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概要 

要点 

 2011年11月16日、米国証券取引委員会（SEC）の主任会計士室（SECスタッフ）は、2つのスタッフ・ペ

ーパーを公表しました。1つめのスタッフ・ペーパーは、米国会計基準（US GAAP）と国際財務報告基

準（IFRS）のフレームワーク間の差異をまとめたものであり、2つめのスタッフ・ペーパーは、実務におけ

るIFRSの適用状況を分析したものです。これらのスタッフ・ペーパーは、IFRSを米国の財務報告制度

に組み込むかどうか、またいつどのように組み込むかという点についてのSECの決定に関連する検討

事項を分析するというSECスタッフのワーク・プランに基づき公表されました。 

 US GAAPとIFRSの間には、重要な差異が存在しています。US GAAPは、より規則に基づいている傾

向があり、詳細な業種別のガイダンスを含んでいます。一方、IFRSはより原則主義であり、あらゆる業

種に適用可能であることを意図しています。 

 また、地域および業種間においても、IFRSの適用状況に差異が存在します。従前の報告要件または

IFRSに含まれる選択肢によって、このような多様性が発生している可能性があります。 

 SECは以前、米国公開企業による国際基準の将来の使用に関して、2011年に決定する予定であると

述べました。これらのスタッフ・ペーパーにおける分析はこの将来の決定に役立つものではありますが、

調査結果は決定力のあるものではありません。 

主な内容 

.1 スタッフ・ペーパー「米国会計基準とIFRSの比較」は、国際会計基準審議会（IASB）によるIFRSが既存

の米国会計基準（US GAAP）と異なる領域のリストを提供しています。 

.2 このスタッフ・ペーパーにおいて、SECスタッフは、2010年6月30日現在の会計基準コード化体系（ASC）

に含まれるUS GAAPの会計上の要求事項と2010年1月1日現在のIASBが公表するIFRSの会計上の要求

事項を比較しています。このレビューは、FASBとIASB（両審議会）の間で進行中の基準設定に関する共同

プロジェクトの対象となる基準、およびSEC解釈指針とその他の管轄区域の解釈指針の要件の分析は省略

しています。 
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PwCの見解： 

FASBとIASBが現在進行中である共同の基準設定プロジェクトは、このレビューにおいて評価される基

準に含まれていません。SECがIFRSに関して最終的にどのような判断をしようとも、これらのプロジェクト

の進捗状況は重要なものです。ほぼ完了しているリースや収益認識のプロジェクトのように、進行中の

多くのプロジェクトについて、両審議会は実質的にコンバージェンスする段階まで到達しています。し

かしながら、共同プロジェクトは、すべての領域においてコンバージェンスされるとは限りません。金融

商品に関しては、貸借対照表上の相殺において異なる対応が生じ、特に困難な領域となっています。

さらに、両審議会は、ヘッジ、減損処理、分類、および測定のような金融商品に関する論点において、

コンバージェンスの達成に向け熱心に取り組んでいます。共同の基準設定プロジェクトに関する最新

のアップデートについては、PwCの「Setting the standard」（2011年12月発行）をご参照ください。 

また、後述するIFRSとUS GAAPの間の差異の多くは、PwCの『IFRS and US GAAP: similarities and 

differences』においても取扱っています。これは現在IFRSとUS GAAPの間に存在する広範な差異に関

する理解を深めるためにPwCが作成しているものです。 

 
.3 スタッフ・ペーパー「IFRSの実務に関する分析」は、実務におけるIFRSの適用状況に関するSECスタッ

フの調査結果を要約したものです。このスタッフ・ペーパーの目的は、米国の財務報告制度にIFRSを組み

込む場合に、米国の投資家が最終的に世界中の発行体からの財務情報の比較可能性から便益を得るか

どうかについて、SECが判断するのを支援することです。このスタッフ・ペーパーは、企業の売上高に基づく

ランキングである2009年度「フォーチュン・グローバル500」にランクインしており、かつ、IFRSに従って財務

報告をしている183社の企業の財務諸表を分析しています（内、SEC登録企業は現在47社）。調査の対象

は、幅広い業種をカバーしており、約80％が欧州連合（EU）を本拠地とする企業です。また、このスタッフ・

ペーパーには、SECの企業財務部の開示レビュー・プログラムにおいてコメントされる頻度の高い領域につ

いての要約が含まれています。 

.4 SECスタッフの調査結果は、さまざまな地域でのIFRS適用の多様性を示すいくつかの差異はあるもの

の、レビューした財務諸表は概ねIFRSに準拠していると見受けられると述べています。この多様性は、IFRS

に含まれる選択肢や、IFRSを補足するために過去に適用した自国または規制当局のガイダンスに基づく

実務が原因で生じている可能性があります。これにより、国内の首尾一貫性は促進しますが、グローバルな

レベルでの比較可能性は低下する可能性があります。 

.5 この分析は、財務諸表の開示において透明性や明瞭性を高める必要があることも指摘しています。こ

れは、重要な見積り、主要な仮定、および公正価値情報の会計上の開示の強化が、投資家の財務諸表に

関する全般的な理解をさらに助けるであろうことを意味しています。 

PwCの見解： 

調査結果は、概ね関連ガイダンスに関するPwCの理解と首尾一貫したものでした。SECスタッフの総合

的な評価は、US GAAPとIFRSの間の多様性のいくつかの重要な側面を認識しています。 

  

http://cfodirect.pwc.com/CFODirectWeb/Controller.jpf?ContentCode=KOCL-8MYP68&SecNavCode=ASPP-4WBLAQ&ContentType=Content
http://cfodirect.pwc.com/CFODirectWeb/Controller.jpf?ContentCode=KOCL-8MYP68&SecNavCode=ASPP-4WBLAQ&ContentType=Content
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主な規定 

米国会計基準とIFRSの比較 

.6 このスタッフ・ペーパーは、米国会計基準（US GAAP）とIFRSの間の2つの基本的な差異を取り上げて

います。 

 IFRSは、業種にまたがる取引を会計処理するための幅広い原則を有しており、一般的なガイダンスに

対する例外は限定的である。一方、US GAAPは、包括的な業種別および取引別のガイダンスを有し

ている。 

 IFRSとUS GAAPの概念フレームワークに差異がある。 

PwCの見解： 

US GAAPとIFRSの概念フレームワークには、2つの基本的な差異が存在します。それは、（1）権威

の水準と、（2）資産および負債の定義です。IFRSにおいては、概念フレームワークは、基準または

解釈指針が存在しない場合に適用されます。一方、 US GAAPの概念書は、権威のあるガイダンス

ではありません。US GAAPの概念書は、発生する可能性を要件として資産または負債を定義して

います。一方で、IFRSは、資産または負債の認識に発生の可能性だけでなく、認識に先立って費

用または価値が確実に測定可能であることを要求しています。FASBおよびIASBは、これまで概念

フレームワークのプロジェクトに共同で取り組んでおり、表示と開示の原則が将来このプロジェクト

に含まれるであろうと考えられています。 

 

.7 以下では、SECスタッフによるUS GAAPとIFRSの類似点および差異に関する評価結果であるスタッフ・

ペーパーから抜粋した差異を要約しています。ただし、スタッフ・ペーパーで指摘されているUS GAAPと

IFRSの差異のすべてを網羅するものではありません。 

会計上の変更および誤謬の訂正 

.8 ASCトピック250「会計上の変更及び誤謬の訂正」は、以前に発行した過年度の財務諸表の訂正およ

び再発行を要求しています。一方、国際会計基準（IAS）第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤

謬」は、過去事業年度の財務諸表を再発行せずに、翌事業年度以降に発行する財務諸表において重要

な誤謬を遡及的に訂正することを企業に要求しています。 

リスクおよび不確実性 

.9 ASCトピック275「リスク及び不確実性」およびIAS第1号「財務諸表の表示」は、リスクおよび不確実性の

開示を扱っています。原則に関しては全般的に類似していますが、ASCトピック275は、一定の集中に起因

する脆弱性、および翌事業年度に大幅な変更が予想される見積りと不確実性について、具体的な開示を

要求しています。一方、IFRSは、翌事業年度中に資産および負債に重要な修正を加える原因となる重要

なリスクを伴う将来に関してなされた仮定に関する情報の開示を要求しています。 

セグメント報告 

.10 US GAAPとIFRSは、セグメントに関する開示要件の大部分に関して共通していますが、いくつかの要

件は異なっています。たとえば、ASCトピック280「セグメント報告」は、管理者が、地域および製品やサービ

スなど、2つないしそれ以上の重複する組み合わせの構成単位に責任を負う場合に、製品やサービスに基

づく事業セグメントを財務諸表に表示することを企業に要求しています。また、US GAAPは、総利益率に加

えて、事業セグメントの集約を検討する際の、追加的な定量的規準も提供しています。IFRS第8号「事業セ
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グメント」は、企業の基本原則に基づき事業セグメントを決定することを企業に要求していますが、事業セグ

メントの集約のための適用ガイダンスは提供していません。 

現金および現金同等物 

.11 IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」とASCトピック305「現金及び現金同等物」は、現金および現金同

等物に関して同様に定義していますが、IFRSの要件はUS GAAPほど細かく記述されていません。この結果、

マネー・マーケット・ファンドのような特定の金融商品は、IFRSにおいては現金同等物として適格ではない

かもしれません。一方、満期が3カ月以上先の特定の投資は、IFRSでは現金同等物として適格かもしれま

せんが、US GAAPにおいては適格ではないかもしれません。 

.12 IFRSでは、特定の状況において貸借対照表およびキャッシュ・フロー計算書上で銀行の当座借越を

現金および現金同等物に含めることは認められています。US GAAPは、純当座借越のポジションを負債と

して貸借対照表に表示することを要求しており、純当座貸越ポジションの増減は、通常、キャッシュ・フロー

計算書において財務活動に分類されます。 

その他の投資 

.13 ASCトピック323「投資―持分法及びジョイント・ベンチャー」は、ジョイント・ベンチャーとして適格である

投資の会計処理に持分法を使用することを要求しています。ASCトピック932「採掘活動―石油及びガス」

において許容されるような一定の状況においては、業種別のガイダンスが比例連結を認めています。IFRS

第11号「共同支配の取決め」（2013年1月1日発効）においては、共同支配の取決めは、事実および状況に

応じて、ジョイント・ベンチャーまたは共同支配事業に分類される可能性があります。ジョイント・ベンチャー

は、会計処理に持分法を使用することを要求し、一方、共同支配事業は、資産および負債の比例持分を

計上する結果となります。 

.14 IFRSは、会計処理において持分法を適用する際に、報告期間を同じくする財務諸表を作成することが

実務的に不可能な場合、投資先が作成する異なる報告期間の財務諸表を使用することを許容しています。

しかし、これは、報告期間の末日の差異が3カ月以内の場合に限られています。この期間中に重要な事象

が発生する場合は、調整を行う必要があります。US GAAPでは、異なる報告期間の財務諸表の使用を許

容しており、実務的に不可能という条件を含めてはいません。報告期間の差異も制限していませんが、差

異の期間中の重要な事象を開示することを要求しています。 

.15 IFRSは、投資家およびその持分法適用会社に、首尾一貫性のある会計方針を使用することを要求し

ています。US GAAPでは、連結財務諸表における調整を行わずに、US GAAPに準拠しているいかなる方

針を選択することも可能です（たとえば、持分法適用会社は、その親会社と異なる棚卸資産の原価計算方

法を使用する可能性があります）。 

棚卸資産 

.16 IAS第2号「棚卸資産」とASCトピック330「棚卸資産」は共に、当初は棚卸資産を取得原価で計上し、事

後的に減損テストを行うことを要求しています。評価方法および算定には差異が存在します。たとえば、US 

GAAPは、IFRSで認められていない後入先出法（LIFO）を許容していますが、IFRSで認められている過去

に計上された減損の戻入れを禁止しています。 

無形資産およびのれん 

.17 ASCトピック350「無形資産―のれん及びその他」は、無形資産を原価モデルで計上し、事後的に償却

しなければならない（適切である場合）と規定している。一方、IAS第38号「無形資産」は、再評価モデルを

適用するという会計方針の選択を許容しています。 
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.18 のれんは、IAS第36号「資産の減損」に基づいて資金生成単位に配分されます。資金生成単位は、そ

の他のグループからのキャッシュ・フローとは概ね独立したキャッシュ・フローを生成させる資産グループの

最小単位です。減損の識別および測定には、帳簿価額と回収可能価額を比較する1つのステップのテスト

を資金生成単位に適用します。 

.19 一方、US GAAPでは、のれんは報告単位に配分されます。報告単位は、事業セグメントまたはその構

成要素です。のれんの減損評価では、2つのステップのテストを適用します。（1）公正価値が報告単位の帳

簿価額を下回るかどうかを判断し、（2）公正価値が帳簿価額を下回った場合は、「購入価格の配分」アプロ

ーチを使用してのれんの減損額を算定します。 

有形固定資産 

.20 IAS第16号とASCトピック360は、共に基準の名称が「有形固定資産」であり、当初は有形固定資産を

取得原価で資産計上し、事後的に耐用年数にわたり償却するという要件の大部分が類似しています。複

数の構成要素を有する資産項目の減価償却処理、残存価額の再評価、およびIFRSにおける再評価モデ

ルの選択肢等に関して差異が存在します。また、減損モデルにおいても、前述の「無形資産およびのれん」

と同様の差異が存在します。IFRSにおける1つのステップの減損テストでは、資産の帳簿価額が回収可能

価額を超える部分が減損損失として算定されます。US GAAPにおける2つのステップの減損テストでは、（1）

個別の資産（または資産グループ）の割引前将来キャッシュ・フローとその帳簿価額を比較し、（2）帳簿価

額と公正価値を比較することにより減損額を算定します。 

負債および偶発事象 

.21 ASCトピック450「偶発事象」とIAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」の差異の1つに、「可能性

が高い（Probable）」の定義があります。「可能性が高い」は、IFRSにおいては、「起こる可能性が起こらない

可能性よりも高い（more likely than not to occur）」と定義されており、一般的に50%より高い可能性を意味す

ると考えられています。一方、US GAAPにおいては、「将来の事象が発生する見込みがある」と定義されて

おり、一般的に50%よりかなり高い比率として解釈されています。また、偶発損失を計上する場合、IFRSでは、

支出の「最善の見積り（best estimate）」が計上され、一方、US GAAPでは、他の金額に比べてより適切な見

積り金額を使用することが要求されます。最後に、貨幣の時間価値が重要である場合、IFRSは、リスク要因

を反映した税引前割引率で負債を割り引くことを要求しており、一方、US GAAPは、一般的に割引くことを

認めていません。 

.22 ASCトピック410「資産除去及び環境債務」では、資産除去債務に関連する経済的資源の流出の蓋然

性が負債の測定に含まれます。一方、IFRSにおいては、その蓋然性は負債の認識に反映されます。また、

IFRSでは、再測定時にキャッシュ・フローの金額とタイミングを考慮し、報告期間毎に割引率を調整するた

め、事後測定においても差異が存在します。US GAAPにおいては、債務に追加されるキャッシュ・フロー増

加分に対して現在の割引率のみを使用します。 

.23 また、リストラクチャリングまたは撤退費用の会計処理にも差異が存在します。IFRSでは、リストラクチャ

リング計画全体に着目しているのに対し、ASCトピック420「撤退又は処分費用債務」では、計画の個々の

構成要素が評価されます。これにより、IFRSにおいては認識のタイミングが早くなる可能性があります。 

負債性金融商品 

.24 ASCトピック470「負債性金融商品」およびIAS第39号「金融商品：認識及び測定」は全般的に類似して

おり、大部分の金融商品を償却原価（一定の金融商品の公正価値オプション有）で計上する要件、および

発生ベースでの利息の認識方法を含んでいます。債務の発行費用、条件変更、および消滅の処理、なら

びに借換えまたは債務の契約条項に違反した場合の表示方法に差異が存在します。 
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退職後給付 

.25  ASCトピック715「報酬―退職給付」およびIAS第19号「従業員給付」は、共に純年金資産または負債

の認識を要求していますが、勤務期間に対する給付の配分および制度資産の定義に差異が存在していま

す。また、US GAAPは、資産または負債を財務諸表において、流動または非流動に分類する規準を規定

しています。US GAAPは、費用の構成要素をすべて集約し、機能別に分類することを要求していますが、

IFRSは、このような表示のガイダンスを含んでいません。 

研究および開発 

.26 IAS第38号では、開発費用は、一定の条件を満たすと資産計上されますが、ASCトピック730「研究開

発費」では、研究および開発費用は、原則として発生時に費用として計上されます。 

法人所得税 

.27 ASCトピック740とIAS第12号は、共に基準の名称が「法人所得税」であり、資産・負債アプローチを用

いて法人所得税を会計処理することを要求しています。IAS第12号は、資産および負債を納付の予想額で

計上することを要求しており、不確実な税務ポジションについては個別に取り扱っていません。 

.28 US GAAPは、繰延税金をまず全額認識し、繰延税金資産が回収されない可能性が回収される可能性

よりも高い範囲について、評価性引当金で減額することを要求しています。IFRSでは、将来、一時差異を

使用するのに十分な課税所得が得られる可能性が高いとみなされた時に繰延税金資産は認識され、関連

する評価性引当金を伴う総額でなく、回収されるとみなされる純額で測定されます。 

企業結合 

.29 ASCトピック805およびIFRS第3号は、共に基準の名称が「企業結合」であり、資産、負債、および非支

配持分を公正価値で計上する取得法を使用することを要求しています。しかしながら、IFRSは、公正価値

で非支配持分を測定せずに、識別可能な純資産の非支配持分保有者の持分割合で非支配持分を計上

する選択肢を許容しています。 

IFRSの実務に関する分析 

.30 2つめのスタッフ・ペーパーにおいて、SECスタッフは、2009年度フォーチュン・グローバル500にランク

インしている183社のIFRS適用財務諸表を分析しています。この分析に基づいて、SECスタッフは、企業の

財務諸表は概ねIFRSの要求事項に準拠していると思われると判断していますが、財務諸表の透明性や明

瞭性を高める必要があることを指摘しています。また、IFRS適用の多様性が、さまざまな国や業種間の財務

諸表の比較可能性に課題を与えていると述べています。以下に、この分析において、複数の企業に関連

のあった項目を中心とする、SECスタッフの主要な考察を論点ごとに要約しています。 

会計原則 

.31 SECスタッフは、分析において、企業の20%は会計方針の開示の一部として、国内のガイダンスに言及

していることに注目しました。これは主にIAS第8号によるもので、企業は、明確にIFRSが適用される取引に

対してIFRSを適用すべきであると規定しています。具体的な基準が存在しない場合は、企業はまず、類似

の論点に関連するガイダンスを考慮し、次にIFRSのフレームワークを考慮する必要があります。IFRSと矛盾

しない場合には、業界の慣行または国内のガイダンスなども利用することができます。 

.32 SECスタッフの調査によると、会計方針の開示は全般的に、IFRSの特定の要求事項に準拠するだけ

では利用者が取引および他の事象を理解するのに不十分である場合に開示を提供することを企業に要求

しているIAS第1号と整合したものでした。しかしながら、SECスタッフは、詳細な会計方針の開示について、

特に具体的な要件がIFRSに存在しない場合に、相当の多様性があること、および、会計方針の開示が明
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確でないことについて指摘しています。SECスタッフは、以下の事例をあげています。 

 規模と内容から追加的な開示が必要であると考えられる取引に対する開示が不足している 

 企業は、特定の取引に対する基準または方針の適用方法について説明していない 

 複数の要件を満たす必要がある場合、企業は、特定の認識または測定の要件のみを強調している 

 財務諸表において認識されている金額に最も重要な影響を及ぼす経営者の判断が開示されていない 

.33 SECスタッフは、現在または過去のSEC登録企業の財務諸表の透明性、IFRSへの準拠、および開示

の明確性に関しては発見事項が尐ないとしています。これは、これらの企業が現在または過去にSECスタッ

フによる開示レビュー・プログラムの対象となっていたことに起因しているかもしれません。この開示レビュ

ー・プログラムの対象となる企業の財務諸表は、SECスタッフより受けたコメント、または、今後予想されるコ

メントが既に織り込まれているかもしれません。 

PwCの見解： 

SECスタッフは、IFRSとUS GAAPは、一般的に、選択した会計方針の説明のみを企業に要求している

ことを認識しています。IFRSおよびUS GAAPには通常、特定の会計基準をどのように満たしているかを

詳細に説明することを企業に求める明確な要件が含まれていません。規制当局としてのSECのコメント

は、時には企業が関連する会計基準をどのように遵守しているかに焦点をおいています。このスタッ

フ・ペーパーでは、適用の多様性を示す多くの分野を取り上げていますが、これらの多様性は企業の

財務諸表の会計方針の開示において特定の基準を適用する方法を十分詳細に説明していないこと

が原因であるかもしれません。 

 

財務諸表の表示 

.34 IFRSは、財務諸表の様式を明示していないため、SECスタッフは、財務諸表の形式、内容、および表

示における多様性を指摘しています。SECスタッフによると、国の規制に基づいた財務諸表が多く見受けら

れています。表示の違いが必ずしもIFRSに反するわけではありませんが、国際的な実務の多様性の原因と

なっています。 

.35 IFRSは、性質または機能のいずれかに基づく最も適切な方法で、損益計算書に費用を表示すること

を企業に認めています。SECスタッフは、費用の報告を、性質別に行う企業と機能別に行う企業は半数ず

つであると説明しています。IFRSで要求している費用を機能別に報告している企業の約3分の1は、機能別

に分類した金額の性質を開示していません。 

.36 IFRSは、追加の表示科目、見出し、および小計が、財務諸表利用者が企業の財務実績を理解する上

で必要であるかどうかの判断を企業にゆだねています。SECスタッフは、損益計算書上の小計の内容が多

様であること、および使用されている18の異なるタイプの小計に注目することにより、小計に含む、または、

小計から除外する表示項目を決定する根拠を確認しています。さらに、SECスタッフの調査によると、損益

計算書の小計、特定の表示を除外した損益計算書の様式、および損益計算書と並行した追加の情報の表

示は、SEC登録企業よりもそれ以外の企業で一般的です。 
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PwCの見解： 

財務諸表の表示の多様性、たとえば、貸借対照表の表示項目の配列または損益計算書の小計の違

いなどは、XBRL（eXtensible Business Reporting Language）を使用することで効果的に対処できる可能

性があります。XBRLを使用することにより、企業は、従前の形式に基づく財務諸表を継続して表示す

ることが可能となり、一方、投資家は、一貫性のある情報を容易に入手しフォーマットすることが可能と

なります。 

 
.37 SECスタッフは、保険業界の企業間において、営業損益の表示の多様性を報告しています。具体的

には、再保険者に渡した保険料を収益からの減額として表示している企業もあれば、当該金額を支払引受

費用の一部として分類している企業もあります。SECスタッフはまた、保険業界の企業間における受取利息

および支払利息、ならびに資産の減損費用の表示の多様性も指摘しています。 

.38  SECスタッフは、キャッシュ・フロー計算書の表示の著しい差異を報告しています。IAS第7号は、キャッ

シュ・フロー計算書を営業活動、投資活動、および財務活動に分類することを要求していますが、いくつか

の企業はこの様式を利用していません。SECスタッフはまた、現金同等物に分類される項目に多様性が見

られ、営業キャッシュ・フロー算定の出発点として用いる純利益にはおよそ10種類の形態があることを指摘

しています。 

.39  SECスタッフはまた、いくつかの企業は、要求された開示を財務諸表の外で表示していることを報告し

ています。たとえば、銀行業界における企業の半数が年次報告書の他のセクションに金融商品に関する開

示の一部または全部を掲載していることをSECスタッフは指摘しています。これらの開示が監査済みである

かどうかは、多くの場合、明確ではありません。 

資産の会計処理 

棚卸資産 

.40 IAS第2号は、棚卸資産が現在の場所および状態に至るまでに発生する費用を含む、購入に関連する

すべての費用を棚卸資産の取得原価に含めることを要求しています。SECスタッフは、大半の企業は、棚

卸資産として資産計上される費用の内容を明示していないと述べています。SECスタッフは、棚卸資産の

分類の多様性も報告しています。具体的には、棚卸資産を流動資産と分類している企業もあれば、非流動

資産と分類している企業もあります。さらに、SECスタッフは、流動資産に分類されている一部の資産につ

いては非流動資産の分類のほうが適切である可能性があると指摘しています。 

無形資産 

.41 IAS第38号は、無形資産の定義を規定しており、自己創設無形資産を特定の要件に該当した場合に

認識するよう要求しています。SECスタッフは、多くの企業は、無形資産として資産計上している費用の内

容を明確にしていないことを指摘しています。 

.42 また、IAS第38号は、無形資産の耐用年数が確定できるか確定できないかを査定することを企業に要

求しています。SECスタッフは、いくつかの企業は無形資産の耐用年数は確定できると判断しており、一方

では、同種の無形資産の耐用年数を確定できないと判断する企業があることを報告しています。SECスタッ

フは、多くの企業がブランドについて耐用年数が確定できない無形資産と認識しているのに対し、耐用年

数が確定できる無形資産として開示している2つの企業の事例を示しています。 
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.43 IFRSは、排出権の会計処理を個別に取り扱っていません。SECスタッフは、いくつかの企業にとっては

関連があると考えられる排出権について、大半の企業はその会計方針を取り上げていないことを報告して

います。 

資産の減損 

.44 IAS第36号は、資金生成単位ごとに資産の減損を評価することを要求しています。IAS第36号はまた、

資金生成単位の使用価値、売却費用控除後の公正価値、キャッシュ・フローが予測される期間、および割

引率を見積もるために使用する仮定の広範な開示を要求しています。大部分の企業は、この分野を財務

諸表で認識する金額に最も影響を与える会計方針の一つとして識別しています。しかしながら、SECスタッ

フは、いくつかの仮定は開示されておらず、資金生成単位として定義されている内容のレベルにかなりの

多様性がみられることを指摘しています（たとえば、事業セグメント、事業セグメントより1レベル下など）。 

金融商品 

.45 SECスタッフは、主に銀行業界の企業を中心に金融商品の会計処理を調査しています。分析を行っ

た183社のうち、38社は銀行業界の企業です。分析を行った183社に含まれるすべてのSEC登録企業は

SECの企業財務部の開示レビュー・プログラムの対象ともなっています。開示レビュー・プログラムの対象で

あるIFRSを適用する登録企業の60%以上が金融商品の会計処理に関してコメントを受け取っています。 

.46 SECスタッフは、活発な市場で取引されないために、公正価値を信頼性をもって測定できないため取

得原価で測定される特定の資本性金融商品に関する開示が欠如していると報告しています。これらの開

示には、なぜ市場が活発でないと考えられたのかの説明が含まれていません。 

.47 SECスタッフは、ヘッジ会計を適用している多くの企業は、ヘッジの有効性を判定する方法を開示して

いないと指摘しています。また、いくつかの企業は、キャッシュ・フロー・ヘッジから生じる損益に認識する非

有効部分も開示していません。さらに、SECスタッフは、いくつかの企業は、金融商品の会計処理について

自国のガイダンスに依拠していると指摘しています。特に、欧州連合の銀行業界におけるいくつかの企業

が、IAS第39号のヘッジ要件を適用する際に、欧州連合の「カーブアウト」を適用している事例をあげていま

す。 

.48 SECスタッフは、貸付金の減損の認識に関する会計方針、貸付金の潜在的な減損の有無を検討する

際に考慮される要因、内部格付の割当方法、および考慮される期間についての多様性に言及しています。

特に、SECスタッフは、いくつかの企業は貸倒損失の会計処理について自国のガイダンスまたは規則に依

拠していると報告しています。さらに、使用される用語にもばらつきが見られ、たとえば、「Provision」または

「Allowance」などの用語が、損益計算書と貸借対照表のどちらを参照しているかは多くの場合、明確にされ

ていません。 

.49 銀行業界の大半の企業は、再交渉後の貸付金の会計方針を開示していますが、減損しているかどう

かを判断する際に再交渉を考慮したかどうかに関しては不明瞭であるとSECスタッフは考えています。SEC

スタッフはまた、ある特定の国における銀行業界の大部分の企業は、再交渉後の貸付金の会計方針を開

示していないと指摘しています。 

.50 SECスタッフは、金融商品の会計処理の開示において、いくつかの差異を指摘しています。 

 信用度に関する開示において提供される情報の範囲と種類に関する差異  

 減損した貸付金、滞留貸付金、延滞貸付金の残高の開示レベルのばらつき 

 信用の集中に関する開示は貸付金に限定されているのか、証券を含むものなのかの明確性の欠如 

 公正価値測定の開示における最小限の情報および公正価値はIFRSに準拠する方法で決定されてい
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るかの疑問 

 公正価値オプションを指定する規準をどのように満たしているかの開示の不足 

 VaR（Value-at-risk）分析を実施する際に使用する変数の多様性 

 売買目的に分類した金融負債の契約上の満期ごとの区分の欠如 

PwCの見解： 

SECスタッフの分析は、2009年度末の財務諸表に基づいています。それ以降、IASBとFASBは、公正

価値のガイダンスを改訂し、公表しています。さらに、FASBとIASBは、金融商品の共同プロジェクトに

継続して取り組んでいます。PwCは、新しい公正価値ガイダンスおよび共同プロジェクトの前進は、

SECスタッフによって検出された実務上の多様性への取組みを促進するであろうと考えます。 

 
投資不動産 

.51 3分の1の企業は、IAS第40号「投資不動産」の対象となる取引を行った旨を開示しています。SECスタ

ッフは、いくつかの企業は、IFRSが要求している、投資不動産の公正価値の算定に用いた方法および重

要な仮定を開示していないと指摘しています。 

負債の会計処理 

.52 多くの企業は、IAS第37号に準拠し、会計方針の説明において債務（たとえば、偶発損失）の認識規

準を記載していますが、どのように規準を適用しているかに関しては説明していません。さらに、いくつかの

企業は、IAS第37号の認識規準に関して議論はしていませんが、債務計上の要否の判断には法律専門家

の助言を求めていると記載しています。 

.53 さらに、SECスタッフは、一部の企業は、見積りの不確実性を理由に債務を計上していないことを指摘

しています。しかしながら、IFRSは、このような見積りが不確実であるという状況は極めて稀であると述べて

います。 

.54 多くの企業は、引当金の種類をハイレベルでグルーピングしているか、もしくは、すべての開示要件を

満たしていませんでした。たとえば、多くの企業は財務エクスポージャーおよび引当金や偶発負債をめぐる

不確実性の開示を省略するか、または限定的なものとしているとSECスタッフは指摘しています。SECスタッ

フは、この分野における開示の欠如は、非遵守によるものなのか、重要性がないためなのか、または著しく

不利になる情報の開示に関するIFRSの便宜的取扱いに依拠するものであるのかを結論づけることができま

せんでした。 
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株主資本の会計処理 

.55 IFRSは、株主資本の中の独立科目の表示に関するガイダンスを提供していません。SECスタッフは、

国内の法律または会計上の規則により、個別に強制された積立金を計上するために独立した勘定科目の

使用が要求されているいくつかの事例をあげています。IFRSにおいてガイダンスが提供されていないこと

が、自国の要件に基づいた株主資本の表示の多様性につながっています。 

.56 マスターネッティング契約の利用を開示している銀行業界の大半の企業は、デリバティブを純額で表

示していますが、いくつかの企業は、総額で表示しています。SECスタッフは、このような異なる表示方法が

使用されている理由を判断できませんでした。 

PwCの見解： 

FASBとIASBは現在、共同プロジェクト「貸借対照表の相殺」の再審議を完了しています。このプロジェ

クトの目的は、貸借対照表における相殺の範囲を理解するために、一貫性のある情報を財務諸表の

利用者に提供すること、および、IFRSとUS GAAPの間の比較可能性を向上させることです。しかしなが

ら、2011年6月、FASBは、現行のUS GAAP（たとえば、特定のデリバティブの相殺を許容すること）の維

持に賛成票を投じました。一方、IASBは、ほとんどの場合に総額表示を要求する提案済みのガイダン

スを支持する票を投じました。結果として、この分野におけるUS GAAPとIFRSの間の差異は依然として

存在します。In brief 2011-28「FASBとIASBのデリバティブの相殺ルールに関する異なる見解」は、この

論点につき、2011年6月に開催されたFASBとIASBの合同会議において決定した事項について説明し

ています。 

 

収益の会計処理 

.57 収益の認識に関するIFRSのガイダンスは限定されています。不明瞭な収益認識方針の開示の大部分

は、電気通信、自動車および部品、公益事業、食品および薬品販売店の業界において報告されたもので

す。 

.58 SECスタッフは、特定の業界の傾向を観察しています。これらの傾向には以下のようなものが含まれます。 

 電気通信業界では、収益取引における種々の要素の会計処理および通話機の販売の会計処理に

おいて著しい多様性をみせている 

 小売業界のほとんどの企業は、ギフトカードの買戻しに関する会計方針を開示しておらず、カスタマ

ー・ロイヤルティ・プログラムに関しては限定的な開示をしているのみである 

 買戻し条件付きの販売契約を行う自動車業界の大半の企業は、重要なリスクと経済価値が買手に移

転されているかどうか、および判断を行う際に考慮した要因に関して言及しておらず、残価保証また

は買戻しの金額をどのように算定しているかを説明していない 

.59 3分の1の企業は、IAS第11号「工事契約」の対象となる取引を結んでいると述べていますが、いくつか

の企業は、どのようにガイダンスを適用しているかを開示していません。さらに、いくつかの企業は、契約の

進捗度の決定における複数のアプローチの使用について開示していますが、それぞれのアプローチをど

の場合に使用するかについては明確に述べていません。 

  

http://www.pwc.com/jp/ja/ifrs/ifrsnews/straight-away/2011/0617-00070.jhtml
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PwCの見解： 

2011年11月14日、FASBとIASBは、収益の認識に関する再公開草案を公表しました。この再公開草案

において、両審議会は、電気通信業界で収益を会計処理する際の、現行の実務の多様性を認識して

います。両審議会は、電気通信とそれに類似する契約の収益モデルには例外を導入しないことを決

定したことを、再公開草案の結論の根拠において表明しています。 

 

政府補助金の会計処理および政府援助の開示 

.60 約半数の企業は、IAS第20号「政府補助金の会計処理及び政府援助の開示」の対象となる取引を開

示しています。SECスタッフは、銀行業界のいくつかの企業は、政府援助に関して限定的に開示していま

すが、援助の会計処理の記述や要求されている開示を提供していないと述べています。 

費用の会計処理 

株式報酬 

.61 3分の2の企業は、IFRS第2号「株式報酬」の対象となっている取引を行った旨を開示しています。これ

らの企業のおよそ半数は、持分決済型あるいは現金決済型の株式報酬についての会計方針が不明瞭で

す。 

.62 多くの開示は、従業員持株購入制度のために計上する金額は算式に基づいていることを示唆してい

ますが、IFRSは、その金額が公正価値に基づいていることを要求しています。さらに、株式報酬の会計処

理に、国内の基準設定主体のガイダンスを参照している事例がいくつか存在しますが、このガイダンスが

IFRSに準拠しているかどうかは明らかではありません。 

法人所得税 

.63 3分の1の企業は、IFRSが要求している法人所得税の認識および測定要件のすべてを明確に開示し

ていません。SECスタッフは、特定の税金が営業費用ではなく法人所得税であるかどうかの判断における

差異を指摘しています。たとえば、ある国のある税金について、法人所得税として会計処理している企業も

あれば、営業費用として会計処理している企業もあります。 

.64 SECスタッフは、IFRSが評価性引当金の使用を認めていないにもかかわらず、ある国のいくつかの企

業は、繰延税金資産の評価性引当金を報告していると指摘しています。 

従業員給付 

.65 いくつかの企業は、確定給付年金制度の会計処理に国内のガイダンスを適用しています。SECスタッ

フは、自国の法律で年金負債の測定に使用すべき割引率が指定されていることを開示している例や、自

国の中央銀行が、数理計算上の差異を最大5年間で償却するよう要求している旨の開示例をあげていま

す。 

.66  SECスタッフはまた、退職後給付債務の割引に用いる割引率を決定する方法に差異が存在し、いくつ

かの事例においては、割引率の出所が開示されていないことを報告しています。SECスタッフは、この領域

における追加的な開示が財務諸表の比較可能性を高めるであろうと考えています。 

  



National Professional Services Group | CFOdirect Network – www.cfodirect.pwc.com Dataline 

 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

13 

その他の取引の会計処理 

企業結合 

.67 IFRS第3号は、支配の変更に至らない非支配持分取得の会計処理に関するガイダンスを提供してい

ないため、いくつかの企業は、これらの会計処理に自国の会計基準を適用しています。SECスタッフは、こ

れらの取引を行う企業が、一般的に使用している会計処理には2通りの方法があるとしています。1つめの

方法では、企業は、非支配持分の購入価格と帳簿価額との差異をのれんに計上します。2つめの方法では、

この差異を資本の調整額として計上します。 

売却目的保有の非流動資産および非継続事業 

.68 売却目的保有の資産または非継続事業のいずれかを報告している企業の内、およそ3分の1は、その

会計方針が不明瞭です。たとえば、銀行業界の大半の企業は、その他保有不動産（OREO）などの再取得

資産をどのように会計処理するのかを開示していません。 

.69 SECスタッフはまた、IFRSに準拠していないように見られるいくつかの開示例をあげています。SECスタッ

フは、具体的な例として、現状では販売に利用できない資産の「売却目的保有」への分類をあげています。 

事業セグメント 

.70 大部分の企業は事業セグメントの経済性および事業の特性が類似している場合に、IFRSの要求通りに

事業セグメントが集約されているかどうかを開示していません。SECスタッフはまた、大部分の企業は、外部

顧客に対する製品およびサービス収益に関する企業全体の開示を提供していないことを指摘しています。 

リース 

.71 いくつかの企業は、IFRSが要求するオペレーティング・リースまたはファイナンス・リースのような重要な

リースの分類に関する会計方針を開示していません。SECスタッフはまた、貸手のオペレーティング・リース

の対象となっている資産の分類において多様性が見られることを報告しています。これらの資産を棚卸資

産に分類している企業もあれば、設備に分類している企業もあります。 

子会社の連結 

.72 SECスタッフは、20%の企業は、不明瞭であるか、またはIAS第27号「連結及び個別財務諸表」の認識

および測定の要件の全部にふれていない連結の会計方針を提供していると報告しています。 

.73  銀行業界の大部分の企業は、特別目的事業体（SPE）の利用について開示していますが、これらの企

業の大半は、SPEを連結しているかどうか、および、SPEの資産の内容と金額など、SPEとの関係に関する限

定的な開示を提供しています。SECスタッフは、支配している兆候があるにもかかわらず、企業がSPEを連

結していない事例を報告しています。 

PwCの見解： 

2011年5月12日、IASBは、現行のガイダンスにおける支配の概念の不整合を取り除くために、IFRS第

10号「連結財務諸表」を公表しました。IASBはまた、子会社、ジョイント・ベンチャー、関連会社、および

非連結の組成された企業の開示を強化する必要性に対処するために、IFRS第12号「他の企業への関

与の開示」を公表しました。PwCは、これらの基準は、支配の指標を使用することにより、SECスタッフが

指摘する多様性のいくつかを排除できる可能性があり、連結されている企業および連結されていない

企業の透明性が向上するであろうと考えます。PwCのDataline2011-29「A look at the new IFRS 

consolidation standard and how it compares to US GAAP」では、IFRS第10号の規定を詳細に説明して

います。 

http://cfodirect.pwc.com/CFODirectWeb/Controller.jpf?ContentCode=THUG-8N2N4P&SecNavCode=TMCB-4L9HAT&ContentType=Content
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関連会社に対する投資 

.74 いくつかの企業は、議決権所有持分が重要な影響力を推定される閾値より低いか、または高い場合

であっても、投資の会計処理に持分法を適用しています。しかしながら、これらの企業は、持分法の使用の

根拠に関して要求されている開示を提供していません。 

.75 SECスタッフはまた、IFRS以外の会計原則を用いて財務諸表を作成するいくつかの関連会社を報告し

ています。関連会社の財務情報が、持分法の適用前に、IFRSに変換されているかどうかは明確にされてい

ませんでした。 

ジョイント・ベンチャーに対する持分 

.76 IFRSは、共同支配企業の会計処理に、比例連結法または持分法のいずれかを使用する選択肢を企

業に与えています。SECスタッフは、エネルギー、鉱業および原油生産、公益事業の業界の大部分の企業

は、比例連結法を適用しており、一方、電気通信、石油精製、自動車、および銀行業の業界の大部分の企

業は、持分法を適用していると報告しています。結果として、SECスタッフは、比較可能性はグローバル・ベ

ースでなく、国別または業種別であることを指摘しています。 

業種固有の活動に対する会計処理 

.77  SECスタッフは、US GAAPは、IFRSよりも詳細で具体的な要件を含んでいると述べています。これは、

米国では長年にわたり業種固有のガイダンスを開発してきたことによるところが大きいと考えられます。 

PwCの見解： 

米国における基準設定は、長い時間を費やした結果、数多くの業種固有の問題に対処するUS GAAP

の広範で包括的なガイダンスを生み出しました。PwCは、原則主義に基づく基準の開発を支持してお

り、業種内および業種間で首尾一貫して適用される単一で高品質の会計基準という構想を達成するた

めには、高品質の解釈指針プロセスが役立つと考えます。 

 

保険契約 

.78 IFRSは現在、保険契約の包括的な会計処理を提供していません。その結果、SECスタッフは、保険契

約の会計処理における著しい差異を報告しています。たとえば、この分析を行った保険業界の9企業の中

で、保険業務の会計処理に7つの異なる会計処理の基礎が使用されていることをSECスタッフは指摘して

います。 

PwCの見解： 

FASBとIASBは、保険契約の会計処理に関するプロジェクトに取り組んでいます。両審議会は、認識、

測定、表示、および開示に対処する保険会計の共通基準が必要であると考えています。しかしなが

ら、現時点では、提案されたモデルはコンバージェンスされていません。PwCは、FASBの公開草案と

IASBの再公開草案の公表は、2012年度の上半期になるであろうと予測しています。 

  



National Professional Services Group | CFOdirect Network – www.cfodirect.pwc.com Dataline 

 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

15 

採掘産業 

.79 IFRSは、採掘産業活動の包括的な会計モデルを含んでいませんが、探査および調査支出について

従来の会計方針の継続を企業に認めています。その結果、この業界で使用される会計方針に著しい差異

があることをSECスタッフは報告しています。 

.80 採掘活動に従事している企業の探査および調査支出の資産化および分類の会計方針において差異

が報告されています。たとえば、石油およびガスの採掘活動に従事している企業の大部分は、発生時にす

べての探査および調査支出を費用として計上しており（探査用穿孔費用を除く）、他の数社は、この費用を

資産化しています。 

SEC外国登録企業のレビュー 

.81 このスタッフ・ペーパーはまた、SECの企業財務部の開示レビュー・プログラムによりコメントされる頻度

の最も高いいくつかの分野を取り上げています。このプログラムは、SECに登録し、IFRSに準拠している財

務諸表を提出している約140の外国登録企業の直近のファイリングをレビューするものです。 

PwCの見解： 

開示レビュー・プログラムおよびIFRSの実務に関する分析でのSECスタッフのコメントは、SECの米国内

の登録企業に対するコメントと類似しています。PwCは、このスタッフ・ペーパーと開示レビュー・プログ

ラムにおけるSECスタッフの指摘の多くは、IFRSを適用している外国登録企業に特有のものではないと

考えます。 

 
.82 SECスタッフは、金融商品の会計処理および財務諸表の表示の2つの領域に関して、最も多くコメント

しています。金融商品と財務諸表の表示に関するコメントの大部分は、具体的には以下にあげるような項

目に関して開示の明確化と拡充を促すものです。 

 公正価値を算定するために使用した方法および市場データ 

 金融商品が減損しているかどうかを判断するための適用した規準  

 感応度分析を作成する際に使用した方法と仮定 

 金融商品の認識の中止を行う際に使用した規準 

 特定の収益または費用の項目が純損益の測定値から除外された理由 

 費用を機能別に報告している場合の損益計算書の各表示項目に分類された費用の内容 
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次のステップ 

.83 これらのスタッフ・ペーパーは、IFRSを米国の財務報告システムに組み込むかどうか、またいつどのよ

うに組み込むかに関して検討するための情報をSECに提供することを主な目的としているため、SECスタッ

フは利害関係者からの意見を求めていません。IFRSを米国の財務報告システムに組み込むことは複雑な

作業となります。これらのスタッフ・ペーパーは、今後の議論に加わるであろう新しい視点を提供していま

す。 

質問 

.84 当DataLineに関して質問があるPwCのクライアントの方は、担当のエンゲージメント・パートナーまでお

問い合わせください。当DataLineに関して質問があるエンゲージメント・チームは、National Professional 

Services GroupのGlobal Accounting Services Groupまでお問い合わせください。 
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