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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）の月次会議等における討議内容に基づき、
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、2020年３月に公表
されたディスカッション・ペーパー（DP）「企業結合―開示、のれん及び減損」につい
て、2021年 10 月以降の IASBの再審議における開示に関する議論について説明します。
DP の公表経緯及び 2021 年９月までの再審議の状況については、本連載の第 136回
「『のれんと減損』プロジェクトの最近の動向」（ No.3529 ・2021 年 11 月１日号）の解
説をご参照ください。 

なお、本稿の内容は今後の IASB の討議状況によって変更される可能性があり、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ます。 

２ 主な論点と再審議の状況 

（1）開示に関する DPの予備的見解とフィードバック 

IASB の「のれんと減損」プロジェクトの目的は、企業が行う取得に関して、合理的な
コストで、より有用な情報を財務諸表利用者に提供できるかどうかの検討です。まずは、
DP の開示に関する予備的見解について振り返っておきたいと思います。 

今回の DP 公表の背景には IFRS 第３号「企業結合」の適用後レビューがありますが、
適用後レビューでは、のれんの減損についてのみならず、企業結合の開示についてもフィ
ードバックがありました。投資家を含む財務諸表利用者からは、買収などの企業結合が経
営者の期待と比較してどのような成果を上げているのか、特に取得後の成果に関する情報
を十分に得られていないという意見がありました。 

このような開示へのフィードバックに対応するために IASB は、経営者の企業結合の目
的及びその目的をモニターするための指標並びに取得後の情報を含む新たな開示項目の追
加と改善を予備的見解として示しました。図表１では、DP における開示に関する IASB
の予備的見解をまとめています。 

https://member.zeiken.co.jp/Zeiken/Za_ArticleFrameAction.do?id=3560
https://member.zeiken.co.jp/Zeiken/Za_ArticleFrameAction.do?h1ID=ZA0003529140101


【図表１】開示に関するDP の予備的見解 

 予備的見解の概要 

取得時の開
示拡充 

・ 企業結合に関する戦略的根拠と最高経営意思決定者（以下、「CODM
（＊１）」）の目的を開示 
・ CODM が企業結合の目的達成状況をモニターするために使用する
指標 
・ CODMが目的の達成状況をモニターしていない場合、その事実及び
理由 

取得後の開
示拡充 

・ CODMの目的が指標に照らしてどの程度達成されているか（＊２） 
・ 取得年度の翌々年度末までに CODM が目的の達成状況のモニタリ
ングを中止した場合、その事実及び理由 
・ CODMが目的達成をモニターするための指標を変更した場合、新し
い指標と変更の理由 

その他の開
示の改善 

・ のれんを構成する要因について、以下を説明 
・ 取得した事業との統合により期待されるシナジー 
・ シナジーが実現すると見込まれる時期 
・ シナジーの金額又は金額の範囲の見積り 
・ シナジーを達成するための予想コスト又はコストの範囲 
・ 引き受けた負債として財務活動から生じる負債及び確定給付年金負
債を他の負債と区分して開示 
・ 取得日以降の被取得企業の開示及びプロフォーマ情報の開示ついて 
・ 「純損益」の開示を「取得関連コスト及び統合コスト控除前の営業
利益」の開示に置き換え 
・ 営業活動によるキャッシュ・フローの開示を追加 

（＊１）CODMは、chief operation decision maker の略であり、IFRS第８号「事業セ
グメント」において説明される用語である。 
（＊２）CODMがモニターしている期間にわたって開示を継続する。 

上記の開示の提案に対して、DPへのコメント提出者のうち財務諸表利用者を中心に同
意の意見がある一方で、多くの財務諸表作成者を含むコメント提出者は反対を示しており
意見が分かれています。開示の予備的見解に対する懸念には、定量的な目標（例えば、市
場占有率やコスト構造）の開示や企業結合に関する特定の事実（例えば、人事関連）の開



示が商業上の機密に該当するのではないか、また、経営者の戦略的情報を開示する場所と
しては財務諸表の注記よりもマネジメント・コメンタリー等が適切ではないかといった意
見や、将来的な見通しの開示が訴訟リスクにつながるのではないかといった意見が含まれ
ていました。 

（2）IASB 会議における開示に関する再議論等の状況 

DP に関する IASB の再審議は、2021 年３月より開始されています。初めにDP へのフ
ィードバックの内容共有とプロジェクトの方向性が審議されており、企業結合の開示につ
いては 2021 年 10 月から具体的な審議が始まっています。また、2021 年 12 月開催の会計
基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）では、IASB のスタッフが予備的見解に基づき
作成した企業結合の開示例を用いて、ASAF メンバーから開示に関するインプットを得て
います。以下では、それぞれの会議の状況をまとめています。 

① 2021年 10 月の IASB 会議 

DP へのフィードバックでは、企業結合のその後の業績に関する情報や期待されるシナ
ジーに関する定量的情報などを、財務諸表の中で注記することは適切ではないと言った意
見がありました。これに対して、2021年 10 月の IASB会議では、DP の予備的見解で示
した企業結合に関する情報を開示する場所に焦点を当てて議論が進められました。具体的
には、将来予測的な情報や非財務情報または非 GAAP 数値を含む情報を財務諸表において
開示することを要求できるかどうかについて、「財務報告に関する概念フレームワーク」
に基づいた検討が行われました。 

検討の結果、「財務報告に関する概念フレームワーク」に提示されている財務諸表の目
的及び将来予測的な情報を財務諸表に含められる場合の条件に沿うと考えられるため、経
営者が企業結合から期待している便益及び経営者の目的がどの程度まで果たされつつある
のかに関する情報を財務諸表において要求することができると暫定的に決定されました。 

② 2021年 11 月の IASB 会議 

2021年 11 月の IASB 会議では、開示に関する DP の予備的見解のうち企業結合の取得
時及び取得後の開示の拡充以外、すなわち、現行の IFRS 第３号の開示要求の改善に関連
する項目について議論が進められました。以下では、議論の対象となった主な項目と暫定
的な決定の内容をまとめています。 

ａ．企業結合から生じると期待されるシナジー 

現行の IFRS 第３号では、企業結合で認識したのれんを構成する要因を定性的に説明す
ることが求められており、「被取得企業と取得企業の営業活動の統合により期待されるシ



ナジー」が例示されています。DP の予備的見解では、定性的な説明に加えて、期待され
るシナジーについて定量的な情報を開示することが提案されています。 

2021年９月の IASB 会議でのボードメンバーからの意見に基づき、IASB のスタッフは
企業結合の開示例の作成準備を進めていましたが（詳細は後述③参照）、その開示例には
以下の内容を含めることが暫定的に決定されました。 

・ 性質別に分解した期待されるシナジーの合計額（例えば、収益シナジーの合計及び
コストシナジーの合計並びに他の種類のシナジーについての合計） 

・ シナジーから期待される便益が生じ始める時期及びその継続する期間に関する情報 

なお、DP へのフィードバックでは「シナジー」について定義すべきという意見もあり
ましたが、主に以下の理由から改めて定義することはしないと暫定的に決定されました。 

・ DP の予備的見解において、企業結合によるシナジーの定性的情報と定量的情報の開
示を求めている。 

・ 現行の IFRS第３号の結論の背景においてのれんの構成要素に関する言及があるな
ど、シナジーについて一定の共通の理解がある可能性がある。 

・ フィードバックでは、企業がシナジーを適切に識別していないという意見は特に示
されていなかった。 

ｂ．財務活動から生じた負債及び確定給付年金負債 

現行の IFRS 第３号では、企業結合で取得した資産及び引き受けた負債の「主要な」種
類ごとに、取得日時点で認識した金額を開示することが求められています。DP の予備的
見解では、財務活動から生じた負債及び確定給付年金負債は負債の主要な種類である旨を
定めることにより、区分開示を要求することを検討していました。 

しかし、予備的見解に対するフィードバックについて議論された結果、そのように明記
する方法ではなく、既存の要求事項から「主要な」という用語を削除した上で、現行の
IFRS第３号に付属する設例（開示要求の例示）を修正して、財務活動から生じた負債及び
確定給付年金負債を引き受けた負債の種類として例示することが暫定的に決定されまし
た。区分開示の設例により、実質的に DPの予備的見解の目的が達成されることが見込ま
れます。 

ｃ．取得した事業の寄与 

現行の IFRS 第３号では、企業結合で取得した事業の影響を財務諸表利用者が理解でき
るように、企業結合があった年度において取得した事業の取得日以降の収益及び純損益



と、期中に行われた企業結合についてその取得日が期首であったとした場合の収益及び純
損益（いわゆる、プロフォーマ情報）の開示が求められています。当該開示要求における
「純損益」という用語については、DP の予備的見解で「取得関連取引及び統合のコスト
を控除前の営業利益」に置き換える提案が示されていましたが、11 月の IASB 会議では
「営業損益」に置き換えることが暫定的に決定されました。「営業損益」は IASB の基本
財務諸表プロジェクトでの定義によるものとなります。 

また、DP の予備的見解ではプロフォーマ情報として、営業活動から生じたキャッシ
ュ・フローに関する情報についても上記の損益の開示と同様の開示を提案していました
が、DPへのフィードバックで示された情報作成のコストと情報の有用性とのバランスの
観点から、要求を追加しないことが暫定的に決定されました。 

③ 2021年 12 月の ASAF 会議 

IASB では、開示に関する DP の予備的見解に基いて IASB のスタッフが開示例を作成
し、財務諸表利用者、財務諸表作成者、監査人及び規制当局を対象としてテストを行うこ
とで実務上の課題（商業上の機密に関する懸念等）の検証を行うことが計画されていまし
た。 

2021年 12 月開催の ASAF 会議では、IASB のスタッフが作成した開示例に対する
ASAF メンバーからのインプットを受ける機会が設けられました。 

当該開示例では、２つの買収パターンが示されており、Staff Example １は製造販売を
行う企業が市場シェアを拡大するために同業他社を買収する事例（既存事業の拡大）で、
Staff Example ２はソーシャルプラットフォームの運営により広告収入を得ている企業が
別のオンライン事業を営む企業を買収する事例（事業の多角化）となっています。いずれ
の例示も取得日を含む年度と取得の翌年度の開示が示されており、図表２で示すような内
容が含まれています。 

【図表２】IASB のスタッフが作成した開示例の概要 

 開示例に含まれる項目 記述されている具体的な内容 

取得日を
含む年度
の開示 

・ 期待されるシナジー効
果に関する情報 

定性的情報に加えて、予想されるコスト削減
の現在価値及び時期、収益シナジーの現在価
値、シナジーを実現するためのコスト（※１） 

・ 経営者の取得の目的及
び目的の達成状況をモニ

収益増加率、市場シェアの増加率、被取得企
業の主要な経営幹部の維持、コスト削減額、



ターするために使用され
る指標 

ユーザー数の増加率（※２） 

・ 取得した期間における
経営者の目的の達成状況 

上記の指標について、取得した期においてど
の程度達成したのか具体的な数値を含む説明
（※３） 

取得の翌
年度の開
示 

・ 経営者の目的の達成状
況を示す指標の更新情報 

上記の指標について、翌期においてどの程度
達成したのか具体的な数値を含む更新情報、
モニタリングを中止した指標の説明（※４） 

（※１）Staff Example ２からの抜粋（筆者による参考訳） 

買収により生じたのれんは 55 百万 CU である。のれんは以下を表している。 
・ 個別に識別されず認識されない Scorpio社の集合的な人的資源の価値 
・ クロスセルの機会から生じる収益シナジーとサポート機能の統合によるコスト削減
により、当社グループが実現すると期待する将来の経済的便益。期待されるシナジーの
現在価値は、コスト・シナジー15 百万 CU と収益シナジー40百万 CU である。 
経営者は、これらのシナジーを達成するためのコストを約 15 百万 CU と見積もってい
る。 

（※２）Staff Example １からの抜粋（筆者による参考訳） 

当社グループの戦略に沿って、当該買収の目的は以下のとおりである。 
・ 20X8年までにベータ・セグメントの年間収益を30％、利益を35％増加すること（20X5
年比） 
・ 20X8 年までに東南アジアにおける当社グループの市場シェアを拡大すること（約
15％から約 20％） 
・ Cannon 社のすべての主要な経営幹部を維持すること 
・ 20X8 年までにベータ・セグメントで約 28 百万 CU の経常費用の削減を達成するこ
と（20X5 年比） 

（※３）Staff Example １からの抜粋（筆者による参考訳） 

20X5 年 12 月 31 日に終了する事業年度において Cannon 社の買収による統合は計画通
りに進捗し、当社グループは以下のとおり達成した。 



・ 東南アジアにおける当社グループの市場シェアを 16％に拡大した。 
・ Cannon 社のすべての主要な経営幹部が留任した。 
・ ベータ・セグメントの経常費用を５百万 CU 削減した。 

（※４）Staff Example ２からの抜粋（筆者による参考訳） 

当社グループは、20X8 年１月１日に統合プラットフォームを開始した。 
20X8 年 12 月 31 日に終了する事業年度において、新しく結合されたプラットフォーム
のデイリー・アクティブ・ユーザーは 10％増加し、当社グループの広告収入が 12％、フ
ードデリバリー事業の収入が 16％それぞれ増加した。統合プラットフォームを開始した
結果、CODM は 20X8 年 12 月 31 日時点で、取得日の買収事業の業績のモニタリング
を中止した。 

なお、当該開示例は IASB のスタッフの考え方を示したものであり、IASBの公式な見
解を示すものではありません。 

ASAF 会議では、IASB のスタッフが作成した開示例を踏まえて、主に開示例が有用な
情報を提供しつつ過度に商業上の機密を開示しない内容となっているか、また、開示例の
内容が重大な訴訟リスクを引き起こす恐れがあるかについて、ASAF メンバーのフィード
バックが求められました。 

ASAF メンバーからは、開示例の内容は有用な情報提供であるという意見が見られる一
方で、開示例に含まれる定量的情報などの一部の情報は商業上の機密に該当しうるという
意見がある点が報告されました。特に、経営目標に関する数値情報（市場シェア等）など
が競合他社に提供されることへの懸念や、定量的情報は機密性がある可能性が高いという
見解の他、スタッフの開示例は比較的単純で順調なケースを取り扱っているが、商業上の
機密に該当するかどうかは事実と状況によって変わると考えられる点などが指摘されまし
た。 

訴訟リスクについては、主に各国・地域における「セーフハーバー」（訴訟からの保
護）の有無についての情報共有と、一部の情報が訴訟リスクを引き起こす可能性がある点
について意見交換がされました。米国やカナダなどでは「セーフハーバー」により、財務
諸表以外の書類で公表された将来予測情報に関する財務諸表利用者の訴訟からの保護が存
在しますが、日本やフランスなどではそのような取扱いはありません。国や地域の制度に
よっては財務諸表内の情報開示について財務諸表作成者が慎重になる可能性が指摘され、
特に、アーンアウト条項に関連する将来情報や従業員に関連するリストラクチャリングの
情報は訴訟リスクを引き起こす可能性があるといった意見がありました。将来予測的な情



報については、すでに IAS 第 36号「資産の減損」や IFRS 第９号「金融商品」でも用いら
れており、会計上の見積りとの差異についても議論されました。 

④ 2022年４月の IASB 会議 

IASB は、前述の ASAF 会議からのフィードバックのほか、2021年 11月には資本市場
諮問委員会（CMAC）会議及び世界作成者フォーラム（GPF）会議からも開示の予備的見
解に関するフィードバックを受けています。また、IASB のスタッフは、現在の開示の実
務を理解するために企業の企業結合に関する開示（財務諸表における注記以外での公表を
含む）を調査しました。その結果、DP の予備的見解による開示情報は有用性があると認
められる一方で、開示に当たって特に以下のような実務上の懸念が識別されました。 

ａ．商業的感応度（商業上の機密性を含む） 

ｂ．将来予測的な情報（訴訟リスクを含む） 

ｃ．統合（買収事業が既存事業に統合された場合に情報提供が可能であるかを含む） 

ｄ．監査可能性（非財務・非 GAAP の指標に対する監査の困難さを含む） 

2022年４月の IASB 会議では、上記のフィードバック等の取りまとめの共有を受けて議
論が行われました。また、今後、企業結合の開示に関する予備的見解をこのまま進めるべ
きか、または開示にかかるコストがベネフィットを上回るとして予備的見解を進めないの
か、もしくは予備的見解を修正して進めることとするのか、開発方法について議論されま
した。IASB のスタッフからは開発方法についていずれか１つに絞った提案はなく、今回
の IASB会議では決定事項はありませんでした。 

企業結合のその後の業績に関する情報やシナジーに関する定量的な情報の開示に関する
予備的見解の進め方については、今後も議論が継続される見込みです。 

３ おわりに 

2022年５月の IASB 会議では、のれんの耐用年数と償却モデルに移行した場合の潜在的
な影響について議論されましたが、決定事項はありませんでした。 

2022年５月末現在の IASB のワークプランでは、2022 年後半にのれんと減損プロジェ
クトの方向性が決められる予定となっています。具体的には、以下の図表３で示した内容
が予定されています。 

【図表３】今後ののれんと減損プロジェクトの予定（2022年５月末現在） 



時期 
トピ
ック 

予定されている審議の内容 

2022
年 
７月-
９月 

開示 

企業結合の以下の開示拡充を DP の予備的見解の通りに進めるかど
うかについて決定される予定 
・ 企業結合のその後の業績に関する情報 
・ 期待されるシナジーに関する定量的な情報 

2022
年 
10 月 -
12月 

の れ
ん 

のれんのその後の会計処理について以下の方向性が決定される予定 
・ 減損のみのモデル維持か、償却モデルの再導入か 

2022
年 
10 月 -
12月 

プ ロ
ジ ェ
クト 
全体 

のれんと減損のリサーチプロジェクトを、基準設定の段階に進める
かどうか（IFRS 第３号及び IAS 第 36 号を修正するプロジェクトに
移行するかどうか）検討される予定 

現在はリサーチプロジェクトとして進められているのれんと減損プロジェクトですが、
IFRS第３号及び IAS 第 36 号を修正するプロジェクトに移行した場合、修正の公開草案の
作成、公表及びコメント募集、寄せられたコメントに基づく公開草案の再審議を経て、そ
れぞれの基準の修正内容及び適用時期が最終決定されるといったプロセスになると考えら
れます。実際に基準がどのように修正され、いつから適用開始となるのか予想することは
まだ難しい状況であり、今後も IASB の動向に注目が集まるものと思います。 
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