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2014 年 1 月 17 日 

国際会計基準審議会 御中 

 

ディスカッション・ペーパー「財務報告に関する概念フレームワーク 

の見直し」に対するコメント 

 

我々は、概念フレームワークのプロジェクトに関する国際会計基準審議会（IASB）

の努力に敬意を表するとともに、ディスカッション・ペーパー「財務報告に関するフ

レームワークの見直し」（以下「本 DP」という。）の公表により、広く関係者のコメン

トを求める決定を行ったことを歓迎する。 

 

全般的なコメント 

1. 我々は、IASB が「アジェンダ・コンサルテーション 2011」に関する関係者から

のフィードバックを受けて、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」という。）の見直しに着手したことを歓迎する。概念フレームワ

ークは、会計基準の開発や改訂に一貫して用いられる基本的な概念を特定したも

のであり、我々は、IFRS 内の首尾一貫性の確保のため堅牢な概念フレームワーク

が必要と考えている。このため、我々は IASB が本プロジェクトを優先して取り組

んでいることを支持する。 

2. また、現行の概念フレームワークでは、例えば、測定や財務業績の考え方など、

十分にカバーされていない重要な領域がある。このため、我々は、関係者のフィ

ードバックを踏まえ、IASB がこうした領域について本プロジェクトにおいて取り

組んでいることを評価する。 

3. しかし、我々は、本 DP において示されている内容について、多くの点について改

善が必要と考えている。我々が本 DP のセクション 6及びセクション 8 に記載され

ている IASB の予備的見解のうち、改善が必要と考えている主な点は、以下のとお

りである。 

(1) 我々は、資産・負債の測定に関して、財政状態を表す観点からの目的適合性

のある測定基礎と財務業績を表す観点からの目的適合性のある測定基礎を適

切に使い分けるべきであると考える。この観点で、本コメントレターは本 DP
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における測定の提案を拡張している（第 77 項から第 95 項を参照）。 

(2) 我々は、純損益を財務報告の目的から直接的に導かれる財務諸表の構成要素

の 1 つとして定義すべきと考える。本コメントレターで、我々は純損益の定

義を試みており、純損益は財務業績を報告する観点で選択された測定基礎に

基づく資産・負債の変動であり、ある期間における企業の事業活動に関する

不可逆な成果についての包括的な測定値を表すという特徴を有すると提案し

ている。なお、その他の包括利益に表示された金額については、その後の期

間において例外なく、リサイクリングされるべきと考えている（第 134 項か

ら第 169 項を参照）。 

4. 前項に記載した本DPのセクション6及びセクション8の質問に関するコメントは、

我々が 2013 年 12 月 ASAF 会議で説明したペーパー「純損益／OCI 及び測定」を基

礎としている。当該ペーパーでは、純損益／その他の包括利益（OCI）に関する我々

の考え方と測定との関係を説明するとともに、それを具体的項目に展開している。

コメントレター全体の理解のために当該ペーパーも参照していただきたい。 

5. また、我々は、本 DP のセクション 6 及びセクション 8 以外に記載されている IASB

の予備的見解について、主として以下の改善が必要と考えている。 

セクション 4 

(1) 本DPの4.24項は原則としてすべての資産及び負債を認識するとしているが、

我々は原則として認識規準に蓋然性規準が含まれるべきと考えているため、

IASB の予備的見解に同意しない（第 45 項から第 50 項を参照）。 

セクション 5 

(2) 我々は、本 DP の予備的見解と異なり、財政状態計算書における企業に対する

請求権に関する情報の表示を改善するアプローチとして、負債と持分の間に

中間区分を設けることを提案している（第 60 項から第 68 項を参照）。また、

我々は、本 DP で示されている持分請求権の測定について各報告期末において

見直しを行うべきという IASB の予備的見解を支持しない（第 69 項から第 72

項を参照）。 

セクション 7 

(3) 我々は、現行の IFRS における財務諸表注記の要求事項は、一貫した方針で開

発されておらず、その結果、必ずしも目的適合的でない要求事項が含まれて

いると認識している。このため、我々は、改訂された概念フレームワークは、

財務諸表注記が要求される状況を特定すべきであると考える。そのような整

理を行った上で、同時に進められている開示イニシアティブと合わせて、現
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行の IFRS における財務諸表注記の要求事項を見直すことが必要と考えてい

る（第 100 項から第 128 項を参照）。 

セクション 9 

(4) 我々は、会計単位の考え方は、会計基準の開発にとって極めて重要であると

考えている。IASB が仮に今回の概念フレームワークの見直しにおいて会計単

位について十分な検討を行わないとした場合でも、引き続き検討していくこ

とを奨励する（第 185 項及び第 186 項を参照）。 

6. さらに、我々は、概念フレームワークの見直しが現行の IFRS 及び 近の IASB の

審議を正当化するために行われるべきでない点について強調させていただきたい。

さもなければ、財務報告に関する広範な問題に対処するために IASB が新たな基準

の開発や現行の基準の見直しを行う上で、健全な基礎を提供することは困難と考

えている。 

7. 本 DP における個別の質問事項に対するコメントは、「各質問事項に対するコメン

ト」の下に記載している。なお、我々は、通常の審議プロセスに加え、日本国内

の市場関係者に対して本 DP に関する意見募集を行った。本 DP の内容は、財務報

告に重要な影響を及ぼす可能性があり、我が国の視点から改善を求めるべき点を

早期に把握する必要があると考えられたからである。したがって、本コメントレ

ターは意見募集のフィードバックも考慮して作成されており、我が国における市

場関係者の幅広い意見を反映している。加えて、我々は本コメントレターに別紙

A を添付し、我々の見解と必ずしも整合しないものの、IASB が今後審議を行う上

で考慮することが有用と判断された見解を含めている。 
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各質問に対するコメント 

セクション 1 はじめに 

質問 1 

1.25 項から 1.33 項では、｢概念フレームワーク｣の目的及び位置付けの提案を示し

ている。IASB の予備的見解は次のとおりである。 

(a) 改訂｢概念フレームワーク｣の主要な目的は、IASB が IFRS の開発及び改訂を行う

際に一貫して使用することとなる概念を識別することにより、IASB を支援するこ

とである。 

(b) 稀な場合において、財務報告の全体的な目的を満たすために、IASB は、｢概念フ

レームワーク｣のある側面と矛盾する新基準又は改訂基準を公表すると決定する

可能性がある。これが生じた場合には、IASB は｢概念フレームワーク｣からの離脱

とその理由を、当該基準に関する結論の根拠の中で記述することになる。 

これらの予備的見解に同意するか。同意又は反対の理由は何か。 

8. 我々は、基本的に、IASB の予備的見解に同意する。これは、IFRS の開発及び改訂

を行う際に用いる概念を識別するとの役割が他の役割に比べて重要と考えられる

ほか、概念フレームワークからの離脱を識別することで離脱が限定的となること

が期待され、概念フレームワークにより、整合的な基準開発が期待されるからで

ある。 

9. また、本 DP1.33 項では、現行の概念フレームワークと同様に、IASB が自らの経

験に基づき概念フレームワークを改訂することがあると述べているが、この文言

を維持すべきと考える。長期的には、概念フレームワークは基準開発との相互の

フィードバックを通じて変わり得る性質のものと考えるからである。 

10. しかし、我々は、次の 3 点について改善や検討が必要と考える。 

(1) 予備的見解(a)について 

概念フレームワークは、IASB を支援するだけでなく、会計基準の新規開発

及び改訂に貢献する IASB 以外の関係者にも役立つと考えられる。このため、

「IASB を支援する」を「IASB 及び IFRS の新規開発及び改訂に貢献する他

の関係者を支援する」とすべきである。 

(2) 予備的見解(b)について 

(b)の離脱には、何が含まれるか明確ではない。個々の基準と概念フレーム
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ワークのある側面とで矛盾が生じる状況には、例えば、改善の方向性がよ

り経済的実態を反映するため財務報告全体の目的に適う場合、コスト・ベ

ネフィットの考慮が必要な場合、現行のフレームワークが IASB の現在の考

え方を反映していない場合などが考えられる。これらすべての状況が離脱

に含まれるのか不明確であるので、明確化すべきと考える。また前項と関

連して、離脱がある場合、それがフィードバックとなって IASB の考え方の

変更を促し、 終的に概念フレームワークの改訂につながる可能性がある

ので、その点を明確に記載すべきである。 

(3) その他のコメント 

我々は、本 DP1.27 項(b)及び 1.28 項(b)で示される概念フレームワークの

IASB 以外の関係者への役割も再検討すべきと考える。同項は概念フレーム

ワークの役割として、特定の取引又は事象に具体的に当てはまる IFRS がな

い場合に、概念フレームワークが会計方針の策定に役立つとしている（ま

た、これに関連する IAS 第 8 号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤

謬」の規定を参照している）。しかし、当初概念フレームワークが 1989 年

に公表された当時と異なり、IFRS の体系が整備された現状においてそのよ

うな役割を引き続き概念フレームワークに求める必要性は明らかでない。

このため、このような補完的な役割を改訂概念フレームワークに明示する

か否か、検討すべきである。 
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セクション 2 財務諸表の構成要素 

質問 2 

資産及び負債の定義を 2.6 項から 2.16 項で論じている。IASB は次のような定義を提

案している。 

(a) 資産は、過去の事象の結果として企業が支配している現在の経済的資源である。

(b) 負債は、過去の事象の結果として企業が経済的資源を移転する現在の義務である。

(c) 経済的資源は、権利又は他の価値の源泉で、経済的便益を生み出す能力があるも

のである。 

これらの定義に同意するか。同意又は反対の理由は何か。同意しない場合、どのよう

な変更を提案するか、理由は何か。 

11. 我々は、資産及び負債の定義に関して、現行の定義をより明確化するという DP

の方向性に同意する。しかし、持分を企業のすべての負債を控除した後の資産に

対する残余持分と定義するという予備的見解に同意しない。我々は、質問 10 への

回答の通り、持分を 残余の請求権（通常は、親会社の普通株式）として区分す

ることを提案している（詳細については、質問 10 への回答を参照）。 

12. また、我々は、資産及び負債の定義に関して提案されている内容について次のよ

うに考えている。 

（過去の事象） 

13. 本 DP 公表前の IASB における議論では、多くの関係者が、定義から過去の事象に

対する言及を削除することは、現行の定義と異なる意味を持たせることにつなが

ることについて懸念を示してきた。我々は、これを踏まえて、過去の事象の結果

としてという文言を維持することについて同意する。 

（経済的資源） 

14. 本 DP3.7 項は、有形固定資産項目などの物体については、経済的資源は基礎とな

っている物体ではなく、物体が生み出す経済的便益を得る権利（又は権利のセッ

ト）であることを明確にする、と記述している。しかし、このような考え方につ

いて、会計単位の問題を概念フレームワークにおいて十分に取扱うことなしに、

本 DP に記述することには懸念がある。 

15. 我々は、会計単位の考え方は、会計基準の開発にとって極めて重要と考えている
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（質問 24 への回答を参照）。概念フレームワークにおいて会計単位の考え方を記

述することなしに、複数の権利で構成されている単一の資産について、一体とし

て認識すべきか当該権利の一部を区別して認識すべきかに関する一貫した説明を

することは困難であろう。 

質問 3 

不確実性が資産及び負債の定義並びに資産及び負債の認識規準において何らかの役割

を果たすべきかどうかを、2.17 項から 2.36 項で論じている。IASB の予備的見解は次

のとおりである。 

(a) 資産及び負債の定義は、流入又は流出が「予想される」という考え方を維持すべき

ではない。資産は経済的便益を生み出す能力がなければならない。負債は経済的資

源の移転を生じる能力がなければならない。 

(b) ｢概念フレームワーク｣は、資産又は負債が存在しているのかどうかが不確実である

稀な場合についての蓋然性の閾値を設定すべきではない。ある特定の種類の資産又

は負債が存在しているのかどうかについて重大な不確実性がある場合には、IASB

は当該種類の資産又は負債に関する基準を開発又は改訂する際に、その不確実性を

どのように扱うべきかを決定するであろう。 

(c) 認識規準は、現行の蓋然性への言及を維持すべきではない。 

これに同意するか。同意又は反対の理由は何か。同意しない場合、どのようなことを

提案するか、理由は何か。 

(a)について 

16. 我々は、質問 3（c）及び質問 8 への回答に記述のとおり、原則として認識規準に

蓋然性規準が含まれるべきと考えている。しかしながら、定義において蓋然性規

準が必要とは考えていない。 

17. 本 DP の 2.18 項に記述のとおり、現行の概念フレームワークの定義における「予

想される」という用語は、経済的便益の流入又は流出の蓋然性に関する 低限の

閾値を要求することを意図しているかについて、必ずしも明らかではない。 

18. したがって、定義に蓋然性の規準をもたないという点を明確化する観点から、資

産及び負債の定義は、流入又は流出が「予想される」という考え方を維持すべき

ではないという予備的見解に同意する。 

(b)について 
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19. 本 DP において記述されている存在の不確実性については、結果の不確実性と明確

に区分することは困難な場合がある。例えば、訴訟事件に関して発生可能性の極

めて低い経済的資源の流出については、訴訟原因の存在の不確実性が高いことの

結果として生じている可能性がある。 

20. この点から、我々は、存在の不確実性の問題に対しては、結果の不確実性と別個

に蓋然性規準を設定する必要はないと考えている。このような問題については、

概念フレームワークにおいて認識規準に蓋然性を設けること、並びに、個別基準

において特定のガイダンスを設けることにより対応すべきである。 

(c)について 

21. 我々は、質問 8 への回答に記述のとおり、原則として認識規準に蓋然性規準が含

まれるべきと考えているため、予備的見解に同意しない（詳細については、質問

8 への回答を参照）。 

質問 4 

次の各計算書についての構成要素を、2.37 項から 2.52 項で簡潔に論じている。純損

益及びその他の包括利益を表示する計算書（収益及び費用）、キャッシュ・フロー計算

書（現金収入及び現金支出）及び持分変動計算書（持分への拠出、持分の分配、持分

のクラス間での振替）である。 

これらの項目について何かコメントはあるか。｢概念フレームワーク｣がこれらを財務

諸表の構成要素として識別することは有用か。 

（構成要素の決定） 

22. 我々は、資産、負債、持分、純損益、包括利益及び OCI は、すべて財務諸表の構

成要素として扱うべきだと考えており、DP の提案内容に同意しない1。我々は、財

務諸表の構成要素は財務報告の目的に照らして決定すべきだと考えている。特に、

IASB の概念フレームワークの以下の各項を、財務諸表の構成要素を決定する際に

考慮すべきだと考えている。 

(1) 一般目的財務報告書は、報告企業の財政状態に関する情報を提供する。これ

は、企業の経済的資源及び報告企業に対する請求権に関する情報である（OB12

項）。 

                            

1 我々の考えでは、純損益、包括利益及び OCI が構成要素であり財務諸表に表示されるのであれば、必ず

しも収益と費用を財務諸表の構成要素として扱う必要はない。 
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(2) 報告企業の経済的資源及び請求権の変動は、当該企業の財務業績及び負債性

又は資本性金融商品の発行等の他の事象又は取引から生じる（OB15 項）。 

(3) 報告企業の財務業績に関する情報は、企業が自らの経済的資源を利用して生

み出したリターンを利用者が理解するのに役立つ（OB16 項）。 

23. 前項に記述のとおり、財務諸表の構成要素の中には財務報告の目的に照らして直

接的に決定すべきものがある一方、財務諸表の構成要素間の相互関係（以下、「連

携」という）を考慮して決定すべきものもある。 

24. 第 1 に、我々は、資産、負債、持分及び純損益は、財務報告の目的から直接的に

導かれる財務諸表の構成要素として扱うべきだと考えている。我々の考えでは、

資産、負債及び持分の合計は、企業の財政状態の報告の観点から も目的適合性

の高い情報を提供するものであり、したがって、財務諸表の構成要素として扱う

べきである。さらに、純損益は企業の財務業績を報告するための も目的適合性

の高い情報を提供すると考えている2。 

25. 第 2 に、我々は、包括利益と OCI は、財務諸表の連携を表すために、財務諸表の

構成要素として扱うべきだと考えている3。持分を財務諸表の構成要素として扱う

場合には、連携のために包括利益も財務諸表の構成要素として扱う必要がある4。

OCI についても、純損益と包括利益を財務諸表の構成要素として扱う場合には、

連携のために財務諸表の構成要素として扱う必要がある5。 

（持分変動計算書に関する構成要素） 

26. 本 DP2.52 項は、持分変動計算書について、持分への拠出、持分への分配及び持分

のクラス間での振替の 3 つを構成要素として記述している。しかし、財務諸表間

の構成要素間の相互関係を示すという観点からは、持分間のクラス間での振替を

構成要素として扱うべきでない。 

                            

2 純損益が包括利益よりも目的適合性の高い情報を提供する理由は、質問 19 への回答（第 151 項）で述

べている。 
3
 また、質問 10 への回答において、我々は負債と持分の間に中間区分を設ける 3区分アプローチを検討

すべきとしており、仮に 3 区分アプローチを採用した場合には、中間区分についても構成要素として扱

うことになる。 
4 所有者の投資及び所有者への分配も、財務諸表の構成要素として扱うべきである。財務諸表の構成要素

間の相互関係は、次のように説明することができる。 

 期首現在の持分＋包括利益＋所有者の投資及び所有者への分配＝期末現在の持分 
5 財務諸表の構成要素間の相互関係は、次のように説明することができる。 

 包括利益―純損益＝OCI 
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セクション 3 資産及び負債の定義を補助するための追加的なガイダンス 

質問 5 

推定的義務について 3.39 項から 3.62 項で論じている。この議論は、負債の定義を狭

めて、法的手段又は同等の手段によって強制可能である義務だけを含めるようにする

ことの可能性を検討している。しかし、IASB は、現行の定義（法的義務と推定的義務

の両方を含める）を維持すること、及び推定的義務を経済的強制と区別するのに役立

てるためにガイダンスを追加することを暫定的に支持している。このガイダンスは、

3.50 項に列挙した事項を明確化するものとなる。 

この予備的見解に同意するか。同意又は反対の理由は何か。 

（負債の定義に推定的義務を含めることについて） 

27. 我々は、現行の定義（法的義務と推定的義務の両方を含める）を維持し、推定的

義務を経済的強制と区別するのに役立てるためにガイダンスを追加するという本

DP の予備的見解に、原則として認識規準に蓋然性規準が含まれることを前提とし

て（質問 3（c）及び質問 8 への回答を参照）、同意する。負債を法的義務や強制

可能であるものに限定した場合、企業が他者への経済的資源の流出を避ける現実

的な裁量をもっていない項目について、負債ではないと結論づける可能性がある。

このような結果は、財務諸表利用者に対して企業への将来の正味キャッシュ・イ

ンフローの見通しを評価するために役立つ情報を提供しないことになるであろう。 

（推定的義務と「現在の」義務の関係について） 

28. 我々は、本 DP において、推定的義務がどの時点で負債の定義を満たす「現在の」

義務になるのかについて明らかでないことを、懸念している。 

29. 本 DP3.72 項から本 DP3.97 項では、「現在の」義務が生じる場合について、7つの

シナリオを例示し、3 つの見解を示して議論をしている。これらのシナリオはい

ずれも条件付の法的義務（すなわち、法令や契約に基づく義務）を対象としてい

る。 

30. しかし、企業は条件付の推定的義務を有する可能性がある。たとえば、契約上の

義務はないが、企業の過去の行動の結果として、一定の条件（例えば、5 年間の

継続勤務）を満たした従業員に対して賞与を支払うという推定的義務が存在する

場合がありえる。このような 5 年間の継続勤務の条件が満たされる前の時点にお

いては、企業の有している義務は条件付である。 

31. 我々は、法的義務と同様に、推定的義務に対しても「現在の」義務についての本
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DP の議論が影響することを明確化することが必要と考える。 

質問 6 

負債の定義における「現在の」の意味について 3.63 項から 3.97 項で論じている。現

在の義務は過去の事象から生じる。負債の金額が、報告期間の終了前に企業が受け取

った便益又は行った活動を参照して決定される場合には、義務は過去の事象から発生

しているものと見ることができる。しかし、経済的資源を移転する要求が、企業の将

来の行動を依然として条件としている場合には、こうした過去の事象が経済的資源を

移転する現在の義務を創出するのに十分なのかどうかは不明確である。IASB が｢概念

フレームワーク｣のためのガイダンスを開発する基礎とすることが考えられる 3 つの

異なる見解は次の通りである。 

(a) 見解 1：現在の義務は過去の事象から生じたものでなければならず、厳密に無条件

のものでなければならない。企業は、少なくとも理論上、将来の行動を通じて資源

の移転を回避し得る場合には、現在の義務を有していない。 

(b) 見解 2：現在の義務は過去の事象から生じたものでなければならず、実質的に無条

件のものでなければならない。企業が将来の行動を通じて移転を回避する実質上の

能力を有していない場合には、義務は実質的に無条件である。 

(c) 見解 3：現在の義務は過去の事象から生じたものでなければならないが、企業の将

来の行動を条件としていてもよい。 

IASB は見解 1 を暫定的に棄却している。しかし、見解 2又は見解 3を支持する予備的

見解には至っていない。 

これらの見解（又は、現在の義務がいつ存在するようになるのかに関する他の見解）

のどれを支持するか。理由を示していただきたい。 

 

(見解 1について) 

32. 我々は、見解 1を棄却するという IASB の予備的見解を支持する。見解 1について

は、比較可能性を高める観点からはメリットがあるが、条件付の義務をすべて現

在の義務に含めないことは、生じている事象を忠実に表現しない可能性があると

いう点で懸念がある。また、企業が自身の将来行動として形式的な条件の達成を

留保することにより、負債の定義を満たすタイミングを操作できる余地が生まれ

る可能性がある。 

(見解 3について) 
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33. 見解 3 については、過去の事象が発生している、すなわち、負債の金額が、報告

期間の終了前に企業が受け取った便益又は活動を参照して決定されるかどうか

（本 DP3.66 項）のみによって現在の義務の有無を判断することとされている。し

かし、我々は、見解 3 について、企業が将来の行動によって回避する裁量を有し

ているあらゆる項目まで負債の範囲が広がる可能性があるとともに、企業による

主観的な会計的結果をもたらす可能性があることを懸念している。 

(見解 2について) 

34. したがって、仮に概念フレームワークにおいて「現在の」義務に関する一つの見

解を記述するとすれば、見解 2 となるであろう。生じている経済事象の実質を忠

実に表現するという観点からは、義務が 終的に無条件となる段階よりも前に、

「現在の」義務を識別すべきである。 

35. しかしながら、我々は、DP における見解 2 に関する記述について、次のような懸

念を持っている。 

36. 我々は、以下の本 DP3.79 項の記述によって、「企業が残りの条件を回避できる実

質上の能力を有していない」（本 DP3.78 項）場合が広く解釈される可能性がある

ことを懸念している。 

3.79 企業が残りの条件を回避する実質上の能力を有しているかどうかの評

価には、判断が必要となる。回避する実質上の能力を企業が有していない可

能性のある条件の種類を識別するために、ガイダンスが必要となる場合があ

る（おそらく個々の基準において）。おそらく、これらの条件には、例えば、

企業が継続企業としての営業活動をやめたり、営業活動を著しく縮小したり、

特定の市場から撤退したりすることによってしか回避できない条件が含まれ

る場合がある。 

37. まず、継続企業の前提は、財務諸表を作成する基礎となる前提であり、企業が現

在の義務を有しているかどうかについて、企業の将来行動を判断する文脈で用い

られるべきではない。 

38. また、企業が特定の市場から退避することによってしか回避できない場合という

記述について、企業が当該市場に居続けることについて経済的強制を有している

（すなわち当該市場に居続けることが経済的に有利である）ことを意味すると解

釈される可能性があることから、ガイダンスに含められるべきでない。企業が当

該市場に居続けることによって経済的強制を有しているとしても、企業は将来の

行動によって、残りの条件を回避する裁量を有している場合はあり得る。 
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質問 7 

資産及び負債の定義を補助するために本セクションで提案している他のガイダンスに

ついてコメントがあるか。 

39. 未履行契約の取扱いについては、概念フレームワークにおいて会計単位の問題と

して議論すべきである。我々は、会計単位の考え方は、会計基準の開発にとって

極めて重要と考えている（会計単位については、質問 24 に対する回答を参照）。 

40. 本 DP3.110 項は、「未履行契約については、原則として、正味の資産又は正味の負

債が生じ、その当初測定は通常ゼロとなる」と記述している。我々は、この考え

は、未履行契約を一つの会計単位として取り扱っていると理解している。この理

解を前提とすれば、我々は、このような本 DP の提案内容について、以下の理由か

ら同意する。 

41. 当事者間で締結された契約が未履行の段階では、たとえその契約が強制可能であ

ったとしても、少なくとも片方の当事者が全部又は部分的な履行を開始した後の

段階と比較して、当事者による将来の履行可能性の点でより不確実性がある。例

えば、多くの契約は、いずれかの当事者により解約することが可能であり、また、

解約を申し出た当事者は、相手方に一定の補償を支払うことを要求されるかもし

れないが、一般的に、その金額は契約額と比較すれば相当程度小さい。 

42. このような契約が未履行の段階では、将来において契約額を基礎としたキャッシ

ュ・フローの流入や流出が生じることについて不確実性があり、資産及び負債を

それぞれ総額で認識することは必ずしも目的適合的な情報とならないと考えられ

る。 

43. しかしながら、提案内容のように未履行契約を原則として正味の資産又は正味の

負債として認識するとしても、どのような場合に、資産及び負債を総額で認識す

べきかについては追加的な検討が必要である。 

44. 例えば、一部の確定した長期契約では、解約不能条項を設定することや、履行さ

れない場合には契約額に近い金額の補償支払いが要求されるような

disincentive を設定することにより、履行されない不確実性を相当程度小さくし

ている。このようなケースにおいては、関連する資産と負債をそれぞれ総額で認

識すべきかどうか、追加的な議論が必要と考える。 
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セクション 4 認識及び認識の中止 

質問 8 

4.1 項から 4.27 項では、認識の規準を議論している。IASB の予備的見解としては、企

業はすべての資産及び負債を認識すべきである。ただし、IASB が特定の基準を開発又

は改訂する際に、次のいずれかの理由で、企業は資産又は負債を認識する必要がない

か又は認識すべきではないと判断する場合は除く。 

(a) 資産（又は負債）を認識することで、目的適合性がないか又はコストを正当化す

るのに十分な目的適合性のない情報を利用者に提供することになる。 

(b) 必要な記述及び説明のすべてを開示したとしても、資産（又は負債）のどの測定

値も、資産（又は負債）及び資産（又は負債）の変動の両方の忠実な表現となら

ない。 

これに同意するか。同意又は反対の理由は何か。同意しない場合、どのような変更を

提案するか、また、理由は何か。 

（蓋然性規準について） 

45. 本 DP の 4.24 項は原則としてすべての資産及び負債を認識するとしているが、我々

は原則として認識規準に蓋然性規準6が含まれるべきと考えているため、IASB の予

備的見解に同意しない。これは、経済的便益の流入又は流出に不確実性があり、一

定の閾値に達しないものを資産又は負債として認識すると、翌期以降に戻入れによ

る損益が発生する可能性が高いこととなり、資産又は負債を認識した期間及びその

後の期間における損益は、資産又は負債を認識しない場合と比べて目的適合的でな

いケースが多いと考えられるためである。 

46. 具体的には、改訂された概念フレームワークにおいて、蓋然性規準の 低限の閾値

（例えば、「可能性が高い（Probable）7」）を定めるべきと考える。そのうえで、

個別基準において、基準が対象としている取引又は事象の性質を考慮して、目的適

合的となるように、適切な閾値を設けるべきと考える（資産の認識に関する蓋然性

規準の閾値と負債の認識に関する蓋然性規準の閾値との間での相違の可能性につ

いては、第 50 項を参照のこと。）。ただし、IASB が開発する基準が対象としている

取引又は事象について、蓋然性規準が常に満たされていると推定され、個別基準の

適用において蓋然性規準が満たされているかの判断を作成者に要求する必要がな

                            

6 資産又は負債の認識に関して、将来の経済的便益の流入又は流出に一定の蓋然性を求める規準をいう。 
7 「可能性が高い」という用語は、米国基準における”more likely than not”という用語と同義である。 
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いと判断した場合には、個別基準に蓋然性規準が含まれないこともあると考えられ

る。 

47. なお、蓋然性規準については、1つの取引又は事象を会計単位として適用する場合

もあれば、同種の複数の取引又は事象を 1 つの会計単位として適用する場合もある

（例えば、返品調整引当金について、製品別のポートフォリオを会計単位とするケ

ース）。 

48. ただし、会計基準上「デリバティブ」の定義を満たすものについては、上記の例

外となり、蓋然性規準は不要と考えられる。「デリバティブ」の定義を満たすもの

については、その特性を踏まえると、蓋然性に関わらず必ず認識し現在市場価格

で測定することが目的適合的であると考えられるためである。 

49. この蓋然性規準の要否に関する議論は IAS 第 37 号「引当金、偶発負債及び偶発資

産」に関する過去の議論を想起させる。2005 年 6 月に IASB は蓋然性規準を削除

することを提案する IAS 第 37 号の改訂に関する公開草案を公表したが、認識規準

に蓋然性規準を含めるべきであるとの指摘が多くの回答者から寄せられた。その

当時の状況から変化していないものと考えられる。我が国の市場関係者の多くは

認識規準に蓋然性規準が必要であると考えており、我々もまた改訂された概念フ

レームワークにおいて蓋然性規準を明示するべきと考えている。 

（蓋然性規準の閾値） 

50. 我々は、個別基準における蓋然性規準の閾値について、資産の認識に係る閾値と

負債の認識に係る閾値が対称的であるべきかどうか検討する必要があると考える。

例えば、IAS 第 37 号においては、偶発負債については「可能性が高い（probable）」

を閾値としている一方、偶発資産については「確実（virtually certain）」を閾

値としているが、本 DP ではその点に関する検討が欠けている。現行の取扱いが「慎

重性」の概念によるものか整理することが必要であり、資産と負債に関する閾値

が対称的であるべきか検討すべきである。（なお、慎重性については、質問 22 に

対する回答を参照のこと。） 

質問 9 

IASB の予備的見解では、4.28 項から 4.51 項に示したように、企業は認識規準を満た

さなくなった時に資産又は負債の認識の中止をすべきである（これは、4.36 項(a)で

記述した支配アプローチである）。しかし、企業が資産又は負債の構成部分を保持す

る場合には、IASB は、基準を開発又は改訂する際に、企業が取引から生じた変動をど

のように描写するのが 善となるのかを決定すべきである。考えられるアプローチと
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して、次のものがある。 

(a) 開示の拡充 

(b) 保持する権利又は義務を、リスクの集中の増大を強調するために、当初の権利又

は義務に使用する表示科目とは異なる表示科目に表示する 

(c) 当初の資産又は負債の認識を継続し、移転に対する受取額又は支払額を、受け取

った借入金又は供与した貸付金として処理する 

これに同意するか。同意又は反対の理由は何か。同意しない場合、どのような変更を

提案するか。その理由は何か。 

（支配アプローチとリスク・経済価値アプローチの関係） 

51. 本 DP は支配アプローチを原則的なアプローチとして提案しているが、我々は、支

配アプローチとリスク・経済価値アプローチとの関係について概念レベルで整理

すべきと考えているため、同意しない。 

52. 伝統的に支配アプローチとリスク・経済価値アプローチは、反対の結論をもたら

す可能性がある異なる会計上の考え方と見られてきた。例えば、IFRS 第 9 号「金

融商品」では、これらの会計モデル間の潜在的な矛盾を回避するために、リスク・

経済価値アプローチを先に検討し、支配アプローチをその後検討するという優先

順位付けをしている。 

53. しかし、 近のプロジェクトではこれらは必ずしも矛盾するとは考えられていな

い。例えば、2011 年 11 月に公表された公開草案「顧客との契約から生じる収益」

の第 37 項(d)は、資産の所有に伴う重要なリスクと経済価値の移転は、当該資産

の支配が移転されたことを示すとしており、支配の移転に関する 1 つの指標とし

て取り扱っている。 

54. 我々は提案されている認識の中止規準は、支配アプローチとリスク・経済価値ア

プローチとの関係を記述しておらず、また、リスク・経済価値アプローチを適用

するのが適切な状況を記載していないと考えている。その結果、提案されている

認識の中止規準は、個別基準における判断に過度に依拠しているものになってい

る。従って、支配アプローチとリスク・経済価値アプローチとの関係は、概念レ

ベルで取り扱うべきと考える。 

（会計単位との関係） 

55. リスク・経済価値アプローチを適用するのが適切な状況を議論する前に（又は少

なくとも同時に）、会計単位について議論を行うべきであると考えている。これは、
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会計単位の考え方は認識の中止規準に重要な影響を与えるためである。 

56. すべてのリスクと経済価値が移転する非常に単純なケースでは、資産又は負債の

認識の中止に関して会計単位は影響しない。しかし、リスク又は経済価値の一部

が残る場合には、会計単位の考え方によって結論が異なる可能性がある。 

57. 例えば、リコース条件付きの債権売却の場合、信用リスクは取引の前後で変化し

ていない。金融資産全体を会計単位としている場合には、リスク・経済価値アプ

ローチでは重要なリスクが残っていることから、当該金融資産は認識が中止され

ない。一方、資産から得られる経済的便益を得るための資産の使用を指示する現

在の能力が移転しているため、支配アプローチでは当該金融資産は認識が中止さ

れる。 

58. 複数の会計単位に分解され、リコース条件が個別の会計単位として取り扱われる

場合では結論が異なる。リコース条件以外の部分に関しては、すべてのリスクと

経済価値が移転しているため、支配アプローチでもリスク・経済価値アプローチ

でも認識は中止される。リコース条件部分については、いずれのアプローチでも

認識が継続される。 

59. このように事実関係が同じ場合でも、会計単位によって会計処理が異なりうる。

従って、認識の中止は会計単位と合わせて議論すべきと考える。会計単位に関す

る議論が難しいことは我々も認識しており、今回の概念フレームワークの見直し

では取扱わないとした場合でも、引き続き、対応することが必要と考えている。 
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セクション 5 持分の定義及び負債と資本性金融商品の区別 

質問 10 

持分の定義、異なるクラスの持分の測定及び表示、並びに負債を資本性金融商品と

区別する方法を、5.1 項から5.59 項で論じている。IASB の予備的見解としては、

(a) ｢概念フレームワーク｣は現在の持分の定義（すべての負債を控除した後の企業

の資産に対する残余持分）を維持すべきである。 

(b) ｢概念フレームワーク｣は、IASB は負債を資本性金融商品と区別するために負債

の定義を使用すべきだと記述すべきである。このことの2つの帰結は次のことで

ある。 

(i) 資本性金融商品を発行する義務は、負債ではない。 

(ii) 報告企業の清算時にだけ生じる義務は、負債ではない（3.89 項(a)参照）。

(c) 企業は次のことを行うべきである。 

(i) 各報告期間の末日現在で、持分請求権の各クラスの測定を見直す。IASB は、

特定の基準を開発又は改訂する際に、当該測定値を直接的な測定値とする

のか、それとも持分の合計額の配分額とするのかを決定することになる。

(ii) それらの測定の見直しを、持分変動計算書において、持分請求権のクラス

間での富の移転として認識する。 

(d) 企業が資本性金融商品を発行していない場合には、 も劣後的なクラスの金融

商品を持分請求権であるかのように扱い、適切な開示を付するのが適切かもし

れない。このようなアプローチを使用すべきかどうか、またはその場合にいつ

使用すべきかの識別は、依然としてIASB が特定の基準を開発又は改訂する際に

行うべき決定となる。 

これに同意するか。同意又は反対の理由は何か。同意しない場合、どのような変更

を提案するか。その理由は何か。 

（提案されるアプローチに対する見解） 

60. 我々は、予備的見解である厳密な義務アプローチに反対する。代わりに、貸方の

区分を改善するアプローチとして、負債と持分の間に中間区分を設ける 3 区分ア

プローチを検討すべきと考える。 
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61. 貸方の区分の役割には、資本取引と損益取引の区分、支払能力に関する情報提供

の 2 つがあると言われる。そのうち、我々は、前者の役割をより重要と考えてい

る。通常、 残余の請求権は、親会社の普通株式であるため、その請求権の保有

者の持分を増減させる損益に関する情報を明瞭に示すことが目的適合性のある情

報を示すと考える。現行でも 1 株当たり利益情報は、親会社の普通株式の観点で

提供されており、そうした情報ニーズにも整合する。また、このラインの決定を

通じて、持分参加者の資格としての持分参加者との取引とそれ以外の取引が区分

けされ、これにより、財政状態計算書、包括利益計算書、持分変動計算書の連繋

関係が明瞭になる。 

62. 一方で、支払能力の評価に有用な情報の提供も負債と持分の区分にとって副次的

に重要である。企業全体として支払回避できない請求権がどの程度あるのかを示

すことを通じて、企業の経営の安定性や存続可能性を示す指標を提供するからで

ある。 

63. 予備的見解である厳密な義務アプローチに基づく場合、その損益には、複数の請

求権者の持分の増減が含まれ、親会社の 残余の請求権者に関する持分の増減を

明瞭に反映しない問題がある。しかし、当該アプローチは、経済的資源の引渡し

義務により負債と持分を区分するので、企業の支払能力の評価に有用な情報を提

供する。 

64. 一方、狭い持分アプローチは、 残余の請求権のみを持分とし、それ以外を負債

とする。この場合の損益は、区分された請求権について、請求権者との直接の取

引を除く持分（interest）の変動の情報を提供するので、損益と請求権との関係

が明瞭になる。また、第 61 項で示した、親会社の普通株式の観点での情報ニーズ

に整合する。しかし、経済的資源の引渡し義務に基づく貸方の区分が行われず、

企業全体としての支払能力に関する情報が財政状態計算書で明瞭に示されない恐

れがある8。また、負債は資産と持分の残余となるので、その性質が明確でなくな

る。 

65. 第 63、64 項で示したように、厳密な義務アプローチも狭い持分アプローチも、貸

方の区分に期待される 2 つの役割を満足するには一長一短がある。このため、そ

れぞれの役割に応じて、アプローチを使い分けることが考えられる。即ち、貸方

の区分を改善するアプローチとして、基本的に、狭い持分アプローチのように

                            

8 本 DP5.32 項にあるように、狭い持分アプローチによった場合でも、経済的資源の引渡し義務を伴わな

い請求権を明瞭に区別することで同じ情報提供は可能であるが、第 65項のように中間区分を設けた方が、

その区別はより明瞭になる。 
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残余の請求権（通常は、親会社の普通株式）を持分に区分する9とともに、厳密な

義務アプローチに基づき、現行の負債と同様に経済的資源の引渡し義務を有する

請求権を負債とし、両者に当てはまらない項目を中間区分に含めるアプローチで

ある（3区分アプローチ）。中間区分には、例えば、新株予約権、優先株式、非支

配持分等が含まれる。 

66. 繰り返しになるが、3 区分アプローチは、狭い持分アプローチと厳密な義務アプ

ローチの長所を生かしているので、次のように、ある取引が資本取引か否かのラ

インを明瞭にし、支払能力の評価に役立つ情報を提供する利点がある。  

(1) 収益/費用は、純資産の変動から持分参加者からの出資（への分配）に関連す

る持分の変動を除く残余とされている。このため、狭い持分アプローチのよ

うに持分参加者を特定する持分の定義は、収益/費用の定義と整合的であり、

収益/費用が持分参加者の視点に基づくことが明確となる。 

(2) 経済的資源の引渡し義務に基づく区分は、企業全体として支払回避できない

請求権がどの程度あるのかを示すことを通じて、支払能力の評価に役立つ情

報を提供すると考えられる。 

67. 3 区分アプローチに対して、2 区分よりも複雑性が増加することが懸念されるかも

しれない10。しかし、3 区分アプローチの方が提供すべき情報がより明瞭になる。

また、中間区分は、持分にも経済的資源の引渡し義務のある負債にも区分されな

い曖昧な請求権がどの程度あるのかを明瞭に示すことにも役立つ。 

68. 第 65 項で示したように、我々は、持分と持分以外の区分を先に決定するとしてい

る。これは、 残余でありながら、経済的資源の引渡し義務を有する請求権につ

いては、その順番が貸方の区分に重要となるためである。 残余の請求権は事業

リスクを 初に負担するものであり、経済的資源の引渡し義務があっても、他の

企業における普通株式と同様の特徴を有するのであれば、基本的に、財政状態計

算書上、持分に区分することが適当と考えられる。本 DP では、狭い持分アプロー

チにより、 劣後のプッタブル商品に関する例外を作り出す必要がなくなる可能

性があるとしているが、我々のアプローチも同様の効果があると考える。 

                            

9 持分には、払込額、純損益の累計額である留保利益、OCI 累計額が含まれる。我々は、第 73 項で述べ

るように、留保利益と OCI 累計額は明瞭に区分すべきと考えている。 
10 現行と同様に貸方を 2区分とする場合でも、我々は、狭い持分アプローチのように 残余の請求権を

持分とし、その他の請求権を負債に区分すべきと考える。第 61 項及び第 65 項で述べたように、貸方の

区分における資本取引か損益取引かのラインの決定の役割がより重要であり、これにより財政状態計算

書と包括利益計算書の連繋が図られるからである。ただし、脚注 8 で示したように、支払能力に関する

情報を補足するために、経済的資源の引渡し義務に基づくラインを負債の中に設けることは可能である。 
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（測定の見直しについて） 

69. 我々は質問 10(c)で示される持分請求権の測定の見直しに同意しない。 

70. 本 DP5.17 項では、測定の見直しは、ある持分請求権に対して他の持分請求権がど

のように影響を与えるかに関する明瞭で系統だった見解を提供し、また、長年問

題とされてきた負債／持分の区分の論点のいくつかを解決する方法を提供すると

している。たしかに、測定の見直しは、ある請求権が他の請求権から受ける影響

を示すことで、各請求権に関する将来キャッシュ・フローの予測に役立つ情報を

提供するかもしれない。また、これまで、負債／持分のラインが、ある請求権を

再測定する／しないの境界として理解されてきたのであれば、持分請求権の測定

の見直しは両者の区分の緊張を和らげることにつながるかもしれない。 

71. しかし、次のような理由から、厳密な義務アプローチの下での測定の見直しを支

持しない。 

(1) 測定の見直しにより計算される 残余の持分請求権の金額が何を表すかが明

確でない。本 DP6.12 項にあるように、純資産の合計は、様々な測定を用いて

測定された項目の集合であり、意味が乏しいとの批判がある。一部の持分請

求権に経済価値を反映させた残額である 残余の持分請求権はさらに意味の

乏しいものとなる可能性がある。 

(2) 一部の持分請求権の測定を公正価値で見直し、その影響を 残余の持分請求

権にしわ寄せする場合、各持分請求権の間で生じる富の移転を適切に示さな

いこととなる。例えば、 残余である普通株式と、その普通株式の発行義務

は、経済価値が同方向に動くが、普通株式への配分額は、普通株式の発行義

務の公正価値を控除した残余で決まるので、普通株式の発行義務や普通株式

自身の経済価値と異なるように変動する。このように、合計額が固定される

中で純資産額が配分されるので、同様の特徴を有する請求権の間で、測定の

見直しが直観に反する結果をもたらす場合がある。この不整合に対応するた

め、 残余の持分請求権の測定を公正価値で見直すことも考えられるが、こ

れは、報告企業の価値を示すものではないとした財務報告の目的（OB7 項、

本 DP4.9 項(c)）に反する。普通株式の発行義務を経済価値で見直すことにつ

いては、将来の株主（上記の例における普通株式の発行義務の保有者）と現

在の株主（上記の例における普通株式の保有者）との間の富の移転が適切に

示されるという意見もあるが、普通株式と普通株式の発行義務を同じベース

で比較することにならないため、現在の株主の持分の希薄化を測定の見直し

を通じて示すことにならないと考える。 

(3) 基礎となる純資産の配分により測定の見直しを行う（本 DP5.18 項）場合、各
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持分請求権への剰余金の配分が明示的な契約等からは必ずしも明らかでない

可能性がある。 

72. 第 65 項で提案するアプローチでも、中間区分に区分された項目の測定の見直しを

すべきかどうかの問題は生じる。しかし、我々は、それらの項目の測定について

も、非支配持分のように、基礎となる純資産の配分により測定の見直しを行う場

合以外は、基本的に測定の見直しを行うべきではないと考える。第 71 項(2)でも

指摘したように、ある項目を公正価値で見直しを行う場合には、 残余の持分請

求権も同じく公正価値で見直しを行わないと、両者の間の影響を適切に示さない

こととなるが、その場合、報告企業の価値を示すものではないとした財務報告の

目的（OB7 項、本 DP4.9 項(c)）に反するからである。 

（持分内の留保利益とその他の包括利益累計額の表示） 

73. 概念フレームワークは、財政状態計算書に表示される持分の中に、留保利益とそ

の他の包括利益項目の残高を示すその他の包括利益累計額（AOCI）の明確な区分

表示を求めるべきである。留保利益は不可逆の成果を通じて累積された11ものであ

り、いまだ不可逆となっていない AOCI と異なる性格を有する。両者は、情報の硬

度、利用の仕方に大きな差があり、また、質問 4 で提案するような包括利益計算

書での構成要素と財政状態計算書における項目の対応関係を示す観点で、区分表

示する必要がある。 

（その他） 

74. セクション5の内容は、セクション2で扱う財務諸表の構成要素の一部を構成し、

またセクション 6 で扱う測定の議論を一部、扱っている。このため、セクション

5 の決定がセクション 2 やセクション 6 の議論に影響を及ぼすので、今後のボー

ドの議論の中で整合的に扱うことが必要であると考える。 

75. 本 DP では、現行の IAS 第 32 号「金融商品：表示」における基本原則からの例外

とそれがもたらす基準間の不整合と複雑性が指摘されている（本DP5.23項及び5．

24 項）。本プロジェクトの成果を踏まえて、将来的に、複雑性が指摘されている

IAS 第 32 号の見直しも検討すべきである。 

                            

11 第 141 項を参照。 

報告事項(1)

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。



 

23 

セクション 6 測定 

質問 11 

財務報告の目的及び有用な財務情報の質的特性が測定にどのように影響を与えるの

かを 6.6 項から 6.35 項で論じている。IASB の予備的見解は次のとおりである。 

(a) 測定の目的は、企業の資源、企業に対する請求権及び資源と請求権の変動に関し

て、並びに企業の経営者及び統治機関が企業の資源を使用する責任をどれだけ効

率的かつ効果的に果たしたのかに関して、目的適合性のある情報の忠実な表現に

寄与することである。 

(b) 資産及び負債についての単一の測定基礎は、財務諸表利用者にとって も目的適

合性の高い情報を提供しない場合がある。 

(c) 特定の項目について使用すべき測定を選択する際に、IASB は、当該測定が財政状

態計算書と純損益及び OCI を表示する計算書の両方においてどのような情報を生

み出すのかを考慮すべきである。 

(d) 特定の測定の目的適合性は、投資者、債権者及び他の融資者が、その種類の資産

又は負債が将来キャッシュ・フローに寄与する方法をどのように評価する可能性

が高いのかに応じて決まる。したがって、測定の選択は、 

(i) 個々の資産について、当該資産がどのように将来キャッシュ・フローに寄与

するのかに応じて決めるべきである。 

(ii) 個々の負債について、企業が当該負債をどのように決済又は履行するのかに

応じて決めるべきである。 

(e) 使用する異なる測定の数は、目的適合性のある情報を提供するために必要な 小

の数とすべきである。不必要な測定の変更は避けるべきであり、必要な測定の変

更は説明すべきである。 

(f) 特定の測定の財務諸表利用者にとっての便益は、コストを正当化するのに十分な

ものである必要がある。 

これらの予備的見解に同意するか。同意又は反対の理由は何か。 

反対である場合、資産又は負債の測定方法の決定についてどのような代替的なアプ

ローチを支持するか。 
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76. 測定に関する IASB の予備的見解に対する我々の見解は以下の通りであり、我が国

の多くの市場関係者も同意見である。 

(1) 質問 11(a)に関して、提案されている測定の目的は、現行の概念フレームワ

ークにおける財務報告の目的と基本的な質的特性と整合的であるが、個別基

準を開発するのに十分な指針を提供していないため、同意しない。測定に焦

点を当てた目的となるように修正すべきである。 

(2) 質問 11(b)については同意する。投資の性質や負債が決済される方法などに

より測定基礎を決定する混合属性モデルを採用すべきである。 

ここで単一の測定基礎を使用しないと合計値に意味がないという主張があ

る。しかし、我々は、個々の取引又は事象の状況に関わらず画一的な測定基

礎を使用することによって、個々の測定値が目的適合的でなくなるため、そ

の合計値は目的適合的でないと考える。 

(3) 質問 11(c)については同意する。本 DP の 6.76 項は、資産が将来キャッシュ・

フローにどのように寄与するのかに関する不確実性の取扱いとして、一方の

測定値を財政状態計算書で使用し、別の測定値を純損益に認識する金額を決

定するために使用することを挙げているが、これに強く同意している。その

際、財政状態を表す観点から目的適合的な測定基礎と財務業績を表す観点か

ら目的適合的な測定基礎を適切に使い分けるべきである。 

(4) 質問11(d)については全般的には支持するが、詳細においては見解が異なる。

具体的な見解については、質問 12 及び 13 にて回答する。 

(5) 質問 11(e)について、測定を適切に使い分けることが重要であり、測定の数

自体が問題ではないと考えている。なお、「 小の数」が 1 つを指しているの

であれば、(b)と矛盾するため、同意しない。 

(6) 質問 11(f)には同意する。 

質問 12 

質問 11 で示した IASB の予備的見解は、6.73 項から 6.96 項で論じたように、資産

の事後測定に対する含意がある。IASB の予備的見解は次のとおりである。 

(a) 資産が、使用を通じて将来キャッシュ・フローに間接的に寄与するか又は他の資

産との組合せで使用されてキャッシュ・フローを生み出す場合には、原価ベース

の測定は、通常、現在市場価格よりも目的適合性と理解可能性の高い情報を提供

する。 
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(b) 資産が売却されることにより将来キャッシュ・フローに直接寄与する場合には、

現在出口価格が目的適合的である可能性が高い。 

(c) 金融資産の契約上のキャッシュ・フローの変動可能性が大きくなく、回収のため

に保有されている場合には、原価ベースの測定が目的適合性のある情報を提供す

る可能性が高い。 

(d) 企業が資産の使用に対して料金を課す場合には、当該資産の特定の測定値の目的

適合性は、個々の資産の企業に対する重要度に応じて決まる。 

これらの予備的見解及びこれらの各項におけるガイダンス案に同意するか。同意又

は反対の理由は何か。 

反対である場合、どのような代替的なアプローチを支持するのかを記述のこと。 

77. 我々は、特定の資産について使用する測定基礎は、当該資産が将来キャッシュ・

フローにどのように寄与するのかに応じて決めるべきであるという見解に同意し

ている。しかしながら、本 DP は企業の財政状態の報告の観点から目的適合性のあ

る測定基礎と、企業の財務業績の報告の観点から目的適合性のある測定基礎に分

けて検討していない。 

78. 我々は、企業の財政状態の報告の観点から目的適合性のある測定基礎と、企業の

財務業績の報告の観点から目的適合性のある測定基礎を検討すべきだと考えてお

り、以下において本 DP で提案されている分類ごとに検討する。なお、我が国の多

くの市場関係者は、企業の財政状態の報告の観点から目的適合性のある測定基礎

と、企業の財務業績の報告の観点から目的適合性のある測定基礎を分けて検討す

ることを支持している旨を付言する。 

79. なお、我々はセクション6とセクション8は密接に結びついていると考えている。

そのため、本質問に対するコメントは、質問 19 から質問 21 に対するコメントと

合わせて読まれたい。 

収益を生み出すために事業活動において使用 

80. 我々の考えでは、原価ベースの測定が企業の財政状態と財務業績の両方の報告の

観点から目的適合性がある。現在市場価格の変動は、資産を事業活動において使

用することから生み出される将来キャッシュ・フローと関連性がないからである。 

81. 経営者は資産を売却するか又は事業活動において収益を生み出すために使用し続

けるかの選択肢を常に有しており、資産を使用し続けるという経営者の意思決定

の根拠を報告するために資産を現在市場価格で測定すべきかどうかを、企業の財
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政状態の報告の観点から考慮すべきであるという主張も考えられる。現在市場価

格又はキャッシュ・フロー・ベースの測定は、企業の財政状態の報告の観点から

は目的適合性があり得るが、現在市場価格又はキャッシュ・フロー・ベースの測

定を一意的に決定することは困難である。そうした測定は、資産が他の資産と組

み合わせてキャッシュ・フローを生み出すために使用されている場合には、組み

合わせる他の資産に応じて異なる可能性があるからである。したがって、原価ベ

ースの測定が、こうした種類の資産についての唯一の実行可能な選択肢であろう。 

売却（トレーディング目的） 

82. 我々の考えでは、現在市場価格は、売却目的で保有する資産については目的適合

性がある（この区分に分類される資産がトレーディング目的で保有する投資に限

定される場合）。 

83. この場合、我々の考えでは、現在市場価格は企業の財政状態の報告の観点から目

的適合性がある。企業は現在市場価格に相当するキャッシュ・フローを生み出す

ことができるからである。さらに、我々の考えでは、現在市場価格は企業の財務

業績の報告の観点からも目的適合性がある。企業の事業活動の成果は不可逆であ

るとみなされ、取得原価と現在市場価格との間の変動は、取引の目的に照らせば

投資の成果を表すものだからである。 

84. なお、我々は、金融商品のうち、デリバティブの定義を満たすもの、すなわち、

将来キャッシュ・フローが基礎数値の変動に応じて大きく変動するもので、当初

の純投資が不要又は少額であるものは、この区分に分類すべきと考えている12。な

ぜなら、こうした商品についてはその特性を踏まえると、企業の財政状態と財務

業績の両方の報告の観点から現在市場価格が目的適合的と考えられるためである。 

条件に従った回収のために保有 

85. 我々は、原価ベースの金利収益は、経営者が見積った貸倒費用とともに、目的適

合性のある情報を提供する可能性が高いとしている本 DP の提案に同意している。

これは企業の財政状態と財務業績の両方の報告の観点から当てはまると考えてい

る。 

86. ただし、経営者が、(a) 条件に従った回収のために保有するか、又は(b) 売却す

る実質上の能力がある場合に資産を売却するかのいずれかを意図している場合も

ある。この場合、我々の考えでは、現在市場価格は企業の財政状態の報告の観点

                            

12 但し、こうした商品についても、キャッシュ・フロー・ヘッジが適用されるヘッジ取引については、

ヘッジ対象の会計処理との対応を図るため、財務業績の報告の観点からはヘッジ対象と対応させた測定

基礎とすることが考えられる。 
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からは目的適合性がある。企業は望むならば現在市場価格に相当するキャッシ

ュ・フローを生み出すことができるからである。企業の財務業績の報告の観点か

らは、原価ベースの測定に目的適合性がある。キャッシュ・フローが実際に現在

市場価格で発生するのかどうかに関する不確実性が、成果が不可逆となるか又は

不可逆とみなされるところまでは減少していないからである。 

使用する権利について他者に請求 

87. 我々の考えでは、原価ベースの測定は、経営者が主として賃貸収益の稼得を意図

している場合には、企業の財政状態の報告の観点から目的適合性がある。これは、

現在市場価格には、当該資産を使用する権利について他者に請求することから生

み出される将来キャッシュ・フローとの関連性がないからである。 

88. しかし、経営者が、(a) 賃貸収益を稼得するか、又は(b) 売却する（そうする実

質上の能力が企業にある場合）かのいずれかを意図している場合もある。この場

合には、我々の考えでは、現在市場価格は企業の財政状態の報告の観点から目的

適合性がある。企業は望むならば現在市場価格に相当するキャッシュ・フローを

生み出すことができるからである。企業の財務業績の報告の観点からは、我々は

原価ベースの測定に目的適合性があると考えている。企業の事業活動の成果に関

する不確実性は、企業が資産の残存価額の変動に係るリスクを負う場合には、当

該成果が不可逆となるか又は不可逆とみなされるところまでは減少していないか

らである。 

要約 

89. 下記の表は、上記の見解を要約したものである13。 

  

                            

13 上記の表には含めていないが、資産が回収可能価額を超えない価額で計上されていることを確保する

ため、減損が発生しているのかどうかを判定する必要がある。減損損失が認識される場合には、現在市

場価格又はキャッシュ・フロー・ベースの測定値が、企業の財政状態及び財務業績の報告の観点から使

用される。 

報告事項(1)

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。
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資産が将来キャッシュ・フローに寄与

する方法 

可能性の高い測定基礎 

企業の財政状態の

報告の観点から 

企業の財務業績の

報告の観点から 

収益を生み出すために事業活動におい

て使用 
原価ベースの測定 原価ベースの測定 

売却（トレーディング目的保有） 現在市場価格 現在市場価格 

条件に従った回収のために保有 原価ベースの測定 原価ベースの測定 

条件に従った回収のために保有するか

又は売却するかのいずれか 
現在市場価格 原価ベースの測定 

使用する権利について他者に請求 原価ベースの測定 原価ベースの測定 

使用する権利について他者に請求する

か又は売却するかのいずれか 
現在市場価格 原価ベースの測定 

 

質問 13 

負債の事後測定に関する IASB の予備的見解の含意を 6.97 項から 6.109 項で論じて

いる。IASB の予備的見解は次のとおりである。 

(a) キャッシュ・フロー・ベースの測定は、明示された条件のない負債については唯

一の実行可能な測定である可能性が高い。 

(b) 原価ベースの測定は、通常、次のものに関して も目的適合性のある情報を提供

する。 

(i) 条件に従って決済される負債 

(ii) サービスに関する契約上の義務（履行義務） 

(c) 現在市場価格は、移転されるであろう負債に関して も目的適合性の高い情報を

報告事項(1)

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。
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提供する可能性が高い。 

これらの予備的見解及びこれらの各項におけるガイダンス案に同意するか。同意又

は反対の理由は何か。 

反対である場合、どのような代替的なアプローチを支持するか。 

90. 我々は本 DP の提案におおむね同意している。我々の考えでは、現在市場価格は、

負債を移転できる場合を除いては目的適合性がないであろう。現在市場価格には、

実際のキャッシュ・フローとの関連性がないからである。したがって、デリバテ

ィブ以外の負債については、原価ベースの測定又はキャッシュ・フロー・ベース

の測定を、負債の条件に応じて使用すべきである。 

91. 我々の考えでは、大部分の負債については単一の測定基礎を使用すべきであるが、

明示された条件はあるが決済金額が非常に不確実で未だ決定されていない負債に

ついては、2 つの測定値が使用される可能性がある。 

明示された条件はあるが決済金額が非常に不確実で未だ決定されていない負債 

92. 明示された条件はあるが決済金額が非常に不確実で未だ決定されていない負債を、

キャッシュ・フロー・ベースの測定を用いて再測定する場合には、企業の財政状

態の報告の観点からは報告日現在で更新されたインプットを使用することに目的

適合性があるかもしれない。例えば、保険契約負債の再測定の場合、報告日現在

の割引率を使用する方が、当初認識時の割引率を使用するよりも、保険契約負債

を忠実に表現する可能性がある。 

93. しかし、企業の財務業績の報告の観点からは、報告日現在で更新されたインプッ

トを用いて利得又は損失を認識することに目的適合性がない場合がある。例えば、

保険契約負債の再測定の場合、割引率の変更によって利得又は損失を認識するこ

とには目的適合性がないかもしれない。割引の影響は、実際のキャッシュ・フロ

ーとの関連性がないからである。この場合、当初認識時に適用したインプットを

使用することに目的適合性があり得る。 

94. 上記の議論に基づいて、明示された条件はあるが決済金額が非常に不確実で未だ

決定されていない負債を再測定する際には、インプットの違いにより、2 つの測

定値が使用される可能性がある。 

要約 

95. 下記の表は、上記の見解を要約したものである。  

報告事項(1)

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。
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負債が決済又は履行される方法 可能性の高い測定基礎 

企業の財政状態の 

報告の観点から 

企業の財務業績の 

報告の観点から 

明示された条件がない負債 キャッシュ・フロー・

ベースの測定 

キャッシュ・フロー・

ベースの測定 

明示された条件はあるが決済金

額が非常に不確実で未だ決定さ

れていない負債 

キャッシュ・フロー・

ベースの測定 *1 

キャッシュ・フロー・

ベースの測定 *1 

明示された条件に従った現金の

支払又は他の資産の引渡し 

原価ベースの測定（デ

リバティブを除く） 
原価ベースの測定（デ

リバティブを除く） 

義務を他者に移転した際に債権

者により解放されること 
現在市場価格 現在市場価格 

サービスの履行又はサービス履

行のための他者への支払 

原価ベースの測定 原価ベースの測定 

*1 企業の財政状態の報告の観点から目的適合的なインプットと企業の財務業績の報

告の観点から目的適合的なインプットが同じ場合と異なる場合があり、その場合には

OCI が使用される。 

質問 14 

6.19 項では、一部の金融資産及び金融負債（例えば、デリバティブ）については、

当該資産が将来キャッシュ・フローに寄与する方法、又は当該負債が決済若しくは履

行される方法を測定の基礎とすることが、将来キャッシュ・フローに関する見通しを

評価する際に有用な情報を提供しない場合があるという IASB の予備的見解を述べて

いる。例えば、回収のために保有されている金融資産又は条件に従って決済される金

融負債に関する原価ベースの情報は、次のいずれかの場合には、将来キャッシュ・フ

ローの見通しを評価する際に有用な情報を提供しない。 

報告事項(1)

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。
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(a) 終的なキャッシュ・フローが当初の原価に密接に関連しない場合 

(b) 契約上のキャッシュ・フローの著しい変動可能性が、こうした金融資産又は金融

負債の存続期間にわたる金利支払を単純に配分する原価ベースの測定技法が機能

しないことを意味している場合 

(c) 市場要因の変動が当該資産又は負債の価値に不均衡な影響を有している（すなわ

ち、当該資産又は負債に高いレバレッジが掛かっている）場合 

この予備的見解に同意するか。同意又は反対の理由は何か。 

96. デリバティブの定義を満たすものに関しては、原価ベースの情報は目的適合的で

なく、現在市場価格で測定するのが目的適合的としているという点について同意

するが、理由は異なる。我々のデリバティブに関する見解は本コメントレターの

第 84 項に記載している。 

質問 15 

このセクションにおける測定の議論に関して他に何かコメントがあるか。 

97. 測定は、会計単位の考え方によって影響を受けることがある。会計単位に関する

我々のコメントについては、質問 24 を参照のこと。 

報告事項(1)

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。
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セクション 7 表示及び開示 

質問 16 

このセクションは、「概念フレームワーク」に含めるべき表示及び開示ガイダンスの

範囲及び内容に関する IASB の予備的見解を示している。予備的見解を開発する際に、

IASB は、次の 2つの要因の影響を受けた。 

(a) 「概念フレームワーク」の主要な目的、すなわち、IASB が IFRS の開発又は改訂

を行う際の助けとなること（セクション 1 参照） 

(b) IASB が開示の領域で実施を意図している他の作業（7.6 項から 7.8 項参照）。こ

れには次のものが含まれる。 

(i) IAS 第 1 号、IAS 第 7 号及び IAS 第 8 号を含んだ調査研究プロジェクト、及び

財務諸表表示プロジェクトに関して受け取ったコメントのレビュー 

(ii) IAS 第 1 号の修正 

(iii) 重要性に関する追加的なガイダンス又は教育マテリアル 

この文脈の中で、以下に関して「概念フレームワーク」に含めるべき範囲及び内容に

関する IASB の予備的見解に同意するか。 

(a) 基本財務諸表における表示。これには次の事項が含まれる。 

(i) 基本財務諸表とは何か 

(ii) 基本財務諸表の目的 

(iii) 分類及び集約 

(iv) 相殺 

(v) 各基本財務諸表の間の関係 

(b) 財務諸表注記における開示。これには次の事項が含まれている。 

(i) 財務諸表注記の目的 

(ii) 財務諸表注記に含めるべき情報の範囲。これには財務諸表注記の目的を果た

すために目的適合性のある情報及び開示の種類、増減内訳表、将来予測的情

報及び比較情報が含まれている。 

報告事項(1)

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。
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同意又は反対の理由は何か。追加的な開示が必要と考える場合には、表示及び開示に

関してどのような追加的なガイダンスを「概念フレームワーク」に含めるべきかを明

記のこと。 

（基本財務諸表間の関係） 

98. 本 DP の 7.31 項は、どの基本財務諸表も、他の基本財務諸表に対する優位を有す

るものではないとしているが、次項の理由によりキャッシュ・フロー計算書は、

財政状態計算書及び包括利益計算書よりも下位の位置付けとして取り扱うべきと

考える。 

99. 概念フレームワークの OB17 項は、発生主義会計により提供される情報は、現金収

入及び現金支払のみに関する情報よりも、企業の過去及び将来の業績を評価する

ためのよりよい基礎を提供するとしている。これは、発生主義会計に基づいて作

成される財政状態計算書及び包括利益計算書の方が、現金主義会計に基づいて作

成されるキャッシュ・フロー計算書よりも有用な情報を提供していることを含意

している。そのため、キャッシュ・フロー・計算書は、発生ベースによる損益の

補足情報と位置付けられるべきである。 

（財務諸表注記の範囲） 

100. 現行の IFRS における財務諸表注記の要求事項は、一貫した方針で開発されておら

ず、その結果、必ずしも目的適合的でない要求事項が含まれている。我々は、改

訂された概念フレームワークは、財務諸表注記が要求される状況を特定すべきで

あると考える。そのような整理を行った上で、同時に進められている開示イニシ

アティブと合わせて、現行の IFRS における財務諸表注記の要求事項を見直すこと

が必要と考えている。 

101. 本 DP の財務諸表注記に関する提案について多くの点で同意するが、表 7.1 のよう

に注記すべき項目を単に列挙するのはミスリーディングであり、どのような状況

でそのような注記が求められるか議論されることが必要と考えている。具体的に

は、我々は、関連する取引や事象の時期と完全な描写の記述（概念フレームワー

ク QC13 項）を基礎として表示科目に関する財務諸表注記の範囲を決定すべきと考

えている。 

102. 以下の分析において我々は、どのような性質の項目が財務諸表注記に含まれるか

に焦点を当てている。当然のことながら、開示要求の開発を行う際には、便益が

コストを上回るかどうか、またそのような開示が監査可能かを考慮する必要があ

る。そのため、我々が以下で分析したすべての項目が、 終的に開示され、財務

諸表注記に含まれることを意図していない。 

報告事項(1)

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。
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103. 以下の分析において、我々は特に下記の事項に留意した。 

(1) 将来的予測情報の取扱い 

(2) 代替的な測定が開示される状況の特定 

(3) リスクに関連する対応計画や戦略の取扱い 

104. 我々は、付録 B に記載の通りにカテゴリー分けをして表示科目に関する財務諸表

注記の範囲を考えている。各カテゴリーに関する我々の見解の要約は、以下の通

りである。 

カテゴリーA 

105. カテゴリーA は、期末日までに発生した取引、事象及び状況に関連して、見積り14

以外により測定され財務諸表本体で認識されている項目に係る開示である。 

106. カテゴリーA の項目については、定量情報及び定性情報が財務諸表注記に含まれ

る。定量情報の例には、科目明細、満期分析、期首残高と期末残高の調整表、セ

グメント情報などの分解情報が挙げられる。定性情報には、内容の記述、数値的

描写が何を表しているかに関する記述、当該項目の特質及び内容に関する重要な

事実、数値的描写の決定に使用したプロセス、当該項目の特質及び内容に影響を

与える可能性がある要因及び状況に関する説明が含まれる。 

107. 原則として、リスクに関連する対応計画や戦略の記述を財務諸表注記に含めるの

は適切でない。そのような情報は忠実に表現できず、検証できない可能性がある

ためである。例えば、過度に楽観的なシナリオを記述したり、また過度に悲観的

なシナリオを記述したりすることがある。このような情報は、通常、MD&A などの

財務諸表外で報告される。 

108. 代替的な測定に関する情報は、以下の 3区分に分類される。 

(1) 代替的な測定基礎を使用して測定された情報（例：財務諸表本表においては

原価で測定された項目に関する公正価値情報） 

(2) 代替的なインプットを使用して測定された情報（例：感応度分析） 

(3) 代替的な会計方針を使用して測定された情報（例：会計方針の変更による影

響） 

109. 代替的な測定基礎を使用して測定された情報が財務諸表注記に含められるのは非

                            

14 本コメントレターにおいて「見積り」という用語には、公正価値に関する見積りが含まれる。 

報告事項(1)

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
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常に限定的な場合である。企業の財政状態の報告の観点と財務業績の報告の観点

から適切な測定基礎が選択されている場合には、このような財務諸表注記は不要

である。しかし、企業の財政状態の報告の観点と財務業績の報告の観点から 2 つ

の測定基礎を使用するのが目的適合的であるが、個別基準の開発又は改訂におい

てIASBの判断によりOCIを使わず財務諸表本表においては1つの測定基礎のみに

よって測定されることがあるかもしれない。その場合、別の測定基礎により測定

された情報を開示するのが適切である可能性がある。 

110. カテゴリーA の項目については、代替的なインプットを使用して測定された情報

は、通常、財務諸表注記に含まれない。これは、事実に関する説明的記述によっ

て十分な情報を提供できることが多いためである。 

111. 代替的な会計方針を使用して測定された情報は、比較可能性の観点から財務諸表

注記に含まれると考えられる。 

カテゴリーB 

112. カテゴリーB は、期末日までに発生した取引、事象及び状況に関連して、見積り

により測定され財務諸表本体で認識されている項目に係る開示である。 

113. カテゴリーB の項目については、代替的な測定基礎を使用して測定された情報は、

財務諸表注記に含まれない。カテゴリーB の項目については、通常、現在市場価

格又はキャッシュ・フロー・ベースによる測定が使用されており、代替的な測定

基礎は原価となる。しかし、原価による代替的な測定値は目的適合的とは考えら

れないため、財務諸表注記に含まれない。 

114. 見積りの不確実性が高いカテゴリーB の項目については、原則として、代替的な

インプットを使用して測定された情報は財務諸表注記に含まれる。見積りの不確

実性が非常に高い場合、事実に関する説明的記述だけでは、キャッシュ・フロー

の見通しの評価に十分な情報を提供できない懸念があるためである。 

115. 財務諸表注記の範囲は、上記の項目を除いてカテゴリーA と同じである。 

カテゴリーC 

116. カテゴリーC は、期末日までに発生した取引、事象及び状況に関連しているが、

財務諸表本体で認識されていない項目に係る開示である。このカテゴリーの例と

しては、期末日に存在しているが財務諸表本体に認識されていない偶発事象が挙

げられる。 

117. カテゴリーC の項目に関する財務諸表注記の範囲は、代替的な測定基礎を使用し

て測定された情報と代替的な会計方針を使用して測定された情報が含まれないの
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を除いて、カテゴリーA と同じである。しかしながら、カテゴリーA の項目と比較

した場合、通常、求められる開示の分量及び詳細さは少ない。例えば、定量情報

として開示されるのは科目明細のみであり、それ以上の開示が求められないこと

がある。 

カテゴリーD 

118. カテゴリーD は、期末日までに発生していない取引、事象及び状況に関連してお

り、財務諸表本体に認識されていない修正を要しない後発事象に該当する開示で

ある。 

119. カテゴリーD の項目については、定量情報及び定性情報が開示されるが、定性情

報としては、内容の記述のみが含まれる。 

120. 我々は、原則として期末日における財政状態及び表示されている会計期間の財務

業績に関する情報だけが財務諸表注記に含まれると考えている。しかし、修正を

要しない後発事象の開示は、例外的に財務諸表注記に含まれる。これは、次年度

の財務諸表に先行して修正を要しない後発事象を開示することは、将来キャッシ

ュ・フローの見通しの評価に役立つためである。この目的を達成するためには、

定量情報と内容の記述のみを開示すれば十分である。 

カテゴリーE 

121. カテゴリーE は、期末日までに発生していない取引、事象及び状況に関連してお

り、財務諸表本体に認識されていない修正を要しない後発事象以外の項目に関す

る開示である。 

122. このカテゴリーの項目には、期末日では存在していないが将来的に存在する可能

性があるリスクに関する情報が含まれる。 

123. このカテゴリーの項目は、財務諸表注記には含まれず、原則として MD&A などの財

務諸表外で報告される。これは、期末日における財政状態及び表示されている会

計期間の財務業績に関する情報ではなく、そのような情報は忠実に表現できず、

検証できない可能性があるためである。 

（コストと便益） 

124. 改訂された概念フレームワークの表示及び開示のセクションにおいて、財務諸表

注記に関するコストと便益の考慮を記載すべきと考える。 

125. 本DPのセクション4で提案されている認識規準やセクション6で記載されている

測定に関する予備的見解では、便益がコストを正当化するのに十分かどうかの検

討が含まれている。しかし、セクション 7 では、コストと便益の考慮が記載され
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ていない。 

126. 財務諸表注記の内容は様々であり、認識及び測定に使用した過程や金額を単純に

記載するものもあれば、注記のためだけに追加的なプロセスを必要とするものも

ある。特に後者のような注記に関しては、便益がコストを正当化するのに十分か

どうか IASB が基準の開発又は改訂時に検討する必要があると考える。例えば、本

DPの表7.1で例示されている認識又は開示している測定値の感応度の定量化に関

する開示について便益がコストを正当化するのに十分な場合としては、測定の不

確実性が非常に高い場合などに限定されると考えられる。 

127. また、情報を開示することが競争上不利な状況を招くことがある。このような状

況もコストの 1 つと考えられるため、開示要求の決定においてこの要素も含めて

コストと便益を考慮すべきである。 

128. 概念フレームワークの QC35 項から QC39 項において記載されている有用な財務報

告に対するコストの制約は、財務諸表注記に関しても適用されるべきものである。

今後、概念フレームワークの公開草案を開発する段階では、表示及び開示のセク

ションにおいて財務諸表注記に関するコストと便益の考慮を記載すべきと考える。 

質問 17 

7.45 項では、重要性の概念は「概念フレームワーク」で明確に記述されているという

IASB の見解を記述している。したがって、IASB は、重要性に関して「概念フレームワ

ーク」におけるガイダンスの修正も追加も提案していない。しかし、IASB は、「概念

フレームワーク」プロジェクトの外で、重要性の適用に関する追加的なガイダンス又

は教育マテリアルの提供を検討している。 

このアプローチに同意するか。同意又は反対の理由は何か。 

129. 現行の概念フレームワークが重要性に関する記述を含んでいたとしても、改訂さ

れる概念フレームワークにおいて財務諸表注記に関する重要性の適用について強

調することは意義があると考える。 

130. 財務諸表注記においては定性的な開示が多く含まれ、財務諸表注記の性質に応じ

て重要性を検討することが求められる。また、定量的な観点からは、基本財務諸

表に関する重要性の基準値と財務諸表注記に関する基準値は異なるにもかかわら

ず、実務上、同額だと誤解されている場合がある。概念フレームワークにおいて

財務諸表注記に関する重要性について明確に記載しておくことは、過剰な開示に

関する対応として重要であると考える。 
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131. また、重要性に関する追加的なガイダンス又は教育マテリアルの開発に同意する

が、その適用をどのように行うかが重要である。その意味で IAASB や IOSCO と協

力して行うことに賛同している。 

質問 18 

開示要求の形式（IFRS での開示ガイダンスの開発又は修正を行う際には 7.50 項にお

けるコミュニケーション原則をIASBが検討すべきだというIASBの予備的見解を含む）

を 7.48 項から 7.52 項で論じている。コミュニケーション原則を「概念フレームワー

ク」の一部とすべきであることに同意するか。同意又は反対の理由は何か。 

含めることに同意する場合、提案しているコミュニケーション原則に同意するか。同

意又は反対の理由は何か。 

132. 提案されているコミュニケーション原則は非常に有用なものと考えているが、必

ずしも基準の開発又は改訂を行う際に IASB を支援しないものが含まれていると

考える。 

133. 本 DP の 1.26 項で記載されている通り、改訂｢概念フレームワーク｣の主たる目的

は、IASB が IFRS の開発及び改訂を行う際に一貫して使用することとなる概念を

識別することにより、IASB を支援することとした場合には、その観点からコミュ

ニケーション原則を改訂概念フレームワークで規定するものと個別基準で規定す

るものに整理すべきと考える。 
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セクション 8 包括利益計算書における表示――純損益とその他の包括利益 

質問 19 

「概念フレームワーク」は、純損益についての合計又は小計を要求すべきだという

IASB の予備的見解を 8.19 項から 8.22 項で議論している。 

これに同意するか。同意又は反対の理由は何か。 

同意しない場合、IASB が IFRS の開発又は修正を行う際に小計又は合計の純損益を

依然として要求することができるようにすべきだと考えるか。 

（構成要素としての定義） 

134. 純損益を要求すべきという点においては IASB の提案と同じであるが、表示の問題

ではないと考えており、純損益を財務諸表の構成要素として取り扱うべきと考え

ているため、本 DP の提案に同意しない。我々の構成要素に関する見解は質問 4

への回答に記載しているので、そちらを参照されたい。なお、作成者および利用

者を含む我が国の多くの市場関係者は、純損益を財務諸表の構成要素として取り

扱うことを支持している旨を付言する。 

135. 我々は、包括利益及び純損益を財務諸表の構成要素として次のように定義するこ

とを提案する15。 

(1) 包括利益とは、純資産を構成する認識された資産及び負債について企業の財

政状態の報告の観点から目的適合性のある測定基礎を用いて測定したある期

間における純資産の変動のうち、所有者の立場での所有者との取引から生じ

た変動を除いたものである。 

(2) 純損益とは、純資産を構成する認識された資産及び負債について企業の財務

業績の報告の観点から目的適合性のある測定基礎を用いて測定したある期間

における純資産の変動のうち、所有者の立場での所有者との取引から生じた

変動を除いたものである。 

136. 前項における定義は、大部分の資産及び負債については単一の測定値が使用され

るが、一部の資産及び負債については 2 つの測定値が使用されるという前提に基

                            

15 本コメントレターの第 22 項に記載のとおり、質問 4への回答において包括利益、純損益及びその他の

包括利益（OCI）を財務諸表の構成要素として扱うべきと提案したことを前提として、質問 19 の回答は

それらの定義を提案しているが、この定義は、質問 10 で触れた損益の範囲ではなく、主としてある項目

に関する包括利益、純損益及び OCI がいつ認識されるか、即ち、損益の認識のタイミングに焦点を当て

ている。 
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づいて提案している。資産及び負債の測定値で企業の財政状態の報告の観点から

目的適合性がある（包括利益の算出に使用される）ものは、財政状態計算書に表

示される。資産及び負債の測定値で企業の財務業績の報告の観点から目的適合性

がある（純損益の算出に使用される）ものは、財政状態計算書に表示される測定

値と異なる可能性がある。 

137. 包括利益が純損益と異なる場合には、OCI が「連結環」として使用される。我々

は、OCI を財務諸表の構成要素として次のように定義することを提案する。 

OCI とは、企業の財政状態の報告の観点から目的適合性のある測定値と企業

の財務業績の報告の観点から目的適合性のある測定値が異なる場合に使用さ

れる「連結環」である。 

138. 一部の資産及び負債について 2 つの測定基礎が使用される可能性があるという考

え方は本 DP と整合的であると考えている。具体的には、本 DP では次のように述

べている。 

(1) 本 DP の 6.15 項では、測定は、財政状態計算書と純損益及びその他の包括利

益計算書の両方に影響を与えると述べている。 

(2) 本 DP の 6.76 項では、資産が将来キャッシュ・フローにどのように寄与する

のかに関する不確実性を扱うために考え得る方法の 1 つは、当該資産の複数

の測定値を提供することであり、これは一方の測定値を財政状態計算書で使

用し、別の測定値を純損益に認識する金額を決定するために使用することに

よって行うことができると述べている。 

(3) 本 DP の 8.55 項では、IASB は、場合によっては、ある資産又は負債は再測定

すべきであるが、純損益における情報は、財政状態計算書で使用する測定と

は異なる測定を基礎とすべきであると決定する可能性があると述べている

（両方の測定が、意味があり、理解可能で、明確に記述できることが条件と

なる）。 

139. 本 DP では、OCI を 3 つの区分に分類している。すなわち、「橋渡し項目」、「ミス

マッチのある再測定」及び「一時的な再測定」である。しかし、我々は、本コメ

ントレターの第 137 項で提案した定義に基づいて、単一の区分、すなわち「連結

環」を提案する。 

140. 包括利益は資産及び負債の変動に基づいて体系的に決定できるが、純損益はでき

ないという主張があり得る。しかし、ASBJ は異なる見解を採っており、包括利益

と純損益の相違は、一部の資産及び負債の測定基礎の相違だけから生じるもので
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あり、包括利益と純損益の両者とも純資産の変動に基づいて体系的に決定される

ものと考えている。したがって、包括利益と純損益との間の相違は本質的には時

期の相違であり、概念上、全会計期間の純損益の累計額は、全会計期間の包括利

益の累計額と等しくなるべきである。 

（純損益の特徴） 

141. 我々は、純損益の特徴を次のように記述することを提案している。 

純損益は、ある期間における企業の事業活動に関する不可逆な成果について

の包括的な測定値を表す。 

142. 我々は、純損益の特徴を記述する際の主要な概念は、「企業の事業活動に関する不

可逆な成果」と「包括的」であると考えている。以下の各項では、これら 2 つの

主要概念をさらに詳細に論じる。 

企業の事業活動に関する不可逆な成果 

143. 「企業の事業活動に関する不可逆な成果」という語句は、企業の事業活動に関す

る不確実性が、成果が不可逆となるか又は不可逆とみなされるところまで減少す

ることを意味する。 

144. 財務諸表利用者は、企業への将来のキャッシュ・フローの見通しを評価するのに

役立つ情報を必要としている16。報告企業の過去の財務業績、及び経営者がどのよ

うに責任を果たしたかに関する情報は、通常、企業の経済的資源に対する将来の

リターンを予測するのに役立つ17。 

145. 我々は、純損益は企業の過去の財務業績を反映する「企業の事業活動に関する不

可逆な成果」を示すべきだと考えている。利用者が企業への将来のキャッシュ・

フローの見通しを評価するのに役立てるためである。「企業の事業活動に関する不

可逆な成果」について報告することが重要である理由は、純損益の中に、企業の

事業活動の成果のうち当該成果が不可逆となるか又は不可逆とみなされるところ

まで不確実性が減少していないものが含まれている場合には、情報が十分に堅牢

ではなく、また、そうした情報は、利用者が将来の正味キャッシュ・フローの見

通しを評価する際に、利用者を誤らせるおそれがあるからである。 

146. 企業が事業活動を行う場合に、企業は何らかの将来キャッシュ・フローが生み出

されるという期待を有している。しかし、企業の事業活動の成果は、通常は当初

は不確実である。我々の考えでは、純損益を認識すべきなのは、企業の事業活動

                            

16 IASB の概念フレームワークの OB3 項参照。 
17 IASB の概念フレームワークの OB16 項参照。 
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の成果に関する不確実性が、当該成果が不可逆となるか又は不可逆とみなされる

ところまで減少している場合である18。 

147. 例えば、負債証券の場合には、企業は、当該資産を報告日時点で売却したならば、

現在市場価格に相当するキャッシュ・フローを生み出すことができるが、当該資

産を条件に従った回収のために保有するのか売却するのかが確かでないこともあ

る。この場合には、当該資産が将来キャッシュ・フローにどのように寄与するの

か（すなわち、条件に従った回収のために保有するのか売却するのか）に関する

不確実性が、成果が不可逆となるか又は不可逆とみなされるところまでは減少し

ていない。したがって、現在市場価格の変動を反映した再測定による利得又は損

失は、純損益に認識すべきではない。他方、資産が売却された時点で、その不確

実性は消滅し、したがって純損益を認識すべきである。 

148. 「企業の事業活動に関する不可逆な成果」という語句は、現金主義会計を含意す

るものではない。企業の事業活動の成果と考えられるものは、企業が事業活動を

行う際の当初の期待に応じて異なる可能性がある。 

149. 例えば、投資をトレーディング目的で行っている場合には、企業の事業活動の成

果は不可逆とみなされる。企業は現在市場価格の変動に関する不確実性を積極的

に受け入れたのであり、したがって、取得原価と現在市場価格との間の変動は、

こうした投資の目的に照らせば、事業活動の成果を表すものだからである。した

がって、現在市場価格の変動は、発生時に純損益に認識すべきである。 

150. さらに、我々は、純損益の堅牢性は、受託責任の観点からも必要だと考えている19。

経営者がどのように責任を果たしたのかに関する情報を企業が提供する際に、

我々の考えでは、企業の事業活動の成果に関する不確実性が、当該成果が不可逆

となるか又は不可逆とみなされるところまで減少している場合に、純損益を報告

することが重要である。 

151. 前述の通り、我々は、包括利益と純損益の両方を財務諸表の構成要素として扱う

べきだと考えている。包括利益は基本財務諸表間の関係を理解するのに必要な重

要な構成要素であるが、包括利益は企業の財務業績の報告の観点からは十分に意

味があるとはいえない場合がある。包括利益は、本コメントレターの第 135 項で

                            

18 例えば、資産が販売された場合には、純損益を認識すべきである。企業の事業活動の成果に関する不

確実性が、支配の移転を通じて完全に消滅するからである。さらに、ASBJ は費用の認識をこの概念で説

明できると考えている。例えば、有形固定資産の減価償却を認識すべきなのは、企業の事業活動の成果

に関する不確実性が、当該資産の経済的便益が消費された範囲で当該成果が不可逆とみなされるところ

まで減少しているからである。 
19 IASB の概念フレームワークの OB4 項参照。 
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提案したように、企業の財政状態の報告の観点から目的適合性のある測定を基礎

とすることになるからである。さらに、特定の項目を包括利益の算定のために測

定する際に、企業の事業活動の成果に関する不確実性が、当該成果が不可逆とな

るか又は不可逆とみなされるところまでは減少しない場合がある。測定基礎が企

業の財政状態の報告の観点から決定されているからである。他方、純損益は、適

切な測定基礎の選択を通じて企業の過去の財務業績に関する情報を提供する。し

たがって、我々は、純損益は包括利益とは別に必要であると考えている。 

包括的 

152. 「包括的」という語句は、ある期間に発生したすべての取引及び事象が考慮され

ることを含意している。 

153. 前述の通り、我々は、包括利益と純損益との間の相違は本質的には時期の相違で

あり、概念上、全会計期間の純損益の累計額は、全会計期間の包括利益の累計額

と等しくなるべきであると考えている。 

154. さらに、我々の考えでは、全会計期間の純損益の累計額は、全会計期間の正味キ

ャッシュ・フローの累計額（所有者としての立場での所有者との取引から生じた

キャッシュ・フローを除く）と等しくなるべきである。企業の価値を評価する際

に、財務諸表利用者は、通常、当該企業への将来の正味キャッシュ・インフロー

の見込みを評価するために、フロー情報に依拠する20。財務諸表利用者は、純損益

は彼らが参照できる も有用な指標の 1 つであると指摘してきた。しかし、これ

らの利用者は、純損益情報の完全性（integrity）がキャッシュ・フローとの整合

性で裏付けられていない場合には、純損益を参照することが困難と考えるかもし

れない。 

155. 「包括的」という概念は、予想された成果と予想外の成果の両方が明示的に純損

益に含まれることを含意している。事業活動の過程で、予想された成果と予想外

の成果（すなわち、当初に予想されていなかった期待外の利得）の両方が発生す

る可能性がある。「包括的」という概念を要求することにより、いわゆる「期待外

の利得（windfall）」が純損益に含まれることになる。 

156. また、我々は、「包括的」という概念は受託責任の考え方と整合的であると考えて

いる。受託責任の観点からは、財務諸表は包括的であるべきで、たとえ一部の取

引又は事象が非反復的と考えられる場合であっても、あらゆる純損益を開示すべ

きである。この情報は経営者の能力の評価に影響があるからである。 

                            

20 ストック情報も、企業への正味キャッシュ・インフローを評価する際に有用となる可能性がある。特

に、これは独自にキャッシュ・フローを生み出す資産に当てはまる。 
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157. 純損益は、ある期間に発生したすべての取引及び事象を考慮するので、営業利益

とは異なる。「包括的」という概念は、企業が自らの経済的資源に対して得たリタ

ーンに関する主要な情報源としての純損益の完全性を確保する。我々は、営業利

益は将来の持続可能利益を予測する際に有用だと考えている。しかし、営業利益

が有用であるのは、キャッシュ・フローと整合的な純損益の部分集合として開示

される限りにおいてであると考えている。 

質問 20 

「概念フレームワーク」は、過去に OCI に認識した収益及び費用の項目の少なくと

も一部をその後において純損益に認識する（すなわち、リサイクルする）ことを許容

又は要求すべきだという IASB の予備的見解を 8.23 項から 8.26 項で議論している。 

これに同意するか。同意又は反対の理由は何か。同意する場合、OCI に表示したす

べての収益の項目を純損益にリサイクルすべきだと考えるか。理由は何か。 

同意しない場合、キャッシュ・フロー・ヘッジ会計をどのように扱うか。 

158. 我々は、リサイクリングは仕組みとして自動的に達成されることになり、リサイ

クリングのない項目は存在しないことと考えているため、本 DP の提案に同意しな

い。 

159. 我々の考えでは、OCI が使用されるのは、包括利益と純損益の両方の数字が純資

産の変動に基づいて算定されるが、特定の資産及び負債については、これらの数

字を算定する際に異なる測定基礎が使用されるからである。測定基礎が企業の財

政状態の報告の観点と財務業績の報告の観点とで異なる場合に、事業活動の成果

に関する不確実性が不可逆となる又は不確実とみなされるところまで減少し、両

者の測定値が同額となった場合にリサイクリングは発生すると考えている。例え

ば、以下の時点でリサイクリングは発生する。 

(a) 関連する資産又は負債の認識の中止が行われる時点 

(b) 関連する資産について減損損失が認識される時点 

(c) 時の経過に従って自然な戻入れ（natural reverse）が生じる時点 

160. 資産又は負債の認識の中止が行われる場合、当該資産又は負債の帳簿価額はゼロ

に減額されることになる。企業の財政状態の報告の観点と財務業績の報告の観点

とで異なる測定基礎が使用される場合には、包括利益は、過去に認識された資産

又は負債の金額の間の差額の分だけ、当該資産又は負債の認識の中止が行われる
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時点で、純損益と相違することになる。その結果、リサイクリングが自動的に達

成されることになる。 

161. 本コメントレターの第 159 項(b)で言及した状況の一例は、IAS 第 39 号「金融商

品：認識及び測定」に基づいて売却可能有価証券について減損損失が認識される

場合であろう。この場合、企業の財政状態の報告の観点と財務業績の報告の観点

とで異なる測定基礎が使用されている。減損損失が認識された時点で、両方の測

定が公正価値まで減額され、したがって、包括利益は、当該資産が過去に認識さ

れた金額の差額の分だけ、純損益と異なることとなる。その結果、リサイクリン

グが自動的に達成されることになる。 

162. 本コメントレターの第 159 項(c)で言及した状況の一例は、IFRS 第 9 号「金融商

品」において FVOCI 処理される負債性金融商品に関する利率の影響であろう。公

正価値に含まれる報告日末における利率の影響と、当初の利率で償却原価計算さ

れることの影響との差額は、一定期間にわたり自然に巻き戻されることになる。 

163. 本コメントレターの第 159 項で言及した状況のすべてにおいて、リサイクリング

は仕組みとして自動的に達成される。したがって、包括利益と純損益との間の相

違は本質的には時期の相違であり、概念上、全会計期間の純損益の累計額は、全

会計期間の包括利益の累計額と等しくなるべきである。 

164. なお、作成者、利用者及び監査人を含む我が国のほとんどの市場関係者は、すべ

ての OCI 項目をリサイクリングすることを支持している旨を付言する。 

質問 21 

本ディスカッション・ペーパーでは、どの項目を OCI に含めることができるのかを

記述する 2 つのアプローチを検討している。狭いアプローチ（8.40 項から 8.78 項に

記述したアプローチ 2A）と広いアプローチ（8.79 項から 8.94 項に記述したアプロー

チ 2B）である。これらのアプローチのうちどちらを支持するか。 

異なるアプローチを支持する場合には、そのアプローチを記述し、なぜそれが本デ

ィスカッション・ペーパーに記述したアプローチよりも好ましいと考えるのかを説明

されたい。 

165. まず我々は、質問 19 への回答の通り、純損益を財務諸表の構成要素としてとして

取り扱うべきと考えているため、アプローチ 1 には強く反対する。 

166. 次に我々は、狭いアプローチ及び広いアプローチのいずれにも同意していない。

第 137 項に記載の通り、OCI を以下の通りに定義することを提案する。 
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OCI とは、企業の財政状態の報告の観点から目的適合性のある測定値と企業の財

務業績の報告の観点から目的適合性のある測定値が異なる場合に使用される「連

結環」である。 

167. 我々のアプローチを本 DP の狭いアプローチと比較した場合、OCI の区分に関して

異なる。すなわち、本 DP では、OCI を「橋渡し項目」、「ミスマッチのある再測定」

及び「一時的な再測定」の 3 つの区分に分類しているが、我々は、本コメントレ

ターの第 137 項で提案した定義に基づいて、単一の区分、すなわち「連結環」を

提案している。 

168. OCI を「連結環」として説明する考え方は、本 DP の橋渡し項目よりも広い概念で

ある。本 DP の 8.59 項は、IASB が 2 つの異なる測定の使用を検討するためには、

両方が企業の財政状態及び財務業績という異なる側面に関する有用な情報を提供

するものであることが必要であり、認識した累計額が、当該資産又は負債の意味

のある理解可能で明確に記述できる測定値の結果と整合的であるべきである、と

しているが、我々は同意しない。認識した累積額に意味を求める必要はなく21、各

会計期間の財務業績を報告する観点で目的適合的であればよいと考えている。こ

のため、OCI を「連結環」として使用する状況は、本 DP の橋渡し項目よりも多く

なると考えている。 

169. また、本 DP の広いアプローチと比較した場合、我々はリサイクリングのない項目

は存在しないと考えている点で異なる。質問 20 への回答の通り、OCI を連結環と

して考えた場合、リサイクリングは仕組みとして自動的に達成されることになる

ので、リサイクリングのない項目は存在しないことになる。 

                            

21 例えば、有形固定資産の減価償却の累計額は、償却期間の途中で見積りの変更があった場合には、意

味のある理解可能で明確に記述できる測定値にはならない。 
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セクション 9 その他の論点 

質問 22 

現行の「概念フレームワーク｣の第 1章及び第 3章 

9.2 項から 9.22 項では、2010 年に公表した現行の「概念フレームワーク」の各章を

扱っており、これらの章が受託責任、信頼性及び慎重性の概念をどのように扱ってい

るのかを論じている。IASB は、「概念フレームワーク」の残りの部分に関する作業で

明確化又は修正の必要性が明らかになった場合には、これらの章の変更を行うであろ

う。しかし、IASB は、これらの章の内容を根本的に再検討するつもりはない。 

このアプローチに同意するか。理由を説明されたい。 

IASB がこれらの章の変更（これらの章が受託責任、信頼性及び慎重性を扱っている

方法を含む）を検討すべきだと考える場合には、それらの変更点及びその理由を説明

のこと。また、それらが「概念フレームワーク」の残りの部分にどのように影響を与

えることになるのかをできる限り正確に説明のこと。 

170. 我々は、IASB が 2010 年に概念フレームワークの第 1 章及び第 3 章を公表してお

り、今回の見直しにおいてもこれらの章について根本的な見直しを行わない方針

である旨を認識している。他方、第 1 章及び第 3 章のうち、本セクションに記載

されている「受託責任」、「信頼性」及び「慎重性」の概念については、欧州関係

者を中心に多くの見解が示されていることを承知している。 

171. 本コメントレターの第 7 項で記載しているように、我々は本 DP について意見募集

を行っているが、これらの点については、我が国関係者からの関心も高く、財務

諸表作成者及び利用者の双方から、これらの概念を復活させるべきという見解、

又は当該概念を明確化させるべきという見解が寄せられた。 

172. 「受託責任」、「信頼性」及び「慎重性」に関する我々のコメントは、次の通りで

ある。 

（受託責任） 

173. 我々は、 近の議論において、財務報告の目的について、「受託責任」や「説明責

任」の重要性が様々な観点から指摘されている旨を認識している。我々は、これ

らの目的の重要性（財務報告においては、とりわけ「説明責任」を果たすことの

重要性）について同意するものの、「受託責任」や「説明責任」を果たすことこそ

が財務報告における も重要な目的であるとは考えていない。 
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174. また、我々は、企業の資源、企業に対する請求権、及び企業の経営者や統治機関

が企業の資源を利用する責任をどれだけ効率的かつ効果的に果たしたかに関する

情報22（「説明責任」を果たすための情報と言われる。）と企業への将来の正味キャ

ッシュ・インフローの見通しを評価するのに役立つ情報23は、殆どの場合に一致す

ると考えている。しかし、我々は、両者の目的に照らして有用と考えられる情報

の範囲が結果として相違する場合があると考えている。例えば、経営者に対する

報酬の開示は、後者の目的を果たす上では必要でないかもしれないが、前者の目

的を果たす上で特に重要と考えられるかもしれない。 

175. 現行の概念フレームワークの OB3 項及び OB4 項におけるにおける記述では、企業

への将来の正味キャッシュ・インフローの見通しを評価するのに必要な情報に、

「説明責任」を果たすための情報が常に含まれているようにも見受けられる。我々

は、前項に記載したような相違を踏まえ、両者は重複する部分は多いものの、別

個の目的である旨を明示するように、概念フレームワークの記述を修正すること

を提案する。 

（信頼性） 

176. 現行の概念フレームワーク24において記載されている通り、我々は、財務情報が有

用であるためには、財務情報が目的適合的であるとともに、目的適合性のある情

報が忠実に表現されることが必要と考えている。 

177. 我々は、現行の概念フレームワークでは、有用な情報を識別するにあたって、目

的適合性と忠実な表現の均衡点を見出するために、両者を考慮するとされている

ほか、費用対効果のバランスについて考慮することが必要とされていると理解し

ている25。また、我々は、必ずしも明示的ではないものの、現行の概念フレームワ

ークでは、QC18 項において目的適合性と忠実な表現の関係がトレード・オフの関

係になる場合が認識されていると考えている。 

178. しかし、現行の概念フレームワークにおいて、こうしたトレード・オフ関係を許

容しているかについて疑問が示されている旨を承知している。このため、我々は、

現行の概念フレームワークの QC18 項の記述を明確にすることを提案する。なお、

明確化にあたっては、結論の背景の改訂という方法も考えられる。 

（慎重性） 

179. 「慎重性」の概念は、人によって異なる形で言及されることがあり、「保守的な偏

                            

22 現行の概念フレームワーク OB4 項参照。 
23 現行の概念フレームワーク OB3 項参照。 
24 現行の概念フレームワーク QC4 項参照。 
25 現行の概念フレームワーク QC18 項及び QC35 項から QC39 項参照。 
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向」と「不確実性がある中で見積りを行うにあたって十分な注意を払って判断を

行うこと」では、意味合いが大きく異なる。我々の審議では、多くの関係者から、

「健全な注意を払うこと」の重要性とともに、その旨を明示すべきとの指摘がさ

れた。また、本 DP についての意見募集に対しても、財務諸表利用者及び作成者の

双方から同様の指摘がされた。このため、我々は、概念フレームワークの見直し

において、「慎重性」の意味を明確化することが非常に有用と考えている。 

180. 我々は、2010 年改訂前の概念フレームワークにおいても、この点について一定の

説明がされていたと認識している。このため、概念フレームワークの見直しを進

めるにあたって、注意深くあることが重要である旨を強調しつつ、従来の記述を

復活させることを提案する。 

質問 23 

事業モデル 

事業モデルについて 9.23 項から 9.34 項で論じている。IASB の予備的見解としては、

IASB が新基準又は改訂基準を開発する際に、企業がどのように事業活動を行うのかを

IASB が考慮するならば、財務諸表の目的適合性を高めることができる。 

IASB が特定の基準を開発又は改訂する際に、IASB は事業モデルの概念を使用すべき

だと考えるか。そう考える理由又はそう考えない理由は何か。 

同意する場合、どのような領域で事業モデルが有用となると考えるか。 

IASB は「事業モデル」を定義すべきか。その理由又はそうでない理由は何か。 

「事業モデル」を定義すべきだと考える場合には、どのようにして定義するのか。

181. 我々は、新基準又は改訂基準を開発する際に、企業がどのように事業活動を行う

のかを IASB が考慮することを通じて、財務諸表の目的適合性を高めることが可能

という IASB の予備的見解に同意する。 

182. 本コメントレター第 76 項において回答しているように、我々は、資産については

当該資産が将来キャッシュ・フローに寄与する方法に応じて有用な測定基礎を決

定することが可能であり、負債については企業が当該負債をどのように決済又は

履行するのかに応じて有用な測定基礎を決定することが可能と考えている。また、

こうした判断を行うにあたって、事業モデルは資産の将来キャッシュ・フローへ

の寄与の方法や負債の将来における決済又は履行方法を識別する上で有用な証拠

を示すことがあるものと考えている。したがって、我々は、こうした考え方を会
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計基準の開発において考慮することを支持している。 

183. なお、「事業モデル」については、2013 年 12 月に EFRAG 及び欧州の会計基準設定

主体から「財務諸表における事業モデルの役割」というリサーチ・ペーパーが公

表されている。当該リサーチ・ペーパーでは、事業モデルについて普遍的な定義

は困難としながらも、「キャッシュ・フローの生成及び価値創造の方法」は事業モ

デルを識別する上で重要な性質であり得るとした上で、資金変換サイクルに焦点

を当てて事業モデルを説明している。さらに、本ペーパーでは、いつ、どのよう

に、会計基準の開発及び改訂において事業モデルを考慮すべきかについて要件と

なり得るものを示している。 

184. 我々は、当該リサーチ・ペーパーの内容全てに同意している訳ではないが、キャ

ッシュ・フローの生成や価値創造の方法が異なる場合、あるべき認識・測定・表

示及び開示の方法が異なる理由及びその態様について示すことは非常に有用と考

えている。このため、「事業モデル」という用語を用いるか否かは別としても、前

項に記載した考え方を用いつつ関連する議論を概念フレームワークの見直しにお

いて含めることを奨励する。 

質問 24 

会計単位 

9.35 項から 9.41 項では、会計単位について論じている。IASB の予備的見解として

は、会計単位は通常は IASB が新基準又は改訂基準を開発する際に決定するものであ

り、IASB は有用な情報の質的特性を考慮すべきである。 

これに同意するか。同意又は反対の理由は何か。 

185. 我々は、本コメントレターの質問に対する回答で記載しているとおり、会計単位

の考え方は、特に、認識や認識の中止の時期・方法や、測定の方法に大きな影響

を与えると考えており、会計基準の開発にとって極めて重要と考えている。この

ため、会計単位について概念的に整理せずに、基準設定段階において考慮すると

いう IASB の予備的見解に同意しない。 

186. 我々は、従来の会計基準の開発において、会計単位の概念を包括的に整理せず、

個別対応されてきたことを踏まえると、会計単位の概念を整理することは困難で

ある旨を理解している。しかし、当該概念を整理することの重要性を鑑みると、

我々は、IASB が仮に今回の概念フレームワークの見直しにおいて会計単位につい

て十分な検討を行わないとした場合でも、引き続き、検討していくことを強く奨
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励する。 

質問 25 

継続企業 

継続企業について 9.42 項から 9.44 項で論じている。IASB は、継続企業の前提が財

務報告に影響を与える可能性のある 3 つの領域（資産及び負債を測定する際、負債を

識別する際、及び企業に関する開示を行う際）を識別している。 

継続企業の前提に目的適合性があるかもしれない状況が他にあるか。 

187. 我々は、IASB の本 DP の 9.42 項から 9.44 項で示されている状況以外に、継続企

業の前提に目的適合性があるかもしれない状況を識別していない。 

188. なお、本コメントレター第 37 項で記載しているとおり、我々は、負債の識別にあ

たって継続企業の前提に言及することは適切でないと考えている。 

質問 26 

資本維持 

資本維持について 9.45 項から 9.54 項で論じている。IASB は、高インフレの会計処

理に関する新基準又は改訂基準により変更の必要性が示されるまでは、資本維持概念

の現行の記述及び議論をほとんど変えずに改訂｢概念フレームワーク｣に含める予定で

ある。 

これに同意するか。同意又は反対の理由は何か。理由を説明のこと。 

189. 我々は、高インフレの会計処理に関する新基準又は改訂基準により変更の必要性

が示されるまでは、資本維持概念の現行の記述及び議論をほとんど変えずに改訂

概念フレームワークに含めるという IASB の提案に同意する。 

190. なお、本 DP の 9.54 項において IAS 第 16 号「有形固定資産」及び IAS 第 38 号「無

形資産」で許容されている再評価モデルについて議論されている。我々は、再評

価モデルは、資本維持の概念を基礎にするものと考えており、直接、資本の増減

として処理するように、関連する会計処理について見直しを行うことが適切と考

えている。 

＊＊＊＊＊ 
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我々のコメントが、当プロジェクトにおける IASB の今後の審議に貢献することを期

待する。 

 

西川 郁生 

企業会計基準委員会 委員長 

 

 

以 上 
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【別紙 A】本 DP の提案に対して我が国の市場関係者から寄せられた主な意見 

以下は、本 DP の提案に対して我が国の市場関係者から寄せられた主な意見のうち、

我々の見解に必ずしも整合しないものの、IASB が今後の審議を行ううえで考慮するこ

とが有用と判断された見解を記載している。 

 

セクション 3 資産及び負債の定義を補助するための追加的なガイダンス 

（質問 6） 

我々は、財務諸表作成者から、次のような意見を受けた。 

 見解 2 が も理解しやすい見解である。しかしながら、見解 1 から見解 3 に相

当する基準がそれぞれ現行 IFRS において存在する。これらはいずれも経済実態

に合致した会計処理である。概念フレームワークにおいて、見解 1 から見解 3

のいずれかを「定義」として規定することは、実態に合った会計処理の規定を

概念レベルで制限することになるため、少なくとも現在のところは、敢えて概

念フレームワークで規定しなくてもよいのではないか。 

 

セクション 4 認識及び認識の中止 

（質問 8） 

我々は、財務諸表作成者から、次のような意見を受けた。 

 資産及び負債の認識規準から蓋然性規準を削除することに関して、結果が不確

実であるほど測定が困難になり、その結果、情報の信頼性が低くなり、作成者

のコストが増大するため、同意しない。 

 

セクション 5 持分の定義及び負債と資本性金融商品との区別 

（質問 10） 

我々は、財務諸表作成者から、次のような意見を受けた。 

 国によって資本内部の内訳が異なることを容認しつつ、各請求権ごとに区分を

要求することは整合していないように思われる。 

 IASB において、負債と資本の区分については、市場関係者の間で合意ができて

おらず、議論が中断している状況で、概念フレームワークにおいて、持分の考

え方を抜本的に見直すのは適切ではない。 

 資本を定義しないことにより、資本取引と損益取引の区分が困難となる可能性

があるため、概念フレームワークに関する公開草案の検討にあたっては、資本

の定義を検討すべきである。資本の定義にあたっては、資本の表示の安定性の

観点から、法律または規制にもとづく資本の定義または表示も指標となり得る

と考えており、その観点で検討すべきである。 
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我々は、財務諸表監査人から、次のような意見を受けた。 

 資産の定義を経済的資源、負債の定義を経済的資源を引き渡す義務とすると、

その差額である持分の定義は全ての負債を控除した後の企業の資産に対する残

余持分となると考えられるため、すべての負債を控除した後の企業の資産に対

する残余持分を持分とする考え方に同意する。 

 予備的見解(c)に関連して、残余である二次的持分請求権の再測定を要求するの

であれば、なぜ二次的持分請求権を比較可能な金融負債を企業が測定するのと

同じ方法で測定することが、持分請求権の測定方法として目的適合的なのかに

ついてより詳細に検討するべきと考える。 

 

セクション 7 表示及び開示 

（質問 16） 

我々は、財務諸表作成者から、次のような意見を受けた。 

 開示情報に求める正確性、適時性、検証可能性等について検討し、非財務情報

でなく財務情報として求めることが適切かどうか判断した上で、財務情報とし

ての 低限の開示の範囲を定めることが必要である。 

 将来予測的情報に関して、注記の目的は基本財務諸表の補完であることから、

基本財務諸表における数値の見積りの基礎となる定性的情報を除き、注記に将

来予測的情報を含めるべきでない。将来予測的情報は、基本的に非財務情報と

して取り扱うべきである。 

 個々の開示要求の必要性については、注記の有用性やコストと便益の比較を考

慮した議論が必要であり、チェックリスト化する可能性のある表 7.1 の様な例

示は、概念フレームワークとしては不適当である。その中でも、「感応度」、「満

期分析」、「増減内訳表」が有用な情報として一般的に記載されているが、その

有用性について疑念を有しており、削除すべきと考える。同様に 7.35 項(b)に

ついても削除すべきである。 

 

セクション 8 包括利益計算書における表示――純損益とその他の包括利益 

（質問 19） 

我々は、財務諸表作成者から、次のような意見を受けた。 

 我々は、純損益とは「投資のリスクから解放された実現損益」と考えており、

企業としての重要な判断(critical decision)がなされたかどうかが、実現を判

断する 1 つのメルクマールとなる。 

 

セクション 9 その他の論点 
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（質問 22） 

我々は、財務諸表作成者から、次のような意見を受けた。 

「信頼性」について概念フレームワークで明示すべきと考える。当該概念を明確にす

ることで、測定者による主観に左右されない事実に照らして、忠実に表現された財務

諸表が開示されることを明確化することができると考える。 
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付録 B 財務諸表注記の範囲
     

  

期末日までに発生した取引、

事象及び状況に関連（含む、

関連する見積り） 

期末日までに発生

していない取引、

事象及び状況に関

連 

財務諸表本表に認

識 

財務諸表本表に認識されて

いない 

見積り

*5 以外

により

測定さ

れる項

目 

見積り

*5 によ

り測定

される

項目 

未認識

項目 

修正を

要しな

い後発

事象 

修正を

要しな

い後発

事象以

外 

カテゴリー A B C D E 

事実関係

に関する

情報 

定量的情報 数字的描写 *1 ○ ○ ○ ○ × 

定性的情報 

事実に関する説

明的記述 *2 
○ ○ ○ ○ × 

当該項目の特質

及び内容に影響

を与える可能性

がある要因及び

状況の説明 *3 

○ ○ ○ × × 

リスクに関連す

る対応計画や戦

略の記述 

× × × × × 

代替的な

測定 

定性的情報

／定量的情

報 

代替的な測定基

礎を使用して測

定した情報 

○ *6 × × × × 

代替的なインプ

ットを使用して

測定した情報 *4

× ○ *7 × × × 

代替的な会計方

針を使用して測

定した情報 

○ ○ × × × 
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○ 原則として財務諸表注記に含まれる。 

× 原則として財務諸表注記に含まれない。 

 
*1 

科目明細、満期分析、期首残高と期末残高の調整表、セグメント情

報などの分解情報を含む。 

*2 項目の内容の記述、数値的描写が何を表しているかに関する記述、

当該項目の特質及び内容に関する重要な事実の説明、数値的描写の

決定に使用したプロセスの説明を含む。   

*3 リスク・エクスポージャー、測定の不確実性に関する記述を含む。

*4 感応度分析を含む。 

*5 「見積り」という用語には、公正価値に関する見積りを含む。 

*6 企業の財政状態の報告の観点と財務業績の報告の観点から 2つの測

定基礎を使用するのが目的適合的であるが、IASB の判断により OCI

を使わず財務諸表本表においては 1つの測定基礎のみによって測定

された限定的な状況に限る。 
  

*7 見積りの不確実性が高い場合に限る。 

（注）この分析において我々は、どのような性質の項目が財務諸表注記に含まれ

るかに焦点を当てている。開示要求の開発を行う際には、便益がコストを上回る

かどうか、またそのような開示が監査可能かが考慮される。  

 

 

報告事項(1)

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。



 

1 

17 January 2014 
International Accounting Standards Board  
30 Cannon Street  
London EC 4M 6XH  
United Kingdom 
 
 
Dear Sir or Madam, 

 
Comments on the Discussion Paper A Review of the Conceptual Framework for 
Financial Reporting 
 

The Accounting Standards Board of Japan (the “ASBJ” or we) appreciates the intensive efforts made by 
the International Accounting Standards Board (IASB) in relation to the Conceptual Framework project 
and welcomes the IASB’s decision to expose the Discussion Paper A Review of the Conceptual 
Framework for Financial Reporting (hereinafter referred to as the “DP”) to solicit public comments 
from a wide range of constituents. 

 

Overall comments 
1. We welcome the IASB’s decision to review the Conceptual Framework for Financial Reporting 

(hereinafter referred to as the “Conceptual Framework”) in response to the feedback received from 
respondents regarding the Request for Views Agenda Consultation 2011.  The Conceptual 
Framework identifies concepts that are to be applied consistently when newly developing and 
revising accounting standards and a robust conceptual framework is necessary to ensure 
consistency within IFRSs.  Accordingly, we support the IASB’s decision to undertake the 
Conceptual Framework project with high priority.   

2. In addition, considering that the existing Conceptual Framework does not fully address some 
important areas, such as measurement and the concept of performance, we appreciate the IASB’s 
decision to focus on these areas in the Conceptual Framework project based on the feedback 
received from constituents.   

3. However, we believe that there are a number of areas where the discussion in the DP should be 
improved.  For the IASB’s preliminary views stated in Sections 6 and 8 of the DP, we believe that 
the major points that need improvement are as follows: 
(a) We believe that the measurement basis that is relevant from the perspective of reporting the 

entity’s financial position should be appropriately discerned from the measurement basis that 
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is relevant from the perspective of reporting the entity’s financial performance.  In this 
respect, we propose extending the discussion stated in the measurement section of the DP. 
(Please refer to paragraphs 77-95 of this comment letter.) 

(b) We believe that the term “profit or loss” should be defined as an element of financial 
statements that is directly derived from the objective of financial reporting.  We attempt to 
define profit or loss, by proposing that profit or loss is the change in net assets during a period 
using measurement bases that are relevant from the perspective of reporting an entity’s 
financial performance.  We also propose that profit or loss represents an all-inclusive 
measure of irreversible outcomes of an entity’s business activities in a certain period.  We 
believe that the amount once presented in other comprehensive income (OCI) should be 
subsequently recycled with no exceptions. (Please refer to paragraphs 134-169 of this 
comment letter.) 

4. Our responses to the questions in Sections 6 and 8 of the DP are based on our paper Profit or 
Loss/OCI and Measurement that was discussed at the December 2013 ASAF meeting.  This paper 
explained our view on profit or loss/ OCI, their relationships with measurement and the 
applications of these concepts to specific examples.  We recommend the IASB to refer to this 
paper for a better understanding of this comment letter. 

5. For the IASB’s preliminary views stated in Sections other than Sections 6 and 8 of the DP, we 
believe that the major points that need improvement are as follows: 

Section 4 
(a) We disagree with the IASB’s preliminary view stated in paragraph 4.24 of the DP that, in 

principle, an entity should recognise all of its assets and liabilities, because, in principle,  we 
believe that the recognition criteria should include the probability criterion. (Please refer to 
paragraphs 45-50 of this comment letter.) 

Section 5 
(b) Unlike the IASB’s preliminary views stated in the DP, we recommend that a mezzanine 

section be provided between liabilities and equity in order to improve the presentation of the 
claims against the entity in the statement of financial position. (Please refer to paragraphs 60- 
68 of this comment letter.)  In addition, we do not support the IASB’s preliminary view that 
measure of each class of equity claim should be updated at the end of each reporting period. 
(Please refer to paragraphs 69- 72 of this comment letter.) 

Section 7 
(c) In our understanding, disclosure requirements under existing IFRSs have not been developed 
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based on a consistent policy and, accordingly, some standards require disclosure of 
information that is not necessarily relevant.  We think that the revised Conceptual 
Framework should specify the situations when disclosure requirements would be provided.  
Based on such discussion, we think that the existing disclosure requirements should be 
revisited together with the outcomes of the Disclosure Initiative.  (Please refer to paragraphs 
100-128 of this comment letter.) 

Section 9 
(d) We are of the view that the unit of account is extremely important for the development of 

accounting standards.  Accordingly, even when the IASB decides not to fully deliberate this 
issue in this revision of the Conceptual Framework, we encourage the IASB to separately 
consider this issue at the conceptual level. (Please refer to paragraphs 185 and 186 of this 
comment letter.) 

6. In addition, we would like to stress that the review of the Conceptual Framework should not be 
used to justify existing IFRSs or recent deliberations by the IASB, because otherwise it would be 
difficult for the IASB to provide a sound basis for newly developing and revising accounting 
standards in order to address a broad range of financial reporting issues. 

7. Our comments on specific questions in the DP are provided under the heading “Responses to the 
specific questions in the DP.”  Further, in addition to our normal deliberation process, we 
solicited public comments from constituents in Japan, taking into account the significance of the 
discussions in the DP on global financial reporting.  The purpose of this procedure was to identify 
at an early stage the aspects of the discussions on which we need to ask for improvements from the 
Japanese point of view.  Accordingly, this comment letter has been prepared considering the 
responses received from this procedure and includes the views of a wide range of constituents in 
Japan.  We also have attached an Appendix A to describe the major views that are not necessarily 
consistent with the views of the ASBJ but those we believe would be useful for the IASB to 
consider in its future deliberations. 
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Responses to the specific questions in the DP 
Our responses to the specific questions in the DP are provided below. 

 
Section 1 - Introduction 
Question 1 

Paragraphs 1.25–1.33 set out the proposed purpose and status of the Conceptual Framework. 
The IASB’s preliminary views are that: 
(a) the primary purpose of the revised Conceptual Framework is to assist the IASB by 

identifying concepts that it will use consistently when developing and revising IFRSs; and
(b) in rare cases, in order to meet the overall objective of financial reporting, the IASB may 

decide to issue a new or revised Standard that conflicts with an aspect of the Conceptual 
Framework. If this happens the IASB would describe the departure from the Conceptual 
Framework, and the reasons for that departure, in the Basis for Conclusions on that 
Standard. 

Do you agree with these preliminary views? Why or why not? 
 
8. We basically agree with the IASB’s preliminary views.  This is because the role of the Conceptual 

Framework to identify the concepts that the IASB will use consistently when newly developing 
and revising IFRSs is more important than any other role.  Moreover, by identifying departures 
from the Conceptual Framework, it is expected that such departures would be limited, which 
would result in standard setting that is more consistent with the Conceptual Framework. 

9. Paragraph 1.33 of the DP states that the IASB will review the Conceptual Framework from time to 
time in the light of the IASB’s experience of working with it.  We recommend that the IASB 
retain this statement.  We think that the Conceptual Framework is a living document that may 
change in the long-term through interactive feedback from the standard-setting process. 

10. Notwithstanding the above, we think that the following three points need to be improved or 
reconsidered: 

The IASB’ preliminary view (a) stated in Question 1 
We think that the Conceptual Framework not only assists the IASB but also parties other than 
the IASB who contribute to the process of newly developing and revising accounting 
standards.  Accordingly, the phrase “to assist the IASB” should be replaced with “to assist 
the IASB and those who contribute to newly developing and revising IFRSs.” 

The IASB’s preliminary view (b) stated in Question 1 
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It is unclear as to what qualifies as a “departure.”  Situations where individual standards may 
be in conflict with certain aspects of the Conceptual Framework include, for example, when a 
change to accounting standards better reflects the economics of the transaction and thus 
achieves the overall objective of the financial reporting, when cost-benefit considerations are 
needed, or when the existing Conceptual Framework does not reflect the current thinking of 
the IASB.  It is unclear as to whether all of these circumstances would be viewed as 
departures, and accordingly, we think clarification is needed.  Moreover, in relation to 
paragraph 9 of this comment letter, the Conceptual Framework should clearly state that 
departures may, in some cases, trigger changes in the IASB’s thinking and ultimately result in 
revisions of the Conceptual Framework itself. 

Other comments 
We think that the role of the Conceptual Framework to assist parties other than the IASB as 
described in paragraphs 1.27(b) and 1.28(b) of the DP should be reconsidered.  These 
paragraphs state that the Conceptual Framework is useful for developing accounting policies 
when no accounting standard specifically applies to a particular transaction or event 
(Paragraph 1.27(b) refers to the existing requirement in IAS 8 Accounting Policies, Changes 
in Accounting Estimates and Errors).  However, it is unclear as to whether this role 
continues to be necessary even when existing IFRSs cover a wide range of transactions and 
events, unlike the days when the Conceptual Framework was originally published in 1989.  
Accordingly, the IASB should consider whether the revised Conceptual Framework should 
clearly state this supplementary role. 

  

報告事項(1)

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。



6 

Section 2 - Elements of financial statements 
Question 2 
The definitions of an asset and a liability are discussed in paragraphs 2.6–2.16. The IASB 
proposes the following definitions: 
(a) an asset is a present economic resource controlled by the entity as a result of past events. 
(b) a liability is a present obligation of the entity to transfer an economic resource as a result 

of past events. 
(c) an economic resource is a right, or other source of value, that is capable of producing 

economic benefits. 
Do you agree with these definitions? Why or why not? If you do not agree, what changes do 
you suggest, and why? 

 
11. For the definitions of assets and liabilities, we agree with the general direction in the DP that the 

existing definitions should be further clarified.  However, we disagree with the preliminary view 
in the DP that equity should be defined as the residual in the assets of the entity after deducting all 
its liabilities.  As described later in our comments to Question 10, we propose that equity be 
classified as the most residual claim (that is, usually the common stock of the parent entity). (For 
further details, please refer to our comments to Questions 10.) 

12. Our views on the definitions of assets and liabilities proposed in the DP are as follows. 

Past events 
13. In the IASB’s discussions that led to the issuance of the DP, many constituents were concerned 

with removing the reference to “past events” in the definitions of assets and liabilities because it 
may mean something different from the existing definitions.  Based on such concerns, we agree 
with retaining the phrase “as a result of past events” in the definitions. 

Economic resources 
14. Paragraph 3.7 of the DP states that the guidance would clarify that, for a physical object, such as an 

item of property, plant and equipment, the economic resource is not the underlying object but a 
right (or a set of rights) to obtain the economic benefits generated by the physical object.  
However, we are concerned with describing this notion in the Conceptual Framework without 
sufficiently addressing the unit of account issue.  

15. We are of the view that the unit of account is extremely important for the development of 
accounting standards. (Please refer to our comment to Question 24.)  Unless the notion of unit of 
account is explicitly explained in the Conceptual Framework, it would be difficult to consistently 
explain, for a single asset comprising several rights, whether a single asset should be recognised as 
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a whole or some of those rights should be recognised separately. 

 
Question 3 
Whether uncertainty should play any role in the definitions of an asset and a liability, and in 
the recognition criteria for assets and liabilities, is discussed in paragraphs 2.17–2.36. The 
IASB’s preliminary views are that: 
(a) the definitions of assets and liabilities should not retain the notion that an inflow or 

outflow is ‘expected’. An asset must be capable of producing economic benefits. A 
liability must be capable of resulting in a transfer of economic resources. 

(b) the Conceptual Framework should not set a probability threshold for the rare cases in 
which it is uncertain whether an asset or a liability exists. If there could be significant 
uncertainty about whether a particular type of asset or liability exists, the IASB would 
decide how to deal with that uncertainty when it develops or revises a Standard on that 
type of asset or liability. 

(c) the recognition criteria should not retain the existing reference to probability. 
Do you agree? Why or why not? If you do not agree, what do you suggest, and why? 

 

The IASB’s preliminary view (a) stated in Question 3 
16. As described later in our comments to Questions 3(c) and 8, in principle, we believe that the 

recognition criteria should include the probability criterion.  Nevertheless, we do not think that a 
probability criterion is necessary in the definitions.  

17. As stated in paragraph 2.18 of the DP, it is not necessarily clear whether the term “expected” in the 
existing definitions is intended to convey a requirement that the probability of an inflow or outflow 
of economic benefits must meet some minimum threshold. 

18. Accordingly, for the purpose of clarifying that the definitions do not include a probability criterion, 
we agree with the preliminary view in the DP that the definitions of assets and liabilities should not 
retain the notion that an inflow or outflow is “expected.” 

The IASB’s preliminary view (b) stated in Question 3 
19. Regarding existence uncertainty, we think there are some cases where it would be difficult to 

discern existence uncertainty from outcome uncertainty.  For example, for certain litigations, the 
fact that the probability for which economic benefits would flow from the entity is very low may 
be due to the fact that there is high existence uncertainty regarding the cause of the litigation.   

20. Accordingly, we think that it is not necessary to set a probability criterion for existence uncertainty 
separately from outcome uncertainty.  We think this issue should be addressed by setting a 
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probability criterion in the recognition criteria in the Conceptual Framework and providing specific 
guidance in individual standards. 

The IASB’s preliminary view (c) stated in Question 3 
21. As described later in our comment to Question 8, we disagree with the IASB's preliminary view 

because ,in principle, we believe that the recognition criteria should include the probability criterion. 
(For further details, please refer to our comments to Question 8.) 

 
Question 4 
Elements for the statement(s) of profit or loss and OCI (income and expense), statement of 
cash flows (cash receipts and cash payments) and statement of changes in equity (contributions 
to equity, distributions of equity and transfers between classes of equity) are briefly discussed 
in paragraphs 2.37–2.52. 
Do you have any comments on these items? Would it be helpful for the Conceptual 
Framework to identify them as elements of financial statements? 

 

Determination of elements 
22. We disagree with the IASB’s preliminary view stated in the DP regarding the elements for the 

statement of financial position and the statement of profit or loss and OCI.  We think that “assets,” 
“liabilities,” “equity,” “profit or loss,” “comprehensive income” and “OCI” should all be treated as 
elements of financial statements1.  We think that the elements of financial statements should be 
determined in light of the objective of financial reporting.  In particular, we think that the 
following paragraphs in the Conceptual Framework should be considered when determining the 
elements of financial statements: 

(a) General purpose financial reports provide information about the financial position of a 
reporting entity, which is information about the entity’s economic resources and the claims 
against the reporting entity. (Paragraph OB12) 

(b) Changes in a reporting entity’s economic resources and claims result from that entity’s 
financial performance and from other events or transactions such as issuing debt or equity 
instruments. (Paragraph OB15) 

(c) Information about a reporting entity’s financial performance helps users to understand the 
return that the entity has produced on its economic resources. (Paragraph OB16) 

23. In addition to the elements of financial statements that are determined directly in light of the 

                                                        
1 We think that income and expense may not necessarily need to be treated as elements of financial statements if “profit or 
loss,” “comprehensive income” and “OCI” are elements and presented in the financial statements. 
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objective of financial reporting, we think other elements of financial statements should be 
determined by considering the interrelation between the elements of financial statements 
(hereinafter referred to as “articulation”). 

24. First, we think that “assets,” “liabilities,” “equity” and “profit or loss” should be treated as 
elements of financial statements that are derived directly from the objective of financial reporting.  
We think that the totals of assets, liabilities and equity provide the most relevant information from 
the perspective of reporting an entity’s financial position and thus should be treated as elements of 
financial statements.  In addition, we think that profit or loss provides the most relevant 
information to report an entity’s financial performance2. 

25. Second, we think that “comprehensive income” and “OCI” should be treated as elements of 
financial statements in order to represent the interrelation between the elements of financial 
statements3.  When equity is treated as an element of financial statements, comprehensive income 
also needs to be treated as an element of financial statements due to articulation4.  OCI also needs 
to be defined as an element of financial statements due to articulation when profit or loss and 
comprehensive income are treated as elements of financial statements5. 

Elements for the statements of changes in equity 
26. Paragraph 2.52 of the DP states that the following items would be defined as elements for the 

statement of changes in equity.  However, from the perspective of presenting the interrelation 
between the elements of financial statements, we do not think that the following terms should be 
treated as an element. 

i. Contribution to equity; 
ii. Distribution of equity; and 

iii. Transfers between classes of equity. 

  

                                                        
2 The reason why profit or loss provides more relevant information than comprehensive income is described in our comment 
to Question 19 (paragraph 151) of this comment letter. 
3 Further, as described later in our comments to Question 10, we think that the IASB should consider a three-category 
approach which provides a mezzanine category between liabilities and equity.  Under this approach, this mezzanine would 
also be treated as an element. 
4 Investments by and distributions to owners also should be treated as elements of financial statements. The interrelation 
between the elements of financial statements can be illustrated as follows: 

Equity at beginning of the period + Comprehensive income + Investments by and distributions to owners = Equity at end of 
the period. 

5 The interrelation between the elements of financial statements can be illustrated as follows: 
Comprehensive income – Profit or loss = OCI 
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Section 3 - Additional guidance to support the asset and liability definitions 
Question 5 
Constructive obligations are discussed in paragraphs 3.39–3.62. The discussion considers the 
possibility of narrowing the definition of a liability to include only obligations that are 
enforceable by legal or equivalent means. However, the IASB tentatively favours retaining the 
existing definition, which encompasses both legal and constructive obligations—and adding 
more guidance to help distinguish constructive obligations from economic compulsion. The 
guidance would clarify the matters listed in paragraph 3.50. 
Do you agree with this preliminary view? Why or why not? 

 

Encompassing constructive obligations in the definition of liabilities 
27. The IASB has a preliminary view that it will retain both legal and constructive obligations in the 

definition of liabilities and to add more guidance to help distinguish constructive obligations from 
economic compulsion.  We agree with this preliminary view, as far as, in principle, the 
recognition criteria encompass the probability criterion. (Please refer to our comments on 
Questions 3 (c) and 8 in the DP.)  Limiting liabilities to legal obligations and enforceable 
obligations may result in concluding that an item is not a liability even if an entity has little 
discretion to avoid the outflow of economic resources to others.  Such a conclusion result would 
not provide users with useful information to assess the prospects for future net cash inflows to the 
entity. 

Relationship between constructive obligations and “present” obligations 
28. We are concerned that the DP is unclear as to when a constructive obligation becomes a “present” 

obligation that meets the definition of a liability. 

29. Paragraphs 3.72 to 3.97 of the DP discuss three views regarding when a ‘present’ obligation arises 
using seven scenarios as examples.  We note that every scenario in the DP addresses conditional 
legal obligations (that is, obligations arising from laws and regulations or contracts). 

30. However, we think there may be cases where an entity has conditional constructive obligations.  
For example, even though an entity does not have a contractual obligation, it may have a 
constructive obligation to pay bonuses to its employees if those employees meet a certain condition 
(for example, five years’ services).  Until the condition of five years’ service is met, the entity’s 
obligation is conditional. 

31. Accordingly, we think the revised Conceptual Framework should clarify that the discussion on 
“present” obligations in the DP would have similar implications for constructive obligations as 
well as legal obligations. 
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Question 6 
The meaning of ‘present’ in the definition of a liability is discussed in paragraphs 3.63–3.97. A 
present obligation arises from past events. An obligation can be viewed as having arisen from 
past events if the amount of the liability will be determined by reference to benefits received, 
or activities conducted, by the entity before the end of the reporting period. However, it is 
unclear whether such past events are sufficient to create a present obligation if any requirement 
to transfer an economic resource remains conditional on the entity’s future actions. Three 
different views on which the IASB could develop guidance for the Conceptual Framework are 
put forward: 
(a) View 1: a present obligation must have arisen from past events and be strictly 

unconditional. An entity does not have a present obligation if it could, at least in theory, 
avoid the transfer through its future actions. 

(b) View 2: a present obligation must have arisen from past events and be practically 
unconditional. An obligation is practically unconditional if the entity does not have the 
practical ability to avoid the transfer through its future actions. 

(c) View 3: a present obligation must have arisen from past events, but may be conditional on 
the entity’s future actions. 

The IASB has tentatively rejected View 1. However, it has not reached a preliminary view in 
favour of View 2 or View 3. 
Which of these views (or any other view on when a present obligation comes into existence) 
do you support? Please give reasons. 

 

View 1 
32. We support the IASB’s preliminary view to reject View 1.  This view would have some 

advantages from the viewpoint of enhancing comparability.  However, we are concerned that 
View 1 may fail to faithfully represent the economics of an event or transaction by excluding all 
conditional obligations from the scope of present obligations.  In addition, under View 1, an entity 
may have too much discretion to manage the timing of recognising a liability by refraining from 
meeting a minor requirement in a contract. 

View 3 
33. View 3 focuses only on the occurrence of past events (that is, whether the amount of the liability 

will be determined by reference to benefits received, or activities conducted, by the end of the 
reporting period) for determining whether there is a “present” obligation (see paragraph 3.66 of the 
DP.)  Under View 3, we are concerned that the scope of liabilities may be extended to any items 
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for which an entity has discretion to avoid by its future activities.  Moreover, we are concerned 
that the accounting outcome may become highly subjective. 

View 2 
34. Based on the above discussions, we think that, if the IASB were to specifically choose from one of 

the three views in the DP for inclusion in the revised Conceptual Framework, View 2 would be the 
most reasonable candidate.  For the purpose of faithfully representing the substance of the 
economic event or transaction, a “present” obligation should be identified before the obligation 
finally becomes unconditional. 

35. However, we have the following concerns with the descriptions of View 2. 

36. We are concerned that, based on the description in paragraph 3.79 of the DP, situations where “the 
entity has no practical ability to avoid through its future action” (see paragraph 3.78 of the DP) 
may be interpreted too broadly.  

3.79 The assessment of whether an entity has the practical ability to avoid any remaining conditions 

would require judgement. Guidance might be needed (possibly in individual Standards) to identify the 

types of condition that an entity might not have the practical ability to avoid. Arguably, these conditions 

might include, for example, conditions that the entity could avoid only by ceasing to operate as a going 

concern, significantly curtailing operations or leaving specific markets. 

37. First, the going concern assumption is the assumption on which financial statements are prepared 
and, therefore, we do not think it should be used to determine whether an entity has a present 
obligation.   

38. Second, we do not think that the guidance should include the phrase ‘the conditions that the entity 
could avoid only by leaving specific market’ because some may interpret it as meaning that an 
entity is merely under economic compulsion to remain in the market (that is, it is economically 
advantageous for the entity to continue to operate in the market).  Even if the entity is under such 
economic compulsion to remain in the market, it may have the discretion to avoid the remaining 
condition by its future actions. 

 
Question 7 
Do you have comments on any of the other guidance proposed in this section to support the 
asset and liability definitions? 

 
39. The treatment for executory contracts should be discussed in the Conceptual Framework with the 

focus given to what should be the unit of account.  We are of the view that the unit of account is 
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extremely important for the development of accounting standards. (Please refer to our comments to 
Question 24.) 

40. Paragraph 3.110 of the DP states that, in principle, a net asset or net liability arises under an 
executory contract and the initial measurement of that contract would typically be zero.  Our 
understanding is that the DP treats an executory contact as a single unit of account.  Based on this 
understanding, we agree with the IASB’s preliminary view in the DP for the following reasons. 

41. When a contract is executory, even when it is enforceable, there is more uncertainty regarding 
whether the contract will be executed in the future by either of the parties when compared with 
situations where at least one party has fully or partially performed.  This is because many 
contracts could be cancelled more easily by either party when they are executory.  The party who 
offers to cancel the contract may be required to compensate the other.  However, in general, the 
amount of the compensation would be significantly smaller than the entire contract amount. 

42. When a contract is executory, there is uncertainty regarding whether future cash inflows or 
outflows based on the contract amount would arise in the future.  Accordingly, recognising the 
asset and the liability on a gross basis would not necessarily provide relevant information. 

43. However, even if a net asset or net liability for an executory contract is recognised in principle as 
proposed in the DP, further discussion regarding when an executory contract should be recognised 
on a gross basis is needed.  

44. For example, for certain long-term firm commitments, the uncertainty regarding whether it will be 
executed is reduced to a certain extent by prescribing a non-cancellable clause or by establishing a 
disincentive for the party to compensate an amount that is close to the contractual amount when the 
contract is breached.  We think that further discussion regarding whether the related assets and 
liabilities should be recognised on a gross basis in these situations is needed. 
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Section 4 - Recognition and derecognition 
Question 8 
Paragraphs 4.1–4.27 discuss recognition criteria. In the IASB’s preliminary view, an entity 
should recognise all its assets and liabilities, unless the IASB decides when developing or 
revising a particular Standard that an entity need not, or should not, recognise an asset or a 
liability because: 
(a) recognising the asset (or the liability) would provide users of financial statements with 

information that is not relevant, or is not sufficiently relevant to justify the cost; or 
(b) no measure of the asset (or the liability) would result in a faithful representation of both 

the asset (or the liability) and the changes in the asset (or the liability), even if all 
necessary descriptions and explanations are disclosed. 

Do you agree? Why or why not? If you do not agree, what changes do you suggest, and why? 
 

Probability Criterion 
45. We disagree with the IASB’s preliminary view in paragraph 4.24 of the DP which states that, in 

principle, an entity should recognise all of its assets and liabilities, because we believe that the 
recognition criteria should ,in principle, include the probability criterion6.  This is because that 
when an item has uncertainty regarding the inflows or outflows of future economic benefits and its 
probability does not exceed a certain threshold, recognising such item as an asset or a liability is 
likely to result in recognising gains or losses due to reversals in subsequent periods.  Gains or 
losses in the period when the asset or liability is recognised or in subsequent periods are often less 
relevant compared with the case where an asset or liability is not recognised.   

46. Specifically, we think that the revised Conceptual Framework should prescribe a minimum 
threshold for the probability criterion (for example, “probable”7) should be defined in the revised 
Conceptual Framework.  In addition to the prescription in the revised Conceptual Framework, an 
appropriate threshold for the probability criterion should be determined in the accounting standards 
to make the information relevant, as necessary, considering the nature of the transactions or events 
in the scope of those standards.  (Please refer to paragraph 50 regarding the possible asymmetry 
between the threshold for the probability criterion relating to the recognition of assets and that 
relating to the recognition of liabilities at the standards level.)  We note that there may be cases 
where the probability criterion will not be prescribed at the standards level, that is, when the IASB 
assumes that the probability criterion is always met regarding the transactions or events in the 
scope of the standards under development or revision, and decides that it is not necessary to require 

                                                        
6 The probability criterion refers to a requirement where a certain probability of inflows or outflows of future economic 
benefits is required in order to recognise an asset or a liability. 
7 The term “probable” means ‘more likely than not’ in US GAAP. 
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preparers of financial statements to determine whether the probability criterion is met. 

47. We also note that the probability criterion may be applied to single transaction or event as the unit 
of account, whereas in other cases, the probability criterion may be applied to a group of 
homogeneous transactions or events as the unit of account (for example, in the case of reserves for 
sales returns where the portfolio of the goods is treated as the unit of account). 

48. Notwithstanding the above, we think that instruments that meet the definition of “derivatives” 
under IFRSs should be treated as an exception and the probability criterion should not be required.  
Having considered the characteristics of derivatives, we think that it is relevant to recognise and 
measure at the current market price such instruments regardless of their probabilities. 

49. This discussion reminds us of the past discussions relating to the proposed amendments to IAS 37 
Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets.  In June 2005, the IASB published for 
public comment an Exposure Draft of Proposed Amendments to IAS 37 which proposed to delete 
the probability criterion, but many respondents noted that the recognition criteria should include 
the probability criterion.  We think that the situation has not changed from that time.  Many of 
the Japanese constituents think that the recognition criteria should include the probability criterion, 
and we also think that the probability criterion should be included in the revised Conceptual 
Framework. 

Threshold for the Probability Criterion 
50. We think that the IASB should consider whether, at the standard level, the threshold for the 

probability criterion relating to the recognition of assets should be symmetrical to that relating to 
the recognition of liabilities.  For example, under IAS 37 the threshold relating to contingent 
liabilities is “probable,” whereas the threshold relating to contingent assets is “virtually certain.”  
However, the DP lacks consideration in this regard.  We think that it is necessary to confirm 
whether the existing treatments should be justified with the concept of “prudence”, and the IASB 
should consider whether the threshold for the probability criterion at the standards level relating to 
the recognition of assets should be symmetrical to that relating to the recognition of liabilities. 
(Regarding the concept of “prudence”, please refer to our comments to Question 22.) 

Question 9 
In the IASB’s preliminary view, as set out in paragraphs 4.28–4.51, an entity should 
derecognise an asset or a liability when it no longer meets the recognition criteria. (This is the 
control approach described in paragraph 4.36(a)). However, if the entity retains a component 
of an asset or a liability, the IASB should determine when developing or revising particular 
Standards how the entity would best portray the changes that resulted from the transaction. 
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Possible approaches include: 
(a) enhanced disclosure; 
(b) presenting any rights or obligations retained on a line item different from the line item that 

was used for the original rights or obligations, to highlight the greater concentration of 
risk; or 

(c) continuing to recognise the original asset or liability and treating the proceeds received or 
paid for the transfer as a loan received or granted. 

Do you agree? Why or why not? If you do not agree, what changes do you suggest, and why? 
 

Relationship between the Control Approach and the Risk and Rewards Approach 
51. We disagree with the DP which proposes the control approach as the basic approach because we 

think the relationship between the control approach and the risk and rewards approach should be 
addressed at the conceptual level. 

52. Traditionally, the control approach and the risk and rewards approach have been viewed as 
different accounting concepts which may lead to very different conclusions.  Accordingly, IFRS 9 
Financial Instruments, for example, seeks to avoid the potential conflict between those accounting 
models by considering the risk and rewards approach first and then considering the control 
approach. 

53. However, in recent discussions, the two approaches are not necessarily viewed as conflicting with 
each other.  For example, whether the customer has the significant risks and rewards of ownership 
of the asset is considered to be one of the indicators of the transfer of control in paragraph 37(d) of 
the IASB’s revised Exposure Draft Revenue from Contracts with Customers issued in November 
2011. 

54. We are of the view that the proposed derecognition criteria does not describe the relationship 
between the control approach and the risk and rewards approach and the situations where it is 
appropriate to apply the risk and rewards approach.  As a result, the proposed derecognition 
criteria would rely too much on the decisions made at the standards level.  Accordingly, we think 
the relationship between the control approach and the risk and rewards approach should be dealt 
with at the conceptual level. 

Relationship with the Unit of Account 
55. Before discussing when applying the risk and rewards approach is appropriate, we think that the 

concept of the unit of account should be discussed (or at least, they should be discussed 
concurrently), because the concept of the unit of account would significantly affect the 
derecognition criteria. 
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56. In a very simple case, when all risks and rewards are transferred, the concept of the unit of account 
would not matter in determining whether an asset or a liability should be derecognised.  However, 
the conclusion may be different depending on the unit of account when a portion of the risks or 
rewards are retained. 

57. For example, in the case of a sale of receivables with recourse, the credit risk does not change 
before and after the transaction because of the recourse.  If the unit of account is the financial 
asset as a whole, the asset should not be derecognised under the risk and rewards approach because 
a substantial risk is retained.  Conversely, the asset should be derecognised under the control 
approach because the present ability to direct the use of the asset so as to obtain the economic 
benefits that flow from the asset has been transferred. 

58. If there are multiple units of account and the recourse is treated as a unit to be accounted for 
separately and if all risks and rewards relating to the remaining portion are transferred, the 
transferred portion should be derecognised not only under the control approach but also under the 
risk and rewards approach.  The entity would continue to recognise the recourse portion under 
both approaches. 

59. As discussed above, the accounting treatment can be different depending on the unit of account, 
even when the fact pattern is the same.  Although we understand the discussion relating to the 
concept of unit of account is difficult, in case the IASB decides not to fully deliberate this issue in 
this revision of the Conceptual Framework, we encourage the IASB to separately consider this 
issue at the conceptual level.   
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Section 5 - Definition of equity and distinction between liabilities and equity 
instruments 
Question 10 
The definition of equity, the measurement and presentation of different classes of equity, and 
how to distinguish liabilities from equity instruments are discussed in paragraphs 5.1–5.59. In 
the IASB’s preliminary view: 
(a) the Conceptual Framework should retain the existing definition of equity as the residual 

interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities. 
(b) the Conceptual Framework should state that the IASB should use the definition of a 

liability to distinguish liabilities from equity instruments. Two consequences of this are: 
(i) obligations to issue equity instruments are not liabilities; and 
(ii) obligations that will arise only on liquidation of the reporting entity are not liabilities 

(see paragraph 3.89(a)). 
(c) an entity should: 

(i) at the end of each reporting period update the measure of each class of equity claim. 
The IASB would determine when developing or revising particular Standards whether 
that measure would be a direct measure, or an allocation of total equity. 

(ii) recognise updates to those measures in the statement of changes in equity as a transfer 
of wealth between classes of equity claim. 

(d) if an entity has issued no equity instruments, it may be appropriate to treat the most 
subordinated class of instruments as if it were an equity claim, with suitable disclosure. 
Identifying whether to use such an approach, and if so, when, would still be a decision for 
the IASB to take in developing or revising particular Standards. 

Do you agree? Why or why not? If you do not agree, what changes do you suggest, and why? 

 

Views on the preliminary views in the DP 
60. We disagree with the strict obligation approach proposed in the DP.  Instead, we recommend the 

IASB consider a three-category approach which provides a mezzanine section between liabilities 
and equity in order to improve the presentation of the creditor’s side of the statement of financial 
position. 

61. Distinctions in the creditor’s side of the statement of financial position is said to have two roles: 
(a) to distinguish transactions or events that give rise to income/expense from transactions 

with owners in their capacity as owners (contributions from or distributions to equity 
participants); and 

(b) to provide information about solvency of an entity. 
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We believe that the former role is more important.  The most residual claim is usually the 
common stock of the parent entity and we believe that relevant information is provided through 
clear presentation of income/expense which changes the interests of the holders of that claim 
(separately from those changes arising from transactions with owners in their capacity as owners).  
Information centered on the most residual claim is generally consistent with the information needs 
of the users of financial reporting, indicated by the current per share information such as EPS 
(currently, EPS information is provided from the perspective of common stock holders of the 
parent entity).  In addition, this line distinguishes transactions with owners in their capacity as 
owners from other transactions or events and, accordingly, the linkage between the statement of 
financial position, the statement of comprehensive income and the statement of changes in equity 
would be made clear. 

62. On the other hand, providing information useful for assessing solvency is an additionally important 
role of the distinction between liabilities and equity.  It provides a measure that indicates the 
stability or viability of the entity by displaying the extent of claims the entity assumes that it cannot 
avoid to pay. 

63. Under the strict obligation approach, which is the preliminary view of the DP, income would 
include changes in the interests of multiple equity claims and would not clearly display the changes 
in the interests in the most residual claim.  However, this approach would provide useful 
information for assessing an entity’s solvency as a result of distinguishing liabilities and equity 
based on the existence of the obligations to deliver economic resources. 

64. On the other hand, under the narrow equity approach, equity would be the most residual claim and 
other claims would be liabilities.  Income provides information about the changes in the interests 
of the equity participants (holders of the most residual claim) except for changes arising from 
transactions with such participants in their capacity as equity holders.  Accordingly, the 
relationship between income and the most residual claim would be clear.  In addition, as 
explained in paragraph 61 of this comment letter, this is consistent with the information needs from 
the perspective of the holders of common stock of the parent entity.  However, under this 
approach, information about the solvency of the entity would not be displayed clearly in the 
statement of financial position because the creditor’s side is not separated based on the obligation 
to deliver economic resources8.  Moreover, liabilities would be the residual of assets and equity 
and, therefore, its characteristics would not be clear. 

65. As pointed out in paragraphs 63 and 64 of this comment letter, both the strict obligation approach 
                                                        
8 As stated in paragraph 5.32 of the DP, the same information can be provided by clearly distinguishing claims without 
obligations to deliver economic resources.  However, the distinction would be clearer if the creditor's side included a 
mezzanine category as mentioned in paragraph 65 of this comment letter.   
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and the narrow equity approach have strengths and weaknesses in achieving the two roles expected 
in the distinction of the creditor’s side of the statement of financial position.  Accordingly, one 
solution might be using both approaches to achieve both roles.  First, the most residual claim 
(usually the common stock of the parent entity) would be classified as equity9 similar to the 
narrow equity approach.  Second, liabilities would be separated from other items by the existence 
of obligations to deliver economic resources.  Finally, items which are neither equity nor 
liabilities would be included in the mezzanine category (the three category approach).  The 
mezzanine category would include, for example, warrants, preferred shares, and non-controlling 
interests. 

66. The three category approach takes advantage of both the narrow equity approach and the strict 
obligation approach and, therefore, the approach would clarify the line of whether a transaction is 
that with owners in their capacity as owners and provide information that is useful for assessing the 
solvency of the entity. 
(a) Income/expense is the change in net assets except for those related to the contributions from 

(distributions to) the equity participants.  Accordingly, consistent with the narrow equity 
approach, the definition of equity which identifies equity participants first is consistent with 
the definition of income/expense, and it would be made clear that income/expense is a change 
in interests from the perspective of the equity participants. 

(b) The distinction based on the obligation to deliver economic resources provides information 
useful for assessing solvency by displaying the extent of claims the entity cannot avoid to pay. 

67. Some may be concerned that the three category approach may be more complex than the two 
category approach10.  However, the characteristics of information provided through the three 
category approach would be clearer.  Moreover, the mezzanine category would be useful in 
providing information regarding ambiguous claims the entity assumes that are neither classified as 
a liability nor as equity. 

68. As suggested in paragraph 65 of this comment letter, the distinction between items of equity and 
items other than equity should be determined first.  This is because the order would be important 

                                                        
9 Equity includes contribution from equity participants, retained earnings (accumulated balance of profit or loss), and 
accumulated other comprehensive income (AOCI).  We believe that retained earnings and AOCI should be separately 
presented in the equity category as mentioned in paragraph 73 of this comment letter. 
10 Even when the creditor’s side of the statement of financial position has two categories, we still believe that it is more 
appropriate to classify the most residual claim as equity and the other claims as liabilities as is the case with the narrow equity 
approach.  We believe that distinguishing transactions or events that give rise to income/expense from those with owners in 
their capacity as owners is more important as mentioned in paragraphs 61 and 65 of this comment letter and accordingly, we 
expect that this would ensure the linkage between the statement of financial position and the statement of comprehensive 
income.  We note, however, that it is possible to provide the line in the liability category that distinguishes claims with 
obligations to deliver economic resources in order to supplement the information about solvency as mentioned in footnote 8 of 
this comment letter.   
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for distinguishing the most residual claim when the claim also obligates an entity to deliver 
economic resources.  Even if the most residual claim obligates an entity to deliver economic 
resources, it bears the risks of the businesses of the entity first and, accordingly, it would be 
appropriate to classify the most residual claim as equity in the statement of financial position if it 
has the same characteristics of common stock in other entities.  The DP states that the narrow 
equity approach might make it unnecessary to create an exception for puttable instruments in the 
most subordinated class of instruments.  We think that our suggested approach has the same 
effect. 

Views on updating measurement 
69. We disagree with the IASB’s preliminary view of updating measurement as stated in (c) of 

Question 10. 

70. Paragraph 5.17 of the DP states that updating measurement would provide a clearer and more 
systematic view of how an equity claim would affect another equity claim and that it would 
provide a way to resolve some liability/equity classification issues that have proved problematic 
over the years.  It may be true that updating measurement would provide useful information to 
estimate future cash flows of each equity claim by displaying the interaction between equity claims.  
It may also be true that the tension of classification between liabilities and equity would be 
mitigated by updating measurement if the line between liabilities and equity are understood as the 
boundary between an item to be remeasured and an item not to be remeasured. 

71. However, we do not support updating measurement under the strict obligation approach for the 
following reasons: 
(a) It is unclear as to what the updated measure of the most residual equity claim represents.  

Paragraph 6.12 of the DP states that it is criticised that the amount presented as total net assets 
has little meaning because it is an aggregation of items measured using various different 
measurements.  The updating of measurement is likely to exacerbate the situation because 
the amount of the most residual equity claim would be calculated after deducting the 
economic value of some equity claims from total net assets, and the resulting amount would 
be even less meaningful. 

(b) The transfer of wealth between equity claims would not be appropriately displayed if the 
measurement of certain equity claims is updated with their fair values and the most residual 
equity claim absorbs this effect.  Consider a situation where an entity has issued only two 
classes of equity claims: a common stock and a written call option on the entity’s common 
stock (an obligation to issue the entity’s common stock).  The economic value of the 
common stock, which is the most residual equity claim, and that of the option generally move 
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in the same direction to the extent that market price of the common stock is higher than the 
strike price of the option.  However, because net assets are allocated with the constraint that 
total equity is fixed, the book value of the common stock would be determined as the residual 
after deducting the fair value of the option and, therefore, the book value of the common stock 
and that of the option move in the opposite direction.  Thus, updating measurement of claims 
with similar characteristics might result in a counterintuitive outcome.  One way to address 
this problem may be to update the measure the most residual equity claim with fair value, but 
this would be inconsistent with the objective of financial reporting which states that financial 
reporting is not designed to show the value of a reporting entity. (Please refer to paragraph 
OB7 of the Conceptual Framework and paragraph 4.9(c) of the DP.)  Some may argue that 
updating measurement of the option with its economic value would appropriately display the 
transfer of wealth between existing and future shareholders (in the examples mentioned above, 
holders of entity’s common stock and those of a call option on entity’s common stock 
respectively), but we disagree because the value of common stock and that of the option 
would not be compared on the same basis and it would not display the dilution of interests of 
the existing shareholders through updating measurement. 

(c) Sometimes it may not be clear from legal requirements or explicit provisions of the contract 
how to allocate retained earnings to each equity claim in situations where measurement is 
updated by allocating the underlying net assets. (Please refer to paragraph 5.18 of the DP.) 

72. The approach suggested in paragraph 65 of this comment letter may raise the question of whether 
the measurement of items in the mezzanine section should be updated.  However, we think that 
the measurement of those items should not be updated other than situations where items are 
remeasured through the allocation of underlying net assets, which is the case for non-controlling 
interests.  As pointed out in paragraph 71(b) of this comment letter, if the measurement of an item 
is to be updated with its fair value, the measurement of the most residual equity claim should also 
be updated with its fair value in order to achieve the appropriate presentation of the interactions 
between items.  However, that would contradict with the objective of financial reporting, which 
states that financial reporting is not designed to show the value of a reporting entity. (Please refer 
to paragraph OB7 of the Conceptual Framework and paragraph 4.9(c) of the DP.) 

Presentation of retained earnings and accumulated other comprehensive income in the equity 

section 
73. The Conceptual Framework should provide a clear distinction between retained earnings and 

accumulated other comprehensive income (AOCI) in the equity section of the statement of 
financial position.  Retained earnings are the accumulation of profit or loss, which is the 
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irreversible outcome of the business11.  Its characteristics are different from those of AOCI in that 
AOCI has not become an irreversible outcome yet.  Retained earnings and AOCI need to be 
separately displayed considering their differences in the hardness of the information, the way the 
information is used, and clear presentation of the relationship between the elements of the 
statement of profit or loss and OCI proposed in our response to Question 4 and the items presented 
in the statement of financial position. 

Other items 
74. Section 5 of the DP deals with part of the discussion relating to elements of financial statements in 

Section 2 of the DP and deals with part of the discussion relating to measurement in Section 6 of 
the DP.  Decisions in Section 5 of the DP may influence the discussions in other sections, so these 
issues should be discussed consistently. 

75. The DP points out the exceptions to the basic principle in existing IAS 32 Financial Instruments: 
Presentation which give rise to inconsistencies between standards and complexity of requirements 
(Paragraph 5.23-24 of the DP).  Accordingly, the IASB should consider reviewing the IAS 32, 
which is criticised as being complex, in the future based on the outcome of this project. 

  

                                                        
11 Please refer to paragraph 141 of this comment letter.   
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Section 6 - Measurement 
Question 11 
How the objective of financial reporting and the qualitative characteristics of useful financial 
information affect measurement is discussed in paragraphs 6.6–6.35. The IASB’s preliminary 
views are that: 
(a) the objective of measurement is to contribute to the faithful representation of relevant 

information about: 
(i) the resources of the entity, claims against the entity and changes in resources and 

claims; and 
(ii) how efficiently and effectively the entity’s management and governing board have 

discharged their responsibilities to use the entity’s resources. 
(b) a single measurement basis for all assets and liabilities may not provide the most relevant 

information for users of financial statements; 
(c) when selecting the measurement to use for a particular item, the IASB should consider 

what information that measurement will produce in both the statement of financial 
position and the statement(s) of profit or loss and OCI; 

(d) the relevance of a particular measurement will depend on how investors, creditors and 
other lenders are likely to assess how an asset or a liability of that type will contribute to 
future cash flows. Consequently, the selection of a measurement: 
(i) for a particular asset should depend on how that asset contributes to future cash flows; 

and 
(ii) for a particular liability should depend on how the entity will settle or fulfil that 

liability. 
(e) the number of different measurements used should be the smallest number necessary to 

provide relevant information. Unnecessary measurement changes should be avoided and 
necessary measurement changes should be explained; and 

(f) the benefits of a particular measurement to users of financial statements need to be 
sufficient to justify the cost. 

Do you agree with these preliminary views? Why or why not? If you disagree, what alternative 
approach to deciding how to measure an asset or a liability would you support? 

 

76. Our views on the IASB’s preliminary views relating to measurement are as follows.  We note that 
most of the Japanese constituents agree with our views. 

(a) Regarding Question 11(a), although the proposed objective of measurement is consistent with 
the objectives of financial reporting and the qualitative characteristics in the existing 
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Conceptual Framework, we do not agree with the IASB’s preliminary view because we think 
it is insufficient to develop individual accounting standards.  We think that the proposed 
objective should be modified to focus more on measurement. 

(b) Regarding Question 11(b), we agree with the IASB’s preliminary view.  We think that a 
mixed attribute model, in which measurement bases are determined based on the nature of the 
investments or how the entity will settle or fulfil the liabilities, should be adopted. 

Some may argue that the aggregated amounts are not meaningful if a single measurement 
basis is not adopted.  However, we think that individual measurements may not be relevant if 
a uniform measurement basis is adopted regardless of the specific situations relating to the 
transactions or events.  In such case, we believe that the aggregated amounts are not relevant.  

(c) Regarding Question 11(c), we agree with the IASB’s preliminary view.  In particular, we 
strongly agree with paragraph 6.76 of the DP which states that one possible way of dealing 
with uncertainty about how an asset will contribute to future cash flows would be using one 
measure in the statement of financial position and using a different measure to determine the 
amounts recognised in profit or loss.  In this regard, we think that measurement bases which 
are relevant from the perspective of reporting an entity’s financial position and measurement 
bases which are relevant from the perspective of reporting an entity’s financial performance, 
respectively, should be discerned appropriately. 

(d) Regarding Question 11(d), we generally agree with the IASB’s preliminary view, but we have 
some different opinions in specific areas.  Our views are provided in our responses to 
Questions 12 and 13. 

(e) Regarding Question 11(e), we think that it is important to use the appropriate measurement 
basis and the number of measurement bases in itself is not the problem.  We disagree with 
the IASB’s preliminary view if the “smallest number” means one because it would contradict 
with the IASB’s preliminary view relating to Question 11(b). 

(f) Regarding Question 11(f), we agree with the IASB’s preliminary view. 

 
Question 12 
The IASB’s preliminary views set out in Question 11 have implications for the subsequent 
measurement of assets, as discussed in paragraphs 6.73–6.96. The IASB’s preliminary views 
are that: 
(a) if assets contribute indirectly to future cash flows through use or are used in combination 

with other assets to generate cash flows, cost-based measurements normally provide 
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information that is more relevant and understandable than current market prices. 
(b) if assets contribute directly to future cash flows by being sold, a current exit price is likely 

to be relevant. 
(c) if financial assets have insignificant variability in contractual cash flows, and are held for 

collection, a cost-based measurement is likely to provide relevant information. 
(d) if an entity charges for the use of assets, the relevance of a particular measure of those 

assets will depend on the significance of the individual asset to the entity. 
Do you agree with these preliminary views and the proposed guidance in these paragraphs? 
Why or why not? If you disagree, please describe what alternative approach you would 
support. 

 

77. We agree with the view that the measurement basis used for a particular asset should depend on 
how the asset would contribute to future cash flows.  However, the DP does not discuss the 
measurement bases that are relevant from the perspective of reporting an entity’s financial position 
and the measurement bases that are relevant from the perspective of reporting an entity’s financial 
performance separately. 

78. We think that the measurement bases that are relevant from the perspective of reporting an entity’s 
financial position and the measurement bases that are relevant from the perspective of reporting an 
entity’s financial performance should be considered separately.  Therefore, we discuss such 
measurement bases for each category proposed in the DP.  We note that many of the Japanese 
constituents agree that the measurement bases that are relevant from the perspective of reporting an 
entity’s financial position and the measurement bases that are relevant from the perspective of 
reporting an entity’s financial performance should be considered separately. 

79. In addition, we think that Sections 6 and 8 of the DP are closely related.  Accordingly, we expect 
that our comments to Question 12 are read together with our comments to Question 19 through 21.  

Using an asset in business operations to generate revenues or income 
80. We think that cost-based measurement is relevant from the perspectives of reporting both an 

entity’s financial position and financial performance because the changes in current market prices 
do not have any relationship to the future cash flows that will be generated from using the assets in 
business activities. 

81. It can be argued that management always has the option to sell the assets or continue to use them in 
order to generate revenues or income in business operations and whether assets should be 
measured at current market prices in order to report the basis for the management’s decisions to 
continue to use the assets should be considered from the perspective of reporting an entity’s 
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financial position.  Although the current market price or cash-based measurement may be relevant 
from the perspective of reporting an entity’s financial position, it is difficult to uniquely determine 
the current market price or cash-flow-based measurement because such measurement can vary 
depending on the other assets to be combined with when an asset is used together with other assets 
to generate cash flows.  Accordingly, cost-based measurements would be the only feasible option 
for these types of assets.  

Selling an asset (held for trading) 
82. We think that the current market price is relevant for an asset held for sale, provided that the assets 

classified in this category are limited to those investments held for trading. 

83. In this case, we think that the current market price is relevant from the perspective of reporting an 
entity’s financial position because the entity can generate cash flows that are equivalent to the 
current market price.  Furthermore, we think that the current market price is relevant from the 
perspective of reporting an entity’s financial performance because the outcomes of the entity’s 
business activities are deemed irreversible and the changes between cost and current market price 
represent the outcomes of the investment in light of the purpose of the transactions.  

84. In addition, we believe that financial instruments whose future cash flows are expected to change 
significantly in response to the changes in the underlying and require no or very little initial net 

investment (that is, the instruments meeting the definition of “derivatives” under IFRSs) should be 
classified in this category12.  In our view, having considered the characteristics, a current market 
price is considered to be relevant for such instruments from the perspectives of reporting both an 
entity’s financial position and financial performance. 

Holding an asset for collection according to terms 
85. We agree with the IASB’s preliminary view in the DP that cost-based interest income, along with 

bad debt expenses as estimated by management, is likely to provide relevant information.  We 
think that this is applicable from the perspectives of reporting both an entity’s financial position 
and financial performance. 

86. However, there may be cases where management intends either (a) to hold an asset for collection 
according to terms or (b) to sell the asset where an entity has the practical ability to do so.  In this 
case, we think that the current market price is relevant from the perspective of reporting an entity’s 
financial position because the entity can generate cash flows equivalent to the current market price 
if it wishes to do so.  From the perspective of reporting an entity’s financial performance, 

                                                        
12 When such instruments are used for hedging transactions and accounted for under the cash flow hedge accounting 
requirements, the relevant measurement basis for such instruments (from the perspective of reporting an entity’s financial 
performance) would be determined differently, to be consistent with the accounting for the hedged items. 
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cost-based measurement is relevant because the uncertainty regarding whether the cash flows will 
actually occur at current market price has not been reduced to the point where the outcomes are 
irreversible or deemed irreversible.   

Charging others for rights to use an asset 
87. We think that cost-based measurement is relevant from the perspective of reporting an entity’s 

financial position when management primarily intends to earn rental income.  This is because the 
current market price does not have any relationship with future cash flows that will generated from 
charging others for rights to use the assets. 

88. However, there may be cases where management intends either (a) to earn rental income or (b) to 
sell the asset where an entity has the practical ability to do so.  In this case, we think that the 
current market price is relevant from the perspective of reporting an entity’s financial position 
because the entity can generate cash flows equivalent to the current market price if it wishes to do 
so.  From the perspective of reporting an entity’s financial performance, we think that cost-based 
measurement is relevant because the uncertainty regarding the outcomes of the entity’s business 
activities is not reduced to the point where the outcomes are irreversible or deemed irreversible 
when the entity bears the risk relating to any fluctuations in the residual value of the assets. 

Assets: Summary 
89. The following table summarises our views discussed above.13 
  

                                                        
13 Although it is not included in the table, it is necessary to determine whether impairment has occurred in order to ensure that 
an entity’s assets are carried at no more than their recoverable amount.  When impairment losses are recognised, the current 
market price or cash-flow-based measurement will be used from the perspectives of reporting an entity’s financial position and 
financial performance. 
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How the asset contributes to future 
cash flows 

Likely measurement basis 

From the perspective 
of reporting an entity’s 

financial position 

From the perspective of 
reporting an entity’s 

financial performance 

Using an asset in business operations 
to generate revenues or income 

Cost-based 
measurement 

Cost-based 
measurement 

Selling an asset (held for trading) Current market price Current market price 

Holding an asset for collection 
according to terms 

Cost-based 
measurement 

Cost-based 
measurement 

Either holding an asset for collection 
according to terms or selling it 

Current market price Cost-based 
measurement 

Charging others for rights to use an 
asset 

Cost-based 
measurement 

Cost-based 
measurement 

Either charging others for rights to use 
an asset or selling it 

Current market price Cost-based 
measurement  

 
Question 13 
The implications of the IASB’s preliminary views for the subsequent measurement of 
liabilities are discussed in paragraphs 6.97–6.109. The IASB’s preliminary views are that: 
(a) cash-flow-based measurements are likely to be the only viable measurement for liabilities 

without stated terms. 
(b) a cost-based measurement will normally provide the most relevant information about: 

(i) liabilities that will be settled according to their terms; and 
(ii) contractual obligations for services (performance obligations). 

(c) current market prices are likely to provide the most relevant information about liabilities 
that will be transferred. 

Do you agree with these preliminary views and the proposed guidance in these paragraphs? 
Why or why not? If you disagree, please describe what alternative approach you would 
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support. 

 

90. We generally agree with the IASB’s preliminary views stated in the DP.  We think that the current 
market price would not be relevant unless the liability can be transferred because the current 
market price has no relationship with actual cash flows.  Therefore, for liabilities other than 
derivatives, a cost-based measurement or cash-flow-based measurement should be used, depending 
on the terms of the liability. 

91. We think that although a single measurement basis should be used for most liabilities, two different 
measurements can be used for liabilities which have stated terms but highly uncertain settlement 
amounts that have not yet been determined. 

Liabilities which have stated terms but highly uncertain settlement amounts that have not yet been 
determined 
92. When a liability has stated terms but a highly uncertain settlement amount that has not yet been 

determined is remeasured by using a cash-flow-based measurement, it may be relevant to use 
inputs that are updated at the reporting date from the perspective of reporting an entity’s financial 
position.  For example, in the case of remeasuring insurance liabilities, using the discount rate at 
the reporting date may more faithfully represent insurance liabilities than using the discount rate at 
initial recognition.  

93. However, from the perspective of reporting an entity’s financial performance, it may not be 
relevant to recognise gains or losses using inputs that are updated at the reporting date.  For 
example, in the case of remeasuring insurance liabilities, recognising gains or losses due to 
changes in discount rates may not be relevant because the effects of discounting do not have any 
relationship with actual cash flows.  In this case, using the inputs applied at initial recognition can 
be relevant. 

94. Based on the discussions above, two different measurements can be used when remeasuring 
liabilities which have stated terms but highly uncertain settlement amounts that have not yet been 
determined due to different inputs.  

Liabilities: Summary 
95. The table below summarises our views that are discussed above. 
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How the liability is settled or 
fulfilled 

Likely measurement basis 

From the perspective of 
reporting an entity’s 

financial position 

From the perspective of 
reporting an entity’s 

financial performance 

Liabilities without stated terms Cash-flow-based 
measurement 

Cash-flow-based 
measurement 

Liabilities which have stated 
terms but highly uncertain 
settlement amounts that have not 
yet been determined 

Cash-flow-based 
measurement *1 

Cash-flow-based 
measurement *1 

Paying cash or delivering other 
assets according to the stated 
terms 

Cost-based measurement 
(but not for derivatives) 

Cost-based measurement 
(but not for derivatives) 

Being released by the creditor 
on transferring the obligation to 
another party 

Current market price Current market price 

Performing services or paying 
others to perform services 

Cost-based measurement Cost-based measurement 

*1 Inputs used from the perspective of reporting an entity’s financial position may be the same as or 
may be different from those used from the perspective of reporting an entity’s financial performance.  
When they are different, OCI would be used. 

 
Question 14 
Paragraph 6.19 states the IASB’s preliminary view that for some financial assets and financial 
liabilities (for example, derivatives), basing measurement on the way in which the asset 
contributes to future cash flows, or the way in which the liability is settled or fulfilled, may not 
provide information that is useful when assessing prospects for future cash flows. For example, 
cost-based information about financial assets that are held for collection or financial liabilities 
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that are settled according to their terms may not provide information that is useful when 
assessing prospects for future cash flows: 
(a) if the ultimate cash flows are not closely linked to the original cost; 
(b) if, because of significant variability in contractual cash flows, cost-based measurement 

techniques may not work because they would be unable to simply allocate interest 
payments over the life of such financial assets or financial liabilities; or 

(c) if changes in market factors have a disproportionate effect on the value of the asset or the 
liability (ie the asset or the liability is highly leveraged). 

Do you agree with this preliminary view? Why or why not? 

 

96. We agree that cost-based measurement is not relevant for items that meet the definition of 
derivatives, and a current market price is relevant for such items.  However, the rationale is 
different from that provided in the DP.  Our view on derivatives is described in paragraph 84 of 
this comment letter. 

 
Question 15 
Do you have any further comments on the discussion of measurement in this section? 

 

97. We think that measurement can be affected by the unit of account.  Regarding our comment on 
the concept of the unit of account, please refer to our comments to Question 24. 
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Section 7 - Presentation and disclosure 
Question 16 
This section sets out the IASB’s preliminary views about the scope and content of presentation 
and disclosure guidance that should be included in the Conceptual Framework. In developing 
its preliminary views, the IASB has been influenced by two main factors: 
(a) the primary purpose of the Conceptual Framework, which is to assist the IASB in 

developing and revising Standards (see Section 1); and 
(b) other work that the IASB intends to undertake in the area of disclosure (see paragraphs 

7.6–7.8), including: 
(i) a research project involving IAS 1, IAS 7 and IAS 8, as well as a review of feedback 

received on the Financial Statement Presentation project; 
(ii) amendments to IAS 1; and 
(iii) additional guidance or education material on materiality. 

Within this context, do you agree with the IASB’s preliminary views about the scope and 
content of guidance that should be included in the Conceptual Framework on: 
(a) presentation in the primary financial statements, including: 

(i) what the primary financial statements are; 
(ii) the objective of primary financial statements; 
(iii) classification and aggregation; 
(iv) offsetting; and 
(v) the relationship between primary financial statements. 

(b) disclosure in the notes to the financial statements, including: 
(i) the objective of the notes to the financial statements; and 
(ii) the scope of the notes to the financial statements, including the types of information 

and disclosures that are relevant to meet the objective of the notes to the financial 
statements, forward-looking information and comparative information. 

Why or why not? If you think additional guidance is needed, please specify what additional 
guidance on presentation and disclosure should be included in the Conceptual Framework. 

 

Relationship between primary financial statements 
98. Paragraph 7.31 of the DP states that no primary financial statement has primacy over other primary 

statements, but we think that the statement of cash flows should have less primacy than the 
statement of financial position and the statement of profit or loss and other comprehensive income 
due to the reason described in the following paragraph.   

99. Paragraph OB17 of the existing Conceptual Framework states that accrual accounting provides a 
better basis for assessing the entity’s past and future performance than information solely about 
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cash receipt and payments during that period.  This implies that the statement of financial position 
and the statement of profit or loss and other comprehensive income, that are prepared based on 
accrual accounting, provides better information than the statement of cash flows, that are prepared 
based on cash-based accounting.  Accordingly, the statement of cash flows should be treated as 
supplementary information to profit or loss which is prepared based on accrual accounting. 

Scope of the notes to financial statements 
100. Disclosure requirements under existing IFRSs were not developed based on a consistent policy and, 

accordingly, some requirements require disclosure of information that is not necessarily relevant.  
We think that the revised Conceptual Framework should specify when disclosures would be 
required.  Based on such discussion, we think that the existing disclosure requirements should be 
revisited together with the outcomes of the Disclosure Initiative. 

101. We agree with the IASB’s preliminary views stated in the DP relating to the notes to financial 
statements in many respects.  However, we think that a mere listing of items to be disclosed in the 
notes to financial statements such as one provided in Table 7.1 of the DP may be misleading and, 
accordingly, it is necessary to discuss when disclosure requirements are needed.  Specifically, we 
think that the scope of the notes to financial statements related to line items should be determined 
based on the timing of the underlying transactions and events and the description of completeness 
in paragraph QC13 of the Conceptual Framework.   

102. Our following analysis focuses on the nature of the items that are to be included in the notes to 
financial statements.  Needless to say, when developing disclosure requirements, standard-setters 
should consider whether the benefits overweigh the costs and whether such disclosures can be 
audited.  Therefore, we do not intend that all items that we analyse below would eventually be 
disclosed in the notes to financial statements. 

103. In the following analysis, we specifically focus on the following issues: 
(a) Treatment of forward-looking information 

(b) Specifying when alternative measurements would be disclosed 

(c) Treatment of the description of the plans or strategies regarding the risk exposure of items 

104. Our thinking on the scope of the notes to financial statements is based on the categorisation 
described in Appendix B.  Our views on those categories are summarised below. 

Category A 
105. Category A represents disclosures of items that are recognized on the face of the financial 
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statements and are measured without using estimates 14 , relating to transactions, events or 
conditions that occurred before year-end. 

106. For items in Category A, quantitative and qualitative information would be included in the notes to 
financial statements.  Quantitative information would contain disaggregated information such as 
the breakdown of the item, maturity analysis, a reconciliation of the carrying amount from the 
beginning to the end of the period, and segment information.  Qualitative information would 
contain a description of the nature of the item, a description of what the numerical description 
represents, an explanation of significant facts about the quality and nature of the item and the 
process used to determine the numerical depiction, explanations of factors and circumstances that 
might affect the quality and nature of the items. 

107. In principle, it is inappropriate to include in the notes to financial statements the description of the 
plans or strategies regarding the risk exposure of the items.  This is because there is a possibility 
that such information cannot be represented faithfully nor be verified.  Such information would be 
reported outside of the financial statements such as in the management commentary. 

108. Information relating to alternative measurements can be grouped into the following categories: 

(a) Information relating to measurements using alternative measurement bases (for example, fair 

value information for items which were measured and recognised on the face of financial 

statements at cost) 

(b) Information relating to measurements using alternative inputs (for example, sensitivity 

analysis) 

(c) Information relating to measurements using alternative accounting policies (for example, 

the effects of changes in a certain accounting policy) 

109. Information relating to measurements using alternative measurement bases may be included in the 
notes to financial statements in very limited circumstances.  If the measurement bases were 
selected appropriately from the perspective of the statement of financial position and the statement 
of comprehensive income, such disclosure would not be necessary.  However, when newly 
developing or revising accounting standards, the IASB may decide to use one measurement basis, 
even when it is relevant to use two measurement bases from the perspectives of reporting an 
entity’s financial position and financial performance.  In such case, it may be appropriate to 
disclose information relating to measurements using an alternative measurement basis.  

110. Information relating to measurements using alternative inputs generally would not be included in 

                                                        
14 In this comment letter, the term ‘estimates’ include fair value estimates. 
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the notes to financial statements.  This is because, in many cases, explanatory descriptions related 
to facts provide sufficient information. 

111. Information relating to measurements using alternative accounting policies would be included in 
the notes to financial statements because such disclosure would be important from the perspective 
of comparability. 

Category B 
112. Category B represents disclosures of items that are recognised on the face of the financial 

statements and measured using estimates, relating to transactions, events or conditions that 
occurred before year–end. 

113. Information relating to measurements using alternative measurement bases would not be included 
in the notes to financial statements.  Generally, fair value measurements or cash-flow-based 
measurements would be selected as the measurement basis for the items in Category B.  In this 
case, cost would generally be the alternative measurement basis.  However, information based on 
cost would not be relevant and, therefore, such information would be inappropriate for inclusion in 
the notes to financial statements. 

114. For items in Category B with high uncertainty in the estimates, information relating to 
measurements using alternative inputs generally would be included in the notes to financial 
statements.  This is due to the concerns that explanatory descriptions related to facts do not 
provide sufficient information to assess the entity’s prospects for future cash flows when there is 
high uncertainty in the estimates. 

115. The scope of the notes to financial statements would be the same as category A except for the 
information described above. 

Category C 
116. Category C represents disclosures of items that are not recognised on the face of the financial 

statements, relating to transactions, events or conditions that occurred before year-end.  An 
example of an item in this category is a contingency that exists at year-end but is not recognised on 
the face of the financial statements. 

117. With regard to items in Category C, the scope of the notes to financial statements would be the 
same as Category A, except for information measured by alternative measurement bases and 
alternative accounting policies which would not be included in the notes to financial statements.  
However, the volume and depth of the disclosures would usually be less than those required for 
items in Category A.  For example, quantitative information may only contain the breakdown of 
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an item and further disclosures may not be required. 

Category D 
118. Category D represents disclosures of items that are not recognised on the face of the financial 

statements, relating to non-adjusting events after the reporting period (transactions, events or 
conditions which have not occurred before year-end). 

119. With regard to items in Category D, quantitative and qualitative information would be included in 
the notes to financial statements.  However, qualitative information would be limited to 
explanatory descriptions related to facts. 

120. We think that information related to the financial position at year-end and the financial 
performance for the years presented generally would be the only information included in the 
financial statements. However, we think non-adjusting events after the reporting period should be 
included in the notes to financial statements as an exception.  This is because disclosing 
non-adjusting events after the reporting period in advance to next fiscal year’s financial statements 
is likely to contribute to assessing the entity’s prospects for future cash flows.  In order to achieve 
this objective, disclosing only the quantitative information and explanatory descriptions related to 
facts should be sufficient. 

Category E 
121. Category E represents disclosures of items that are not recognised on the face of the financial 

statements, relating to items other than non-adjusting events after the reporting period (transactions, 
events or conditions which have not occurred before year-end). 

122. Items in this Category E include information regarding the risks which do not exist at year-end but 
may exist in the future. 

123. Items in Category E generally should not be included in the notes to financial statements but 
should be reported outside of the financial statements such as in the management commentary.  
This is because such information is unrelated to the financial position at year-end and the financial 
performance for the years presented and there is a possibility that such information cannot be 
represented faithfully nor be verified.  

Cost-benefit Considerations 
124. We think that the section which deals with presentation and disclosure in the revised Conceptual 

Framework should include the descriptions about cost-benefit considerations. 

125. The IASB’s preliminary views regarding the recognition criteria described in Section 4 of the DP 
and measurement described in Section 6 of the DP include the consideration whether the benefits 
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justify the costs, but such considerations are not described in Section 7 of the DP. 

126. There are various kinds of notes to financial statements.  Certain notes to financial statements 
simply require the disclosure of the processes or the figures used for recognition and measurement.  
However, other notes require an entity to undertake additional processes to gather information to 
provide the disclosures.  We think that when newly developing or revising accounting standards, 
the IASB should consider whether the benefits justify the costs, in particular, for those disclosure 
requirements which require an entity to undertake additional processes to gather information to 
provide such disclosures.  For example, disclosures regarding the quantification of the sensitivity 
of recognised or disclosed measurements described in Table 7.1 of the DP should be limited only to 
situations where the uncertainty of measurement is very high. 

127. In addition, there may be cases where disclosing information results in competitive harm.  Such 
harm can be viewed as a cost and, accordingly, should be taken into consideration when 
developing disclosure requirements. 

128. Descriptions of the cost constraint on useful financial reporting described in QC35 through QC39 
of the existing Conceptual Framework should also be applied to the notes to financial statements.  
We suggest that cost-benefit considerations should be described in the section which deals with 
presentation and disclosure in the revised Conceptual Framework 

 
Question 17 
Paragraph 7.45 describes the IASB’s preliminary view that the concept of materiality is clearly 
described in the existing Conceptual Framework. Consequently, the IASB does not propose to 
amend, or add to, the guidance in the Conceptual Framework on materiality. However, the 
IASB is considering developing additional guidance or education material on materiality 
outside of the Conceptual Framework project. 
Do you agree with this approach? Why or why not? 

 

129. We think that emphasising the appropriate application of materiality relating to the notes to 
financial statements in the Conceptual Framework would be meaningful, even though the existing 
Conceptual Framework already contains a description of materiality. 

130. Notes to financial statement often include qualitative disclosures and, in this case, materiality 
should be determined based on the nature of the notes to financial statements.  In addition, the 
materiality threshold relating to primary statements and the materiality threshold relating to the 
notes to financial statements should be different.  However, in some situations, they are 
mistakenly considered to be the same.  We think that the Conceptual Framework should clearly 
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state the importance of materiality relating to the notes to financial statements in order to address 
the disclosure overload issue. 

131. In addition, we agree with the development of additional guidance or educational material on 
materiality, but we believe that implementation of such guidance or educational material is critical.  
In this regard, we support the IASB's intention to collaborate with International Auditing and 
Assurance Standards Board (IAASB) and International Organization of Securities Commission 
(IOCSO).   

 
Question 18 
The form of disclosure requirements, including the IASB’s preliminary view that it should 
consider the communication principles in paragraph 7.50 when it develops or amends 
disclosure guidance in IFRSs, is discussed in paragraphs 7.48–7.52. 
Do you agree that communication principles should be part of the Conceptual Framework? 
Why or why not? 
If you agree they should be included, do you agree with the communication principles 
proposed? Why or why not? 

 

132. We think that the proposed communication principles are highly beneficial.  However, we think 
that some of those principles do not assist the IASB in newly developing or revising accounting 
standards. 

133. As described paragraph 1.26 of the DP, if the primary purpose of the revised Conceptual 
Framework is to assist the IASB by identifying concepts that it will use consistently when newly 
developing or revising accounting standards, the proposed communication principles should be 
classified into two groups - that is, those described in the revised Conceptual Framework and those 
described in accounting standards.  
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Section 8 - Presentation in the statement of comprehensive income—profit or 
loss and other comprehensive income 
Question 19 
The IASB’s preliminary view that the Conceptual Framework should require a total or subtotal 
for profit or loss is discussed in paragraphs 8.19–8.22. 
Do you agree? Why or why not? 
If you do not agree do you think that the IASB should still be able to require a total or subtotal 
profit or loss when developing or revising particular Standards? 

 

Definition as an element of financial statements 
134. We agree with the IASB’s preliminary view stated in the DP in that profit or loss should be 

required.  However, we disagree with the IASB’s preliminary view stated in the DP that it 
considers the profit or loss issue as a presentation issue, because we believe that profit or loss 
should be treated as an element of financial statements.  Regarding our view on the elements of 
financial statements, please refer to our comments to Question 4.  We note that many of the 
Japanese constituents, including preparers and users of financial statements, support our view that 
profit or loss should be treated as an element of financial statements. 

135. We suggest defining comprehensive income and profit or loss as separate elements of financial 
statements in the following manner15: 

Comprehensive income is the change in net assets during a period except those changes 
resulting from transactions with owners in their capacity as owners, whereby the recognised 
assets and liabilities comprising the net assets are measured using measurement bases that are 
relevant from the perspective of reporting an entity’s financial position. 

Profit or loss is the change in net assets during a period except those changes resulting from 
transactions with owners in their capacity as owners, whereby the recognised assets and 
liabilities comprising the net assets are measured using measurement bases that are relevant 
from the perspective of reporting an entity’s financial performance. 

136. The definitions in the preceding paragraph are suggested under the premise that two measurements 
would be used for certain assets and liabilities, although a single measurement would be used for 
most assets and liabilities.  Measurements of assets and liabilities that are relevant from the 
perspective of reporting an entity’s financial position (and are used to determine comprehensive 
income) are presented in the statement of financial position.  Measurements of assets and 

                                                        
15 As stated in paragraph 22 of this comment letter, our comments to Question 4 recommend that profit or loss, 
comprehensive income and other comprehensive income (OCI) be treated as elements of financial statements.  On that 
premise, we suggest the definitions of these terms in our response to Question 19.  However, these definitions mainly focus 
on when profit or loss, comprehensive income or OCI of an item should be recognised (that is, the timing of recognition).   

報告事項(1)

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。



41 

liabilities that are relevant from the perspective of reporting an entity’s financial performance (and 
are used to determine profit or loss) can be different from the measurements presented in the 
statement of financial position.   

137. When comprehensive income is different from profit or loss, OCI is used as “the linkage factor.”  
We suggest that OCI be defined as an element of financial statements in the following manner: 

OCI is “the linkage factor” that is used when the measurements that are relevant from the 
perspective of reporting an entity’s financial position differ from the measurements that are 
relevant from the perspective of reporting an entity’s financial performance. 

138. We think that the view that two different measurement bases can be used for certain assets and 
liabilities is consistent with the DP.  Specifically, the DP states the following: 
(a) Paragraph 6.15 of the DP states that measurement affects both the statement of financial 

position and the statement(s) of profit or loss and OCI;   

(b) Paragraph 6.76 of the DP states that one possible way of dealing with uncertainty about 
how an asset will contribute to future cash flows would be to provide more than one 
measure of the asset and this could be done by using one measure in the statement of 
financial position and using a different measure to determine the amounts recognised in 
profit or loss; and   

(c) Paragraph 8.55 of the DP states that the IASB may occasionally decide that an asset or a 
liability should be remeasured, but that information in profit or loss should be based on a 
measurement that differs from the one used in the statement of financial position provided 
both measurements are meaningful, understandable and clearly describable. 

139. The DP classifies OCI items into three categories, namely “bridging items,” “mismatched 
remeasurements” and “transitory remeasurements.”  However, we suggest a single category, 
namely “the linkage factor,” based on the definition suggested in paragraph 137 of this comment 
letter. 

140. Some may argue that comprehensive income can be determined systematically based on the 
changes in net assets but that profit or loss cannot.  However, we take a different view that the 
difference between comprehensive income and profit or loss arises solely from the differences in 
the measurement bases used for certain assets and liabilities, and that both comprehensive income 
and profit or loss are systematically determined based on the changes in net assets.  Accordingly, 
the difference between comprehensive income and profit or loss is essentially a timing difference 
and conceptually the accumulated amount of profit or loss for all accounting periods should equal 
the accumulated amount of comprehensive income for all accounting periods. 
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Nature of profit or loss 
141. We suggest describing the nature of profit or loss in the following manner:  

Profit or loss represents an all-inclusive measure of irreversible outcomes of an entity’s 
business activities in a certain period. 

142. We think that the key concepts in describing the nature of profit or loss are “irreversible outcomes 
of an entity’s business activities” and “all-inclusive.”  In the following paragraphs, we discuss 
these two key concepts in more detail. 

Irreversible outcomes of an entity’s business activities 
143. The phrase “irreversible outcomes of an entity’s business activities” means that the uncertainty 

regarding the outcomes of an entity’s business activities is reduced to the point where the outcomes 
are irreversible or deemed irreversible. 

144. Users of financial statements need information to help them assess the prospects for future net cash 
inflows to an entity16.  Information about a reporting entity’s past financial performance and how 
its management discharged its responsibilities is usually helpful in predicting the entity’s future 
returns on its economic resources17.   

145. We think that profit or loss should represent the “irreversible outcomes of an entity’s business 
activities” that reflect an entity’s past financial performance in order to help users assess the 
prospects for future net cash inflows to the entity.  It is important to report on “irreversible 
outcomes of an entity’s business activities” because information is not sufficiently robust if profit 
or loss includes the outcomes of an entity’s business activities whose uncertainty has not been 
reduced to the point where the outcomes are irreversible or deemed irreversible and such 
information may mislead users in assessing the prospects for future net cash inflows to the entity.  

146. When an entity enters into business activities, the entity has an expectation that certain future cash 
flows will be generated.  However, the outcomes of an entity’s business activities normally are 
initially uncertain.  We think that profit or loss should be recognised when the uncertainty 
regarding the outcomes of an entity’s business activities is reduced to the point where the outcomes 
are irreversible or deemed irreversible18. 

147. For example, in the case of debt securities, an entity could generate cash flows equivalent to the 

                                                        
16 Please refer to paragraph OB3 of the existing Conceptual Framework. 
17 Please refer to paragraph OB16 of the existing Conceptual Framework. 
18 For example, profit or loss would be recognised when an asset is sold because the uncertainty regarding the outcomes of an 
entity's activities is totally extinguished through the transfer of control.  In addition, we think that recognising expenses can 
be explained using this concept.  For example, depreciation of property, plant and equipment would be recognised in profit or 
loss because the uncertainty regarding the outcomes of an entity is deemed irreversible to the extent that the asset’s economic 
benefits have been consumed. 
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current market price of the asset if it sold the assets at the reporting date, but the entity may not be 
sure whether it will hold them for collection according to terms or sell them.  In this case, the 
uncertainty regarding how the asset contributes to future cash flows (that is, either holding it for 
collection according to terms or selling it) has not been reduced to the point where the outcomes 
are irreversible or deemed irreversible.  Accordingly, gains or losses from remeasurements that 
reflect the changes in the current market price should not be recognised in profit or loss.  On the 
other hand, when the assets are sold, the uncertainty is extinguished and thus profit or loss should 
be recognised. 

148. The phrase “irreversible outcomes of an entity’s business activities” does not suggest cash-based 
accounting.  What would be considered as the outcomes of an entity’s business activities can vary 
depending on the initial expectations when the entity enters into business activities. 

149. For example, in cases where investments are made for trading purposes, the outcomes of an 
entity’s business activities are deemed irreversible because it is presumed that the entity willingly 
accepted the uncertainty regarding the fluctuations in the current market price and thus the changes 
between cost and current market price represent the outcomes of the business activities in light of 
the purpose of such investments.  Accordingly, the changes in the current market price should be 
recognised in profit or loss as they occur. 

150. In addition, we think that the robustness of profit or loss is also necessary from the perspective of 
stewardship19.  When an entity provides information regarding how its management discharged its 
responsibilities, we think that it is important to report profit or loss in instances where the 
uncertainty regarding the outcomes of an entity’s business activities is reduced to the point where 
the outcomes are irreversible or deemed irreversible.  

151. As discussed above, we think that both comprehensive income and profit or loss should be treated 
as elements of financial statements.  Comprehensive income is an important element required to 
understand the relationships between the primary financial statements, but comprehensive income 
may not be sufficiently meaningful from the perspective of reporting an entity’s financial 
performance because comprehensive income, as suggested in paragraph 135 of this comment letter, 
would be determined based on the measurements which are relevant from the perspective of 
reporting an entity’s financial position.  Furthermore, when measuring certain items to determine 
comprehensive income, the uncertainty regarding the outcomes of an entity’s business activities 
may not have been reduced to the point where the outcomes are irreversible or deemed irreversible 
because the measurement bases are determined from the perspective of reporting the entity’s 
financial position.  On the other hand, profit or loss provides information about an entity’s past 

                                                        
19 Please refer to paragraph OB4 of the existing Conceptual Framework. 
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financial performance through the selection of appropriate measurement bases.  Accordingly, we 
think that profit or loss, apart from comprehensive income, is necessary. 

All-inclusive 
152. The phrase “all-inclusive” suggests that all transactions and events that occur in a certain period 

are taken into consideration. 

153. As described above, we think that the difference between comprehensive income and profit or loss 
is essentially a timing difference and conceptually the accumulated amount of profit or loss for all 
accounting periods should equal the accumulated amount of comprehensive income for all 
accounting periods.   

154. In addition, we think that the accumulated amount of profit or loss for all accounting periods 
should equal the accumulated amount of net cash flows, other than net cash flows resulting from 
transactions with owners in their capacity as owners, for all accounting periods.  When assessing 
the value of an entity, users of financial statements normally depend on cash flow information to 
assess the prospects for future net cash inflows to that entity20.  Users of financial statements have 
suggested that profit or loss is one of the most useful indicators that they can refer to.  However, 
these users may find it difficult to refer to profit or loss if the integrity of profit or loss information 
is not supported by the consistency with cash flows. 

155. The concept of “all-inclusive” suggests that both expected and unexpected outcomes are explicitly 
included in profit or loss.  In the course of business activities both expected outcomes and 
unexpected outcomes, or windfalls which had not been initially expected, can occur.  By requiring 
the concept of “all-inclusive,” the so-called “windfall” will be included in profit or loss.   

156. Furthermore, we think that the concept of “all-inclusive” is consistent with the stewardship notion.  
From the perspective of stewardship, financial statements should be all-inclusive and any profit or 
loss should be disclosed even if certain transactions or events are considered non-recurring because 
this information has implications for assessing management competence.  

157. Profit or loss is different from operating income because it considers all transactions and events 
that occur in a certain period.  The concept of “all-inclusive” ensures the integrity of profit or loss 
as the primary source of information about the return an entity has generated on its economic 
resources.  We think that operating income is useful in predicting future sustainable income.  
However, we think that operating income is useful only as long as it is disclosed as a subset of 
profit or loss which in-turn is consistent with cash flows.  

                                                        
20 Stock information can be also useful in assessing future net cash inflows to an entity.  In particular, this is applicable to 
assets that generate cash flows by themselves. 
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Question 20 
The IASB’s preliminary view that the Conceptual Framework should permit or require at least 
some items of income and expense previously recognised in OCI to be recognised 
subsequently in profit or loss, ie recycled, is discussed in paragraphs 8.23–8.26. 
Do you agree? Why or why not? If you agree, do you think that all items of income and 
expense presented in OCI should be recycled into profit or loss? Why or why not? 
If you do not agree, how would you address cash flow hedge accounting? 

 

158. We disagree with the IASB’s preliminary view stated in the DP because we think that recycling 
would be achieved automatically as a mechanism and, therefore, non-recycling items would not 
exist. 

159. We think that OCI is used because although both comprehensive income and profit or loss figures 
are determined based on the changes in net assets, different measurement bases are used for certain 
assets and liabilities in determining these figures.  In cases where the measurement bases are 
different from the perspectives of reporting an entity’s financial position and financial performance, 
we think that recycling occurs when the uncertainty regarding the outcomes of an entity’s business 
activities is reduced to the point where the outcomes are irreversible or deemed irreversible and 
both measurements become the same amount.  For example, recycling occurs when: 
(a) related assets or liabilities are derecognised;  

(b) impairment losses are recognised for related assets; or 

(c) a natural reverse occurs with the passage of time. 

160. When assets or liabilities are derecognised, the carrying amounts of the assets or liabilities would 
be reduced to zero.  If different measurements are used from the perspectives of reporting an 
entity’s financial position and financial performance, comprehensive income will vary from profit 
or loss by the amount equal to the difference between the amounts those assets or liabilities had 
previously been recognised at when such assets or liabilities are derecognised.  As a result, 
recycling would be achieved automatically. 

161. An example of the situation referred to in paragraph 159(b) of this comment letter would be when 
impairment losses are recognised for available-for-sale securities under IAS 39 Financial 
Instruments: Recognition and Measurement, where the different measurement bases are used from 
the perspectives of reporting an entity’s financial position and financial performance.  When 
impairment losses are recognised, both measurements would be reduced to fair value and thus 
comprehensive income would differ from profit or loss by the amount equal to the difference 
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between the amounts the assets had previously been recognised at.  As a result, recycling would 
be achieved automatically. 

162. An example of the situation referred to in paragraph 159(c) of this comment letter would be the 
effects of interest rates relating to debt financial instruments which meet the definition of FVOCI 
under IFRS 9 Financial Instruments.  The difference between the effects of a current rate at the 
end of the period which are included in fair value, and the effects of the rate that applied at initial 
recognition used for amortised cost calculation would unwind naturally over time. 

163. Under all the situations referred to in paragraph 159 of this comment letter, recycling would be 
achieved automatically as a mechanism.  Accordingly, the difference between comprehensive 
income and profit or loss is essentially a timing difference and conceptually the accumulated 
amount of profit or loss for all accounting periods should equal the accumulated amount of 
comprehensive income for all accounting periods. 

164. We note that almost all of the Japanese constituents, including preparers, users and auditors, 
support our view that all OCI items should be recycled. 

 
Question 21 
In this Discussion Paper, two approaches are explored that describe which items could be 
included in OCI: a narrow approach (Approach 2A described in paragraphs 8.40–8.78) and a 
broad approach (Approach 2B described in paragraphs 8.79–8.94). 
Which of these approaches do you support, and why? 
If you support a different approach, please describe that approach and explain why you believe 
it is preferable to the approaches described in this Discussion Paper. 

 

165. In the first place, we strongly disagree with Approach 1 because we believe that profit or loss 
should be treated as an element of financial statements. 

166. We disagree with both the narrow approach and the broad approach.  As described in paragraph 
137 of this comment letter, we suggest that OCI be defined as an element of financial statements in 
the following manner: 

OCI is “the linkage factor” that is used when the measurements that are relevant from the 
perspective of reporting an entity’s financial position differ from the measurements that are 
relevant from the perspective of reporting an entity’s financial performance. 

167. Our approach is different from the narrow approach regarding the classification of OCI items.  
Specifically, the DP classifies OCI items into three categories, namely “bridging items,” 
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“mismatched remeasurements” and “transitory remeasurements.”  However, we suggest a single 
category, namely “the linkage factor,” based on the definition suggested in paragraph 137 of this 
comment letter. 

168. The concept which explains OCI as “the linkage factor” is broader than “bridging items” proposed 
in the DP.  We disagree with the description in paragraph 8.59 of the DP which states that, for the 
IASB to consider the use of two different measurements, both would need to provide useful 
information about different facets of the entity’s financial position and financial performance and 
for this to be the case, the cumulative amount recognised in profit or loss since the entity acquired 
the asset or incurred the liability should be consistent with the results of a meaningful, 
understandable and clearly describable measure of the asset or the liability.  We do not think that 
it is necessary for the cumulative amount recognised in profit or loss to be meaningful21 but it is 
sufficient if the measurement bases are determined from the perspective of reporting an entity’s 
financial performance for each period.  Accordingly, OCI items may be used as “the linkage 
factor” more often than “bridging items.” 

169. Furthermore, our approach is different from the broad approach of the DP in that we think that 
non-recycling items would not exist.  As in our response to Question 20, when OCI items are 
considered to be “the linkage factor,” recycling would be achieved automatically as a mechanism 
and, therefore, non-recycling items would not exist. 

 

  

                                                        
21 For example, the cumulative amount of depreciation of property, plant and equipment may not be meaningful, 
understandable and clearly describable measure of the asset when the change in estimate occurs in the middle of the 
depreciation period. 
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Section 9 - Other issues 
Question 22 
Chapters 1 and 3 of the existing Conceptual Framework 
Paragraphs 9.2–9.22 address the chapters of the existing Conceptual Framework that were 
published in 2010 and how those chapters treat the concepts of stewardship, reliability and 
prudence. The IASB will make changes to those chapters if work on the rest of the Conceptual 
Framework highlights areas that need clarifying or amending. However, the IASB does not 
intend to fundamentally reconsider the content of those chapters. 
Do you agree with this approach? Please explain your reasons. 
If you believe that the IASB should consider changes to those chapters (including how those 
chapters treat the concepts of stewardship, reliability and prudence), please explain those 
changes and the reasons for them, and please explain as precisely as possible how they would 
affect the rest of the Conceptual Framework. 

 

170. We are conscious that the IASB published Chapters 1 and 3 of the Conceptual Framework in 2010, 
and does not plan to fundamentally reconsider these Chapters.  At the same time, we are aware of 
various views expressed to these Chapters (notably from European stakeholders), especially with 
regard to the concepts of “stewardship,” “reliability” and “prudence.”    

171. As noted in paragraph 7 of this comment letter, we have solicited views from Japanese constituents 
and found that many of the Japanese constituents are strongly interested in these concepts.  
Comments received from financial statement users and preparers suggested that these concepts (or 
what is meant by these concepts) should be reinstated or clarified in the revised Conceptual 
Framework.  

172. In the following paragraphs, we explain our views with regard to the concepts of “stewardship,” 
“reliability” and “prudence.”   

 

Stewardship 
173. In recent discussions, many stakeholders have suggested the importance of fulfilling management’s 

“stewardship” or “accountability” as the objective of financial reporting.  We agree that it is 
highly important for management to fulfil these objectives (especially, the importance of fulfilling 
“accountability” in financial reporting context).  However, we do not believe that the concept of 
fulfilling “stewardship” or “accountability” is the most important objective of financial reporting. 

174. We believe that information about how efficiently and effectively the entity’s management and 
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governing board have discharged their responsibilities to use the entity’s resources22 (often 

referred to as the information relevant to fulfil “accountability”) and information that is helpful for 
users to assess the prospects for future net cash inflows to an entity23 are considered to be the same 
in most cases.  However, in some limited situations, the scope of information relevant to achieve 
the two objectives would differ.  For example, information about compensation to key 
management personnel may not be necessary in light of assessing future net cash inflows to an 
entity, but it may be considered highly important for management to fulfil its accountability.   

175. Paragraphs OB3 and OB4 of the existing Conceptual Framework seem to suggest that information 
relevant to assess future net cash inflows to an entity always encompasses the information relevant 
for management to fulfil its “accountability.”  Considering the difference noted in the previous 
paragraph, we recommend that the Conceptual Framework be amended to clarify that these 
objectives may be different in some respects, although information drawn from the two objectives 
overlap in most cases.   

 

Reliability 
176. As stated in the existing Conceptual Framework24, we believe that financial information should be 

relevant and faithfully represented in order for financial information to be useful.  

177. Based on our understanding, the existing Conceptual Framework states that, for information to be 
useful, both “relevance” and “faithful representation” and their appropriate balance should be 
considered and that due consideration should be given to the cost-benefit balance25.  Although it 
is not explicit in the Conceptual Framework, we understand that paragraph QC18 of the existing 
Conceptual Framework acknowledge potential trade-off relationship between “relevance” and 
“faithful representation.” 

178. However, we are aware that some are questioning whether the Conceptual Framework allows such 
trade-off relationship.  Accordingly, we recommend that the IASB clarify what is meant by 
paragraph QC18 in the existing Conceptual Framework.  In doing so, the IASB might find it 
helpful to provide additional explanations in the Basis for Conclusions of the Conceptual 
Framework.  

 

Prudence 
179. The concept of “prudence” is used with different meanings by different people and “a bias towards 

                                                        
22 Please refer to paragraph OB4 of the existing Conceptual Framework.  
23 Please refer to paragraph OB3 of the existing Conceptual Framework.  
24 Please refer to paragraph QC4 of the existing Conceptual Framework.  
25 Please refer to paragraphs QC18 and QC35-QC39 of the existing Conceptual Framework. 
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conservatism” and “the exercise of caution when making estimates and judgments under conditions 
of uncertainty” are fundamentally different.  In our deliberations, it was noted that it is important 
to exercise sound caution and that such notion should be made explicit.  Both financial statement 
users and preparers also provided similar feedback to us.  Accordingly, we believe that it would 
be very useful to clarify what is meant by “prudence” in the revised Conceptual Framework.  

180. Having understood that the pre-2010 Conceptual Framework provided some explanations as to 
what is meant by “prudence,” we recommend that the IASB reinstate the discussion while 
reinforcing the description which highlights the importance of having a cautious mind in the 
revised Conceptual Framework.    

 
Question 23 
Business model 
The business model concept is discussed in paragraphs 9.23–9.34. This Discussion Paper does 
not define the business model concept. However, the IASB’s preliminary view is that financial 
statements can be made more relevant if the IASB considers, when developing or revising 
particular Standards, how an entity conducts its business activities. 
Do you think that the IASB should use the business model concept when it develops or revises 
particular Standards? Why or why not? 
If you agree, in which areas do you think that the business model concept would be helpful? 
Should the IASB define ‘business model’? Why or why not? 
If you think that ‘business model’ should be defined, how would you define it? 

 

181. We agree with the IASB’s preliminary view that financial statements can be made more relevant if 
the IASB considers, when newly developing or revising accounting standards, how an entity 
conducts its business activities.  

182. As noted in paragraph 76 of this comment letter, we believe that a relevant measurement basis for 
an asset or a liability can be determined based on how the asset contributes to future cash flows or 
how an entity will settle or fulfil the liability.  In this context, we believe that the business model 
often provides useful evidence as to how an asset contributes to future cash flows or how an entity 
will settle or fulfil the liability.  Accordingly, we support the use of the business model notion in 
the standard-setting process.    

183. In December 2013, the European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) and some 
European standard setters jointly published a Research Paper The Role of the Business Model in 
Financial Statements.  Although the paper noted challenges for providing a universal definition of 
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a business model, it identified the “manner in which cash flow is generated and value is created” as 
an important characteristic to identify the business model, and explained the business model 
focusing on the cash conversion cycle.  Furthermore, the paper identified possible criteria that 
could help the IASB in determining when the business model should be considered, when newly 
developing or revising accounting standards.  

184. Although we do not necessarily agree with every aspect of the paper, we believe that it would be 
very helpful if the Conceptual Framework explained whether, and if so how, recognition, 
measurement, and presentation and disclosures should differ depending on how cash flow is to be 
generated and how value is to be created.  Accordingly, regardless of whether the term “business 
model” is used in the Conceptual Framework, we recommend that the revised Conceptual 
Framework include relevant discussions using the notions stated in the previous paragraph.  

 
Question 24 
Unit of account 
The unit of account is discussed in paragraphs 9.35–9.41. The IASB’s preliminary view is that 
the unit of account will normally be decided when the IASB develops or revises particular 
Standards and that, in selecting a unit of account, the IASB should consider the qualitative 
characteristics of useful financial information. 
Do you agree? Why or why not? 

 

185. We are of the view that the unit of account is extremely important for the development of 
accounting standards, because it has significant implications to standard-setting decisions, 
especially as to when and how items should be recognised and derecognised as well as how they 
should be measured.  Accordingly, we disagree with the IASB’s preliminary view that the unit of 
account should be left to standard-setting decisions rather than being addressed at the conceptual 
level.   

186. We understand the challenges to prescribe how to decide on the unit of account, given that the unit 
of account has been decided on a standard-by-standard basis in the absence of an underlying 
comprehensive concept.  However, having considered its importance, in case the IASB decides 
not to fully deliberate this issue in this revision of the Conceptual Framework, we encourage the 
IASB to separately consider this issue at the conceptual level. 

 
 
Question 25 
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Going concern 
Going concern is discussed in paragraphs 9.42–9.44. The IASB has identified three situations 
in which the going concern assumption is relevant (when measuring assets and liabilities, when 
identifying liabilities and when disclosing information about the entity). 
Are there any other situations where the going concern assumption might be relevant? 

 

187. We have not identified situations in which consideration of the going concern assumption is 
relevant, other than those described in paragraphs 9.42-9.44 of the DP.  

188. Nevertheless, as noted in paragraph 37 of this comment letter, we do not believe that it is 
appropriate to refer to the going concern assumption when determining whether a present 
obligation exists. 

 
Question 26 
Capital maintenance 
Capital maintenance is discussed in paragraphs 9.45–9.54. The IASB plans to include the 
existing descriptions and the discussion of capital maintenance concepts in the revised 
Conceptual Framework largely unchanged until such time as a new or revised Standard on 
accounting for high inflation indicates a need for change. 
Do you agree? Why or why not? Please explain your reasons. 

 

189. We agree with the IASB’s plan to include the existing descriptions and the discussion of capital 
maintenance concepts in the revised Conceptual Framework largely unchanged until such time as a 
new or revised standard on accounting for high inflation indicates a need for change. 

190. Nevertheless, we note that paragraph 9.54 of the DP discusses the revaluation model prescribed in 
IAS 16 Property, Plant and Equipment and IAS 38 Intangible Assets.  We are of the view that the 
revaluation model is based on the capital maintenance concept, and believe that relevant 
accounting requirements should be amended such that revaluation gains or losses are accounted for 
as direct increases or decreases in equity. 

 

 

***** 
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We hope our comments will contribute to the forthcoming deliberations of the Conceptual Framework 
project. 
 
Yours sincerely, 
 

 
 
Ikuo Nishikawa 
Chairman of the Accounting Standard Board of Japan 
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[Appendix A] Other views from Japanese constituents on the IASB’s preliminary 
views 
 
This Appendix describes the major views of Japanese constituents on the preliminary views in the DP 
that are not necessarily consistent with the views of the ASBJ but those we believe are useful for the 
IASB to consider in future deliberations. 
 

Section 3 - Additional guidance to support the asset and liability definitions 
(Question 6) 
 We received from preparers of financial statements the following view regarding to the meaning of 

‘present’ in the definition of a liability. 
 View 2 is the easiest to understand.  However, there exist standards corresponding to View 1 

to View 3 under existing IFRSs, and these are all accounting treatments that faithfully 
represent the economic reality.  Specifying one of the Views as a “definition” would 
conceptually restrict accounting standards from conforming with economic reality and does 
not seem to be appropriate.  At least for the time being, it may be unnecessary to specify one 
View in the Conceptual Framework. 

 

Section 4 – Recognition and derecognition 
(Question 8) 
 We have received the following comments from preparers of financial statements. 

 We disagree with the deletion of the “probability” criterion from the recognition criteria of 
assets and liabilities.  If the probability criterion were to be eliminated, it would become 
necessary to employ more complicated measurement techniques to reflect increased outcome 
uncertainties.  This would result in less reliable information, while imposing more costs for 
financial statement preparers. 

 
Section 5 - the definition of equity and the distinction between liabilities and equity instruments 
(Question 10) 
 We have received the following comments from preparers of financial statements. 

 Requiring separate presentation of claims does not seem to be consistent with IFRSs’ 
awareness of jurisdictional differences in the breakdowns in the equity category. 

 The IASB has suspended its discussion on the distinction between liabilities and equity 
instruments and constituents have not yet agreed with its direction.  Under this circumstance, 
it is inappropriate to fundamentally revise the notion of equity. 
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 The IASB should consider defining equity in the deliberations of the Exposure Draft of the 
revised Conceptual Framework because not doing so might make the distinction between 
transactions or events that give rise to income/expense and those with owners in their capacity 
as owners difficult.  Legal and regulatory definitions or presentations of equity could be 
indicators from the perspective of stability of the presentation of equity, and therefore should 
be taken into account. 

 We received the following comment from auditors of financial statements. 
 We agree with the concept that would classify as equity residual interests in the assets of an 

entity after deducting all of its liabilities because, if assets were defined as economic resources 
and liabilities were defined as obligations to transfer economic resources, the resulting 
residual would represent the residual interests in the assets of an entity after deducting all of 
its liabilities. 

 Regarding the preliminary view (c), the IASB should consider in detail why it is relevant to 
measure a secondary equity claim in a consistent manner with a comparable financial liability 
if the IASB pursues remeasurement of the secondary equity claim which is a residual claim. 

 

Section 7 - Presentation and disclosure 
(Question 16) 
 We have received the following comments from preparers of financial statements. 

 It is necessary to determine the minimum scope of the disclosures as financial information by 
considering the accuracy, timeliness and verifiability of the information required to be 
disclosed and judging whether it is appropriate to disclose as financial information instead of 
non-financial information. 

 We think that forward-looking information, except for qualitative information relating to the 
assumptions of estimates which are recognised in primary financial statements, should not be 
included in the notes to financial statements because the objective of the notes to financial 
statements is to provide supplemental information.  We think that forward-looking 
information basically should be treated as non-financial information. 

 The necessity of individual disclosure requirements should be discussed considering the 
usefulness of the information and whether the benefits justify the costs.  We think that Table 
7.1 of the DP would be inappropriate to include in the Conceptual Framework because it can 
be used as a checklist.  In particular, we are concerned about the usefulness of ‘the sensitivity 

analysis,’ ‘maturity analysis’ and ‘roll-forwards’ which are included as types of useful 
information in Table 7.1 and we think that they should be deleted.  In addition, paragraph 
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7.35 (b) should also be deleted. 
 

Section 8 - Presentation in the statement of comprehensive income—profit or loss and other 
comprehensive income 
(Question 19) 
 We have received the following comment from financial statement preparers. 

 We think that profit or loss is recognised gains or losses which are released from risks.  
Furthermore, we think that whether critical decisions are made or not would be one of the 
indicators to determine if gains or losses are realised.  

 

Section 9 - Other issues 
(Question 22) 
 We have received the following comment from financial statement preparers. 

 The concept of “reliability” should be made explicit in the Conceptual Framework.  This is 
because providing clarify to the concept would be helpful for financial statements to faithfully 
represent events or transactions without being affected by too much bias. 

 

 

  

報告事項(1)

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。



57 

[Appendix B] Scope of the notes to financial statements 

 Transactions, events and 
conditions that occurred before 
year end (including related 
estimates) 

Transactions, events and 
conditions that have not 
occurred before year end 

Recognised on the 
face of financial 
statements 

Not recognised on the face of financial 
statements 

Items 
measure
d by not 
using 
estimate
s *5 

Items 
measure
d by 
using 
estimate
s *5 

Unrecognis
ed items 

Non-adjusti
ng events 
after the 
reporting 
period 

Other than 
non-adjusti
ng events 
after the 
reporting 
period 

Category A B C D E 

Factual 
information 

Quantitati
ve 
informatio
n 

Numerical 
depiction *1 O O O O X 

Qualitative 
informatio
n 

Explanatory 
description 
related to 
fact *2 

O O O O X 

Explanation 
of factors 
and 
circumstanc
es that 
might affect 
the items' 
quality and 
nature *3 

O O O X X 

Description 
of the plans 
or strategies 
regarding 
the risk 
exposure of 
the item 

X X X X X 

Alternative 
measuremen
ts 

Quantitati
ve 
informatio
n/ 
Qualitative 
informatio
n 

Information 
relating to 
measuremen
ts using 
alternative 
measuremen
t bases 

O *6 X X X X 

Information 
relating to 
measuremen
ts using 
alternative 
inputs *4 

X O *7 X X X 
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 Transactions, events and 
conditions that occurred before 
year end (including related 
estimates) 

Transactions, events and 
conditions that have not 
occurred before year end 

Recognised on the 
face of financial 
statements 

Not recognised on the face of financial 
statements 

Items 
measure
d by not 
using 
estimate
s *5 

Items 
measure
d by 
using 
estimate
s *5 

Unrecognis
ed items 

Non-adjusti
ng events 
after the 
reporting 
period 

Other than 
non-adjusti
ng events 
after the 
reporting 
period 

Category A B C D E 
Information 
relating to 
measuremen
ts using 
alternative 
accounting 
policies 

O O X X X 

[Legend] 
O: Generally included in notes to financial statements 

X: Generally not included in notes to financial statements 

[Notes] 
*1: Including disaggregated information such as the breakdown of the item, maturity analysis, a 

reconciliation of the carrying amount from the beginning to the end of the period, segment 
information. 

*2: Including a description of the nature of the item, a description of what the numerical description 
represents, explanation of significant facts about the quality and nature of the item, the process used 
to determine the numerical depiction. 

*3: Including a description of risk exposure, measurement uncertainty. 

*4: Including sensitivity analysis. 

*5: The term 'estimates' include fair value estimates. 

*6: In very limited situations where the IASB may determine to use one measurement basis even when 
it is relevant to use two measurement bases from the perspectives of reporting an entity’s financial 
position and financial performance. 

*7: Only when uncertainty of estimates is high. 

 

Our analysis focuses on the nature of the items which are to be included in the notes to financial statements. 

When developing disclosure requirements, standard-setters should consider whether the benefits overweigh 

the costs and whether such disclosures can be audited. 
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