
項  目 
国際会計基準 日本基準 UK GAAP French GAAP German GAAP 

財務諸表の

構成 

 

 

 

・財政状態計算書 

・包括利益計算書 

・所有者持分変動計算書 

・キャッシュ・フロー計算書 

・注記 

・貸借対照表 

・損益計算書 

・株主資本等変動計算書 

・キャッシュ・フロー計算書(注) 

・注記 

・附属明細表 

(注)連結財務諸表を作成して

いる場合は作成不要 

・貸借対照表 

・損益計算書(注) 

・総認識利得損失計算書(注) 

・キャッシュ・フロー計算書(注) 

・注記 

 

 

(注)連結財務諸表を作成して

いる場合は開示を省略でき

る。 

・貸借対照表 

・損益計算書 

・附属明細書(注記が含まれ

る) 

・貸借対照表 

・損益計算書 

・株主持分変動計算書(注) 

・キャッシュ・フロー計算書(注) 

・注記/附属明細書 

 

 

(注)連結財務諸表を作成して

いる場合は作成不要 

包括利益の

報告 

必要 不要 必要 

(注)連結財務諸表を作成して

いる場合は省略できる。 

不要 不要 

企業結合の

会計処理 

パーチェス法 パーチェス法 パーチェス法（一定の状況下

では持分プーリング法が適用

される） 

パーチェス法(一定の状況下

では持分プーリング法が適用

される) 

パーチェス法 

開発費 資産計上 費用処理 
資産計上あるいは費用処理

の選択適用 

資産計上あるいは費用処理

の選択適用 

資産計上あるいは費用処理

の選択適用 

（ 固定資 産

の減損） 

減損の兆候 

 

損益、キャッシュ・フローや回

収可能価額等で判断 

（数値基準なし） 

損益、キャッシュ・フローや回

収可能価額等で判断 

（具体的な数値基準として、

市 場 価 格 が 帳 簿 価 額 か ら

50％程度以上下落した場合

がある。） 

損益、キャッシュ・フローや回

収可能価額等で判断 

(数値基準なし) 

損益、キャッシュ・フローや回

収可能価額等で判断 

（数値基準なし） 

 

市場価格が帳簿価格より低

いかどうかで判断（市場価格

の下落が一時的である場合

を除く） 

（数値基準なし） 
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項  目 
国際会計基準 日本基準 UK GAAP French GAAP German GAAP 

のれん 

 

・非償却 

・減損テストは、減損の兆候

に関らず最低年１回 

・原則として 20 年以内に規則

的に償却 

・減損テストは、減損の兆候

があるときのみ 

・原則として 20 年以内に規則

的に償却 

・減損テストは、減損の兆候

があるときのみ。ただし、のれ

んを償却しない場合または 20

年以上で償却する場合には、

毎年減損テストを実施する必

要がある。 

・非償却 

･減損テストは減損の兆候が

あるときのみ 

（連結財務諸表においては、

規則的に償却） 

 

・見積経済耐用年数で償却 

・減損テストは、減損の兆候

に関らず最低年 1 回 

( リ ー ス 会

計) 

フ ァ イ ナ ン

ス・リースの

借手 

資産計上 

 

資産計上  

 

 

資産計上 

 

 

オフバランス 資産計上 

（ただし、税法通達及び租税

裁判所の判例に従って、オフ

バランスとされる範囲は広

い） 

 

 

金融商品の

時価評価 

・売買目的有価証券（Ｐ／Ｌ計

上）とその他の有価証券（そ

の他の包括利益）を時価評価

(IAS39) 

 

・すべての金融商品の時価開

示が必要 

・売買目的有価証券（Ｐ／Ｌ計

上）とその他有価証券（資本

直入）を時価評価 

 

 

・2010 年 3 月期以降、すべて

の金融商品の時価開示が注

記として必要 

・売買目的有価証券（Ｐ／Ｌ計

上）とその他有価証券（その

他の包括利益）を時価評価 

 

・すべての金融商品の時価開

示が必要 

・有価証券は保有目的に応じ

て 4 区分に分類されるが、い

ずれも低価法で評価される。 

・区分に応じて、使用価値に

よる低価法、市場価値による

低価法、譲渡可能価格による

低価法などが適用されてい

る。 

・1 年基準で流動資産と固定

資産に分類し、流動資産は低

価法、固定資産は取得原価

評価 
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項  目 
国際会計基準 日本基準 UK GAAP French GAAP German GAAP 

退職給付会

計 
・退職給付債務及び年金資産

に基づき会計処理 

 

・数理計算上の差異について

は、即時認識又は遅延認識。

即時認識の場合は資本直入

も認められる。 

・退職給付債務及び年金資産

に基づき会計処理 

 

・数理計算上の差異について

は、即時認識又は遅延認識

（すべて純損益） 

・退職給付債務及び年金資産

に基づき会計処理 

 

・数理計算上の差異について

は、即時認識（資本直入）の

み 

・退職給付債務及び年金資産

に基づき会計処理。オフバラ

ンス処理も可 

・数理計算上の差異は即時

認識または遅延認識。ただ

し、資本直入での即時認識は

認められない。 

・退職給付債務1及び年金資

産に基づき会計処理。外部積

立はオフバランスも可 

・数理計算上の差異について

は即時認識（純損益）のみ 

 

繰延税金資

産 

回収可能性の判断について

は、合理的な計画が必要（毎

期検討） 

回収可能性の判断について

は、合理的な計画が必要（毎

期検討） 

回収可能性があるもののみ

資産計上 

税効果会計は適用されない。 任意で計上可（繰延税金負債

は計上を強制） 

（収益） 

収益の認識 

（以下の全てが満たされている

とき） 

・重要なリスク及び経済的価値

が買手に移転 

・販売後、管理上の関与も実質

的な支配も保持しない 

・取引に関連する経済的便益

が流入する可能性が高い 

・収益の額や発生した原価を信

頼性をもって測定可能なこと 

実現主義の原則に従い、商

品等の販売又は役務の給付

により実現したものに限る 

 

取引の実行により、対価請求

権を獲得したものに限る 

法的な所有権の移転に基づ

いて計上 

実現主義の原則に従い計上 

                                                   
1 割引率はドイツ中央銀行が公表する過去 7年間の市場平均金利 
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項  目 
国際会計基準 日本基準 UK GAAP French GAAP German GAAP 

（棚卸資産） 

評価基準 

帳簿価額と正味実現可能価

額のいずれか低い額で測定 

 

正味売却(実現可能)価額が

帳簿価額より下落している場

合、簿価を切り下げ 

帳簿価額と正味実現可能価

額のいずれか低い額で測定 

 

帳簿価額と正味実現可能価

額のいずれか低い額で測定 

 

帳簿価額と正味実現可能価

額のいずれか低い額で測定 

 

（ 有形固 定

資産） 

投資不動産 

公正価値にて毎期測定又は

取得原価（取得原価による場

合、時価等を開示） 

他の有形固定資産と区別せ

ず、取得原価ベースにて計上

(2010 年３月期から時価等を

開示) 

公正価値にて毎期測定 他の有形固定資産と同様、取

得原価ベースで計上 

他の有形固定資産と同様、取

得原価ベースで計上 

（ 有形固 定

資産） 

減価償却 

・経済的実態を反映 ・経済的実態を反映。ただし、

耐用年数等が不合理でない

限り、税務上の減価償却方法

が認められている。 

（税務上、減価償却費の損金

経理要件がある） 

・経済的実態を反映。一定の

要件を満たした場合、減価償

却を実施しないことを認める。

（税務上、減価償却費の損金

経理要件なし2） 

・経済的実態を反映。ただし、

税務上の増加償却を特別損

失で計上することが認められ

ている。 

（税務上、減価償却費の損金

経理要件がある） 

・経済的実態を反映 

（税務上、減価償却費の損金

経理要件なし3） 

セグメント情

報 

マネジメント・アプローチ 

（経営者の視点によるセグメ

ント） 

マネジメント・アプローチ 

（ただし、セグメント情報は連

結財務諸表を作成していない

場合のみ必要） 

事業の種類別、所在地別など

（ただし、セグメント情報は連

結財務諸表を作成していない

場合のみ必要） 

作成不要 作成不要 

 

                                                   
2 税務上、会計上の減価償却費をいったん取り消し、あらためて税務上の減価償却費（Capital allowance）を損金算入 
3 税務上の選択権を行使して、異なる金額の減価償却費を計上できる。ただし、税務計算のために、取得時点・価格・償却方法・金額などを継続的に記録する必要がある 
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