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日本基準トピックス

ASBJ 「無形資産に関する検討経過の取りまとめ」の

公表

■主旨
2013年7月4日

第235号

 2013年6月28日、企業会計基準委員会（ASBJ）は、「無形資産に関する検討経過の取りま

とめ」（以下、「本取りまとめ」）を公表しました。

 本取りまとめは、ASBJにおける、無形資産の会計基準に関するプロジェクトにおける現

在までの検討経過を取りまとめたものです。

 本取りまとめについては、公開草案や論点整理のような意見の募集は行っていません。

・ 原文については、ASBJのウェブサイトをご覧ください。

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/press_release/domestic/sme20/

----------------------------------------------------------------------------

１．これまでの検討経過

ASBJ では、国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）とのコンバージェンスという観点を念頭に

置きつつ、我が国において、IFRS や米国会計基準のように無形資産全般に関する会計基準が

存在していないことを踏まえ、無形資産全般に関する会計基準の開発を進めるため、平成 18

年 2月より各種の検討が進められてきました。

本取りまとめは、特に、ASBJ による平成 21 年 12 月の「無形資産に関する論点の整理」の公表

以降に検討されてきた無形資産に関する諸論点について、将来のさらなる検討に向けて、これ

までの検討内容を検討経過として取りまとめておくこととされ、公表されたものです。

年月 検討経過（要旨）

平成 19 年 12 月 「研究開発費に関する論点の整理」の公表

平成 20 年 12 月

企業会計基準第 21 号「企業結合に関する会計基準」等の公表

（企業結合により受け入れた仕掛研究開発の取扱いについては、IFRS

や米国会計基準と同様に、企業結合時に費用処理する取扱いから資産

計上する取扱いに変更）

平成 21 年 12 月 「無形資産に関する論点の整理」の公表

平成 24 年 1 月
社内開発費の取扱いについては、当面の間、現行の費用処理を維持す

ることを提案
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平成 25 年 6 月

検討を行ってきた個別論点（企業結合時に識別される無形資産の取扱

いや、他社から研究開発の成果を個別に取得した場合の取扱い）につい

ては継続的な検討課題とし、これまでの「無形資産に関する検討経過の

取りまとめ」（本取りまとめ）を公表

２．個別論点の概要

本取りまとめでは、以下の表に示した無形資産に関する個別論点ごとに、我が国の会計基準と

国際的な会計基準における取扱い、および論点として取り上げた理由（問題意識）やこれまで

に示された意見や考え方を含む現在までの検討経過を記載しています。

個別論点 検討経過（要旨）

1. 無形資産の定義・

認識要件

 我が国の会計基準では、無形資産の一般的な定義・認識

要件が定められていないため、無形資産の包括的な会計

基準の開発へ向けた審議の中で検討を進めてきた。

 しかし、主要論点である社内開発費の取扱いを、当面の

間、現状維持とする提案を行った後は、個別論点の検討を

優先して行うこととしたため、その後は無形資産の定義・認

識要件の検討は行っていない。

2. 社内開発費の取扱い

 EUの同等性評価の 1項目であったことなどから、社内開発

費の資産計上の要否について検討を行ってきた。

 しかし、社内開発費を資産計上する方向での会計基準の

改正への合意形成が十分に図られていない状況等を踏ま

え、平成 24 年 1月に、当面の間、現行の費用処理を維持

する方向で検討を進めることとした。

 そのうえで、アニュアルレポートの調査、学術論文の収集・

分析といったリサーチ活動を継続している。

3. 企業結合時に識別され

る無形資産の取扱い

 企業結合時に識別される無形資産の情報の重要性や無形資

産の識別に関する不統一な実務の可能性などの観点から、

識別可能性の定義の見直し等によって無形資産を識別する

ことによるベネフィットに焦点を当て、審議を行ってきた。

 しかし、見直しの要否については市場関係者の間や財務

諸表利用者の間でも意見が分かれている状況を踏まえ、平

成 25 年 5月に、継続的な検討課題とすることとした。

4. 他社から研究開発の

成果を個別に取得し

た場合の取扱い

 企業結合により受け入れた仕掛研究開発の取扱いとの整

合性などから、個別に取得した仕掛研究開発を資産計上

すべきかどうかについて検討を進めてきた。

 しかし、社内開発費の取扱い（当面の間、現状維持）との整

合性を重視して、平成 25 年 5月に、当該論点についても

現状維持（全て費用処理）とした。

 将来的に社内開発費の会計処理の検討が行われる場合

には、その際に、併せて検討する。
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5. 耐用年数が確定できな

い無形資産の取扱い

 無形資産の中には、限定的ではあるが償却を行うことが適

切ではない資産が存在すると考えられるが、我が国の会計

基準では定めがない。

 このため、我が国の会計基準に耐用年数が確定できない

無形資産の概念を導入する場合には、範囲が限定的であ

ることを明確にして厳格な取扱いとなるような方向性で検討

してきたが、当該論点については、平成24年8月以降は検

討を行っていない。

6. その他の論点

（1） 借地権の取扱い

（2） 繰延資産の取扱い

（1） 借地権の取扱い

 借地権には、多様な形態があるが、我が国の会計基準で

は借地権に関する会計処理について明示したものはない。

 このため、借地権が、耐用年数が確定できない無形資産に

該当するか否かを判断し、該当しない場合は、償却を行う

方向性で検討してきたが、当該論点については、平成 24

年 8 月以降は検討を行っていない。

（2） 繰延資産の取扱い

 ASBJ の実施した調査によると、有価証券報告書提出会社

における繰延資産の開示企業数は減少傾向にあり、その

総資産に占める比率は低いものに留まっている。

 このような状況を踏まえ、会計基準のコンバージェンスの観

点を考慮して、実務対応報告第 19 号「繰延資産の会計処

理に関する当面の取扱い」を廃止するか検討してきたが、

当該論点については、平成 24年 8月以降は検討を行って

いない。

３．その他

本取りまとめでは、「Ⅳ 別紙」において、無形資産プロジェクトの検討経緯を示した一覧表（別

紙 1）や、IAS 第 38 号の実際の適用状況の確認のため行われた IFRS 適用会社における社内

開発費に関する開示事例の調査結果（別紙 4）など、無形資産の会計基準の開発の検討過程

で作成され、用いられた各種の資料が添付されています。

 別紙 1 これまでの審議等の状況

 別紙 2 無形資産の会計基準比較表

 別紙 3 単体検討会議において示された意見

 別紙 4 IFRS における開発費に関する調査

 別紙 5 識別可能無形資産の事例
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本資料は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナル

からのアドバイスを受けることなく、本資料の情報を基に判断し行動されないようお願いします。本資料に含まれる情報は正確性または完全性を、

（明示的にも暗示的にも）表明あるいは保証するものではありません。また、本資料に含まれる情報に基づき、意思決定し何らかの行動を起こされ

たり、起こされなかったことによって発生した結果について、あらた監査法人、およびメンバーファーム、職員、代理人は、法律によって認められる範

囲においていかなる賠償責任、責任、義務も負いません。

© 2013 PricewaterhouseCoopers Aarata. All rights reserved.

PwC refers to the PwC Network member firms in Japan and/or their specified subsidiaries, and may sometimes refer to the PwC Network.

Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.

This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

あらた監査法人
東京都中央区銀座8丁目21番1号 住友不動産汐留浜離宮ビル (〒104-0061)
お問い合わせ: aaratapr@jp.pwc.com


