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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 と IFRS 解釈指針委員会（IFRS-IC）において継続的に検討されてきた売却目的

保有の非流動資産と非継続事業に関する論点を取り上げ，特に非継続事業の表示に関する

論点を中心に解説します。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．背景  

（1）寄せられた論点の概要  

IFRS-IC は，過去数年の間，IFRS 第５号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」

に関連して関係者から寄せられたさまざまな適用上の論点を検討してきました。しかし，寄せら

れた論点に対応するためにはより広範囲の検討を要するものもあり，未だ結論に達していない

論点が多くあります。 

たとえば，図表１に示すような論点がこれまで寄せられ，検討が行われてきました。 

【図表１】 検討されてきた IFRS 第５号に関する論点の一覧  

領

域  
番

号  
論点  論点の概要  

範

囲 

① 
売却目的保有の分類

の範囲 
・売却や分配以外の方法（株式の希薄化など）による支配の喪失

が見込まれる場合に売却目的保有に分類されるか 

② 
金融商品で構成され

る処分グループの会

計処理 

・処分グループの大部分が金融商品で構成される場合に IFRS第

５号の分類・測定の要求事項が適用されるか 

測

定 
③ 処分グループの減損 

・処分グループについて認識された減損損失が，処分グループの

中の非流動資産の帳簿価額を超える場合，減損損失の金額を制



限すべきか 

④ 
処分グループの中の

のれんに係る減損損

失の戻入れ 

・処分グループにのれんが含まれ過去に減損損失を配分してい

る場合に，その後の処分グループの公正価値（売却コスト控除

後）の増加によりのれんに配分した減損損失を戻入れできるか 

⑤ 
処分グループ内の非

流動資産への減損損

失の配分 

・処分グループの減損損失を配分する場合に，非流動資産自体の

回収可能価額よりも低い金額まで帳簿価額を減額できるか 

表

示 

⑥ 
主要な事業分野の概

念の適用方法 
・非継続事業の要件である「主要な事業分野又は営業地域」の概

念を適用するに当たり，どのように解釈すべきか 

⑦ 
継続事業と非継続事

業間のグループ内取

引の表示方法 

・連結財務諸表上，継続事業と非継続事業の間でのグループ内取

引をどのように消去して表示するか 

⑧ 
処分グループに子会

社が含まれる場合の

表示要求の適用方法 

・子会社と他の非流動資産の両方で構成される処分グループの

処分計画の変更により，売却目的保有への分類が中止された場

合，子会社と他の非流動資産に係る再測定の修正は，異なる会計

期間に認識すべきか，また，財政状態計算書は遡及的に修正すべ

きか 

開

示 
⑨ 

IFRS 第 12 号「他の

企業への関与の開

示」の開示要求の範

囲の明確化 

・売却保有目的又は非継続事業に分類される非流動資産（又は処

分グループ）に IFRS 第 12 号の開示要求が適用されるか 

（2）IASB と IFRS-IC における検討状況（全般）  

図表１で示した論点には，相互に関連しており，また，範囲の広さと複雑性により適時に解決す

ることが難しい論点が含まれます。このため，IFRS-IC は，これらの論点について以下のように

フェーズを分けて検討することを IASB に対して提案し，IASB は，2015 年７月の会議において

この提案に合意しました。 

・IFRS-IC の通常のプロセスを通じて短期的に検討すべき論点（図表１の論点⑤，⑦，⑨） 

・IFRS 第５号のより広範囲なプロジェクトで中長期的に検討すべき論点（図表１の論点①～④，

⑥，⑧） 

短期的に検討すべきとされた論点のうち，論点⑤については，2015 年９月の IFRS-IC 会議に

おいて，IFRS-IC のアジェンダに追加しないことが仮決定され，2016 年１月に最終決定されまし

た。IFRS 第５号の現行の要求事項に照らし，処分グループについて認識すべき減損の金額



は，非流動資産の回収可能価額（処分コスト控除後の公正価値又は使用価値）によって制限さ

れないことは明確であるとされ，十分なガイダンスが存在し，解釈指針も基準の修正も必要な

いとされました。 

論点⑦については，2016 年１月の IFRS-IC 会議で一部の考え方について明確化が行われま

したが，残りの部分についてはより広範なプロジェクトで中長期的に検討すべき論点とすること

が適切であると判断されました（詳細は３．参照）。 

論点⑨については，2015 年７月の IASB 会議で年次改善により対応することが仮決定されまし

た。2015 年 11 月に公表された公開草案「年次改善 2014-2016 年サイクル」では，売却目的

保有又は非継続事業に分類される非流動資産（又は処分グループ）には IFRS 第 12 号の開示

要求（一部を除く）が適用される旨を明示するよう IFRS 第 12 号の範囲を明確化することが提

案されています（コメント期限は 2016 年２月 17 日）。 

中長期的に検討すべきとされた論点については，IASB が 2015 年８月に公表した意見募集

「2015 年アジェンダ協議」のなかで，IFRS 第５号をリサーチ・プロジェクトとすることについて意

見募集がされています。 

以下では，図表１に示した論点の中から，継続事業と非継続事業の間でのグループ内取引の

表示方法（論点⑦）の検討状況について解説します。 

３．個別論点の検討状況～継続事業と非継続事業の間でのグループ内取引の表示方法  

（1）背景  

IFRS では，すでに処分されたか又は売却目的保有に分類された企業の構成単位で，独立の

主要な事業分野又は営業地域を表すもの等に該当するものは非継続事業に分類し，継続事

業とは区分して表示されます（IFRS 第５号第 32 項）。この場合，たとえば，図表２のような表示

が行われることになります（一部省略しています）。 

【図表２】 非継続事業の包括利益計算書における表示例（一部省略）  

 



（2）論点  

非継続事業を表示する場合，IFRS 第５号は，財務諸表の利用者が非継続事業の財務上の影

響を評価できるような情報の表示及び開示をすることを要求しています（IFRS 第５号第 30

項）。しかし，継続事業と非継続事業との間に重要な取引がある場合に，こうしたグループ内取

引を相殺消去すべきかどうか，相殺消去すべき場合にどのように消去すべきかについて IFRS

第５号には具体的なガイダンスがありません。 

このため，継続事業と非継続事業の間のグループ内取引の消去について，実務では次の３つ

の考え方が存在するといわれています。 

方法

① 
グループ内取引を相殺消去する（調整なし） 

方法

② 
グループ内取引を相殺消去するが，継続事業と非継続事業との間の取引が，今後の継続

事業にどのように影響するのかを反映するよう調整を加える 

方法

③ 
グループ内取引を相殺消去しない 

以下に，設例を用いて各方法を解説します。これらの設例は，2015 年５月の IFRS-IC 会議で

使用されたスタッフ・ペーパー（3B）を参考に記載しています。 

＜前提＞  

親会社Ｘ（３月決算）の傘下には，原材料の調達を行う子会社Ｙと，製造を行う子会社Ｚがある。

子会社Ｚは子会社Ｙから原材料を仕入れ，製品の製造を行っており，両社の間には重要なグル

ープ内取引がある。 

20x5 年 11 月，親会社Ｘは，子会社Ｙを第三者に売却した。このため，親会社Ｘの 20x6 年３月

期の連結財務諸表において，子会社Ｙを非継続事業に分類して表示し，比較期間の 20x5 年３

月期の数値を修正再表示した。子会社Ｙの売却時に，子会社Ｚは，子会社Ｙから引き続き原材

料を仕入れることに合意した。 

子会社Ｚの売上原価の 2,400 百万円のうち 450 百万円は第三者からの仕入であり，1,950 百

万円は企業Ｙからの仕入であると仮定する。 

この場合，子会社Ｙと子会社Ｚの単体ベースと連結ベースの業績は次のようになる。 

（単位：百万円）  
子会社Ｙ  

（非継続事業）  
子会社Ｚ  

（継続事業）  
内部消去  連結  

売上 1,950 2,250 1,950 2,250 



売上原価 1,500 2,400 1,950 1,950 

営業利益・損失 450 △150 0 300 

＜方法①＞グループ内取引を相殺消去する（調整なし）  

この方法は，グループ内売上を計上した子会社Ｙから当該売上を消去し，グループ内売上原価

を計上した子会社Ｚから当該売上原価を消去する方法です。次のように，継続企業及び非継続

企業の外部との売上及び売上原価のみが表示されることになります。 

方法①  
（単位：百万円）  

子会社Ｙ  
（非継続事業）  

子会社Ｚ  
（継続事業）  

連結  

売上 0 2,250 2,250 

売上原価 1,500 450 450 

営業利益・損失 △1,500 1,800 1,800 

非継続事業からの利益・損失   △1,500 

当期利益   300 

IFRS 第 10 号「連結財務諸表」は，グループ内の取引に関するグループ間の資産及び負債，

資本，収益，費用並びにキャッシュ・フローを全額相殺することを要求しています（IFRS 第 10

号 B86 項（c））。このような要求に優先する規定は IFRS 第５号にも IAS 第１号「財務諸表の表

示」にもないことから，グループ内取引は全額消去する必要があると考えるものです。ただし，

非継続事業の財務上の影響を評価できるよう，追加的な注記が必要となる場合があると考え

られます。 

＜方法②＞グループ内取引を相殺消去するが，継続事業と非継続事業との間の取引が，今

後の継続事業にどのように影響するのかを反映するよう調整を加える  

この方法は，グループ内売上とグループ内売上原価の両方を子会社Ｙから消去する方法で

す。結果として，グループ内取引の過去のマージンが，「仮定的な情報」として表示されることに

なります。Ｙの売却後も，ＺはＹから引き続き原材料を仕入れますので，Ｚの売上原価を（Ｙから

の仕入分を含めた）2,400 とすることで，より適正で目的適合性のある表示が達成されるという

考え方かと思われます。 

方法②  
（単位：百万円）  

子会社Ｙ  
（非継続事業）  

子会社Ｚ  
（継続事業）  

連結  

売上 0 2,250 2,250 



売上原価 △450 2,400 2,400 

営業利益・損失 450 △150 △150 

非継続事業からの利益・損失   450 

当期利益   300 

IFRS 第５号にはグループ内取引の相殺消去について具体的なガイダンスがありません。この

ため，企業は事実と状況に基づいて，適正な表示方法を判断すべきであるという考え方です。

なぜならば，こうした表示は，IAS 第１号の適正な表示及び目的適合性があり，比較可能で，理

解可能な情報の提供に関する要求事項と整合的と考えられるからです。 

＜方法③＞グループ内取引を相殺消去しない  

この方法は，グループ内取引を相殺消去しない方法です。次のように，連結の表示は方法②と

同様になりますが，非継続事業の売上は方法②とは異なりグロスで表示されることになりま

す。 

方法③  
（単位：百万円）  

子会社Ｙ  
（非継続事業）  

子会社Ｚ  
（継続事業）  

連結  

売上 1,950 2,250 2,250 

売上原価 1,500 2,400 2,400 

営業利益・損失 450 △150 △150 

非継続事業からの利益・損失   450 

当期利益   300 

この方法は，非継続事業との取引を第三者との取引とみなすことが適当であるとの考え方を理

由としています。 

（3）IFRS-IC の検討結果  

2016 年１月の IFRS-IC 会議で，この論点について，少なくとも方法③は，適切でないとされまし

た。ただし，方法①とすべきか，方法②とすべきかについては，IFRS 第５号のより広範囲なプロ

ジェクトで検討することが適切であると判断されました。したがって，2015 年アジェンダ協議によ

り IFRS 第５号がリサーチ・プロジェクトとなれば，この論点はリサーチ・プロジェクトの中で検討

されることになります。 

方法③が適切でないとされたのは，IFRS 第５号にも IAS 第１号にも，IFRS 第 10 号の連結に

関する要求事項を覆す規定がないためです。 



IFRS-IC における当初の検討では，方法①が適当であることが現行の基準から明確であると

判断されましたが，IFRS 第 10 号がグループ内取引の相殺消去をグループ内の企業にどのよ

うに配分するかを規定していないことから，方法①とすべきとすると，基準の明確化の枠を超え

て，適切なプロセスを経ずに新たなルールを作ることになるとの指摘がありました。また，方法

①は有用な情報を提供しないとの声も聞かれました。このため，IFRS-IC は 2016 年１月の

IFRS-IC 会議で，この論点につき，方法①とすべきか，方法②とするべきかをより広範囲なプロ

ジェクトで検討することとしました。 

４．今後の予定  

上述のとおり，短期的に検討すべきとされた論点⑨については，この論点を取り扱う「年次改善 

2014-2016 年サイクル」の公開草案のコメント期間が 2016 年２月 17 日までとなっています。中

長期的に検討すべきとされた論点については，「2015 年アジェンダ協議」において IFRS 第５号

をリサーチ・プログラムとすることについて意見が募集されており，コメント期間は 2015 年 12

月 31 日まででした。現在，IASB のスタッフが，受領したコメント及び他のフィードバックの分析

を行っており，その分析結果が 2016 年４月の IASB 会議に提出される予定です。IASB は，ア

ジェンダ協議からのフィードバックを検討した後に，IFRS 第５号をリサーチ・プロジェクトとする

かを決定することになると予想されます。 
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