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はじめに
本冊子は、2009 年 8 月に新日本有限責任監査法人が発行した冊子、『JGAAP-IFRS comparison』
を基に、USGAAP を加えたものです。
JGAAP と IFRS の相違点について会計分野ごとに概説した上記冊子に、USGAAP を加えました。
三つの広範な会計基準を比較して、現実に発生しうる無数の取引の会計処理において生じうるすべ
ての相違を網羅的に表現することは不可能と思われますが、現在の実務において最も一般的に見
られると考えられる相違点にできるかぎり焦点をしぼり、記述しています。
なお、編集に際しては細心の注意を払っておりますが、要約として記載していますので、一般的なガ
イダンスとしてのみ利用されることを意図しており、詳細な研究あるいは専門的な判断に資するもの
として利用されることを意図したものではありません。詳細な文言につきましては基準書原文をご参
照ください。また、特定の取引につきましては、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
新日本有限責任監査法人、アーンスト･アンド･ヤング・グローバル、およびそのメンバーファームは、
本冊子を原因として発生したいかなる損害や損失についても責任を負うものではありません。本冊
子の記載は、2009 年 4 月 1 日の時点で有効である基準に基づいております。
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財務諸表の表示、売却予定資産及び廃止
事業
► 重要な相違点
日本基準
表示が要求さ （ 連 結 財 務 諸 表 規 則 様
れ る 会 計 期 式）
間
前連結会計年度及び当連
結会計年度の財務諸表を
併記する。

IFRS
（IAS1.38, 39）
財務諸表で報告されるす
べての金額について、最低
１会計期間分の比較情報
を開示しなければならな
い。

USGAAP
（Regulation S-X/
ASC205）
通常、比較財務諸表を表
示するが、特定の状況にお
いては当会計年度のみ表
示することがある。公開企
業は SEC 規則に準拠して、
貸借対照表については直
近の２会計期間の開示、そ
の他の財務諸表について
は貸借対照表日に終了す
る３会計期間の開示が求
められる。

財政状態計
算書（貸借対
照 表） と 包括
利益計算書
（損益計算
書）の様式

（連結財務諸表規則 様
式）
下記の財務諸表の作成を
要求している。
► 連結貸借対照表
► 連結損益計算書
► 連結株主資本等変動
計算書
► 連結キャッシュ・フロー
計算書
► 連結附属明細表
包括利益に関する計算書
はない。

（IAS1.10）
下記の財務諸表※1 の作
成を要求している。
► 財政状態計算書
► 包括利益計算書※2
► 持分変動計算書
► キャッシュ・フロー計算
書
► 会計方針及び注記
※1 各計算書の名称につ
いては他のものを使用する
ことも可
※2 1 計算書方式と 2 計算
書方式のいずれでも可

（Regulation S-X/
ASC205）
SEC に登録している場合に
は、株主に 対する年次報
告書には下記のものが含
まれている。
► 連結貸借対照表
► 連結損益計算書
► 連結資本勘定変動表
► 連結キャッシュ・フロー
計算書
► 財務諸表の作成の基
礎とした会計方針の注
記及びその他に必な明
細

特 別 （ 異 常 ） （連結財規 62,63）
損益の表示
特別損益に属するものは
その内容を示す名称を付し
た科目をもって表示する。

（IAS1.87）
包括利益計算書上の項目
又は注記のいずれにも特
別(異常)損益項目を表示し
てはならない。

（APB30/ASC225）
異常項目とは、稀にしか起
こらない非経常的な事象及
び取引であり、通常の営業
利益と別に表示する。
USGAAP では、異常項目
に該当するケースは限定
的である。
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日本基準
（連結財規 65.1 三）
少数持分に帰属する当期
損益は、少数株主損益とし
て損益計算書で表示され
る。

IFRS
（IAS1.83）
非支配持分に帰属する当
期損益及び当期包括利益
合計の開示が要求される。

USGAAP
（FAS160/ASC810）
非支配持分に帰属する当
期損益及び包括利益は、
非支配持分として損益計
算書及びその他の包括利
益計算書で表示される。

会 計 方 針 の （連結財規 14）
変更
過年度の数値の修正再表
示は行わず、変更による影
響額が注記されるのみで
あ る。当該影響額は変更
時の単年度の損益に与え
る影響額であり、当該会計
処理について前連結会計
年度と同一の基準を適用し
た場合に計上されるべき当
期純損益等への影響額で
ある。

（IAS8.22）
会計方針の変更は、開示
されている最も古い年度の
期首の各資本項目及び比
較対象年度の金額を遡及
的に修正し、あたかも変更
後の会計方針を当初から
適用していたかのように取
り扱う。

(FAS154/ASC250)
実務的でない
(impracticable)場合を除
き、会計方針を自主的に変
更する企業は、過去の期
間の財務諸表まで遡って
当該変更後の会計方針を
適用する。

（IAS8.32, 36-38）
会計上の見積りの変更は、
過年度の修正や誤謬の訂
正にはあたらない。当期か
ら将来に 向かってのみ修
正を行う。
＜減価償却方法の変更＞ ＜減価償却方法の変更＞
会計方針の変更として処 減価償却方法の変更を会
理するため、所定の注記が 計上の見積りの変更として
行われる。
取り扱う。

（FAS154/ASC250）
会計上の見積りの変更は、
将来に 向かって適用され
る。そのため、過去に報告
された結果には、いかなる
変更もなされない。
＜減価償却方法の変更＞
会計上の見積りの変更とし
て取り扱う。

（企業会計原則 第二 注
解 12）
（金商法 24 条の 2, 7, 9,
10）
重大な誤謬の訂正につい
て特に規定はないが、過年
度の財務諸表の修正は、
前期損益修正として、判明
した年度の損益計算書の
特別損益に計上される。な
お、重要な虚偽の表示に
該当する場合に は、訂正
報告書の提出が必要とな
る。

（FAS154/ASC250）
誤謬の修正は過年度修正
(Prior Period Adjustment)
として取り扱う。表示する最
初の期間より前の期間に
与える誤謬の累積的影響
額は、表示対象となる最も
古い期間の資産及び負債
の期首残高に反映し、当該
資産負債を相殺した後の
影響額は同期間の利益剰
余金の期首残高の修正と
して反映する。

非支配（少数
株主）持分に
帰属する当
期損益及び
当期包括利
益合計の開
示

会 計 上 の 見 （連結財規 15）
積りの変更
変更時の単年度の損益に
与える影響額のみを修正
する。

誤謬の修正

（IAS8.42）
重要な誤謬は、その期間
的影響又は累積的な影響
の算定が実務上不可能な
場合を除き、以下のいずれ
かの方法により遡及的に
処理する。
► 誤謬が発生した過年度
の比較情報を修正再
表示
► 表示する最初の期間よ
り前に誤謬が発生して
いる場合には、表示対
象となる最も古い期間
の資産、負債及び資本
の期首残高を修正再
表示
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日本基準
適正表示の
た め の 規 定 該当する基準はない。
準拠からの
離脱

売却目的保
有に分類され
た非流動資
産（又は処分
グループ）

売却目的保
有に分類され
た非流動資
産等の減価
償却の取扱
い

IFRS
USGAAP
（IAS1.19）
ある基準書等の規定に従 該当する基準はない。
うことによって「財務諸表の
作成及び表示に関するフレ
ームワーク」で定められて
いる財務諸表の目的と背
反することとなる場合に
は、その規定から離脱する
ことが必要となる場合があ
る (true and fair view
override)。
（IFRS5.6, 15）
帳簿価額が継続使用では
なく主に売却取引により回
収される場合には、当該資
産等を売却目的保有に分
類し、帳簿価額と売却費用
控除後の公正価値のいず
れか低い価額で測定する。

（FAS144/ASC360）
売却目的保有に分類した
長期性資産（処分グ ルー
プ）は、帳簿価額と売却費
用控除後の公正価値のい
ずれか低い価額で測定す
る。

（IFRS5.25）
該当する基準はない。
売却目的保有に分類され
ただし、減損処理を行った た非流動資産（又は処分グ
資産については、減損損失 ループ）は減価償却を中止
を控除した 帳簿価額に基 する。
づき減価償却を行う。

（FAS144/ASC360）
売却保有目的に分類され
た長期性資産は、減価償
却を中止する。

（IFRS5.30, 33）
以下の金額を企業の継続
的な活動から生じる損益と
区分して包括利益計算書
（損益計算書）に記載す
る。
► 廃止事業の税引後損
益
► 廃止事業の資産（又は
処分グループ）の売却
費用控除後の公正価
値 で の 測 定 又 は処 分
に際して認識される税
引後損益

（FAS144/ASC205）
廃止事業に関連する損益
（帳簿価額と売却費用控除
後の公正価値のいずれか
低い価額で測定した結果
認識した損益を含む）は、
継続事業とは区分して、継
続事業からの税引後利益
の後に独立した項目とし
て、税金費用を間接的に控
除する形式で損益計算書
に記載する。

該当する基準はない。
ただし、「固定資産の減損
に係る会計基準注解」注 2
に、減損の兆候の例とし
て、事業の廃止又は再編
成、早期の処分、用途の変
更等が挙げられている。

廃止事業の
財 務 諸 表 に 該当する基準はない。
おける表示
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日本基準
初度適用
初度適用について明示的
に取り扱っている基準はな
い。ただし、従来作成して
いなかった会社が新たに
財務諸表を作成する場合
には、実務上、期首連結財
務諸表を表示した上で、初
めて連結財務諸表を作成
しているため過年度の比較
情報がない旨を記載する
ケースが多い。

IFRS
（IFRS1）
原則として最初の IFRS 報
告日現在有効な基準をす
べて遡及的に適用する。例
外として、一部遡及適用が
免除される項目と、遡及適
用が禁止される項目も規
定されている。
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USGAAP
企業が USGAAP を初めて
適用する際には、あたかも
USGAAP を従来から適用
していたかのように適用し
なければならない。これに
は期首の貸借対照表を
USGAAP に準拠したものと
するために必要な修正を含
む。過年度の財務諸表に
適用可能な USGAAP は適
用されなければならない。

連結、持分法及びジョイント・ベンチャー
► 重要な相違点
連結の範囲

連結の範囲
（例外）

日本基準
現行基準
（連結財務諸表原則第三－
1,2）
改正後基準
（連結会計基準 6,13）
支配力の概念による。
親会社が、他の企業の財
務及び営業又は事業の方
針を決定する機関（意思決
定機関）を支配している場
合、当該他の企業に対する
支配が存在する。

IFRS
（IAS27, 12, 13, 14）
支配の概念による。
親会社が、その活動の結果
をもたらされる便益を享受
する事を目的として、財務、
経営方針を左右する力を有
する場合に、支配が存在す
るものとみなされる。
支配の有無を判定する際
には、現在行使又は潜在的
議決権を考慮する。

USGAAP
（FAS94, FAS144,
FIN46(R)/ASC810）
経済的利益の支配の概念
による。
ま ずすべ て事業体に つ い
て、変動持分事業体(VIE)
にあたる可能性を評価す
る。議決権によって支配さ
れる事業体は、子会社とし
て連結するが、潜在的な議
決権は考慮しない。

現行基準
（連結財務諸表原則第三－
4）
改正後基準
（連結会計基準 14）
以下の会社は連結の範囲
から除かれる。
► 支配が一時的であると
認められる企業
► 利害関係者の判断を著
しく誤らせるおそれのあ
る企業

（IAS27.4, 12）
実質支配を有するすべての
会社を連結することとし、日
本基準のような例外はな
い。

（FAS94, FAS140,
EITF96-16/ASC810）
支配が一時的でありそうな
場合、又は支配がその過半
数 所有 者に 存 しな い場合
（例えば、その子会社が法
律上の更生会社又は破産
会社である場合、あるい
は、外国為替上の制限、監
理、又はその他の政府によ
って課された厳しい不確実
のためにそ の子会社を支
配する親会社の能力に関し
て重要な疑義がある場合）
には、その子会社を連結し
てはならない。
FAS140 で掲げられている
条件を満たす適格な SPE
は連結の範囲から除かれ
る。
少数株主が一定の拒否権
を有する場合は、連結して
はいけない。
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日本基準
特別目的事 （連結範囲の見直しに係る
業体（SPE） 具体的な取扱い）
（投資事業組合に関する実
務上の取扱い）
一定の特別目的会社につ
き、一定の要件を満たす場
合には、子会社に該当しな
いものと推定する。
投資事業組合の場合は、
基本的には業務執行権限
の有無により判断する。

IFRS
（IFRIC12）
企業と SPE との実質的な関
係を検討した結果、支配が
存在すると結論付けられる
場合には SPE を連結対象
とする。

USGAAP
（FIN46(R)/ASC810）
経済的リスク及び利益の対
価に基づき決定された主た
る受益者が VIE を連結す
る。

（連結会計基準 27）
子会社の欠損のうち、当該
子会社に係る少数株主持
分に割り当てられる額が当
該少数株主の負担すべき
額を超える場合には、当該
超過額は、親会社の持分に
負担させる。

（IAS27.28）
包括利益合計は、たとえ非
支配持分の残高が借方に
なるとしても、親会社の株
主と非支配株主に帰属す
る。

（FAS160/ASC810）
非支配持分に帰属する損
失は、たとえ非支配持分の
残高が借方になるとしても、
親会社の株主と非支配株
主に帰属する。

子会社に対 現行基準
する支配の （連結財務諸表原則 第四
喪失
八 3）
（資本連結手続に関する実
務指針 45,46）
（事業分離等会計基準
38,48（1）①）
（企業結合及び事業分離等
会 計 基 準 適 用 指 針
276,288（2））

（IAS27.34）
支配を喪失した日における
残余の投資を公正価値で
評価する。

（FAS160/ASC810）
支配を喪失した日における
残余の投資を公正価値で
評価する。

非支配持分
における配
分に 関わ る
子会社の欠
損

改正後基準
（連結会計基準 29）
（事業分離等会計基準
38,48（1）①）
（企業結合及び事業分離等
会 計 基 準 適 用 指 針
276,288（2））
売却等により関連会社とな
る場合は持分法による投資
評価額、関連会社にも該当
しなくなる場合は個別貸借
対照表上の帳簿価額により
評価する。
また、企業結合により、子
会社から関連会社になる場
合には持分法による投資評
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IFRS
日本基準
価額、子会社から関連会社
にも該当しなくなる場合に
は、これまで連結していた
結合企業又は被結合企業
の株式は、個別貸借対照
表上の帳簿価額（結合後企
業の株式の時価等）をもっ
て評価する。
子会社に対
する支配の
喪失を 伴わ
ない親会社
持分の増減

USGAAP

現行基準
（IAS27.30）
（FAS160/ASC810）
（連結財務諸表原則 第四 資本取引として会計処理す 資本取引として会計処理す
五 1-3）
る。
る。
（事業分離等会計基準
48,38,17-19,39）
改正後基準
（連結会計基準 28-30）
（事業分離等会計基準
48,38,17-19,39）
追加取得時は、追加取得し
た持分と投資額との差額を
のれん（又は負ののれん）
とする。持分売却時は、持
分減少額と投資減少額の
差額を子会社株式売却損
益に調整する。
時価発行増資等や企業結
合などにより持分が増減す
る場合は、持分の増減額と
投資増減額との差額は、持
分の増加の場合はのれん
（又は負ののれん）として、
持分の減少の場合は持分
変動差額として取り扱う。

持分法の適 現行基準
（IAS28.1, 3, 4, 13）
用範囲
（連結財務諸表原則第四, 関連会社に対する投資は、
八,1）
原則として持分法を適用し
て会計処理する。
改正後基準
（持分法会計基準 6）
非連結子会社及び関連会
社に対する投資については
原則として持分法を適用す
る。
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（APB18/ASC323, 810）
たとえ議決権が 50%未満で
あっても企業が投資先企業
の事業及び財務方針に重
要な影響を及ぼし、かつ当
該投資先企業の普通株と
同等の投資を行っている場
合は、当該投資を持分法に
よって会計処理することが
適切である。

日本基準
持分法の適 （連結範囲の決定に関する
用 範 囲 （ 例 適用指針 25-26）
以下の会社は持分法の適
外）
用対象から除かれる。
► 影響が一時的である場
合の関連会社
► 利害関係者の判断を著
しく誤らせるおそれがあ
る場合の非連結子会社
及び関連会社

IFRS
（IAS28.13, 14）
重要な影響力を有するすべ
ての会社に持分法を適用
する。ただし、売却を目的と
して当該投資が IFRS 第 5
号に従って売却目的保有に
分類される場合を除く。

USGAAP
（FAS159/ASC825）
重要な影響力を有するすべ
ての会社に持分法を適用
する。ただし、FAS159 に基
づき、公正価値オプションを
適用した場合は公正価値で
会計処理をする。

持分法の適 現行基準
用中止時の （連結財務諸表原則第四,
取扱い
八,3)
（事業分離等会計基準 41
（2）,48（1）①
（企業結合及び事業分離等
会 計 基 準 適 用 指 針 278
（2）,290（2）

（IAS28.19）
関連会社ではなくなった時
点における公正価値を IAS
第 39 号に基づく金融資産
としての当初認識時の公正
価値とみなす。

（APB18/ASC323）
投資会社が重要な影響力
を失った時、または投資先
企業が債務超過に 陥った
場合で投資家にそれ以上
の債務責任がない場合は
持分法を中止する。

改正後基準
（持分法会計基準 15）
（事業分離等会計基準 41
（2）,48（１）①
（企業結合及び事業分離等
会 計 基 準 適 用 指 針 278
（2）,290（2）
関連会社株式の売却等に
より被投資会社が関連会社
に該当しなくなった場合に
は、残存する当該被投資会
社に対する投資は、個別貸
借対照表上の帳簿価額に
より評価する。
企業結合により、関連会社
から関連会社及び共同支
配企業にも該当しなくなる
場合には、これまで持分法
を適用していた結合企業又
は被結合企業の株式は、
個別貸借対照表上の帳簿
価額（結合後企業の株式の
時価等）をもって評価する。
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日本基準
ジ ョ イ ン ト ・ 現行基準
ベンチャー
（連結財務諸表原則第四,
八,1）
( 企 業 結 合 会 計 基 準
三,3.(7)但書）
共同支配企業に対する持
分は、持分法に準じた方法
で処理される。
改正後基準
（改正後企業結合会計基準
39（2））
共同支配投資企業は、共
同支配企業に対する投資
に つ い て持分 法を 適 用す
る。

IFRS
（IAS31.30, 38）
ジョイント・ベンチャーのう
ち、「非共同支配企業」はい
ずれかの方法により会計処
理される。
► 比例連結
► 持分法

個別財務諸 （金融商品会計基準 １７）
表 に お け る 個別財務諸表では関連会
取扱い
社株式は取得原価をもって
貸借対照表価額とする。

（IAS27.38）
投資企業の個別財務諸表
中の関連会社に対する投
資及び被共同支配企業に
対する持分は以下のいず
れかにより評価しなければ
ならない。

USGAAP
（APB18/ASC323）
通常、持分法で会計処理さ
れる。ただし、特定の業界
では、法人ではない事業体
(unincorporated entity)
に 対 す る 投 資 に つ い ての
み、比例連結を認められる
場合がある。

（ARB51, FAS94/
ASC810）
1 つのグループ内のある企
業が直接または間接的に
その他の企業の財務持分
を支配している場合、連結
財務諸表の作成が求めら
れる。親会社の単独財務諸
► 原価で計上
表をもって、連結財務諸表
► IAS 第 39 号に基づく処 に代えることはできない。
理
ただし、原価で会計処理さ
れている投資が IFRS 第 5
号の「売却目的保有」に該
当した場合は、当該基準に
従い会計処理する。
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企業結合
► 重要な相違点
日本基準
企業結合の （現行基準二.1,改正基準
定義
5）
ある企業（会社及び会社に
準ずる事業体をいう。以下
同じ。）又はある企業を構
成する事業と他の企業又
は他の企業を構成する事
業とが一つの報告単位に
統合されること。

IFRS
（IFRS3.A）
取得企業が 1 つ又は複数
の事業の支配を獲得する
取引又はその他の事象

USGAAP
（FAS141(R)/ASC805）
取得企業が 1 つ又は複数
の事業の支配を獲得する
取引又はその他の事象。

企業結合の （現行基準 三 2-3）
会計処理
共同支配企業の形成、共
通支配下の取引以外の企
業結合につき、パーチェス
法のほか、限定的に持分プ
ーリング法の適用が認めら
れている。

（IFRS3.4）
取得法（パーチェス法）を適
用し、持分プーリング法の
適用は認められていない。

（FAS141(R)/ASC805）
取得法（パーチェス法）を適
用し、持分プーリング法の
適用は認められていない。

（改訂基準 17）
共同支配企業の形成及び
共通支配下の取引以外の
企業統合は、パーチェス法
のみ認められる。
対価の測定 （現行基準三 2（2）③,現行 （IFRS3.37）
日 （ 株 式 の 適用指針 38）
取得日
場合）
企業結合の主要条件が合
意・公表された日の直前の
5 日以内の日。上記株価と
株式交付日の株価が大きく
異ならないことを条件に、
株式交付日も可。
（改訂基準 24）
原則として企業結合日にお
ける株価を基礎にして算定
する。
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（FAS141(R)/ASC805）
取得日

条件付対価

日本基準
（現行基準 三 2（2）⑤,改
正基準 27）
条件付取得対価として交付
又は引渡しが確実となり、
時価が合理的に決定可能
となった時点で対価として
認識し、のれんを修正す
る。修正は暫定的な会計処
理期間内に限られない。

IFRS
（IFRS3.39, 58）
条件付対価を対価に含め、
取得日現在の公正価値で
測定する。条件付対価の公
正価値の事後的な変動が
あっても、取得日にすでに
存在した事実と状況に関す
る情報を測定期間中に得
た場合を除き、対価やのれ
んを修正しない。

USGAAP
（FAS141(R)/ASC805）
条件付対価を対価に含め、
取得日現在の公正価値で
測定する。条件付対価の公
正価値の事後的な変動が
あっても、取得日にすでに
存在した事実と状況に関す
る情報を測定期間中に得
た場合を除き、対価やのれ
んを修正しない。

企 業結合 に (現行基準 三 2(2)④,改正 （IFRS3.53）
（FAS141（R）/ASC805）
直接起因す 基準 26）
サービスを受けた期の費用 サービスを受けた期の費用
る費用
企業結合の原価に含める として処理する。
として処理する。
（結果としてのれんの一部
に含まれる）。
偶発債務の （現行適用指針 62,63）
認識
取得後に 5 年以内に発生
することが予測される費用
又は損失であって、その発
生の可能性が取得の対価
の算定に反映されている場
合には、負債として認識す
ることが適当である。

（IFRS3.23）
過去の事象に起因する「現
在の債務」であって、その
公正価値が信頼性をもって
測定できる場合には、経済
的便益を有する資源の流
出可能性にかかわらず認
識する。

（FAS141(R)/ASC805）
偶発事象が50%超の可能
性で資産又は負債の定義
を満たし、公正価値が信頼
性をもって測定できる場合
には、取得日の公正価値で
認識される。

（IFRS3.13, IAS38.33）
IAS 第 38 号の定義を満た
す場合は認識しなければな
らない。なお、企業結合で
取得される無形資産につい
ては、信頼性のある測定を
常に実施できるものとみな
される。

（FAS141(R)/ASC805）
「のれん」以外の無形資産
は見積公正価値で計上す
る。無形資産は(1)契約上
または他の法的権利上生
じる場合（それらの権利は
譲渡可能または分離可能
かどうかにかかわらず)、ま
たは(2)分離可能（その意
思にも関わらず)である場合
には、「のれん」とは別に認
識することを求めている。

（現行基準 三 2（3））
取得後に発生することが予
測される特定の事象に対
応した費用又は損失であっ
て、その発生の可能性が取
得の対価の算定に反映さ
れている場合には、負債と
して認識する。
無形資産の （現行基準三 2,(3)）
取扱い
被買収企業が認識していな
かった無形資産をのれんか
ら区分して認識できる。
（改訂基準 28,29）
無形資産としての認識要件
を満たす無形資産は、必ず
のれんとは分離して認識す
る。
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日本基準
企業結合を
通 じ て 再 取 該当する基準はない。
得した権利
（例：取得企
業 が以前 に
供与した商
標権）
のれんの当
初認識と非
支配株主持
分（少数株
主持分）の
測定方法

(現行基準二、8）
のれんとは、被取得企業又
は取得した事業の取得原
価が、取得した資産及び引
き受けた負債に配分された
純額を超過する額として算
定される（購入のれんアプ
ローチ）。

IFRS
（IFRS3.29）
認識要件を満たす場合に
は残存契約期間に基づき、
のれんと区別して無形資産
として認識。

USGAAP
（FAS141(R)/ASC805）
のれんと区別して無形固定
資産に計上する。

（IFRS 3.19, 32）
以下のいずれかを選択でき
る。
1)非支配持分も含めた取
得企業全体を公正価値で
測定し、のれんは非支配持
分に帰属する部分も含めて
認識する方法（全部のれん
アプローチ）。

（FAS141(R)/ASC805）
取得企業はのれんを取得
日現在で認識し、以下の
(a)と (b)の差額として測定
される。
(a)以下の累計
(1) FAS141(R)に準拠して
測定された引渡対価(通常
は取得日現在の公正価値
による)
(2)被取得企業における非
支配持分の取得日現在の
公正価値
(3)段階的に達成される企
業結合においては、取得企
業が過去に保有していた被
取得企業における持分の
取得日当時の公正価値

（連結原則第四二 １)
以下のいずれかの方法を 2)非支配持分は、取得企
用いて、少数株主持分の金 業の識別可能純資産の公
額を算定する。
正価値に対する比例持分
相当額として測定し、のれ
1）子会社の資産及び負債 んは取得企業の持分相当
のすべてを、支配獲得日の 額についてのみ認識する方
公正な評価額（時価）により 法 （ 購 入 の れ ん ア プ ロ ー
評価し、少数株主持分に相 チ）。
当する部分については、支
配獲得日における子会社
の識別可能純資産の公正
価値のうち、少数株主持分
割合の金額で算定する方
法(全面時価評価法)。
2）子会社の資産及び負債
のうち、親会社の持分に相
当する部分については株式
の取得日ごとに当該日にお
ける公正な評価額により評
価し、少数株主持分に相当
する部分については子会社
の個別貸借対照表上の金
額による方法(部分時価評
価法)。
（改正基準 20）
全面時価評価法のみ認め
られる。
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(b)取得日現在の識別可能
な取得資産から引受負債を
差し引いた金額
非支配持分は、取得企業
の公正価値に対する比例
持分想定額として測定され
る（全部のれんアプロー
チ）。

日本基準
のれんの取 （連結原則第四 三 2）
扱い
原則としてその計上後 20
年以内に、定額法その他合
理的な方法により償却しな
ければならない。ただし、金
額に重要性が乏しい場合
には、当該勘定が生じた期
の損益として処理すること
ができる。

IFRS
（ IFRS3.B63, IAS36.90,
124）
償却は行わず、毎期、減損
テストの対象となる。のれ
んについては減損損失の
戻入れは出来ない。

USGAAP
（FAS142/ASC350）
のれんの償却は行わず、
最低年に一度減損テストを
実施する。

（連結原則 第四 三 2）
負ののれんは、20 年以内
の取得の実態に基づいた
適切な期間で規則的に償
却する。金額に重要性が乏
しい場合には、生じた事業
年度の利益として処理する
ことができる。

（IFRS3.34-36）
すべての資産及び負債の
識別及び非支配持分や譲
渡対価等の測定に関する
見直しを行った後に、利益
として直ちに認識する。

（FAS141(R)/ASC805）
負ののれんが生じた場合、
識別可能資産・負債、非支
配持分、既存投資分、譲渡
対価の見直しを行った後
に、利益として直ちに認識
する。

（IFRS3.7, B14-18）
判断に際し、以下の点等を
考慮する。
► 企業結合にあたり、対
価として現金その他の
資産を転移させた、又
は負債を引き受けた企
業
► 新たに持分金融商品
（持分証券）を発行した
企業
► 結合後企業の相対的な
議決権
► 他に重要な持分を有す
る株主がいない場合、
最大持分を有する非支
配株主
► 結合後企業のガバナン
ス機関の構成
► 結合後企業の上級経
営陣の構成
► 株式の交換条件（支払
プレミアムの有無）
► 企業の相対的な規模

（FAS141(R)/ASC805）
判断に際し、以下の点等を
考慮する。
► 企業結合にあたり、対
価として現金その他の
資産を転移させた、又
は負債を引き受けた企
業
► 新た に 持分金融商品
（持分証券）を発行した
企業
► 結合後企業の相対的
な議決権
► 他に重要な持分を有
する株主がいない場
合、最大持分を有する
非支配株主
► 結合後企業のガバナ
ンス機関の構成
► 結合後企業の上級経
営陣の構成
► 株式の交換条件（支払
プレミアムの有無）
► 企業の相対的な規模

負ののれん

（改訂基準 33）
識別可能資産・負債及び取
得原価の配分を見直した後
に、利益として処理する。
取得企業の
決定が困難
な場合の取
扱い

（現行基準三 2 (1)）
対価の支出、議決権比率、
実質支配要件に照らして、
取得企業を判断する。
（改正基準 18-22）
判断に際し、以下の点等を
考慮する。
► 主な対価として、現金も
しくは他の資産を引き
渡す又は負債を引き受
ける企業
► 株式を交付する企業
► 株主が占める相対的な
議決権比率の大きさ
► 最も大きな議決権比率
を有する株主の存在
► 取締役等を選解任でき
る株主の存在
► 取締役会等の構成
► 株式の交換条件
► 企業の相対的な規模
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段階取得

IFRS
（IFRS3.42）
段階取得による企業結合
の場合、取得日に支配獲
得前に保有していた被取得
企業に対する持分を 公正
価値により再評価し、再評
価差額は損益に認識すると
（改訂基準 25）
ともに、当該再評価後の金
連結財務諸表上、支配を獲 額を用いてのれんの測定を
得するに至った取引のすべ 行う。
てについて、企業結合日の
時価で取得原価を算定す 支配株主持分（少数株主持
る。当該取得原価と、支配 分）の測定については、上
獲得までの個々の取引の 記「のれんの当初認識と非
原価合計との差額は損益と 支配株主持分（少数株主持
する。
分）の測定方法」を参照。
日本基準
（現行基準三 2（2）②）
個々の取引ごとに取得の
対価となる財の時価を算定
し、それらを単純合算した
金額（再評価は行わない）
で、のれんの算定を行う。

少数株主持分の測定につ
いては、上記「のれんの当
初認識と非支配株主持分
（少数株主持分）の測定方
法」を参照。
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USGAAP
（FAS141(R)/ASC805）
段階取得による企業結合
の場合、取得日に支配獲
得前に保有していた被取得
企業に対する持分を 公正
価値により再評価し、再評
価差額は損益に認識すると
ともに、当該再評価後の金
額を用いてのれんの測定を
行う。

棚卸資産
► 重要な相違点
日本基準
原価配分方 現行基準
法
（企業会計原則注解 21）
〔貸借対照表価額の算定の
ための方法〕
個別法、先入先出法、後入
先出法、平均原価法、売価
還元原価法

IFRS
（IAS2.21-27）
〔原価の配分方法〕
個別法、先入先出法、加重
平均法

USGAAP
（ARB43/ASC330）
〔原価の配分方法〕
先入先出法、後入先出法、
個別法、及び平均原価法等

〔原価の測定技法〕
実際原価法が原則と考えら
れるが、標準原価法、売価
改訂基準
還元法も例示されている。
（基準 6-2,34-4）
標準原価法及び売価還元
2010 年 4 月 1 日以降開始 法はその適用結果が原価
する事業年度から後入先出 と近似する場合にのみ、簡
法は禁止される。
便法として認められる。
なお、一定の場合には、最
終仕入原価法が認められ
る。

〔原価の測定技法〕
実際原価法が原則と考えら
れるが、標準原価法及び売
価還元法も一定の条件で
認められている。

借入費用の （ 連 続 意 見書 130, 業種
原価算入
別監査研究部会 460）
不動産開発事業を行う場合
においては、一定の要件を
満たす支払利子については
支払利子を原価に算入する
ことが認められる。

（IAS23.7-8）
棚卸資産が IAS 第 23 号の
要件を満たす場合には、原
則として、その原価に資産
化適格借入費用を含めな
ければならない。

（FAS34/ASC835）
継続的に生産される棚卸資
産については、利息費用は
資産化されない。

棚卸資産の （基準 7, 15, 16）
評価法
期末における正味売却価
額が取得価額よりも下落し
ている場合には、取得原価
と当該正味売却価額との差
額は当期の費用として処理
する。
トレーディング目的で保有
する棚卸資産については、
市場価額に基づく価額をも
って貸借対照表価額とし、
帳簿価額との差額（評価差
額）は、当期の損益として処
理する。なお、具体的な適
用は、金融商品会計基準に
準ずることとしている。

（IAS2.6, 9, 34）
棚卸資産は原価と正味実
現可能価額、即ち、見積販
売価額から完成までに要す
る見積原価と見積り販売諸
費用を控除した額とのいず
れか低い額で計上しなくて
はならない。
評価減を行う場合、原価と
正味実現可能価額との差
額は、当期の費用として処
理する。

（ARB43/ASC330）
棚卸資産は低価法で評価
されなければならない。低
価 法 に お け る 時 価
(market)は、（購入又は再
製造等による）現在の再調
達価額が原則である。
ただし、時価は正味実現可
能価額を上回ってはなら
ず、また正味実現可能価額
から正常利益を控除した額
を下回ってはならない。
確定購入契約（特定の価
格、特定の量での将来購入
契約）も低価法の対象とな
っている。
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評価減の戻 （基準 14,17）
入れ
簿価切下額の戻入れを行う
洗替法及び戻入れを行わ
ない切放法の選択適用可
能。
ただし、臨時の事象の場合
には、洗替法を適用してい
ても簿価切下額の戻入れを
行ってはならない。

（IAS2.33）
評価減の原因となった従前
の状況がもはや存在しない
場合、又は経済的状況の
変化により正味実現可能価
額が増加したという明確な
証拠がある場合には(当初
の評価損の金額を上限とし
て)評価減の戻入れを行う。
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（SAB100, ARB43/
ASC330）
低価法に基づき一度評価
減を行った棚卸資産につい
て、事後的に評価減の戻入
れを行うことは認められな
い。

無形資産及び研究開発費
► 重要な相違点
IFRS
（IAS38）
無形固定資産の会計処理 無形資産の当初認識及び
を規定する単一の包括的 測定は、個別に 又は企業
基準は存在しない。
結合の一環として外部より
取得されたか、又は内部的
に創設されたか等により異
なる。IAS 第 38 号は、これ
らのすべての状況をカバー
する会計基準である。

USGAAP
（FAS142/ASC350）
無形資産に対する基準は
多岐にわたり、当初認識及
び測定は、個別に又は企業
結合の一環として外部より
取得されたか(FAS142)、
又は内部的に創設された
か(SOP98-1.21)等により
異なり、単一の包括的な基
準は存在しない。

（財務諸表等規則第 28）
無形資産の定義に関する
個別規定は存在しないが、
以下が例示されている。
► のれん
► 特許権
► 借地権（地上権を含む）
► 商標権
► 実用新案権
► 意匠権
► 鉱業権
► 漁業権（入漁権を含む）
► ソフトウェア
► リース資産 など

（IAS38.13, 17, 8）
無形資産の定義は以下の
とおりである。
► 過去の事象の結果とし
て、企業が支配してい
る。
► 将来の経済的便益が
企業に流入することが
期待されている。
► 物理的な実態のない識
別可能な非貨幣性資産
である。

（FAS141(R), FAS142/
ASC350）
IFRS 同様、無形資産の定
義は以下のとおりである。
► 過去の事象の結果とし
て、企業が支配してい
る。
► 将来の経済的便益が
企業に流入することが
期待されている。
► 物理的な実態のない識
別可能な非貨幣性資産
である。

当初認識と
（IAS38, 18, 21）
測 定 （ 認 識 無形資産の認識基準に関 無形資産は、上記の定義
する明文規定はない。
規準）
に合致し、さらに以下を満
たす場合にのみ認識されな
ければならない。
► 当該資産に起因する、
期待される将来の経済
的便益が企業に流入す
る可能性が高い。
► 当該資産の取得原価
を、信頼性をもって測定
できる。

（FAS141(R), FAS142/
ASC350）
IFRS 同様、上記の定義に
合致し、さらに以下を満た
す場合にのみ認識されなけ
ればならない。
► 当該資産に起因する、
期待される将来の経済
的便益が企業に流入
する可能性が高い。
► 当該資産の取得原価
を、信頼性をもって測
定できる。

日本基準
個別規定

定義
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日本基準
企 業結合 に （改正前企業結合会計基準
より取得した 三 2(3)）
仕掛研究開 取得企業が取得対価の一
発費
部を研究開発費等（ソフトウ
ェアを含む）に配分したとき
は、当該金額を配分時に費
用処理する。
（ 改 正企業 結合 会計 基準
28,29）
企業結合日時点において
識別可能な資産について
は、企業結合日時点の時
価を基礎にして取得原価を
配分する。分離して譲渡可
能な無形資産は、識別可能
なものとして取り扱う。

IFRS
（IAS38.34, 42, 43）
取得企業は、被取得企業
の仕掛研究開発費が下記
の要件を満たすことにより
無形資産の定義に合致す
る場合には、のれんから区
別して資産として認識しな
ければならない。
► 資産の定義を満たす。
► 識別可能である。
上記に関する事後的な支
出については、内部創出研
究開発費と同様の処理を
適用する。

内部創出研 （改正研究開発費会計基準 （IAS38.52-64）
究開発費
三,（注 3））
研究費は発生した 時点で
研究開発費は、すべて発生 費用として認識する。
時に費用として処理しなけ 開発費については、技術上
ればならない。
の実行可能性や使用又は
ソフトウェア制作費のうち、 売却するという企業の意図
研究開発に該当する部分 等、一定の要件がすべて立
も研究開発費として費用処 証可能な場合のみ、無形資
理する。
産として認識しなければな
らない（満たさない場合に
は発生時に費用処理す
る）。
コンピュータ・ソフトウェアの
研究開発費に関する個別
の指針はない。
事後測定

（IAS38.72, 75）
取得原価から償却累計額 当初認識後の測定におい
及び減損損失を控除した金 ては、原価モデルと再評価
額で測定する（再評価は認 モデルの選択適用が認め
められていない）。
られている。
再評価額とは、再評価日に
おける公正価値から再評価
日以降の償却累計額及び
減損累計額を控除した金額
をいう。
再評価モデルの適用は、無
形資産の公正価値が活発
な市場を参照することによ
り決定可能な場合のみ認
められる。
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USGAAP
（FAS141(R)/ASC805）
資産の要件を満たす識別
可能な仕掛研究開発を企
業結合により取得した場合
については、代替的な将来
の使用可能性にかかわら
ず、公正価値に基づいて資
産計上する。
当初認識後、仕掛研究開
発資産は FAS142 に基づ
き、耐用年数を確定できな
い無形資産として処理をす
る。取得日後の当該開発に
関わる支出については、一
般的には発生時に費用処
理をする。開発完了後に
は、耐用年数が有限な無形
資産として償却する。
（FAS2, FAS 86,
SOP98-1/ASC730）
研究開発費は、個別の会
計基準で規定されていない
場合には、すべて発生時に
費用として処理しなければ
ならない。ソフトウェア制作
費のうち、研究開発に該当
する部分も研究開発費とし
て費用処理する。
内部利用のソフトウェアは、
アプリケーションの開発に
関する費用は資産化され
る。
（FAS142/ASC350）
取得原価から償却累計額
及び減損損失を控除した金
額で測定する（再評価は認
められていない）。

IFRS
（IAS38.88, 89）
無形資産の耐用年数が確
定可能（有限）であるか確
定できないかを査定する。
確定可能（有限）な耐用年
数を有する無形資産はそ
の期間にわたり償却する。
関連するすべての要因を分
析した結果、その資産が企
業に正味のキャッシュ・イン
フローをもたらすと期待され
る期間について、予測可能
な限度がない場合には、そ
の無形資産の耐用年数は
確定できないものとする。
耐用年数を確定できない無
形資産は償却しないが、毎
期減損テストを実施する必
要がある。

USGAAP
（FAS142/ASC350）
無形資産の耐用年数が確
定できない場合を除き、認
識された無形資産は、耐用
年数にわたり償却する。耐
用年数が有限であるが、正
確な年数の長さがわからな
い無形資産は、その耐用年
数の最善の見積期間にわ
たって償却しなければなら
ない。耐用年数を確定でき
ない無形資産は償却しない
が、毎期減損テストを実施
する必要がある。

(IAS38.67, 69)
広告費に限定した 基準は 広告促進費用は発生主義
存在しない。
により費用化される。前払
費用は商品の利用または
サービスの提供の前に支
払がなされる場合のみ資産
計上される。

（SOP93-7/ASC350）
広告宣伝費は（会社の会計
方針の選択により）、費用
が発生した時点、又は最初
に当該広告が実施された
時点で費用処理する。直接
反応広告は、SOP93-7（広
告費用に関する報告）の特
定の要件を満たす場合に
は資産計上される。

日本基準
償却（耐用
実務では法人税法に規定
年数）
された期間に従った、定額
法での償却が一般的であ
る（ただし、研究開発費会
計基準 四 5 にソフトウェア
の償却方法に関する個別
規定あり）。

広告費
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有形固定資産
► 重要な相違点
日本基準
交 換 に よ り （圧縮記帳に関する監査上
取 得 し た 資 の取扱い）
産 の 原価 の 異種資産の交換は、原則と
測定
して、譲渡資産又は取得資
産の公正な市場価額を取
得価額とする。
交換により同一種類、同一
用途の固定資産を取得した
場合、譲渡資産の帳簿価
額を取得資産の取得価額
とする。

IFRS
（IAS16.24）
交換によって取得した資産
は、交換取引が経済的実
質を欠いているか、又は受
入資産にも引渡資産にも信
頼性をもって測定できる公
正価値がない場合を除き、
公正価値をもって測定す
る。
取得資産を公正価値で測
定しない場合、取得原価は
引渡資産の帳簿価額とす
る。

USGAAP
（APB29/ASC845）
交換により取得した資産
は、現金取引と同様に公正
価値で会計処理する。つま
り、引渡資産の公正価値が
取得資産の帳簿価額とな
り、その際損益が生じた場
合はそれを認識することと
なる。ただし下記の例外が
ある。
（APB29/ASC845）
以下のいずれかに該当す
る場合は帳簿価額で認識
する。
► 引渡資産の公正価値
が合理的な範囲内で決
定できない場合
► 通常の販売用資産を、
交換相手以外の顧客
へ販売促進するため同
業者の販売用資産と交
換する場合
► 取引が商業的実質を伴
っていない場合

借 入 費用 の （企業会計原則と関係諸法
資産計上
令との調整に関する連続意
見書）
（自家建設）
固定資産を自家建設した場
合には、適正な原価計算基
準に従って製造原価を計算
し、これに基づいて取得原
価を計算する。建設に要
する借入資本の利子で稼
動前の期間に 属するもの
は、これを取得価額に算入
することができる。

（IAS23）
（適格資産）(IAS23.4)
適格資産とは、意図した使
用または売却が可能になる
までに相当の期間を必要と
する資産をいう。

（FAS34/ASC835）
適格資産に係る利息は、資
産化される。理論的には、
予定した使用に至るまでに
一定期間を要する、すべて
の資産について利息費用
を資産に含めることが可能
である

（認識）（IAS23.8）
企業は、適格資産の取得、
建設又は製造に直接帰属
する借入費用を当該資産
の一部として資産化しなけ
ればならない。また、上記
に該当しない借入費用を発
生時に費用として認識しな
ければならない。
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日本基準
解 体 及 び 除 〔現行基準〕
却 費 用 な ら 該当する基準はない。
びに原状回
〔新基準〕
復費用等
（資産除去債務に関する会
計基準 4）
2010 年 4 月 1 日以降開始
する事業年度から資産除
去債務の計上が求められ
る。
資産除去債務は割引現在
価値で算定する。割引率
は、貨幣の時間価値を反映
した無リスクの税引前の利
率とする。

IFRS
（IAS16.16(c), 18,
IAS37.19, 45, 47）
解体及び除却費用ならび
に原状回復費用の当初見
積額は取得原価を構成し、
当該債務は IAS 第 37 号に
従い処理される。
引当金額は割引現在価値
で評価される。割引率は各
報告日における市場実勢
と、その負債に特有なリス
クを反映したものでなけれ
ばならない。

USGAAP
（FAS143/ASC410）
企業は資産除去債務につ
いて、その公正価値を合理
的に見積ることができる、ま
たは公正価値の合理的な
見積りが可能になり次第、
それが発生した期に公正
価値で認識しなければなら
ない。資産除去義務とは、
取得・建設・開発、そして(ま
たは)通常業務の結果生じ
た長期性有形固定資産の
除去に伴い発生する法的
義務を言う。資産除去義務
の公正価値は、自発的な
当事者間取引、つまり、強
制された取引や会社清算
取引ではない取引として現
時点で決済されうる金額で
ある。

取 得 後の 支
該当する基準はない。
出
通常は、資産の耐用年数を
延長させる又は性能を向上
させる支出は資本的支出と
して資産計上され、現在の
性能を 維持するための支
出は修繕費として処理され
る。

（IAS16.7, 12, 13）
当該資産に関連する将来
の経済的便益が会社に流
入する可能性が高く、か
つ、当該資産の取得原価を
信頼性をもって測定できる
場合に資産計上する。それ
以外の場合は、発生時に
費用処理する。

（FSP AUG AIR-1/
ASC360）
米国基準では、その支出の
性質により費用化又は資
産化の選択肢があるが、主
要な修繕費用、大規模検
査・点検に関連する修繕費
用は、当該資産の経済的
価値を増加させるか、ある
いは耐用年数を延長させる
ものを除き、発生時に費用
として処理する。

事後測定

（IAS16.29, 31）
原価モデル又は再評価モ
デルのどちらかを会計方針
として選択し、同一種類の
すべての有形固定資産に
適用しなければならない。
再評価モデルを選択した場
合、再評価は帳簿価額が
報告日における公正価値と
大きく相違しないよう、定期
的に実施しなければならな
い。

取得原価から減価償却累
計額及び減損損失累計額
を控除した金額で測定する
（再評価は認められていな
い）。
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取得原価から減価償却累
計額及び減損損失累計額
を控除した金額で測定する
（再評価は認められていな
い）。

IFRS
（IAS16.43）
有形固定資産項目の全体
の取得原価に関して重要と
なる取得原価を 持つ 構成
部分について、個別に減価
償却する。

USGAAP
（ARB43/ASC360）
構成部分ごとの償却は認
められているが一般的では
ない。

（監査・保証実務委員会報
告第 81 号 2）
減価償却は合理的に決定
された一定の方式に従い、
毎期計画的、規則的に実
施しなければならない。

（IAS16.56, 61）
残存価額、耐用年数、減価
償却方法は少なくとも各事
業年度末に見直す必要が
ある。

（FAS154/ASC250）
USGAAP では、残存価額、
耐用年数、減価償却方法
に対する見直しについて明
記されている基準はない。

減 価 償却 方 （財務諸表等規則第 8 条の
法の変更
2）
減価償却方法は重要な会
計方針であり、変更した場
合は会計方針の変更として
処理しなければならない。

（IAS16.61）
減価償却方法の変更は会
計上の見積りの変更として
会計処理しなければならな
い。

（FAS154/ASC250）
減価償却方法の変更は会
計上の見積りの変更として
会計処理しなければならな
い。

日本基準
減 価 償却 単
該当する基準はない。
位

残存価額、
耐用年数、
減 価 償却 方
法の見直し
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投資不動産
► 重要な相違点
日本基準
複 数 用 途 （基準 7）
の不動産
賃貸等不動産とそれ以外の
部分の区分にあたっては
「管理会計上の区分方法そ
の他の合理的な方法を用い
る」ことから、区分は常時可
能である。
賃貸等不動産として使用さ
れる部分の割合が高い場
合には、賃貸等不動産とそ
の他を区分して開示、賃貸
等不動産として使用される
部分の割合が低い場合に
は、全体を有形固定資産等
で処理し開示対象外とする
ことも可能である。

IFRS
（IAS40.10）
投資不動産とその他の部分
が区分処理（売却・ファイナ
ンスリース）が可能な場合に
は、区分処理する。
区分処理が不可能な場合
で、自家使用部分の重要性
が低い場合には、全体を投
資不動産として処理する。
区分処理が不可能な場合
で、自家使用部分の重要性
が高い場合には、全体を投
資不動産以外で処理する。

USGAAP

開 発 中 の （基準 6）
不動産
将来において賃貸等不動産
として使用される予定で開
発中の不動産や継続して賃
貸等不動産として使用され
る予定で再開発中の不動
産も含まれる。

（IAS40.7）
将来投資不動産として使用
する目的で建設又は開発中
である不動産は、投資不動
産として分類される。

（FAS144/ASC360）
将来販売目的不動産として
建設または開発中である不
動産は、長期性資産として
分類される。

役 務 の 提 （基準 28）
供がなされ 不動産の占有者に 対する
る不動産
付随的なサービスの重要性
を判断することは困難なた
め、形式的な区分を重視し
て決定できる。
賃貸されている不動産は賃
貸等不動産として開示す
る。
自ら運営している不動産は
開示対象外である。

（IAS40.11, 12）
賃貸している不動産の占有 明確な基準は存在しておら
者に対する付随的なサービ ず、自家使用目的又は売却
スが重要でない場合には、 用資産として処理される。
投資不動産として処理。不
動産の占有者に対する付
随的なサービスが重要な場
合には、自己使用不動産と
して処理する。
上記の判断が困難な場合、
両者の区分に用いた判断
根拠を開示しなければなら
ない。

明確な基準は存在しておら
ず、自家使用目的又は売却
用資産として処理される。

当 初 認 識 （注記による開示だけであ （IAS40.30）
（FAS144/ASC360）
後の測定
るため、特に明示された基 原価モデル、公正価値モデ 原則原価モデルであるが、
準はなく）原価モデルのみ。 ルの選択が可能である。
売却用資産として分類され
た場合、減価よりも公正価
値が低い場合には公正価
値で計上される。
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日本基準
公正価値
モデルでの 該当する基準はない。
測定

公 正 価 値 （適用指針 11）
の算定
賃貸等不動産の当期末に
おける時価とは、通常、観
察可能な市場価格に基づく
価額をいい、市場価格が観
察できない場合には合理的
に算定された価額をいう。
賃貸等不動産に関する合
理的に算定された価額は、
「不動産鑑定評価基準」（国
土交通省）による方法又は
類似の方法に 基づいて算
定する。

IFRS
USGAAP
（IAS40.33, 35）
公正価値モデルを選択する 該当する基準はない。
企業は、一定の場合を除
き、すべての投資不動産を
公正価値で評価しなければ
ならない。
投資不動産の公正価値の
変動は、発生した期の損益
として処理される。
（IAS40.36）
投資不動産の公正価値は，
不動産取引の知識がある
自発的な当事者間で第三
者間取引条件により交換さ
れる場合の価格である。
一定の実績を有している独
立した鑑定人の評価の利用
を奨励するが、要求するも
のではない。
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（FAS144/ASC360）
不動産に対する減損損失を
除き、資産の公正価値の変
動は企業の当期の損益に
影響を及ぼさない。

資産の減損
► 重要な相違点
日本基準
減損の兆候 （適用指針 11-17）
の検討
より具体的な数値基準を用
いる（例：市場価格が帳簿
価額から 50％以上下落）。

IFRS
（IAS36.12）
より広い意味合いを有する
状況証拠であり、感応度が
高いため、より早期に減損
の兆候が把握される傾向に
ある。
また、純資産の帳簿価格
が、その企業の株式の時価
総額を超過している場合
も、減損の兆候として認め
られる例の一つとされてい
る。

USGAAP
（FAS144/ASC360）
帳簿価額が回収されないこ
とを示す、事象又は状況の
変 化 (兆 候 )が 存在 す る場
合、減損テストを行う。

（基準二 2，3）
2 段階アプローチ
最初に回収可能性テスト
（資産の帳簿価額を、使用
及び最終的処分を通じて発
生する割引前将来キャッシ
ュ・フローの総額と比較す
る）を行う。その結果、資産
の帳簿価額が割引前キャッ
シュ・フローの総額よりも大
きいため、回収不能と判断
された場合、資産の帳簿価
額を公正価値（割引後）ま
で減額するように減損損失
を認識する。

（IAS36.59）
1 段階アプローチ
減損の兆候が存在する場
合に、資産の帳簿価額がそ
の回収可能価額を上回る
金額として減損損失を算定
する。
回収可能価額は、(i) 売却
費用控除後の公正価値及
び、(ii) 使用価値（処分価
値を含め、使用を通じて発
生する将来キャッシュ・フロ
ーの現在価値）のうちいず
れか高い金額となる。

（FAS144/ASC360）
2 段階アプローチ
最初に回収可能性テスト
（資産の帳簿価額を、使用
及び最終的処分を通じて発
生する割引前キャッシュ・フ
ローの総額と比較する）を
行う。その結果、資産の帳
簿価額が割引前キャッシ
ュ・フローの総額よりも大き
いため、回収不能と判断さ
れた場合、資産の帳簿価額
を公正価値（割引後）まで
減額するように減損を認識
する。

減損損失の （基準三 2）
（IAS36.110, 111）
戻入れ
あらゆる資産について禁止 のれんについては禁止され
される。
るが、他の資産について
は、毎年、戻入れの兆候に
ついて検討しなければなら
ない。適切な場合は、償却
分を調整した当初の帳簿価
額を超えないように新たに
見積った回収可能価額を上
限として、損失を戻し入れ
る。

（FAS144/ASC360）
保有目的及び使用目的の
あらゆる資産について禁止
される。

減損プロセ
ス－減損の
認識判定に
用いる数値
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のれんの配 のれんが認識された取引に （IAS36.80, 84）
分
おいて取得された事業の単 のれんは現金生成単位又
位に応じ、合理的な基準に は、現金生成単位グループ
基づき、分割しなければな に配分される必要がある。
らない。
のれんを分配する現金生
成単位又は現金生成グル
ープは以下の定めによる。
► 内部管理目的でのれん
がモニターされる最小
単位でなければならな
い。
► IFRS 第 8 号「事業セグ
メント」により決定された
事業セグメントよりも大
きなものであってはなら
ない
なお、企業結合時にのれん
の分配が、結合が行われた
会計年度末までに決定出
来ない場合には、翌会計年
度までに決定する必要があ
る。
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（FAS141/ASC350）
のれんは、報告単位（事業
セグメント又はそのひとつ
下のレベル）に配分されなく
てはならない。

リース
► 重要な相違点
日本基準
フ ァ イ ナ ン （基準 5, 適用指針 9）
ス・リースの 解約不能かつフルペイアウ
定義
トの要件を充足するリース
取引をいい、以下の判定基
準が用いられる。
► 解約不能のリース期間
中のリース料総額の現
在価値が、見積現金購
入価額のおおむね 90%
以上
► 解約不能のリース期間
が、当該リース物件の
経済的耐用年数の概
ね 75%以上

IFRS
（IAS17.4, 10）
資産の所有に伴うリスクと
経済価値が実質的にすべ
て借手に移転するリース取
引をいい、所有権移転の有
無は問わない。
リースがファイナンス・リー
スであるか、オペレーティン
グ･リースであるかは、契約
の形式よりも取引の実質を
見て判断される。

30

USGAAP
（FAS13/ASC840）
以下の要件を 1 つでも満た
したリースはキャピタル・リ
ースとして処理しなければ
ならない。
1)リース期間の終了時にリ
ース資産の所有権が借手
に移転する。
2)割安購入選択権がある。
3)リース期間がリース資産
の見積経済的耐用年数の
75%以上である
4)最低リース支払額を追加
的借入利率で割り引いた現
在価値(もし入手できるの
であれば、貸手が計算に用
いた金利のうちいずれか低
い方を用いる)が資産の公
正価値から貸手の投資税
額控除額を差し引いた金額
の 90%以上である。公正価
値は当該資産の非関連当
事者間の独立販売価格で
ある。
3)、4)は以前の使用期間も
含め、リース期間の開始が
リ ース資産の見積経済的
耐用年数の最後の 25%の
期間内である場合には適
用されない。

ファイナン
ス・リースの
借手の資産
及び負債の
測定

ファイナン
ス･リースの
貸手の会計
処理－重要
性がない場
合の取扱い

日本基準
（適用指針 22,34,35,37）
リース資産及びリース債務
の価額は以下のとおり。
〈貸手の購入価額が明らか
な場合〉
所有権移転：貸手の購入金
額
所有権移転外：貸手の購入
価額、又は、リース料総額
の割引現在価値のいずれ
か低い金額
〈貸手の購入金額が不明の
場合〉
リ ース料総額の割引現在
価値（割安購入選択権を含
む）又は、借手の見積現金
購入価額のいずれか低い
金額
ただし、以下のいずれかを
満たす場合、賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理
を行うことができる。
► 重要性が乏しい減価償
却資産で、購入時に費
用処理する方法が採用
され、リ ース料総額が
一定基準額以下のリー
ス取引
► リース期間が 1 年以内
のリース取引
► （所有権移転外の み）
事業内容に照らして重
要 性の乏 しい 、リ ース
料総額が 300 万円以
下のリース取引

IFRS
（IAS17.20）
リース期間の開始時点にお
いて、リース資産の公正価
値と最低リース料総額の現
在価値のいずれか低い方
の金額で、資産及び負債と
して認識する。
なお、日本基準のような簡
便的な取扱いは定められて
いない。

USGAAP
（FAS13/ASC840）
借手は、リース期間中の最
低リ ース支払額の現在価
値とリース開始時点におけ
るリース資産の公正価値と
を比較し、低い方がリース
資産の取得価額とされ、同
額がリース負債として計上
される。

（適用指針 59,60）
所有権移転外ファイナン
ス･リースの貸手としてのリ
ース取引の重要性が乏し
いと認められる場合は、利
息相当額の総額をリース期
間中の各期に定額で配分
することができる。

（IAS17.39）
金融収益は、当該ファイナ
ンス･リースについて貸手の
正味リース投資未回収額に
対して一定の期間利益率を
反映する方法で認識しなけ
ればならず、日本基準のよ
うな重要性がない場合の取
扱いは明文で規定されてい
ない。

（FAS13/ASC840）
金融収益は、当該ファイナ
ンス･リースについて貸手の
正味リース投資未回収額に
対して一定の期間利益率を
反映する方法で認識しなけ
ればならず、日本基準のよ
うな重要性がない場合の取
扱いは明文で規定されてい
ない。
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所有権移転
外ファイナン
ス･リースの
減価償却方
法

日本基準
（基準 39）
企業の実態に応じ、自己所
有の固定資産と異なる償却
方法を選択することができ
る。

IFRS
（IAS17.27）
所有権移転の有無による
会計処理の区別はなく、借
手が所有する他の償却資
産について採用する償却方
法と首尾一貫させなければ
ならない。
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USGAAP
（FAS13/ASC840）
所有権移転の有無による
会計処理の区別はなく、リ
ース資産は借手賃貸人の
通常の償却方法と同じ方法
で償却される。

外貨関連事項
► 重要な相違点
日本基準
機能通貨の
機能通貨という明確な概念
決定
は存在しない。

外貨建取引

（注解 注 1）
売買価額その他取引価額
が外国通貨で表示されてい
る取引（円建以外の取引）。

IFRS
（IAS21.8-12）
経営者は、企業が営業活
動を行う主たる経済環境等
を考慮して機能通貨を決定
しなければならない。

USGAAP
（FAS52/ASC830）
経営者は、企業が営業活
動を行う主たる経済環境等
を考慮して機能通貨を決定
しなければならない。

（IAS21.8, 20）
（FAS52/ASC830）
機能通貨以外の通貨で表 機能通貨以外の通貨で表
示されているか又はそれに 示されている取引。
よる決済を必要とする取
引。

在外営業活 （基準 二,三）
（IAS21.8）
動体の分類 在外支店と在外子会社等 報告企業の所在国以外の
に区別している。
国又は所在国の通貨以外
の通貨にその活動の基盤
を置く報告企業の子会社、
関連会社、ジョイント・ベン
チャー又は支店をいう。在
外支店と在外子会社等の
ような区分はない。

33

（FAS52/ASC830）
在外事業体は、子会社、部
門、支店、ジョイント・ベンチ
ャー等、いかなる形態でも
ありうる。在外支店と在外
子会社等のような区分はな
い。

IFRS
（IAS21.44, 39, 40）
それぞれの機能通貨による
記帳後、以下のように在外
営業活動体を表示通貨に
換算する。
機能通貨が超インフレ経済
下の通貨でない場合、次の
手続により異なる表示通貨
に換算しなければならな
い。
► 表示される各財政状態
計算書の資産と負債
は、各報告期間の期末
日レートで換算する。
► 各包括利益計算書の
損益は、各取引日の為
替レートで換算する。取
引日レートに近似する
場合には、期中平均レ
ートが使用されることも
多い。
在外子会社等の資産及び ► 上記の結果発生するす
負債は、決算時の為替相
べての為替差額は、資
場により円換算する。
本の部の個別項目とし
► 親会社による株式取得
て認識される。
時における資本に属す
る項目は、株式取得時
の為替相場、取得後に
生じた資本に属する項
目は、当該項目の発生
時の為替相場により円
換算する。
► 収益及び費用について
は、原則として期中平
均相場により円換算す
る。ただし、決算時の為
替相場に よることも認
められる。なお、親会社
との取引による収益及
び費用の換算について
は、親会社が換算に用
いる為替相場に より 、
円換算し、この場合に
生じる差額は当期の為
替差損益として処理す
る。
► 換算差額については、
為替換算調整勘定とし
て処理する。

日本基準
在外営業活 （基準 二,三）
動体の換算 在外支店における外貨建
取引については、原則とし
て本店と同様に処理する。
例外：
► 収益及び費用の換算
は、期中平均相場によ
ることができる。
► 一定の条件で、すべて
の貸借対照表項目を決
算時の為替相場で円換
算できる。この場合、損
益項目も決算時の為替
相 場に よ るこ と ができ
る。
► 本店と異なる方法によ
り換算することによって
生じた換算差額は、当
期の為替差損益として
処理する。
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USGAAP
（FAS52/ASC830）
ある事業体の会計記録が
その機能通貨で記帳されて
いない場合、報告通貨への
換算の前に、機能通貨によ
る再測定が要求される。
機能通貨から報告通貨へ
の換算において：
► 資産と負債について
は、貸借対照表日の為
替レートで換算し、収
益・費用、及び利益・損
失は、それらの項目が
認識された日の換算レ
ートを使用する。
► 多数の収益・費用およ
び利益・損失につき、そ
れらが認識された日の
為替レートで換算する
ことは、通常、実務的で
ないので、適宜加重平
均された期中為替レー
トを使うことも認められ
る。
ある企業の機能通貨が外
貨の場合：
► 資産と負債について
は、貸借対照表日の為
替レートで換算し、収
益・費用、及び利益・損
失は、それらの項目が
認識された日の換算レ
ートを使用する。
► その企業の財務諸表を
報告通貨へ換算する手
続から生じる換算調整
勘定は純利益の決定
に含めてはならず、持
分中の独立項目として
別個に報告し、累積さ
れなければならない。

IFRS
（IAS21.32）
在外営業活動体に対する
報告企業の純投資の一部
を構成する貨幣性項目に
ついて生じる為替差額は、
個別財務諸表上は損益とし
て処理されるが、連結財務
諸表上は資本の部の個別
項目として認識され、純投
資の処分時に損益へ振替
えられる。

USGAAP
（FAS52/ASC830）
在外営業活動体に対する
報告企業の純投資の一部
を構成する貨幣性項目に
ついて生じる為替差額は、
為替換算調整勘定として資
本の部における独立項目と
して認識され、純投資の処
分時に損益へ振替えられ
る。

（注解 注 6,7）
外貨建金銭債権債務等に
係る為替予約等の振当処
理も当面の間、認められ
る。

（IAS39）
ヘッジ会計の適用につき、
振当処理は認められていな
い。

（FAS133/ASC815）
ヘッジ会計の適用につき、
振当処理は認められていな
い。

在外営業活 現行基準
動体ののれ （実務指針 40）
んの換算
親会社が在外子会社を連
結する場合、親会社の子会
社投資から発生するのれ
ん残高及びのれん償却額
は、為替相場の変動による
影響を受けない。

（IAS21.47）
在外営業活動体の取得に
より生じるのれんは、在外
営業活動体の資産として処
理しなければならない。した
がって、在外営業活動体の
機能通貨で記帳し、決算日
レートにより表示通貨へ換
算しなければならない。

（FAS52/ASC830）
企業結合によって取得した
資産及び引き受けた負債
に対する金額（のれんを含
む)は、期末日レートによっ
て換算される。

超インフレ会
（IAS21.42）
超インフレ会計に関する包 機能通貨が超インフレ経済
計
括的な定めはない。
下の通貨の場合、次の手
続により異なる表示通貨に
換算しなければならない。
► すべての金額（すなわ
ち比較可能金額を含む
資産 、負債 、資本 、収
益及び費用）は、一定
の場合を除き、直近の
報告期間の期末日のレ
ートで換算しなければ
ならない

（FAS52/ASC830）
機能通貨が超インフレ経済
下の通貨の場合、現地機
能通貨で表示されている財
務諸表は、機能通貨が報
告通貨（親会社が米国の場
合は米ドル）であるかのよう
に再測定し、その結果生じ
る為替差額は損益として認
識する。

日本基準
在外営業活
動 体 に 対 す 在外営業活動体に対する
純投資から発生する為替
る純投資
差額に関する個別規定は
ない。したがって報告企業
の貨幣性項目について生じ
る為替差額は、個別財務諸
表上及び連結財務諸表上
ともに損益として処理され
る。

為替予約

改訂基準
（企業結合適用指針
77-2）
在外子会社株式の取得等
により生じた外貨建てのれ
んは、決算日の為替相場に
より換算する。なお、のれ
ん償却額は他の費用と同
様に換算する。
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法人所得税
► 重要な相違点
日本基準
の れ ん に 対 （連結実務指針 27）
する税効果
のれんについては、繰延
税金資産及び負債を認識
しない。

IFRS
（IAS12.15）
のれんの当初認識時は、繰
延税金負債を認識しない。
（IAS12.21B）
ただし、各国の税法におい
て、のれんの償却費が税務
上損金算入される場合に、
税務上の償却計算により当
初認識後に新たに発生する
将来加算一時差異について
は、繰延税金負債を計上す
る。
（IAS12.32A）
のれんの当初認識時に会計
上の帳簿価格よりも税務基
準額が上回る場合には、回
収可能性があると判断され
る場合に限り、企業結合の
処理として当該将来減算一
時差異に関して、繰延税金
資産を認識する（当該規定
は、2008 年に改訂された
IFRS 第 3 号「企業結合」の
適用年度より適用される）。
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USGAAP
（FAS109/ASC740）
税務上、損金算入できない
のれんの償却については、
繰延税金資産および負債
を認識しない。

IFRS
（IAS12.24, 27-29）
繰延税金資産は、下記を考
慮のうえ、将来減算一時差
異を利用できる課税所得が
生ずる可能性が高 い
(probable)範囲内で認識し
なければならないなお、評価
性引当金を計上する 2 段階
アプローチは採用されておら
ず、繰延税金資産を回収可
能性があると認められる金
► 収益力に基づく課税所 額で直接計上する。
► 収益力に基づく課税所
得の十分性
得の十分性
► タックスプランニングの
► タックスプランニングの
存在
存在
► 将来加算一時差異の
► 将来加算一時差異の十
十分性
分性
なお、回収可能性の判断
にあたり、会社区分ごとに なお回収可能性の判断にあ
数値基準を含めた詳細な たり、一定のガイダンスが提
供されている（ただし、日本
取扱いが示されている。
基準のように会社区分や数
値基準は示されていない）。
（連結実務指針 16）
連結上の未実現利益の消 連結上の未実現利益の消
去に係る繰延税金資産の 去に係る繰延税金資産の回
回収可能性について、個 収可能性について、日本基
別税効果実務指針 21 の 準のような例外規定がない
判断要件は適用しない（回 ため、原則どおり回収可能
収可能性の検討は不要）。 性の検討が必要である。

日本基準
繰延税金資 （個別実務指針 21、監査
産の回収可 委員会報告第 66 号 3）
能性の判断 将来減算一時差異に係る
繰延税金資産から控除す
る金額（評価性引当金アプ
ローチを採用）の決定にあ
たっては、下記を考慮のう
え、当該資産の回収可能
性について十分に検討し、
慎重に決定する。

未実現利益 （連結実務指針 13,14）
の 消去に 係 グループ内未実現利益に
る税効果
関する繰延税金資産又は
負債の計上額は、売却元
において当該未実現利益
に対して売却年度の課税
所得に適用された、法定
実効税率を使用して計算
する。

（IAS12.47)
日本基準のような例外規定
はなく、原則どおり一時差異
が発生している資産を有す
る企業（売却先)の税率を使
用して計算する。

USGAAP
（FIN48, FAS109/
ASC740）
FIN48 及び FAS109 は、
認識と測定を分離する 2 段
階プロセスを要求している。
税務上の恩恵は、税務上
のポジションが技術上の判
断基準に基づき、「50%超
の 可 能 性 」 (more likely
than not)で申告どおりに
維持される場合に認識され
る。
認識される税務上の恩恵
は、税務当局との最終合意
時に 50%超の可能性で実
現する税務上の恩恵の最
大 額に 基づ いて 決定 され
る。
なお、上記の場合、計上し
た 繰延税金資産が、税務
調査時に税務当局によって
否認される可能性は除外さ
れる。

（FAS109, ARB51/
ASC740, 810）
連結ｸﾞﾙｰﾌﾟ内の資産譲渡
から生じる利益に対して税
金を支払った場合、当該税
金を繰り延べる。
在庫などのｸﾞﾙｰﾌﾟ内移転
の税効果は、繰延が要求さ
れ、在庫が第三者へ売却さ
れたときに認識される。
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日本基準
当期税金と
繰延税金の 当期税金は、当期の損益
に含めなければならない。
分配
しかし、直接純資産の部に
計上される項目（その他有
価証券評価差額金等）に
関する税効果は、損益で
はなく、純資産の部に含め
て計上する。

IFRS
（IAS12.58, 61A）
当期税金及び繰延税金は、
以下のいずれかに該当する
場合を除き、収益又は費用
として認識し、当期損益に含
めなければならない。
► その税金がその他包括
利益又は直接資本の部
に認識される取引又は
事象から生じる場合
► その税金が企業結合か
ら生じる場合

USGAAP
（FAS109/ASC740）
当期発生した法人税等の
費用や恩恵は、以下の 4 つ
に分配される。
継続事業項目
非継続事業項目
► 異常項目
► その他包括利益項目
►
►

なお、繰延税金資産及び負
債の変動は、資本の部に
直接計上される項目に関
その他包括利益又は資本の 連する税効果を除き、当期
部に直接貸方計上又は借方 損益計算書で認識される。
計上される項目に関わる税
金である場合、前期以前又
は当期に発生したかを問わ
ず、当期税金も繰延税金も、
その他包括利益又は直接資
本の部に貸方計上ないし、
借方計上しなければならな
い。

財政状態計
算書（貸借
対照表）に
おける繰延
税金資産・
負債の分類

（個別実務指針 30）
繰延税金資産及び繰延税
金負債は、流動項目及び
固定項目に分けて表示す
る。

（IAS1.56）
繰延税金資産又は繰延税
金負債を流動資産又は流動
負債として分類してはならな
い（非流動項目とされる）。

（FAS109/ASC740）
貸借対照表上、繰延税金
資産及び繰延税金負債
は、関連する資産、負債の
分類に基づき、流動、固定
に区分しななければならな
い。

包括利益計
算書（損益
計算書）に
おける表示

（財務諸表等規則第 95 条
の 5）
法人税、住民税及び事業
税と法人税等調整額は、
別掲で損益計算書本体に
記載される。

（IAS12.6, 77）
経常的活動からの損益に関
する当期税金と繰延税金
は、税金費用として一括して
包括利益計算書(損益計算
書)本体に記載する。ただ
し、注記でそれぞれの金額
を開示する。

（FAS109/ASC740）
継続事業活動に分配され
た法人税等の金額及びそ
の他の項目に個別に分配
された金額はこれらの項目
が表示される各年度につい
て開示されなければならな
い。
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日本基準
繰延税金資 （連結実務指針 42）
産 ・ 負 債 の 連結上、同一納税主体に
相殺
係る税金についてのみ、
流動項目に分類される繰
延税金資産と負債及び固
定項目に分類される繰延
税金資産と負債は、それ
ぞれ相殺する。

IFRS
（IAS12.74, 76）
同じ納税企業体だけでなく、
非常に稀なケースに限られ
るが、一定の要件を満たす
場合には、異なる納税主体
間の繰延税金資産と負債を
相殺する。
※日本基準では、繰延税金
資産と負債を流動・固定分
類し、それぞれの範囲内で
のみ相殺を行うが、IFRS で
は全額が非流動項目に分類
されるため、日本基準のよう
な流動・固定ごとの相殺範
囲の制約がない点でも異な
る。
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USGAAP
（FAS109/ASC740）
企業は、その企業内の異な
る納税事業単位、又は異な
る税務行政区に帰属する
繰延税金資産と同負債とを
相殺してはならない。
したがって同じ税務行政区
の繰延税金資産と繰延税
金負債であるならば、これ
らを相殺する。また、流動
項目に分類された繰延税
金資産・負債は固定項目に
分類された繰延税金資産・
負債と相殺できない。

引当金及び偶発事象
► 重要な相違点
日本基準
引当金の認 （企業会計原則注解 18）
識要件
以下の要件すべてを満た
す場合に認識しなければ
ならない。
► 将来の特定の費用又
は損失である。
► その発生が当期以前
の事象に起因する。
► 発生の可能性が高い。
► その金額を合理的に
見積ることができる。

IFRS
（IAS37.14）
以下の要件すべてを満たす
場合に認識しなければなら
ない。
► 企業が過去の事象の結
果として現在の債務（法
的又は推定的）を有して
いる。
► 当該債務を決済するた
めに経済的便益を有す
る資源の流出が必要と
なる可能性が高い。
► 当該債務の金額につい
て信頼でき る見積り が
できる。

推定的債務

（IAS37.10）
債務には、法的債務のみな 該当する基準はない。
らず、推定的債務も含まれ
る。推定的債務とは、確立さ
れている過去の実務慣行、
公表されている政策又は極
めて明確な最近の文書によ
って、企業が外部者に対し
ある責務を受諾することを
表明しており、かつその結
果、企業はこれらの責務を
果たすであろうという妥当な
期待を外部者の側に惹起し
ている場合に生じる債務を
いう。

該当する基準はない。
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USGAAP
（FAS5/ASC450）
偶発事象による見積損失が
以下の 2 つの条件すべてを
満たす場合には、引当を計
上しなければならない。
► 財務諸表提出日以前に
入手した情報が、貸借
対象日現在で資産の価
値が減損している、また
は負債が発生している
ことが確かであることを
示している。
► 金額を合理的に見積る
ことができる。

USGAAP
引当金の債
（FAS5/ASC450）
現在の債務とはいえない 現在の債務ではないものに USGAAP には引当金や後
務性
ものであっても引当金の計 ついて引当金を計上するこ 発事象に関する一般的な基
上要件を満たすものは計 とは認められない。
準がないため、引当金の認
上。
識に対する一般的指針も存
在しない。尚、FAS5 におい
て、偶発事象とは、「既存
の、将来においてある事象
が発生する、または発生し
ないことによって企業の損
益が影響を受ける不確実性
を含む状況や状態」と定義
されている。
日本基準

IFRS

大規模検査 （企業会計原則注解 18）
又は修繕の 特別修繕引当金が固定負
コスト
債に属するものとして例示
されている。これに関する
当期の負担に属する金額
は当期の費用又は損失と
して処理される。

（IAS16.14）
いまだ行われていない有形
固定資産の大規模検査に
関連する将来の修繕費用
について引当金を認識する
ことは認められない。
これらの費用は、一定の要
件を満たす場合には、支出
時に関連資産の帳簿価格
に算入し、減価償却に含め
て処理される。

（FSP AUG AIR-1/
ASC360）
将来発生するであろう主要
な修繕費用、大規模検査・
点検に 関連する修繕費用
の処理については、発生時
に費用として処理する。

引当金の割
該当する基準はない。
引計算

（IAS37.45-47）
貨幣の時間的価値による影
響が重要な場合には、引当
金額は債務の決済に必要と
見込まれる支出の現在価
値としなければならない。
割引率は、貨幣の時間的価
値の現在の市場評価と、そ
の負債に特有なリスクを反
映した税引前割引率でなけ
ればならない。

（FAS114, FAS143,
SOP96-1/ASC310,410）
FAS5 には現在価値への割
引の概念がないが、比較的
最近公表された引当金に関
する基準（FAS114,
FAS143, SOP96-1 等)に
おいては、割引が要求され
ている。
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IFRS
（IAS37.19, 21）
IAS 第 37 号に定める一般
原則を、環境及び除去費用
等の引当に際しても適用す
る必要がある。すなわち、費
用負担の法的又は推定的
債務が存在する場合に、引
当金を計上する。

USGAAP
（SOP96-1/ASC410）
債務を負担する見込みがあ
り、合理的に金額の見積り
が可能な場合は、引当金を
認識しなければならない。
（FAS143/ASC410）
資産除去義務とは、取得・
建設・開発、そして（または)
通常業務の結果生じた長期
性有形固定資産の除去に
伴い発生する法的義務を言
う。企業は資産除去債務に
ついて、その公正価値が合
理的に見積ることができる、
または公正価値の合理的な
見積りが可能になり次第、
それが発生した期に公正価
値で認識しなければならな
い。

（IAS37.10, 66-69）
不利な契約に関して、一般 不利な契約とは、契約によ
的に定めた定めはない。
る債務を履行するための不
可避的な費用が、契約上の
経済的便益の受取見込額
を超過している契約をいう。
企業が不利な契約を有して
いるならば、当該契約によ
る現在の債務を引当金とし
て測定し、認識しなければ
ならない。

（FAS5/ASC450）
不利な契約に関して、一般
的な基準はないが、FAS5
において偶発損失に関する
例示があり、1)製品保証及
び製品欠陥に関する責務、
2)現実の又は可能性のあ
る支払要求及び賦課が挙
げられている。
（FAS146/ASC420）
企業に経済的便益をもたら
さずに、リース契約のもとで
残存期間にわたり継続して
発生する費用に関する負債
は、リース資産の使用を停
止した時に認識し、公正価
値により測定する。

日本基準
環境及び除 〔現行基準〕
去 に 関 す る 該当する基準はない。
費用
〔改訂基準〕
（資産除去債務に 関する
会計基準 4）
2010 年 4 月 1 日以降開
始する事業年度から法的
債務もしくはこれに準ずる
ものについて、資産除去債
務の計上が求められる。

不利な契約
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IFRS
リ スト ラクチ
（IAS37.70-83）
ャ リ ン グ 費 該当する基準はなく、一般 リストラクチャリング費用に
的計上要件に従って計上 関する引当金は、経営者が
用
する。
リストラクチャリングに関す
る詳細な公式計画を有し、
かつ計画の実施を開始する
か、又はリストラクチャリン
グに関する主要な特徴を、
影響を受ける人々に公表す
ることによって、関係者の妥
当な期待を惹起させた時点
で IAS 第 37 号の一般規定
にしたがって認識される。
日本基準
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USGAAP
（FAS146/ASC420）
FAS146（撤退または処分
活動の会計処理）は、リスト
ラクチャリングに伴って発生
する個別の費用に関する規
定であり、雇用関係を終了
するにあたって発生する一
次的な解雇給付、契約解除
のためのコスト、その他の
関連費用を区分している。
一次的な給付費用に関する
負債は、解雇計画が次に掲
げるすべての条件に合致し
ている場合にかぎり、従業
員にその計画を通知した時
点（通知日）で、公正価値に
て認識しなければいけな
い。
► 当該計画に関し意思決
定権限を有する経営陣
が、計画の遂行をコミッ
トする。
► 解雇される従業員の
数、その職階、職能、勤
務地、解雇予定日が特
定されている。
► 非自発的解雇の場合、
一時金の詳細が被解雇
従業員に理解できる形
で明記されている。
► 計画を完了させるため
に必要な個々の行動
が、当該計画が撤回さ
れたり 、重要な変更が
見込まれないということ
を示唆している。

日本基準
偶発資産の
定義及び開 該当する基準はない。
示

IFRS
（IAS37.10, 89）
偶発資産とは、過去の事象
から発生しうる資産のうち、
企業が必ずしも支配可能な
範囲にあるとはいえない将
来の 1 つ若しくは複数の不
確実な事象が発生するか、
又は発生しないことによって
のみその存在が確認される
ものをいう。
経済的便益の流入の可能
性が高い場合、報告期間の
期末日における偶発資産の
簡潔な内容を開示し、実務
上可能な場合には偶発資
産の財務上の影響の見積
額を開示しなければならな
い。

USGAAP
（FAS5/ASC450）
利益をもたらす可能性のあ
る偶発事象は、実現するま
でこれを認識してはならな
い。ただし、偶発利益に関
する開示は必要だが、その
実現可能性について財務
諸表の読者に誤解を与える
ことを避けなければならな
い。

想定される
（IAS37.38, 40）
（FAS5/ASC450）
結果の範囲 合理的な見積りを基礎とす 最も生起する可能性が高い 範囲内のうち生起する確率
内 で の引 当 ることが示唆されているの 単一の金額が計上される。 が最も高い見積りに基づい
みで、具体的な測定方法 補償費用のように多くの母 て、引当金が計上される。
金の測定
に関する記述はない。
数を含む場合については、 範囲内において生起する確
（連続した範囲内において 率が同じ場合、最も少ない
生起する確率が変わらない 金額が引当金として計上さ
場合、範囲の中間点を用い れる。
ても良いが) 、最善の見積
りは、期待値となる。単一債
務についての最善の見積り
は最も確率の高い結果が
考慮される。
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収益認識、工事契約
► 重要な相違点
基本概念

日本基準
（企業会計原則ニ 3B）
売上高は、実現主義の原
則に従い、商品等の販売又
は役務の給付によって実現
したものに限り認識される。

取引の識別
ソフトウェア取引実務対応
報告及び工事契約会計基
準を除いて、取引の識別及
び会計処理単位への分割
又は結合に関して一般的に
定めた規定はない。

IFRS
（IAS18.7）
収益とは資本参加者から
の拠出に 関連するもの以
外で、資本の増加をもたら
す一定期間中の企業の通
常の営業過程で生ずる経
済的便益の総流入をいう。
基準書では物品の販売、役
務の提供、利息、ロイヤル
ティ及び配当に関する収益
認識要件が特に規定され
ており、さらに付録におい
て、IAS 第 18 号の一般原
則適用に係る実務的な例
示が掲げられている。

USGAAP
（CON5/ASC605）
収益は実現し（または実現
可能であり)、かつ稼得され
る時点まで認識されない。
► 収益は製品又はサービ
スが現金あるいは容易
に現金に変換できる資
産と交換された時点で
実現したと考えられる。
また、
► 収益は、企業がそれに
表象される利益に対す
る権利を獲得するため
に必要な行為を実質的
に完了した時点で稼得
されたと考えられる。

（IAS18.13）
取引の実質を反映するた
めに、単一取引の個別に識
別可能な構成要素ごとに認
識要件を適用する必要が
ある。
複数の取引を一連の取引
として考えないとその経済
的な効果が理解できない場
合、それらの取引を一体と
みなして認識要件を適用す
る。

（EITF00-21, SOP97-2,
FTB90-1/ASC605）
一般的には信頼できる客観
的な公正価値に基づいて、
収益の構成要素に分解し
収益認識される。未出荷の
要素については、その公正
価値が信頼できる客観的な
公正価値を見積れる場合
には、残存価額モデル
(residual method)を使用
することができる。
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ソフトウェアの収益認識は
VSOE (vendor specific
objective evidence) に 基
づく公正価値で認識され
る。VSOE が存在する場合
は、未出荷の要素のみ残
存価額モ デルが使用でき
る。VSOE が存在しない場
合は、すべての要素が出荷
され、または役務の提供が
終了するまで収益計上は
繰延べられる。

IFRS
収益の額の
（IAS18.8）
表示方法
ソフトウェア取引実務対応 代理回収により生じた経済
報告を除き、収益の額の表 的便益の総流入は、本人
示方法に関して一般的に定 当事者のために回収したも
めた規定はない。
のであって企業の資本の増
加をもたらさないため、手数
料のみが収益となる。

USGAAP
（EITF99-19/ASC605）
総額表示と純額表示の判
定において、契約の主たる
債務者か、在庫リスクを負
うか、価格の決定権がある
か、商品、サービスの変更
を行えるか、供給者決定す
るための裁量権があるか、
債権の回収リスクを負うか
等を考慮し決定する。

延 払 契 約 （企業会計原則注解 6）
（ 割 賦 販 売 対価の公正価値と名目金
など）
額との間の差額が実質的
に利息の性格を有する場
合に、利息相当部分を区分
して会計処理することを求
める規定はない。
販売基準のほか、回収期
限到来基準及び入金基準
も認められる。

（IAS18.11）
収益の測定は受領した対
価の公正価値で行う。
割賦販売等の金融取引を
含む場合は、対価をみなし
利率等を用いて割り引き、
利息相当部分を分離する。
回収期限到来基準及び入
金基準は認められ てい な
い。

（CON 6/ASC605）
売上総利益（収益から関連
する売上原価を差し引いた
額）は割賦売上債権の代金
回収の都度に認識する。
割賦売掛金の残高は未回
収の残高に相当する原価
を示す。

（企業会計原則二 3B, 注
解 6）
具体的に実現の定義や、
収益認識等について定め
ている規定は存在しない
が、一般的に、実現とは、
外部者との間において経済
的な取引が行われたこと、
つまり、財貨又は役務が、
貨幣性資産に形を変えるこ
とをいうものとされている。
実現主義は販売基準として
適用されている。

（IAS18.14）
収益は、以下の要件がす
べて満たされたときに認識
される。
► 所有に伴う重要なリス
ク及び経済価値が買手
に移転している。
► 物品に対して、継続的
な管理上の関与も有効
な支配も保持していな
い。
► 収益の額が信頼性をも
って測定できる。
► 経済的便益が企業に
流入する可能性が高
い。
原価が信頼性をもって測定
できる。

（SAB104/ASC605）
収益は、以下の要件がす
べて満たされたときに認識
される。
► 売買の取り決めに関す
る説得力のある証拠が
あること。
► 物品が引渡された、又
はサービスが提供され
たこと。
► 購入者に対する販売価
格が固定している、又
は決定できること。
► 回収が合理的に保証さ
れていること。

日本基準

物品の販売

ただし、実務上は引渡基
準、出荷基準等が適用され
ており、収益認識のタイミン
グは商慣習等によって異な
る。
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日本基準
役務の提供
－取引の結 該当する基準はない。
果の見積り
が可能な場
合

役務の提供 該当する基準はない。
－取引成果
の見積りが
不可能な場
合

工事契約
－工事契約
収益及び原
価の認識

（基準 9）
2009 年 4 月 1 日以降開始
年度より工事契約に関する
成果の確実性が認められ
る場合は、工事進行基準を
適用する。

工事の成果 （基準 9）
を 信 頼 性 を 工事完成基準を適用する。
もって見積
ることができ
ない場合

IFRS
（IAS18.20）
収益は、以下の要件がす
べて満たされる場合には、
取引の進捗度に応じて認
識される。
► 収益の額が信頼性をも
って測定できる。
► 経済的便益が企業に
流入する可能性が高
い。く、
► 取引の進捗度が報告
期間の期末日において
信頼性をもって測定で
きる。
► 原価が信頼性をもって
測定できる。

USGAAP
（ARB45,SAB104,SOP81
-1,SOP97-2/ASC605）
ソフトウェアに付随する役
務の提供以外は、見積りが
可能な場合は、SAB104に
従って会計処理される（上
記SAB104参照）。
長期契約において完成まで
の見積原価や進捗の度合
が合理的に信頼性を持って
測定できる場合、進捗度に
比例して収益を認識する
が、工事進行基準
(SOP81-1)は、役務の提
供には適用できない。

（IAS18.26）
（SAB104/ASC605）
費用が回収可能と認められ 完成までの信頼できる見積
る範囲でのみ収益を 認識 がない場合、又は予測を誤
する。
らせる固有の障害がある場
合は完成基準で収益を認
識する。
（IAS11.22）
工事契約の成果を信頼性
をもって見積ることができる
場合は、進行基準を適用す
る。
工事完成基準は認められ
ない。

（ARB45, SOP81-1/
ASC605）
工事進行基準が望ましい
処理であるとした上で、1)
工事契約の結果が信頼性
をもって見積ることができる
場合には、工事進行基準を
適用する。
2)工事契約の結果を信頼
性をもって見積ることができ
ない場合には、工事が完成
した時点ですべての工事収
益及び工事原価を認識す
る（工事完成基準）。

（IAS11.32）
（ARB45 , SOP81-1/
工事契約原価回収基準を ASC605）
適用し、発生した工事契約 上記参照
原価のうち、回収可能性が
高い部分についてのみ収
益を認識する。
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IFRS
（IAS11.35）
工事の成果に係る不確実
性が解消した時点から進行
基準を適用する。

USGAAP
（ARB45, SOP81-1/
ASC605）
工事進行基準が望ましい
処理であるとした上で、不
確実性が解消した時点から
工事進行基準を適用する。

（工事契約に関する会計基 （IAS11.36, 37）
準 19）
予想される損失を直ちに費
予想される損失を工事損失 用として認識する。
引当金として計上する。

（ARB45/ASC605）
当該契約について損失が
生じることが見込まれる場
合、その事実が明らかにな
った期に契約全体に対して
引当金を認識する必要が
ある。

日本基準
成果の確実 （適用指針 3）
性の事後的 事後的な成果の確実性の
な獲得
獲得のみをもって進行基準
への変更は行わない。ただ
し、本来工事着手時に決定
しておくべき事項が事後的
に決定された場合を除く。
工事契約か
ら損失が見
込まれる場
合
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株式報酬
► 重要な相違点
日本基準
対 象 と な る （基準 17）
取引
会社法の施行日（2006 年
5 月 1 日)以後に付与される
ストック・オプション、自社株
式オプション及び交付され
る自社の株式について適
用。

IFRS
（IFRS2.53）
2002 年 11 月 7 日より降
に付与され、IFRS 第 2 号の
発効日時点では権利が未
確定であった株式、オプシ
ョンその他の持分金融商品
の付与に対して適用。

USGAAP
（FAS123(R)/ASC718）
小規模会社の適用を受け
ない公開企業に対して
2005 年 6 月 15 日以降開
始する会計年度から適用さ
れる。

株式報酬取 （基準 28）
引の種類
持分決済型の株式報酬取
引に つ いてのみ定めてい
る。

（IFRS2.2）
持分決済型、現金決済型
及び複合決済型株式報酬
取引について定めている。

（FAS123(R)/ASC718）
事業体がその株式、株式オ
プション又は他の持分商品
を発行することによるすべ
ての従業員に対する支払
及び従業員以外との株式
報酬取引に適用される。

持分決済型 （基準 6,14,15）
（IFRS2.11-13）
の株式報酬 ► 従業員等との取引
► 従業員等との取引：付
取引の測定
► 財貨又はサービス
与日
日
の取得の対価とし ► 従 業 員 等 以 外 と の 取
て自社株式オプシ
引：財貨又はサービス
ョンを付与する取
の受領日
引：付与日
► 財貨又はサービス
の取得の対価とし
て自社の株式を交
付する取引：契約
日
► 従業員等以外との取引
► 財貨又はサービス
の取得の対価とし
て自社株式オプシ
ョンを付与する取
引：付与日
► 財貨又はサービス
の取得の対価とし
て自社の株式を交
付する取引：契約
日

（FAS123(R), EITF9618/ASC718）
► 従業員との取引：付与
日
► 従業員以外との取引：
役 務 提 供 の 契 約
(performance
commitment) が 締 結
された日、もしくはその
義務を完了した日のど
ちらか早い日
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IFRS
（IFRS2.10-13）
► 従業員等との取引：付
与した持分金融商品の
公正価値で測定。
► 従業員等以外との取
引：受領した財貨又は
サービスの価値で測
定。受領した財貨及び
サービスの公正価値が
信頼性をもって測定で
きない場合にのみ、付
与した持分金融商品の
公正価値に基づいて測
► 従業員等以外との取
定。
引：以下の 2 つのうち、
いずれかより高い信頼
性をもって測定可能な
評価額で算定。
► 対価として用いられ
た自社株式オプシ
ョン（又は自社の株
式）の公正な評価
額
► 取得した財貨又は
サービスの公正な
評価額

日本基準
持分決済型 （基準 6,14,15）
の株式報酬 ► 従業員等との取引：
取引の測定
► 株式オプション付与
方法
時：合理的な価額
の見積りに関して
広く受け入れられて
いる算定技法で測
定
► 自 社株 式付 与時 ：
契約日における公
正な評価額等で測
定

付与した持
分金融商品
の測定日現
在の公正価
値を、企業
が信頼性を
もって見積
れない場合

（基準 13）
該当する基準はない。ただ
し、未公開企業について
は、ストック・オプションの公
正な評価単価に代え、スト
ック・オプションの単位当た
りの本源的価値の見積りに
基づいて会計処理を行うこ
とができる。この場合、付与
日現在でストック・オプショ
ンの単位当たりの本源的価
値を見積り、その後は見直
さないこととなる。

持分金融商
品のリロード 該当する基準はない。
特性

USGAAP
（FAS123(R)/ASC718）
► 従業員との株式報酬取
引では、発行される持
分金融商品の公正価
値により測定されなけ
ればならない。
► 従業員以外との株式報
酬取引では、受取った
財貨又はサービスの公
正価値が、発行される
持分金融商品の公正
価値よりも信頼性をもっ
て測定可能な場合に限
り 、受け取った財貨又
はサービスの公正価値
が取引の測定に用いら
れる。ただし、その適用
は限定的である。

（IFRS2.24）
（FAS123(R)/ASC718）
稀な状況において、付与し IFRS と同様
た持分金融商品の測定日
現在の公正価値を、企業が
信頼性をもって見積れない
場合は、企業が財貨を獲得
した日又は相手方がサービ
スを提供した日現在で、そ
の後は各報告期間の期末
日及び最終の決済日現在
で本源的価値により測定す
る。

（IFRS2.22）
（FAS123(R)/ASC718）
リロード特性は、付与日に IFRS と同様
オプションの公正価値を見
積る際に考慮に入れず、リ
ロード･オプションがその後
に実際に付与されたとき
に、これを新たなオプション
の付与として会計処理す
る。
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日本基準
権利確定日 （基準 8）
後の会計処 ストック・オプションが権利
理
行使され、これに対して新
株を発行した場合には、新
株予約権として計上した額
のうち、当該権利行使に対
応する部分を払込資本に
振替える。

IFRS
USGAAP
（IFRS2.23）
（FAS123(R)/ASC718）
企業は権利確定日後の資 IFRS と同様
本の合計に何らの事後的
修正も行ってはならない。し
かし、資本の部の中での振
替（すなわち、資本の部の
中のあ る項目から他の項
目への振替）は禁止されな
い。

持分金融商
品の付与の 該当する基準はない。
取消又は清
算

（IFRS2.28）
（FAS123(R)/ACS718）
► 取消し又は清算を、権 ► 取 消 し に つ い て は 、
利確定が早まったもの
IFRS 同様、権利確定
として会計処理。
が早まったものとして会
計処理する。
► 付与を取り消した際に
相手方に対して行った ► 持分報奨を再購入（撤
支払いは、持分の買戻
回）するために引き渡し
しとして処理。ただし、
た現金又は他の資産
その支払いが、付与し
（又は負った負債）の金
た持分金融商品の買戻
額は、それが再購入し
日現在で測定した公正
た持分商品の再購入日
価値を超える部分は費
現在における公正価値
用として認識。
を 超過しない範囲で、
資本に賦課する。再購
入価額が再購入した商
品の公正価値を超過す
る金額は、追加報酬費
用として認識する。

権利不行使 （基準 9）
による失効
権利不行使による失効が
生じた場合には、新株予約
権として計上した額のうち、
当該失効に対応する部分
を利益として計上する。

（IFRS2.23）
特に会計処理を行わず、そ
れまでの処理を継続する。
ただし、資本の部内での振
替を禁止するものではな
い。
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（FAS123(R)/ASC718）
権利不行使による失効が
生じた場合でも、既に計上
された報酬費用の戻入れを
禁止する。

株式報酬以外の従業員給付
► 重要な相違点
日本基準
給付建制度 （基準 2(3)）
－退職後給 原則：期間定額基準
付債務の期 例外：給与基準、支給倍率
間配分方法 基準、ポイント基準

IFRS
（IAS19.64, 67）
原則：給付算定式方式(支
給倍率方式)
例外：定額方式

USGAAP
（FAS87, FAS106/
ASC715）
給付算定式が給付の期間
帰属を表わすと認められる
場合には、給付の期間帰属
は、給付算定式に基づいて
行うこととしている。

給付建制度 （基準二,1）
－資産計上 年金資産が企業年金制度
など
に係る退職給付債務に当
該企業年金制度に係る未
認識過去勤務及び未認識
数理計算上の差異を加減し
た額を超えることとなった場
合

（IAS19.58）
年金資産が年金債務を超
過している場合、当該超過
額のうち資産として認識しう
る額を、将来の拠出の減額
又は年金制度からの払戻し
により回収可能な額の現在
価値までに制限した上で資
産として計上する（アセット・
シーリング）。

（ FAS87, FAS106, FAS
158/ASC715）
期末の積立状況に基づい
て、年金資産が年金債務を
超過している場合は資産
を、年金債務が年金資産を
超過している場合には、負
債を計上する。その場合の
資産計上額については、特
に制限はない。また、資産
もしくは負債を計算する場
合、数理計算上の差異、及
び過去勤務債務を含める。

給付建制度 （改訂基準 2 現行 同注解
－割引率
6）
検討にあたり順序はない。
割引率の基礎とする安全性
の高い長期の債券の利回
りとは、期末における長期
の国債、政府機関債及び優
良社債の利回りを言う。

（IAS19.78）
以下の順序で検討する。
割引率は、年金制度の債
務と同一通貨で同様の期
日を有する優良社債の市
場利回りを参照して決定す
る。
社債について十分な市場が
存在しない国では、国債の
（貸借対照表日現在の）市
場利回りを使用しなければ
ならない。
社債又は国債の通貨及び
期日は、退職後給付債務
の通貨及び見積期日と整
合しなければならない。

（FAS87, FAS106, EITF
Topic No. D-36/
ASC715）
用いられる割引率は年金給
付が実質的に清算される率
を反映することを求めてお
り、当該利子率の決定に当
たっては高格付け（評判の
高い格付機関による上位 2
位までの高格付け）な定額
受 取 契 約 (fixed-income
investments) 、 ま た は 高
格付けの債券投資を参照
すべきであるとしている。
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日本基準
給付建制度 （同基準三,2）
－過去勤務 過去勤務債務は、原則とし
費用
て各期の発生額について平
均残存勤務期間以内の一
定の年数で按分した額を毎
期費用処理しなければなら
ない。
過去勤務債務と数理計算
上の差異の費用処理年数
は別個に設定することが可
能。
数理計算上の差異の当期
発生額を翌期から費用処
理する方法は許容されてい
るが、過去勤務債務につい
て、許容する規定はない。

IFRS
（IAS19.96）
受給権が確定している場合
は、過去勤務費用は直ちに
損益として認識する。
また、受給権が直ちに確定
しない場合は、受給権が確
定するまでの期間にわたり
定額法により認識される。

USGAAP
（FAS87, FAS106/
ASC715）
給付の受給権が完全に生
じているとしても、過去勤務
債務は制度に加入している
従業員の予測勤務年数に
わたり認識することとしてい
る。

（IAS19.92, 93A, 93B,
93D）
以下の方法の選択が可能
である。
一定の「回廊」の範囲内の
数理計算上の差異は認識
しない方法（回廊アプロー
チ）。
回廊アプローチを採用した
場合であっても、損益の双
方に対して同一の方法を用
い、かつ、継続適用を条件
として、数理計算上の差異
を早期認識することが認め
られている。
企業が発生した年度に数理
計算上の差異を 認識する
方針を採用する場合は、そ
れをその他包括利益として
認識することも認められる。

（FAS87/ASC715）
数理計算上の差異につい
て、年初における未認識差
異が退職給付債務又は年
金資産のどちらか大きい方
の 10%を超える場合は、そ
の年の純年金費用の要素
として数理差異の償却が含
まれるべきである。その際
の最小償却額は、その超過
分を、制度に基づいて給付
を受給すると予測される現
役の従業員の平均残存勤
務年数で割った額になる
（回廊アプローチ) 。
また、一括認識も認められ
ている。

（同注解 11）
退職従業員に係る過去勤
務債務は、他の過去勤務
債務と区分して発生時に全
額を費用処理することが可
能。
給付建制度 （同基準三,2）
－数理計算 数理計算上の差異は、原
上の差異
則として各期の発生額につ
いて平均残存勤務期間以
内の一定の年数で按分した
額を毎期費用処理しなけれ
ばならない。
過去勤務債務と数理計算
上の差異の費用処理年数
は別個に設定することが可
能である。
数理計算上の差異の当期
発生額を翌期から費用処
理する方法は許容されてい
る。

給付建制度 （実務指針 34）
－簡便法
小規模企業については、簡 該当する基準はない。
便法により、退職給付債務
計算を行うことが容認され
ている。
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該当する基準はない。

IFRS
（IAS19.1, 3）
IFRS 第 2 号「株式報酬」の
対象となるものを除くすべて
のタイプの従業員給付制度
に適用されるため、年金以
外の退職後給付にも IAS 第
19 号を適用する。

USGAAP
（FAS106/ASC715）
FAS106 が年金以外の退
職後給付に関して規定して
い る 。 FAS106 の 規 定 は
FAS87 及び FAS88 に非常
に類似している。ただし、予
測給付債務(PBO)ではなく
累積退職後給付債務を算
定することとしている。

清算及び縮 （企業会計基準適用指針第
小
1 号）
制度の終了部分に係る退
職給付債務と支払額との差
額及び終了部分に対応す
る未認識数理計算上の差
異・過去勤務債務を損益と
して認識する。

（IAS19.109）
給付建制度の縮小または
清算が生じた場合には、そ
の結果生ずる給付建債務・
年金資産の増減額及び関
連する保険数理損益・過去
勤務費用を損益として認識
しなければならない。

（FAS88/ASC715）
清算に関連する PBO の増
減及び未認識数理差異を
清算発生時に、縮小に関連
する PBO の増減及び未認
識過去勤務費用を縮小発
生時にそれぞれ損益として
認識する。縮小による損失
は、縮小が行われる可能性
が確からしい時点で認識さ
れるが、縮小による利益
は、従業員の退職日もしく
は縮小が実行される時点で
認識される。

有給休暇引
該当する基準はない。
当金

（IAS19.11）
累積的性格を有するものに
ついて、計上することが求
められる。

（FAS43/ASC710）
雇用主は、以下のすべての
条件が満たされる場合に
は、将来の休暇に対して使
用人に支給する給与につい
て負債を計上しなければな
らない。
► 将来の休暇に対して給
与を受け取れる使用人
の権利に対応する雇用
主の負債は、既に提供
された使用人のサービ
スに起因するものであ
ること。
► その負債は、確定する
(vest）権利か又は、累
積してゆく権利に関連し
ているものであること。
► 給与の支給が確か
(probable)であること。
► その金額を、合理的に
見積ることができるこ
と。
リ フレッ シ ュ休暇も含まれ
る。

日本基準
年金以外の
退職後給付 該当する基準はない。
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金融商品
► 重要な相違点
日本基準
取 引 費 用 の （金融商品実務指針 29,56）
取 得 原 価 算 金融資産の取得時における付
入
随費用は、原則として取得価額
に含める。
ただし、経常的に発生する費用
で、対応関係が明確でない付
随費用は、取得価額に含めな
いことができる。

IFRS
（IAS39.43）
金融資産又は金融負債が損益
を通じて公正価値で測定されな
い場合には、取引費用を取得原
価に加算する。
金融資産又は金融負債が損益
を通じて公正価値で測定される
場合は、取引費用を取得原価に
含めない。

USGAAP
（FAS157/ASC820）
金融資産又は金融負債が損
益を通じて公正価値で測定さ
れない場合には、取引費用を
取得原価に加算する。
金融資産又は金融負債が損
益を通じて公正価値で測定さ
れる場合は、取引費用を取得
原価に含めない。

低利、無利
息 で の 貸 付 該当する基準はない。
の公正価値 実務では、貸付金額（償却原
価）で認識することが一般的で
ある。

（IAS39.AG64, AG65）
無利息あるいは市場金利と乖離
した金利での貸付は、たとえば、
同じ信用格付を有する類似の金
融商品の市場金利を用いて DCF
法により公正価値を測定し、貸付
額との差額を、資産としての認識
要件を満たさない限り、実効金利
法により償却し、償却額を包括利
益計算書（損益計算書）に計上
する。

（FAS140/ASC835）
無利息あるいは市場金利と乖
離した金利での貸付は、適正
利率を利用して将来キャッシ
ュ・フローの割引額にて測定
される。
更に、額面価額と算定された
原価との差額は、利息法に基
づき償却する。

ローン・コミッ （実務指針 139）
トメント
当座貸越契約（これに準ずる契
約を含む。）及び貸出コミットメ
ントについて、貸手である金融
機関等は、その旨及び極度額
又は貸出コミットメントの額から
借手の実行残高を差し引いた
額を注記する。

（IAS39.4, 47）
一定のローン・コミットメントは、
信用供与時に公正価値で金融
負債として認識される。

（FAS133/ASC815）
一定のローン・コミッ トメント
は、公正価値オプションを選
択した場合、公正価値で金融
負債として認識される。
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IFRS
（IAS39.38）
通常の方法による金融資産の購
入又は売却については、取引日
会計又は決済日会計により、認
識及び認識の中止を行わなけれ
ばならない。

USGAAP
（FAS140/ASC835）
金融資産の購入及び売却
は、取引日の公正価値に基
づき認識及び認識の中止を
行わなくてはならない。

金 融 資 産 の （金融商品会計基準（以下、基 （IAS39.20）
認識の中止 準） 9,12,57,58）
リスク経済価値アプローチに基
財務構成要素アプローチに基 づき、金融資産の認識を中止す
づき、金融資産の消滅を認識 る。
する。
金融資産の所有に係るリスクと
経済価値のほとんどすべてを移
転したわけでも、ほとんどすべて
を保持しているわけでもない場合
は、「支配」の有無を検討する。
引き続き支配を保持している場
合は、継続的関与アプローチに
基づき認識を継続する。

（FAS140/ASC860）
金融資産の譲渡にあたって
は、財務構成要素アプローチ
を採用し、譲渡要件を満たし
た場合にのみ、金融資産に対
する実質的な支配が第三者
に移転したとみなされ、金融
資産の認識を中止する。

日本基準
通 常 の 方 法 （実務指針 22,26）
に よ る 金 融 約定日から受渡日までの期間
資 産 の 購 入 が市場の規則又は慣行に従っ
又は売却
た通常の期間である場合、売
買約定日に買手は有価証券の
発生を認識し、売手は有価証
券の消滅の認識を行う。
ただし、保有目的区分ごとに買
手は約定日から受渡日までの
時価の変動のみを認識し、ま
た、売手は売却損益のみを約
定日に認識する修正受渡日基
準によることができる。
貸付金及び借入金は、資金の
貸借日にその発生を認識し、そ
の返金日に消滅を認識する。

金融資産の
譲渡による
新たな資産・
負債

（実務指針 37,38,39）
金融資産の消滅時に新たに発
生した資産及び負債は譲渡時
の時価で計上し、回収サービス
業務資産又は負債は、通常得
べかりし収益に基づき計上す
る。
金融資産の消滅時に残存部分
又は新たに生じた資産（デリバ
ティブ）について時価を合理的
に測定できない場合、その時価
はゼロとして譲渡損益を計算
し、その当初計上額もゼロとす
る。
新たに生じた負債について時
価を合理的に測定できない場
合、その当初計上額は、当該
譲渡から利益が生じないように
計算した金額とする。

（IAS39.25）
金融資産の譲渡による新たな金
融資産、金融負債又はサービス
負債は公正価値で認識しなけれ
ばならない。
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（FAS140, FAS156/
ASC860）
金融資産、サービス業務資産
の譲渡より新たに発生した資
産・負債は、合理的に見積れ
る場合は当該資産の売却日、
ないし証券化日の公正価値
に基づき評価される。

日本基準
ローン･パー （基準 42）
ティシペーシ 債権に係るリスクと経済的利益
ョンの取扱い のほとんどすべてが譲渡人か
ら譲受人に移転している場合
等一定の要件を充たすものに
限り、当該債権の消滅を認識
することが認められる。

デット･アサ
ンプション
（実質的ディ
フィーザンス
取引）の取
扱い

（基準 42, 実務指針 46）
社債の発行者に対し遡求請求
が行われる可能性が極めて低
い場合に限り、当該社債の消
滅を認識することが認められ
る。

IFRS
（IAS39.16, 19, 21）
以下のいずれかの要件を満たす
ものに限り、金融資産の一部分
に対して認識の中止に関する規
定を適用する。
► 金融資産から生じる特定の
キャッシュ･フロー
► 金融資産から生じるキャッシ
ュ･フローの一定割合
► 金融資産から生じる特定の
キャッシュ・フローの一定割
合

USGAAP
（FAS140/ASC860）
支配放棄の要件を満たす限り
において、ローンパーティペー
ションについても、債権債務
の消滅を認識することが認め
られる。

（IAS39.AG59）
第一次的義務からの法的な解放 一般的な負債の消滅要件が
がない場合には、当該契約のみ 適用される。
では認識中止の要件を充足しな
い。

金融負債の
交 換 及 び 条 該当する基準はない。
件変更

（IAS439.40, AG69）
金融負債が著しく異なる条件で
交換される場合や、条件の大幅
な変更が行われる場合には、従
前の金融負債の消滅と新しい金
融負債の認識として会計処理さ
れる。

（EITF96-19/ASC470）
本質的に異なる条件の下で
金融負債が交換される場合、
これは負債の消滅及び、新た
な金融負債の認識として会計
処理される。
条件の変更のみを内容とする
債務の再編が行われた場
合、債務の帳簿価額は新しい
条件により定められた実効金
利により再測定される。

金 融 資 産 の （基準 14～18）
区分
有価証券については以下のと
おり区分される。
► 売買目的有価証券
► 満期保有目的の債券
► 子会社株式及び関連会社
株式
► その他有価証券

（IAS39.2（a）, 9, 45）
金融資産は以下の 4 つに区分さ
れる。
► 損益を通じて公正価値で測
定される金融資産
► 満期保有投資
► 貸付金及び債権
► 売却可能金融資産
なお、子会社、関連会社及びジョ
イント・ベンチャーに対する持分
は、原則として IAS 第 39 号の適
用対象外となる。

（FAS115/ASC320）
有価証券は以下の通り 3 つに
区分される。
► 満期保有目的有価証券
► 売買目的有価証券
► 売却可能有価証券
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日本基準
公正価値オ
該当する基準はない。
プション

IFRS
（IAS39.9, 11A-13）
トレーディング目的保有以外に一
定の要件を満たす場合には、金
融資産及び金融負債について公
正価値オプションを適用し、当該
金融商品及び金融負債を毎期、
公正価値で評価し、評価差額を
損益で認識することも認められ
る。

USGAAP
（FAS159/ASC825）
ある一定の金融商品および、
ある特定の非金融商品は、公
正価値による測定の選択が
認められる。
更に、金融商品を公正価値で
評価するか否かを、個別に決
定することも認められる。

その他有価
証券/売却可
能金融資産
の評価

（基準 18）
時価をもって貸借対照表価額と
し、差額は税効果を 考慮のう
え、以下のいずれかの方法に
より処理する。
► 合計額を純資産の部に直
接計上
► 時価が取得原価を上回る
銘柄に係る評価差額は純
資産の部に計上、時価が
取得原価を下回る銘柄に
係る評価差額は当期の損
失として処理

（IAS39.55(b), AG83）
公正価値で評価し、実効金利法
に基づく償却額、減損損失及び
為替差損益を除く評価額は、税
効果を考慮のうえ、認識を中止
するまで、資本の部に直接認識
される。
なお、非貨幣性項目（例えば、持
分金融商品）にかかる為替差損
益は、資本の部に認識される。

（FAS 157/ASC320）
公正価値にて評価を行い、未
実現保有損益は、税効果を考
慮の上、その他包括利益とし
て資本の部に認識されなくて
はならない。
また、公社債については、取
得に際し生じたプレミアム又
はディスカウントは原則として
利子法により償却し、当該償
却額は損益計算書に計上さ
れる。

実効金利法

（金融商品実務指針 70）
償却原価法は原則として利息
法によるが、継続適用を条件と
して、簡便法として定額法を採
用することも認められる。

（IAS39.9, 46, 47）
一定の金融資産及び、トレーディ
ング目的ないし公正価値オプショ
ンの指定がなされたものを除く金
融負債は実効金利法により償却
原価で測定される。

（APB21/ASC835）
利息法による償却方法が原
則だが、償却結果が利息法に
よる場合と大きく相違しないと
きは、他の償却方法（定額法）
を採用することが出来る。

非 上 場 持 分 （現行 基準 19）
取得原価をもって貸借対照表
投資
（時価のない 価額とする。
株式）
（改正 基準19）
平成22年3月31日以後終了す
る事業年度末に係る財務諸表
においても、市場で売買されず
市場価格に基づく価額がない
株式については、時価を把握
することが極めて困難として、
取得原価をもって貸借対照表
価額とする。

（IAS39.AG80, AG81）
適切な評価モデルが存在しない
ような限られた場合を除き、非上
場持分投資であっても公正価値
により測定される。

（APB18/ASC320）
連結子会社・持分法適用株式
会社以外で公正価値を容易
に入手できない持分証券につ
いては、取得価額で評価され
る。
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日本基準
営 業 債 権 と （基準 27,28）
貸 付 金 の 貸 区分に応じ、債権の貸倒見積
倒 引 当 金 の 高を以下のとおり算定する。
設定
► 一般債権：過去の貸倒実績
率等、合理的な基準により
算定
► 貸倒懸念債権：債権の状況
に応じ、次のいずれかの方
法を継続適用する
► 債権額から担保の処分
見込額等を減額し、そ
の残額について貸倒見
積高を算定する方法
► 将来キャッシュ・フロー
の現在価値と帳簿価額
との差額を貸倒見積高
とする方法
► 破産更生債権等：債権額か
ら担保の処分見込額等を
減額し、その残額を貸倒見
積高とする

IFRS
（IAS39.58, 59, 63, 66, 67）
減損発生の客観的証拠がある場
合には、帳簿価額を見積将来キ
ャッシュ・フローの現在価値まで
減額し、当該差額を損失として認
識する。
売却可能金融資産の場合、その
他の包括利益に計上されていた
累積損失は、減損時に損益へ振
替える。

USGAAP
（FAS114/ASC310）
減損発生の客観的証拠があ
る場合には、以下の何れかに
て減損額を測定する。
► 実効金利により割引いた
将来のキャッシュ・フロー
予測額により、減損額を
測定。
► 債権の市場価格、あるい
は担保の公正価額に基づ
き減損額を測定。

減損の戻入
売買目的有価証券は、減損後
れ
引続き時価評価されるが、満期
保有目的の債券、その他有価
証券は減損の戻入れは行われ
ない。

（IAS39.65, 66, 69, 70）
減損損失の減少は、減損認識後
の事象と客観的に関連付けられ
る場合、戻し入れなければならな
い。
ただし、公正価値が信頼性をもっ
て測定できないため取得原価で
計上されている持分金融商品及
びこれに関連するデリバティブ、
ならびに売却可能金融資産に分
類された持分金融商品に係る減
損損失を戻し入れてはならない。

（FAS115/ASC320）
売買目的有価証券は、減損
後引続き時価評価されるが、
満期保有目的の債券、その
他有価証券は減損の戻入れ
は行われない。

金 融 負 債 の （基準 26）
評価
債務額をもって貸借対照表価
額とする。ただし、収入に基づく
金額と債務額とが異なる場合
には、償却原価法で測定しなけ
ればならない。

（IAS39.47）
損益を通じて公正価値で評価さ
れるもの等を除き、実効金利法
を用いた償却原価で測定しなけ
ればならない。

（APB21, FAS159/
ASC825）
償却原価法で評価されるが、
公正価値オプションを適用し
た場合、金融負債は公正価
値により測定される。

金 融 負 債 と 金融負債と資本の区分に関す （IAS32.11, 16A-16D, 15, 18）
資本の区分 る包括的な規定は存在しない IAS 第 32 号にて、金融負債と資
が、通常、法的形式に基づき区 本の区分に関する包括的な規定
分される。
が設けられており、金融商品の
契約の実質ならびに 金 融負債
（資産）、持分金融商品の定義に
基づき区分しなければならない。

（FAS133, 150/ASC480）
資産と負債の定義において、
負債は企業の保有する資産
に対する請求権で、資本は負
債を控除した後の資産に対す
る残余持分と定義している。

なお、上記で用いる「予想され
る将来のキャッシュ・フローの
現在価値」や「債権の市場価
格」等が債権の帳簿価額に満
たない時は、評価引当金を設
定または修正すると共に、損
益計上する。
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日本基準
（基準 36, 企業会計基準適
用指針第 17 号 18）
一括して負債計上する方法又
は社債の対価部分と新株予約
権の対価部分とに区分する方
法のいずれかによる。

IFRS
（IAS32.15, 28）
契約条件を検討し、その実質に
応じて金融負債と持分金融商品
を区分して処理する。

USGAAP
（FAS133/ASC815）
負債に転換権等が組み込ま
れている金融商品は、デリバ
ティブの要件を満たさないた
め、通常では分離処理は認め
られない。

金融負債の
発 行 費 用
（社債発行
費）

（繰延資産の会計処理に関す
る当面の取扱い.3(2)）
► 原則、支出時に営業外費用
処理
► ただし、繰延資産に計上し、
社債の償還までの期間にわた
り利息法又は継続適用を条件
に定額法により償却することが
できる。

（IAS32.35, IAS39.9）
社債発行費は、実効金利に含ま
れ償却期間を通じて利息として
認識される。

（APB21/ASC835）
金融負債に係るプレミアム又
はディスカウントは、当該負債
の簿価を構成する。簿価と償
還金額の差額は原則として利
息法により償却する。

資本取引の
付 随 費 用
（株式交付
費など）

（自己株式及び準備金の額の
減少等に関する会計基準 14、
繰延資産の会計処理に関する
当面の取扱い 3(1)）

（IAS32.35, 37）
資本取引の費用は、関連する税
効果を控除後に、資本の部から
の控除として会計処理しなけれ
ばならない。

（APB6, FTB85-6/
ASC505）
実務上、持分金融商品の取
引は、資本の控除項目とされ
る。（FAS109 には税効果に
関して資本の控除項目とする
ことを前提とした規定があ
る。）

複合金融商
（IAS32.38）
品 の 発 行 費 負債部分と資本部分への配分 複合金融商品の発行に関連する
計算については、明文規定は 取引費用は、当該金融商品の発
用
存在しない。
行入金額のうち、負債部分と資
本部分とに配分された金額と比
例的に配分される。

（APB14/ASC470）
負債部分と資本部分への分
配計算について明文規定は
ないものの、転換社債に係る
受取金額は各々の公正価値
に基づき、負債部分と資本部
分へ分配計算されうることが
APB14 により示されている。

転換社債型
新株予約権
付社債の処
理（発行体
の処理）

自己株式の取得、処分及
び消却に関する付随費用
は、損益計算書の営業外
費用に計上する。
► 企業規模の拡大のために
する資金調達などの財務
活動（組織再編の対価とし
て株式を交付する場合を含
む。）に係る株式交付費に
ついては、繰延資産に計上
し、3 年以内のその効果の
及ぶ期間にわたって、定額
法により償却することがで
きる。
►
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日本基準
デリバティブ （実務指針 6）
の定義
デリバティブとは、次のような特
徴を有する金融商品である。
► その権利義務の価値が基
礎数値の変化に反応して
変化する、①基礎数値を有
し、かつ、②想定元本か固定
若しくは決定可能な決済金
額のいずれか又は想定元
本と決済金額の両方を有
する契約である。
► 当初純投資が不要である
か、又は市況の変動に類
似の反応を示すその他の
契約と比べ当初純投資を
ほとんど必要としない。
► そ の 契約 条項 に より 純額
（差金）決済を要求若しくは
容認し、契約外の手段で純
額決済が容易にでき、又は
資産の引渡しを定めていて
もその受取人を純額決済と
実質的に異ならない状態に
置く。

IFRS
（IAS39.9）
デリバティブとは、以下の 3 つの
特徴のすべてを有するものをい
う。
► その価値が、基礎数値で，非
金融変数の場合には当該変
数が契約当事企業に特有で
はないものの変動に応じて
変動する。
► 当初の純投資を全く要しない
か、又は市場要因の変動に
対する反応が類似する他の
種類の契約について必要な
当初の純投資よりも小さい。
► 将来のある日に決済される。

組 込 デ リ バ （企業会計基準適用指針第 12
ティブの会計 号）
処理
次のすべての要件を満たした
場合、区分処理が必要となる。
► 組込デリバティブのリスク
が現物の金融資産又は金
融負債に及ぶ可能性があ
ること。
► 同一条件の独立したデリバ
ティブが、デリバティブの特
徴を満たすこと。
► 時価の変動による評価差
額が当期の損益に反映さ
れないこと。
また、組込デリバティブが区分
管理され、一定要件を満たす場
合、リスクが現物に及ぶ可能性
に関らず、区分処理を行うこと
ができる。

（IAS39.11）
（FAS133/ASC815）
組込デリバティブは以下のすべ 基本的に、IFRS と重要な差
ての条件を満たしたとき、区分処 はない。
理が必要となる。
► 組込デリバティブの経済的特
徴及びリスクが主契約のそ
れ ら と 密接に 関連 し てい な
い。
► それが同一条件の独立の金
融商品ならばデリバティブの
要件を充足する。
► デリバティブが組み込まれた
複合（合成)金融商品が、損
益を通じて公正価値で測定
する金融商品として分類され
ていない。
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USGAAP
（FAS133/ASC815）
デリバティブは以下の 3 つの
特徴のすべてを有する金融商
品または他の契約である。
► (1)単一又は複数の基礎
値 、及 び (2) 単 一又は 複
数の想定量もしくは支払
条項又はその双方を有す
る。これらの条件は、決済
の金額を決定し、場合に
よっては、決済を要求され
るか否かも決定する。
► 当初に純投資を必要とし
ないか、または市場の要
因の変動に対し同様の反
応をすると予想されるよう
な他の形態の契約につい
て必要とされる金額に比
べて、当初の純投資が少
額である。
► その条件は、純額決済を
要求又は容認し、契約外
の方法により容易に純額
決済をすることができ、ま
たは受取人を実質的に純
額決済と異ならないような
地位に置く資産の引き渡
しを規定している。

日本基準
ヘ ッ ジ 会 計 （基準 32）
の手法
原則として、ヘッジ手段に係る
損益又は評価差額を、原則、純
資産の部において繰り延べる。
ただし、その他有価証券をヘッ
ジ対象とする場合には、ヘッジ
対象に係る相場変動等を損益
に反映させる時価ヘッジも認め
られる。

IFRS
（IAS39.86, 89, 95）
公正価値ヘッジ（ヘッジ対象の特
定のリスクに係る公正価値の変
動と、ヘッジ手段の公正価値の
変動を、ともに損益として認識・
計上する）、キャッシュ・フロー・ヘ
ッジ（ヘッジ手段の公正価値変動
のうち、有効部分を資本の部に
直接計上する）、および在外営業
活動体に対する純投資のヘッジ
について、ヘッジ会計が認められ
ている。

USGAAP
（FAS133/ASC815）
FAS133 は、次の 3 つのヘッジ
取引のカテゴリについて「特
別な会計処理」を認めてい
る。
► 資産、負債または未履行
契約の公正価値の変動リ
スクに対するへッジ(公正
価値ヘッジ)
► 資産、負債または予定取
引に係るキャッシュ・フロ
ーの変動リスクに対する
ヘッジ(キャッシュ・フロ一・
ヘッジ)
► 以下の項目の外貨リスク
に対するヘッジ
1)未認識の確定約定(外国為
替公正価値ヘッジ)、2)売却可
能有価証券(外国為替公正価
値ヘッジ)、3)予定取引(外国
為替キャッシュ・フロー・ヘッ
ジ)、4)在外事業体投資の為
替レートの変動リスク、に対す
るヘッジ」

ヘ ッ ジ 非 有 （金融商品実務指針 172）
効 部 分 の 処 ヘッジ全体が有効と判定され、
ヘッジ会計の要件が満たされて
理
いる場合には、非有効部分に
ついても繰延処理することがで
きる。
非有効部分を合理的に区分で
きる場合には、当期の損益に
計上することができる。

（IAS39.95(b)）
ヘッジ手段に係る利得又は損失
のうち非有効部分は、損益として
認識しなければならない（特に、
キャッシュ・フロー・ヘッジの場合
に問題となる）。

（FAS133/ASC815）
キャッシュ・フロー・ヘッジのう
ち、ヘッジ手段であるデリバテ
ィブの有効部分の公正価値の
変動は「その他包括利益」と
し、非有効部分の公正価値の
変動は当期の損益とする。

予 定 取 引 実 （金融商品実務指針 338）
行時の処理 キャッシュ･フロー･ヘッジで繰り
延べた損益は、取得した資産
の帳簿価額の修正として処理
する。

（IAS39.97, 98）
予定取引のヘッジが事後的に資
産 も し く は 負 債 を 生 じ させ る 場
合、キャッシュ･フロー･ヘッジでそ
の他包括利益に計上されていた
損益は、取得した資産又は負債
が非金融項目である場合には、
取得した非金融項目が損益に影
響するのと同じ時期に損益に振
替える、又は帳簿価額の修正と
して処理する。一方、取得資産が
金融商品の場合には、帳簿価額
を修正せず、取得した項目が損
益に影響するのと同じ時期に損
益に振替える。

（FAS133/ASC815）
ヘッジ対象取引が資産・負債
の取得・発生をもたらす場合
は、当該資産・負債が損益に
影響する期に損益に振り替え
る。
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IFRS
日本基準
為 替 予 約 の （基準 43）
振当処理
ヘッジ会計の要件を充たす場 該当する基準はないが、このよう
合に は、当分の間、認められ な処理は認められない。
る。

USGAAP
（FAS133/ASC815）
振当処理を行うことは認めら
れない。

金利スワップ （基準 107）
（FAS133, 138/ASC815）
の特例処理 一 定 の 基 準 を 満 た す 場 合 に 該当する基準はないが、このよう 一定の基準を満たす場合、金
は、金利スワップを時価評価せ な処理は認められない。
利スワップについて、以下の
ず、金利スワップに係る利息を
様なショートカット法の利用に
直接、金融資産・負債の利息に
よる会計処理の簡素化が認
加減して処理する。
められている。
► 「公正価値ヘッジ」の場合
金利スワップの公正価値へ
の調整額と同額でヘッジ対象
の簿価を調整する。
► 「キャッシュ・フローヘッ
ジ」の場合
金利スワップの公正価値変動
はすべて「その他包括利益」
へ計上する。
Day1 損益
該当する基準はない。

金 融 商 品 の （企業会計基準第 10 号「金融
公 正 価 値 に 商品に関する会計基準」）
よる測定
「時価とは公正な評価 額を い
い，市場において形成されてい
る取引価格，気配または指標
そ の他の 相場 （以下 「市場 価
格」という。）に基づく価額をい
う。

（IAS39, AG64, AG76）
Day1（初日）損益は、評価モデ
ルに利用したすべてのインプット
が 観 測 可 能 に な っ た 場合 に の
み、認識することが認められる。

（FAS157/ASC820）
Day1（初日）損益は、評価モ
デルに利用したすべてのイン
プットが観測可能でない状況
であっても、認識することが認
められている。

（IAS39, AG64, AG76）
一般的に、取引の知識がある自
発的な当事者の間で、独立第三
者間取引条件により、資産が交
換される価額である。独立第三
者間取引とは，特別の利害関係
がない当事者同士が行う取引で
あり、このことから、公正価値は
活発な市場における価格に基づ
く時価を意味している。

（FAS157/ASC820）
公正価値を「測定日現在にお
いて市場参加者の間の秩序
ある取引により資産を売却
して受け取り、又は負債を移
転するために支払うであろう
金額」と定義している。資産を
取得の際に支払う（又は負債
を引き受ける際に受け取る）
「入口価格」ではなく、資産を
売却（又は負債を移転）する
ための「出口価格」による。公
正価値は、資産・負債の主要
な市場における「出口価格」に
よることを基本としている。
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日本基準
売 却 可 能 有 （金融商品会計に関する実務
価 証 券 ・ 債 指針 91 項）
券 の 減 損 の 債券の場合は、単に一般市場
認識
金利の大幅な上昇によって時
価が著しく下落した場合であっ
ても、いずれ時価の下落が解
消すると見込まれるときは、回
復する可能性があるものと認め
られる。格付けの著しい低下が
あった場合など、信用リスクの
増大に起因して時価が著しく下
落した場合には、通常は回復
する見込みがあるとは認められ
ない。回復する見込みがあると
判断された銘柄以外の有価証
券については、減損処理を行
わなければならない。

IFRS
（IAS39.58-70）
一般的に、売却可能債券の減損
は、当初認識以降に損失事象が
発生し、その事象が当該債券の
将来キャッシュ・フローに影響を
与える場合のみ損益に認識され
る。売却可能持分有価証券の損
益計算書で認識された減損は、
将来公正価値が回復しても、戻
し入れることはできないが、売却
可能負債証券は客観的に回復を
証明することができる場合は、減
損を戻し入れることができる。
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USGAAP
（FAS115/ASC320）
金利の変化により取得原価を
下回る売却可能債券の公正
価値の下落は、企業が公正
価値回復までその債券を保
有する意思と能力が無い場合
は、減損として認識される。減
損が損益計算書で認識され
た場合は、取得原価は新しい
コストベースに更新される。ま
た、認識した減損を戻し入れ
ることは禁止されている。

IFRS 関連リソース
アーンスト・アンド・ヤングのナレッジを最大限にご活用下さ
い。

新日本有限責任監査法人 IFRS サイト

Ernst & Young Global IFRS サイト

IFRS に関してより詳細な情報を提供する様々なオンライン・リ
ソースのほか、各企業が IFRS の潜在的な影響を検討する際
に考慮すべき事項に関する情報を提供しています。

アーンスト・アンド・ヤングの IFRS 情報サイト。世界中から収
集している最新のニュース、ウエブラーニングや IFRS 財務諸
表開示例など、様々なナレッジにアクセスできます。

http://www.shinnihon.or.jp/service/ifrs/tools/index.html

http://www.ey.com/global/content.nsf/International/Assuran
ce_-_IFRS_-_Overview

►

様々なツール及び刊行物：
►

►

IFRS outlook 及び Outlook 増刊号－隔月発行の
クライアント・ニュースレターのオンライン版及び過
去のアーカイブにアクセスできます。特定の基準
及び業界に焦点を当てた様々な情報を提供して
います。
情報センサ－会計・税務に関する総合情報誌です。
「IFRS 実務講座」では、新日本有限責任監査法人
の IFRS 専門家が個別の論点に関する解説や
IFRS にまつわるトピックを実務家の視点から記事
にまとめ、連載しています。

►

ウエブラーニング - Web-based learning
基礎的な会計概念および IFRS に関する基礎知識を習
得することができるウェブラーニングです。IFRS の基本
的な会計概念及び知識を取り扱う講座を収録していま
す。

International GAAP®
アーンスト・アンド・ヤングの IFRS グループによる IFRS 解説
書。年 1 回アップデートされ、世界的に首尾一貫したベースで
IFRS を理解・解釈するために信頼のおける実務的なガイダン
スを提供します。

IGAAP®国際会計の実務

GAAIT
(Global
Accounting
&
Information Tool) （英語のみ。有料）

「International GAAP 2007」の日本語翻訳版です。IFRS 基
準書および IFRIC 解釈指針書の概要およびその背景にある
会計理論の説明のみならず、IFRS を適用する上での実務上
の問題点に関する本格的な解釈にまで踏み込んだ解説書。
IFRS に関する実務解説書の決定版です。

Auditing

クライアント専用の、各国 GAAP リサーチツール。重要な
International GAAP®情報への継続的なアクセスを提供し
ています。
►

オプション一例
【International GAAP® online チャネル】
アーンスト・アンド・ヤングの International GAAP®書
籍、財務諸表開示例及び開示チェックリスト、すべての
IASB 公式基準書、公開草案及びディスカッション・ペー
パー、IFRS 報告企業の年次報告書・財務諸表一式を収
録しています。
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Ernst & Young ShinNihon LLC
アーンスト・アンド・ヤングについて
アーンスト・アンド・ヤングは、監査、税務、トランザクション・アドバイザリー・サービスなどの分野における世界的なリーダ
ーです。全世界の 13 万 5 千人の構成員は、共通のバリュー（価値観）に基づいて、品質において徹底した責任を果します。
私どもは、クライアント、構成員、そして社会の可能性の実現に向けて、プラスの変化をもたらすよう支援します。
詳しくは、www.ey.com にて紹介しています。
「アーンスト・アンド・ヤング」とは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのメンバーファームで構成されるグロー
バル・ネットワークを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッ
ドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
新日本有限責任監査法人について
新日本有限責任監査法人は、アーンスト・アンド・ヤングのメンバーファームです。全国に拠点を持ち、日本最大規模の人
員を擁する監査法人業界のリーダーです。品質を最優先に、監査および保証業務をはじめ、各種財務関連アドバイザリー
サービスなどを提供しています。アーンスト・アンド・ヤングのグローバル・ネットワークを通じて、日本を取り巻く世界経済、
社会における資本市場への信任を確保し、その機能を向上するため、可能性の実現を追求します。
詳しくは、www.shinnihon.or.jp にて紹介しています。

アーンスト・アンド・ヤングの国際財務報告基準 （IFRS） グループについて
国際財務報告基準（IFRS）への移行は、財務報告における唯一最も重要な取り組みであり、その影響は会計をはるかに
超え、財務報告の方法だけでなく、企業が下すすべての重要な判断にも及びます。私たちは、クライアントによりよいサー
ビスを提供するため、世界的なリソースであるアーンスト・アンド・ヤングの構成員とナレッジの精錬に尽力しています。さら
に、さまざまな業種別セクターでの経験、関連する主題に精通したナレッジ、そして世界中で培った最先端の知見から得ら
れる利点を提供するよう努めています。アーンスト・アンド・ヤングはこのようにしてプラスの変化をもたらすよう支援しま
す。
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