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ＩＦＲＳをめぐる動向 第 53 回 概念フレームワーク と会計基準アドバイザリー・フ

ォーラム

本連載は，主に国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）の月次合

同会議等での討議内容に基づき，国際財務報告基準（IFRS）をめぐる最新の動向を伝えること

を目的としています。

今回は，IASBがアジェンダ協議 2011 に基づき進めている，IFRS 概念フレームワーク ① の見

直しを検討するプロジェクトをテーマとして採り上げます。まず，概念フレームワークについて概

観した後，今年設立された会計基準アドバイザリー・フォーラム（Accounting Standards

Advisory Forum, ASAF）の役割に着目し，会議で提出された主な意見を紹介します。さらに，プ

ロジェクトの今後の予定にも言及します。

なお，文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りしておきます。

１．概念フレームワークとは

概念フレームワークとは，外部の利用者のための財務諸表の作成及び表示の基礎をなす諸概

念について記述したものです（序文）。

IASBの概念フレームワーク・プロジェクトは，もともと FASB との共同プロジェクトとして，既存の

概念フレームワークを改訂する意図で開始されました。2010 年までの検討では，既存の概念フ

レームワークが広く妥当であると考えられたことと，改訂には時間がかかりすぎるとの理由から，

基本的な概念の見直しはなされませんでした。しかしコンバージェンス関連プロジェクトが収束

に向かっていることを背景に，IASBの単独プロジェクトとして，集中的な議論が再開されまし

た。

概念フレームワーク・プロジェクトの検討の範囲についてですが，第１章の｢一般目的財務報告

の目的｣と第３章の｢有用な財務情報の質的特性｣については改訂作業の範囲外とされていま

す ② 。また，第２章の｢報告企業｣は 2010 年３月に公開草案が公表されています。もっとも，検

討を進める中で必要が生じた場合にはこれら範囲外とされた章について手直しが行われること

も想定されています。

既存の概念フレームワークをめぐる論点については，2012年10月に開催された世界会計基準

設定主体会議において，IASB スタッフが作成したスタッフ・ペーパー｢IASB概念フレームワー

ク・プロジェクトをめぐる誤解｣により，整理，報告されています ③ 。その19に及ぶ論点は，プロ

ジェクトの理解に有益と思われるため，本稿でも必要に応じ言及しつつ説明します。

２．第１回 ASAF 会議における主な意見



第１回 ASAF 会議が４月８日と９日の２日間にわたり開催され，選出された世界の主要な会計

基準設定主体及び地域団体がロンドンにある IASB本部にて一同に会しました。ASAF は概念

フレームワーク・プロジェクトに対し実務上の経験と専門知識を有するとされ，IASB デュー・プロ

セス・ハンドブックにおける IASBの協議グループとして，IASB 議長，理事も加わり集中協議を

行いました。内容は IASB で審議中の概念フレームワーク討議資料の初期ドラフトを扱い，ウェ

ブキャスト経由でその模様が公開されたほか，IASB スタッフによる議事要旨（Meeting

Summary） ④ もウェブサイトにて公開されております。

このセクションでは，この公表議事要旨をもとに，スタッフ・ペーパーにおいて提示された論点を

踏まえた背景事情，ASAF会議の主題となった IASB会議での暫定的な決定や合意，それに対

してASAFメンバーから提出された意見の順に説明します。領域としては｢測定｣｢その他の包括

利益の表示｣｢要素における不確実性｣の順に扱います。

（１）測定

IFRS における測定をめぐっては，スタッフ・ペーパーにおいて多くの論点が挙げられています。

たとえば，｢IASB は公正価値ですべてを測定しようとしている｣｢IASB は，すべての資産を解散

価値で測定したいと考えている｣｢IASB は，期待値 ⑤ をすべてのものに使用したいと考えてい

る｣との指摘が含まれています。

IASB は，これまでの議論でもすべての資産及び負債について単一の測定属性が適切とは考

えていないことを明らかにしてきています。概念フレームワークの測定の章を開発することによ

り，あるプロジェクトのある項目にどの測定属性を選択すべきかを決定する際のガイダンスを提

供することとなると考えられています。以下，測定原則，当初測定及び事後測定の順に解説し

ます。

①測定原則

まず，測定全般にかかる原則につき IASB において暫定合意された内容は以下のとおりです。

原則１：測定の目的は，報告企業の経済的資源，企業に対する請求権，及び企業の経営者及び企業

の経営者や統治機関が企業の資源を利用する責任をどれだけ効率的かつ効果的に果たしたのかに

関して，最も目的適合性のある情報を忠実に表現することである。

原則２：測定は一般に財政状態計算書の項目から始まるが，特定の測定方法が提供する情報の目

的適合性は，その情報がどのように包括利益計算書及び該当がある場合にはキャッシュ・フロー計算

書，持分変動計算書，財務諸表の注記に影響を及ぼすかに依拠する。

原則３：特定の測定に係るコストは，現在の及び潜在的な投資者，融資者，及び他の債権者に対して

情報を報告する便益により正当化されるものでなければならない。 ⑥



ASAF 会議では，まず，全体として上記の３つの測定原則を支持する声がある一方で，提案内

容が有用な財務情報の質的特性と一般財務報告の目的を拡大したに過ぎず，結果として３原

則の必要性に疑問を呈する声もありました。

次に原則１につき，①企業の資源および請求権についての情報と，②経営者は受託責任をど

のようにして解除されるかについての情報との，異なる財務報告の目的から異なる測定方法が

導かれるとの状況がありうるため，２つの目的により区分すべきとの意見がありました。また，

原則１と原則２とを合体させるとのスタッフからの提案については，測定方法の選択について一

般財務報告の目的の軽視につながることを懸念する声もありました。さらに原則３は概念フレ

ームワーク全体にすでに含まれているとし，不要との提案もありました。

また，３原則相互の関係について，原則２と原則３に対して原則１が優位に立つとの，原則間の

階層構造を設ける提案がありましたが，反対する意見もありました。

さらに，資本維持の概念を考慮することが，測定原則の開発に役立つとの提案もありました。

② 当初測定及び事後測定：

次に，各財務諸表項目における最も重要な測定方法の選択について，IASBは資産の価値が

どのように実現されるのか，負債がどのように充足または決済されるのかによることを暫定的

に決定しました。

こうしたアプローチについて，ASAF メンバーからは提案されたアプローチを支持する意見があ

る一方，企業間での比較可能性を低下させるものとして反対する意見もありました。

また，財務報告におけるビジネス・モデル・アプローチ，入口価格と出口価格との重大な差異が

あるような状況，会計単位が測定に与える影響，資産及び負債の測定と他の資産及び負債の

測定との関連について，個別に討議資料に反映すべきとの提案がなされました。

（２）その他の包括利益の表示

スタッフ・ペーパーでは，｢IASB は，伝統的な損益計算書を，その他の包括利益（OCI）との一体

化により廃止しようとしている｣との指摘が紹介されています。この点につき，なぜ種類の異なる

損益項目の分類や報告を異なる方法で行うべきかを明確にする必要があるとされており，最近

の公開草案や討議資料への回答者から，これに関連する指摘がなされてきています。

IASB 会議では認識された収益・費用項目が純損益，OCI の表示のいずれかに表示されるべき

かを決定する，以下の３原則が暫定的に合意されました。

原則１：純損益に表示する項目は，報告期間についての企業の財務業績の主要な像（primary

picture）を伝達する。

原則２：すべての収益及び費用の項目は純損益に認識すべきである。ただし，ある項目を OCI に表示

することが財務業績のより適切な描写を提供する場合を除く。



原則３：当該期間の財務業績に関して目的適合性のある情報をもたらす場合には，以前に OCI に表

示した項目を純損益に組み替える（リサイクルする）べきである。 ⑦

ASAF 会議では，純損益での表示が適格な収益と費用との認識に３原則が利用できるとの意

見がありました。これに対し，提案された原則は一般目的財務報告及び有用な財務情報の質

的特性を拡大するに過ぎず，有益な新しいガイダンスを提供しているとは言い難いとの指摘が

あり，その結果，新しい原則が純損益での表示について有用な情報をもたらすことを疑問視す

る声もありました。

また，純損益を定義することが OCI の表示項目を決定するうえでよりすぐれた基礎となるとして，

討議資料では業績，純損益，OCI の意味を記述すべきとの声もありました。

各原則のうち，まず原則２について，OCI の議論は，測定の章に対してより明確に関連づけら

れるべきであるとの提案がありました。包括利益計算書における合算と表示については，収益

と費用が個々の報告において将来キャッシュ・フローの予測に関しいかに有益であるのかを基

礎とすべきと指摘されました。

次に，原則３を支持し，純損益への組替によりその会計期間の業績に関する重要な情報をもた

らす結果となることを指摘する意見がありました。他方，収益や費用の繰延処理につながるとし

て組替に反対する意見もありました。

さらに，資産の再測定の概念について，その意味をより明瞭に説明することが必要との指摘が

ありました。特に IAS第 16号｢有形固定資産｣における資産の再評価モデルは IASBが OCIの

表示について提案しているアプローチと整合しないことが指摘され，他方，資本維持の論点は

概念フレームワークのなかで扱われるべきとの提案もありました。

（３）要素における不確実性の扱い

IASB はまず，｢期待される（expected）｣という用語を資産及び負債の定義から削除することを

検討しています。これは資源の流入または流出の蓋然性（probability）が何らかの最低限の閾

値に達していないために，ある項目が資産または負債としての要件を満たさないとされないよう

にするためです。この考え方は，ある項目に資源の流入又は流出を生みだす能力がある限り，

流入または流出の蓋然性が非常に低いとしても，資産または負債の定義を満たす蓋然性があ

ることを意味します ⑧ 。｢期待される｣資源の流入または流出への言及を定義から削除するこ

とが，以下に記述する認識要件における蓋然性への言及とどのように関係するのかに関する

混乱を解消することにもなります。

次に，IASB は｢可能性が高い（probable）｣という用語を認識要件から削除することも検討し，以

下を暫定的に決定しました。

 ①討議資料では，資産または負債が存在するのかどうかに関する不確実性（｢存在の不

確実性｣）と｢結果の不確実性｣との相違を説明すべきである。



 ②存在に関する不確実性について，大半の場合には，資産又は負債が存在しているか

どうかは明らかであるが，これが不確実となりうる場合が一部にあり，異なるアプローチを

検討する。検討すべき論点には，このようなケースで明示的な蓋然性の閾値を適用すべ

きかどうか，何を閾値とすべきか ⑨ ，資産についての閾値は負債についての閾値と同一

とすべきかどうか，などがある。

 ③結果の不確実性について，資産又は負債は経済的便益の流入又は流出を創出する

能力がなければならないが，資源又は債務が資産又は負債の要件を満たす前に当該流

入又は流出が達していなければならない最低限の蓋然性の閾値を設けない。

こうした IASB での議論に対し，存在の不確実性と結果の不確実性との区別をつけることが重

要である，との点では ASAF メンバー間の合意がみられました。

また，資産及び負債の定義における｢期待される｣との用語は混乱を招きやすいとの意見があ

りました。結果の不確実性と存在の不確実性は，認識するかどうかに影響させるべきでなく，測

定のプロセスで扱われるべきとの意見もありました。

さらに，定義から蓋然性への参照をなくしてしまうことを懸念する声もあり，何らかの確率的な

閾値を残し，資産，負債ごとに異なる値が付されるべきことが提案されました。｢期待される｣こ

とを定義から削除するにあたり，その影響を説明する例を含めるべきことも提案されました。

（４）その他

上記以外の論点についても議論を進め，新たに取り扱われるべき論点を提案しました。その中

には，過去に削除された｢慎重性の原則｣を再び概念フレームワークにおいて取り扱い，基準設

定におけるその利用について説明することを提案する意見も含まれました。また，概念フレー

ムワークの重要性を勘案し，コメント期間を６カ月とするべきとの提案も出されました。

３．概念フレームワーク・プロジェクトの今後

ASAFでの議論はIASB会議のその後の議論にインプットされており，IASBの協議グループとし

ての ASAFの役割は今後の評価を待つこととなります。今回ご説明した内容については，IASB

会議を経て討議資料の形式でまとめられ，さらに広く利害関係者による議論のために提示され

ることが予定されております。討議資料の本文は以下の構成にて公表されることが検討されて

います。

１ 概念フレームワークの目的と位置付け

２ 財務諸表の要素

３ 資産と負債の定義（追加的ガイド）

４ 認識と認識の中止

５ 資本の定義，負債と資本の区分



６ 測定

７ 表示と開示（一般）

８ 包括利益計算書の表示

IASB は今年７月に討議資料を公表する予定とされており，準備作業が進められています。そ

の後，翌 2014 年８月に公開草案の公表，2015 年９月には最終化が予定されています。

① Conceptual framework for financial reporting 2010（｢財務報告に関する概念フレームワーク｣，

以下「概念フレームワーク」とする）

② 既存の概念フレームワークの第１章では，一般財務報告の目的のほか，その有用性や限界

について，また，報告企業の経済的資源，報告企業に対する請求権並びに資源及び請求権の

変動に関する情報（発生主義会計を含む）が扱われています。また，第３章では，基本的な質

的特性（目的適合性，忠実な表現），補強的な質的特性（比較可能性，検証可能性，適時性，

理解可能性）からなる有用な財務情報の質的特性に加え，有用な財務報告に対するコストの

制約についても述べられています。

③ World Standard-setters Meeting, Staff Paper, “Misunderstandings about the IASB’s

conceptual framework project” Friday 26 October 2012（以下，「スタッフ・ペーパー」とする。）

④ Accounting Standards Advisory Forum Meeting Summary－April 2013”

⑤ 確率変数を確率で加重平均したものを言います。

⑥ IASB Update-February 2013

⑦ IASB Update-March 2013

⑧ 例えば，アウト・オブ・ザ・マネーのオプションが挙げられます。

⑨ 例えば，ほぼ確実，可能性が高いなどが挙げられます。

付録として，資本変動計算書の表示の設例，既存の章，報告企業の公開草案などの添付が検

討されています。


