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はじめに
東日本大震災、原発事故、電力不足と日本経済

の先行きには暗雲が垂れ込めている。
企業活動に多大な影響を及ぼす会計基準も大き

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。

IFRS とはどのようなものなのか、日本が適用
に踏み切った場合、どのような影響があるのか、
日本は IFRS を適用すべきなのか。

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、2 回
にわたりこうした問題を取り上げる。本号では、
IFRS の特徴と同基準を取り巻く最近の国際情勢
について考えたい。なお、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な
いことをお断りしておく。

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 

Point
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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
判断することになっている。

❷    IFRS が「エスペラント語」から有力基準になったのは、 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。新興国を中心に IFRS の容認・適用が進んだほか、
IFRS と距離を置いていた日本、米国も自国基準と IFRS とのコンバージェンス（収斂
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）を行って
いる。

❸    IFRS の特徴は原則主義、資産負債アプローチである。IFRS と米国の会計基準設定主体のコンバー
ジェンス等により、今後 IFRS の内容が大きく変わる可能性があることにも留意する必要がある。

❹    2000 年代以降、広がりを見せていた IFRS を取り巻く国際情勢に、最近変化が見える。米国が
早期適用を取り下げたほか、中国、インド等新興国も様子見やコンバージェンス延期に転じている。
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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）。

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

れん

）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 年をめどに 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）。

図表 2　国際会計基準を採用もしくは共通化する国の動向

出所：IFRS コンソーシアム

（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 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、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

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）
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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 2,500 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。

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

1  ちなみに、日本基準は会社法などの法規を含めて約 5,900 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挙げられる。
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。

会計も「開国」すべきか
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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（図表 4）。

図表 4　IFRS の開発状況

（注）2011 年 2月 1日現在
出所：日本公認会計士協会

IASB 金融危機関連プロジェクト

現時点の公表物
公表予定日

2011 年 1Q 2011 年 2Q
減損 公開草案 IFRS
ヘッジ会計 公開草案 IFRS
非連結企業に関する開示 公開草案 IFRS
公正価値測定 公開草案 IFRS

IASB と FASB の MOU プロジェクト

現時点の公表物
公表予定日

2011 年 1Q 2011 年 2Q
財務諸表の表示 公開草案 IFRS
リース 公開草案 IFRS
収益認識 公開草案 IFRS
退職後給付（年金を含む） 公開草案 IFRS

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、普及がやや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、①

2011 年に上場企業への適用を判断、② 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 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。

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。

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、米銀行協会も「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。

（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
も多いと指摘する向きもある。

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

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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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 6 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）「2012年をめどに判断」の日本
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。

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
見書を発表した。上場企業の間では、強制適用に
間に合わないということで、なし崩し的に準備を
始める動きが出ている。

次号（経営センサー 2011 年 6 月号）では、日
本が適用に踏み切った場合、どのような影響があ
るのか、日本は IFRS を適用すべきなのかを考え
てみたい。
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