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はじめに 
 
 平成 15 年の日本公認会計士協会近畿会国際委員会のテーマとして国際会計基準
を中心として日本と韓国、中国の会計基準比較をしようということになり平成 17
年 3 月まで調査、検討をして比較表形式でまとめた。 

今回の会計基準の比較表は平成 17 年 1 月 1 日開始事業年度から適用となる会計
基準に基づき作成した。国際会計基準については、EU における国際会計基準の全
面導入との関係で、情報が入手可能であった。一方韓国、中国については最近の情
報について日本文または英文の資料の公表がなされていないために、入手が困難で
あった。このため両国の最近の情報については、国際委員会委員の所属事務所（海
外の提携先事務所駐在員を含む）を通じて入手した情報によった。 
内容については主要な会計基準について韓国、中国の会計基準と国際会計基準と

の違いを日本の現状と比べることに重点を置いた。また概括的に会計基準の違いを
明確にするため説明も簡潔に記載した。したがって各会計基準の詳細な理解のため
には会計基準の原文にあたる必要がある。 

 
韓国の会計基準の国際会計基準との同等性について 
韓国は民間の会計基準制定機構社団法人韓国会計研究院（会計基準委員会）を

1999 年 9 月 1 日付けで設立し、2000 年 7 月 27 日から企業会計基準の制定、改正
と解釈に関する業務を金融監督委員会から委嘱した。（委嘱前は政府主導で設定され
た企業会計基準があり、改正あるいは新基準の制定までは有効な会計基準となって
いる。）この委嘱により社団法人韓国会計研究院（会計基準委員会）は新しい企業会
計基準の制定または既存の会計基準の改正時に一連番号をつけた企業会計基準書を
公表している。現時点で施行済みで 2005 年 1 月 1 日開始事業年度に適用されるの
は①会計変更と誤謬修正、②中間財務諸表、③無形資産、④収益認識、⑤有形資産、
⑥後発事象、⑦金融費用の資本化、⑧有価証券、⑨転換証券、⑩棚卸資産、⑪中断
事業、⑫建設型工事契約、⑬債権・債務調整、⑭中小企業会計処理特例、⑮持分法、
⑯法人税会計、⑰引当負債、偶発債務および偶発資産の 1 号から 17 号までである。
現在公開草案として検討中のものが別に 13 ある。さらにいくつかの公開草案も年
内に公表される予定である。この現状は韓国の会計基準は国際会計基準に追いつこ
うとはしているが、いまだに多くの違いを残している状況であることを示している。 

 
中国の会計基準の国際会計基準との同等性について 

 中国は会計法に基づき 1992 年に企業会計準則を制定し基本準則定めた。その後
2001 年 11 月までに 16 の具体的企業会計準則を公布している。基準のタイトルは
「関連当事者の関係および取引に関する開示」、「キャッシュ・フロー計算書」、「後
発事象」、「債務再構築」、「収益」、「投資」、「工事契約」、「会計方針、会計上の見積
りの変更および会計誤謬の訂正」、非貨幣性資産による取引」、「偶発事象」、「無形資
産」、「借入費用」、「リース」、「中間財務報告」、「固定資産」、「棚卸資産」である。
このうち「後発事象」については 2003 年 1 月に改正されている。これらは 2005
年 1 月１日から始まる会計年度に適用される会計基準を構成する。しかしながら
2001年から 2002年にかけて公表された公開草案―①セグメント報告、②外貨換算、
③一株当たり利益、④財務諸表の表示、⑤贈与及び政府補助、⑥廃止事業、は現時
点では草案のままとなっている。また会計準則に加えて国家の統一的な会計処理制
度を定めた「企業会計制度」が 2000 年 12 月に制定された。この規定は国際会計基
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準に準拠して作成されたとされているが、現時点ですでにはかなりの違いが生じて
いる。また連結財務諸表についての定めは詳細な規定がないため、現時点での規定
は「連結財務諸表暫定規定」（財務会計規定 1995 11 号）であり、国際会計基準と
大きく違っている。これらのことから中国の会計基準も韓国と同様現時点では国際
会計基準とはかなり違っており同等の会計基準とはいえない状況となっている。 
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日本、韓国、中国の会計基準比較表 （国際会計基準を中心として） 
Ⅰ．財務諸表の体系 
Ⅰ．1．概略 

項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 
1. 報告通貨 円にて表示する。 報告通貨はいかなる通貨に

よっても良い。 但し、どの通
貨を採用しているかの明示が
必要である。 

ウォンにて表示する。 原則人民元で記帳し、報告
する。 但し、取引が主として
外貨で行われている場合は
外貨で記帳、報告しても良
い。（注１） 

2. 報告言語 規定なし。 規定なし。 規定なし。 中国語が原則であるが、少数
民族自治区では、少数民族
の文字の併用、外国投資企
業および外国企業は外国語
の併用が認められている。 

3. 報告主体 個別財務諸表のほか連結財
務諸表を作成する。（注２） 

連結財務諸表と個別財務諸
表を作成する。ただし関連会
社のみ有する会社は持分法
を適用した個別財務諸表を
作成する。（注３） 

個別財務諸表の他、企業集
団を支配している会社は連
結財務諸表を作成する。ま
た、大統領令で定められた会
社は結合財務諸表を作成す
る。（注 4） 

上場企業等は個別財務諸表
の他、その企業集団の連結
財務諸表を作成する必要が
ある。（注５） 

4. 財務諸表の
構成要素 

• 貸借対照表 
• 損益計算書 
• 剰余金計算書（個別決算

では利益処分計算書） 
• ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 
• 注記 
• 附属明細表 

• 貸借対照表 
• 損益計算書 
• 株主持分変動表 
• ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 
• 注記 

• 貸借対照表 
• 損益計算書 
• 利益剰余金処分計算書 
• ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 
• 注記（付属明細書も含ん

でいる） 
 

国際会計基準と同じ。なお注
記には付属明細表も含まれ
る。 
 

注１．【中国】 この場合、外貨建て財務諸表を換算して人民元建て財務諸表を作成し開示する。人民元への換算方法は以下のとおり。 
・ 貸借対照表 

① 資産･負債項目は、決算日レートで換算。 
② 所有者持分項目は利益処分計算書により計算される「未処分利益」項目を除き、取引日レートで換算。 

・損益計算書および利益処分計算書 
     発生額は期中平均レートで換算。なお決算日レートで換算することもできる。この場合は財務諸表注記にてその旨の開示が必要。 
   ・ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 
     決算日レートで換算。 
注２．【日本】 連結財務諸表の作成は上場会社等の有価証券報告書開示会社に限定されている。 
注３．【国際】 次の場合には作成は不要である。 

会社が、他の会社の１００％子会社の場合（または他の会社の子会社で、会社の少数株主が承諾している場合を含む） 
会社の負債証券（社債等）や株式等が公開市場で取引されていない場合 
会社が公開市場で証券を発行する目的で証券取引委員会やその他の規制当局に財務諸表を提出しておらず、また提出もしてい

ない場合 
最上位の（または中間の）親会社が IFRS に準拠した連結財務諸表を作成している場合 

注４．【韓国】 個別財務諸表は９０日以内、連結財務諸表は４ヵ月以内、結合財務諸表は６ヵ月以内に公表される。 
注５．【中国】 個別財務諸表上長期持分投資については、重要な影響力基準に基づき、持分法の適用が明記されている。 
 
Ⅰ．２．貸借対照表（Ｂ/Ｓ） 

項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 
1. 区分表示 流動性配列法による。 

資産は、流動資産、固定資
産、繰延資産に分類する。 

負債は、流動負債及び固定
負債に分類する。 

資本は、資本金、資本剰余
金、利益剰余金、土地評価
差額金、その他有価証券
評価差額金、為替換算調
整勘定、自己株式に分類
する。 

流動非流動項目に区分表
示するかどうかを選択す
る。 

流動、非流動分類をしない
な場合には概ね流動性の
順序で配列する。 

資産、負債は概ね流動性配
列をする。 

資産は流動資産及び固定
資産に区分する。（注 1） 

さらに流動資産は当座資産
と棚卸資産に、分類する。 

また固定資産は投資資産、
有形資産、無形資産に分
類する。 

負債は流動負債と固定負債
に区分する。（注 2） 

資本は資本金、資本剰余
金、利益剰余金、資本調整
に区分する。 

流動性配列法を基本とし、
投資の部を独立記載する。 

資産は流動資産、長期投
資、固定資産、無形資産お
よびその他の資産の４区分
に分類する。 

負債は流動負債、固定負債
に区分する。 

資本は払込資本金、資本準
備金、積立金、未処分利益
に区分する。（注３） 

2. 流 動 ・非 流
動区分の基
準 

正常営業循環基準または一
年基準による。 

日本基準と同じ。 一年基準による。 日本基準と同じ。 

3. 少数株主持
分 

負債の部の次に独立表示
する 

資本の部の一構成要素とな
る。 

資本の部の中で、外部株主
資本として別掲する。 

所有者持分の前に独立表
示する。 

4. 為替換算調
整勘定 

換算差額は資本の部に為
替換算調整勘定として表
示する。 

日本基準と同じ。 実質日本基準と同じ。 日本基準と同じ。 

注１. 【韓国】 金融・保険業の資産は 2 区分が不可能な場合はその他金融業資産を設け 3 区分とできる。 
注２. 【韓国】 金融・保険業の負債は 2 区分が不可能な場合はその他金融業負債を設け 3 区分とできる。 
注３. 【中国】 税効果会計を適用した場合は、資産の部あるいは負債の部の最後に繰延税金の区分を設けて表示する。 
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Ⅰ．３．損益計算書（Ｐ/Ｌ） 

項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 
1. 区分記載 営業損益、経常損益、当期

純損益に区分する。 
収益、金融費用、持分損益、
廃止事業関連損益、税金費
用、当期純利益に区分する。
さらに費用をその性質または
機能により分類表示すること
を求めている。（P/L 上又は
注記） 

日本基準と同じ。 主 要 業 務 利 益 ( 売 上 総 利
益)、営業利益、利益総額（税
引前当期純利益）、純利益に
区分する。 
財務費用（収益とネット）は販
管費と同一のカテゴリーで表
示する。 

2. 異常損益項
目 

特別損益に計上する。 異常損益項目は P/L では表
示しない。 

特別損益に計上する。 
前期誤謬修正損益は営業外
損益処理する点を除き日本
基準と同じ。 

営業外損益で処理する。但し
特定の項目については損益
計算書の下に表示される補
足資料により開示する。 

3. 少数株主帰属
利益 

P/L の税金等調整前当期純
利益又は税金等調整前当期
純損失から加減する。 
すなわち法人税等と同一の
区分に表示される。 

当期純利益の次に、「利益の
帰属」のタイトルで、会社株主
(Equity holder)と少数株主持
分(Minority interest)に按分
した金額を表示する。 

日本基準と同じ 日本基準と同じ。 

4. 包括利益 規定なし。 規定なし。（注１） 規定なし。 包括利益は開示しない。 
注１. 【国際】 包括利益計算書の導入が議論されている。 
 

Ⅰ．４．キャッシュ・フロー計算書 
項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 

1. 区分表示 営業、投資、財務に区分す
る。 

日本基準と同じ。 日本基準と同じ。 日本基準と同じ。 

2. 表示形式 直接法と間接法の選択適用
が可能だが、現状は間接法
による開示がほとんどであ
る。 

営業活動キャッシュ・フロー
は直接法又は間接法の選択
が可能である。（注 1） 

日本基準と同じ。 直接法による。なお営業キャ
ッシュ・フローについて純利
益から調整した間接法の補
充資料を注記で開示する。 

3. 資金の範囲 現金及び現金同等物。（注２） 日本基準と同じ。 日本基準と同じ。 日本基準と同じ。 
注１. 【国際】 直接法に統一することが検討されている。 
注２. 【日本】 現金同等物とは短期かつ流動性の高い投資で、現金との交換においてその金額が明確になっており、また価値の変動する

リスクが低いものをいう。 
 

１．５．株主持分変動表 
項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 

株主持分変動
表作成の要否 

作成は求められていない。 
但し、連結剰余金計算書に
おいて資本剰余金および利
益剰余金についての増減明
細が開示される。（注１） 
 

以下の開示内容により作成
する。 
① 当期純利益 
② 直接的に株主持分で計

上された費用収益等 
③ 株主に帰属する部分と少

数株主に帰属する部分を
示す①及び②を合計した
後の収益又は費用    

④ 会計方針変更による累積
的影響額または重要な誤
謬の訂正 

• 個別財務諸表の場合開示
義務はない。利益剰余金
処分計算書（または欠損金
処理計算書）の開示がされ
る。 

• 連結財務諸表の場合、連
結資本変動表を基本財務
諸表として作成する。 

国際会計基準と同じ。 

注１. 【日本】 現在会社法制現代化に関する要綱（２００５年２月９日法制審議会決定）で株主持分変動表の導入が提案されている。 
 
Ⅰ．６．注記 

項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 
1. 重要な会計

方針 
重要な会計方針を開示す
る。代替的な会計基準が認
められない項目については
省略可能である。 

財務諸表の作成に用いられ
た測定基準と財務諸表の適
切な理解に必要な個別会計
方針を開示する。 

注記又は括弧表示において
重要な会計方針の開示をす
る。 

注記において重要な会計方
針の開示をする。 

2. 会計方針の
変更 

会計方針の変更によって生
じた過年度の影響額はすべ
て当期の損益に計上し、会
計処理基準の変更の旨、理
由及び財務諸表に対する影
響額を注記する。 

比較開示される最初の過年
度財務諸表の期首利益剰余
金を修正し、その他の影響す
る勘定科目について過年度
財務諸表を遡及修正する。
（但し遡及修正が実質上困
難な場合には遡及修正が可
能な年度の期首の資産、負
債、資本を修正する。）なお
国際会計基準を初めて適用
する場合で移行に関して明
確な規定があればそれによ
る。会計方針の変更内容と変
更理由、修正金額と１株当た
り損益への修正額等の開示
が必要である。遡及修正が不

資産または負債に及ぼす累
積的効果は、前期繰越利益
に反映する。新基準が過年
度から遡及して適用されたと
仮定した場合の過去 3 年間
の経常利益、当期純利益、1
株当り経常利益、1 株当り純
利益及び重要な項目に関し
て内訳を注記する。また会計
方針の変 更 内 容 、変 更 事
由、及び当該年度の財務諸
表に及ぼす影響を注記す
る。 

基本的に国際会計基準と同
じ。 
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可能な場合にはその旨の開
示が必要である。 

3. 会計上の見
積の変更一
般 

過年度の影響額はすべて当
期損益に計上し、見積変更
の旨、理由及び財務諸表に
対する影響額を注記する。 
なお減価償却方法の変更は
会計方針の変更として処理
する。 

見積の変更の影響額はその
変更年度及び影響する将来
の期間の損益に計上し、その
他影響する勘定科目につい
て修正する。また見積りの変
更の性質、影響額の開示が
必要である。 
なお減価償却方法の変更は
見積りの変更として処理す
る。 

会計見積りの変更による影響
は、当期以降の期間に及ぶ
ものとする。会計見積りの変
更につきその内容、変更事
項及び変更による影響額を
開示する。 

基本的に国際会計基準と同
じ。 
但し減価償却方法の変更に
ついては明確な規定はな
い。 

4. 誤謬の修正 損益計算書上の特別損益の
部に前期損益修正として計
上する。 
前期損益修正の内容の注記
が求められている。 

比較表示される過年度財務
諸表を修正再表示する。但
し、誤謬が表示対象期間より
前に発生したケースでは表
示対象の最初の期間の資
産、負債、資本の期首残高を
修正する。なお遡及修正が
実質上困難な場合には遡及
修正が可能な年度の期首の
資産、負債、資本を修正す
る。 
訂正内容及び金額、比較表
示される最初の期間の期首
剰余金への影響額、遡及修
正が不可能な場合の状況に
ついて開示が必要である。 

前期以前の財務諸表に対す
る誤謬による修正事項は営
業外損益中の前期誤謬修正
損益に計上する。但し特に重
要な影響を与える重大な誤
謬については遡及法により訂
正をする。この場合には修正
した過年度財務諸表につい
て株主総会の承認が必要と
なり誤謬修正の内容は注記
する。また特に重大な誤謬を
修正した場合には、その根
拠、過年度財務諸表の修正
額、修正された事実と誤謬発
生年度及び影響年度の経常
利益、当期純利益、１株当た
り経常利益、１株当たり純利
益等の注記が求められてい
る。 

基本的に国際会計基準と同
じ。 

5. 継続企業の
前提 

開示義務あり。 継続企業の全体に疑義があ
る場合には当該疑義の原因
となった不確定事項を開示
する。また継続企業の前提に
よらないで財務諸表が作成さ
れた場合にはその旨及び理
由を開示する。 

開示義務あり。(注１) 企業会計制度上で開示を強
制する規定なし。ただし実務
慣行として開示されているケ
ースは多い。 

注１． 【韓国】 継続企業の前提に関する開示は監査基準の規定による。 
 
 
Ⅰ．７．１株当たり利益情報 

項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 
1. 開示項目 注記により下記事項を開示

する。 
• 1 株当たり当期純利益 
• 潜在株式調整後 1 株当たり

当期純利益 
但し、異なる分配権の普通株
式が存在する場合はその種
類ごとに開示する。                                                  

注記により下記事項を開示
する。 
• 基本的 1 株当たり利益 
• 希薄化後 1 株当たり利益

（継続事業利益、及び、純
利益） 

但し、異なる分配権の普通株
式が存在する場合はその種
類ごとに開示する。 

損益計算書の下に括弧表示
により下記項目を開示する。 
• 基本的 1 株当たり経常損益 
• 基本的 1 株当たり純損益 
• 希薄化後 1 株当たり経常損

益 
• 希薄化後 1 株あたり純損益 

特に規定なし。 

2. 遡及修正 当会計期間に株式分割など
が実施された場合は遡及修
正する。 

財務諸表開示日までに株式
分割などが実施された場合
は遡及修正する。 

日本基準と同じ。 特に規定なし。 

3. 後発事象 貸借対照表日以降に株式分
割などが実施された場合に
は、後発事象として取扱い、
遡及修正した情報を追加開
示する。 

貸借対照表日以降に上記
２．の株式分割などの実施以
外の要因で発行済株式・潜
在株式が増減する場合は、
重要性に応じて後発事象の
注記を行なう。 

日本基準と同じ。 特に規定なし。 

4. 損失の場合 損失の場合には潜在株式調
整後 1 株当たり純利益は開
示しない。 

基本的 1 株当たり損失・希薄
化後 1 株当たり損失ともに開
示する。 

利益の場合と同じ。 特に規定なし。 

5. その他開示
項目 

1 株当たり情報の計算過程の
開示をする。 

1 株当たり情報の計算過程を
開示する。さらに潜在的普通
株式を生み出す金融商品・
その他契約が希薄化をもたら
すかどうかの判断に資する、
契約条件についての情報開
示も推奨されている。（注１） 

日本基準と同じ。 特に規定なし。 

注１．【国際】 P/L 上記載されている項目を使用して上記以外の 1 株情報を開示する際には、普通株式の加重平均株式数を使用し計算す
る。その他一定の開示項目が要求される。 
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Ⅰ．８．後発事象 

項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 
1. 修正後発事

象 
貸借対照表日において不確
実な状態で存在している資
産および負債の見積額を確
定するのに役立つ追加的証
拠となる事象については、財
務諸表を修正する。 

日本基準と同じ。 日本基準と同じ。 日本基準と同様。 

2. 開示後発事
象 

決算日後において発生し、
当該事業年度の財務諸表に
は影響を及ぼさないが、翌事
業年度以降の財務諸表に影
響を及ぼす事象は注記をす
る。 

日本基準と同じ。 日本基準と同じ。 日本基準と同じ。 

3. 配当 配当額は株主総会の承認時
に認識し、利益処分計算書
で開示する。承認前の配当
は負債として認識しない。 

B/S 日で配当を負債として認
識しないが後発事象として開
示する。 

日本基準と同じ。 実質的に国際基準と同じ。 

 

Ⅰ・９．セグメント情報 

項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 
1. 対象となる

報告企業 
連結財務諸表作成会社が対
象であり連結財務諸表上で
開示される。 

全ての公表財務諸表提出会
社が対象である。 

基本的に国際会計基準と同
じ。(注１，2) 

基本的に国際会計基準と同
じ。(注 2) 

2. 開示セグメン
トの種類 

• 事業の種類別 
• 所在地別 
• 海外売上高 

• 事業の種類別 
• 所在地別（顧客所在地別

売上高を含む） 

• 事業別部門 
• 地域別部門 

• 事業の種類別 
• 地域別 

3. セグメントの
認識方法 

基本的に経営者の判断であ
る。 

組織・管理構造及び内部報
告システムに依拠したマネジ
メントアプローチによる。 

基本的に日本基準と同じ。  特に規定なし。 

4. セグメントの
認識方法(事
業の種類別
セグメント） 

製品・サービスの種類・性
質、製造方法、販売市場等
の類似性を考慮して、経営の
多角化の実態を適切に反映
してセグメントを認識する。 

以下の要素を考慮に入れて
製品・サービスの関連性を認
識してセグメントを決める。 
製品・サービスの性質、 製
造工程の性質、製品・サービ
スに対する顧客の種類又は
階層など 

事業部門自体で収益費用が
発生する単位で、単位別の
営業の成果が企業の資源配
分の意思決定および業績評
価対象とされる単位で認識す
る。 

 特に規定なし。 

5. セグメントの
認識方法(所
在地別セグメ
ント） 

親会社及び子会社の所在す
る国又は地域別のどちらかを
基礎にして、以下の項目を考
慮して決定する。 
• 地理的近接度 
• 経済活動の類似性 
• 事業活動の相互関連性等 

営業拠点の所在地（資産の
所在地）または、市場の所在
地のいずれかを基礎として、
以下の要素を考慮に入れて
所在地別セグメントを認識す
る。 
• 経済的条件及び政治的条

件の類似性 
• 営業上の関係 
• 営業の近接性など 

経営者が外部顧客に対する
売上高を地域別に管理する
ために企業で内部的に区分
した単位を使用する。内部的
な区分がない場合には国
別、大陸別、経済共同体別、
文化圏別等を使用して決定
する。 

 特に規定なし。 

6. 開示情報の
差別化 

事業の種類別セグメントと所
在地別セグメントの両方にほ
ぼ同量の情報開示をする。 

事業の種類別セグメントと所
在地別の一方を基本的セグ
メントとし他方を補足的セグメ
ントとして、開示情報の範囲
に格差を設けている。なお識
別は企業のリスクとリターンの
主な源泉とその性質によって
決定する。 

 特に規定なし。  特に規定なし。 

7. 重要性の基
準又は合算
基準 

下記の量的および質的基準
を考慮して決定する。 
• 量的基準･･･売上高、営業

損益及び資産の全社ベー
スに占める当該セグメントの
割合が 10％以上であること 

• 質的基準･･･製品の使用目
的の類似性、製造方法等
の類似性、市場の類似性
等 

下記の量的および質的基準
を考慮して決定する。 
• 量的基準･･･10％を基準

（収益、損益、資産いずれ
か） 

• 質的基準･･･事業別もしく
は地域別セグメントの定義
に照らして類似している点
及び長期的な財務成績が
類似していること 

総売上高の 10%以上の産業・
地域は区分表示する｡ 

 特に規定なし。 

8. セグメント開
示内容－基
本セグメント 

基本セグメントについては下
記事項の開示が必要である。 
• 売上高 
• 営業損益 
• 資産簿価 
• 資本的支出 

基本的セグメントおよび補足
的セグメントに共通の開示事
項は下記のとおり。 
• 収益 
• 資産簿価 
• 資本的支出 

開示事項は下記のとおり。 
• 売上高 
• 営業損益 
• 地域別資産 
• 共通資産 
• 総資産 

開示項目は下記のとおり。 
• 営業収入  
• 営業損益  
• 資産総額  
• 負債総額  
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• 減価償却費 • 減価償却費 
基本的セグメントについては
さらに以下の開示が必要とな
る。 
• 損益 
• 負債  
• 非現金支出費用（減価償

却費以外の重要なもの）                                       
• 持分法投資損益 
• 投資総額 
• 財務諸表との調整 

9. 全社費用の
セグメント間
配賦 

経営者の判断により決定され
る。 

全社費用の配分は原則とし
て禁止されている。 

 特に規定なし。  特に規定なし。 

10. セグメント
会計方針 

連結財務諸表で採用した方
法に基本的に準拠する。 

連結財務諸表に採用した会
計方針と異なる会計方針によ
って作成した追加的なセグメ
ント情報を自主的に開示する
ことも可能である｡ 

 特に規定なし。  特に規定なし。 

注１. 【韓国】 上場・登録会社以外は公示するセグメントの対象が緩和されている。 
注２. 【韓国・中国】 財務諸表の開示様式としてセグメント情報の開示が要求されているが、具体的な会計基準は設定されていない｡ 

 

Ⅰ．１０．関連当事者 

項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 
1. 関連当事者

の定義 
関連当事者は下記「２．範
囲」に記載している会社また
は個人をいう。 

ある当事者が他の当事者を
支配しているか、又は他の当
事者の財務上及び業務上の
意思決定に対して重要な影
響力を有しているならば、両
当事者は関連当事者となる。 

特殊関係者としての会社ある
いは個人を定義している。詳
細は下記「２．範囲」に記載し
ている。 
 

企業の財務と経営方針に関
して、一方の当事者が他方
に対して直接または間接に
支配（共同支配を含む）を有
するか、もしくは重大な影響
を有する場合、両者の間には
関連当事者の関係がある。 
両者又は多数の当事者が一
方の当事者から支配を同時
に受ける場合、彼らの間には
関連当事者の関係が存在す
る。 

2. 範囲 財務諸表提出会社を中心に
してその関連する会社および
個人で以下に示す者をいう。 
① 親会社、子会社 
② 同一の親会社をもつ会社

等 
③ その他の関係会社（注１）

ならびにその他の関係会
社の親会社および子会社 

④ 関連会社及び当該関連
会社の子会社 

⑤ 主要株主（注２）およびそ
の近親者（二親等以内の
親族） 

⑥ 役員及びその近親者 
⑦ 主要株主及び役員等が

所有する会社及びその子
会社 

関連当事者とは以下に列挙
した者をいう。 
① 親会社、子会社、もしくは

会社と共通の支配下にあ
る企業 

② 関連会社 
③ 会社に重要な影響を与え

るに足る議決権を直接又
は間接に保有する個人及
びその近親者 

④ 経営幹部 
⑤ 議決権の相当部分が③も

しくは④によって直接もし
くは間接に保有されてい
る企業 

関連当事者とは以下に列挙
した者をいう。 
① 支配・従属関係の会社 
② 当該会社が重大な影響

力を行使できる持分法
評価対象被投資会社 

③ 直接的または間接的に
議決権行使を通じて当
該会社に対して重大な
影響力を行使出来る個
人及びその個人の親族 

④ 当該会社の企業活動に
対する権限と責任を持
っている主要経営陣及
びその経営陣の親族 

⑤ 上記③又は④の個人あ
るいは経営陣等が重大
な影響力を行使出来る
会社 

関連当事者とは以下に列挙
した者をいう。 
① 直接または間接的にそ

の他の企業を支配する
かまたはその他の企業の
支配を受ける場合、及び
ある企業の支配を同時に
受ける２つまたは多数の
企業（例えば、親会社、
子会社、兄弟会社） 

② 合弁企業 
③ 連営企業 
④ 主要投資者個人、重要

管理者またはこれらとの
関係が密接な家族構成
員 

⑤ 主要投資者個人、重要
管理者またはその関係
が密接な家族構成員の
直接支配を受けるその他
の企業 

3. 開示内容 下記の内容の開示が必要で
ある。 
• 取引内容 
• 取引金額 
• 取引条件及び条件の決定

方針 
• 期末残高 

など。（注３） 

下記の内容の開示が必要で
ある。 
• 関連当事者名（支配がある

場合には取引の有無にか
かわらず必要） 

• 関連当事者の性質、取引
の形態及び財務諸表を理
解するために必要な取引
（金額もしくは取引量、貸借
対照表計上額、価格決定
方針（注４） 

 

下記の内容の開示が必要で
ある。 
• 特殊関係者の名称 
• 取引内容と金額 
• 債権・債務期末残高 
• 担保及び保証内容 
 

取引の有無に関わらず下記
の開示が必要である。 
• 企業の類型、企業の主な

営業など概要情報 
• 所有している株式または持

分とその増減 
取引がある場合はさらに下記
の開示も必要となる。 
• 関連当事者の関係の性質 
• 取引類型及びその取引要

素（取引の金額又は相応の
比率、未決済項目の金額
又は相応の比率、価格決
定方針）（注５） 

注１. 【日本】 その他の関係会社とは、連結財務諸表提出会社が他の会社の関連会社である場合の当該他の会社をいう。 
注２. 【日本】 主要株主とは自己または他人の名義をもって発行済株式総数の１０％以上所有する株主をいう。 
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注３. 【日本】 連結財務諸表を作成している場合は個別財務諸表での注記は不要である。なお連結財務諸表上は関連当事者間取引の内、連
結決算上で相殺消去された取引を除いて注記する。 

注４. 【国際】 なお影響力を理解するために必要とされる取引は個別開示する。但し、類似の性質をもつ項目は合計で開示できる。 
注５. 【中国】 なお関連当事者の取引は、関連当事者及び取引類型に分けて開示しなければならない。但し、類型が同じ関連当事者の取引

は、財務諸表利用者の正確な理解に影響を及ぼさない状況であれば合計して開示することができる。 
 
Ⅰ．１１．中間財務諸表 

項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 
1. 中間会計期

間の定義 
中間会計期間とは、決算開
始日より６ヵ月間を会計期間
として半期報告書を開示す
る。 
四半期報告の実務は存在し
ているが四半期報告のため
の会計基準はない。 

会計年度全体よりも短い財務
報告期間と定義している。 

四半期・半期を中間会計期
間と定義している。 

会計年度以外の中間会計期
間は月次、四半期及び半期
がある。 

2. 作成の要否 有価証券提出会社は作成す
る必要がある。 

上場企業についてのみ作成
および開示が推奨されてい
る。 

事業報告書を提出する会社
は作成が必要である。（注１） 

上場企業のみ開示する必要
がある。 

3. 中間財務報
告書の構成
要素 

• 中間貸借対照表 
• 中間損益計算書 
• 中間剰余金計算 
• 中間ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ計算書 
• 注記 

• 要約貸借対照表 
• 要約損益計算書 
• 要約持分変動計算書 
• 要約ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ計算書 
• 選択された説明的注記 

• 貸借対照表 
• 損益計算書 
• ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ計算書 
• 注記 

• 貸借対照表 
• 損益計算書 
• ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ計算書 
• 注記 

4. 注記 見積の変更及び負債証券・
持分証券の発行・買戻し・償
還についての特段の開示は
求められていない。その他は
国際会計基準と同じ。 

必要な開示事項は下記のと
おり。 
① 会計方針の変更 
② 季節性の説明 
③ 異常項目の性質と金額 
④ 見積の変更 
⑤ 負債証券・持分証券の発

行・買戻し・償還 
⑥ 配当金 
⑦ セグメント情報 
⑧ 後発事象 
⑨ 企業組成の変化の影響 
⑩ 偶発資産・債務 

国際会計基準で要求されて
いる注記事項以外に棚卸資
産の評価損、非経常的項目
の内容・影響額、特殊関係者
との取引、重要な誤謬の修正
があった場合の内容と金額
の注記が求められている。 

年度と同様、全ての重要な事
項について開示が要求され
ている。ただし、半期の中間
財務会計報告書の提出前に
発生した貸借対照表日後の
事象、偶発事象等は特別に
重大な事象を除き、修正また
は開示を省略することができ
る。 

5. 開示対象期
間： 貸借
対照表 

直前会計年度に加えて、前
中間会計期間にかかる中間
Ｂ/Ｓとの比較も必要とされ
る。 

当該中間期末日と直前会計
年度末の比較をしたＢ/Ｓの
開示が必要である。 

国際会計基準と同じ。 国際会計基準と同じ。 

6. 同上： 損
益計算書 

前中間会計期間に加えて、
前会計年度にかかるＰ/Ｌのと
の比較も必要とされる。 

当該中間期間、当該会計年
度の年初からの累計期間、
および直前会計年度の比較
可能期間との比較が必要で
ある。 

国際会計基準と同じ。 国際会計基準と同じ。 

7. 同上： ｷｬｯ
ｼｭ･ﾌﾛｰ計
算書 

前中間会計期間に加えて、
前会計年度にかかるｷｬｯｼｭ･
ﾌﾛｰ計算書のとの比較も必
要とされる。 

当該中間期間の当該会計年
度の年初からの累計期間、
および直前会計年度の対応
する累計期間との比較が必
要である。 

Ｐ/Ｌと同じ期間の開示が必
要である。 

国際会計基準と同じ。 

8. 重要性 特段の記載なし 中間期間の財務データとの
関連において重要性を検討
しなければならない。 

国際会計基準と同じ 国際会計基準と同じ。 

9. 年次財務諸
表での開示 

特段の記載なし 中間期間に報告された見積
金額が、当該会計期間の最
終の中間期間の間に大きく
変更され、しかもその最終の
中間期間について個別の財
務報告書が公表されていな
い場合にはその見積り変更
の性質と金額を当該会計年
度の年次財務諸表の注記で
開示しなければならない。 

最終中間期間の財務諸表を
別途に作成しない場合は次
の開示が必要である。 
• 当会計年度最終中間期の

売上高、当期純利益、1 株
当たり純利益など主要経営
成績 

• 最終中間期間に会計推定
の変更がある場合に内容と
影響 

国際会計基準と同じ。 

10. 会計方針 年次報告と同一の会計方針 日本基準と同じ。 日本基準と同じ。 日本基準と同じ。 
11. 季節変動 季節変動、循環的変動ある

いは臨時に収受される収益
は、原則として中間期末に見
越し計上または繰延計上して
はならない。 

日本基準と同じ。 日本基準と同じ。 日本基準と同じ。 

12. 費用の見
越し、繰延
計上 

実績主義 企業の会計年度中に不均等
に発生するコストは、当該会
計年度末においてもこの種
のコストを見越計上又は繰延

国際会計基準と同じ。  国際会計基準と同じ。 
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処理することが適切な場合に
のみ、中間報告目的上も、見
越計上または繰延処理しな
ければならない。 

13. 見積の使
用 

税金計算についてのみ見積
実効税率を用いることができ
る旨を明文化されている。 

年次財務諸表に比較して見
積りの方法をより多く使用す
ることが必要となる。 

注記を条件に、簡便な評価
方法の採用が可能である。 

国際会計基準と同じ。 

14. 修正再表
示 

会計方針の変更の場合はそ
の旨、その理由及び影響額
を注記する。 

会計方針の変更は、過大な
費用または労力なしに修正
再表示に必要な特定の過年
度の情報が入手できる場合
には、当該会計年度の過去
の中間期間の財務諸表およ
び比較可能な過年度の中間
財務諸表を修正再表示す
る。但し、経過規定が設けら
れている場合はその定めによ
る。 

会計方針の変更によるすべ
ての修正項目は、同一会計
年度のそれまでの中間期お
よび直前会計年度の比較対
象となる財務諸表を再作成
する方法で処理する。直前
会計年度の変更による影響
額の決定が困難な場合は、
前進的に処理して、その効果
が当期と当期以後の期間に
反映されるようにすることがで
きる。このような場合でも同一
会計年度以前の中間期間の
財務諸表は変更された会計
方針を適用して再作成する。 

実質国際会計基準に同じ。 

注１. 【韓国】 事業報告書提出会社とは上場法人・協会（ＫＯＳＤＡＱ）登録法人、その他大統領令で定める法人をいう。但し四半期報告書の
作成は資産総額１兆ウォン以上の上場・協会（ＫＯＳＤＡＱ）登録法人および金融機関に作成が義務けられている。 

 
 
 
 
 
Ⅱ．連結・企業結合 
Ⅱ．１．連結財務諸表 

項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 
1. 連結の範囲 持株基準（５０％超）及び以

下に示した条件により判断さ
れる支配力基準により決定さ
れる子会社を原則としてすべ
て連結の範囲とする。（注１） 
• 自己の計算により議決権の

４０％以上５０％以下を所有
している会社で下記の（ｲ）
から（ﾎ）のいずれかが認め
られる会社。 
(ｲ)  緊密者等の議決権と合

わせて議決権の過半数
を占めていること 

(ﾛ)  取締役会等意思決定
機関の構成員の過半数
を占めていること 

(ﾊ) 重要な財務及び営業
方針の決定を支配する
契約等が存在すること 

(ﾆ) 資金調達額の過半を
融資していること 

(ﾎ)  その他意思決定機関
を支配していると推測さ
れること 

• 上記(ｲ)の場合でかつ(ﾛ)か
ら(ﾎ)までのいずれかの一
定の事実が認められる会
社。 

持株基準（５０％超）及び以
下の支配力基準による。 
① 他の投資企業との協定で

議決権の過半数を支配
する力を有する場合 

② 法令又は契約によって、
財務・営業方針を左右す
る力を有する場合 

③ 取締役又は同等の経営
機関の構成員の過半数
を選任又は解任する力を
有する場合 

④ 取締役会又は同等の経
営機関の会議において
過半数の投票権を有す
る場合 

持株基準（５０％超（潜在株
式を含む））及び以下の支配
力基準による。 
① ３０％超の議決権の所有

及び最大の出資者 
② 契約又は転換社債・新株

引受権付社債などの権
利行使によって50％超
の議決権を行使できる権
限 

③ 契約等により意思決定機
関の構成員の過半数の
任免の権限 

④ 契約等により株主総会等
の過半数以上の議決権
を行使できる権限 

出資比率基準（５０％超）及
び以下の支配力基準による。 
① 他の投資者との協議を通

じて議決権の過半数を保
有 

② 定款又は協議書に基づ
いて財務･経営政策に支
配権 

③ 意思決定機関で多数の
構成員の任免権 

④ 意思決定機関の過半数
の投票権 

外国投資企業は、外国投資
企業会計制度（1992 年制定）
で、投資額が被投資企業の
出資金総額又は株式資本金
総額の 50％超である場合に
は、連結財務諸表を作成しな
ければならないと規定されて
いる。 

2. 決算日の差
異 

原則一致、3 ヶ月以内の差を
許容している。 

日本基準と同じ。 日本基準と同じ。 決算日に差異がある場合に
は、決算日間での調整後の
財務諸表を連結する方法と、
子会社の財務諸表とは別
に、親会社の決算日にあわ
せた子会社の財務諸表を直
接作成する方法がある。 

3. 持分法 20％以上の議決権の保有、
又は、以下の影響力基準に
より判断する。 
• 緊密者等の議決権と合わ

せて20％超を占める場合 
• 15％以上を所有し、かつ、 

① 役員等が取締役等に

影響力基準による。 
20％以上の議決権を直接ま
たは間接的に所有している
場合には、原則として重要な
影響力を有すると判断する。 
２０％未満の所有の場合で以
下の事実のいずれかが該当

影響力基準による。 
20％以上の議決権を保有し
ている場合には重要な影響
力を有すると判断する。 
その他以下の事実がある場
合には重要な営業力があると
判断する。 

20％以上の議決権の保有、
又は、重要な影響力を有する
場合に持分法を採用しなけ
ればならない。 
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就任している場合 
② 重要な融資を行って

いる場合 
③ 重要な技術の提供し

ている場合 
④ 重要な取引が存在し

ている場合 
⑤ その他財務及び営業

方針に重要な影響を
与えることができると推
測される場合 

する場合も重要な影響力が
あると判断する。 
① 取締役会又は同等の経

営機関への役員の派遣 
② 配当その他の決定過程

への関与 
③ 投資企業と非投資企業

の重要な取引 
④ 経営陣の人事交流 
⑤ 重要な技術情報の提供 

① 取締役会等意思決定機
関への参与 

② 配当意思決定過程への
参与 

③ 営業方針の意思決定へ
の参与 

④ 連結会社との重要な取
引 

⑤ 経営陣の人事交流 
⑥ 重要情報の提供 
⑦ その他実質的に重大な

影響 
4. 連結調整勘

定（のれん）
の認識と償
却 

20 年以内に定額法又はその
他の合理的な方法で償却す
る 

資産としてＢ/Ｓに計上する。
取得後は償却せず、最低年
１回減損テストを実施し、減
損損失累計額を控除した金
額でＢ/Ｓに計上する。 

パーチェス法適用時のみ認
識し、原則として20 年以内に
定額法で償却する。 

明文規定はない。なお持分
法の投資差額の償却は、借
方差額は10 年以下の期間に
渡り均等償却する。 
 

5. 少数株主持
分の処理 

資本の部の前に独立した項
目で表示する。 

外部株主持分として資本の
部に表示する。 

国際会計基準と同じ。 所有者持分の前に独立した
項目で表示する。 

6. 個別財務諸
表における
子会社・関
連会社投資
の会計処理 

個別決算上は持分法を適用
しない。 
但し連結財務諸表を作成し
ていない会社について、関連
会社に、持分法を適用した場
合における投資の金額およ
び投資利益（投資損失）を注
記しなければならない。 

子会社・関連会社に対する
投資は、原則として原価法で
処理する。  

議決権の 20％以上所有又は
重要な影響力を行使できる
場合には、持分法により評価
する。 

議決権の 20％以上所有又は
重要な影響力を行使できる
場合には、持分法により評価
する。 

7. ジョイント・
ベンチャー
に関する規
定 

特に規定なし。 ジョイント・ベンチャー（ＪＶ）と
は「複数の当事者が共同支
配により経済活動を行う契約
上の取り決め」であり、以下の
３種類に分類される。 
① 共同支配の事業(注 2) 

② 共同支配の資産(注 3) 
③ 共同支配の事業体(注 4) 
①ＪＶが獲得した収益及び共
通費用の配分額を財務諸表
に計上する。 
②は資産、負債、収益、費用
の自社持分を財務諸表に計
上する。 
③は比例連結又は持分法で処
理する。 
 

建設業の会計基準の中で以
下の様に規定されている。 
• 合弁会社を設立する場合

持ち株比率にかかわらず
持分法で処理する。 

• 合弁会社を設立しない場
合出資比率に基づいて、
資産、負債、収益、費用を
認識する。 

企業が連結財務諸表を作成
するときは、合弁企業の連結
をその中に含める。 
会計処理は比例連結（持分
相当額のみを連結）の方法
で合弁企業の資産、負債、
収入、費用、利益等に対して
連結を行わなければならな
い。 

8. SPE の取扱
い 

特別目的会社については、
事業がその目的に従って適
切に遂行されているときは、
出資者及び特定目的会社に
資産を譲渡した会社から独
立しているものと認め、子会
社には該当しないものと推定
される。 

SPE が支配されていることを
示している場合には連結する
必要がある。支配について
は、連結範囲に記載の状況
に加えて、SPE 特有の支配の
例示がある。(注 5) 

特に規定なし。 特に規定なし。 

注１. 【日本】 子会社・関連会社の範囲は、会社、組合その他これらに準ずる事業体とされており、特別目的会社、海外における同様の事業を
営む事業体、パートナーシップなどで営利を目的とする事業体も含まれ、子会社、関連会社の判定と同様に判定される。 

注２. 【国際】 共同支配の事業： 共同支配企業は自己の所有資産を利用して事業を行い、費用及び負債は自己で負担する。収益と共通して
発生した費用は自己の持分相当額を認識する。JV 自体の会計処理は不要。 

注３. 【国際】 共同支配の資産： 鉱物掘削業、石油パイプライン等に関するJV で、共同支配企業は生産物から得た収益と発生した費用の自
己の持分相当額を認識する。JV 自体の会計処理は不要。 

注４. 【国際】 共同支配の事業体： 事業体の設立を伴うJV の形態。２つの企業が特定の事業分野の各活動を結合させる場合や海外における
政府機関との共同支配の事業体の例があげられる。 

注５. 【国際】 SPE 特有の支配を示す場合として、以下の例示がある。 
• SPE の活動が企業の特定の事業上の必要性により実質的にその企業のために行われ、SPE の事業運営から経済的便益を受け

ている。 
• 企業がSPE の経済的便益のほとんどを獲得するための意思決定権限を有するか、自動操縦機能（SPE を解散する権限、定款変

更権限、定款変更提案拒否権を有するような仕組み）によって企業はこの意思決定権限を委託している。 
• 企業がSPE の事業活動からの経済的便益のほとんどを獲得する権利を有しており、そのため SPE の事業活動に伴うリスクに晒さ

れている。 
 
Ⅱ．２．合併・企業結合 

項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 
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1. 企業結合 「企業結合とはある企業また
はある企業を構成する事業と
他の企業を構成する事業と
が一つの報告企業に統合さ
れることをいう」と定義されて
いる。 

「企業結合とは別々の企業ま
たは企業の事業が一つの報
告企業に統合されること」と定
義されている。 
（注１） 

「企業結合とはある会社合併
の実態に応じ持分プーリング
法とパーチェス法の両方を容
認 

規定なし 

2. パーチェス
法と持分プ
ーリング法
の判定基準 

パーチェス法と持分プーリン
グ法の選択適用が認められ
ている。 
なお「持分の結合」の場合に
は持分プーリング法により会
計処理を行う。 
（注２） 

企業結合は基本的にすべて
パーチェス法で処理する。持
分プーリング法は認められな
い。 

取引の実質によって買収と持
分統合に区分し、以下の通り
規定している。 
• 買収：パーチェス法 
• 持分統合：持分プーリング

法 
なお結合参加会社のうち買
収会社を把握できる場合は
買収、把握できない場合は
持分統合で処理する。 

規定なし 

3. 正ののれん
の処理 

無形固定資産として処理し、
原則として20 年以内に規則
的に償却を行う。重要性が乏
しい場合、発生年度の費用と
して処理する。（注 3） 

取得原価で資産としてＢ/Ｓに
計上する。取得後は償却せ
ず、最低年１回減損テストを
実施し、減損損失累計額を
控除した金額でＢ/Ｓに計上
する。 

合併対価が承継純資産価額
を超える場合、超過額を営業
権として計上し、20 年以内に
定額法で償却 
 

明確な規定はないが、持分
法の投資差額の償却期間を
準用すると、Ｂ/Ｓに計上し10
年以下の期間で償却する。 

4. 負ののれん
の処理 

固定負債として処理し、原則
として20 年以内の取得の実
態に基づいた適切な期間で
規則的に償却。重要性が乏
しい場合、発生年度の収益と
して処理する。 

負ののれんの計上は認めら
れず、負ののれんが生じた場
合には被取得企業の資産・
負債・偶発負債の測定・認識
を見直し、それでも差額があ
れば収益として認識する。 

承継純資産価額が合併対価
を超える場合、超過額を負の
営業権として計上し無形固定
資産の差引項目として表示
する。 

資本の部に直接計上する。 

5. 開示 以下の開示が必要とされる。 
• のれん及び負ののれんの

表示 
• 注記事項 

① パーチェス法を適用し
た企業結合 

② 持分プーリング法を適
用した企業結合 

③ 共通支配下の取引等 
④ 重要な後発事象 

以下の開示が必要とされる。 
• 企業結合一般 

① 結合当事企業の名称
及びその概況、取得
日、取得した議決権付
持分証券の割合、企
業結合の原価および
その内訳の説明等 

② プロフォーマ情報 
• 損益、誤謬の訂正・その他

修正 
• のれん報告期間の期首と

期末におけるのれんの帳
簿価額の調整 

 規定なし。  規定なし。 

注 1.【国際】 以下の企業結合には適用されない。 
1. 別々の企業または企業の事業が一体となって１つのジョイント・ベンチャーを形成する企業結合 
2. 共通支配下の企業（または企業の事業）どうしの企業結合 
3. ２つ以上の相互企業を含む企業結合 
4. 別々の企業または企業の事業が、所有持分の取得をせずに契約だけで１つの報告事業を形成する企業結合 

注２.【日本】 「持分の結合」の判定基準は以下のとおりである。 
1. 対価の全てが議決権の有る株式であること 
2. 結合後企業に対して各結合当事企業の株主が相対として有することになった議決権比率が等しいこと（50 対 50±５％ポイント

の範囲内にあること） 
3. 議決権比率以外の支配関係を示す一定の事実が存在しないこと 

注３. 【日本】 なお商法施行規則において、5 年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない（商法施行規則３３条後
段）と規定されていることから、個別財務諸表において５年を超える期間の償却は認められない。 

 
Ⅲ．外貨換算 
Ⅲ．１．外貨取引 

項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 
1. 決算時の換

算 資 産 ・負
債 

• 金銭債権・債務は、決算日
レートで換算し、換算差額
は当期の損益で処理する。
ただし、外貨建自社発行転
換社債のうち転換請求期
間満了前の転換社債は、
取引日レートで換算する。 

• 外貨建有価証券、原則とし
て決算日レートで換算す
る。但し子会社および関連
会社は取引日レートによ
る。換算差額は満期保有
目的の債権については当
期の損益とし、その他は評
価差額に含めて処理する。 

• 貨幣性項目は、決算日レ
ートで換算し、換算差額は
当期の損益で処理する。 

• 非貨幣性項目の内取引原
価で測定されているもの
は、取引日レートで換算
し、公正価値で測定されて
いるものは、当該評価決定
日のレートで換算する。非
貨幣性項目の損益が直接
資本の部で処理される場
合には、換算差額も直接資
本の部で処理される。 

• 国際基準と同じ。 
 
 
• 非貨幣性項目はテンポラル

法による。 

• 外貨建債権債務は取引日
のレートで換算し、月次に
換算替えを行う。換算差額
は原則として当期の財務費
用として処理する。但し建
設準備期間中の為替差額
は長期前払費用に計上し、
固定資産の購入建設と関
連する外貨の特定借入金
に関する為替差額は借入
費用と同じ処理をする。 
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2. 為替予約 デリバティブ取引として、時価
をもって貸借対照表に計上
し、評価差額は当期の損益と
して処理する。 
当面の間、ヘッジ会計の要
件を満たす場合には、振当
処理も可能とされている。 
なお予定取引は、時価をもっ
て貸借対照表に計上するとと
もに、評価差額を繰延ヘッジ
損益として貸借対照表に計
上することも可能である。 

デリバティブ取引のうちトレー
ディング目的で保有している
ものとみなされ、公正価値を
もって貸借対照表に計上し、
評価差額は当期の損益とし
て処理する。 
ヘッジ要件を満たす取引は、
公正価値をもって貸借対照
表に計上し、評価差額はそ
の他包括損益に計上する。 

デリバティブ取引として、当該
契約によって発生した権利義
務を資産負債に計上し、公
正価額で評価した金額を貸
借対照表に計上する。 

規定なし。（注１） 

注１. 【中国】 デリバティブ等の金融商品取引が制限されていることもあり、為替予約についての明確な規定はないが、決済時処理、振当処
理、時価法等いずれも適用可能と考えられる。 

 
Ⅲ．2．外貨建財務諸表の換算 
1. 貸借対照表 資産及び負債は、決算日レ

ートで換算する。資本は取引
日レートで換算する。 

日本基準と同じ。 日本基準と同じ。 日本基準と同じ。 

2. 損益計算書 
 
 
 
 
 

損益項目は、原則として期中
平均レートで換算。 
ただし、決算日レートで換算
することも可能。 

超インフレ下以外の場合は、
損益項目は取引日レートで
換算。 

損益項目は、取引日レート又
は期中平均レートで換算。 

損益項目は、取引日レートか
期中平均レートのいずれか
選択可能。ただし継続適用
が条件。 
上記の適用レートを変更した
場合には、財務諸表にその
旨の記載が必要。 

3. 決算日の相
違 

在外子会社の決算日が連結
決算日と異なる場合は、在外
子会社の資産及び負債は在
外子会社の決算日レートで、
損益項目は在外子会社の会
計期間に基づく期中平均レ
ートで換算。 

在外子会社の決算日が報告
企業の決算日と異なる場合
は、資産及び負債は在外子
会社の決算日レート、損益項
目は在外子会社の会計期間
に基づく期中平均レートで換
算。 

海外従属会社の決算日が支
配会社の決算日と異なる場
合は、海外従属会社の財務
諸表は支配会社の決算日レ
ート及び支配会社の会計期
間の期中平均レートで換算。 

規定なし。 

4. 超 インフレ
経済 

規定なし。 在外子会社が超インフレ経
済下の通貨で報告を行う場
合には、すべての項目を決
算日レートで換算。 

規定なし。 規定なし。 

5. 換算差額の
表示 

換算差額は、為替換算調整
勘定として資本の部で表示。 

換算差額は、当該正味投資
額が処分されるまで株主持
分で表示。 

換算差額は、海外事業換算
借又は海外事業換算貸とし
て資本調整で表示し、その内
容を注記。 

外貨建財務諸表換算差額
は、所有者持分の未処分利
益の次に記載。 

6. 換算差額の
少数株主持
分の処理 

為替換算調整勘定は、株式
所有比率に基づき、親会社
持分割合と少数株主持分割
合に区分。 

換算から発生し少数株主持
分に帰属する累積為替差額
は、少数株主持分に振替え、
その一部として表示。 

規定なし。 規定なし。 

注 国際基準では財務諸表の作成主体を在外事業体の自律性によって区分する。このため子会社・関連会社以外に支店も在外事業体として
扱う必要がある。一方日本基準では支店か、子会社・関連会社か、との法的観点で区分し支店ならばテンポラル法が適用される。 
 
Ⅳ．その他個別項目 
Ⅳ．１．リース会計 

項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 
1. ファイナ ン

ス・リースの
定義 

 

リース契約に基づくリースの
期間の中途において当該契
約を解除することができない
リース取引又はこれに準ずる
取引で、借手が、当該契約に
基づき使用する物件からもた
らされる経済的利益を実質的
に享受することができ、かつ、
当該リース取引の使用に伴っ
て生ずるコストを実質的に負
担することになるリース取引。 

資産を所有することによって
生ずるすべてのリスク及び経
済価値を実質的に移転する
契約。 

リース資産の所有によるリスク
と経済的利益が実質的にリ
ース利用者に移転されるリー
ス取引 

リース利用者に、実質的に資
産の所有権と関連するすべ
てのリスクと報酬（便益）が移
転するリース取引。 

2. レッシー の
会計処理 

原則として売買処理として処
理し、リース資産およびリース
債務を原則としてリース料総
額から利息相当額を控除し
た金額で財務諸表に計上す
る。ただし、所有権移転外フ
ァイナンスリースについては
一定の注記を条件に賃貸借
処理が可能。 

リース開始日の構成価値また
は最低リース料支払額の現
在価値のいずれか低い額で
資産及び負債計上する。例
外処理なし。 

基本リース料を利息法で割
引いた価額とリース資産の構
成価額のうちいずれか少な
い金額を資産負債に計上す
る。 

リース資産の元の簿価（レッ
サ－の簿価）と最低リース料
総額の現在価値のいずれか
低いほうで評価する。但し、リ
ース資産が総資産の 30％以
下の場合は、最低リース料単
純合計をリース資産の評価
額とする。 
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3. レッサ ー の
会計処理 

リース資産の購入価額と付随
費用をファイナンス・リース債
権として計上し、基本リース
料を利息法によってファイナ
ンス・リース債権の元本償還
部分と利息収益に区分して
処理する。ただし、所有権移
転外ファイナンスリースにつ
いては一定の注記を条件に
賃貸借処理が可能。 

リース料総額より金利部分を
控除したものを正味リース投
資未回収額(受取債権)として
認識する。例外処理なし。 

リース資産の公正価額をファ
イナンス・リース債権として計
上し、基本リース料を利息法
によってファイナンス・リース
債権の元本償還部分と利息
収益に区分して処理する。 

リース料総額より金利部分を
控除したものを正味リース投
資未回収額(受取債権)として
認識する。例外処理なし。 

4. オペレーテ
ィング・リー
スの会計処
理 

通常の賃貸借取引に準じて
会計処理を行なう。ただし、リ
ース契約期間の中途におけ
る契約解除が可能なものを
除き、未経過リース料の注記
を行う。 

リース・インセンティブを含む
オペレーティング・リースに基
づくリース支払額は、他の規
則的な方法が利用者の便益
の時間的パターンを表す場
合以外はリース期間を通じて
定額法によって損益計算書
上に費用として認識される 

基本リース料はリース期間に
均等に分配された金額を費
用計上する。調整リース料は
発生した期に費用計上する。
またリース料を今後 5 年及び
それ以降に区分し注記する。 

貸借対照表上、賃借料の注
記が必要とされる。 

 
Ⅳ．２．固定資産の減損会計 

項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 
1. グルーピン

グの方法 
他の資産又は資産グループ
のキャッシュ・フローから概ね
独立したキャッシュ・フローを
生み出す最小の単位で行う。 

資金生成単位による。（他の
資産又は資産グループから
のキャッシュ・インフローとは
独立した継続的使用によるキ
ャッシュ・インフローを生成さ
せるものとして識別される資
産グループの最小単位） 

規定なし。 規定なし。 

2. 減 損 の 認
識 

資産グループから得られる割
引前将来キャッシュ・フローの
総額とその帳簿価額を比較
し、前者が後者を下回るとき
に減損の認識を行う。 

回収可能価額が帳簿価額よ
り低い場合に減損を認識す
る。 

回収可能価額が帳簿価格よ
り低くなる場合、減損を認識
する。 

回収可能価額が帳簿価格よ
り低くなる場合、減損を認識
する。 

3. 減 損 損 失
の測定 

帳簿価額を回収可能価額ま
で減額する。 

帳簿価額を回収可能額まで
減額する。 

帳簿価額を回収可能価額ま
で減額する。 

引当金を計上し、簿価を回収
可能価額まで減額する。 

4. 回 収 可 能
価 額 の 算
定 

正味売却価格と使用価値の
いずれか高い方。 

正味売却価格と使用価値の
いずれか高い方 

使用及び処分から期待され
るキャッシュ・フロー総額の推
定額。 

正味売却価格と使用価値の
いずれか高い方。 

5. キャッシュ・
フロー見積
期間 

資産グループ中の主要な資
産の経済的残存使用年数と
20 年のいずれか短い方によ
る。 

経営者により承認された直近
の財務予算（または予測）に
もとづくもので原則として 5 年
以内の見積もりによる。 

経済的残存使用年数によ
る。 

規定なし。 

6. 減 損 後 の
戻入処理 

戻入は行わない。 のれんを除いて戻入処理を
行う。戻入の限度額は過去に
減損を認識した金額までであ
る。 

減損累計残額を限度にして、
戻入を行う。 

引当金計上額を限度として
戻入を行う。 

注．【日本】平成 17 年 4 月 1 日以後開始事業年度から適用、但し平成 16 年 4 月 1 日以後開始する事業年度から早期適用も認められている。 

Ⅳ．３．有形固定資産会計 
項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 

1. 有形固定資
産の範囲 

経営目的のために 1 年以上
所有・使用し、それらの加工
もしくは売却を予定していな
い資産。 

財貨の生産もしくは役務の提
供に使用する目的,又は外部
への賃貸目的又は管理目的
で企業が保有するもので、一
会計期間を超えて使用される
と予想されるもの 

財貨の生産、役務の提供、
他人への賃貸や内部使用の
目的で保有している物理的
形態をもつ資産であって、一
年を超過して使用することが
予想されている資産。 

製品の生産、役務の提供、
賃貸または経営管理の目的
で保有し、耐用年数が1 年以
上で単 価 が比 較 的 高 いも
の。 

2. 減価償却方
法 

定額法、定率法、生産高比
例法等経済的実態にあった
償却方法を選択し、規則的
に償却を行わなければならな
い。 

定額法、定率法、生産高比
例法等経済的実態にあった
償却方法を選択し、規則的
に償却を行わなければならな
い。 

定額法、定率法、生産高比
例法等経済的実態にあった
償却方法を選択し、規則的
に償却を行わなければならな
い。 

定額法、定率法、生産高比
例法等経済的実態にあった
償却方法を選択し、規則的
に償却を行わなければならな
い。使用可能な状態に達した
（使用に供してなくても）翌月
より償却開始される。 

3. 再評価 規定なし 
（時限立法で土地再評価法
があった）。 

再評価を行うことができる。再
評価益は過去に再評価に係
る損失を認識した範囲内で
利益を認識し、それを超える
場 合 再 評 価 積 立 金
（revaluation reserve）として
資本の部に直接計上する。
損失の場合は、過去に再評
価 積 立 金 （revaluation 
reserve）を認識した場合はそ

規定なし。 
(但し、2000 年 12 月 31 日ま
では資産再評価法によって
資産を再評価することが可能
であった） 

規定なし。 
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れを取り崩す。それを超える
場合は超える金額を損失とし
て損益計算書に計上する。 

4. 借入費用の
資産化 

原則借入費用は発生時に費
用処理するが、自家建設や
不動産開発事業の場合の固
定資産取得に関連する借入
費用の資産化が認められる。 

原則借入費用は発生時の費
用とする。但し適格資産の取
得、建設、製造に直接関連
する借入費用の資産化が認
められる。 

実質国際会計基準と同じ。 次の３つの条件を同時に満
たした場合に特定借入費用
は資産化する。 
資産に係る支出の発生 
借入費用の発生 
対象資産の購入・建設活動

開始 
5. 投資不動産

の取扱 
特に規定なし。 原価モデルまたは公正価値

モデルを選択できる。（注１） 
特に規定なし。 特に規定なし。 

注 1.【国際】投資不動産については詳細な規定がある。 
 
Ⅳ．４．無形固定資産会計 

項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 
1. 無形固定資

産の範囲 
有形財ではないが、長期間
にわたり継続的に法的特権
を与え、あるいは経済的、社
会的関係から企業に優位性
を与える法律的権利又は経
済価値のある資産。 

物理的実態のない識別可能
な非貨幣性資産で、過去の
結果として企業により支配さ
れ、将来の経済的便益が企
業に流入することが期待され
ているものである。 

財貨の生産、サービスの提
供、他人に対する賃貸または
管理に使用する目的で企業
が保有していて、物理的形態
はないが、識別が可能であ
り、企業が統制していて、未
来の経済的効益がある非貨
幣性資産。 

会社が商品生産あるいは役
務提供、他社への貸出し、あ
るいは管理を目的として保有
する実態形態を持たない非
貨幣性の長期資産。 

2. 減価償却方
法 

有形固定資産と同様である
が、 
・有形財でないため残存価額
がゼロ 
・表示は直接法による 
・通常定額法が用いられる 
という違いがある。 

経済的便益の消費パターン
に応じて償却方法を選択す
る。不明な場合は定額法を採
用する。また、耐用年数が確
定できないものは償却を行わ
ない。 

経済的便益の消費パターン
に応じて償却方法を選択す
る。不明な場合は定額法を採
用する。また、耐用年数は 20
年を超えることは出来ない。 

取得した月から予定使用期
間内に均等償却し、損益計
上する。予定使用期間とは関
連契約に規定された受益期
間あるいは法律に規定され
た有効期間内であることを前
提とするが、それを超える場
合はいずれか短い方の期間
を超えてはならない。また、
両者に規定がない場合には
10 年を超えてはならない。使
用可能に達した月より償却開
始される。 

3. 再評価 規定なし。 有形固定資産と同じ。 規定なし。 規定なし。 
4. ソフトウェア 受注制作…請負工事の会計

処理に準ずる 
市場販売目的…研究開発費

に該当する部分を除き、資
産として計上する 

自社利用目的…将来の収益
獲得又は費用削減が確実
である場合に資産として計
上 

各目的に応じた合理的方法
によって減価償却を行う。た
だし、毎期の償却額は残存
有効期間に基づく均等配分
額を下回ることはできない。 

無形固定資産の会計処理に
従う。 

国際会計基準と同じ。 国際会計基準と同じ。 

 

Ⅳ．５．繰延資産 
項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 

1. 研究開発費 発生時に費用処理する。 
 
 
 
 
 
 
 

研究費は発生した期間に費
用する。 
開発費は一定の基準（将来
の経済的便益の発現がかな
りの程度見込まれる場合）を
満たすものは資産計上可
能。 
 資産計上した場合には見
込み使用年数以内で均等償
却する。 

研究費は発生時に費用処理
する。 
開発費については一定の条
件（主として無形資産として
の経済性についての条件）を
満たす場合に限り無形資産
として計上する。 
 

すべて管理費に含めて費用
処理する。 

2. 開業費 通常費用処理されるが、資産
計上をすることができる。計
上した場合には計上年度か
ら5 年以内の期間で毎期均
等額以上の償却を行う。 

規定はないが費用処理され
る。 

すべて費用処理される。 すべて費用処理される。 

3. 新株発行費 通常費用処理されるが、資産
計上をすることができる。計
上した場合には、計上年度

新株発行費は税効果考慮後
の金額を資本控除項目処理
する。 

株式発行超過金から控除す
るか、株式割引発行差金に
加算する。 

規定なし。 
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から3 年以内の期間で毎期
均等額以上の償却を行う。 

4. 社債発行費 資産計上することができる。
計上した場合には社債発行
後３年内に、毎期均等額以
上の償却を行う。 

借入に関して発生した費用
は発生時に費用計上する。 

社債発行価額から直接差引
する。 

規定なし。 

5. 社債発行差
金 

資産計上することができる。
計上した場合には社債償還
期間中、毎期均等額以上の
償却を行う。（注１） 

社債を金融負債の測定の方
法である公正価値で測定す
るので差額としては発生しな
い。 

社債発行価額から差引また
は付加する。なお差金は社
債償還期間中、利息法により
償却ないし戻入を行う。（注 2） 

差金は区分計算し、償還期

限までに支払利息に加算ま

たは控除する。 

注１. 【日本】 上記のほか繰延資産として計上することができるものとして創業費、社債発行費、建設利息がある。 
注２. 【韓国】 創業費は無形資産として処理される。また建設利息は資本の部から控除する形式で表示する。 

 
Ⅳ．６．たな卸資産 

項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 
1. 評価基準 取得原価法が原則で、低価

法は選択適用となっている。 
低価法が強制適用である。 国際会計基準と同じ。 国際会計基準と同じ。 

2. 時価 正味実現可能価額ないしは
再調達原価による。 

正味実現可能価額による。 正味実現可能価額による。
但し原材料は振替原価によ
る。 

国際会計基準と同じ。 

3. 評価方法 個別法、先入先出法、後入
先出法、総平均法、売価還
元法、最終仕入原価法等が
認められている。 

個別法、先入先出法、加重
平均法が認められている。 

個別法、先入先出法、後入
先出法、移動平均法、加重
平均法、売価還元法が認め
られている。 

日本基準と同じ。 ただし、売
価還元法、最終仕入原価法
の適用については、企業会
計制度上、明記されていな
い。 

 
Ⅳ．７．金融商品 

項目 日本 IAS 韓国 中国 
1. 有価証券の

評価 
－満期保有目

的の債権 

償却原価法による。 日本基準に同じ。 償却原価法による。但し金利
調整差額は当期の P/L に、
償却原価と時価との差額は
資本の部に直接計上する。 

日本基準に同じ。 

－売買目的有
価証券 

時価（期末日の時価または期
末日前１ヵ月の市場価格の
平均）による。 
未実現損益は当期の損益計
算書に計上する。 

公正価値で評価する。 国際基準に同じ。 低価法による。評価差額につ
いては短期投資評価引当金
を計上する。 

－その他有価
証 券 ( 関 連
会 社 ･ 子 会
社株式を除
く) 

時価（期末日の時価または期
末日前１ヵ月の市場価格の
平均）による。 
未実現利益は全部資本直入
法または部分資本直入法に
より資本の部で直接認識す
る。 

公正価値評価による。 
未実現損益は資本の部で直
接認識する。 
但し負債証券は実効金利法
による償却原価で P/L に計
上する。 

公正価値法による。 
未実現損益は資本の部で直
接認識する。 

取得原価法による。 

2. 有価証券の
減損処理 

価値が著しく下落したときは、
回復する見込みがあると認め
られる場合を除き評価減を行
い、評価差額を当期の損失と
してP/L に計上する。 

減損の証拠がある場合、時
価で評価している売却可能
の金融資産は公正価値と簿
価の比較で減損額を測定す
る。 
償却原価で処理している金
融資産は予測将来キャッシ
ュ・フローの割引現在価値で
評価し減損損失を直接 P/L
に計上する。 

純資産価額が著しく下落し、
その状態が長期間続いて回
復する可能性がない場合、
純資産価額で評価し、評価
差額は投資有価証券減損損
失として当期のP/Lに計上す
る。 

減損の兆候があれば、減損
引当金の計上を考慮する。 

3. 有価証券の
減損損失の
戻入 

減損損失の戻入は認められ
ない。 

償却原価法で処理した金融
商品は減損額が減少する場
合は取得原価までは利益に
戻し入れる。株式等の持分金
融商品は利益としての戻し入
れは禁止されている。 

減損損失の戻入れは当初取
得原価までは認められてい
る。  

後に減損額が減少すれば、
利益に戻し入れる。 

4. 金銭債務の
評価 

債務額により評価する。 当初測定は債務認識時点で
の公正価値による。その後は
実効金利を用いて計算した
償却原価法による。但し評価
損益をＰ/Ｌ計上する金融負
債は公正価値で評価する。 

長期延払債務、長期金銭債
務等については適正利子率
による割引現価法を適用する 

実際発生学により計上する。 

5. 転換社債型
新株予約件
付社債の評
価 

社債部分と株式転換権部分
を一対処理するか又は両者
を区分し、株式転換部分を負
債として処理する。 

負債に属する部分と資本に
属する部分を区分処理する。
なお株式転換権部分は発行
時に資本に計上する。 

国際会計基準に同じ。 規定なし。 

6. デリバティブ
（ヘッジ目的
を除く） 

時価をもって評価し、評価差
額は原則として当期の損益
計算書に計上する。 

公正価値で評価し、評価差
額は当期の損益計算書に計
上する。 

・トレーディング目的・・・評価
損益を当期の損益計算書に
計上する。 

一般事業会社はデリバティブ
等の金融商品取引が制限さ
れており、明文規定はない。 
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7. デリバティブ
（ヘ ッジ目
的） 

ヘッジ会計の適用要件を満
たす場合は、ヘッジ会計を適
用することができる。ヘッジ会
計の方法は原則として繰延
ヘッジによるが、その他有価
証券について時価ヘッジも
認められている。 
• 繰延ヘッジ・・・ヘッジ手段

に係る損益を、ヘッジ対象
に係る損益が認識されるま
で資産又は負債として繰り
延べる方法による。 

• 時価ヘッジ・・・ヘッジ対象
である資産又は負債に係
る相場変動等を損益に反
映させることにより、ヘッジ
手段に係る損益と同一の
会計期間に認識する。 

金利スワップの特例処理、為
替予約の振当処理あり。 

ヘッジ会計の適用要件を満
たす場合には、ヘッジ会計の
適用を選択できる。 
• 公正価値ヘッジ・・・ヘッジ

手段の公正価値評価によ
り発生した損益を当期損
益に含める。また、ヘッジ
対象にかかる損益は、ヘッ
ジ対象の帳簿価額を修正
し、当期損益に含める。 

• キャッシュ・フロー・ヘッ
ジ・・・将来の予定取引等
のヘッジであり、ヘッジ手
段に生じた損益のうちヘッ
ジとして有効な部分は、株
主持分変動計算書を通じ
て、直接、資本の部で処理
する。 

リスク回避を目的とする場合
には以下のヘッジ会計が選
択できる。 
• 公正価値ヘッジ・・・派生商

品の評価損益は当期の
P/L に計上し、リスク回避
対象項目の評価損益も当
期の P/L に計上して相殺
する。 

• キャッシュ・フロー・ヘッ
ジ・・・派生商品の評価損
益の内、リスク回避に効果
的でない部分は当期の損
益計算書に、リスク回避に
効果的な部分は資本調整
に計上し、後に予想取引
が生じた際に当期の損益
として認識するかまたは関
連資産･負債の帳簿価額
に加減する。 

規定なし。 

     
Ⅳ．８．金融商品・開示 

項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 
1. 会計方針 • 有価証券の評価基準及び

評価方法 
• ヘッジ会計の方法 

• 金融商品の認識基準 
• 測定基準 
• 関連して生じる損益の認識

測定基準 

• 有価証券の評価基準及び
評価方法 

• ヘッジ会計の方法 

有価証券の評価基準及び評
価方法 

2. リスク管 理
方針とリスク
内容の開示 

• デリバティブに関するリスク
の内容 

• デリバティブに関するリスク
管理体制 
など 

• 財務リスク管理の目的及び
方針 

• 金利リスクに関する開示 
• 信用リスクに関する開示 

など 

ヘッジ取引の目的とその理解
に必要な事項、リスク回避の
戦略を開示し、リスク回避の
方法等によりさらに詳細な注
記が必要とされている。  

規定なし。 

3. ヘッジ会計
に関する開
示 

ヘッジの内容・ヘッジ手段・
会計処理方法などを開示す
る。 

ヘッジの内容・ヘッジ手段・
会計処理方法などを開示す
る。 

ヘッジの内容・ヘッジ手段・
会計処理方法などを開示す
る。 

規定なし。 

4. 契約条件と
会計方針 

デリバティブの取引内容を開
示する。 

金融資産・金融負債・持分金
融商品の各区分ごとでの契
約条件などを開示する。 

デリバティブの取引内容を開
示する、 

投資の現金化および投資収
益の送金回収の重大な制限
について開示する。 

5. 公正価値 • 有価証券の公正価値 
• デリバティブの公正価値 

• 金融資産・金融負債の区
分ごとの公正価値 

• 公正価値算定における想
定事項など 

• 投資株式の公正価値 
• 投資債券の公正価値 

短期投資の公正価値 

6. 追加的な開
示 

保有目的の変更とその理由 
など 

• 保有目的の変更とその理
由 

• 負債・持分の性質を併せ持
つ金融商品 
 など 

保有目的の変更とその理由 
など 

規定なし。 

 
Ⅳ．９．退職給付会計 

項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 
1. 一般的な退

職給付制
度 

退職一時金及び退職年金を
内容とする退職給付が一般
的である。会計基準は給付
建制度を前提として定められ
ている。 

掛金建制度と給付建制度の
双方を前提としている。 

「法定退職金制度」（注１）が
法律（勤労基準法）で定めら
れている。 
 

中国では未だ民間の外部拠
出型年金基金が整備されて
おらず、具体的な会計基準
は存在しない。 

2. 測定日 会計年度末 日本基準と同じ。 日本基準と同じ。 規定なし。 
3. 年金債務

の評価・勤
務コストの
認識 

発生給付評価方式（予測単
位積増方式）を原則とする。 

発生給付評価方式（予測単
位積増方式）による。 

期末要支給額で負債を認識
する。 

規定なし。 

4. 給付の勤
務期間帰
属 

期間定額基準が原則。 支給倍率基準が原則。 該当なし 規定なし。 

5. 割引率 「おおむね 5 年以内」の安全
性の高い長期債券の利回り
を参照して決定する。 

貸借対照表日現在の優良社
債の市場利回りを参照して決
定する。 

該当なし 規定なし。 

6. 予定昇給
率 

確実に見込まれる昇給率を
合理的に推定する。 

インフレーションその他の要
素も考慮して決定する。 

該当なし 規定なし。 
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7. 数理差異
の償却 

平均残存勤務期間以内の一
定の期間にわたって均等償
却する。（定率法による償却
も認められている）。 

差異額が年金債務と年金資
産のいずれか大きいほうの
10%以内であれば償却しない
ことができる。 
10%を超過する部分について
は、原則として平均残存勤務
期間で償却する。 

該当なし 規定なし。 

8. 過去勤務
費用の認
識法 

平均残存勤務期間以内の一
定の期間にわたって均等償
却する。（定率法による償却
も認められている）。 

受給権が確定するまでの平
均期間にわたって均等償却
する。 
ただし受給権確定分は即時
費用処理する。 

給与規定の改定や退職支給
金の引き上げにより退職金所
要額が増加した場合、当期
分と前期分を一括して当期の
費用とする。 

規定なし。 

9. 移行時差
異 

会計基準変更時差異の即時
費用処理または 15 年以内の
一定の年数にわたって均等
償却する。 

基準変更に伴う累積的影響
額の即時費用処理または 5
年間にわたって均等償却す
る。 

該当なし 規定なし。 

10. 給付建負
債計上額 

「退職給付債務」に「未認識
過去勤務債務」と「未認識数
理計算上の差異」を加減した
額から「会計基準変更時差
異未処理額」と「年金資産の
額」を差引した額を負債とし
て計上する。 

「B/S 日現在の給付債務の現
在価値」から「未認識の保険
数理差損」、「未認識の過去
勤務費用」、「制度資産の
B/S 日現在の公正価値」を差
引して計算する。 

決算日現在役員及び職員が
同時に退職する場合に支払
わねばならない金額を計上
する。 

規定なし。 

11. 前払年金
費用 

年金資産の額と未認識の過
去勤務コストの合計額が給付
建債務に未認識の保険数理
上の利得との合計を越える場
合の差額により計上する。 

上記８がﾏｲﾅｽとなる場合に
は「その金額」と「未認識の保
険数理上の損失・過去勤務
費用と年金基金からの返還
等による経済的便益の現在
価値との純合計額」のいずれ
か低いほうを資産計上する。
（注２） 

退職保険については、退職
金引当金から同額を差し引く
形式で表示する。これを超過
する場合は、投資資産の科
目で資産計上する。 

規定なし。 

12. 年金資産 公正価値評価による 日本基準に同じ。 該当なし 規定なし。 
13. 表示 原則として制度別に資産・負

債を表示（一方の制度に関
連する資産を他の制度に関
連する負債と相殺させな
い）。 

日本基準に同じ。 該当なし 規定なし。 

14. 開示 下記の事項について注記す
る。 
① 企業の採用する退職給付

制度 
② 退職給付債務等の内容

（退職給付債務およびそ
の内訳、退職給付債務等
の計算基礎） 

給付建制度に関し、以下の
情報を開示する。 
① 保険数理差損益の認識

についての会計方針 
② 制度の一般的説明 
③ B/S で認識した資産及び

負債の調整表 
④ 年金資産の内訳 
⑤ B/S で認識した負債(又は

資産)の純額の期中変動
額を示した調整表 

⑥ 退職給付費用の内訳 
⑦ 年金資産の実際収益及

び補填の実際収益 
⑧ 保険数理計算上の仮定

（基礎率など） 

会計年度末現在における下
記情報を開示する。 
① 全ての役員及び従業員

の退職金にかかる金額 
② 退職給与引当金の設定

残額及び期中の退職金
支給金額 

③ 役員及び従業員退職金
の処理方法 

規定なし。 

15. 複数雇用
主制度の
会計処理 

自社の拠出に対応する年金
資産額を合理的に計算でき
ないときには、要拠出額を退
職給付費用として処理する。
注記で掛金拠出割合等によ
り計算した年金資産の額を開
示する。 

確定給付型の複数雇用主制
度に加入している事業体が、
確定給付年金会計で必要と
される情報を入手できない場
合、確定拠出年金会計を採
用し、追加的な開示を行うこ
とができる。（注 3） 

規定なし。 規定なし。 

16. 掛金建制
度 

掛金の要拠出額を費用として
認識し、退職給付費用の内
訳として注記する 

掛金の要拠出額を費用として
認識する 
費用として認識した額は開示
しなければならない 

規定なし。 規定なし。 

17. その他 簡便法の規定あり 規定なし。 規定なし。  規定なし 
注１. 【韓国】 勤労基準法により継続勤労年数 1 年に対して、30 日分以上の平均賃金を（退職事由を問わず、全額会社負担で）退職する勤労

者に支払う制度を設けなければならない。また退職前に受取ることができる「退職金中間精算制度」がある。さらに保険会社等の退社保
険等の加入により退職金の支払いに備える仕組みがある。この場合税務上保険料が１００％損金となる。なお通常の引当金計上額では
税法上の損金参入限度は４０％である。 

注２. 【国際】 但し、退職給付引当金を算定するに当たり、以下の金額が発生した場合には直ちに認識しなければならない。 
(a)制度から受けると予想される経済的便益の現在価値の下落を超える数理計算上の差損（純額）や過去勤務債務費用  
(b)制度から受けると予想される経済的便益の現在価値の増加を超える数理計算上の差益（純額） 

注３.【国際】 年金制度に加入している事業体が共通の支配下にある場合、その年金制度は複数雇用主制度とみなされない。 
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Ⅳ．１０．株式報酬 
項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 

1. 基本的会計
処理 

規定なし。（注１） 株式報酬で受取った財貨又
は役務は受取時点で認識す
る。資産の要件を満たしてい
ない場合は費用処理する。 

保障原価をオプション価格決
定モデルを用いて計算し約
定役務提供期間に渡って按
分して費用計上する。 

規定なし。 

2. 取引測定の
方法 

規定なし 
 
 

取引日現在の財貨又は役務
の公正価値で評価する。これ
らの公正価値の見積りが困
難な場合には、持分金融商
品の公正価値により取引金
額を測定する。なおストック・
オプション制度の場合は従業
員等から提供される役務の
公正価値評価が困難である
ので、持分金融商品の公正
価値を用いて測定する。 

保障原価の算定は通常どお
りのオプション価格決定モデ
ルの適用による方法と、ストッ
クオプション付与日に予想株
価変動性を零と見てオプショ
ン価格決定モデルにより計算
する方法（最小価値接近法）
が選択できる。（但し継続適
用が前提である。） 

規定なし。 

注１. 【日本】 ストックオプションの会計処理について基準策定に向けて現在審議中である。 
 
Ⅳ．１１．税効果会計 

項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 
1. 計算方法 繰延税金資産及び繰延税金

負債となる一時差異項目に
税率を乗じて算定される。 
• 繰延税金資産・・・将来減

算一時差異、繰越欠損金、
繰越税額控除など将来の
納税額を減少させるもの。 

• 繰延税金負債・・・将来加
算一時差異など将来の納
税額を増加させるもの。 

基本的に日本基準に同じ。 
                                                  

基本的に日本基準に同じ。 
 

税効果そのものが選択適用
できる。 
また、繰延法、資産負債法の
いずれも選択適用できる。 
資産負債法であれば基本的
に日本基準と同じ。 

2. 適用税率 一時差異等が解消して繰延
税金資産・負債が実現する
年度において適用されると予
想される税率を用いる。 
ただし、連結会社間取引によ
って生じた未実現利益に関し
ては、繰延法の考え方を採
用し、当初計上時の税率を
適用。 

一時差異等が解消して繰延
税金資産・負債が実現する
年度において適用されると予
想される税率を用いる。 

基本的に国際会計基準と同
じ。 

資産負債法であれば国際会
計基準と同じ。 

3. 回収可能性 毎期見直しを実施する。 日本基準と同じ。 日本基準と同じ。 実質的に日本基準と同じ。
（注２） 

4. 在外子会社
の留保利益 

基本的に子会社、支店及び
関連会社に関する将来加算
一時差異（親会社に対する
将来配当等を指す）につき、
原則として繰延税金負債を
計上する。（注１） 

基本的に日本基準と同じ。 基本的に日本基準と同じ。 基本的に日本基準と同じ。 

5. 繰延税金資
産 ・負 債 の
表示 

流動・固定に区分してそれぞ
れ純額で表示する。区分は
税効果の発生原因である関
連資産、負債の区分に従う。 

非流動項目としてＢ/Ｓに表
示する。 

繰延税金資産と負債を相殺
して差額を投資資産または
固定負債に表示する。 

資産はその他の資産、負債
はその他の負債に両建て表
示される。 

注１. 【日本】 親会社等が一時差異の解消時期を操作でき、かつ予測可能な期間内に一時差異が解消されない可能性が高い場合、繰延税金
負債を計上しない。 

注２. 【中国】 回収可能性の判断においては、概ね 3 年以内に回収可能であれば資産性があると判断される。 
 
 
 
Ⅳ．１２．引当金 

項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 
1. 引当金定義 評価性引当金（資産の控除）

と負債性引当金に区別され
る。また、負債性引当金は条
件付債務と債務以外の経済
的負担に区分される。 

引当金は時期や金額が不確
実な負債をいう。したがって
評価性引当金や負債の定義
を満たさない引当金は対象
外である。退職給付引当金
等、他の国際会計基準に規
定のあるものを除く。 

過去の事件や取引の結果に
よりB/S 日現在負担している
義務で、支出の時期又は金
額が不確実だがその義務を
履行することによって資源が
流出する可能性が高いか、も
しくは金額を信頼性を持って
推定できる義務を言う。（注１） 
退職給与引当金は別の基準
に定めがある。 

負債性引当金（リスクリザー
ブ） 
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2. 引当金の認
識、測定 

認識する要件は次の４つの
条件のすべてを満たすことで
ある。 
① 将来の特定の費用又は損

失 
② 当該費用又は損失の発生

が当期以前の事象に起因 
③ 発生の可能性が高い 
④ 金額を合理的に見積り可

能 
測定は合理的な見積りによ
る。 

認識する要件は次の 3 つの
条件のすべてを満たすことで
ある。 
① 過去の事象の結果として

現在の義務を有する 
② 義務決済のために資金等

が必要になる可能性が高
い 

③ 金額の見積りができる。 

 引当負債は引当負債の定
義をすべて充足する場合に
限り認識する。 

認識する要件は次の 3 つの
条件のすべてを満たすことで
ある。 
① 現時点において企業が

引き受けた義務（債務）
が存在すること 

② 経済的利益の流出の可
能性が高いこと 

③ 金額を確実に測定でき
ること 

3. 測定 合理的な見積りにより測定 B/S 日の最善の見積りによ
る。また、割引計算を行う。 

引当負債は名目価額と現在
価値の差が重要な場合には
義務の履行のために予想さ
れる支出の現在価値として評
価する。  
引当負債を発生させた事件
と密接に関連した資産の処
分利益が予想される場合に
当該処分利益は引当負債 
金額を測定するのに考慮し
ない。 

負債を弁済するのに必要な
支出の最善の見積もり金額
による。 

4. 有給休暇引
当金 

規定なし。 引当金の計上が必要である。 規定なし。 規定なし。 

5. ﾘｽﾄﾗｸﾁｬﾘﾝ
ｸ ﾞに対する
引当金 

規定なし。 ﾘｽﾄﾗｸﾁｬﾘﾝｸﾞに対する公式
な計画が貸借対照表日又は
後発事象の該当期間までに
公表されており、利害関係者
が有効な期待を抱いている
場合にのみ認識され、ﾘｽﾄﾗ
から発生する直接費用のみ
が対象となる。 

規定なし。 規定なし。 

注１． 【韓国】 可能性が高いと言うことは、ある事件が発生しうる確率が、当事件が発生しない確率よりもより大きいことを言う。なお修繕引当金
の計上は認めていない。 

 
Ⅳ．１３.偶発債務および偶発資産 
1. 偶発債務の

定義と認識 
偶発債務とは現実に発生し
ていない債務で将来におい
て負担となる可能性があるも
のをいう。 

偶発債務とは過去の事象か
ら発生しうる義務で、企業の
統制外の不確実な事象の発
生の有無によってその存在
が確認されるもの、または過
去の事象から発生した現在
の義務であって、発生の可能
性が高くないか金額が見積も
れないため引当金として認識
されていないものをいう。経
済的便益の流出の可能性が
高くなった場合には引当金と
して認識する。 

基本的に日本基準と同じ。 偶発債務とは過去の取引あ
るいは事象により形成された
潜在的義務で、その存在が
将来の不確実な事象の発生
（または不発生）によって確
認されるものをいう。 

2. 偶発債務の
開示 

内容及び金額を注記する。 経済的便益の流出の可能性
がほとんどない場合を除いて
偶発債務の種類毎に内容の
簡潔な説明を開示する。 
実行可能ならば財務的影響
額、流出の総額と時期に関
する不確実性の内容、補填
の可能性について開示す
る。 

基本的に日本基準と同じ。 開示すべき偶発債務が列挙
されている。また偶発債務の
形成原因、財務的影響額、
補填される可能性をかいじす
る。 

3. 偶発資産の
定義と認識 

規定ないが認識はしない。 過去の事象から発生しうる資
産で、統制ができない将来の
不確実な事象の発生の有無
によってその存在が確認され
るものをいう。 
偶発資産は認識しない。ただ
し経済的便益流入の可能性
が大きくなった時点で、開示
が必要となる。 

国際基準と同じ。 国際基準と同じ。 
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Ⅳ．１４．収益認識基準 
項目 日本基準 国際会計基準 韓国基準 中国基準 

1. 物品等の販
売 

包括的な基準はない。 
但し通常出荷基準、納品基
準等によっている。 
割賦販売については利息の
区分をせず、引渡基準、回収
期限到来基準、入金基準の
適用も可能である。 

以下の 5 つの要件のすべて
が満たされる時点で収益は
認識される。 
① 重要なリスクと経済的価値

の移転 
② 売手の管理上の継続的

管理と支配の消滅 
③ 収益額の信頼できる測定 
④ 取引による経済的便益を

売手が受取る可能性が大
きいこと 

⑤ 取引に関連する原価の信
頼できる測定 

基本的に国際会計基準と同
じ。 

基本的に国際会計基準と同
じ。 

2. 役務収益 原則として役務提供による収
益実現基準による。 
例外的に取引成果の見積り
に信頼性がある場合には進
行基準も認められる。 

原則として進行基準による。
なお取引成果の見積りに信
頼性がない場合には発生原
価の内、回収可能額を収益
計上する。 

基本的に国際会計基準と同
じ。 

基本的に国際会計基準と同
じ。 

3. 工事契約 完成基準による。但し例外的
に進行基準も認められる。 

原則進行基準による。 基本的に国際会計基準と同
じ。 

基本的に国際会計基準と同
じ。 
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