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IFRS ICによる却下通知（リジェクションノーティス）
～IFRS解釈指針委員会での議題から却下された論点～
IAS第16号「有形固定資産」

はじめに
　「IFRS IC リジェクション」とは、一般に、IFRS解釈指針委
員会（以下、「IFRS IC」。）が議題として取り上げないと判断し
た論点をいいます。IFRS ICは、関係者から寄せられたさま
ざまな論点を検討します。論点が議題として追加されると、
解釈指針の開発や狭い範囲の基準の修正（「年次改善」とし
ての修正を含む）の検討が開始されます。一方で、多くの論
点は、議題として取り上げることが却下（リジェクション）され
ています。IFRS ICは、却下した論点について、論点の概要
と、議題にしないと判断した理由を簡潔にまとめ、ウェブサイ
トなどで公表しています。「却下通知（リジェクションノーティ
ス）」と呼ばれるこの情報は、基準承認の権限を有する国際
会計基準審議会（以下、「IASB」。）の審議を経ずに公表され
るものですので基準書ではありませんが、有用な情報といえ
ます。
　これまでどのような論点が IFRS IC に提出され、どのよう
な却下通知が公表されたのか、今回は IAS第 16号「有形固
定資産」を取り上げて解説します。

IAS第16号「有形固定資産」の却下通知

IAS第 16 号は有形固定資産の認識、測定および開示を
扱っています。これまで、IAS第 16号に関して10の論点が
提出され議題として却下されました（P33 表1）。

減価償却

許容可能な減価償却方法に関する論点が多数、IFRS IC
に提出されました。

①生産高比例法（2004年5月） 
IFRS ICは、生産高比例法について検討しました。例え

ば、時の経過とともに使用が増加することが見込まれる道路
の減価償却方法です。IFRS ICは、道路のように、資産の便
益がその使用により直接消費されない場合において、生産
高比例法を使用して減価償却することが許容されるのかど
うかを検討しました。検討の結果、IFRS ICはこれを議題と
することを却下し、判断を IASBに委ねました。生産高比例
法は、予想される使用や生産高に応じて費用を計上する方
法です。対象とする資産の将来の経済的便益の予想される
消費のパターンを反映している場合には、生産高比例法を
使用することができます。

②利息法（2004年11月）
IFRS ICは、オペレーティング・リースの資産の減価償却

方法として、利息法が許容されるのかという議題要請も却下
しました。利息法（償却原価法と呼ばれることもあります）を
使用する場合、減価償却額は、資産から予想される将来の
正味キャッシュ・フローの現在価値を反映することになり、
当該資産を債権と同様に会計処理することになります。従っ
て、利息法で減価償却を実施することは適切ではありませ
ん。

IFRS ICは、減価償却方法は資産の将来の経済的便益を
企業が消費すると予想するパターンを反映するものでなけ
ればならないことに留意しました。例えば、時の経過ととも
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に均等に使用される道路の場合には、定額法が最適な減価
償却方法となります。

③収益に基づく減価償却方法
IAS第 16号では、減価償却方法は、資産の将来の経済的

便益の予想される消費のパターンに基づくという原則を設
けています。有料道路の場合、経済的便益の消費は、早い
時期に少なく、後になるにつれて多くなる可能性がありま
す。IFRS ICは、2011年 11月および 2012年 3月に、（予想
される使用量や生産高による）生産高比例法が将来の経済
的便益の予想される消費パターンを反映する、より適切な
方法であるかどうかを議論し、この点についてIAS第16号お
よび IAS第38号「無形資産」において明確にするようIASBに
提案しました。

その後、収益は資産の経済的便益の消費以外の要因を反
映しているとの理由から、IASBは、資産の減価償却費の計
算において収益を基礎とした方法を使用することは不適切
であるという考えを明示し、2014年5月に、IAS第16号およ
びIAS第38号を修正しました。

試運転コスト（2011年7月）

IFRS ICは、資産の試運転により得られる販売収入につい
て、その会計処理を明確にするよう要請されました。具体的
には、独立した工場が複数含まれる工業グループにおいて、
個々の工場の稼働のタイミングが異なるケースで、かつ規
制が、企業にこの工業地帯全体の「商業生産開始日」を特定
することを要求しているケースです。論点の提出者は、この
ようにグループ内に稼働している工場と稼働準備中の工場
が混在する場合に、すでに稼働中の工場からの収入を稼働
前の工場の試運転コストと相殺することができるかどうかを
質問しました。

IFRS ICは、試運転におけるコストと収入は、有形固定資
産項目ごとに区分しなければならないと言及し、さらに有形
固定資産項目が使用可能となる日を判断する方法、および
生産による収益と試運転コストが控除できる収入を区別す
る方法について、IAS第 16号が十分なガイダンスを提供し
ていると考えました。従って、IFRS ICは、この論点につい
て、実務において多様な会計上の取扱いが生じるとは考え
ませんでした。

取得に対する変動支払（2016年3月）

有形固定資産や無形資産の取得に際して、変動支払が発
生することがあります。購入者は、売手に対して、資産を取
得するために初回の支払を行い、その後の支払を約束しま
す。追加の支払は、例えば、将来事象の発生もしくは未発
生、資産のパフォーマンス、購入者が稼得する財務上のリ

ターン、または天然資源の存在や数量などがトリガーとなる
場合があります。

IFRS ICは、有形固定資産や無形資産の購入について行
われる変動支払の会計処理を、議題として扱うことを却下し
ました。この論点は、IFRS ICおよび IASBにおいて、数年に
わたって議論されたものの、IFRS ICが対処するには範囲が
広過ぎると最終的に結論付けました。

実務上、変動支払の会計処理には 2つのアプローチが適
用されています。一つは金融負債アプローチです。変動支
払に関して、関連する資産を認識する時点で、その公正価
値で金融負債を認識します。その後、各報告日に、金融負
債を再測定し、差額を損益計算書で認識します。もう一つは
原価累積アプローチです。関連する資産を認識する時点
で、追加の支払額を見積もって負債を認識しますが、当該
負債は、変動する可能性が非常に高くなる、あるいはそれ
がほぼ確実になるまで再測定しません。負債金額の変動は、
関連する資産の帳簿価額に加算または減算します。IFRS IC
がこの論点を却下したことで、実務における多様性は継続
することになります。
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表1：IAS第16号に関するIFRS IC却下通知の要旨

トピック 結論の要旨

固定資産の減価償却
（2004年5月）

＜本文内で詳しく説明しています＞
資産の便益が、資産の使用により直接的に消費されない場合に、生産高比例法を使用して減価償却することが許容されるか？
例えば、時の経過とともに使用が増加することが見込まれる道路を、生産高比例法により減価償却してよいか？

IFRS ICは、これは概念上の領域であると考え、IASBに対してこの論点を概念プロジェクトの中で検討するよう提言した。

オペレーティング・リースの
資産の減価償却

（2004年11月）

＜本文内で詳しく説明しています＞
利息法による減価償却は許容されるか？

IFRS ICは、減価償却方法として利息法を使用することは適切ではないと結論付けた。利息法を使用した場合の償却額は、予想さ
れる将来の正味キャッシュ・フローの現在価値が反映されることになる。

建設中の投資不動産の再評価
（2006年11月）

IAS第16号の再評価モデルは、建設中の投資不動産にも適用可能か？

IFRS ICからの提案を受けて、IASBは、2008年5月に、建設中の投資不動産はIAS第40号に基づいて会計処理しなければならない
として、IAS第16号およびIAS第40号「投資不動産」を修正した。

賃貸用に保有する資産の売却
（2007年5月）

企業が賃貸用に資産を保有し、その後に当該資産を売却する場合、資産の売却をどのように表示するか（純額もしくは総額）？ 

IASBは、2008年 5月に、IAS第 16号を修正し、賃貸用に保有する資産の売却収入は IAS第 18号「収益」／IFRS第 15号「顧客との契
約から生じる収益」に基づく収益として認識しなければならないことを明確にした。IASBは、賃貸用に保有する有形固定資産項目
を日常的に売却している企業においては、総額表示がより適切に企業の通常の活動を反映すると結論付けた。

遊休資産および
建設仮勘定の開示

（2009年5月） 

一時的に遊休状態の資産および建設仮勘定について、IAS第 16号は開示を推奨している（特に要求はしていない）が、期待される
開示の範囲は？

IFRS ICは、財務諸表の理解に関連性のある情報を追加的に開示することを求めるIAS第 1号「財務諸表の表示」の要求事項を参照
し、ガイダンスを追加する必要はないと結論付けた。 

試運転コスト
（2011年7月）

＜本文内で詳しく説明しています＞
同じ工業グループ内のすでに稼働している工場からの収入を同じ工業グループ内のまだ稼働していない他の工場の試運転コスト
と相殺することはできるか？

IFRS ICは、IAS第 16号が、有形固定資産項ごとにコストを区分するよう求めていること、また有形固定資産項目の「使用可能」日を
特定するためのガイダンスを提供していることから、当該ケースにおいて、商業生産による収益と試運転コストを控除できる収入
は区別しなければならないとして、この論点を却下した。

土地の使用権の購入
（2012年9月）

土地の使用権を購入した場合の会計処理は？（有形固定資産の購入か？ 無形資産の購入か？ 土地のリースか？）

IFRS ICは、提出された論点が地域に固有の事案であることから、議題として却下した。しかし、IFRS ICは、使用権が無期限である
ことをもって、その使用権が、IAS第17号「リース」に基づくリースとして不適格となることを妨げるものではないと考えた。

再評価モデルに基づく資産の
借入コストの開示

（2014年5月）

IAS第23号「借入コスト」は、公正価値で測定される有形固定資産について借入コストの資産化を要求していない。一方、IAS第16
号では、再評価した有形固定資産について、原価モデルで計上していた場合に認識したであろう帳簿価額の開示を求めており、
当該帳簿価額を算定するには、資産化する借入コストの金額が必要となる。では、IAS第 16号の再評価モデルを使用した資産に
ついて、IAS第16号の開示要求のために、借入コストの資産化を反映する必要があるのか？

IFRS ICは、再評価モデルを使用した場合に要求される、原価モデルで計上していたとした場合の金額を開示する際には、資産化
した借入コストの開示も含まれることを確認した。

コア棚卸資産の会計処理
（2014年11月）

コア棚卸資産（製造のために最低限必要とされる原材料等）は、IAS第 2号「棚卸資産」もしくは IAS第 16号のいずれに基づいて会
計処理すべきか？

IFRS ICは、コア棚卸資産の構成要素や会計処理方法が、業界によって異なる可能性があることに着目した。また、IAS第 2号およ
び IAS第 16号の適用方法の違いにより、会計処理が異なるという明確な証拠がないことに留意し、この論点を議題として却下し
た。

取得に対する変動支払
（2016年3月）

＜本文内で詳しく説明しています＞

有形固定資産や無形資産の取得に際して発生する変動支払は、どのように会計処理すべきか？

IFRS ICは、この論点はICが対処するには範囲が広過ぎるとして、議題として却下した。
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