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国際会計基準理事会（国際会計基準理事会（IASBIASB））

米国デラウエア州の非営利法人（IASC Foundation）

拠点は英国ロンドン・キャノン通り30番地

国際会計基準（IFRSs）を開発・公表

既に100ヶ国以上がIFRSsを適用

日本は、前身の設立時（1973年）から参加（2001年改組）
しかし、IFRSsは非適用
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国際会計基準の浸透国際会計基準の浸透

現在の状況
アドプション（適用）アドプション（適用）

コンバージェンス（収斂）コンバージェンス（収斂）

韓国韓国 20092009年から年からIFRSsIFRSsの適用可、の適用可、
20112011年から上場企業に適用年から上場企業に適用

カナダカナダ 20112011年から年からIFRSsIFRSsを適用を適用

ブラジルブラジル20092009年から銀行に年から銀行にIFRSsIFRSsを適用、を適用、
20102010年から上場企業に適用年から上場企業に適用

インドインド 20112011年から年からIFRSsIFRSsを適用を適用

チリチリ 20092009年から銀行と上場企業に年から銀行と上場企業に
IFRSsIFRSsを適用を適用

未適用の主要国は、未適用の主要国は、
いよいよ米国と日本のみかいよいよ米国と日本のみか??

コンバージェンスに務めている 適用に向かっている

出所： IASB
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国際会計基準の浸透国際会計基準の浸透

一連の動きの前夜の状況

出所：日本経団連「会計基準に関する国際的協調を求める」（2003年10月21日）

各市場における会計基準の受け入れ状況

日本基準 米国基準 国際会計基準

日本市場 ○ ○ ×

米国市場 × ○ ×

欧州市場 ○ ○ ○
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国際会計基準の浸透国際会計基準の浸透

一連の動きの前夜の状況
データ出所：日本経団連「会計基準に関する国際的協調を求める」（2003年10月21日）
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世界第２位の市場

EUがまとまると大きな力
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国際会計基準の浸透国際会計基準の浸透

欧州連合【EU】

① 2005年から、EUの企業がEUで上場する場合の連結決算に、
IFRSsの適用を義務付け

② 2005年、各国（日本、米国、カナダ）の基準とIFRSsの同等性
をEUが評価
2009年から、EU外の企業がEUで財務活動をする場合に、
IFRSsと同等とみなされる基準の適用を義務付け
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国際会計基準の浸透国際会計基準の浸透
米国

① FASBとIASBは協力してコンバージェンスを推進
例：FASBとIASBの覚書（2006年2月27日）における短期コンバージェンス項目

② 2008年から、米国で上場する米国外の企業がIFRSsを適用してい
る場合は、補正なしの受入れを開始

③ 米国で上場する米国の企業に、IFRSsの適用を容認するかどうか具
体的に検討開始

FASBが行うべき事項 IASBが行うべき事項

公正価値オプション* 借入費用

減損（IASBと共同） 減損（FASBと共同）

法人所得税（IASBと共同） 法人所得税（FASBと共同）

投資不動産** 政府補助金

研究開発費 ジョイント・ベンチャー

後発事象 セグメント

FASB注：
*：2005年7月1日に議題となっている
**：公正価値オプションプロジェクトの一
部としてFASBにより検討される予定

IASB注：
項目は、IASBの短期コンバージェンス・
プロジェクトの一部又は加えられる予定で
あり、既に議題となっている。
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国際会計基準の浸透国際会計基準の浸透

日本

① 今のところ、IFRSsの適用ではなく、日本基準を改正してIFRSs
との差異を解消する方向［ASBJとIASBは緊密に作業を推進］
（これも一種のコンバージェンス）

② 東京合意（2007年8月8日）［ASBJとIASBの合意］

1. 日本基準がEUからIFRSsと同等との評価を得るため、
2008年中に重要な差異を解消するべく日本基準を改正中

2. 2011年6月までに、その他の差異を解消する予定
現在（2007年8月）開発中であって2011年以後に適用とな
る新たな主要なIFRSについては適用しない

3. その後も、IASBと緊密に作業を推進
これにより、新たな基準が適用となる際に日本において国
際的なアプローチが受け入れられるようにする
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日本基準 米国基準 IFRSs

日本国内の制度を想定 米国内の制度を想定 世界各国の制度が前提

ルール ルール 原則主義

各基準の主な相違各基準の主な相違

出所： 2008.4 IASB 理事長 Sir David Tweedie 氏の講演資料



日本基準 米国基準 IFRSs

割引率 安全性の高い長期の債券の利回
りを参照

•5年間の債券の利回りを考慮可

•退職給付債務が10%以上変動し
ないと推定される場合には、前期
末の割引率を使用可 ［重要性基準］

年金給付が実際に清算されうる
利率

期末の優良社債の利回りを参照
そのような社債市場が十分でない
国においては、政府債の利回り

費用配分 期間定額 支給倍率 支給倍率

数理計算
上の差異
の償却

平均残存勤務年数以内で償却
［定額方式と定率方式あり］

貸借対照表上では即時認識

損益計算書上は一定の範囲内
は償却せず、一定範囲を超えた
部分を平均残存勤務年数で除し
た額以上を償却 ［回廊アプロー
チ］

一定の範囲内は償却せず、一定
範囲を超えた部分を平均残存勤務
年数で除した額以上を償却 ［回廊
アプローチ］

損益計算書を経由せず、貸借対照
表上で即時認識する選択肢あり
［英国方式］

過去勤務
債務の償
却

平均残存勤務年数以内で償却
［定額方式と定率方式あり］

貸借対照表上では即時認識

損益計算書上は平均残存勤務
年数以内で償却

権利確定までの平均年数以内で
償却

各基準の主な相違各基準の主な相違
2009年4月1日

以降開始する年度の末から廃止

2006年12月16日
以降終了する年度から適用

2004年12月16日
以降終了する年度から適用可
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日本基準の足もとの動向日本基準の足もとの動向

短期プロジェクト

– 2008年3月21日、企業会計基準委員会（ASBJ）から公開草案公表

– 2008年7月24日、ASBJで決定

1. 「5年間の債券の利回りを考慮して決定することが出来る」を削除

2. 重要性基準の廃止と回廊アプローチの採用はどちらも見送り

3. 即時認識は論点の外

中長期プロジェクト

– 取扱う範囲（論点）に関する議論からスタート
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コンバージェンスの課題コンバージェンスの課題

IFRSs 日本基準

AA BB CC

コンバージェンスとは本来、２つの円が次第に重なり合うこと。
しかし現実は、・・・・・

「同等」というだけでは、米国は受入れない?



日本の進路日本の進路

当面は、上場企業について
連結決算でIFRSsの適用を許容か?

日本公認会計士協会　2008年7月9日
日本公認会計士の増田宏一会長は、国際会計基準を日本で導入
する場合、連結決算だけに適用し、単独決算には適用しない連単分
離案について「早ければ秋口にも協会の見解を示したい」との意向を
明らかにした。

同日開いた会計士制度60周年記念式典後の記者会見で述べた。
欧州連合（EU）は上場企業に対し、連結では国際会計基準の適用を
義務付けたが、単独では各国の基準を認めている。

増田会長は「日本でも課税や配当は単独の数字を使う。（連単分離
は）難しい問題だが方向としてはあり得る」と述べた。

出所： 日本経済新聞

日本公認会計士協会　2008年7月17日
日本公認会計士の増田宏一会長は、「今年の初秋にも米国が国際
会計基準の受入れを決める可能性がある」との見通しを示したうえで
「日本も国際基準の採用に向け準備を進めるべきだ」との見解を表
明した。会計士協が同日、名古屋市内で開いた研究大会で記者会見
した。

パネルディスカッションでは住友商事の島崎憲明副社長や日本公
認会計士協会の山崎彰三副会長らが「国際基準を受入れなければ
世界から取り残される」と指摘。当面は連結決算のみに採用されるの
が現実的との認識を示した。

出所： 日本経済新聞

日本経団連　2008年3月18日
国際会計基準（IFRS）に関する欧州調査報告・概要（抜粋）
5. 日本への示唆

1. 英仏の例からも、国際的な投資家への開示である連結財務諸表
と、配当や税務計算の基礎となる個別財務諸表とを区分し、前者
にはIFRSを、後者には日本会計基準を適用していくこと（いわゆ
る連・単分離）は、有力な選択肢と思われる。また、上場企業でも
必ずしも国際的な活動を行っていない企業も多いことから、IFRS
の適用は選択制とすることが考えられる。なお、IFRSを採用する
場合には、部分的な採用ではなく、国際的統一ルールとして一括
して採用する必要がある。

3. 日本と同様、独自基準を維持していた米国がIFRSを適用する選
択肢を海外企業に認め、また、近く米国国内企業にも認める可能
性が高い。わが国においても、IFRSの選択適用容認に係る検討
を急ぐ必要がある。

4. 個別財務諸表に適用される日本会計基準は、引続き、国際的な
整合性を踏まえつつ、また、国内の事情も勘案しつつ慎重な整備
を続ける必要がある。

• 連結と単独の分離

• 税会計と企業会計の分離
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日本の進路日本の進路

IFRSsの波は止まらない
コンバージェンスとアドプションは別物
ローカル基準を義務付ける市場は敬遠される?

日米欧の各基準の相互承認は夢か?

日本国籍の国際企業は、日本における連結決算にIFRSsの適用が
容認されれば、IFRSsの適用に動き出すのではないか?

aa
66%66%

bb
26%26%

cc
8%8% 出所：日本経団連によるアンケート調査結果

平成20年3月実施、調査対象66社、回答企業39社

a. 国際会計基準と日本基準の選択性とすべき
b. 選択性ではなく、いずれかの基準に統一すべき
c. その他
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日本の進路日本の進路

たかが会計。されど会計。



その一方で、
IFRSsの改正が進められている。

改正を検討中の項目

• Common control transactions
• Consolidation
• Emissions trading schemes
• Fair value measurement guidance
• Financial statement presentation
• Government grants
• IFRS for Private Entities [SME]
• Income taxes
• Insurance contracts
• Leases
• Liabilities
• Management commentary
• Post-employment benefits

(including pensions)
• Revenue recognition
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国際国際会計基準会計基準
退職後給付会計基準（退職後給付会計基準（IAS19IAS19））の改正の改正

第1フェーズ（2006年7月から4年間の予定）

緊急性のあるテーマに限定

① 表示と開示

② 給付建て（DB）と掛金建て（DC）の定義と、
キャッシュバランスプランに関する会計

③ スムージングと遅延認識

④ 清算と縮小の取扱い
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国際国際会計基準会計基準
退職後給付会計基準（退職後給付会計基準（IAS19IAS19））の改正の改正

第2フェーズ　・・・テーマ未定

下記はテーマ設定議論のタタキ台

① 給付額の計算式に基づく債務の認識

② 債務の評価

③ 年金資産と債務を母体企業の財務報告書に
両建て計上とするか、純額の表示か

④ DB費用の要素の分解

⑤ 複数事業主制度
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国際会計基準の改正の進め方国際会計基準の改正の進め方

適
用検討 意見の分析

公開草案
の公表

基準の公表

コメント

意見の分析論点整理
の公表

第1フェーズ
2008年3月27日

コメント 第1フェーズ
2011年?

第1フェーズ
2013年?

2006年7月

• 論点整理（Discussion paper）
予備的見解（Preliminary view）

• 公開草案（Exposure draft）
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国際会計基準の改正の進め方国際会計基準の改正の進め方
Membership of the Employee Benefits Working Group

名前 会社 国

Matthew Annable Barclay Global Investors 英国

Kim Bromfield KPMG 南アフリカ

韓 志現 教保生命保険株式会社 韓国

Manuel Peraita 国際アクチュアリー会 スペイン

Diana Scott Towers Perrin 米国

Ralph L Ter Hoeven Deloitte オランダ

Jim Verlautz 米国アクチュアリー会（アカデミー） 米国

Crispin Southgate Pentangle Pensions Consulting 英国

Hans Wagner AXA フランス

Uday Phadke Mahindra & Mahindra Limited インド

Regis Renard AON ベルギー

Zainal Abidin Mohd Kassim Mercer マレーシア

Frank D’Andrea Hydro One Inc カナダ

藤井 康行 住友信託銀行株式会社 日本

David Blackwood Yule Catto & Co plc 英国

Dane Mott J P Morgan 米国

Official observers
• 欧州財務報告アドバイザリー・グループ： European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) 

• 欧州委員会： European Commission (EC) 

• 証券監督者国際機構： International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

2008年7月30日現在
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論点整理（論点整理（discussion paperdiscussion paper））のの
ポイントと年金基金への影響ポイントと年金基金への影響

退職給付制度の分類法を変更
– キャッシュバランスプラン等とそれ以外の2種類に再分類

2つの分類で異なる会計処理

キャッシュバランスプラン等の債務評価は新方式

制度設計の選択・組合せに影響

年金資産運用の考え方に影響
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論点整理（論点整理（discussion paperdiscussion paper））の概要の概要

分類法を変更

現行 予備的見解

給付建て: DB(defined benefit) 給付建て: DB

（これは結局、最終給与比例のみ）

拠出ベース約定
（contribution-based promise）

拠出建て: DC(defined contribution)

キャッシュバランスプラン等

キャッシュバランスプラン等
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論点整理（論点整理（discussion paperdiscussion paper））の概要の概要

給付建て（DB）の会計処理

① 貸借対照表で即時認識

– 遅延認識は、複雑で分り難い。重要な情報が脚注開示
積立て超過であっても、貸借対照表では負債表示の場合あり

– 米国基準も英国基準も、貸借対照表では既に即時認識

– 今の基準は、むずかしくて、うちのおばあちゃんに説明できない

IASB 理事長 Sir David Tweedie 氏の講演（2008年4月21日、カナダ・トロント）より

I pick on pensions and leasing because these are two standards where existing 
accounting falls a long way short. Frankly, accounting is not rocket science. It is often 
said of the professions that they try to surround their activities with mystique to 
confuse the layman. Accounting standards can do more than that they frequently 
baffle many accountants so much so that few audit partners can complete an audit 
without relying on the advice of experts within the firm. My usual comment when 
confronted by many supporters of complicated accounting policies is: “Explain that to 
your granny”.

年金とリースを取り上げます。両者の現在の会計基準は、簡明ということからほど遠いものです。率直に
言って、会計というものは、ロケット科学ほどむずかしいものではありません。専門家についてよく言われ
ることは、彼らは自分たちの仕事のまわりに特殊技術の神秘的な雰囲気をめぐらせて、素人を困惑させ
ようとしているということです。会計基準ではもっとひどいかもしれません。会計基準がむずかしすぎるた
めに、会計監査事務所のパートナーの会計士であっても、事務所内のその分野のエキスパートのアドバ
イスなしに監査をおこなえる者はほとんどいないということもしょっちゅうです。複雑な会計基準を信奉する
人たちと話すときに、私がいつも言っていることは、「それを、あなたのおばあさんに説明してください」とい
うことです。

［藤井訳］
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論点整理（論点整理（discussion paperdiscussion paper））の概要の概要

貸借対照表で即時認識

・・・　先行する米国基準と英国基準に追いつこうとする面あり
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論点整理（論点整理（discussion paperdiscussion paper））の概要の概要

給付建て（DB）の会計処理

② 損益計算書での取扱いは、3案

1. 損益計算書で即時認識

– 損益計算書の中で、分解表示可

2. 包括利益で即時認識

– 損益計算書：勤務費用

– その他包括利益：勤務費用以外の全ての差異
一応、リサイクルなしの前提

3. 包括利益で即時認識

– 損益計算書：勤務費用、利息費用、年金資産の利息
損益計算書の中で分解表示可

– その他包括利益：それ以外の全ての差異
一応、リサイクルなしの前提
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包括利益とは包括利益とは
一計算書方式

包括利益計算書

売上高 xxx

売上原価 xxx

XXXX xxx

･・・・ …

XXXX xxx

当期利益 xxx

その他の包括利益 xxx

包括利益合計 xxx

二計算書方式

…･・・・

xxxXXXX

xxx売上原価

xxx売上高

xxx当期利益

xxxXXXX

損益計算書

xxx包括利益合計

xxxその他の包括利益

xxx当期利益

包括利益計算書

• 包括利益

• リサイクル

• 損益計算書重視　→　貸借対照表重視
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論点整理（論点整理（discussion paperdiscussion paper））の概要の概要

給付建て（DB）について 《私見》

① 即時認識は、簡明な処理
年金資産の時価変動や、割引率変動による退職給付債務の変
動が、貸借対照表に即時に影響

– 自己資本が不充分な企業では、影響大?

② 損益計算書では、遅延認識に代わるスムージング効果

– 第2案、第3案

③ 分解表示は、現在の日本基準の難点を解消
日本基準では、年金資産の時価変動や、割引率変動による退
職給付債務の変動が全て人件費に表示される

④ DBの債務評価のあり方を見直す前に、会計処理を変更するの
は順序が逆ではないか?
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論点整理（論点整理（discussion paperdiscussion paper））の概要の概要

拠出ベース約定（contribution-based promise）

① 定義：
実際の掛金または名目的掛金と約定された利息（市場連動ま
たは固定）に基づいて給付が約定されるもの

掛金型約定に含まれる制度 《一部推定》:

キャッシュバランスプラン

DC

平均給与比例制度

ポイント制

定額式も?
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論点整理（論点整理（discussion paperdiscussion paper））の概要の概要

拠出ベース約定（contribution-based promise）

② 債務評価： 公正価値（fair value）で評価

1. 将来の（名目的）掛金（=拠出クレジット）を考慮しない
評価基準日までの累積分に関する将来の給付のキャッシュフ
ローが評価対象

2. 公正価値は、将来キャッシュフローの現価額の確率加重平均

3. 割引率には信用リスクを加味
母体企業の信用リスクだけでなく、年金資産の額等を考慮
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論点整理（論点整理（discussion paperdiscussion paper））の概要の概要

拠出ベース約定（contribution-based promise）

③ 会計処理：

1. 損益計算書で即時認識

2. 勤務費用とそれ以外の差異の2つに分割
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論点整理（論点整理（discussion paperdiscussion paper））の概要の概要

拠出ベース約定（contribution-based promise）について《私見》

① DBと拠出ベース約定で、債務評価も会計処理も異なるとすれば、
定義が非常に重要　・・・大丈夫か?

② 公正価値による評価

1. DBと異なる評価方法とする理由は充分か?

2. 公正価値の計算は、実務にたえるか?

3. 退職給付債務が現行基準より減少する企業が多い

4. 年金資産運用に影響?

③ 会計処理

DBと異なる会計処理とする理由は充分か?
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各国の事情各国の事情
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現在の基準（現在の基準（IAS19IAS19））の悩みの悩み

1. キャッシュバランスプランにおいて、将来の昇給によって将来の給
付が増加するものまで、直線配分によって既発生債務として扱わな
ければならないのか?

2. 例えば、利息クレジットを株式インデックスの延び率と規定している
場合、IAS19の債務評価は過大ではないか?

株式の期待収益率

優良社債の利率
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現在の基準（現在の基準（IAS19IAS19））の悩みの悩み

3. キャッシュバランスプランにおいて、利息クレジットに最低保証をつ
ける制度の場合、IAS19の債務評価では最低保証の有無が反映
されない。

4. DCに利率保証をつける制度は、IAS19ではDBに分類されると思
われるが、それだと相当可笑しなことになる。
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統一と多様性統一と多様性

法制度・慣習は国ごとに様々
中でも、退職給付制度は雇用システムと密接な関係があり、文化や
歴史による違いが大きい

– 権利関係（受給権、請求権、優先順位、給付減額、・・・）

– 年金資産運用への企業の関与

原則主義の統一基準が、国ごとの多様性を飲み込めるかどうかチャ
レンジは続く

・・・・ 既にスケジュールは遅れ気味 ・・・・
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END OF PRESENTATIONEND OF PRESENTATION

本資料は、引用部分を除き、全て筆者の私見です。
いかなる目的であれ本資料の全部または一部の無断での使用・複製は、
固くお断り致します。
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