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IFRS ニュースフラッシュ 

IASB、公開草案「財務報告に関する 
概念フレームワーク」を公表 
 

国際会計基準審議会（IASB）は、2015年5月28日、一般目的の財務報告の目的及び諸概念に

関する公開草案（ED/2015/3）「財務報告に関する概念フレームワーク」（以下、概念フレーム

ワーク）を公表した。本公開草案のコメント期限は2015年10月26日である。 

 

【背景】 

2011年アジェンダ協議において、「概念フレームワーク」をIASBの優先プロジェクトとすること

を多くの市場関係者が支持したため、IASBは、最初のフェーズを2010年に完了した後停止し

ていた「概念フレームワーク」プロジェクトを、IASB単独で再開することを決定した1。 

 

IASBは2013年7月に討議資料を公表し、市場関係者から、現行の「概念フレームワーク」の

適用上の問題点に関する見解やコメントを幅広く求めた。本公開草案は、そのような見解や

コメントを踏まえて作成された。市場関係者から寄せられたコメントを踏まえ、本公開草案で

は、2010年に見直された部分についても再度見直しをすることが提案されている。 

 

【公開草案の概要】 

本公開草案は以下のように構成されている。以下にその概要を解説する。 

 

イントロダクション 

第1章 一般目的の財務報告の目的 

第2章 有用な財務情報の質的特性 

第3章 財務諸表及び報告企業 

第4章 財務諸表の構成要素 

第5章 認識及び認識の中止 

第6章 測定 

第7章 表示及び開示 

第8章 資本及び資本維持の概念 

 

 

                                                           
 
1 2010 年の見直しは、米国財務会計基準審議会（FASB）との共同プロジェクトによるものである。 
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概念フレームワークの位置付け 

本公開草案においても、「概念フレームワーク」は会計基準ではなく、特定の会計基準に

優先するものではないとする、現行の「概念フレームワーク」の位置付けが踏襲されている。

したがって、概念フレームワークが改訂された結果として、直ちに影響が生じることは想定さ

れていない。ただし、具体的な会計基準が存在せず、概念フレームワークを参照するケース

においては、影響が生じる可能性がある。 

なお、IASBは、本公開草案の公表と同時に、会計基準上の概念フレームワークへの参照の

記載更新を提案する、別の公開草案(ED/2015/4)「概念フレームワークへの参照の更新」を

公表している。 

 

【第1章及び第2章：一般目的の財務報告の目的及び有用な財務諸表の質的特性】 

第1章及び第2章は、2010年にFASBとの共同プロジェクトの一環として見直しを行った部分で

あり、本プロジェクトの開始当初においては、見直しは予定されていなかった。討議資料に関

する市場関係者からのコメントを踏まえ、以下の見直しが提案されている。 

 

「忠実な表現」は、2010年の見直し時に、有用な財務報告の質的特性の1つである「信頼性

（reliability）」という表現に替えて使用されたが、内容をより明瞭にして関係者の理解を高め

るために、見直しが提案されている。 

 
【第3章：財務諸表及び報告企業】 

財務諸表の役割 

本公開草案において、財務諸表の役割に関連して以下の説明を含めることを提案している。 

 

報告企業の範囲 

本公開草案は、報告企業の範囲について、ある企業（親会社）が他の企業（子会社）を支配

している場合に、直接的な支配のみ存在するか、直接的な支配と間接的な支配の両方が存

在するかによって区分することができ、前者に基づく財務諸表が個別財務諸表であり、後者

に基づく財務諸表が連結財務諸表であると説明することを提案している。 

また、一般的に、連結財務諸表の方が個別財務諸表よりも有用な情報を提供する可能性が

高いが、個別財務諸表が有用な情報を提供するケースもあるとした上で、企業が個別財務

 財務報告の目的に関する議論において、企業が有する資源に対する経営者のス

チュワードシップを評価する上で必要な情報を提供することが重要であることを、より

明確にする。 

 注意深さとしての慎重性（prudence）の概念の記載を復活させ、慎重性が中立性を達

成する上で重要である点を明確にする。 

 忠実な表現（faithful representation）は、法的形式ではなく、経済的実態を表すもので

あることを明確にする。 

 財務諸表は、特定の投資者、融資者及び他の債権者の観点からではなく、企業全体

の観点から作成される。 

 財務諸表は、継続企業の前提に基づいて作成される。 
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諸表を作成する場合、連結財務諸表へのアクセス方法について開示することを提案している。 

さらに、報告企業は法律上の企業である必要はないが、法律上の企業でない場合には、以

下の要件に従い、報告企業の範囲を決定することを提案している。 

 

【第4章：財務諸表の構成要素】 

本公開草案は、現行の「概念フレームワーク」における資産と負債の定義を改善するため、

財務諸表の構成要素（資産、負債、資本、収益及び費用）を、次のように定義することを提案

している。収益及び費用は、資産及び負債の定義の改善に整合させるために一部定義を変

更することが提案されている。 

 現行の定義 提案された定義 

資産 

過去の事象の結果として企業が支配し、かつ、将来の経済

的便益が当該企業に流入すると期待される資源 

過去の事象の結果として企業が支配する現在の経済的資源 

経済的資源とは、経済的便益を生み出す潜在能力を有する

権利 

負債 

過去の事象から発生した企業の現在の債務で、その決済に

より、経済的便益を有する資源がその企業から流出すること

が予測されるもの 

過去の事象の結果として経済的資源を移転する企業の、現

在の義務 

資本 
企業のすべての負債を控除した後の資産に対する残余持分 企業の負債をすべて控除した後の、企業の資産に対する残

余持分 

収益 

資産の流入もしくは増価または負債の減少の形をとる経済

的便益の増加であり、持分参加者からの出資に関連するも

の以外の持分の増加を生じさせるもの 

資本の増加をもたらす資産の増加または負債の減少 

（資本に対する請求権の保有者からの拠出に関連するものを

除く） 

費用 

資産の流入もしくは減価または負債の発生の形をとる経済

的便益の減少であり、持分参加者への分配に関連するもの

以外の持分の減少を生じさせるもの 

資本の減少をもたらす資産の減少または負債の増加 

（資本に対する請求権の保有者に対する分配に関連するもの

を除く） 

 

本公開草案の第4章は、財務諸表の構成要素の定義に関するガイダンス等、以下に関する

ガイダンスも提案している。 

 報告企業の財務諸表が、現在の及び潜在的な投資者、融資者及び他の債権者が

必要とする目的適合性のある財務情報を提供する。 

 報告企業の財務諸表が、企業の経済的な活動を忠実に表現している。 

資産の定義に関連し、以下に関する指針を提供する。 

 「権利」の意味 

 「経済的便益を生み出す潜在能力」の意味 

 「支配」の意味 

負債の定義に関連し、以下に関する指針を提供する。 

 「経済的資源を移転する義務」の意味 

 「現在の義務」の意味 

資産と負債の両方の定義に関連し、以下に関する指針を提供する。 
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実務上、負債及び資本の両方の特徴を有する金融商品を区分するにあたって問題が生じて

いるが、本公開草案は、これを解決するための負債及び資本の定義の変更を提案していな

い。IASBは、この分野の問題点を、資本の特徴を有する金融商品に関するリサーチ・プロ

ジェクトにおいて検討している。このリサーチ・プロジェクトの結果、将来的に概念フレーム

ワークが改訂される可能性がある。 

 

【第5章：認識及び認識の中止】 

認識のプロセス 

本公開草案では、認識のプロセスに関する以下のガイダンスを提案している。 

 

認識の要件 

財務諸表の利用者に以下のすべてが提供される場合に、財務諸表の構成要素を認識する

ことを提案している。 

 

本公開草案では、上記の条件を満たさない可能性がある場合として、以下のような場合を挙

げている。 

 

  

 契約上の権利と契約上の義務の実態の報告 

 未履行契約 

 会計単位 

 認識とは、財務諸表の構成要素の定義を満たす項目（資産、負債及び資本、並びに

収益及び費用）を財務諸表に含めるために、捕捉するプロセスである。 

 認識により、財務諸表の構成要素と財政状態の計算書及び財務業績の計算書が関

連付けられる。これは、ある財務諸表の構成要素の認識によって他の1つ以上の財

務諸表の構成要素についての同金額を認識することが求められるからである。 

 資産または負債、及び収益、費用または資本の変動に関する目的適合性のある情報 

 資産または負債、及び収益、費用または資本の変動に関する忠実な表現 

 その情報を提供するコストを上回る便益をもたらす情報 

 資産が存在する（もしくはのれんから分離可能）かどうか、または負債が存在するかど

うかについて不確実性がある。 

 経済的便益が流入または流出する確率が、わずかしかない。 

 資産または負債の測定値が入手可能できるものの、測定の不確実性があまりにも高

いために目的適合性がほとんどなく、他の目的適合性がある測定値が利用できない。 
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認識の中止 

現行の「概念フレームワーク」は、認識の中止を取り扱っていない。本公開草案は、認識の中

止を「認識済みの資産または負債のすべてまたは一部を財政状態計算書から除去すること」

と定義し、以下をともに忠実に表現することを目標としている。 

 

本公開草案は、条件変更に関するガイダンスも提案している。 

 

【第6章：測定】 

本公開草案では、測定に関して以下のガイダンスを提案している。 

 異なる測定基礎と、それぞれの基礎がもたらす情報、その長所と短所 

 測定基礎を選択するときに考慮すべき要素 

提案内容の概要は、次のとおりである。 

 

【第7章：表示及び開示】 

本公開草案は、表示及び開示に関する以下のガイダンスを提案している。 

 財務諸表の目的と範囲 

 コミュニケーション手段としての表示及び開示 

 財務業績に関する情報 

 認識の中止をもたらした取引その他の事象の後に、資産または負債が残る場合の、

その資産または負債 

 取引その他の事象の結果生じた企業の資産及び負債の変動 

 測定基礎は次のように分類される。 

(a) 取得原価 

(b) 現在の価値 

(i) 公正価値 

(ii) 資産の使用価値及び負債の履行価値 

 測定基礎を選択するうえで、次の要因を考慮する。 

有用な財務情報の質的特性と、コストの制約が測定基礎の選択に及ぼす影響 

 目的適合的な測定基礎が複数必要となる状況とはどのようなものか 

(a) 多くの場合に最も理解が得られるのは、財政状態の計算書及び財務業績の計算

書が1つの測定情報を提供し、開示が他の測定情報を示すことである。 

(b) 財政状態の計算書では現在の価値を測定基礎として測定を行い、財務業績の計

算書では関連する収益とコストについて取得原価を測定基礎として測定すること

で、より目的適合性のある情報が得られる場合がある。 

 資本の測定 

財政状態の計算書で示される資本の総額は直接測定されるものではなく、認識された

資産の総額から負債の総額を控除して測定される。 
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【第8章：資本及び資本維持の概念】 

本公開草案は、現行の概念フレームワークをほとんどそのまま引き継いでいる。IASBが将来、

高インフレーションの会計処理に関するプロジェクトの検討を開始し、概念フレームワークの

資本及び資本維持の概念に関する議論を変更する必要があると判断した場合には、概念フ

レームワークの改訂を検討する予定である。ただし、現時点において具体的な予定はない。

 

 財務諸表の目的と範囲 

財務諸表の目的は、企業に流入する将来の正味キャッシュ・インフローの見通しを評価

し、企業の資源に対する経営者のスチュワードシップを評価する上で有用となる、企業

の資産、負債、資本、収益及び費用に関する情報を提供するものである。財務諸表の

範囲はその目的により決定される。 

 コミュニケーション手段としての表示と開示 

財務諸表において表示または開示される情報の効率的かつ効果的なコミュニケーショ

ンは、その財務諸表の目的適合性を改善し、資産、負債、資本、収益及び費用の忠実

な表現に貢献する。効率的かつ効果的なコミュニケーションには、以下が含まれるとさ

れる。 

(a) 構造化された方法で情報を分類し、同質のものはまとめて報告し、異質のものは

別個に報告する。 

(b) 不必要なまでに詳細な情報により曖昧になることがないように、情報を集約する。 

(c) 表示及び開示が単に機械的な会計基準への準拠とならないように、ルールを定

めるのではなく、その目的を定める。 

 財務業績に関する情報 

財務諸表において、純損益を表示する。純損益は、その期間の企業の財務業績に関

する主たる情報源である。ただし、財務業績を表示する方法（1計算書方式か2計算書

方式か）について、見解は示していない。 

また、すべての収益及び費用項目が純損益に含まれるという反証可能な仮定を置いて

いる。収益または費用項目を純損益に含めず、その他の包括利益に含めることになる

のは、以下の両方を満たす場合に限定される。 

(a) 収益または費用項目が、現在の価値により測定される資産または負債に関連する。 

(b) 収益または費用項目を純損益に含めないことによって、その期間の純損益に関す

る情報の目的適合性が高められる。 

ある期間にその他の包括利益に含めた項目について、その後の期間に純損益に組み

替える（リサイクリングする）ことにより、将来の期間の純損益に関する情報の目的適合

性が高められることがある。そのような場合には、その項目を組み替える（リサイクリン

グする）ことを要求する、反証可能な仮定を置く提案をしている。反証可能な場合の例

として、純損益に関する情報の目的適合性が高められる期間を特定する、明確な基礎

がない場合が挙げられる。 
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