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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7号「キャッシュ・フロー計算書」

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 7号「キャッ
シュ・フロー計算書」をとりあげて解説します。

「現金は王様である（cash is king）」という表現がありま
す。財務諸表の利用者は、現在でもこの表現のとおりに、企
業の現金の生成能力や使用方法を重視しています。キャッ
シュ・フロー計算書は、このような情報を伝達するための
ツールであり、キャッシュ・フローを営業活動、投資活動、
および財務活動に区分しています。

キャッシュ・フロー計算書は現金の増減を示すものですの
で、理論的にはそれほど複雑ではないはずです。ところが、
発生主義のフレームワークのもとでは複雑になります。これ
まで、IAS第 7号に関して、4件の IFRS ICの却下通知が出て
います。これら4件の却下通知を解説するとともに、その要
旨を表1にまとめました。

1 キャッシュ・フロー計算書の区分

付加価値税
（2005年8月）

IFRS ICは、キャッシュ・フローの額に付加価値税（VAT）

表1：IAS第7号に関するIFRS IC却下通知の要旨

トピック 結論の要旨

付加価値税（VAT）
（2005年8月）

キャッシュ・フローにVATが含まれているかどうかを開示すべきか？

IFRS ICは、キャッシュ・フローに VATを含めて表示することも含めずに表示することも認められるとし、ただし、どちらのア
プローチを採用したかを開示することが適切であるという結論を出した。

支出の区分
（2008年3月）

特定の支出を、キャッシュ・フロー計算書でどの区分に表示すべきか？

IFRS ICがIAS第7号の修正をIASBに提言した結果、資産が認識される支出のみを投資活動に区分することが明記された。

マネー・マーケット・ファンドに
対する投資

（2009年7月）

いつでも償還可能な投資は現金同等物の定義を満たすか？

IFRS ICは、そのような投資が「一定の金額に換金可能」で、かつ「価値の変動について僅少なリスクしか負わない」場合は、
現金同等物の定義に該当する可能性があるという結論に達した。

現金同等物の識別
（2013年5月）

満期日までの残り期間に基づいて現金同等物かどうかを判断することで、既存のガイダンスよりも首尾一貫性の高い識別
ができるのではないか？

IFRS ICは、投資は取得時から満期日までの期間に基づいて分類すべきであるという既存のガイダンスの判断要件を確認
し、この論点をアジェンダに追加しないことを決定した。
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を含めるのか含めないのかを検討するよう要請されました。
IAS第 7号では VATを扱っていないものの、IFRS ICは、企
業がキャッシュ・フローの総額にVATを含めているのか含め
ていないのかを開示することは適切であると指摘しました。

IFRS ICは、この論点に関して実務で異なる取り扱いがな
されている可能性はあるものの、広範な影響を及ぼす可能
性は低いと結論付けました。PwCでは、企業が負担した売
上税が回収可能である場合には、キャッシュ・フローを税抜
きで表示すべきであり、反対に、売上税が回収不能である
場合には、キャッシュ・フローを総額で表示すべきであると
考えています。

支出の区分
（2008年3月）

IFRS ICは、特定の支出について、キャッシュ・フロー計算
書における区分に関するガイダンスを検討するよう要請され
ました。採掘産業における探査・評価活動に関する支出や、
広告・販売促進活動に関する支出は、企業の将来の収益お
よびキャッシュ・フローの生成を意図した支出であるものの、
資産の認識要件を満たさないため、発生時に損益計算書上
に費用として認識されます。実務における扱いはさまざまで、
このような支出に関するキャッシュ・フローを営業活動に含
める企業もあれば、投資活動に含める企業もありました。

IFRS ICは IASBにIAS第 7号の修正を提言し、その結果、
資産が認識される支出のみを投資活動に区分することが
IAS第7号に明記されました。

2 現金同等物の定義

マネー・マーケット・ファンドの分類
（2009年7月）

IFRS ICは、容易に換金可能で、価値の変動によるリスク
が僅少と評価されたマネー・マーケット・ファンドへの投資
が現金同等物に該当するかどうかを検討するよう要請されま
した。

IFRS ICは、現金同等物の保有目的が、短期の現金支払
債務に充当することである点を指摘しました。この点を検討
する上で重要なポイントは、現金同等物が「一定の金額に
換金可能」であり、かつ「価値の変動について僅少なリスク
しか負わない」ものでなければならないということです。一
つ目のポイント「一定の金額に換金可能」は、当初投資時
に、現金の受取予定額が既知でなければならないことを意
味しています。マネー・マーケット・ファンドの構成単位が、
活発な市場でいつでも市場価格で換金可能であることを
もって、単純に、この要件が満たされるわけではありません。

また、二つ目のポイント「価値の変動について僅少なリスク
しか負わない」については、企業自身が、いかなる投資の価
値の変動についても僅少なリスクしか負わない状態でなけ
れば、現金同等物に分類することはできません。当初投資
時に、将来の価値変動のリスクが僅少であることが求められ
ます。

このような現金同等物の要件を満たすためには、ファンド
の管理方針を厳しく設定し、ファンド内の投資が現金同等物
の要件を必ず満たすようにすることが考えられます。そのた
めには、投資対象を信用度が最も高い金融商品とすること
や流動性が高い短期の金融商品とすることなどが考えられ
ます。あるいは別の方法として、ファンド内のほぼ全ての投
資が個別に現金同等物の要件を満たすかどうかを確認する
ことが考えられます。

IFRS ICは、IAS第 7号のガイダンスが適切であること、か
つ金融商品の保有目的および要件を充足しているかどうか
は契約条件から明らかであるとして、実務上、この論点につ
いて多様性は特段生じないものと考えました。

 

現金同等物の識別
（2013年5月）

IFRS ICは、既存のガイダンスどおりに当初投資時から満
期日までの期間に基づいて現金同等物かどうかを判断する
方法よりも、貸借対照表日時点における満期日までの残り期
間に焦点を当てて判断した方が、より首尾一貫した識別が
できるのではないかという主張について検討するよう要請さ
れました。

IFRS ICは、投資が現金同等物として識別されるために
は、容易に一定の金額に換金可能であり、かつ価値の変動
について僅少なリスクしか負わないものでなくてはならない
点を指摘しました。従って、投資は通常、満期までの期間が
短い場合、例えば取得日から3カ月以内の場合にのみ現金
同等物に該当することになります。IFRS ICは、この 3カ月と
いう仮定が、現金同等物の識別において、企業間の首尾一
貫性を促すものであると考えています。

このIAS第7号のガイダンスを踏まえ、IFRS ICは、IAS第7
号に関する解釈指針の開発や IAS第 7号の修正を行わない
ことを決定しました。IFRS ICは、この論点に関して、実務に
おいて重要な多様性が生じることを想定していません。
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