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＜論　説＞

純損益とその他の包括利益の区別に関する考察

―IASB における概念フレームワークの役割を手がかりとして―

河　合　由佳理

1．はじめに

　国際会計基準審議会 （International Accounting Standards Board：IASB）は、

2004年から概念フレームワークを改訂するプロジェクトを進めており、2013

年7月に討議資料「『財務報告に関する概念フレームワーク』の見直し」（以下、

DP という。）、2015年5月に公開草案「財務報告に関する概念フレームワーク」

（以下、ED という。）を公表している。概念フレームワークの改訂過程におい

ては、純損益とその他の包括利益（Other Comprehensive Income：OCI）の区別

が1つの論点として取り上げられている。当該論点について、DP では、OCI

の特徴を示して両者を区別する試みが示されたが、ED では純損益を重要な項

目として財務諸表に表示することを示すに留まっている。これらの検討過程か

ら、IASB が純損益と OCI を区別する必要性を認めていることは明らかである

が、区別の根拠となる考え方を概念フレームワークにおいて明示することにつ

いては、一貫した姿勢を示しているとはいえない。そこで、本稿では、IASB

が概念フレームワークにおいてなぜ純損益と OCI の区別に関する根拠を明示

しないのか、また、根拠を明示しないことによる課題を概念フレームワークの

役割と併せて考察する。

　本稿では、はじめに純損益と OCI の区別に関する IASB の検討状況を DP と
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ED を用いて確認する。次に、IASB が概念フレームワークそのものについて、

どのような役割を求めているかについて確認する。その際、1989年発行の概

念フレームワーク（2010年に一部改訂）、DP、ED に記載されている概念フレー

ムワークの目的の変遷を取り上げる1。これは、IASB が概念フレームワークに

期待する役割をどのように捉えるかによって概念フレームワークの内容も影響

を受ける可能性があると考えるためである。その後、会計理論と概念フレーム

ワークとの関係を確認した上で、概念フレームワークの役割の変化が純損益と

OCI の区別に関する論点とどのように関わり、どのような課題を抱えているか

を検討する。

2．純損益とその他の包括利益の区別に関する IASB の検討状況 

（1）討議資料「『財務報告に関する概念フレームワーク』の見直し」

　2013年に公表された DP は、IASB が概念フレームワークの公開草案を開発

するのに役立つように設計された文書である。DP では、論点をセクション1

～9に分けて概念フレームワークの重大な変更点を示しているが、その設計

に際しては、「実務上の問題を IASB に生じさせている領域に焦点を当てた」

（IASB[2013],1.17）と記述されている。すなわち、当該改訂は IASB 自身が会計

基準設定時に概念フレームワークにおいての記載が必要と判断した論点が取り

上げられているといえる。

　こうした前提にもとづけば、純損益と OCI に関する論点であるセクション8

「包括利益計算書における表示―純損益と OCI」も IASB が会計基準開発時に概

念フレームワークに示されていることが必要と判断したと理解することになる

が、セクション8の「はじめに」を確認すると、IASB の「アジェンダ協議2011」

に対するコメントの中に純損益と OCI に関する議論の必要性が多く述べられ

ていたことが本論に入る前に記述されている（IASB[2013],8.3-8.4）。したがって、

1 1989 年発行の概念フレームワークでは、概念フレームワークの目的が第 1章「一般

目的財務報告の目的」の前に記載されている。
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当該論点は IASB 以外の外部のコメント提出者からも影響を受けて取り上げら

れた論点であるといえる。

　セクション8では、（a）純損益及び OCI を表示する計算書の目的、（b）純損

益及び OCI の表示に関する現行の国際財務報告基準（International Financial 

Reporting Standards：IFRS）のガイダンス、（c）「概念フレームワーク」は、純損

益の合計又は小計を要求し、リサイクリングを要求（又は許容）すべきか、（d）

純損益及びリサイクリングについてのアプローチ（IASB[2013],8.1）が主要ト

ピックとして挙げられているが、本稿では純損益と OCI の区別に関連する（c）

（d）を取り上げてその内容を概観する。

　DP は、合計又は小計として純損益の維持を支持する人々の主張として、利用

者ニーズの支援、予測価値の高さ、経営者の観点からの情報提供を取り上げて

いる（IASB[2013],8.20）。これらの主張に IASB が納得し、純損益を合計又は小計

として維持することを DP では予備的見解としている。また、純損益の維持に

関してはリサイクリングも同時に検討されている。リサイクリングについて DP

では、純損益を維持したうえで、「一部の収益又は費用の項目をリサイクルする

結果となるかまたはそうなる可能性がある」（IASB[2013],8.26）ことを示している。

　これらから DP では、純損益とリサイクリングに対するアプローチとして、

リサイクリングを禁止するアプローチ（アプローチ1）、どのような項目を OCI

に含めることができるのかの記述に対する「狭い」アプローチ（アプローチ2A ）、

どのような項目を OCI に含めることができるのかの記述に対する「広い」アプ

ローチ（アプローチ2B）の3つを検討している。この内、アプローチ1は DP の

予備的見解に合致しないため、純損益と OCI の区別を検討しているアプロー

チ2A と2B の検討が DP の主張の中心となる。

　DP における純損益と OCI の区別の検討に関する特徴は、「何を純損益

に認識できるかではなく、OCI に認識できる項目の種類を記述すること」

（IASB[2013],8.35）としている点である。これは、純損益を明示的に定義するこ

とが困難であるとの認識にもとづくものである。その根拠として DP では、純

損益と OCI の区別に関する意見は、区別する属性や要因を提案することが多
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いことを挙げている。具体的には、OCI の属性として、「未実現」「非反復的」「営

業外」「測定の不確実性」「長期」「経営者の統制外」（IASB[2013],Table 8.1）を挙げ

ているが、これらを用いた区別は、単独で使用することが難しく、属性の多く

が相互に関連している可能性があることを DP では指摘している。

　こうした前提にもとづき、DP ではアプローチ2A にて「橋渡し項目」と「ミ

スマッチのある再測定」を OCI へ認識することを提案している。「橋渡し項目」

は、資産や負債の再測定時に、純損益における情報が財政状態計算書で使用

する測定と異なる際に、2つの測定値の間の差異の変動を OCI に表示するとい

うものである。例えば、負債性金融商品を財政状態計算書では公正価値で測定

するが、純損益には償却原価を用いて認識する場合の差額がこれに該当する

（IASB[2013],8.55-57）。「ミスマッチのある再測定」は、資産、負債又は過去の若

しくは予定された取引の結びついた集合体の中の項目の一部分が定期的に現在

価額に再測定されていて、結びつきのある項目が再測定されてないか又は認識

されるとしても後の時期まで認識されない場合に生じる項目である。例えば、

デリバティブを予定取引のヘッジに使用する場合に、デリバティブの公正価値

の変動を予定取引が純損益に影響を与えるまで OCI に表示する場合が該当す

る（IASB[2013],8.62-64）。なお、アプローチ2A では、これらの OCI 項目をすべ

てリサイクリングする必要性が示されている。

　一方、アプローチ2B は、OCI に含めるべき項目の解釈がアプローチ2A よ

り幅広く、リサイクリングの決定に関する裁量が IASB に与えられている点

で異なる。OCI に表示する項目として、橋渡し項目とミスマッチのある再測

定に加え、一部の長期の資産又は負債の再測定を「一時的な再測定」として

追加している。これは、確定給付年金負債又は資産の純額の再測定が一例で

ある（IASB[2013],8.86-92）。リサイクリングについては、それを正当化する

のに十分な目的適合性のある情報を提供する場合にのみ実施することを可

能としているため、リサイクルをするべきではないと判断する可能性もある

（IASB[2013],8.83-85）。

　以上から、DP では、純損益と OCI の区別について、OCI を「橋渡し項目」と
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「ミスマッチのある再測定」項目で区別する場合と、これら2項目に「一時的な

再測定」を加えた3項目で区別する場合を示し、OCI の特徴を積極的に記述す

る姿勢をとっているといえる。

（2）公開草案「財務報告に関する概念フレームワーク」

　2015年に公表された ED では、純損益と OCI の区別に関する論点が第7章「表

示と開示」にて取り上げられている。ED では、収益と費用が純損益計算書と

OCI のいずれかに分類されることを示したうえで、純損益計算書の目的を「（a）

企業が当期中に自らの経済的資源に対して得たリターンを描写する。（b）将来

キャッシュ・フローの見通しの評価及び企業の資源についての経営者の受託責

任の評価に有用な情報を提供する。」（IASB[2015],7.20）と示している。そして、

多くの利用者が純損益にかかる合計または小計を「企業の当期の財務業績の分

析及び企業の資源に係る経営者の受託責任の分析に組み込んでおり、より詳細

な分析の出発点あるいは企業の当期の財務業績の主要な指標のいずれかとして

使用している」（IASB[2015],7.22）ことが示されている。これらの記述から、ED

では DP の予備的見解と同様に純損益の財務諸表上での表示を維持する方針を

明らかにしている。

　一方、純損益と OCI の区別については、次の場合に収益もしくは費用を OCI

に含めることとしている。

「（a）当該収益若しくは費用（又はその構成部分）が現在価値で測定される資

産又は負債に関連するものであり、7.23項（b）に記述した種類のものではな

く、かつ、（b）当該収益若しくは費用（又はその構成部分）を純損益計算書か

ら除外することが、当期の当該計算書の中の情報の目的適合性を高めること

となる。」（IASB[2015],7.24 2）

2 IASB[2015],7.23 (b) では、「現在価額で測定される資産及び負債に関連する収益又は

費用の構成部分のうち、区分して識別されていて、関連する資産及び負債を歴史的

原価で測定したならば生じるであろう種類のもの」と説明されている。
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　したがって、ED では純損益と OCI の区別を目的適合性の判断に委ねること

としており、DP のように積極的に OCI 項目についての説明を試みる姿勢とは

大きく異なっている。

　また、リサイクリングについては、振替という用語を用いて「振替は、その

将来の期間において純損益計算書に含められる情報の目的適合性が高まる時

点で行われる」（IASB[2015],7.26）と示され、純損益と OCI の区別と同様に「目

的適合性」が判断の基準として用いられている。なお、純損益計算書の目的適

合性を高める期間を識別できない場合は、リサイクリングをするべきでない

（IASB[2015],7.27）とも付け加えられている。

　ED が以上のような結論に至ったのは、DP に対するコメントが賛否両論で

あったことが影響している。ED の結論の根拠では、収益と費用の項目を2つ

に区別することについて、これまでの IASB の作業や DP の開発作業による

経験から、一方の区分に含まれるすべての項目が同じ特徴を共有するように

するための単一の特徴がないことが指摘されている。その例として、OCI に

含められている項目の多くが長期にわたる保有が見込まれる資産又は負債の

再測定であるが、再測定の中には、OCI に含まれず純損益計算書に含まれて

いるものもあり、それらを OCI に含めるという要求がないことを挙げている

（IASB[2015],BC7.34）。また、OCI の使用に関する提案についても、「IASB は、

OCI の使用のそれぞれに説明があるが、それらのケースの全ての基礎にある単

一の概念的根拠はないことに留意している」（IASB[2015],BC7.35）ことから、「『概

念フレームワーク』において、どのような場合に収益又は費用の項目を純損益

計算書又はその他の包括利益に含めるべきなのかを定義するか又は精密に記述

することは、実行可能ではなく、適切でもない」（IASB[2015],BC7.36）と、現在

OCI として認められている項目を追認するような結論が導かれている3。また、

こうした理由から純損益についても堅牢かつ適切な定義は実行可能ではないと

3 その代わりに、「このトピック及び事後的な分類変更に関するハイレベルのガイダ

ンスを記載することを提案している」（IASB[2015],BC7.36）が、ED の段階では、ど

のようなことが記載されるのか示されていない。
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考えられている（IASB[2015],BC7.41）。

　これらから、OCI について ED の本文では、ある項目を OCI に含めるか否か

の判断基準として目的適合性が示されるに留まっている。これは、DP と比し

て抽象的な記述となっており、現行の IFRS において OCI に含まれる項目をそ

のまま維持することが可能な枠組みであるといえる。また、ED の結論の根拠

では、目的適合性による判断が IASB にのみ可能であることが強調されており、

「ボード・メンバーらに現状よりも多くの裁量を与える結果を伴っている」（米

山 [2015]、p.70）ことも特徴の一つであるといえる4。

3．概念フレームワークの役割

　前章では、純損益と OCI の区別に焦点を当て、概念フレームワークの改訂

過程を確認しながら IASB の姿勢を確認した。本章では、さらに広範な観点か

らこの問題を考察するため、概念フレームワークそのものが IASB においてど

のような役割で捉えられているのかに着目する。

（1）概念フレームワークの目的の変化

　まずは、IASB の概念フレームワークの「目的や位置づけ」に関する記述の変

遷を確認する。

①1989年概念フレームワーク

　現行の概念フレームワークに記載されている「目的や位置づけ」は、IASB

の前身の国際会計基準委員会（International Accounting Standards Comittiee：

IASC）が「財務諸表の作成及び表示に関するフレームワーク」として1989年に

公表したものがそのまま引き継がれている。そこには、次の7項目が概念フレー

ムワークの目的として示されている（IASB[2010]、「目的及び位置づけ」）。

4 なお、ED の結論の根拠では、リサイクイングについても本文で示した内容を詳細

に述べるにとどまっている。
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　これら7項目うち（a）から（e）までの5項目からは、概念フレームワークが

規範的な文書であるべきことを明確にしているといえる。また、他国の会計基

準設定主体にとっての規範になることも示されるなど、その適用範囲を幅広く

捉えていることも特徴であるといえる。

② DP 

　DP では、概念フレームワークの目的を1つに絞ることが有用であると考え、

概念フレームワークの主たる目的を次のように述べている（IASB[2013],1.26）。

　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。

　ただし DP では、IASB 以外の関係者が「（a）現行の基準を理解し解釈するこ

と、（b）特定の取引又は事象に具体的に当てはまる基準又は解釈指針がない場

合に、会計方針を策定すること」（IASB[2013],1.28）にも概念フレームワークが

役立つ可能性があることを示し、概念フレームワークの副次的な目的について

言及している。このように、DP においても概念フレームワークが規範的であ

るべきことを前提としているが、会計基準設定主体である IASB のために規範

（a） 当審議会が、将来の IFRS の開発と現行の IFRS の見直しを行うために役立

つこと

（b） IFRS が認めている代替的な会計処理の数を削減するための基礎を提供する

ことにより、当審議会が財務諸表の表示に関する規則、会計基準及び手続

の調和を促進するために役立つこと

（c） 各国の会計基準設定主体が国内基準を開発する際に役立つこと

（d） 財務諸表の作成者が IFRS を提供する際や、IFRS の主題となっていないテー

マに対処する際に役立つこと

（e） 財務諸表が IFRS に準拠しているかどうかについて、監査人が意見を形成す

る際に役立てること

（f） 財務諸表利用者が IFRS に準拠して作成された財務諸表に含まれる情報を解

釈するのに役立つこと

（g） IASB の作業に関心を有する人々に、IFRS の形成へのアプローチに関する情

報を提供すること
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性を備えるべきであるとしており、これまでのものより対象を限定するような

形で示している点が特徴であるといえる。

③ ED

　ED では、概念フレームワークの目的として次の3つを挙げている

（IASB[2015],IN1）。

（a） IASB が首尾一貫した概念に基づいた基準を開発するのを支援する。

（b） 特定の取引又は事象に当てはまる基準がない場合、又は基準が会計処理の

選択を認めている場合に、作成者が首尾一貫した会計方針を策定するのを

支援する。

（c） すべての関係者が基準を理解し解釈することを支援する。

　ED では、概念フレームワークを規範的な文書と捉える点ではこれまで取り

上げた目的と一貫するが、DP と異なり、その範囲を再度広げていることに特

徴があるといえる。

（2）DP の提案に対する反応

　前節で示した3つの文書を概観すると、概念フレームワークの目的とする対

象者に変化がみられる。1989年概念フレームワークでは会計基準設定主体であ

る IASB だけではなく、財務諸表作成者、監査人、財務諸表利用者、その他の

関係者への役立ちが並列に記述されている。当時、IFRS を世界に広めることや

IFRS の比較可能性の確保が急務であった背景も関連すると考えられるが、他

国の会計基準設定主体までもが対象として含められている。しかし、DP では

主たる利用者を IASB に限定した提案を行っている5。これに対する反応として

5 DP では、前節で示した目的を補足する形で収益と費用の項目を OCI に表示できる

場合の案を示している（詳細は、前章を参照されたい。）が、それは IASB が IFRS
の開発の際だけに利用できるものであって、財務諸表の作成者がある項目を OCI に
表示するか否かを会計基準のない場合に判断ができるわけではないことを付け加え

ている（IASB[2013],1.29）。これらからも、DP で提案された概念フレームワークは、

IASB の基準設定目的を強調したものになっているといえる。
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IASB[2014a] と IASB[2014b] によれば、証券監督者や監査法人を含めた一部の回

答者が DP の提案に賛成しているとしている6。その理由は次のとおりである。

　しかし、大半のコメント提出者は概念フレームワークの主たる利用者を

IASB とする DP の提案に反対している。その理由は、次のとおりである。

　また、上記の理由とは区別して IASB 以外の関係者が概念フレームワークを

重視する理由も取り上げられている。その理由には次のような見解がある。

6 IASB[2014a] によれば、概念フレームワークの目的に関する質問に対して、コメント

提出者の半数程が回答をしている。

DP の提案に賛成する見解

● IASB は 初のフレームワーク以降、包括的ガイダンスを開発しているため、
IASB 以外の関係者は会計基準の解釈の際に概念フレームワークを利用すると考
えられること

● 概念フレームワークは会計基準ではなく、会計基準に優先するものでないと考
えられること

● IASB は概念フレームワーク開発時に概念的問題に焦点を当てており、現行実務
の法典化（codifi cation）を目指していないこと

（IASB[2014a],para.10,IASB[2014b],para.11）

DP の提案に反対する見解

● 作成者が IAS8『会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬』を通じて概念フレー
ムワークを使用するという事実を弱体化させるもしくは軽視することになると
考えるため

（IASB[2014a],para.9,IASB[2014b],para.12）

DP の提案に反対するその他の見解

● 概念フレームワークが会計基準を使用する人にとって財務報告の基礎的な原則
や概念の共通理解を促進する

● 主たる利用者を IASB のみにすると他の関係者（監査人や規制当局、IFRS 解釈指
針委員会）にとってこの文書の重要性が減少する。概念フレームワークは IFRS
採用の促進といった IFRS 財団の目的を実現するために利害関係者が理解できる
ハイレベルの原則を含むべきである

● 概念フレームワークはすべての関係者が従うべき「行動コード」である

（IASB[2014a],para.9,IASB[2014b],para.13）
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　これらの見解を受け、IASB[2014b] では、DP の開発に当たって IASB 以外の

関係者を軽視することを意図したわけではないと説明している。そして、作成

者が IFRS に規定のない取引等の会計方針決定時に概念フレームワークを使用

していることと、全ての関係者にとって原則ベースの環境で会計基準がすべて

の取引等を取り扱っていないことを理由に、会計基準設定目的のみならず、会

計基準として使用する作成者やその他の関係者に対する支援も概念フレーム

ワークの目的として並列に挙げる提案を行っている（IASB[2014b],paras15,16）。

そして、IASB[2014b] において提案された目的は、前節の ED の部分で示した

概念フレームワークの目的にそのまま引き継がれている。

　なお、DP では提案された概念フレームワークの一部を IASB のみの利用に

制限することも記述されている。これに関して、作成者は会計基準設定を理解

するために概念フレームワークを使用するべきとして賛成する見解がある一

方、全ての関係者に適用できないと制限する概念的理由がないとして反対する

見解も示されている（IASB[2014a],paras.12,13,IASB[2014b],paras.27,28）。結果的

に ED では、概念フレームワークが会計基準に優先するものではないとの考え

から制限を設けないとしている（IASB[2014b],para.30）。

　以上から、IASB が掲げる概念フレームワークの目的には、規範的な役割と

して大きく2つが想定されているといえる。1つは、会計基準設定を行う際に

役立てるものとして概念フレームワークの役割を捉えるものである（図表1  上

の図参照）。これは、概念フレームワークの改訂過程においても IASB が一貫

して重視している役割でもある。しかし、会計基準である IFRS が概念フレー

ムワークに準拠することについて IASB の姿勢の変化を指摘するものもある。

徳賀 [2016] は原則主義アプローチの構成要素を整理しているが、その中の1つ

に「概念フレームワークに準拠していること」（徳賀 [2016]p.118）を挙げてい

る。本来、「明確な原則に基づいて会計基準が演繹的整合性を維持しているこ

とや、会計基準が概念フレームワークに準拠していることは、いずれも広い意

味での概念的アプローチ（conceptual approach）として表現可能である」（徳賀
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[2016]p.120）とされるが、徳賀 [2016] は、概念フレームワークの格下げを指摘

している。それは、概念フレームワークの会計基準設定における役割が会計基

準設定主体を中心としたものに変化している DP の記述7や、概念フレームワー

クが会計基準に優先しないこと、概念フレームワークが頻繁に変更される可能

性があることを挙げた DP や ED の議論が根拠となっている。こうした状況は、

概念フレームワークが常に完璧な論理で会計基準を導く必要はないことを暗に

示していると考えられるのである。

　IASB の概念フレームワークが想定するもう1つの役割は、概念フレームワー

クが会計基準として機能し、会計実務を支援する役割である（図表1　下の図

参照）。2つ目の役割も概念フレームワークが規範的なものであることを意味

しているが、概念フレームワーク改訂作業の中で注目すべきは、この2つ目の

役割が再確認されている点である。IASB の概念フレームワークが会計実務に

直接関わることは、概念フレームワークの規範的な「概念」としての役割以外

の機能も期待されている可能性が考えられる。

 

図表1　概念フレームワークの役割

7 概念フレームワークの役割の変化については、本稿の 3（1）を参照されたい。
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4．概念フレームワーク改訂過程における課題

（1）会計理論と概念フレームワーク

　前章においては、IASB の概念フレームワークそのものの役割の変化につい

て確認した。その結果、概念フレームワークが格下げされていることや実務を

直接支援する役割が再確認されていることを示したが、そうした状況を踏まえ

て本稿の2で概説した純損益と OCI の区別に関する論点は、どのような課題を

抱えているのであろうか。これらを明らかにするために、まず本節では概念

フレームワークが、「『制度化された理論』という性格を付与された理論」（津守

[2002]、p.248）であることについて述べる。その際に、規範的な概念フレームワー

クとその背後にある会計理論の関係について Miller et al.[2015] を取り上げる8。

　概念フレームワークはそもそも記述的（帰納的）に導く方法と、規範的（演

繹的に）に作成する方法があり、IASB が有する現在の概念フレームワーク（改

訂中のものも含める）は後者の方法を採っている。純粋に概念フレームワーク

を規範的なものであると捉えるならば、本来の概念フレームワークは「将来お

よびその将来がどのように展開すべきかについてのビジョン・ステートメント」

（Miller et al.[2015],p.81　斜体は原文ママ）としての役割を果たすものであるこ

とが期待される。しかし、これは「財務会計がどのような役割を果たすべきか

という問題に関して事前に明確な合意を形成する」（Miller et al.[2015],p.82）必要

があり、背後にある会計理論と同一のものであることが前提となる。そのため、

現実的にはこうした合意の形成は困難であり、本来の意味での規範的な概念フ

レームワークの構築は難しいとされている。すなわち、現在多くの国で公表

されているもしくは検討中の概念フレームワークは「“純粋な ”規範的会計理

論と呼ぶものと同じものではない」（Miller et al.[2015],p.84）といえるのである。

8 Miller et al.[2015] の訳は、髙橋 [2017] を参考にしている。また、Miller et al.[2015] は
アメリカの会計基準設定主体である財務会計基準審議会（FASB）の概念フレームワー

クプロジェクトについて検討した研究であるが、IASB の概念フレームワークも一時

的に FASB と共同で開発を行っていたことや概念フレームワークの基本的な構成に

おいては FASB と IASB で類似しているため本論文において取り上げている。
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こうした会計理論、概念フレームワークと会計基準の関係について、Miller et 

al.[2015] は図表2のように表している。

　図表2の左図は、概念フレームワークが背後にある会計理論を完全な形で表

していることを前提としたものである。しかし、多くの人々の審議を経て確定

される概念フレームワークは図表2の右図のように政治的なプロセスを経て決

定されている。したがって、Miller et al.[2015] では、「概念フレームワークは純

粋理論ではない」（Miller et al.[2015],p.86）点と「概念フレームワークは政治的な

色彩を帯びた基準設定のための正規の手続きの中で適用される政治的な概念フ

レームワークであることから、それがなしうる 大のものは現実の会計基準に

落とし込まれるものに影響を与えることである」（Miller et al.[2015]p.86　斜体

は原文ママ）点を重要な視点として導いている。以下では、図表2を元に IASB

の概念フレームワークプロジェクトにおける純利益と OCI の区別の論点につ

いて検討する。

　純利益とOCIの区別について具体的指針を示したDP9に対しては、米山 [2015]

が2つの問題を指摘している。1つ目の問題は、これらの類型に含まれる項目

がなぜ「OCI」に含まれるのかに関する明示的な説明を欠いていることから、

純損益と OCI の区別が客観的に識別できたとしても、区別を行う必要性や必

 

図表2　会計理論、概念フレームワーク、会計基準の関係

（出所）Miller et al.[2015],p.85にもとづいて作成

9 OCI を 2項目（橋渡し項目とミスマッチのある再測定）もしくは 3項目（前述の 2

項目に一時的な再測定を加えたもの）に絞った純損益と OCI の区別に関する指針の

ことである。
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然性がなお残るという点である（米山 [2015]、p.58）。OCI に含まれる項目に共

通の特徴を説明していないために、純損益の特徴も曖昧となり、こうした説明

が欠如した状態は概念フレームワークの「基準開発に際しての指針」としての

役割が期待できないことが指摘されている（米山 [2015]、p.58）。2つ目の問題は、

DP で示された純損益と OCI の区別の議論が「現行実務に合理的な解釈を与え

ようとする記述的な議論と、必ずしも現行実務に制約されることなく導出され

てきた目標仮説の達成手段として、何が も望ましいのかを問う規範的な議論」

（米山 [2015]、p.59）の混在となっている点である。

　こうした指摘を図表2に当てはめて検討すると、1つ目の問題は会計基準が

概念フレームワークを介さずに導かれる可能性を示しているといえる。すなわ

ち、なぜ純損益と OCI に区別するのかという明確な根拠が概念フレームワー

クに示されないまま、会計基準において両者の区別が行われることになるため、

会計理論→政治的プロセス→会計基準という流れに当てはまることが考えられ

る。2つ目の問題は、概念フレームワークが会計理論→概念フレームワーク（現

実的には政治的プロセスを挟む）の流れだけで必ずしも設定されていないこと

を示している。すなわち、概念フレームワークが、概念フレームワーク→会計

基準（現実的には概念フレームワーク→政治的プロセス→会計基準）の関係も

考慮した上で設定されていることが考えられる。

　では、現在 新の公表物である ED は概念的アプローチを適用できるような

枠組みになっているのであろうか。ED は「目的適合性」という使用対象の判

断基準によって OCI の区別を行うことを提案しているが、それは抽象的な表

現に留まり、「なし崩し的に「現状」を「将来における基準設定の規範」に据え

ている」（米山 [2015]、p.71）ことが指摘されている。したがって、ED で示され

た純損益と OCI の区別は会計理論を反映したものではなく、現行の会計基準

を補強する役割を果たしているといえる。その上、ED では目的適合性の判断

は IASB に限定することが強調されている。そのため、どのような根拠にもと

づき IASB が目的適合性の有無を判断するかは明確ではなく、会計基準設定時

に IASB が概念フレームワークを介さずに直接、会計理論→政治的なプロセス
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→会計基準（図表2右図参照）の流れで OCI へ含めることを決定する可能性も

あるといえる。すなわち、ED における純損益と OCI の区別は概念フレームワー

クに明示されていない会計理論を根拠とする可能性があると考えられるのであ

る。以上から、純損益と OCI の区別に関する IASB の概念フレームワークの議

論では、概念フレームワークとして文書化する際に必要と考えられる会計理論

が十分に反映されていない可能性が指摘できる。

（2）会計理論検討の欠如に関する指摘

　こうした会計理論の検討が欠如していることについては、IASB のメンバー

である Finegan 氏と Lloyd 氏も同様の指摘を行っている。ED の結論の根拠に

おいて示された彼らの見解では、「『概念フレームワーク』が関連する基準レベ

ルの決定の基礎を提供することが重要であることに同意している。しかし、本

公開草案での提案は概念的な根拠（conceptual basis）が欠けていると考えてい

る」（IASB[2015],AV3）と述べた上で、ED における純損益と OCI の区別につい

て取り上げている。彼らは、「業績報告の概念的な土台は、特徴の異なる（例え

ば、持続性の程度の相違や予測価値の相違）収益及び費用の区分表示と、特徴

の異なる内訳項目を強調するための収益及び費用の項目の分解又は分割という

原則を基礎とすべき」（IASB[2015],AV4）と考え、OCI が純損益の外で認識され

るのは、そうすることで純損益計算書の目的適合性が高まる限定的な場合のみ

と考えている（IASB[2015],AV5）。また、目的適合性を高めるためには、「分解の

基礎は、取引の存続期間にわたり、又は経済的に関連のある取引の存続期間に

わたる合計で、OCI の累計額が正味でゼロとなるべきである」（IASB[2015],AV5）

としている。こうした考えにより、Finegan 氏と Lloyd 氏は DP のアプローチ A

を基礎として OCI の概念的根拠を検討するべきであったと指摘している。
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5．おわりに

　本稿では、DP と ED における純損益と OCI の区別に関する論点を取り上

げ、概念フレームワークに求められる役割に照らし合わせて区別の根拠が概念

フレームワークにおいて適切に明示されているか否かを検討した。その結果、

IASB の概念フレームワークそのものの役割に関しては、規範的であることが

求められる一方で、実務を直接支援する役割が再認識されていることや概念フ

レームワーク自体の格下げに関する指摘があることを確認した。IASB の概念

フレームワークが実務を直接支援する理由は、本稿の3で取り上げたように「会

計基準としての役割を備えなければならない」という IASB の概念フレームワー

ク独自の目的があるためである。また、IASB の適用が広がり、会計基準設定

主体である IASB の安定化が進んだことによって、概念的アプローチを全面に

置く必要性をもたらさない現在の状況（徳賀 [2016]、pp.124-127）が概念フレー

ムワークの格下げが起こった要因の1つとして考えられている。

　一方で、純損益と OCI の区別に関する論点は DP と ED で異なる考え方にも

とづいた議論が展開されているが、どちらも概念フレームワークが規範的な役

割を果たさない場合、会計理論が概念フレームワークを介さずに会計基準に反

映される可能性があることを明らかにした。純損益と OCI の区別は、そもそ

も IASB を取り巻く外部の関係者がアジェンダで要求したことが影響した論点

であるが、関係者が求めているのは、現行会計基準のみを支える理論ではなく、

将来の新事象にも耐えうる概念的根拠ではないかと思われる。したがって、純

損益と OCI の区別を概念フレームワークで機能させるためには、IASB におけ

る概念フレームワークが、会計理論を反映した規範的な文書として改めて構築

されることが今後の新たな事象に対応するためにも必要と考えられる。

　以上から、純損益と OCI の区別に関する論点が有する本質的な問題は、概

念フレームワークに記載するべき会計理論の明確化が求められている論点で

あるにも関わらず、検討が不十分であることが考えられる。しかし、一方で

IASB の概念フレームワークそのものの格下げが指摘されている。これらの現
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状を鑑みると、概念フレームワークにおいて明確にするべき点と概念フレーム

ワークの現実的な位置づけに齟齬が生じているといえよう。概念フレームワー

クを制度化した会計理論と捉える場合も、会計基準設定の際に必ずすべてをカ

バーするべき文書と考えるのか、一部で会計理論が概念フレームワークを介さ

ずに会計基準化されることを認めるのか、再度検討の余地があると考えられる。

参考文献

・ APB[1970], Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial 

Statements of Business Enterprises, Statement of the Accounting Principles 

Board No.4, AICPA. 川口準一訳 [1973]、『アメリカ公認会計士協会・企業会計

原則』同文舘出版。

・ IASB[2010], “The Conceptual Framework for Financial Reporting”.　IFRS財団編、

企業会計基準委員会・公益財団法人 財務会計基準機構監訳 [2016]、『国際財

務報告基準（IFRS）2016』中央経済社。

・ IASB[2013], Discussion Paper, “A Review of the Conceptual Framework for 

Financial Reporting”.　 企業会計基準委員会訳 [2013]、「『財務報告に関する概

念フレームワーク』の見直し」。

・ IASB[2014a], Staff Paper Agenda ref.10B, “Conceptual Framework: Feedback 

summary: purpose and statues of the Conceptual Framework”.

・ IASB[2014b], Staff Paper Agenda ref.10E, “Conceptual Framework: Feedback 

summary: purpose and statues of the Conceptual Framework”.

・ IASB[2015], Exposure Draft, “Conceptual Framework for Financial Reporting”.　 

企業会計基準委員会訳 [2013]、「『財務報告に関する概念フレームワーク』の

見直し」。

・ FASB[1976], Scope and Implications of the Conceptual Framework Project. 森

川八洲男監訳 [1989]、『現代アメリカ会計の基礎概念』白桃書房。

・ FASB[1978], Statement of Financial Accounting Concepts No.1, “Objectives of 

Financial Reporting by Business Enterprises”. 平松一夫・広瀬義州訳 [2002]、



（   ）233 67純損益とその他の包括利益の区別に関する考察

『FASB 財務会計の諸概念＜増補版＞』中央経済社。

・ FASB[1985], Statement of Financial Accounting Concepts No.6, “Elements of 

Financial Statements”. 平松一夫・広瀬義州訳 [2002]、『FASB 財務会計の諸概

念＜増補版＞』中央経済社。

・ Horngren, C. T. [1981], “Uses and limitations of a conceptual framework, ” Journal 

of Accountancy, Vol.151, Issue.4, pp.86-95.

・ Miller, P. B. W., P. R. Bahnson, and R. J. Redding [2015], The FASB: The People, 

the Process, and the Politics, 5th ed., Sigel Press. 髙 橋 治 彦 訳 [2017]、『The 

FASB 財務会計基準審議会―その政治的メカニズム（新版）』同文舘出版。

・ Tweedie, D.[2007], “Can Global Standards Be Principle Based?, ” The Journal of 

Applied Research in Accounting and Finance, Vol.2, Issue.1, pp.3-8.

・ 国際会計研究学会研究グループ [2016]、『IFRS の概念フレームワークについ

て― 終報告書―』国際会計研究学会。

・ 徳賀芳弘稿 [2016]、「IASB の会計基準設定姿勢の変化とその意味―原則主義

アプローチの位置づけの変化―」『商学論及』第63巻第3号（3月）、pp.111-

131。

・ 米山正樹稿 [2015]、「概念フレームワークプロジェクト―純利益と「その他の

包括利益」の分類規準をめぐる通年の検証」（辻山栄子編著 [2015]、『IFRS の

会計思考―過去・現在そして未来への展望』中央経済社、第2章所収）。




