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Straight away

IFRS bulletin from PwC

19 July 2013 IASB が「概念フレームワーク」に関する
ディスカッション・ペーパーを公表

何が問題となっているか？

国際会計基準審議会（IASB）は、概念フレームワー

クに関するディスカッション・ペーパー（以下、「本デ

ィスカッション・ペーパー」）を公表しました。IASBは、

将来の作業計画に関するインプットを得るために公

開協議で得られたフィードバックに対応して、当概念

フレームワーク・プロジェクトを 2012 年に再開しまし

た。多くのコメント提出者は、概念フレームワークを更

新する作業に、IASBが高い優先順位を置くべきであ

ると回答していました。

現行の概念フレームワークは、当初 1989年に公表さ

れましたが、IASBは、これを置き換えるプロジェクトを

2004 年に着手しました。その後、一時中断されるまで

の間に、「一般目的財務報告の目的」と「財務情報の

質的特性」に関する 2つの概念フレームワークの各章

を公表し、2010年には、「報告企業」に関する公開草

案を公表しました。

主な問題は？

本ディスカッション・ペーパーでは、これまでの作業

で扱われていなかった重要な領域についてのフィー

ドバックを求めています。IASBは、いくつかの領域に

ついては予備的見解を表明していますが、それ以外

の領域については見解を表明していませんでした。

概念フレームワークの目的および位置づけ

本ディスカッション・ペーパーは、概念フレームワーク

が IFRS の開発および改訂の際に用いるべき首尾一

貫した原則を識別することによって、IASB を支援す

ることを主要な目的として提案しています。また、概

念フレームワークは、他の利害関係者が IFRS を理

解および解釈する場合にも役立つと考えられます。

概念フレームワークと整合しない新規または改訂ガ

イダンスが公表される場合には、その趣旨の説明が

必要とされることになります。

財務諸表の構成要素

本ディスカッション・ペーパーは、財務諸表の主要な

構成要素を定義しています。まず、資産および負債

について、その定義と認識規準について、蓋然性の

閾値を設定しないことを提案しています。さらに、推

定的債務の定義、および、条件付負債と関連して

「現在の」債務の意味を検討することを求めています。

認識または認識の中止

本ディスカッション・ペーパーは、資産および負債の

認識について目的適合性がない（もしくは、そのコスト

を正当化する十分な目的適合性がない）場合でない

限り、また、いかなる測定も十分に忠実な表現となら

ない場合でない限り、すべての資産および負債を認

識することを提案しています。企業は、資産または負

債が認識規準を満たさない場合には認識を中止しな

ければなりません。

資本（持分）と負債の区分

本ディスカッション・ペーパーは、「資本」とは「企業

のすべての負債を控除した後の資産に対する残余

持分である」という現行の定義を維持しています。し

かし、各クラスの資本を「再測定」し、それらの再測定

値をクラス間の富（wealth）の移転として認識すること
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を提案しています。また、資本性金融商品を発行す

る債務、および清算時のみに発生する債務の分類

に関するフィードバックを求めています。

測定

本ディスカッション・ペーパーでは、測定の目的は

「目的適合性のある情報の忠実な表現に寄与するこ

と」と記述されています。IASB の予備的見解は以下

のとおりです。

• 単一の測定方法では、目的適合性のある情報

が提供されない可能性がある。

• 特定の測定方法の目的適合性は、資産または負

債が将来のキャッシュ・フローに与える影響を、利

用者がどのように評価するかによって左右される。

• 特定の測定方法に係るコストは、その情報の報

告により得られる便益によって正当化されなけれ

ばならない。

• 用いられる測定方法の数は、目的適合性のある

情報を提供する上で必要最低限の数でなけれ

ばならない。

表示および開示

本ディスカッション・ペーパーは、「表示」と「開示」を

区別しています。また、どのような情報を注記に記載

することが適切なのか、その伝達はどのように実施す

べきかに関する説明など、開示の目的を説明してい

ます。この提案は、IASB が現在実施中の開示に関

する作業を補完するものです。

その他の包括利益

本ディスカッション・ペーパーは、その他の包括利益

の中に何を認識しなければならないかを判定するた

めに 2 つの方法を提案しています。また、IASB は、

「純損益」の小計について具体的な要求事項がなく

リサイクリングしないとする単一計算書アプローチと

いうオプションがあることも認めています（ただし、こ

れを支持していません）。

その他の領域

本ディスカッション・ペーパーは、概念フレームワーク

が、事業モデル、会計単位、継続企業、および資本

維持などのその他の基本概念をどのように扱うべき

かについてフィードバックを求めています。また、現

行の概念フレームワークでは、特にすでに完成して

いる章については、受託責任（stewardship）、信頼性、

健全性にどのように対処しているかなどについて、コ

メントの提出が求められています。

影響を受ける企業は？

概念フレームワークは、財務報告のすべての利害者

に関連性があります。概念フレームワークの主な目的

は、IASBによる基準設定プロセスの支援であるため、

今後の会計基準開発に影響を与えることになります。

次のステップは？

コメント提出期限は、2014 年 1月 14 日ですので、

本提案を十分に検討した上でコメントを提出すること

ができます。

ディスカッション・ペーパーのフェーズが完了した後

のステップは公開草案と最終化された概念フレームワ

ークの公表です。ただし、その後においても、現行基

準のいずれにも即時の変更が行われるわけではあり

ません。概念フレームワークは、新基準の開発および

現行基準の改訂の基礎になるものですが、同一の新

しい概念フレームワークに基づいてすべての IFRS が

作成されるまでには、相当の期間を要するでしょう。
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