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国際財務報告基準（IFRS）への移行を検討している国々において、最近いくつかの興味深い進展がありました。

米国証券取引委員会（SEC）は、米国の財務報告システムへIFRSを組み込むかどうか、また、いつ、どのように

組み込むかを2011年後半に決定する予定です。日本の金融担当大臣は、日本はIFRSへの移行を2014年から

2016年まで先延ばしにする可能性があると示唆しました。インドは、当初提案していた移行日を経過しているに

も関わらず、何も言及していません。PwCグローバルのチーフアカウンタント John Hitchinsは以下の個人的見

解を示しています。 

 

 

5月に公表された SECのスタッフ・ペーパーは、5～7年以上にわたって IFRS を米国会計基準（US GAAP）へコ

ンバージェンスするため、基本的にエンドースメント・アプローチによる移行計画を提案しました。米国は「完全版

IFRS」と「米国がエンドースした IFRS」との間に差異が生じることを回避する方向で進めると思われますが、米国

財務会計基準審議会（FASB）は稀に IFRS を変更または補足することができます。このスタッフ・ペーパーでは、

SECがこのアプローチに従うことは未だ決定していないと強調していますが、このアプローチおよびその他のア

プローチに関する関係者のコメントを 2011年 7月 31日まで募集しています。もし意見がある場合は、コメントを

お寄せください。 

 

このスタッフ・ペーパーは、大きく異なるいくつかの反応を引き起こしています。ある人々は、IFRSへ移行する利

点を米国企業に納得させる難しさを認識しています。数年以上にわたる「ゆっくりとゆっくりとした」アプローチは

そのような企業を徐々に説得する可能性があります。一方である人々は、さらなる「エンドースメント・プロセス」は

避けたいと望んでいます。また、もし米国が活発なエンドースメント・プロセスを設ける場合には、ヨーロッパまた

はその他の地域において独自の承認プロセスを強化しなければならないと考えています。私は、何段階にもわ

たるエンドースメントと例外措置は、プロセスに時間をかける結果となることから、支持していません。しかしながら、

この手法を認めることで、米国が単一でグローバルなIFRS基準をもつという究極の目標に到達する唯一の方法

であるかもしれないと考えています。一気にIFRSに移行したい米国企業には、自主的な早期適用が認められる

ことは有益なものとなるでしょう。 

 

米国がこのアプローチを導入する場合は、IFRSを導入する国々にどのような影響を与える可能性があるでしょう

か。私は、以前、米国がその決定を公表するまでは、いくつかの国がIFRSの完全な導入をコミットする可能性が

低いことに言及しています。日本、インドならびに中国は、米国の計画がIFRS導入の完全性やスピードに影響を

与える可能性がある典型的な事例となります。 

 

インドは、2008年の G20において、2011年 4月までに IFRSにコンバージェンスすることをコミットしました。しか

し、基準は未だ法的なフレームワークに含まれていないので、移行の遅延に関する正式な公表は行われていま

せんが、インド企業のロビー活動は望ましい結果を得たものと思われます。これまでに公表されているコンバー

http://www.sec.gov/spotlight/globalaccountingstandards/ifrs-work-plan-paper-052611.pdf
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ジェンスされたインドの会計基準にもまた、多数のカーブアウト（適用除外）およびカーブイン（部分的適用）があ

ります。おそらくさらなる移行の遅延が、これらの例外を排除する時間を与えることになるでしょう。 

 

2011年6月、日本の金融担当大臣の声明はIFRS導入の先延ばしを検討していることを示唆しました。日本の経

済界は、東日本大震災の余波に対処するための期間の猶予を求めています。現時点では、そのような決定はま

だなされておらず、原案どおり金融庁（FSA）は2012年に移行に関する決定をすると私たちは考えます。私は、

短期間で移行する可能性はまだありますが、米国の移行期間の延長の提案および大企業からの移行の遅延要

求が日本の判断に影響を与えていると確信しています。 

 

私は、他の移行地域がIFRSへの移行に関してより明確にできるように、SECが予定どおりに2011年にIFRSへの

移行計画を決定することを願っています。もちろん、SECは、リース、金融商品ならびに収益の最終基準が公表

されるまで決定を保留することを望むかもしれません。そのような場合には、私たちにはまだ長い道のりが待って

いることになります。 

 

当文章はJohn’s IFRS blogにおいて公表されたものです。IFRS blog通信に登録するためには、

on-line.presence@uk.pwc.comへメールを送信してください。 
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