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要

旨

近年，複雑な企業取引を対象とすることで会計基準が過度に詳細で複雑な
内容となり，これが情報利用者の理解可能性を損なう要因となっていると指
摘されている。アメリカでは，財務報告の有用性を担保する質と透明性を確
保するために，広範囲な領域で「複雑性」を低減するためのプログラムが進
行してきている。この試みではアメリカの財務報告の改善に向けて会計基準
ばかりではなく開示を含むアメリカの財務報告制度全体が対象とされてい
る。
このアメリカの事例は，現在，法域における財務報告制度が効果的に機能
するために必要な施策を示唆している。本稿の目的は，アメリカと IASB に
おける「複雑性の低減」へ向けた活動の現状を確認し，そこから日本におい
て IFRS を受け入れる際に考慮すべき論点を検討することにある。
会計基準における「複雑性の低減」のために，FASB と IASB はともに原
則主義によるアプローチを採用し，測定属性の問題に取り組んできた。また，
財務報告の有用性の観点から適切な開示のあり方を探っている。わが国が
IFRS を開示制度に組み込むには，日本における財務報告の基本目的を明確
にした開示政策に基づいてこのような IFRS との適合性を検討することが
必要であろう。
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Ⅰ

はじめに

作成が情報作成者に過度の負担を強いること
になっているのではないかとの議論が中心で

2017 年 10 月現在において IFRS 適用済・適

あった。しかし，現在対象とされている｢複雑

用決定会社数は 150 社を超えており，わが国に

性｣は情報利用者と作成者双方にとっての問題

おいても IFRS はすでに開示制度における会計

として認識される。すなわち，情報利用者にと

基準として機能することが求められている。法

っては理解可能性を，作成者側には適切な適用

域における法定開示に IFRS を会計基準として

を妨げる要因と認識される（CIFiR［2008］

受け入れる際には，IFRS とその法域における

pp.18-19）。この「複雑性」として，財務諸表

財務報告の目的との適合性が問われる。この場

情報では混合属性による測定，画定基準，例外

合，前提として財務報告の目的の明確化が必要

規程およびガイダンスのあり方が挙げられて

となろう。目的が明確化されていなければどの

おり，さらに近年の非財務情報の拡大も複雑性

ような会計情報を作成し，公表すべきかが確定

を増大させているところと認識されている。

せず，会計基準の検討は不安定な個別対応とな
らざるを得ない。

現在の財務情報は法定開示においても自主
開示においても財務報告の基本目的を意思決

法定開示における財務報告は，市場における

定有用性に置いている(2)。法定開示がその情報

参加者の適正な意思決定に有用な情報を提供

開示による投資者保護を法における目的とし，

することを目的として拡充されてきている。市

自主開示はステークホルダーを情報開示の対

場に提供する開示情報が有用性を持たなけれ

象として意識していても，その基本目的のため

ば財務報告は経済社会の基盤として機能しな

には情報利用者の視点から開示情報をとらえ

い。法域における財務報告の有用性の確保は，

ようとしているところは同様であろう。近年急

会計基準のみならず開示を含めた法域の財務

速に広まり国際的に展開されてきている統合

報告制度全体に関連する課題となる。アメリカ

報告ではフレームワークの構築とその検討が

では，財務報告(1)における「複雑性」が開示情

進められてきているが，そこでは法定開示の財

報の有用性を損なっているという認識のもと

務報告と自主開示されている多様な開示報告

で，制度的な対応をこの十数年にわたり継続し

書を整理統合し，簡素化を図ることでステーク

てきた。そこでは財務報告の有用性を担保する

ホルダーに有用な情報の提供を目指している。

質と透明性を確保するために，広範囲な領域で

法定開示での財務報告は情報利用者の意思

「複雑性の低減」を図るための複数のプロジェ

決定における中心的な情報であり，企業の経済

クトを並行して展開してきている。この試みは

的実態を適正に表し，高い透明性を有すること

アメリカの「財務報告」の改善を目指しており，

が求められている。しかし，その結果，複雑な

会計基準ばかりでなく開示を含むアメリカの

企業取引と経済事象を対象とすることで会計

財務報告制度全体を対象としている。

基準および開示基準が過度に詳細で複雑な内

過去において情報作成者側における会計基

容となってきたと認識され，これが基準設定の

準の過重負担問題（standards overload）が認

意図に反して情報利用者の理解可能性を損な

識されてきていた。ただし，そこでは，中小企

う要因となっていると考えられてきているの

業における一般的な会計基準の適用による負

である。

担問題も含めて，会計基準が求める開示情報の
40
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財務報告制度が有用性を確保し，効果的に機能

（アメリカ証券取引委員会）と FASB（財務会

するために必要な施策を示唆しており，日本に

計基準審議会）の双方においてこれまでの会計

おける財務報告への IFRS 受け入れを検討する

基準設定アプローチと会計基準体系に対する

にあたり必要な視点を提供していると考える。

見直しを開始することになった。SEC はサー

そこで，本稿では，アメリカと IASB（国際会

ベインス・オックスリー法における財務報告制

計基準審議会）における「複雑性の低減」へ向

度の改革を契機として，FASB では現行の会計

けた活動の現状を確認し，そこから日本におい

基準が財務報告の質と透明性を損なっている

て IFRS を受け入れる際に考慮すべき論点を検

という懸念から幅広い領域で財務報告制度改

討したい。

革に着手している。図 1 は SEC と FASB の試
みとその連携をまとめている。

Ⅱ

アメリカにおける「複雑性」
への挑戦

アメリカにおいては，2000 年代に入り，SEC
図1

SEC と FASB による「複雑性」への挑戦

SEC

FASB

サーベインス・オックスリー法

「会計基準の単純化およびコード化」
プロジェクト始動を決定（2002.1）

第108条(d)項（ 2002.7）
FASBの「提案」（2002.10）
SECの「調査報告書」（2003.7)

SECへの「回答」（2004.7）

FASBの「複雑性」への対応
CIFiR「報告書」（2008.8）

・ 公正価値測定の整備
・ 会計基準のコード化と階層の再構築
・ 会計基準の「単純化」プロジェクト
・ 開示フレームワークの開発

FASB では，企業取引の専門性と複雑性の増

overload）(3)として認識し，2001 年に「会計基

大により，会計基準の詳細化と複雑性が増加

準の単純化およびコード化」プロジェクトを始

し，財務報告の質と透明性を損なっているとの

動することを決定した。ここでいう会計基準の

懸念を有するようになった。この時期 FASB は

「単純化（simplification）」では詳細な規則，

この問題を会計基準の過重負担問題（standards

例外および代替的処理を削減して原則や基本
41

目的を重視することで取引の形式よりも実態

を検討した上で，2003 年 3 月に会計基準の質

に注目することを目指しており，一方の「コー

と基準設定プロセス自体を改善する多様な試

ド化（codification）」は特定の事象に関連する

みを実施することを決定した（FASB［2004b］
）
。

「権威ある」文献の量の増加と多様化に対する

2001 年秋のエンロン問題に対して，議会は

懸念から関連文献の統合化を図ることであり，

サーベインス・オックスリー法により「アメリ

ガイダンスとの調整も対象としていた（FASB

カの財務報告制度に大幅な改革を断行した。会

［2002a］）。

計基準に関しては，取引や事象の経済的実態を

同プロジェクトにより，2002 年 10 月に

忠実に反映する基準の改善，基準をより原則主

FASB は「アメリカの会計基準設定における原

義に基づくものにしようとすること」および

則主義アプローチ（「提案」）
」
（FASB［2002b］）

「国際的な会計基準とのコンバージェンスを

を公表し，会計基準設定に原則主義アプローチ

模索すること」をテーマとした調査を SEC に

を採用することへの意見募集を行っている。こ

命じている（ハーズ［2014］263 頁）。すなわ

の「提案」は取引の形式よりも実態を重視し，

ち，細目主義のアメリカの会計基準は，詳細さ

今までの会計基準の特徴とされる細則主義に

故に逆に明文規定がないことは遵守しなくて

よる複雑さとは一線を画することを目指して

もいいという認識をもたらしているのではな

いた。ただし，この原則主義アプローチでの基

いかとの考えから，SEC に対してアメリカの

本的な考え方は新しいものではなく，概念フレ

財務報告制度への原則主義アプローチの適用

ームワークの開発と通じるとされる。しかし，

を調査研究してその結果を 1 年以内に議会へ

会計基準は過度に詳細で細則主義となってい

報告することを求めたのである。

るとの現状認識から，例外規定，解釈指針やガ

SEC の調査研究の結果は，2003 年 7 月に

イダンスを削減することが提案されている。ま

「2002 年サーベインス・オックスリー法第 108

た，このとき，関係者はそれぞれの立場で，原

条(d)項に基づくアメリカの財務報告制度によ

則主義アプローチの採用でもたらされること

る原則主義会計システムの採用についての研

になる結果を受け入れなければならない。すな

究（「調査報告書」）
」
（SEC［2004］）として議

わち，FASB は今まで EITF（緊急問題専門委

会へ提出された。その中で SEC から FASB へ

員会）や AcSEC（会計基準執行委員会）が担

の勧告がなされているが，この勧告では財務報

ってきていたガイダンス作成・公表の役割を引

告制度において FASB が関わる領域での課題と

き受けることになること，財務報告の作成者や

して会計基準のみならず幅広い改善項目が取り

監査人は会計基準の適用において専門的な判

上げられている。すなわち，ここで挙げられた

断が求められることが多くなること，そして

勧告は，
（1）
「目的指向（objectives-oriented）
」

SEC や利用者はその「専門的判断」を受容す

会計基準の設定，
（2）概念フレームワークの整

ることが求められることになる。

備，
（3）FASB が「権威ある」ガイダンスを公

この「提案」では，原則主義アプローチと財

表する唯一の機関となること，
（4）IASB との

務報告の質と透明性の改善の関連および将来

連携を維持すること，
（5）GAAP の階層の再構

の会計基準開発での採用の是非を問うことで

築，（6）「権威ある文献」へのアクセスの改善

会計基準設定における FASB の新たな方針を

および（7）公表文献を調査して細目主義によ

示している。FASB は，「提案」へのコメント

る会計基準を特定して改訂を図ることである。
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このうち，
（1）は，概念フレームワークに基

として改善を進めることを伝えている。関連し

づきながら設定する会計基準の目的を明確に

て（2）概念フレームワークの整備においては，

示す一方で，例外規定や画定基準を削減しなが

具体的な検討項目として，
（a）目的適合性，信

らも十分な詳細さと構造を持つことでより会

頼性，比較可能性という質的特性間のトレード

計基準の理解と運用を可能にすることが目指

オフの検討，
（b）概念フレームワーク間の定義

されており，FASB の原則主義アプローチと差

等の整合性の確保，
（c）測定属性の選択基準の

異はない。すでに原則主義アプローチによる会

確立を挙げている。
（3）ガイダンスについては，

計基準設定を進めていた IASB との連携は，中

取引の性質や複雑性からガイダンス自体の必

長 期 的な コン バー ジェ ンス を 進め るこ とを

要性はなくならないが，ガイダンスの領域にお

2002 年 9 月に合意（ノーウォーク合意）して

ける FASB の役割を増やして，会計基準の基礎

おり，
（4）でその継続を求めている。会計基準

概念や目的を説明する内容のガイダンスにシ

設定における概念フレームワークの重要性に

フトしていくことを目指すとした。
（5）GAAP

注目しており，その整備を（2）で求めている。

の階層の再構築では，階層を「権威ある」と「権

会計基準設定以外の勧告が（3），（5），（6）で

威のない」の 2 区分に単純化することと特に今

ある。SEC も多くのガイダンスの存在が複雑

まで「権威のないその他文献」とされてきた概

性を生む要因の一つとして考えていることか

念フレームワークの位置を検討するという方

ら，
（3）で FASB が中心となったガイダンスの

向性を示していた。
（6）
「権威ある」文献へのア

再整理を求めている。
（5）の GAAP の階層と

クセスの改善では将来的には包括的なデータ

は AICPA の監査基準書第 69 号（SAS69）で

ベースへの無料アクセスを実施することに向

の「一般に認められた会計原則の階層」
（AICPA

けてすでに着手しており，一部には「完了」し

［1992］）であり，カテゴリーa から d の 4 層

た事項もあることを伝えている。SEC の勧告

となっていた複雑な階層構造を見直して

は議会での要求を超えてアメリカの財務報告

GAAP の階層を再構築することを求めている。

制度の複雑性に対する幅広い対応を求めてい

（6）では多くの基準書とガイダンスが錯綜す

たが，FASB が進めてきていたプロジェクトと

る状況の打開策の検討が求められている。この

も方向性は重なるものであった。

ように SEC の「調査報告書」ではサーベイン

SEC ではさらに 2007 年 7 月に CIFiR（財務

ス・オックスリー法の求める原則主義アプロー

報告改善諮問委員会）を設置し，
「不必要な複雑

チの適用可能性の検討を超えた範囲までを対

性を削減し，SEC 向け財務報告の有用性と理

象として財務報告制度改革を進める意向を明

解可能性を改善する」という 2 つの使命を与え

らかにしていた。

た。諮問委員会では 4 つの小委員会での検討を

この「調査報告書」での勧告に対して FASB

基にして「アメリカ証券取引委員会への財務報

では翌 2004 年 7 月に「原則主義会計システム

告の改善に関する諮問委員会の最終報告書（報

の適用についての SEC 調査報告書への回答

告書）
」
（CIFiR［2008］
）を公表し，その中で 4

（「回答」）」
（FASB［2004b］）を公表した。基

章からなる SEC への勧告を行っている（図 2）
。

本的に SEC の勧告に同意して受け入れている

各章のタイトルからみられるように，勧告の

SEC が挙げた「目的指向」会計基準

対象範囲は先の SEC から FASB への勧告より

は FASB の原則主義アプローチと同じである

も広くアメリカの財務報告制度をカバーする

(4)。
（1）で
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ものとなっている。このうち，第 1 章複雑性で

るのであり，開示の増加による複雑性への対応

は，混合属性による測定を取り上げ，FASB に

である。また，第 2 章会計基準設定の勧告 2.4

よる測定属性の選択基準の確立と適用範囲の

において FASB の役割と責任の明確化として

検討を求めている（勧告 1.1）。アメリカの会計

求めているのは，会計基準とガイダンスの設定

基準の細目主義の弊害除去の指摘では今まで

と公表を単一の機関とすることおよび会計基

にも挙げられていた項目と同じところがある

準のコード化と階層構造の再構築であった。

1.4，1.7，1.8，1.9）(5)，勧告

1.2 と

この CIFiR「報告書」での勧告は，SEC に対

1.3 では会計基準の範疇を超えて FASB と SEC

して FASB および PCAOB（公開会社会計監視

が共同で開示フレームワークを開発し，開示ガ

委員会）と連携して対応を図ることを求めてい

イダンスを調整することを求めている。これは

るが，FASB はすでに進めている FASB 自身の

財務諸表における脚注開示と財務諸表外開示

プロジェクトとこれらの勧告に応じた形で活

において開示の統合と追加の検討を求めてい

動を展開していくことになる。

が（勧告

図2

CIFiR「報告書」での勧告

SECへの勧告
SECへの勧告
第1章

複雑性

勧告1.1

混合属性モデルに起因する複雑性の低減

勧告1.2

FASBとの共同による開示フレームワークの開発

勧告1.3

SECとFASBの間での開示ガイダンスの調整

勧告1.4

画定基準の排除

勧告1.5

機械的なルールの遵守よりも経済的実質を考慮するように啓蒙

勧告1.6

特定の産業を基礎としない会計基準

勧告1.7

代替的会計処理方法の排除

勧告1.8

例外規定の最小化

勧告1.9

異なる手法の併存の削除

第2章

会計基準設定

勧告2.1

会計基準設定での投資者の視点の重視

勧告2.2

FASBのガバナンスの強化

勧告2.3

会計基準設定における効果、効率性、適時性の改善の持続

勧告2.4

FASBの役割と責任の明確化

第3章

監査プロセスと規則遵守

第4章

財務情報の伝達

省略

省略

出所：CIFiR［2008］.

Ⅲ

アメリカにおける「複雑性」
への対応

FASB は CIFiR「報告書」の公表から 1 年後
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に，状況報告書を公表してそれまでの取り組み
と今後の取り組みについて報告している（ハー
ズ［2014］259 頁）。その後の FASB の活動は
大きく 4 つの分野において展開されている。第

複雑性の低減と IFRS

1 は公正価値測定の整備の領域であり，第 2 は

シュ・フローの性格とビジネスモデルの両方で

会計基準のコード化と階層の再構築，第 3 は会

分類と測定を行う方向へ移動することになっ

計基準の「単純化」プロジェクト，第 4 は開示

た。すなわち，公正価値以外の測定属性を認め

フレームワークの開発であり，以下，4 つの領

る方向を選択し（FASB［2013］para.BC19），

域での活動を確認する。

IFRS9 と類似する内容となっている。しかし，
2016 年に公表された会計基準アップデート

1.

公正価値測定の整備

（FASB ［2016］）では，コスト・ベネフィッ

FASB は，1991 年の FAS107 において金融

ト分析での検討により,ベネフィットがコスト

商品の公正価値の開示を求めた後，公正価値に

に見合わないと判断して，再公開草案の方針を

関する多くの会計基準を公表してきている。

変更した。

2006 年には FAS157 で公正価値の定義とイン

公開草案にはそもそもの目的である金融商

プットのレベルを分類し，2007 年の FAS159

品会計の複雑性について「明確な複雑性の減

では公正価値オプションを導入している(6)。

少」が不足しているとの意見があったが，再公

CIFiR の「報告書」において混合属性による

開草案でも複雑性を減少させる代替案を出せ

測定に起因する複雑性への対応として測定属

なかった。また，財務諸表利用者に提供する有

性の選択基準の確立と適用範囲の検討を勧告

用性が大きく増加しているとはいえないこと

されていたが，2010 年 5 月には，金融商品会

からコストを正当化できない（FASB［2016］

計およびデリバティブとヘッジ会計を改訂す

para.BC43 and para. BC45））とされた。結果，

る公開草案（FASB［2010a］）を公表した。こ

限定的な改訂内容となり，IFRS との間の差異

の公開草案の目的は「企業の財務諸表における

も残すこととなった。

金融商品の認識，測定および表示に関する改善
る」ことにあり，「そのモデルは多くの金融商

会計基準のコード化と階層の再
構築

品を公正価値で認識，測定することにより財務

複雑な会計基準体系をコード化することは

諸表で利用者に提供される情報の意思決定有

2002 年時点ですでに FASB のプロジェクの対

用性を高める」ことになるとしていた（FASB

象であり，会計基準の階層の再構築は SEC の

［2010a］para.2）。すなわち，この 2010 年の

「調査報告書」での勧告ともなっていた。SEC

公開草案では，公正価値測定に対する例外（適

の「調査報告書」に対する FASB の「回答」に

格金融資産，要求払預金負債，短期受取債権・

おいても，階層の簡素化と概念フレームワーク

支払債務，特定償還投資）を示しながらも，金

の位置付けを検討することを伝えていた。さら

融商品に対する公正価値測定と損益処理を推

に，これらは共に CIFiR の「報告書」における

進していた。

勧告でもある。

され一貫性を持った財務報告モデルを提供す

2010 年の公開草案のあとも審議は継続さ

2.

会計基準の階層の見直しは，FAS162（FASB

れ，2013 年になって再公開草案
（FASB
［2013］）

［2008］）と FAS168（FASB［2009］）の公表

が公表されている。この 2013 年の公開草案で

により段階的に行われた。会計関連の文献を

は，すべての金融商品を公正価値測定し，損益

「権威ある」ものとしてカテゴリーa から d ま

処理を求める基本方針から後退し，契約キャッ

での 4 階層に分類し，その他の文献を「権威な
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い」ものとしたのは AICPA の SAS69 であっ

（ASC）を公表した(7)。財務諸表作成にあたり

た。FASB では，この SAS69 が監査のための

準拠すべき GAAP は多様な文献からなってい

GAAP を示すことを目的としていることから

たが，トピックごとにまとめられた単一の原典

監査人指向であり，GAAP に準拠した財務諸表

に集大成されたのである。FAS168 による階層

を作成する義務がある作成者指向ではないこ

の再構築は図 3 となる。階層の 2 区分化が図ら

とに批判的であった。今後，
（1）多階層となっ

れているが，
「権威ある」文献領域には SEC 規

ている状況から「権威ある」と「権威のない」

則が組み込まれることになった。ただし，財務

文献の 2 区分に整理し，
（2）SAS69 ではカテ

諸表に関連する Regulation S-X 等が対象であ

ゴリーに入っていない財務概念基準書の扱い

り，財務諸表外の MD&A，監査，独立性等は含

を議論していくこととした（FASB［2008］

まれず，この SEC 規則の改訂に FASB は関与

para.A6）。ただし，カテゴリーa から d までの

しない。また，概念フレームワークを「権威の

多様な文献を単一の権威ある体系としてまと

ない」区分の領域から引き上げることが一つの

めるコード化プロジェクトが進展しているこ

目的であったが，見送りとなっている。今回は

とから，この FAS162 では SAS69 によるカテ

GAAP の変更ではないということで大きな変

ゴリー内の文献の一部追加・削除に止め，階層

化を避けたと推測される。FAS168 では，
「権威

の再構築は FAS162 に置き換わった FAS168

ある」文献へのアクセスの改善も含めて複雑な

まで待たねばならなかった。

会計基準体系の整理をコード化と階層の再構

FAS168 では，GAAP の原典として新たに

築により果たしている。

FASB 会 計 基 準 コ ー デ ィ フ ィ ケ ー シ ョ ン
図3

アメリカ会計基準の階層の再構築

FAS168

FAS162
カテゴリーa

SEC以外の会計基準設定機関が公表した基準

FASB FAS・解釈指針、FASB FAS133の実務上の論点、FASBス
タッフ見解、FASBにより無効とされて いないAICPAのARB・APBO

1. FASB（財務会計基準書（FAS）他）
2. 緊急問題専門委員会（EITF）（要約、トピッ クD）
3. デリバティブ実務グループ見解
4. APB意見書（APB Opinion）
5. 会計研究公報（ARB）
6. 会計解釈指針（AIN）
7. AICPA（意見書（SOP）他）
----------------------------------------------------------------------

カテゴリーb
FASB 専門公報、FASBが認めているAICPAの産業別監査・会計
ガイド・意見書（SOP）

カテゴリーC
FASBが認めているAICPAの会計基準執行委員会（AcSEC）実務
公報、FASB緊急問題専門委員会(ET IF)のコンセンサス、EITF要
約(Abstracts)の付録Dで論じられているトピッ ク（D-Topics）

カテゴリーｄ
FASBスタッフによる解釈指針(Q&As)、AICPA解釈指針、AICPA
産業別監査・会計ガイド、 広く認められ、一般にあるいは特定産
業で行われている実務

【その他の⽂献等】
FASB 財務概念基準書、AICPAイシューズ・ペーパーズ、
IASB 国際財務報告基準（IFRS）、専門団体あるいは規制
当局の公表文書、AICPA 専門実務相談の質疑、会計学
の教科書、ハンドブック、論文

出所：FASB［2008］and FASB［2009］.
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SECが公表した基準
1. レギュレーションS-X
2. 財務報告通牒（FRR）および会計連続通牒（ASR）
3. 解釈通牒（IR）
4. SECスタッフガイドライン（スタッフ会計公報（SAB）他）

【権威のない⽂献等】
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

広く認められ、一般にあるいは特定産業で行われている実務

FASB 財務概念基準書
AICPAイシューズ・ペーパーズ
IASB 国際財務報告基準（IFRS）
専門団体あるいは規制当局の公表文書
AICPA 専門実務相談の質疑
会計学の教科書、ハンドブック、論文

複雑性の低減と IFRS

3.

会計基準の「単純化」プロジェ
クト

FASB では，2014 年に公表した会計基準ア

り，ステップ 2 を削除してステップ 1 におけ
る報告単位での比較のみとすることにより単
純化を図っている(8)。

ップデート（ASU）から会計基準の「単純化

この会計基準における不必要な複雑性を削

（simplification）」のための改訂作業を開始し

減する「単純化」の試みは現在も継続している。

ている。ここでは，財務諸表利用者に提供され
る情報の有用性を維持，改善しながらも，財務

4.

開示フレームワークの開発

諸表作成者の費用を削減し，財務報告における

財務報告における開示の増大，いわゆる「開

複雑性を減少させることを目指している。ただ

示過多（disclosure overload）
」の問題は，財務

し，短期間で実行するために範囲を限定してい

報告の「理解可能性と使い勝手に悪影響を及ぼ

る。この「単純化」がどのような内容で行われ

す」
（ハーズ［2014］264 頁）と認識されてお

ているかを 2 つの事例から確認したい。

り，CIFiR の「報告書」でも SEC と FASB の

2015 年 1 月に公表された ASU2015-01「損

開示要件を全体的に統合する開示フレームワ

益計算書－異常項目でない項目（サブトピック

ークの開発が勧告されていた。FASB では，こ

225-20）：異常項目の概念の削除による損益計

の CIFiR や ITAC（投資家専門諮問委員会）の

算書の表示の単純化」
（FASB［2016］）は，今

勧告を受け入れ，開示フレームワークを開発す

まで「通常でない性格」と「稀に発生する」の

るプロジェクトを 2009 年 7 月にアジェンダに

条件を満たした事象または取引は「異常項目」

追加した。ただし，プロジェクトの対象範囲を

として損益計算書で別個に分類，表示すること

財 務 諸表 の注 記開 示に 限定 す るか ある いは

を要求していたが，情報利用者からは条件を満

CIFiR の勧告のように MD&A 等の財務諸表外

たす時期が不明であるあるいは該当ケースが

開示との統合まで拡大するかは決定されてお

稀であるとの意見が出ていた。そこで，
「異常項

らず，検討課題となっていた。

目」の概念を削除し，
「継続事業からの損益」と

FASB では 2012 年 7 月に財務諸表の注記に

「非継続事業からの損益」の 2 区分にすること

おける開示の有効性を改善することを目的に

により損益計算書の表示を単純化している。

掲げて討議資料「開示フレームワーク」
（FASB

2017 年 1 月公表の ASU2017-04「無形資産

［2012］）を公開してコメントを求めた。ここ

－のれんおよびその他（トピック 350）：のれ

では，財務諸表利用者にとって最も重要な情報

んの減損テストの単純化」
（FASB［2017］）で

を明確に伝達することが開示の有効性の改善

は，のれんの減損処理における手順を省略化し

につながると考えており，必ずしも注記開示の

ている。従来，のれんの減損テストは段階的に

削減は目指してはいないとしている。討議資料

なっており，ステップ１では報告単位の公正価

に対するコメントを検討した後，2014 年 3 月

値とのれんを含む帳簿価額を比較して公正価

に公開草案「概念基準書の提案－概念フレーム

値が下回るときにステップ 2 に進む。ステップ

ワーク第 8 章：財務諸表への注記」（FASB

2 ではのれんの暗示された（implied）公正価値

［2014］）が公表された。この公開草案では，

とその帳簿価額を比較して差額を減損損失と

既存の開示規程の評価と将来の開示規程作成

認識していた。しかし，企業の資産負債の公正

の基礎とするために開示規程における一貫し

価値評価が複雑で費用がかかるとの意見があ

た概念を開発して概念フレームワークに組み
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込むことを目指している。ただし，開示フレー

選好する傾向にある IASB においても常に重要

クワークの検討にあたっては討議資料の段階

な問題であった。金融商品の認識と測定の会計

で「財務諸表の注記における開示に限定されて

基準である IAS39「金融商品：認識と測定」の

おり，SEC 届出書に含まれるその他財務情報

改訂過程では，全面公正価値，公正価値オプシ

まで及んでいないために，CIFiR の勧告に十分

ョンあるいは混合属性による測定の選択が関

応えたものとはなっていない」
（ハーズ［2014］

係者間において常に議論となってきていた（高

266 頁）。この公開草案においてもその対象範

寺・草野［2007］
）
。IAS39 は，金融商品の保有

囲は注記で開示するのが適切な情報と制限す

目的に応じた測定属性を定めており，これが複

べき情報の特定化に焦点を当てることに止ま

雑性と客観性の欠如をもたらしているとみな

っていた。

されていた。

開示フレームワークプロジェクトは，現在，

IASB と FASB では，共に，金融商品の報告

FASB と企業の両方の視点から会計基準の開

において，原則主義に基づき，より複雑性の少

示の見直しを行っており，（a）公正価値測定

ない会計基準の開発を求められてきたため，両

（ASC820-10-50），（b）確定給付制度（ASC

審議会がその開発を進めるのに役立つ情報を

715-20-50）
，
（c）法人税（ASC740-10-50）およ

収集することを目的として（IASB［2008］

び（d）棚卸資産（ASC330-10-50）の開示領域

paras. IN1-IN2），IASB は 2008 年 3 月にディ

で，
（1）該当するトピックにおける既存の開示

スカッション・ペーパー「金融商品の報告にお

規程の調査と（2）注記開示おける企業による

ける複雑性の低減」を公表した。このディスカ

適切な判断の促進が試みられている。2014 年

ッション・ペーパーでは，金融商品の報告にお

の公開草案は（1）のための FASB の側の基礎

ける複雑性を生む要因および財務報告を改善

を提供するものであり，一方の（2）の企業の適

して複雑性を削減するための中期と長期での

切な判断のためには ASC の「重要性」概念に

アプローチを考察している。金融商品の測定方

法的概念を採用することを 2015 年に提案して

法と関連規則の多様性が複雑性を生み出す源

いる（FASB［2015b］
）
。すなわち，この開示フ

泉と IASB は認識し，長期的には，すべての金

レ ー ム ワー ク プロ ジ ェクト で は ， FASB が

融商品に同じ測定属性を適用することが測定

「FASB の意思決定プロセス」から適切な開示

問題を解決することになり，その測定属性は公

規程を提供し，他方で企業が「企業の意思決定

正価値が適切であると考えた。ただし，公正価

プロセス」として重要性を判断することで利用

値の変動から生じる利益の増減や未実現損益

者にとっての効果的な注記開示になると考え

の表示などの解決すべき問題がまだ多く残っ

ており，両面での対応を進めているのである。

ており，長期的アプローチの前に中期的なアプ
ローチとして金融商品の区分を削減すること，

Ⅳ
1.

IASB における「複雑性」への
対応

原則公正価値による測定を求めながらも例外

金融商品の測定における「複雑
性の低減」

IN10）。

公正価値測定の適用範囲は公正価値測定を
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を認めることおよびヘッジ会計の単純化を図
ることを考えていた（IASB［2008］paras. IN3ディスカッション・ペーパーで掲げた全面公
正価値会計に対しては，従来から反対も多く，

複雑性の低減と IFRS

2009 年 11 月公表の IFRS9「金融商品」でも，

務諸表，
（2）開示に関する取り組み（開示イニ

すべての金融資産を公正価値で測定すること

シアティブ）および（3）IFRS タクソノミーの

は断念した。IFRS では，
「報告実体のビジネス

領域があり，このうち（1）では主として基本財

モデルとして，元本と利息の受取を通じて契約

務諸表の構造と記載内容を検討し，
（3）は電子

上のキャッシュ・フローを回収する金融資産を

媒体による IFRS 準拠情報の報告のための基盤

公正価値ではなく，償却原価で測定する」
（草野

作りに取り組んでいる。

［2010］102 頁）ことで，公正価値と償却原価

（2）開示イニシアティブでは，さらに，
（a）

の「混合属性アプローチ」の採用を決定した。

「開示原則」開発プロジェクトと（b）
「重要性」

すなわち，
「事業モデル」と「契約上のキャッシ

プロジェクトが進められてきている。
（a）の「開

ュ・フローの特性」に応じて償却原価による測

示原則」開発プロジェクトは，財務諸表の目的

定と公正価値による測定に分類することにな

に適合し，有用で理解可能な情報の提供を目指

ったのであり，測定属性の選択は期待される将

す財務諸表の注記開示のための「開示原則」の

来のキャッシュ・フローに応じて決めることに

開発を目指しており，2017 年 3 月にディスカ

なった。これは分類の単純化といえる。

ッション・ペーパー「開示イニシアティブ－開

IASB が 2015 年 5 月に公表した公開草案「財

示原則」
（IASB［2017a］）を公表してコメント

務報告に関する概念フレームワーク」（IASB

を求めている。一方，
（b）では，IAS1「財務諸

［2015］）では，さらに，混合属性による測定

表の表示」および IAS8「会計方針，会計の見

の妥当性を述べている。すなわち，理解可能性

積もりの変更および誤謬」における「重要性」

は使用される異なる「測定基礎」の数に左右さ

の 定 義 の 修 正 を 提 案 す る 公 開 草 案 （ IASB

れ，財務諸表において使用される「測定基礎」

［2017c］）を公表し，同日に企業における「重

の数が増加すると結果として生じる情報は複

要性」の適用判断を扱う実務記述書（Practice

雑性が高くなり，これは理解可能性を低下さ

Statement）（IASB［2017d］）を公表した。

せ，財務諸表の数値は意味が乏しくなる。しか

このような多様な方向において展開されて

し，目的適合性のより高い情報を提供するため

いるコミュニケーションの改善の試みは，利用

に必要な場合には，「測定基礎」の数を増加さ

者の意思決定に有用な財務情報が利用者に効

せることが適切である可能性があるとするの

果的に伝達されることを重要視しているが，対

である（IASB［2015］para.6.62）。結局，IASB

象範囲は財務諸表における注記開示の範囲で

では複雑性の低減の制約のもとでの混合属性

ある。

による測定を継続することになったのである。

2. 「財務報告におけるコミュニケー
ションの改善」の試み

Ⅴ

おわりに

本稿においては，アメリカにおける財務報告

IASB では，現在，
「財務報告におけるコミュ

制度改革の経緯と目的を検討することで，財務

ニケーションの改善（Better Communication）」

報告における「複雑性」を低減させることが利

を重要なテーマとして取り上げており，そのテ

用者の理解可能性を高めることになり，これが

ーマの下で種々のプロジェクトが展開されて

財務報告の有用性を高めるとの理解のもとで

きている。このプロジェクトには，
（1）基本財

SEC と FASB が多様なプロジェクトを進めて
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きたことを確認した。SEC と FASB の視野は

（IASB［2017b］）。実務記述書は強制力のない

あくまでアメリカの開示制度における SEC 向

ガイダンスであり，IASB は法域における財務

け財務報告に向けられていたが，会計基準の測

諸表外開示を決定する権限はないが，今後の展

定，表現，開示から会計基準へのアクセスまで

開によっては IASB が財務諸表外開示の領域で

の幅広い範囲を対象としていた。法域における

の活動をより拡大する可能性もある。

財務報告の有用性を担保する質と透明性を確

アメリカにおける財務報告制度改革は異な

保するために財務報告制度を構成する多くの

る法域であるわが国にそのまま踏襲すること

要因が考慮されている。

はできないが，わが国の財務報告制度を考える

会計基準における「複雑性の低減」として，

とき検討すべき領域を示唆している。IASB と

FASB と IASB では原則主義によるアプローチ

FASB では近年連携がとれずに会計基準で新

を採用し、測定属性が検討されてきた。原則主

たな差異を生じるところもあるが，会計基準に

義アプローチの採用は，作成者，監査人および

おける「複雑性の低減」として，FASB と IASB

利用者による受容可能性が問われる。すなわ

はともに原則主義によるアプローチを採用し，

ち，財務報告の作成者や監査人は専門的な判断

測定属性の問題に取り組んできた。また，財務

を，そして SEC や利用者はその「専門的判断」

報告の有用性の観点から開示における統一的

を受容することが求められることになる。しか

な原則を探っている。わが国が IFRS を開示制

し，画定基準や例外規定に対する作成者や監査

度に組み込むには，日本では財務報告に何を求

人の需要は依然として大きいようである(9)。ま

めるか，その基本目的を明確にした開示政策の

た，公正価値評価の適用範囲をどこまでとする

もとでこのような IFRS との適合性を検討する

か，公正価値と取得原価・償却原価の混合の割

ことが必要であろう。

合もまだ確定していない。測定された財務情報
に何を求めているのかが問われているのであ
るが，今の状況が「均衡点なのか，それとも変
化の過程なのか」
（徳賀［2012］143 頁）は定
まっていない。
財務報告における開示は財務諸表の注記開
示と財務諸表外情報開示の双方において利用
者にとっての有用性の観点から重視され(10)，と
もに増加する傾向にある。一方で，開示過多の
弊害も指摘されており，開示要件の統合と整理
が FASB と IASB 双方で進められているが，現
在，対象範囲は財務諸表の注記開示に限定され
ている。ただし，IASB では 2017 年春に実務
記 述 書 「 経 営 者 に よ る 説 明 （ Management
Commentary）」を改訂・更新するプロジェク
トを検討することを暫定的に決定し，「企業報
告 」 にお ける 積極 的役 割の 検 討を 示唆 した
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注
（1）アメリカにおける財務報告は，基本財務諸表（財
務諸表（認識・測定）
・注記開示）および財務諸
表外開示情報（「その他の財務報告の手段」，
MD&A 等）であり，CSR 情報等は「情報利用
者の意思決定にとって有用な情報」ではあって
も財務報告外の「その他の手段」となる（FASB
［1984］）
。
（2）FASB と IASB における財務報告の基本目的は
ともに「現在および将来の投資者，与信者およ
びその他債権者が，報告実体へ資源を提供する
か否かの意思決定を行ううえで有用である報告
実体に関する財務情報を提供することにある」
（FASB［2010］para.OB2 and IASB［2010］
para.OB2）
。
（3）FASB では，
この会計基準の過重負担
（standards
overload）を，会計規則の量，その詳細性と複
雑性のレベル，求められる注記開示の量および
必要な会計規則に辿り着くまでの困難さとして
認識していた。過重負担については，広瀬［2011］

複雑性の低減と IFRS
279-282 頁を参照。
（4）なお，
（7）については，IASB との共同プロジ
ェクトの進展状況に依存しており，具体的実施
予定はないとしていた。
（5）CIFiR「報告書」では，
「複雑性」を「理解し，
適用することが困難な状態」と定義しているが，
第 1 章複雑性での勧告にある「測定属性の混合
による複雑性」，「開示情報への対応」，「画定基
準」および「例外規定」についての詳細は，広
瀬［2011］285 頁を参照。
（6）アメリカにおける公正価値会計基準の展開と公
正価値測定の論点については，川村［2014］を
参照。
（7）FAS168 による階層の再構築については，杉本
［2010］を参照。
（8）ASU2017-04 の改訂の詳細は川西［2017］2628 頁を参照。
（9）FASB が 2009 年に CIFiR「報告書」における
勧告の実施状況を報告しているが，会計基準に
詳細な適用指針，数値基準および例外を求める
需要が依然として大きいことを指摘しており，
これらの需要を生み出す制度的，法的，文化的
要因の改善をさらに進める必要を指摘していた
（ハーズ［2014］259 頁）
。
（10）IASB では IFRS8「事業セグメント」の適用
後レビューを行い，経営者の視点に基づくマネ
ジメント・アプローチによりセグメントを識別
することで，（1）財務諸表におけるセグメント
情報，
（2）財務諸表外開示の MD&A，
（3）その
他の投資家向けプレゼン資料などの開示情報間
で首尾一貫した記載がなされ，利用者は情報を
組み合わせることで詳細な情報を得ることがで
きるとしており，財務諸表外情報を含む開示情
報の適切な提供と連繫が財務報告の改善になる
とみている（浅野［2016］37-38 頁および小柳
［2017］28-30 頁）
。
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