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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」に関する、2022 年５月以降の IASB の

再審議の状況について説明します。DP の公表経緯及び 2022 年４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）及び第 143 回「『のれんと減損』プロジェクトの最近の動向（2021 年 10 月～2022 年４月

IASB 会議での再審議）」（ No.3560 ・2022 年６月 20 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．再審議の主な論点と概要 

IASB は「のれんと減損」プロジェクトの方針を決定した 2021 年９月以降、DP で取り上げている

論点に関して以下の２点を優先して審議を進めています。 

・DP で提案した企業結合に関する開示要求のパッケージについての暫定的な決定 

・のれんの事後の会計処理に関するフィードバックについての具体的な諸側面の分析 

また、2021 年９月以降の IASB 会議における主な審議状況は、前頁の図表１のとおりです。 

【図表１】2021 年 9 月以降の IASB 会議における主な審議内容 

時期 
トピッ

ク 

決定

事項 
概要 

2021 年９

月 

プロジ

ェクト 

方針 

あり 

プロジェクト方針として以下を優先すると決定した 

・開示要求のパッケージに関する暫定的な決定 

・のれんの事後の会計処理に関する追加の分析 
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2021 年

10 月 
開示 あり 

概念フレームワークに照らして、以下を財務諸表に開示する

ことを要求できると暫定的に決定した 

・企業結合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情報 

2021 年

11 月 
開示 あり 

DP の開示要求のうち既存の IFRS 第３号「企業結合」の開示

要求の改善についていくつかの暫定的な決定を行った 

2022 年４

月 
開示 なし 

以下に関するフィードバック（実務上の懸念）について議論を

行った 

・企業結合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情報 

2022 年５

月 
のれん なし 

以下について議論を行った 

・のれんの耐用年数 

・償却モデルに移行した場合の潜在的な影響 

2022 年７

月 
開示 なし DP の開示要求の進め方について議論を行った 

2022 年９

月 
開示 あり 

DP の開示要求のパッケージについて暫定的な決定を行った

（詳細は、３（1）④参照） 

2022 年４月までの IASB 会議については過去の連載において解説していますので、以下では、

2022 年５月から 2022 年９月までの IASB 会議における再審議等の状況について、開示とのれん

のトピックに分けてそれぞれ説明します。 

３．直近の IASB 会議等の状況 

（1）開示の改善及び拡充 

2020 年３月に公表された DP には、企業結合の開示を改善及び拡充する提案が含まれていま

した。これまでの DP へのフィードバック及び IASB のアウトリーチ活動へのフィードバックでは、特

に企業結合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拡充に関心が集ま

り、これらの開示に伴う実務上の懸念が識別されてきました。具体的には、以下のような懸念です。 

・商業上の機密性の高い情報を開示することになるのではないか 

・将来予測的な情報を含むことで訴訟リスクが生じるのではないか 



・事業統合した場合に開示不可能ではないか 

・将来情報等の非財務情報に対する監査が難しいのではないか 

上記のような懸念に対して、IASB は関係者にさらに意見を求めるなどの対応を行いました。

2022 年４月の IASB 会議以降、IASB は、一部の企業結合にのみ DP の企業結合の開示を要求す

る等の代替案について議論を進めてきました。 

①2022 年６月の CMAC/GPF 合同会議 

2022 年６月開催の資本市場諮問委員会（CMAC）と世界作成者フォーラム（GPF）の合同会議

では、2022 年４月の IASB 会議の代替案の議論を踏まえた、企業結合の開示の進め方に関する

意見交換が行われました。投資家などの財務諸表利用者サイドの企業結合に関する開示の改善

を求める声と、財務諸表作成者サイドの開示に対する実務上の懸念の声は、IASB がより有用な情

報開示を要求するうえでバランスを取って検討すべきインプットとなります。 

CMAC と GPF のメンバーからは、以下の代替案についての意見が提供されました。 

ａ．一部の企業結合についてのみ開示を要求すべきか 

ｂ．特定の状況において、一部の開示を免除すべきか 

ｃ．取得年度は定量的な情報を開示せず、定性的な情報を開示することで足りるか 

ｄ．企業が開示する指標（metrics）を特定すべきか 

上記 a については、様々な意見がありましたが、CMAC と GPF の多くのメンバーからは、開示

項目は重要性がある（material）すべての企業結合について要求されるべきとの意見がありました。

また、シナジーに関する定量的な情報の開示は、期待されるシナジーの重要性がある場合にのみ

要求することを明確にすべきという意見もありました。 

また、上記ｂについて開示を免除すべき状況がありえるという意見は、CMAC と GPF の双方のメ

ンバーから多く聞かれました。開示の免除が適切となる可能性のある状況としては以下があげられ

ました。 

・開示対象となる情報が商業上の機密事項である場合 

・開示対象となる情報を財務諸表で開示すると、経営者による説明（マネジメントコメンタリー）でそ

の情報を開示するよりも訴訟リスクからの保護が小さくなる場合 

上記ｃについては意見が割れました。また、上記ｄの開示すべき指標の特定について明記すべ

きではないとの見解について CMAC メンバー及び GPF メンバーは概ね同意しました。 



②2022 年７月の ASAF 会議 

2022 年７月開催の会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）では、2022 年４月の IASB 会議

で意見が集中した以下の代替案について意見が求められました。 

ａ．一部の企業結合についてのみ開示を要求すべきか 

ｂ．特定の状況において、一部の開示を免除すべきか 

上記 a については多くの ASAF メンバーが支持しました。情報を開示すべき企業結合をどのよ

うに識別すべきかについては、以下のような IASB のスタッフの考え方に対し、様々な意見がありま

した。 

・定量的な閾値を超える場合（例えば、被買収企業が報告企業の売上、利益、総資産または純資

産の５%以上など）に開示すべきとする考え方 

・定性的な閾値を超える場合（例えば、特定の報告セグメントの相当部分を構成する場合など）に

開示すべきとする考え方 

・上記の組み合わせ 

その他の要因や指標を考慮する考え方もありましたが、定量的な閾値と定性的な閾値を組み合

わせて検討する考え方を支持する ASAF メンバーが比較的多く見られました。 

上記ｂの免除規定の設定については、一般的に、開示対象となる情報が商業上の機密事項で

ある状況への対処に役立つだろうという意見が多くありました。また、将来予測的な情報の開示に

対する訴訟リスクの観点からも有用という意見もありました。一方で、免除規定が乱用されず、適切

な状況においてのみ適用されるように設定するのは難しいという意見の ASAF メンバーもいまし

た。 

③2022 年７月の IASB 会議 

上記②の ASAF 会議後、IASB 会議では再び開示について議論が行われました。当該会議で

は IASB のスタッフが行ったこれまでの開示に関する実務上の懸念についてのリサーチ（上記①及

び②でのフィードバックを含む）と分析がボードメンバーに共有されました。７月の IASB 会議では

決定事項はなく、９月の IASB 会議において、企業結合に関する開示要求のパッケージについて

暫定的な決定を行うことが確認されました。 

④2022 年９月の IASB 会議 

９月の IASB 会議では、企業結合に関する開示要件のパッケージに関して、以下の４つの項目

について暫定的な決定がありました。 



ａ．IFRS 第 3 号の開示目的の追加 

ｂ．追加の開示項目と戦略的に重要な企業結合 

ｃ．企業結合の開示の免除 

ｄ．これ以上検討しない代替案 

ａ．IFRS 第３号の開示目的の追加 

IASB は、IFRS 第３号に新しい開示目的を追加することを暫定的に決定しました。現行の IFRS

第３号では、企業は、財務諸表利用者が企業結合の内容及び財務上の影響を評価できるように情

報を開示することが目的とされていますが（IFRS 第３号第 59 項、第 61 項参照）、今回の暫定的な

決定により開示目的がさらに具体的になり、企業はより財務諸表利用者が必要としている情報（企

業は取得した事業から生じるどのような便益に対して対価を支払ったのか、また企業結合の目的が

どの程度達成されているのかを理解するための情報）の開示が求められるようになります。 

ｂ．追加の開示項目と戦略的に重要な企業結合 

IASB は、企業結合の開示について、以下の追加を暫定的に決定しました。 

・企業結合の戦略的根拠（既存の IFRS 第３号の「企業結合の主な理由」の開示要求からの置き換

え） 

・期待されるシナジーに関する定量的な情報（企業結合の年度において） 

さらに、IASB は「戦略的に重要な（strategically important）」企業結合を新たに定義し、「戦略的

に重要な」企業結合について以下の開示要求を追加することを暫定的に決定しました。 

・企業結合に関する経営者の目的 

・上記の目的達成のモニターに経営者が使用する指標及び目標 

・企業結合後の期間に経営者が企業結合をその目的に照らしてモニターしている場合、経営者の

目的がどの程度達成されているかについての情報（上記の指標を用いて） 

DP の予備的見解では、上記の開示を IFRS 第８号「事業セグメント」で記述している最高経営意

思決定者（CODM）がモニターしている企業結合についてのみ要求するとしていました。しかし、DP

へのフィードバックでは、CODM によってモニターしている企業結合のレベルに多様性がある点や

現行の IFRS 第３号における「重要性がある企業結合」と「個々には重要性がないが全体として重

要性がある企業結合」の区分に追加して、重要性とは異なる切り口である IFRS 第８号の CODM の

考え方を取り入れることへの懸念が示されていました。IASB は、このようなフィードバックを踏まえ、



開示のコストと便益のバランスを達成するために、CODM とは異なる閾値を使用すべきであると考

えました。 

「戦略的に重要な」企業結合とは、目的を満たせないと企業が全体的な事業戦略を達成するこ

とに対して深刻なリスクが生じるような企業結合であると定義されます（図表２参照）。 

【図表２】開示対象となる企業結合の区分 

 

「戦略的に重要な」企業結合を識別するために、IASB が暫定的に決定した閾値には定量的な

閾値と定性的な閾値が含まれ、これらの閾値のいずれかを満たす企業結合は「戦略的に重要」と

なります。具体的な閾値の内容は図表３の通りです。 

【図表３】戦略的に重要な企業結合を識別する閾値 

属性 閾値の内容 

定量的な

閾値 

①被取得企業の 営業利益 （注１）が取得企業の営業利益（注２）の 10％を超え

る場合 

②被取得企業の 収益 が取得企業の収益（注３）の 10％を超える場合 

③取得した 資産 （のれんを含む）の金額が取得企業の資産（注４）の帳簿価額

の 10％を超える場合 

定 性 的 な

閾値 

企業が新たな営業地域、または新たな主要な事業分野に参入することとなる企

業結合 

（注１）IASB の基本財務諸表プロジェクトで定義される予定 

（注２）企業結合前の直近の年次報告期間における取得企業の営業利益 



（注３）企業結合前の直近の年次報告期間における取得企業の収益 

（注４）企業結合前の直近の報告期間における取得企業の財政状態計算書で認識されている資産 

ｃ．企業結合の開示の免除 

IASB は、特定の状況において、企業が以下の情報を開示しないことを認める免除規定を提案

することを暫定的に決定しました。 

・企業結合に関する経営者の目的 

・上記の目的達成のモニターに経営者が使用する指標及び目標 

・企業結合から生じると期待されるシナジーに関する定量的な情報 

これまでのフィードバックの分析等により、商業上の機密性の観点及び訴訟リスクの観点から一

定の状況においては、開示コストが便益を上回るケースが存在することが指摘されています。開示

免除の対象となりえる上記の３つの項目は、財務諸表作成者がそのような開示コストが高いと強調

している情報に該当します。 

一方、IASB は、以下の情報については、開示の免除規定を提案しないことを暫定的に決定しま

した。 

・企業結合の戦略的根拠 

・企業結合後の期間の実際の業績（企業結合の目的達成のモニターに経営者が使用する指標を

用いる） 

企業結合の戦略的根拠は、企業の全体的な事業戦略と関連する内容の情報であり、企業結合

のプレスリリース等ですでに公表されている情報であるなど、機密性が非常に高い情報を開示する

ことになるとはあまり想定されていません。また、前述の CMAC と GPF の合同会議においても当該

情報は開示すべきという意見が寄せられました。 

企業結合後の期間の実際の業績は、まさに財務諸表利用者が開示を求めていた情報であり、

財務諸表利用者にとって非常に有益であるというフィードバックを得ている項目になります。 

IASB は、適切な状況においてのみ開示の免除規定が適用されるように基準を設定するため、

次のことを IASB のスタッフに指示しました。 

・情報を開示することにより、企業結合に関する企業の目的のいずれかが著しく損なわれることが

予想される場合に免除を認めるよう設計すること 

・適用ガイダンスを作成し、免除規定の適用について補足すること 



次頁の図表４では、上記ｂ及びｃの暫定的な決定をまとめています。 

【図表４】2022 年９月の IASB 会議における暫定決定のまとめ 

開示情報 

ｂ．追加の開示要求 

ｃ．免除規定の対

象か 
重要性の

ある 

企業結合 

戦略的に重

要な 

企業結合 

企業結合年度におけるシナジーの定量

的な情報 
必要 必要 対象 

企業結合後の期間の業績に関する情報    

戦略的根拠（Strategic rationale） 必要 必要 対象外 

目的（Objective） 不要 必要 対象 

指標（Metric） 不要 必要 対象 

目標（Target） 不要 必要 対象 

企業結合後の期間の実績 

（Actual performance in subsequent 

years） 

不要 必要 対象外 

※2022 年９月 IASB 会議の AP18B: Amending the IASB's preliminary views を参考に作成。 

ｄ．これ以上検討しない代替案 

IASB は、以下の項目についてこれ以上の検討を行わないことを暫定的に決定しました。 

・企業結合年度において定性的な情報のみを開示すること 

・企業が開示すべき指標の特定 

上記の２項目は、いずれも 2022 年４月の IASB 会議以降、企業結合の開示の代替案として検

討されてきた項目ですが、これまでのフィードバックの分析等の結果を踏まえた今回の暫定的な決

定により棄却されたことになります。 



（2）のれんの事後の会計処理 

2020 年３月に公表された DP には、のれんの事後の会計処理についての提案が含まれており、

IASB の予備的見解は、のれん償却モデルは再導入せず、減損のみのモデルを維持するという内

容でした。この予備的見解に対するフィードバックは賛否両論で、減損のみのモデル維持を支持

する意見とのれん償却の再導入を支持する意見の双方が聞かれました。 

IASB では、2021 年９月に本プロジェクトの進め方を決定した際に、のれんに関する議論は、以

下の２点について追加分析を行うとしました。 

ａ．のれんの耐用年数及びのれんが減衰するパターンを見積ることが可能かどうか 

ｂ．償却モデルに移行した場合の移行時の潜在的な影響 

上記の項目について、2022 年５月の IASB 会議で議論されており、ａについては、主に以下の

IASB のスタッフの分析が含まれていました。 

・耐用年数を見積るための要因及び方法 

・償却パターン 

・耐用年数の上限 

・企業結合後の期間における耐用年数の見直し 

耐用年数を見積るための要因については、企業結合の目的や期待されるシナジーが実現する

期間などが考えられますが、IASB 会議では、のれんの償却モデルを採用する日本などの会計基

準における事例や米国財務会計基準審議会（FASB）での検討状況などを踏まえた意見交換がな

されました。 

ｂについては、償却モデルに移行した場合の移行時の取扱いが遡及適用であっても将来に向

かっての適用であっても、のれんの残高が多額であるほど、純資産に与える影響が大きく、派生す

る影響も広範囲に及ぶ可能性が指摘されています。例えば、財務制限条項の見直しや報酬制度

の見直し、上場規制や配当規制への抵触等が生じる可能性がありますが、実際に影響を受ける事

例は限定的であると考えられています。 

2022 年５月の IASB 会議では、IASB のスタッフによる上記の追加調査についてボードメンバー

が意見交換したのみで、決定事項はありませんでした。 

４．FASB の状況 

FASB では、2019 年７月に「識別可能な無形資産及びのれんの事後の会計処理」のコメント募

集が行われ、2020 年 12 月の FASB 会議以降、のれんの償却モデルを前提とした分析が行われ



てきました。直近の FASB のプロジェクトにおける主な審議状況は、図表５で示したとおりで、FASB

は、IASB に先行してのれん償却再導入の議論を行っていました。しかし、2022 年６月 15 日の

FASB 会議において、当該プロジェクトの優先順位を下げ、基準開発のアジェンダから外すことを

決定しました。 

【図表５】FASB 会議の状況 

時期 主な審議内容 

2021 年

11 月 

のれんの償却期間の見積りの原則や償却期間の上限/下限、償却期間の見積りの

再評価などについて議論した 

2022 年

１月 

のれんの減損テストの実施レベル（報告単位、事業セグメント）について、償却モデ

ルを用いて議論した 

2022 年

３月 

のれんの事後の会計処理のガイダンスに含めるべきのれんの範囲（組織再編から

生じるのれん、子会社のれん及び持分法の適用から生じるのれん等）について議

論した 

2022 年

５月 

のれんの償却費の表示について、のれんの減損と同じ損益計算書の区分で表示

する方向で議論が進んだが、その他の包括利益で表示する代替案についても評

価を継続するようスタッフに指示した 

2022 年

６月 

本プロジェクトの方向性について協議した結果、本プロジェクトの優先順位を下

げ、基準開発のアジェンダから外すことを決定した 

※2021 年 11 月より前の FASB 会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）をご参照ください。 

取り下げに至るまでの経緯は、2022 年９月 30 日の IASB と FASB との合同教育会議で説明が

ありました。財務諸表利用者のニーズと、財務諸表作成者等のニーズを両立するような解決方法

及びコンセンサスが困難であり、このままプロジェクトを進めても目的達成が困難であることから、優

先順位を下げることになったものと思われます。 

５．おわりに 

2022 年９月の IASB 会議における暫定的な決定により、企業結合の開示については一定の方

向性が示されました。2022 年９月末時点の IASB ワークプランでは、本プロジェクトの方向性を

2022 年 11 月に決定することが示されています。2022 年９月の ASAF における議論（英国エンドー

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


スメント審議会によるのれんの事後の会計処理に関するリサーチの説明）や FASB との合同教育

会議におけるインプット（上記プロジェクト取り下げに至るまでの経緯等）も踏まえ、2022 年 11 月～

年内には、のれんの事後の会計処理について減損のみのモデルを維持するのか、のれんの償却

を再導入するかの検討を続けるのかも決定される見込みです。 
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