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会計基準の国際的調和が企業経営に与える影響
 － IFRS の潮流を見据えて－
有限責任 あずさ監査法人　アカウンティング・アドバイザリー・サービス事業部　

パートナー　中田　宏高

コンバージェンスプロジェクトの進展により、日本の会計基準は高品質かつ国
際的に遜色のないものとなったとされています。しかしながら、日本企業にお
ける会計実務は、必ずしも IFRS の下で想定される会計実務と近いものにはなっ
ていないように見受けられます。本稿では、IFRSにおける会計基準の思考と比
較しながら、日本における従来の会計実務、近年の変化について分析し、IFRS
の適用の如何にかかわらず対処すべき課題について検討します。
なお、文中の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解であることをあらかじ
めお断りしいたします。

 

【ポイント】
◦  企業会計基準委員会（ASBJ）と国際会計基準審議会（IASB）との間の「東

京合意」以降、我が国の会計基準の国際財務報告基準（IFRS）に向けたコ
ンバージェンスが進展している。

◦  しかしながら、日本企業における会計実務は、税務上の有利性や実務上の
配慮が優先されるケースも多く、IFRSが重視するような経済実態の反映、
経営管理への利用はまだ十分に進んでいないように思われる。

◦  近年、日本企業の間で一種のトレンドとなっている、固定資産の減価償却
方法の定率法から定額法への変更は、リーマンショック以降の不安定な
経済情勢の中で生産体制をグローバルで見直す必要性に迫られている企業
が、会計方針を実態に近付ける動きの1つであると考えられる。

◦  また、グループ会社間の決算期統一事例の増加も、より迅速な意思決定が
求められる現在の経済環境の下で、海外事業比率の高まりに応じた経営課
題に対処する動きであると言える。

◦  グローバルで統一された経営管理課題に取り組むにあたり、その基礎とな
る会計ルールや決算期が統一されていることは不可欠であり、IFRS適用
の是非の議論に終始せず、自社が取り組むべき会計上の経営課題に着手す
ることが重要である。
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Ⅰ 日本の会計基準のコンバージェンスの進展

日本の会計基準は、2007年8月のいわゆる東京合意以降、
それまでのコンバージェンスを加速し、2008年12月には欧
州証券規制当局委員会（CESR）により、全体としてIFRSと
同等であるとの評価を受けています。また、2012年6月には、
ASBJとIASBが、日本の会計基準とIFRSの主要な差異をなく
す取組みであるコンバージェンスのこれまでの成果について、

「おおむね目標が達成されている」との評価を共同で公表しま
した。さらに2012年7月に公表された金融庁・企業会計審議
会による『国際会計基準（IFRS）への対応のあり方についての
これまでの議論（中間的論点整理）』によれば、我が国の会計
基準は、これまでの努力の結果として高品質かつ国際的に遜
色のないものとなっているとされています。それではこのよう
な環境の下で、日本企業における会計実務もIFRSにおけるそ
れに近いものとなっているでしょうか。

コンバージェンスプロジェクトの進展により、例えば棚卸資
産の評価方法として低価法が強制され、所有権移転外ファイ
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際的に遜色のないものとなったとされています。しかしながら、日本企業にお
ける会計実務は、必ずしも IFRS の下で想定される会計実務と近いものにはなっ
ていないように見受けられます。本稿では、IFRSにおける会計基準の思考と比
較しながら、日本における従来の会計実務、近年の変化について分析し、IFRS
の適用の如何にかかわらず対処すべき課題について検討します。
なお、文中の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解であることをあらかじ
めお断りしいたします。

 

【ポイント】
◦  企業会計基準委員会（ASBJ）と国際会計基準審議会（IASB）との間の「東

京合意」以降、我が国の会計基準の国際財務報告基準（IFRS）に向けたコ
ンバージェンスが進展している。

◦  しかしながら、日本企業における会計実務は、税務上の有利性や実務上の
配慮が優先されるケースも多く、IFRSが重視するような経済実態の反映、
経営管理への利用はまだ十分に進んでいないように思われる。

◦  近年、日本企業の間で一種のトレンドとなっている、固定資産の減価償却
方法の定率法から定額法への変更は、リーマンショック以降の不安定な
経済情勢の中で生産体制をグローバルで見直す必要性に迫られている企業
が、会計方針を実態に近付ける動きの1つであると考えられる。

◦  また、グループ会社間の決算期統一事例の増加も、より迅速な意思決定が
求められる現在の経済環境の下で、海外事業比率の高まりに応じた経営課
題に対処する動きであると言える。

◦  グローバルで統一された経営管理課題に取り組むにあたり、その基礎とな
る会計ルールや決算期が統一されていることは不可欠であり、IFRS適用
の是非の議論に終始せず、自社が取り組むべき会計上の経営課題に着手す
ることが重要である。

ナンス・リースについては資産計上が求められることとなりま
した。また、工事契約に関しては、工事完成基準と工事進行
基準の選択適用が廃止され、一定の要件を満たすかどうかに
よって工事進行基準と工事完成基準のいずれかの方法により
収益を認識することとされました。さらに、セグメント情報の
開示にはマネジメント・アプローチの考え方が導入され、会計
方針の変更や過年度に誤謬があった場合には、過年度の財務
諸表を遡及して修正することが求められるようになりました。
その他にも多くの項目が会計基準の国際的調和を目的に改訂
されており、その意味では、個々の基準レベルでは、やはり日
本基準はIFRSに相当近いものになっていると言えそうです。

しかしながら、会計基準の根底にある考え方、あるいはそ
れを適用する際の企業側の思考という観点では、必ずしも
IFRSと同様の思想に基づいた会計実務が日本で行われている
とは言えないように感じられます。

Ⅱ IFRS と日本の会計実務の思想の相違

例えば有形固定資産の減価償却方法と耐用年数について考
えてみます。IFRSにおける有形固定資産の減価償却方法は、
資産の将来の経済的便益が企業によって消費されると予想さ
れるパターンを反映するものでなければならない（IAS第16号
第60項）とされています。また、耐用年数については、資産が
企業によって利用可能であると予想される期間とされ（同第6
項）、予想される使用量や物理的自然減耗、技術的または経済
的陳腐化等の要因を考慮して決定しなければなりません（同第
56項）。いずれも少なくとも各事業年度末には再検討を行い、
もし予測に重要な変更があった場合には、会計上の見積りの
変更として処理することと規定されています（同第51項、第
61項）。

このようにして、IFRSにおける有形固定資産の減価償却方
法および耐用年数は、常に経済実態を反映したものであるこ
とが求められています。したがって例えばIFRSの下では、投
資の意思決定をする際に、その資産から10年間にわたって一
定額の便益を得ることを想定しているような場合には、その
事業計画に基づいて、耐用年数10年の定額法により減価償却
を行います。また、途中で使用予定期間が15年に変更された
場合には、耐用年数もその時点で延長することとなります。そ
の結果、投資計画と整合した制度会計上の数値を用いて投資
の効果のモニタリングや業績評価といった管理を実施すること
が可能になります。

一方、日本においては、一般に有形固定資産の会計処理は、
税法を強く意識して行われてきました。減価償却は、定額法、
定率法などの中から会計方針として企業が任意に方法を選択
し、その後は毎期計画的、規則的に実施することとされていま
す。また、耐用年数は資産の経済的使用可能予測期間に見合っ

たものであることを原則としつつ、企業の状況に照らし、不合
理と認められる事情のない限り、法人税法に定められた耐用
年数を用いることが容認されています。

これらの取扱いを踏まえて日本の会計実務上は、不合理と
認められる事情のない限り、経済実態を反映させることより
も、税務上の有利性を考慮し、早めの損金経理が可能となり
税金のキャッシュアウトを遅らせることのできる定率法によっ
て、税法上の耐用年数に基づいて減価償却を行うことが一般
的となっています。その結果、そのような企業においては、制
度会計上の数値をそのまま設備投資の有効性評価等の経営管
理に用いることは難しい状況となっています。

このように経営管理とは別の論理により行われている会計
実務は、日本において他にも散見されます。例えば、連結財
務諸表作成にあたり、子会社の決算日は、実務上の便宜に配
慮して、連結決算日との差異が3 ヵ月を超えない範囲であれ
ば、そのまま修正せずに連結することが許容されており、多く
の企業が海外子会社を連結する際に本規定を利用しています。
そのため、3月決算の企業においてグループの予算が確定した
頃には12月決算の海外子会社の事業年度は既に開始しており、
また、子会社の決算情報の入手が遅れる傾向にあることから、
タイムリーな経営判断ができないといったグループ経営管理上
の支障が生じかねません。

さらに、『連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理
に関する当面の取扱い』により、同一環境下で行われた同一の
性質の取引等について、親会社および子会社が採用する会計
処理の原則および手続は統一することを原則としながらも、在
外子会社の財務諸表がIFRSまたは米国会計基準に準拠して作
成されている場合には、一定の項目を除き、当面の間はそれら
を連結決算手続上利用することができるとされています。これ
も海外各国に散らばるグループ会社すべてに日本の会計基準
を適用させる困難さを考慮したものであると考えられますが、
この取扱いを受け、多くの日本企業においてグループの連結
財務諸表を作成するにあたり、その構成要素によって日本会
計基準、IFRSないし米国会計基準という3つの会計基準が用
いられる結果となっています。このため、同じ取引をグループ
各社で行っている場合であっても、連結財務諸表上、それぞ
れの会計処理が異なる可能性があり、その結果として経営判
断が変わってしまうことも起こり得る状況となっています。さ
らに連結決算手続上、IFRSまたは米国会計基準に基づく在外
子会社の財務諸表の利用が許容されていることは、グループ
統一の会計方針を決定し、グループ会計方針書を作成したう
えで、各社に適用させるというグループガバナンス上の重要
な営みを実践する日本企業の数が少ないことの大きな原因と
なっていると考えられます。
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Ⅲ 近年における日本企業の会計実務の変化

1. 日本企業に相次ぐ会計方針等の変更

日本会計基準上、会計方針とは、「企業が損益計算書及び貸
借対照表の作成にあたって、その財政状態及び経営成績を正
しく示すために採用した会計処理の原則及び手続並びに表示
の方法」とされており、企業が会計原則および会計基準等が許
容する範囲内で自ら選択し、採用するものです。会計方針は
いったん採用されると継続して適用されることが原則であり、
正当な理由がない限り、みだりに変更することはできません。
特に、正当な理由についての判断においては、「会計方針の変
更が企業の事業内容及び企業内外の経営環境の変化に対応し
て行われるものであること」が検討項目の1つとして求められ、
会計方針の変更の正当な理由として、社会的経済的要因（物
価水準、為替相場、金利水準の動向等）または企業内部の要因

（管理システムの整備、諸制度の改定、事業目的の変更等）の
変化を説明できなければならないという高いハードルが設けら
れています。にもかかわらず、近年、特に固定資産の減価償
却方法を中心に、会計方針の変更を実施する企業が増加して
きており、減価償却資産の耐用年数等の会計上の見積りの変
更や連結子会社の事業年度等の連結財務諸表作成のための基
本となる重要な事項における変更（以下「会計方針等の変更」
という）を含めると相当数に上っていると考えられます。長年
採用し続けてきたこれら会計方針等の変更を、多くの企業は
なぜ今検討しているのでしょうか。

IFRS適用の議論が始まって以来、日本企業における会計方
針等の変更が増加してきている事実に照らせば、日本におけ
るIFRSの適用の検討がその背景にあることは確かであると言
えそうです。しかしながら、本稿の執筆時点（2013年6月）で
IFRSを既に適用している、または適用を公表している日本企
業はまだ非常に限られており、最近までのIFRS適用に向けて
の議論の動向を勘案しても、IFRS適用という外部要因だけが
原因ではないことも間違いありません。日本企業に会計方針
等の再検討を後押ししている要因は何なのでしょうか。以下
では、事例における分析を実施することによって、この質問に
対する回答を探ります。

2. 固定資産の減価償却方法の変更

図表１に示されているとおり、減価償却方法の変更事例は、
近年際立って増加しており、2012年3月までの1年間で50社、
同じく2013年3月期までの1年間で91社と、ある種のトレンド
となっていると言えます。これらの会社が開示している変更の
理由を分析することにより、会計方針の変更の背景となった
各企業の事情が見えてきます（図表2参照）。

2012年4月期～ 2013年3月期に減価償却方法の変更を開示
している91社中7割近くの62社は、その理由に「設備の安定
稼働」を挙げています。91社すべてが定率法から定額法への
変更であり、海外には定率法の実務が少ないと言われている
ことを考えると、その変更の大部分は日本国内の固定資産に
係る変更であると推測できます。これは、リーマンショック以
降の景気低迷に起因した生産の大幅な落込みへの対応として、
製造業を中心とする企業群にとって、生産体制の見直しを実
施する中で、「設備の安定稼働」が事業の面からも必要になり、
設備投資や設備の利用方法が変わってきていることを示唆す
るものではないでしょうか。

また、「グローバル化」、「グローバル生産」を理由として挙
げている企業は91社中23社、「グループ会社間の会計方針の
統一」を理由として挙げている企業も16社に上っています。

「設備の安定稼働」を理由に挙げている企業の中でも、グロー
バル生産体制や海外生産展開に言及している例も多く見られ
ることから、製造業を中心として事業のグローバル化が減価
償却方法の再検討の１つの契機になっていると考えられます。

グローバルに事業を展開している企業にとって、最適生産
地の選択は、ロジスティクスの最適化、質の高い安価な労働
力の確保、適切な工業インフラの確保等の検討により決定さ
れていると推定されます。そしてその選択の過程では、少な
くとも日本においてのみ、投資した資産の消費パターンが他国
と異なるような想定はされていないと考えられます。また、適
切な利益を確保するための原価計算についても、日本におい
てだけ設備コストの発現の仕方が異なるとは考えにくいといえ

図表2  2012年4月期～2013年3月期で変更を開示した会
社の変更の理由（あずさ監査法人調べ）

設備の安定稼働 62社

新規（大型）投資 33社

グローバル化 23社

グループ内会計方針の統一 16社

安定的な収益獲得 12社

その他 10社

・対象は図表 1 の 91 社
・複数の理由は別に集計しているため、合計は合わない

図表1 固定資産の減価償却方法を変更した会社数
 （あずさ監査法人調べ）

2009 年 4 月期～ 2010 年 3 月期   4 社

2010 年 4 月期～ 2011 年 3 月期 16 社

2011 年 4 月期～ 2012 年 3 月期 50社

2012 年 4 月期～ 2013 年 3 月期 91社
・対象は有価証券報告書提出会社
・上場子会社についても親会社とは別に集計
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ます。このような状況の下、前述のような設備利用の変化が
あるにもかかわらず日本において定率法を継続適用すること
は、投資回収計算や各ロケーションの原価比較等のマネジメ
ントの意思決定に利用される会計情報としての減価償却費と、
制度会計上の減価償却費が異なることにつながり、経営管理
上の制約になってしまっている可能性があります。

リーマンショックとそれに続く不安定な経済情勢の中で大規
模な生産量の変動を経験し、生産体制の見直しをグローバル
で実施せざるを得なかった企業は、伝統的な実務であった定
率法による減価償却の見直しにまで踏み込む必要性に迫られ、
このことが近年の固定資産の減価償却方法の変更の増加の一
因となっているのではないかと考えられます。

3. グループ会社間での決算期の統一

会計方針の変更ではありませんが、グループ会社間での決
算期の統一を目的とする、親会社または連結子会社の決算期
変更もまた、その事例数が近年増加傾向にあります（図表3参
照）。近年の最も典型的な変更事例は、12月決算である海外の
連結子会社の決算期を親会社と同じ3月にするというケースで
すが、親会社を含む連結グループ全体の決算期を変更したう
えで統一するという事例も目立ってきています。

IFRSが導入されると、日本基準に比べて連結グループ会社
間での決算期統一に関する要請が厳しくなるというのは、両
基準の差異としてよく取り上げられる話題ですし、近年の決
算期統一または変更事例においても、来るべきIFRSへの対応
ということを明示している企業も少なくありません。一方、近
年の決算期統一または変更を実施した企業のうちで、IFRS導
入を既に実施した、または正式にIFRS導入を公表した企業が
非常に少数であるという事実は、決算期の統一または変更に
ついて、IFRS以外に主要な理由があるということを示唆して
いると考えられます。

2012年12月期に決算期を変更（以前は3月決算）した花王株
式会社は、決算期の変更に関するプレスリリースの中で、変
更の理由について、「海外連結子会社と決算期を統一するこ
とで、グローバルな事業の一体運営の推進及び経営情報の適
時・的確な開示による更なる経営の透明性の向上を図るため」

（平成23年10月25日 『決算期（事業年度の末日）の変更に関す
るお知らせ』）と記載しています。また、同時期に同様の変更
を実施した東洋ゴム工業株式会社も、変更の理由として「海 

外連結子会社と決算期を統一することによる適時・適切な会
社情報の開示を徹底し、かつ当社グループの予算編成や業績
管理等、事業運営の効率化を図る」（平成24年1月26日 『決算
期（事業年度の末日）の変更に関するお知らせ』）と記載してい 
ます。

これら2社を含め、決算期を統一または変更した企業の多く
は、海外連結子会社との統一をその狙いとしています。海外
での事業比率が高まるにつれ、連結グループにおいて重要な
部分を占める海外子会社との財務情報のずれは、対外的な業
績の説明においても、内部的な管理においても看過できない
問題となってきています。海外連結子会社の決算が3 ヵ月先行
してずれている例を仮定すると、ずれている3 ヵ月間の経営環
境の変動、例えば為替相場の変動や海外マーケットの変化に
伴う在庫水準の変動等がまったく反映されていない決算では、
投資家への十分な説明ができなくなるリスクがあるうえに、経
営管理上も、3 ヵ月ずれた財務数値を利用している場合には、
迅速な意思決定が求められる現在のような経済環境の中では、
経営にとって非常に大きな足かせとなります。また内部管理で
は、ずれていない財務数値を利用している場合には、対外的
に公表される制度会計との整合性を常に調整しておく必要に
迫られることとなり、いずれにしても海外比率が高い事業を営
んでいる企業にとっては放置できない経営課題となっていると
考えられます。

Ⅳ グループガバナンスと会計方針

IFRSが財務会計に経済実態の反映を求め、計画と整合した
制度会計上の数値を経営管理に役立たせようという思想であ
るのに対し、従来の日本の会計実務は、経営管理に資すると
いうことよりは税務上の取扱いの有利性や実務上の導入のし
やすさなどを重視する傾向にあったことは、Ⅱ．IFRSと日本
の会計実務の思想の相違で記載したとおりです。しかしなが
ら、企業活動のグローバル化に伴い、在外子会社を含むグルー
プ企業の業績や財務数値を同じ基準で比較、分析、あるいは
評価することがますます重要になっています。

グローバルでの統一された経営管理課題に取り組もうとす
るときに、本来はその基礎となるべき会計ルールや決算期等
の基本的な事項が統一されていないということは非常に重要

図表3  東証1部上場企業における決算期統一会社数の推移（週刊経営財務No.3103 2013年2月25日より）

　 2009年10月期～ 
2010年9月期

2010年10月期～ 
2011年9月期

2011年10月期～ 
2012年9月期

連結決算日と連結子会社決算日が一致 372社 384社（12社増） 412社（28社増）

連結決算日に仮決算実施 100社 120社（20社増） 137社（17社増）

合計（決算日統一会社） 472社 504社（32社増） 549社（45社増）
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な問題であり、日本の会計基準のIFRSとのコンバージェンス、
日本におけるIFRS適用の議論とも相まって、今、日本企業の
会計ガバナンスのあり方の矛盾点がクローズアップされていま
す。固定資産の減価償却方法やグループ会社間での決算期の
不統一は、これらの矛盾点の最たる部分であり、近年、これ
らを含む会計方針等の変更が増加傾向にあるのは、個々の企
業における背景はそれぞれ全く異なるとしても、グローバルで
の経営管理に向けて次のステップを踏み出そうとしている日本
企業の取組みが現象として発現しているのだと言えるかもし
れません。

IFRSの強制適用が、日本企業にとって非常に大きな問題で
あることは間違いありませんが、各企業においては、適用の是
非の議論に終始するだけではなく、個々の基準についてIFRS
とのコンバージェンスを進めてきた日本基準の下においても、
その背景にある考え方を理解して、会計方針等の統一に代表
される自社が取り組むべき会計上の経営課題に、できること
から着手することが重要であると考えます。

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。

有限責任 あずさ監査法人
アカウンティング・アドバイザリー・サービス事業部
パートナー　中田　宏高
TEL：03-3548-5120（代表番号）
hirotaka.nakata@jp.kpmg.com
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