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ＩＦＲＳをめぐる動向 第 55 回 IFRS 第３号「企業結合」の適用後レビュー

１．はじめに

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，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 による IFRS 第３号「企業結合」に関する適用後レビュー（Post-implementation

review）の動向について取り上げます。IASBは，2013年７月の会議で，IFRS第３号の適用後レ

ビューの計画に合意し，適用後レビューを開始しました。以下では，今回合意された計画の概

要について，適用後レビューの仕組みの概要とともに，解説します。

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。

２．IASB による適用後レビュー

（１）概要

IASB による適用後レビューとは，国際財務報告基準（IFRS）の開発や大規模な修正の過程で

議論の多かった論点などを対象に，基準が意図したとおりに機能しているかどうかを確認する

ための仕組みです。IFRS財団の評議員会により，2007年に IASBの基準開発のデュー・プロセ

ス上の必須手続として追加され，その後に公表されたデュー・プロセス・ハンドブックに組み込

まれました。

最初の適用後レビューは，IFRS 第８号「事業セグメント」を対象として行われ，2013 年７月に実

施結果に関する報告書とフィードバック・ステートメントが公表され，レビューが完了しています。

IFRS 第８号は概ね意図したとおりに機能していると結論付けられ，改善の可能性があるとされ

たいくつかの項目について，FASB とも連携し，基準の限定的な修正を行うかどうかなど，検討

を続けることとされています。

（2）範囲

適用後レビューは，通常，基準の新たな要求事項が国際的に２年間適用された後に開始する

ものとされています。2013 年２月に改訂されたデュー・プロセス・ハンドブック（以下「ハンドブッ

ク」という。）では，基準の開発中に重要であったか又は議論の多かった論点（これらは，基準

の結論の根拠や影響分析などから識別可能であるとされています）や，基準の公表後に IASB

が気づいた論点を対象として検討しなければならないとしています（ハンドブック第 6.55 項）。

（３）プロセス



適用後レビューは，以下の２つのフェーズで構成されており，IASB が主体となって実施すること

とされています（ハンドブック第 6.54 項）。

第１フェーズ
検討すべき論点を特定して評価し，結果を「情報要請（Request for

Information）」として公表して公開協議の対象とする。

第２フェーズ

「情報要請」に寄せられたコメントを，他の活動を通じて得た情報ととも

に検討して発見事項を提示し，レビューの結果，実施すべき手続があ

れば，それを示す。

なお，IASBは，報告書の公表後，発見した事項に基づき，基準の軽微な修正を行うか，より広

範な改訂のためのアジェンダの提案を行うか検討することがあるとしています。ただし，適用後

レビューにより基準が常に改訂されるといった前提は設けないこととされています（ハンドブック

第 6.62 項）。

３．IFRS 第３号の適用後レビューの概要

（１）範囲

IFRS 第３号は，２段階にわたって開発されました。2004 年に IAS 第 22 号「企業結合」を置き換

える形で公表され，2008年にも改訂が行われました。2013年７月の IASB会議では，この IFRS

第３号の適用後レビューの検討範囲に以下を含めることが提案され，合意されました。

・2004 年に公表された IFRS 第３号（以下「IFRS 第３号（2004 年）」）と，2008 年に改訂された

IFRS 第３号（以下「IFRS 第３号（2008 年）」）に関連する企業結合プロジェクト全体

・当該企業結合プロジェクトに関連する他の基準（IAS 第 27 号「個別及び連結財務諸表」，IAS

第 36 号「資産の減損」等）の修正

これにより，IFRS第３号（2008年）だけでなく，IFRS第３号（2004年）で変更された論点も含まれ

ることになるため，例えば，2004 年に変更されたのれんの非償却などの論点も検討すべき論

点とされる可能性があることになります（なお，IFRS 第３号（2004 年）と IFRS 第 3号（2008 年）

の主な変更点については，図表２と図表３を参照）。

（図表２） IFRS 第３号（2004 年）の主な変更点



論点 変更後の会計処理

持分プーリング法の廃止 適用範囲に含まれるすべての企業結合を，取得法を用いて会計処理

し，持分プーリング法は認めない。

資産・負債の公正価値測定 被取得企業のすべての資産・負債について，一部の例外を除き，取得

日の公正価値で測定する。

企業結合で取得した識別可

能な無形資産

将来の経済的便益の蓋然性に関する認識要件を常に満たすと仮定

し，公正価値を信頼性をもって測定できる限り，無形資産を認識する。

のれんの非償却 企業結合で取得したのれんを償却せず，毎期減損テストを行う。

負ののれん（割安購入益） 企業結合で生じる負ののれん（割安購入益）を繰り延べず，純損益に

即時に認識する。

（図表３） IFRS 第３号（2008 年）の主な変更点

論点 変更後の会計処理

事業の定義 事業の定義が修正され，資産の取得が事業に該当するかを判断する

ための追加のガイダンスが設けられた。

非支配持分の測定 企業結合ごとに，①公正価値と②被取得企業の識別可能純資産の比

例割合のいずれかで測定する。

取得関連コスト 企業結合に関連して生じたコストは，企業結合とは別に会計処理し，

のれんに含めず，費用として処理する。

条件付対価 条件付対価を取得日の公正価値で測定し，事後的な変動を IAS 第 39

号「金融商品：認識及び測定」等に従って会計処理する。

段階取得の会計処理 支配獲得の直前に取得企業が保有していた被取得企業に対する持分

を，取得日の公正価値で再測定し，差額を純損益に認識する。

（２）実施スケジュール

2013 年７月の会議では，IFRS 第３号の適用後レビューを，以下のスケジュールで実施すること

が合意されました。

活動 時期

第１フェーズ

・市場関係者との協議を通じて，検討範囲を特定し，情報要請に

含める項目を設定

2013 年７月～2013 年 11 月



情報要請（RFI）の公表 2013 年 12 月～2014 年１月

第２フェーズ

・意見募集（120 日間）

・コメントの分析と広範なアウトリーチ

2014年４月～2014年５月（コメント

期限）

2014 年上期中

報告書とフィードバック・ステートメントの公表 2014 年第３四半期

（３）米国における適用後レビューの状況

米国でも，類似の適用後レビューの手続が活発に行われています。ただし，IASB と異なり，レ

ビューの実施主体は，FASB 自身ではなく，その母体組織である財務会計財団（FAF）となって

います。

FAF は，IFRS 第 3 号に対応する米国の企業結合会計基準である財務会計基準書（SFAS）第

141 号（改訂）（現在は，FASB の会計基準コード化体系 Topic 805「企業結合」に組み込まれて

いる。）の適用後レビューを実施し，2013 年５月に報告書を公表してレビューを完了しています。

基準は概ね理解可能で，意図したとおりに適用可能であると結論付けられましたが，報告書で

は，懸念のある項目として，以下のようなものも挙げられています。

・資産・負債の公正価値測定（条件付対価等の測定を含む）

・共通支配下の企業結合やニュー・ベイシス会計（基準で扱われていない論点の取扱い）

・企業結合で取得した識別可能な無形資産

・事業の定義（取引が事業に該当するか資産の取得に該当するか）

IASB と FASBの企業結合プロジェクト（フェーズ２）は，両審議会で同時に論点を審議し，ほぼ

同じ結論に達しているものであるため，IASBは，このFAFの適用後レビューにおける発見事項

を共有し，協力して検討を進める予定であるとしています。また，FASB も，IASBが実施する

IFRS 第３号の適用後レビューの完了を待って，基準設定を行うかどうか検討する予定としてい

ます。

（４）検討対象となる可能性のある個別の論点と動向

2013 年７月の IASB 会議では，IFRS 第３号の結論の根拠や影響分析，IFRS 解釈指針委員会

に提起された問題などに基づき，IFRS 第３号の適用が困難であった可能性のある論点として

以下が挙げられています（ただし，網羅的なリストを意図したものではないとされています）。

・持分プーリング法の廃止

・事業の定義



・共通支配下の企業結合

・資産・負債の公正価値測定

・企業結合で取得した識別可能な無形資産

・のれんの非償却

・非支配持分の測定

・取得関連コスト

・条件付対価

・段階取得の会計処理

・企業結合に関する開示

以下では，これらのうち比較的話題に上ることも多い事業の定義，共通支配下の企業結合，企

業結合で取得した識別可能な無形資産及びのれんの非償却を取り上げ，各論点の概要と関

連する IASB や各国の主な動向を紹介します。

① 事業の定義

（論点の概要）

IFRS第３号では，取得した資産・負債が「事業」に該当する場合にのみ，取引を企業結合として

扱うことになります。企業結合の会計処理と個別資産（又は資産グループ）の取得の会計処理

とでは，のれんや取得関連コストの取扱いが大きく異なり，それらを区別する事業の定義は重

要な役割を担うこととなります。しかし，現行の事業の定義は必ずしも明確ではなく，実務上の

適用が困難な場合もあるといわれています。

（関連する主な動向）

IFRS 解釈指針委員会では，投資不動産の取得が事業に該当するかどうかが議論され，議論

の結果，この論点は，IASBが IFRS 第３号の適用後レビューを通じて検討すべきと結論付けら

れています。また，その際の検討に役立つよう，事業の定義に関する調査が既に実施されてお

り，2013 年５月に，その結果が解釈指針委員会の会議で報告されています。

米国でも，2013 年５月に FASBが，事業の定義を明確化するためのプロジェクトをアジェンダに

追加し，直接又は子会社を通じて保有する実質的な非金融資産の取引について，資産の取得

と事業の取得のいずれで会計処理すべきか検討を行うこととしています。

② 共通支配下の企業結合

（論点の概要）



共通支配下の企業結合は，IFRS 第３号の適用範囲から除外されており，具体的な定めがない

ため，実務上の不統一が生じているといわれています（例えば，企業結合時に子会社の従前

の帳簿価額を継続して使うのか，公正価値を使うのかなど）。

（関連する主な動向）

2011 年に IASBが実施したアジェンダ協議の結果，この論点を検討すべきとの関係者からのコ

メントを踏まえ，共通支配下の企業結合は，IASB の調査研究プロジェクトにおける優先項目に

設定されています。

欧州では，欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）とイタリアの会計基準設定主体（OIC）がこの

論点を調査し，2011 年 11 月にディスカッション・ペーパー，2012 年 10 月にフィードバック・ステ

ートメントを公表しています。

また，その他にも，共通支配下の取引が多いといわれる韓国において，韓国会計基準委員会

（KASB）が調査を行っており，2013 年４月にこの論点に関連した調査研究レポートを公表して

います。

③ 企業結合で取得した識別可能な無形資産

（論点の概要）

企業結合で取得した無形資産は，IFRS 第３号において，認識要件の一部を満たすものと仮定

され，通常よりも多くの無形資産を認識し測定する必要が生じるため，コストや複雑性について

懸念が示される場合があります。前述の FAF による適用後レビューでも，この論点について作

成者等から適用が困難であったとの意見があったことが報告されています。

（関連する主な動向）

米国では，FASB が 2013 年７月に，コストや複雑性の軽減の観点から，非公開企業向けの取

扱いとして，企業結合における識別可能な無形資産の会計処理の変更を提案する公開草案を

公表しました。そこでは，無形資産の認識を，解約不能な契約上の権利または法的権利のい

ずれかにより生じる場合のみに限定することが提案されています。

日本では，企業会計基準委員会（ASBJ）が無形資産の会計基準の開発プロジェクトの中で，よ

り多くの無形資産を識別するよう基準改正を行うか検討を行っていましたが，関係者の意見が

分かれている状況を踏まえ，2013 年５月に，当面は現状を維持し，継続検討課題とすることを

決定しています（2013 年６月に公表された「無形資産に関する検討経過の取りまとめ」第 47

項）。

④ のれんの非償却

（論点の概要）



IFRS第３号（2004年）により，企業結合で取得したのれんの償却は禁止され，代わりに，IAS第

36 号「資産の減損」に従って，毎期減損テストの実施を行うことに変更されました。

しかし，減損テストについて，企業の状態を適時に示すことになるのかといった疑問や，主観的

な計算となることなどを懸念する意見があり，また，従前から，のれんは，他の資産と同様，消

費される資産であり，消費する期間にわたって費用として配分することが適切であるといった意

見も聞かれるところです。

（関連する主な動向）

日本では，ASBJが2011年の IASBのアジェンダ協議の中で，のれんを非償却とする IFRS第３

号の取扱いについて，適用後レビューの必要性を提案しています。また，その後も，質問票を

通じて国内の利用者，作成者等に対してのれんの減損と償却に関する調査を行っており，2013

年７月には，そのフィードバック文書を公表しています。そこでは，関係者からの概ね共通の見

解として，償却と減損の組合せの方が非償却よりも減損テストの負荷を軽減させるとの意見が

あったことなどが示されています（「のれんの減損及び償却に関する質問票及び意見交換会に

関するフィードバック文書」第 29 項）。

欧州では，EFRAG及びOICが，IFRS第３号の適用後レビューに対する早期のインプットの提供

等を目的に，のれんの減損に関して質問票を通じて調査を行い，2013 年６月にフィードバック・

ステートメントを公表しています。また，2013 年１月に，欧州証券市場監督機構（ESMA）から公

表された報告書では，2011 年度の IFRS 財務諸表のレビューの結果，重要なのれんの減損が

計上されていたのは一部の企業に限られていたことやのれんの減損の開示に懸念があること

などが示されています。

米国では，FASB が非公開企業諮問会議（PCC）で検討されたのれんの非償却の取扱いにつ

いて 2013 年７月に公開草案を公表し，非公開企業向けの取扱いとして，のれんを見積耐用年

数（10 年以内）にわたって定額で償却することに変更することを提案しています（公開草案には，

この取扱いを公開企業にも拡大すべきかどうかについての質問も含まれています）。

以上


