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背景及び本資料の目的 

1. 2018 年 3 月 8 日開催の第 32 回基準諮問会議において、新規テーマの提案である

「経営者が会計方針を適用する過程で行った判断」及び「見積りの不確実性の発生

要因」に関する注記情報の充実への対応については、企業会計基準委員会（ASBJ）

のディスクロージャー専門委員会に、国際的な動向も含め開示全体の動向を踏まえ、

当該開示を行う場合の具体的な範囲や、当該開示を行った場合の有用性について検

討することを依頼し、同専門委員会より報告を受けた上で、基準諮問会議において

改めて ASBJ に対し新規テーマの提言とするか否かを判断することとされた。

2. ディスクロージャー専門委員会では、2018 年 3 月 28 日開催の第 11 回専門委員会

において、基準諮問会議から本件について依頼があった旨を報告し、2018 年 4 月

24 日開催の第 12 回専門委員会、2018 年 5 月 30 日開催の第 13 回専門委員会、及び

2018 年 6 月 29 日開催の第 14 回専門委員会において議論を行っている。

3. なお、専門委員会における議論では、仮に IAS 第 1 号「財務諸表の表示」（以下「IAS

第 1 号」という。）第 122 項及び第 125 項を日本基準に導入することとした場合の

論点を整理したのちに、基準諮問会議に対して行う現実的な提案を検討することと

しており、議論の結果によっては、現行基準を変更しないことを提案することもあ

り得ることとしている。

4. 現時点では、ディスクロージャー専門委員会から基準諮問会議に対して議論の結果

をご報告できるほどに議論はまとまっていない。よって、本資料では、ディスクロ

ージャー専門委員会における検討状況について、中間的にご報告することを目的と

している。

（参考） 

IAS 第 1 号第 122 項 

企業は、重要な会計方針又は他の注記とともに、見積りを伴う判断（第 125 項参

照）とは別に、経営者が当該企業の会計方針を適用する過程で行った判断のうち、

財務諸表に認識されている金額に も重要な影響を与えているものを開示しなけ

ればならない。 
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IAS 第 1 号第 125 項 

企業は、報告期間の末日における、将来に関して行う仮定及び見積りの不確実性

の他の主要な発生要因のうち、翌事業年度中に資産及び負債の帳簿価額に重要性の

ある修正を生じる重要なリスクがあるものに関する情報を開示しなければならな

い。当該資産及び負債に関して、注記には次の事項の詳細を記載しなければならな

い。 

(a)その内容 

(b)報告期間の期末日現在の帳簿価額 

 

議論の進め方について 

5. ディスクロージャー専門委員会において、ASBJ 事務局は、基準諮問会議に対して寄

せられた提案に対応した形で検討することが適切と考え、仮に IAS 第 1 号第 122 項

及び第 125 項を日本基準に導入することとした場合に検討しなければならない論

点を識別することから始めることを提案した。 

6. 多くの専門委員はこの進め方に対して大きな異論はなかったが、一部の専門委員か

ら、開示に関する包括的な会計基準を開発し、その文脈において今回新規テーマと

して提案されている内容について検討すべきであるとの意見も聞かれている。 

 

IAS 第 1 号第 122 項及び第 125 項に対する評価について 

7. 新規テーマの提案では、IAS 第 1 号において開示が求められている「経営者が会計

方針を適用する過程で行った判断」及び「見積りの不確実性の発生要因」について、

日本基準においても導入することが提案されているが、IAS 第 1 号第 122 項及び第

125 項のような開示要求をそのままの形で日本基準に導入することは適切ではない

とする ASBJ 事務局の分析について、大きな異論は聞かれていない。ASBJ 事務局が

挙げた理由には、次のようなものがある。 

(1) 日本基準と IFRS 基準の「会計方針」の定義は概ね同じであるものの、開示さ

れる会計方針が異なっている。現行の日本基準に基づく財務諸表では、通常、

会計基準において代替的な取扱いが認められている会計方針が重要な会計方

針として注記されるが1、IFRS 基準に基づく財務諸表では、会計基準において

                                                  
1 企業会計原則注解（注 1-2） 
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代替的な取扱いが認められている会計方針に限らず、「財務諸表を作成する際

に使用した測定基礎」及び「財務諸表の理解に関連性のある使用したその他の

会計方針」から構成される重要な会計方針が開示される2。したがって、「会計

方針」の定義を変えることなく、IFRS 基準の要求事項と同様の要求事項を日本

基準に導入した場合には、結果として開示される情報が IFRS 基準に基づく情

報と異なる可能性がある。 

(2) IAS 第 1 号第 122 項及び第 125 項に基づく開示については、会計方針の開示が

冗長となったり、重要な会計上の見積りについて、将来、会計上の見積りに起

因した重要な損益が生じる可能性を財務諸表利用者が評価するうえで必要な

開示がされなかったりといった点で、国際的にも有用な情報を提供していない

といった問題が指摘されている。よって、このような批判のある規定をそのま

まの形で日本基準に採り入れた場合、同様の問題が生じる可能性がある。 

8. したがって、新規テーマの提案については、IFRS 基準における開示と同様の開示を

行うべきかどうかが検討の起点となっているものの、日本基準の開発にあたっては、

国際的な会計基準の要求事項に合わせることが 終的な目標ではないため、仮に日

本基準にIAS第 1号第 122項及び第125項に相当する定めを採り入れる場合であっ

ても、日本基準における開示をより良いものとする観点から、必要に応じて定めを

修正すべきであるとする ASBJ 事務局の分析についても、大きな異論は聞かれてい

ない。 

 

開示の充実を図る場合のアプローチ 

9. これまでのディスクロージャー専門委員会において意見が分かれている論点は、仮

に日本基準において開示の充実を図る場合のアプローチである。これには、大きく

分けて次の 2 つのアプローチが考えられる。 

(1) 会計基準において原則を定め、企業に当該原則に基づき開示すべき項目を選択

し、開示の充実を図るよう要求するアプローチ（以下「包括アプローチ」とい

う。） 

(2) 開示の充実を図る会計基準を個別に特定し、個別の会計基準の改正を通じて追

加的に開示すべき内容を定めるアプローチ（以下「個別アプローチ」という。） 

                                                  
2 IAS 第 1 号第 117 項 
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10. 以下、「経営者が会計方針を適用する過程で行った判断」と「見積りの不確実性の

発生要因」に分けて議論を紹介する。 

（経営者が会計方針を適用する過程で行った判断） 

11. ASBJ 事務局は、日本基準において開示の拡充が必要と考えられる「経営者が会計方

針を適用する過程で行った判断」は限定的であり、包括アプローチよりも個別アプ

ローチ（個別に検討した結果、どの基準も変更しない場合を含む。）が適切ではな

いかとの分析を行った。これに対し、専門委員からはこれに賛成する意見と反対す

る意見の両方が聞かれた。 

12. 包括アプローチを支持する意見として、次のようなものが聞かれた。 

(1) 個別アプローチにおいては、すべての企業について、重要性がないとされない

限り、開示が増加することになる。包括アプローチは、いたずらに開示の分量

を増加させないために必要である。 

(2) 企業により開示の充実を図るべき項目は異なる可能性があり、個別アプローチ

は柔軟性に欠ける。 

(3) 個別アプローチにおいては、既存の会計基準を改正することが前提になるが、

包括アプローチは、会計基準が存在しない場合にも適用可能である。 

13. 個別アプローチを支持する意見として、次のようなものが聞かれた。 

(1) 包括アプローチにおいては、「会計方針」や「判断」の会計基準における定義が

重要な役割を果たすことになるが、これらについて市場関係者のコンセンサス

を得るには多大な時間と労力が必要となることが予想される。このため、個別

アプローチの方が効率的に会計基準を改善できる可能性がある。 

(2) 包括アプローチに基づいて企業が開示する項目を選択する際に、時間と労力が

必要となることが予想される。日本基準には包括アプローチによる要求事項が

なく、なじみのないアプローチを導入することは、大きな変更であると受け止

められる可能性がある。「経営者が会計方針を適用する過程で行った判断」の

うち、現在、開示されていない項目は多くなく、比較的限定的な開示の充実の

ためにこのような大きな変更は正当化されない可能性がある。 

(3) 個別アプローチにおいても、追加の開示が要求される企業を会計基準において

限定することにより、いたずらに開示の分量を増加させない工夫をすることは

可能である。 
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（見積りの不確実性の発生要因） 

14. ASBJ 事務局は、日本基準において「見積り」が要求される会計基準は少なくなく、

個別アプローチよりも包括アプローチが適切ではないかとの分析を行った。これに

対し、専門委員からはこれに賛成する意見と反対する意見の両方が聞かれた。 

15. 包括アプローチを支持する意見として、次のようなものが聞かれた。 

(1) 個別アプローチにおいては、すべての企業について、重要性がないとされない

限り、開示が増加することになる。包括アプローチは、いたずらに開示の分量

を増加させないために必要である。 

(2) 企業により開示の充実を図るべき項目は異なる可能性があり、個別アプローチ

は柔軟性に欠ける。 

(3) 日本基準において「見積り」が要求される会計基準は少なくなく、個別アプロ

ーチは現実的なアプローチではない。 

16. 個別アプローチを支持する意見として、次のようなものが聞かれた。 

(1) 包括アプローチにおいては、「もっとも重要」の会計基準における定義が重要

な役割を果たすことになるが、これらについて市場関係者のコンセンサスを得

るには多大な時間と労力が必要となることが予想される。このため、個別アプ

ローチの方が効率的に会計基準を改善できる可能性がある。 

(2) 包括アプローチに基づいて企業が開示する項目を選択する際にも、時間と労力

が必要となることが予想される。日本基準には包括アプローチによる要求事項

がなく、なじみのないアプローチを導入することは、大きな変更であると受け

止められる可能性がある。日本基準において「見積り」が要求されている会計

基準は少なくないものの、多くの企業にとって重要な見積りは限定的であり、

比較的限定的な開示の充実のためにこのような大きな変更は正当化されない

可能性がある。 

(3) 個別アプローチにおいても、追加の開示が要求される企業を会計基準において

限定することにより、いたずらに開示の分量を増加させない工夫をすることは

可能である。 
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今後の予定 

17. ディスクロージャー専門委員会は月に一回の頻度で開催を予定しており、本件につ

いても議論を継続する予定である。 

18. これまでの議論では、専門委員の間で「経営者が会計方針を適用する過程で行った

判断」が意味するところについて必ずしも共通理解が得られておらず、今後はその

明確化を行ったうえで議論を進めることが考えられる。 

19. また、具体的にどのような開示になるのか、例が示されないとイメージがわかない

との指摘を専門委員から受けており、現在、ASBJ 事務局において対応を検討中であ

る。 

20. ASBJ 事務局では、可能であれば、次回の基準諮問会議において議論の結果をご報告

したいと考えている。 

 

以 上 


