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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21号「外国為替レート変動の影響」

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」。）が基準設定アジェンダに取り上げな
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。論点を基準設定アジェ
ンダに追加することが決定されると、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、基準設定アジェ
ンダ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、基
準設定アジェンダに追加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 、
IFRS ICの見解を示しており、基準の適用において有用な情
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
21号「外国為替レート変動の影響」を扱います。
　IAS第 21号は、外貨建取引の会計処理、在外事業の純損
益と財政状態の換算、および企業の純損益と財政状態の表
示通貨への換算に適用されます。
　IAS第 21号に関連する論点は IFRS ICの議題に何度か登
場しましたが、その論点の多くは基準設定アジェンダに追加
されずに却下されてきました。却下された論点のいくつかを
解説します。

為替レート
（2003年4月）

IFRS ICは、複数の為替レートが利用可能な場合に、どの
レートを使用すべきかについて議論しました。

IFRS ICは、IAS第 21号がこの論点に明確に対応している
ことに合意しました。IAS第21号第26項では、いくつかの為
替レートが利用可能な場合に使用するレートは、当該取引
または残高が表すキャッシュ・フローが測定日に発生したと
した場合に当該キャッシュ・フローを決済し得たであろうレー
トであると記載しています。

機能通貨の決定
（2010年3月）

企業は、機能通貨を決定する際に、IAS第 21号に示され
ている数々の指標（主たる指標や二次的な指標）を考慮しま
す。この IAS第 21号の原則が、個々の指標の相対的な重要
性の検討を困難にさせています。特に投資企業にとっては
検討が困難となっています。

IFRS ICは、機能通貨を決定する際に、IAS第 21号で示さ
れている以下の要因を、全体論的に考慮すべきであると強
調しました。

●  企業が営業活動を行う主たる経済環境
●  販売価格に影響を与える通貨
●  労務費およびその他の関連するコストに影響を与える通貨
●  企業が財務活動により資金を創出する通貨、および営業活

動からの入金額を通常保持する通貨など、その他の要因

IFRS ICは、この評価には高度な判断が伴うため、解釈指
針を公表してもこの問題が解決するわけではないという結
論に達しました。
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投資の払戻しおよび為替換算調整勘定（FCTR）
（2010年9月）

IFRS ICは、在外営業活動体に対する外貨建ての投資の
払戻しが生じた場合における、為替換算調整額（FCTR）の
純損益への振替について議論しました。投資の払戻しは、

（i）被投資企業に対する投資者の持分比率の減少（相対的減
少）の場合も、（ii）投資の絶対額の減少（例えば、持分比率
に影響を与えない資本に準ずるローンの払戻し、または配
当の支払）の場合もあります。

IAS第 21号第 48D項では、在外営業活動体に対する所有
持分の減少を、在外営業活動体に対する企業の部分的な処
分として扱うよう説明しています。

IFRS ICは、「所有持分の減少」の解釈（相対的減少と絶対
的減少のいずれをさすのか）により、在外営業活動体に対す
る投資の払戻しが発生したときの会計処理に実務上の不統
一が生じ得ることを認識しました。しかし、この論点につい
て、適時に合意に達することは難しいと考えたため、アジェン
ダに追加しないことを決定しました。また、IFRS ICは、この
論点を2011年以後の潜在的アジェンダとして、IAS第 21号
の全面的な見直しのなかで扱うことをIASBに推奨しました。

PwCは、投資の払戻しにおける、持分の相対的減少と絶対
的減少のいずれの概念も、「所有持分の減少」、すなわち部分
的な処分となり得ると考えます。相対的減少、絶対的減少また
は両方の概念を使用するかについて会計方針の選択が存在し
ます。選択した方針は継続して適用しなければなりません。

外国為替の制限および超インフレ経済
（2014年11月）

ベネズエラの経済環境（超インフレ経済、厳格な外国為
替管理、およびいくつかの公式な為替レート（これらの公式

な為替レートは超インフレ経済下にある現地の為替レート
を完全に反映していない可能性がある））に関して、IFRS IC
は、同国に投資または子会社を保有する企業に関する以下
の論点についての質問を受けました。

●  利用可能ないくつかの為替レートがある場合に、在外営業
活動体に対する企業の純投資の換算にはどのレートを使用
すべきか

●  交換可能性が長期的に欠如している場合には、どのような
レートを使用すべきか

第 1の論点に関連して、IFRS ICは、一般的な実務におい
てIAS第21号の原則が適用されていること、すなわち、使用
する為替レートは、将来キャッシュ・フローまたは残高に関
して、それらのキャッシュ・フローが測定日に発生したとした
場合に決済し得たであろうレートを使用することに着目しま
した。また、第 2の論点に関し、IFRS ICは、交換可能性の長
期的な欠如は IAS第 21号のガイダンスで扱われていないこ
とに着目しました。しかし、この論点に対応するためにはよ
り幅広いプロジェクトでの検討が必要であると考え、IFRS IC
はこの論点を却下しました。

IFRS ICは、企業の業績を理解する上で為替レートの影響
が重要である場合に、IAS第 1 号「財務諸表の表示」および
IFRS第 12号「他の企業への関与の開示」の以下の開示が求
められることを確認しました。

●  重要な会計方針および判断の開示
●  翌事業年度中に重要性のある修正を生じさせる重要なリス

クがある、見積りの不確実性の発生原因の開示
●  資産のアクセスまたは利用および負債の決済を行う企業の

能力に関する重大な制限の内容および程度の開示

表1：IAS第21号に関するIFRS ICリジェクションの要旨
トピック 結論の要旨
複数の外国為替レート

（2003年4月）
複数の為替レートが存在する場合にどのレートを使用するか。

IAS第 21号は、いくつかの為替レートが利用可能な場合には、当該取引または残高が表す将来キャッシュ・フローが測定日に発生したとし
た場合に当該キャッシュ・フローを決済し得たであろうレートを使用することを要求している。

取引日における資産
および負債の換算

（2004年10月）

IFRS ICは、初度適用企業に対し、IAS第 21号の機能通貨アプローチを適用する代わりに、すべての資産および負債を移行日の為替レート
で換算することを認める特定の例外措置を認めるべきかどうかについて議論した。

IFRS ICは、IFRS第 1号「国際財務報告基準の初度適用」および IAS第 21号の立場は明確であり、救済措置を提供する解釈の余地はないこと
に合意した。

投資持株会社の
機能通貨の決定

（2010年3月）

IFRS ICは、投資持株会社の機能通貨の決定において、個別財務諸表上、子会社の基礎的な経済環境を考慮すべきかどうかに関するガイダ
ンスを求める要望を受けた。

IAS第21号に言及されている指標は全体論的に適用すべきであり、この評価には高度な判断が必要となる。
投資の払戻しおよび
為替換算調整勘定

（FCTR）（2010年9月）

IFRS ICは、在外営業活動体に対する投資の払戻しが発生した場合の為替換算調整勘定の振替をどのように会計処理するかを検討した。

IFRS ICは、この論点に関するIAS第 21号の適用には複数の解釈が存在するため、実務上の不統一が生じる可能性があることについて検討
した。しかし、この論点について適時に合意に達することは難しいと考え、この論点を却下した。

外国為替の制限
および超インフレ経済

（2014年11月）

IFRS ICは、ベネズエラにある在外営業活動体の業績および財政状態の為替換算および連結に関するガイダンスを求める要望を受けた。

IFRS ICは、長期的な交換可能性の欠如はIAS第21号のガイダンスで扱われておらず、そのためこうした状況でIAS第21号をどのように適用
するのかが完全には明確でないことに着目した。しかし、この論点を扱うにはより幅広いプロジェクトが必要になる可能性があるとして、こ
の論点をアジェンダに取り上げないことを決定した。
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