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研究成果の概要（和文）：　本研究はグローバリゼーションが進む状況における、会計基準のグローバル・コンバージ
ェンスを巡る会計の利害調整機能の諸側面を主に考察した。国際的な会計制度構築にあたり、全ての目的に中立的な会
計基準の策定は困難であることから目的を定めざるを得ない。この国際化の潮流の一方で、議論の俎上にのぼるのは情
報提供目的の下、国際化がなされた会計基準と、会計の「二次的目的」と言われる役割が果たすべき機能との不整合と
その調整プロセスであった。
　本研究では会計・監査のグローバル化と会計諸制度との関係を、租税との観点、会社法との観点、企業経営との観点
、そして会計専門家である会計監査人の資格との観点で考察を行った。

研究成果の概要（英文）： When we consider the process of the globalization in economy, while the 
international standardization of the accounting system to progress, there is interaction with the 
conflict and collision between the international standardization and local accounting system.
 When introducing the international accounting standards and accounting systems, each country should face 
any problems, and need to investigate how it should be corresponded. And more, standardization of 
accounting and auditing standards might cause any inconsistencies between the tax system and Companies 
Act in particular about distributable profit of the each country. We’ve considered how this mismatch can 
be resolved. In our study, we can point out that the international standardization of economic 
globalization and the accounting system associated with, do not necessarily mean the unification of the 
accounting system beyond the nation and unification system is not preferable unconditionally.

研究分野： 会計監査
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１．研究開始当初の背景 
 
企業活動の急速な国際化、例えばクロスボ

ーダー取引やボーダレス化が著しく進展し
ており、国家や国境という枠組みを超えた経
済活動が活発になっている。国境を越えた取
引や資金調達そして雇用に至るまで、様々な
「ヒト」、「モノ」、「カネ」、さらには無形の
「サービス」や「権利」が取引され、またそ
の取引高も日々増大している。このような環
境下では、経済活動を外部へ報告する際に必
要とされる、会計基準や会計を取り巻く諸制
度が国際的に共通である方が財務報告の利
便性やコストの観点で好都合と考えられる
だろう。このような意味で、会計基準及び会
計の周辺制度についても、国際共通化への機
運が高まっている。 

例えば会計基準について見れば、国際財務
報 告 基 準 (International Financial 
Reporting Standards, IFRS)の導入への動き
が各国において進んでいる。ＥＵ諸国・中
国・オーストラリア・カナダといった国々で
はすでに導入されており、東南アジア諸国な
どにおいても導入が進みつつある。日本や米
国においてはなお全面的な適用には至って
いないものの、日本では一部導入され、米国
でも自国制度への導入については検討が続
けられている。 

さらに、会計基準のみならず、会計基準に
準拠した作成がなされているかどうかにつ
いての保証行為である監査の枠組みからも
国際共通化の流れは無縁ではなく、会計士団
体により構成される国際団体である国際会
計 士 連 盟 (International Federation of 
Accountants, IFAC) による国際監査基準
(International Standard on Auditing, ISA)
が制定されている。さらには、監査の担い手
である監査人の資格に関しても世界的な相
互認証のような動きが起こりつつある。 

 
一方で、このような会計を取り巻く諸制度

の国際標準化の動きは、会計にかかわる各国
の制度や各国における実務との間でしばし
ば不整合を引き起こす。たとえば、ドイツ・
フランス等においては、会計上の利益の計算
が租税や株主に属する利益の計算の根拠と
なるため、これらの国々における IFRS の導
入は、税法や会社法との間で不整合を引き起
こす。日本における IFRS の導入においても、
公正価値会計に対する懸念、会計制度と連携
している税法・会社法といった諸法令・制度
との不整合など様々な問題が指摘され、この
ような問題を考えていく中で東京合意で予
定されていた IFRS 導入のスケジュールは見
直され、日本版 IFRS と言われる修正国際基
準(JMIS)の導入等がなされている。 

このような状況からすれば、会計基準等の
国際的に利用される制度の標準化の流れの
中で国境を越えた企業活動を円滑に進めて
いくためには、国際標準化と各国の固有性の

不整合を一つずつ解明し、調和させていかな
くてはならない。グローバルな競争における
企業の競争力が他国の企業が直面する制度
を含めた経済環境との相違に基づくと考え
れば、この点は日本経済の将来にとって大き
な問題となってくる。 

 
 
２．研究の目的 
 

本研究では、グローバル化がもたらす各国
レベルでの環境の変化、とりわけ IFRS の導
入や会計士資格の認証といったような問題
が、各国のレベルにおける会計制度やそれを
取り巻く様々な法制度、また監査制度にどの
ような影響を与えたのか、これに対して各国
がいかに対応してきたか、また今後どのよう
に対応していくのが望ましいのかについて
考察することを試みた。 
 

グローバル化の進展により国境をまたが
る経済活動が増大すれば、勢い各種制度が国
ごとに相違するのは煩雑であり、互換可能で
ある制度設計が考えられるだろうし、それが
グローバル基準へ向かうという流れは当然
出てくるであろう。ただし、このような制度
の世界標準化は、必ず各国のローカルレベル
における調整の必要をもたらす。もし、各国
の制度が一度に変換がなされる、もしくは同
じ方向に進むのであれば、この調整の必要は
少なく、国家間の制度統一によって利益が生
み出されるだろうが、実際は国によって制度
のグローバル化への対応については緩急が
あること、また標準化も簡単ではないことを
考えれば、国内制度を国際互換性のある制度
に変革していくことが必ずしも合理的と判
断されないことがある。 

とくに会計は単独制度として機能してい
るのではなく、周辺制度と強く相互関係を保
ちながら存在している。あわせて、企業会計
は社会規範（social norms）としての側面を
併せ持つと言われている（Sunder, 2005, 
2009）。もともと会計が「事実と慣習と判断
の総合的産物」と言われるように一義的に最
適解定められるものではなく、社会的インフ
ラの一部を構築していることから会計基準
だけを整備すれば足りるわけではなく、制度
全体の動きを見据えなければならない。投資
家への財務報告への在り方を探るのみなら
ず、経済活動に対するインパクトにも配慮し
ていくことは不可欠である。また会計基準の
設定の仕方も演繹法的に有るべき姿から導
き出される部分と、帰納法的に実務での積み
重ねが純化されて蓄積されてくる部分があ
る。帰納法的な設定プロセスの場合、各経済
事実と慣習がどうしても各国の既存の実務
は社会常識に依拠することになる。 

また各国で設定プロセスが異なる以上、帰
結としての制度が似通っているとしても、ま
た、会計を取り巻く諸制度の位置づけが国ご



とに異なることもあろう。この点から、会
計・監査制度の国際標準化の流れに対して、
周辺制度(税法・会社法・資本市場に関する規
制などの各種制度)との調整を各国が如何に
対応してきたかを分析することは、日本にお
ける基準の機能や変化を分析し今後の展望
を定めるに当たり大きな鍵になろう。 

本研究では上記のような問題意識のもと、
会計・監査のグローバル化と関係諸制度との
関係を、租税との観点、会社法との観点、企
業経営との観点、そして会計のプロフェッシ
ョナルである会計監査人の資格との観点で
それぞれ考察を行った。 
 
 
３．研究の方法 
 

本研究では、IFRS の導入が各国の制度と
の間で引き起こす不整合とそれに対する対
応について、文献調査及びインタビュー調査
を用いて検証する一方で、当該国の企業デー
タの分析を通じて経営レベルでの問題とそ
れに対する対応、そしてその有効性を明らか
にする手法で進められた。  

そしてこれらの分析をまとめて、IFRS と
制度・経営との不整合を低減させるような対
応の方向性の提示を試みた。  

本研究の手法は大きく３つの部分に分か
れる。 (1)IFRS と各国会計・監査制度の関
係及びそこに起こる問題、各国政府の対応に
関する調査・分析、(2)IFRS が企業経営にも
たらす影響と企業側の対応に関する調査・分
析、(3)(1), (2)の結果を踏まえた、IFRS と
各国固有の会計・監査制度及び経営との不整
合に関する対応の方向性の提示、の３つであ
る。  

 
以下で具体的に詳述する。  

(1)IFRS と各国会計・監査制度の関係及びそ
こに起こる問題、各国政府の対応に関する調
査・分析  

まず、IFRS と各国制度の不整合が大きい
であろういくつかの会計の領域を想定した
上で、各国の行政・立法機関における IFRS
に関する法令、及び政府機関、会計基準設定
主体、会計士団体、監査法人、業界団体ある
いは企業における、IFRSの導入過程及びIFRS
を導入した後に起こった問題に関する各種
のレポート、意見書等、あるいは新聞・雑誌
記事等を収集し、そこから当該領域における
IFRS の導入過程とそこにおける問題、これに
対する対応を明らかにするする。また、それ
らの問題と対応の実態を把握するため、当該
領域を専門とする会計士を中心にインタビ
ューを行う。領域としては、たとえば資産評
価（公正価値評価、減損、減価償却）、リー
ス会計、研究開発費用会計、ソフトウェア会
計といった領域を想定している。各国政府の
対応の有効性に関しては検証が難しいが、
(2)のと組み合わせることで企業レベルの有

効な対応を導いているかを基準とすること
ができると考えた。 

 
(2)IFRS が企業経営にもたらす影響と企業側
の対応に関する調査・分析  

次に、(1)で対象とする国の企業の経営に 
IFRS がもたらした問題とこれに対する対応
を把握する。まずは業界団体等の報告書、企
業のアニュアルレポート、さらには新聞・雑
誌記事等を収集し、具体的にいかなる問題が
あり、いかなる対応が行われたのかを把握す
る。その上で、具体的な領域を想定した上で、
ある程度対象国や業種を絞る形で企業の財
務データ及び組織あるいは戦略にかかわる
データを収集し、ある会計基準の変更に対す
る対応を分類した上で、それらの対応と当該
企業の属性により IFRS 導入の影響がどのよ
うに異なるかを明らかにしようとする。  

必要に応じてインタビューなどを行い、結
果を検証する。また、企業レベルの対応の有
効性を明らかにすることを通じて、それを可
能にするような各国政府の対応についても
検討する。 

 
(3)上記の結果を踏まえた、IFRS と各国固有
の会計・監査制度及び経営との不整合に関す
る対応の方向性の提示  

以上の(1), (2)を行ったうえで、IFRS の
導入に対する政府と企業の有効な対応につ
いて検討し、いくつかの方向性を明らかにす
る手法で研究を進めた。 
 
 
４．研究成果 
 

本研究課題では、まず経済のグローバル化
の中で、会計制度の国際標準化が進展する一
方、会計制度にかかる国家の役割が失われる
わけではないこと、すなわち各国の会計基準
設定主体が一方的にグローバル化した制度
を受け入れるわけではないこと、この意味で
会計制度の国際標準化と各国の会計制度と
の間には対立や衝突を伴う相互作用が存在
することを指摘した。 

このような背景を踏まえて、経済のグロー
バル化を会計に当てはめると、実際に国際会
計基準あるいは会計制度を導入する際に、そ
れぞれの国はどのような問題に直面し、どの
ような対応を取るのかを検討した。まず着目
したのは税制との関係であり、会計基準の標
準化が各国の税制との間にどのような不整
合を引き起こすのか、不整合に対してどのよ
うな対応が可能であるのかを検討した。次に
着目したのは、財務会計と会社法との関係で
あり、とりわけ配当可能利益に対する規制に
焦点を当てて検討した。この他にも、監査人
の監査意見形成過程と国際監査基準に対す
る各国の対応について、そして、会計士資格
の国際化について検討を行った。 

以上の諸検討から明らかになってきたこ



との一つは、それぞれの国が経済のグローバ
ル化と会計基準の国際標準化に適応しなが
らも、一方では各国の固有性を維持しようと
する姿がみられたことである。例えば、税務
会計との関係では、IFRS を導入する一方で課
税主権は維持しようとしており、このために
連単分離を行い、あるいは会計基準を課税計
算のベースとしつつも特別規定を設ける形
で対応している。配当可能利益についても調
整のための規定（例えば英国の実現テスト）
を設けたり、あるいは租税と同様に連単分離
の形で対応している。このように各国は国際
基準を全面的に受け入れるのではなく、適切
な距離を保ちながらバランスを取ろうとし
ているのである。 

また、こうしたバランスを取りつつ国際化
を取り入れる対応は時に必要であることを
示唆している。例えば、IFRS の導入により、
企業によっては会計上の操作を行って配当
可能利益を増やそうとする可能性があり、こ
れに対しては会計基準と会社法の規定にズ
レを生じさせることを許容しながら、かつ両
方の規定においてローカルとグローバルの
関係を調整するのが好ましいことを実証分
析の結果も加えて示した。また監査人の判断
過程においても、実際にIFRSを適用する際、
何らかの形の基準が必要であり、それは各国
の解釈指針や会計事務所の実務ガイドライ
ン、あるいは合意の形で形成されることを示
した。各国の動きをみる限り、このような形
でのローカルな対応（この場合には、必ずし
も国家ごとの対応だけでなく、会計事務所ご
との対応も含まれることになるが）がしばし
ば必要とされている。 

このように、経済のグローバル化とそれに
伴う会計制度の国際標準化は国家を超えた
会計制度の統一を意味するわけではなく、ま
た統一することが無条件に好ましいわけで
もないということを示した。 
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