透明であ
る。何か強い動機のある企業は別として、そうで
ない企業は慌てて任意適用に走る必要はなく、制
度の全体像がもう少し明確になるまで様子を見た
ほうが無難と考える。
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