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1．はじめに

わが国の企業会計審議会は，1997年12月に「研究開発費等に係る会計基準の設定に関する意
見書（公開草案）」を公表し，多くの意見を求めた。そして，寄せられた意見をもとにさらなる審

議を行い，公開草案の内容を一部修正して，1998年3月13日に，研究開発費等に係る会計基準
および研究開発費等に係る会計基準注解を含めた「研究開発費等に係る会計基準の設定に関する

意見書」を公表した。同意見書の中に，研究開発は，近年，商品サイクルの短期化，新規技術に

対するキャッチアップ期間の短縮および研究開発の広範化・高度化等により，研究開発のための

支出も相当の規模となっており，企業活動における研究開発の重要性がより一層増大しているた

め，研究開発費の総額や研究開発の内容等の情報は，企業の経営方針や将来の収益予測に関する

重要な投資情報として位置づけられているとの記載がある。現に，2011年8月27日付けの日本
経済新聞の調べによると，2008年3月期にわが国の上場企業の研究開発投資額の合計が8兆
7057億円という過去最高の数値となった。そしてその後，下降傾向にあった研究開発投資が
2012年3月期には8兆4529億円にも上ると予想され，過去最高の水準に最も近い数値になると
の報告があることからも，研究開発投資に対する注目が高まっていることが分かる。図1の棒グ
ラフは実質GDPを示し，折れ線グラフは研究開発投資額を示している。
研究開発投資は，企業の将来収益を左右する最も重要な要素のひとつであるが，研究開発費を

処理するにあたっては，わが国の会計基準と国際財務報告基準（InternationalFinancialReporting
Standards：以下，IFRS）との間には差異が存在する。具体的には，わが国は，現在，研究開発費
はその全額を発生時に費用処理することが会計基準において規定されている。一方，IFRSは，研
究開発費のうち社内での開発費について，一定の要件を満たした場合に限り資産計上を求めてい

る。

本稿の目的は，両者の会計処理方法の違いに注目し，投資者に的確な情報を提供するためには

どのような会計処理を行い，どのように開示すべきかについて考察することにある。
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次節において，わが国とIFRSの研究開発費の会計処理方法の現状を概説する。続く3節では，
わが国がIFRSを適用した場合に企業が受ける影響のシミュレーション分析を行う。シミュレー
ションの対象企業は自動車業界の2011年3月期の売上高上位5社とする。そして最後に，各会
計基準における処理方法の差異や考え方の相違，およびシミュレーション分析による結果を踏ま

えて，わが国が推進すべき会計処理方法とこれからの課題について論じることをもって本稿の結

びとする。

2．わが国とIFRSにおける研究開発費の処理方法の現状

2．1 わが国における研究開発費の処理方法の現状

わが国の企業会計審議会は，1998年3月13日に「研究開発費等に係る会計基準」の公表を行っ
たが，その公表以前は試験研究費および開発費として処理していた。しかしながら，試験研究費

および開発費は，その範囲が必ずしも明確でなく，さらに資産への計上が任意となっていたこと

等から，内外企業間の比較可能性が阻害されているとの指摘があった。このような状況を踏まえ

て，企業の研究開発に関する適切な情報提供，企業間の比較可能性の観点および国際的調和化の

観点から，研究開発費に係る会計基準を整備することが必要であるとして，策定・公表された。

同会計基準では，研究および開発を「研究とは，新しい知識の発見を目的とした計画的な調査

及び探求をいい，開発とは，新しい製品・サービス・生産方法（以下，製品等）についての計画

若しくは設計又は既存の製品等を著しく改良するための計画若しくは設計として，研究の成果そ

の他の知識を具体化することをいう。」と定義している。

研究開発費の処理方法としては，企業会計審議会が公表した研究開発費等に係る会計基準のな
釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫

かに，「研究開発費は，すべて発生時に費用として処理しなければならない。」という規定があり，

全額費用処理することが求められている。また，研究開発費の発生時費用処理の根拠として，意

見書のなかで，重要な投資情報である研究開発費について，企業間の比較可能性を担保すること

が必要であり，費用処理または資産計上を任意とする現行の会計処理は適当でないと述べてい

る。この「費用処理または資産計上を任意とする現行の会計処理は適当でない」とは，研究開発

費等に係る会計基準が整備される以前は，試験研究費および開発費という勘定科目を用いて，発

図1 研究開発投資と実質GDPの関係 （単位 ：兆円）

（出所：日本経済新聞（2011年8月27日朝刊），総務省「統計局・政策統括官・統計研修所」（2011
年9月20日現在）をもとに作成）
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生時に費用として処理するか，資産として計上するかの選択が任意であったことを指している。

このため，同じような研究開発を行っていても企業の選択により異なる会計処理を適用すること

が可能であったことから，企業間の比較可能性が損なわれていた。このことを踏まえて，意見書

では発生時費用処理の根拠として，企業間の比較可能性の担保の必要性を掲げているのである。

さらに，意見書では「研究開発費は，発生時には将来の収益を獲得できるか否か不明であり，ま

た，研究開発計画が進行し，将来の収益の獲得期待が高まったとしても，依然としてその獲得が

確実であるとはいえない。そのため，研究開発費を資産として貸借対照表に計上することは適当

でないと判断した。また，仮に，一定の要件を満たすものについて資産計上を強制する処理を採

用する場合には，資産計上の要件を定める必要がある。しかし，実務上客観的に判断可能な要件

を規定することは困難であり，抽象的な要件のもとで資産計上を求めることとした場合，企業間

の比較可能性が損なわれるおそれがあると考えられる。」という発生時費用処理の根拠を追加して

挙げている。

また，同会計基準では費用処理することとなる研究開発費の開示に関して，一般管理費もしく

は当期製造費用の区分に計上した上で，期末に一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開

発費の総額を財務諸表に注記することを要求している。これは，研究開発の規模について企業間

の比較可能性を担保することを目的としているためである。そのため，研究開発費の総額の開示

だけでなく，その他にも企業間比較が可能となるような記載項目（研究体制，研究成果等），すな

わち，研究開発活動に関する情報は企業の経営方針や将来の収益予測に関する重要な投資情報で

あるとし，自発的・積極的に開示することを求めている。

2．2 IFRSにおける研究開発費の処理方法の現状

わが国の「研究開発費等に係る会計基準」にあたる国際的な会計基準は，1998年9月に「国際会
計基準」（InternationalAccountingStandards：以下IAS）の第38号「無形資産（IntangibleAssets）」
として公表された。ここでは，研究開発活動から生じる識別可能な資産は，その活動の基本的成

果が知識であるため無形資産であると設定し，ソフトウェア，商標権，特許権その他の工業所有

権などの内部創出無形資産と同様に処理することが規定されている。

IAS第38号では研究および開発を「研究とは，新規の科学的または技術的な知識および理解を
得る目的で実施される基礎的かつ計画的調査をいい，開発とは，商業ベースの生産または使用の

開始前における，新規のまたは大幅に改良された材料，装置，製品，工程，システムまたはサー

ビスによる生産のための計画または設計への，研究成果または他の知識の応用をいう。」と定義し

ている。このように，わが国の「研究開発費等に係る会計基準」における研究および開発の定義

とIAS第38号における研究および開発の定義との間では，表現の方法に若干の相違はあるもの
の，研究は「新しい知識の発見を目的とする計画的な調査」であり，開発は「研究の成果その他

の知識を具体化すること」であるという点で共通していることが分かる。またIAS第38号では，
会計処理を区分するために，上記のように定義された研究および開発という用語と伴わせて，「研

究局面」および「開発局面」という用語を用いている。同会計基準において，研究局面および開

発局面について個別の定義は設けていないが，会計基準の目的上，それぞれの研究および開発の

定義よりも広範な意味を持つものとして取り扱われている。

IAS第38号における研究開発費の処理方法として，自己創設無形資産が認識基準を満たすか
否かを判定するため，企業は資産の創出過程を研究局面と開発局面の2つに分類した上で，それ
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ぞれの会計処理を定めている。まず研究局面については，「研究から生じた無形資産は，認識して

はならない。研究に関する支出は，発生時に費用として認識しなければならない。」という規定が

設けられている。これは，研究局面においては，企業は，将来の経済的便益を創出する可能性の

高い無形資産の存在を立証することはできないという根拠のもとに導かれた会計処理方法であ

る。すなわち，この局面での支出は，いかなる場合も発生時に費用として認識しなければならず，

わが国の「研究開発費等に係る会計基準」と同様の考え方および処理方法であるといえる。次に

開発局面については，IASは「開発から生じた無形資産は，企業が次のすべてを立証できる場合
に限り，認識しなければならない。」としている。なぜなら，プロジェクトの開発局面は研究局面

よりも進んだものであるからである。さらに，外部から取得された無形資産と，開発行為やその

他の行為により生じる自己創設の無形資産に関する定めとの間には，どのような差異も存在すべ

きではないことを根拠に，開発等から生じた自己創設無形資産について，無形資産の定義および

認識要件が満たされる場合には資産として認識すべきであることを主張している。なお，「次の

すべてを立証できる場合」とは，以下の6つの適用要件を示している。

開発費の資産計上後の測定方法として，原価モデルか再評価モデルのいずれか一方を企業が選

択しなければならない。ここに，原価モデルとは，当初認識の後，無形資産は，取得原価から償

却累計額および減損損失累計額を控除して計上しなければならないことをいう。もう一方の再評

価モデルとは，当初認識の後，無形資産は，再評価日の公正価値から再評価日以降の償却累計額

および減損損失累計額を控除した，再評価額で認識しなければならないことをいう。IAS第38
号における再評価の目的上，公正価値は活発な市場を参照して決定することが規定されている。

また，再評価は報告期間の末日における当該資産の帳簿価額が，公正価値と大きく異ならないよ

う十分な規則性をもって行わなければならない。

次に，資産計上された無形資産は償却を行うことになるが，自己創設無形資産の耐用年数の決

定に関して，まず耐用年数を確定できるか否かを査定し，もし有限であれば，その耐用年数の期

間，または製品あるいは構成する同様の単位の数を検討する。そしてその耐用年数にわたり規則

的に配分しなければならない。その一方で，確定することが困難な無形資産については，償却を

行わない。そこでIAS第36号に従い，企業は，耐用年数を確定することのできない無形資産に
ついて，帳簿価額と回収可能価額とを比較することにより，毎期減損テストを行う必要がある。

① 使用または売却できるように無形資産を完成させることの，技術上の実行可能性

② 無形資産を完成させ，さらにそれを使用または売却するという企業の意図

③ 無形資産が使用または売却できる能力

④ 無形資産が蓋然性の高い将来の経済的便益を創出する方法。とりわけ，企業は，無形資

産による産出物または無形資産それ自体の市場の存在，あるいは，無形資産を内部で使

用する予定である場合には，無形資産が企業の事業に役立つことを立証しなければなら

ない

⑤ 無形資産の開発を完成させ，さらにそれを使用または売却するために必要となる，適切

な技術上，財務上およびその他の資源の利用可能性

⑥ 開発期間中の無形資産に起因する支出を，信頼性をもって測定できる能力
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また減損の兆候がある場合には，その時点で減損テストを行うことが規定されている。

研究開発費の開示については，無形資産の種類ごとに，自己創設無形資産とその他の無形資産

とを区別して，帳簿価額，耐用年数が確定可能か否か，償却方法，償却累計額等を開示しなけれ

ばならない。開発費を資産計上することにより，その後の手続きの方法等についても開示しなけ

ればならないため，わが国が求める研究開発費に関する情報の開示制度よりも詳細な情報が求め

られており，IAS第38号では会計処理だけでなく開示に関しても，手続的に煩雑になると考えら
れる。

3．IFRSがわが国の企業に与える影響のシミュレーション分析

3．1 シミュレーション分析の対象企業およびその手法

ここからは，実際にIFRSを適用した場合に，わが国の企業が受ける影響のシミュレーション
分析を行っていく。またこのシミュレーション結果を通して，今後わが国が推進すべき会計処理

方法を検討し，4節へとつなげていくことを目的とする。今回のシミュレーション分析を行う対
象業界は，2011年8月27日付けの日本経済新聞において発表された，2012年3月期の主な企業
の研究開発投資見通しのうち，その絶対値額が最も大きいと予想される自動車業界とする。この

調べによると自動車業界の研究開発費は4期ぶりに増加に転じており，他の業界と比較してもそ
の値が非常に大きいことが分かる。下記の表の中のカッコ内は前期比増減率を示している。

次に，企業会計基準委員会（AccountingStandardsBoardofJapan：以下，ASBJ）が2008年9月
22日に公表した「社内発生開発費のIFRSのもとにおける開示の実態調査」の内容を簡単にまと
めていく。この事例分析調査ではIFRSを導入している欧州企業における実際の適用状況を確認
するため，他の業界に比べて研究開発投資の比率や金額が大きく，開発費資産化額を開示するこ

とに対するニーズが大きいと考えられた製薬業界，自動車業界の各社をはじめ，合計50社の大
手企業の社内発生開発費の取り扱いについて，各社が公表した2007年度のアニュアルレポート
を用いて調査が行われた。分析の結果，大別すると次の3つのグループに分けることができる。

表1 2012年3月期 主な企業の研究開発投資見通し（単位：億円）

7,600（ 4％）1位 トヨタ自動車

5,550（ 14％）2位 本田技研工業

5,400（ 2％）3位 パナソニック

4,600（ 8％）4位 ソ ニ ー

4,600（ 15％）5位 日 産 自 動 車

3,500（ 9％）6位 東 芝

3,000（ 4％）7位 武田薬品工業

2,700（ 1％）8位 N T T
2,000（ 3％）9位 第 一 三 共

1,990（▲8％）10位 アステラス製薬

（出所：日本経済新聞（2011年8月27日朝刊）をもとに作成）
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Ⅰ．社内発生開発費の資産計上をほとんど行わず，費用処理している業界

Ⅱ．各社ともに，相当程度の社内発生開発費を資産計上している業界

Ⅲ．社内発生開発費をすべて費用処理している会社と一部資産計上を行っている会社とが混在

し，対応がばらついている業界

Ⅰ．社内発生開発費の資産計上をほとんど行わず，費用処理している業界

製薬業界では調査対象企業6社のうち，開発費の資産計上を行っている企業が1社，資産計上
を行わずに全額費用処理を行っている企業が5社であることが分かった。その理由には，新薬の
認可およびその他の不確実性の存在があげられている。

食品・飲料業界では調査対象企業7社のうち，開発費の資産計上を行っている企業が1社，全
額費用処理を行っている企業が6社であることが分かった。その理由には，製薬業界と同様に新
製品がもたらす将来の経済的便益の不確実性の高さがあげられている。

化学業界では調査対象企業5社のうち，開発費の資産計上を行っている企業が3社，全額費用
処理を行っている企業が2社という結果になったが，資産計上を行った3社の資産化率は非常に
低かった。化学業界は製薬業界と近い分野であることから，製品化にかかわる不確実性を重視し

て，開発費の資産計上を慎重に行っていると考えられる。

Ⅱ．各社ともに，相当程度の社内発生開発費を資産計上している業界

自動車（完成車）業界では調査対象企業6社のうち，全社が開発費の資産計上を行っていた。
研究開発支出合計に占める資産化率も非常に高く29％～53％であった。その理由には，工程の
管理および将来の経済的便益に結び付ける仕組みが確立されていることが考えられる。

Ⅲ．社内発生開発費をすべて費用処理している会社と一部資産計上を行っている会社とが混在

し，対応がばらついている業界

自動車部品業界では調査対象企業7社のうち，開発費の資産計上を行っている企業が5社，全
額費用処理を行っている企業が2社という結果になり，資産計上を行った企業の資産化率は
0.9％～26％と，企業によってばらつきがみられた。また全額費用処理を行っている企業では，資
産計上の要件を満たすことの難しさと，完成車メーカーによる承認の不確実性が理由としてあげ

られている。

電機業界では調査対象企業6社のうち，全社が開発費の資産計上を行っていたが，その資産化
率には3％～25％と，ばらつきがみられた。
紙・パルプ業界では調査対象企業5社のうち，開発費の資産計上を行っている企業が1社，全
額費用処理を行っている企業が1社であり，残り3社は開示項目が少ないため詳細な分析が行え
なかった。

その他の業界では調査対象企業8社のうち，開発費の資産計上を行っている企業が3社，全額
費用処理を行っている企業が2社であり，残り3社は不明であった。

ASBJが行った事例分析調査50社のうち開発費を資産計上している企業の中で，入手すること
のできた具体的な数値データをもとに作成した業界別の開発費の資産計上の様子を示したものが

図2のグラフである。横軸は各企業の2008年3月期の研究開発費総額であり，縦軸は各企業の

yoshihara83022
直線

yoshihara83022
直線

yoshihara83022
直線

yoshihara83022
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yoshihara83022
直線
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開発費の資産計上額を表している。

入手可能なデータをもとに業界別の平均資産化率を計算すると，食品業界10.58％，化学業界
1.59％，自動車業界40.78％，自動車部品業界11.53％，電機業界11.29％，紙・パルプ業界7.94％，
その他の業界25.14％という結果が得られた。
このように，ASBJが行った事例分析調査の結果および上記グラフ（点線枠の内は主に自動車

業界の集まりを示している）からも分かるように，自動車業界は他の業界と比べ，比較的に研究

開発費総額が高くかつ各社とも相当程度の開発費を資産計上していることが分かる。そこで，本

研究のシミュレーション分析では，わが国がIFRSを導入した場合に最も大きな影響を受けると
予想される自動車業界のシミュレーション分析を行うこととする。またこの自動車業界のうち，

2011年3月期の売上高上位5社のデータを用いて，研究開発費の一部を資産計上することによ
り各社が受ける影響を分析していきたい。2011年3月期の各社の売上高は次の表2に示す通
りである。

（出所：ASBJ「社内発生開発費のIFRSのもとにおける開示の実態調査」をもとに作成）

図2 2008年3月期 IFRSを導入している欧州の主な企業の開発費の資産化率

（単位：百万ユーロ）
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したがって，トヨタ自動車，本田技研工業，日産自動車，スズキ，およびマツダの5社を本研
究のシミュレーション分析の対象企業とする。ただし，本論文ではトヨタ自動車のシミュレー

ション分析過程のみを例として記載する。

まず，本研究のシミュレーション分析の方法について簡単な概要の説明を行う。金融商品取引

法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム「EDINET」において公表さ
れている各社の有価証券報告書をもとに，一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発費

総額の半額を開発費として資産計上すると仮定し，貸借対照表の無形固定資産の部に計上する。

また資産計上される開発費は，IFRSにおいて「他の無形資産と区別して表示しなければならな
い」との規定があることから，「自己創設無形資産」という勘定科目を用いて，他の無形固定資産

と区別して無形固定資産の部に計上する。このように研究開発費総額の半額を資産計上すること

により，同額だけ費用負担が減少し，これに応じて営業利益，経常利益，および税金等調整前当

期純利益もそれぞれ変動する。そして，この税金等調整前当期純利益に税効果会計適用後の法人

税等の企業負担率を乗じることにより当期純利益も変動する。この結果得られる当期純利益の変

動状況をもとに，IFRS導入によりわが国の企業が受ける影響のシミュレーション分析を行って
いく。

3．2 トヨタ自動車のシミュレーション分析

表2 2011年3月期 自動車業界売上高（単位：百万円）

18,993,6881位 トヨタ自動車

8,936,8672位 本田技研工業

8,773,0933位 日 産 自 動 車

2,608,2174位 ス ズ キ

2,325,6895位 マ ツ ダ

1,828,4976位 三菱自動車工業

1,580,5637位 富 士 重 工 業

1,559,4128位 ダイハツ工業

1,415,5449位 いすゞ自動車

1,294,13110位 ヤマハ発動機

（出所：EDINET「2011年3月期有価証券報告書」をもとに作成）

表3 2011年3月期 連結貸借対照表（単位：百万円）

負債の部資産の部

流動負債流動資産

3,179,009短期借入債務2,080,709現金及び現金同等物

2,772,8271年以内に返済予定の長期借入債務203,874定期預金

1,503,072支払手形及び買掛金1,225,435有価証券

579,326未払金1,449,151受取手形及び売掛金

1,773,233未払費用〈貸倒引当金控除後〉

112,801未払法人税等貸倒引当金残高：11,856百万円
870,722その他

10,790,990流動負債合計4,136,805金融債権〈純額〉

固定負債306,201未収入金
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6,449,220長期借入債務1,304,242たな卸資産

668,022未払退職・年金費用605,884繰延税金資産

810,127繰延税金負債517,454前払費用及びその他

179,783その他11,829,755流動資産合計

8,107,152固定負債合計5,556,746長期金融債権〈純額〉

18,898,142負債合計投資及びその他の資産

純資産の部3,571,187有価証券及びその他の投資有価証券

株主資本1,827,331関連会社に対する投資及びその他の資産

397,050資本金62,158従業員に対する長期貸付金

505,760資本剰余金661,829その他

11,835,665利益剰余金6,122,505投資及びその他の資産合計

△1,144,721その他の包括利益・損失累計額有形固定資産

△1,261,383自己株式1,237,620土地

10,332,371株主資本合計3,635,605建物

587,653非支配持分8,947,350機械装置

10,920,024純資産合計2,491,946賃貸用車両及び器具

298,828建設仮勘定

16,611,349小計

△10,302,189減価償却累計額〈控除〉

6,309,160有形固定資産合計

29,818,166負債純資産合計29,818,166資産合計

（出所：EDINET トヨタ自動車「2011年3月期有価証券報告書」をもとに作成）

表4 2011年3月期 連結損益計算書（単位：百万円）

売上高

17,820,520商品・製品売上高

1,173,168金融収益

18,993,688売上高合計

売上原価並びに販売費及び一般管理費

15,985,783売上原価

629,543金融費用

1,910,083販売費及び一般管理費

18,525,409売上原価並びに販売費及び一般管理費合計

468,279営業利益

その他の収益・費用

90,771受取利息及び受取配当金

△29,318支払利息

14,305為替差益〈純額〉

19,253その他〈純額〉

95,011その他の収益・費用合計

563,290税金等調整前当期純利益

312,821法人税等

215,016持分法投資損益

465,485非支配持分控除前当期純利益

△57,302非支配持分帰属損益

408,183当社株主に帰属する当期純利益

（出所：EDINET トヨタ自動車「2011年3月期有価証券報告書」をもとに作成）
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表3および表4は有価証券報告書をもとに作成したトヨタ自動車の2011年3月期の連結貸借
対照表と連結損益計算書である。連結財務諸表の注記事項によると，トヨタ自動車では，売上原

価と販売費および一般管理費にそれぞれ25,000百万円と705,340百万円の研究開発費が計上され
ている。そのため，2011年3月期の研究開発費総額は730,340百万円となる。そこで売上原価か
ら12,500百万円，販売費および一般管理費から352,670百万円をそれぞれ減額し，研究開発費総
額の半額である365,170百万円を自己創設無形資産として貸借対照表の無形固定資産の部に計上
する。

この結果，開発費を含め全額費用処理を行っていた当初の連結損益計算書の営業利益468,279
百万円および税金等調整前当期純利益563,290百万円に対して365,170百万円の増加が生じ，修
正後の営業利益が833,449百万円，税金等調整前当期純利益が928,460百万円となる。そしてこ
の税金等調整前当期純利益に，税効果会計適用後の法人税等の負担率55.5％を乗じることによっ
て，企業が負担しなければならない法人税等額が515,295百万円となることが分かる。すなわち
開発費を資産計上することにより，費用負担が減少するため利益が増加し，法人税等の企業負担

額が202,474百万円増加することになる。また開発費の資産計上後の当期純利益は570,879百万
円で，当初の当期純利益よりも162,696百万円の増加が生じた。
つづいて，開発費の資産計上によって連結貸借対照表が受ける影響として，自己創設無形資産

365,170百万円を無形固定資産の部に計上するため，結果として借方全体で365,170百万円の増
加が生じる。加えて，開発費の資産計上によって増加した法人税等202,474百万円を連結貸借対
照表の流動負債項目の未払法人税等に計上する。また，同じく資産計上によって増加した当期純

利益162,696百万円を純資産の部の株主資本の項目の利益剰余金に加える。これにより，貸方全
体で365,170百万円が増加することになり，連結貸借対照表の資産合計と負債純資産合計が同額
となる。

IFRSを適用した場合のトヨタ自動車の連結貸借対照表および連結損益計算書は次に示す通り
である。また数値に変化がみられた箇所には網掛けをしている。

表5 2011年3月期 IFRS適用後の連結貸借対照表（単位：百万円）

負債の部資産の部

流動負債流動資産

3,179,009短期借入債務2,080,709現金及び現金同等物

2,772,8271年以内に返済予定の長期借入債務203,874定期預金

1,503,072支払手形及び買掛金1,225,435有価証券

579,326未払金1,449,151受取手形及び売掛金

1,773,233未払費用〈貸倒引当金控除後〉

315,275未払法人税等貸倒引当金残高：11,856百万円
870,722その他

10,993,464流動負債合計4,136,805金融債権〈純額〉

固定負債306,201未収入金

6,449,220長期借入債務1,304,242たな卸資産

668,022未払退職・年金費用605,884繰延税金資産

810,127繰延税金負債517,454前払費用及びその他

179,783その他11,829,755流動資産合計

8,107,152固定負債合計5,556,746長期金融債権〈純額〉
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19,100,616負債合計投資及びその他の資産

純資産の部3,571,187有価証券及びその他の投資有価証券

株主資本1,827,331関連会社に対する投資及びその他の資産

397,050資本金62,158従業員に対する長期貸付金

505,760資本剰余金661,829その他

11,998,361利益剰余金6,122,505投資及びその他の資産合計

△1,144,721その他の包括利益・損失累計額有形固定資産

△1,261,383自己株式1,237,620土地

10,495,067株主資本合計3,635,605建物

587,653非支配持分8,947,350機械装置

11,082,720純資産合計2,491,946賃貸用車両及び器具

298,828建設仮勘定

16,611,349小計

△10,302,189減価償却累計額〈控除〉

6,309,160有形固定資産合計

無形固定資産

365,170自己創設無形資産

365,170無形固定資産合計

30,183,336負債純資産合計30,183,336資産合計

表6 2011年3月期 IFRS適用後の連結損益計算書（単位：百万円）

売上高

17,820,520商品・製品売上高

1,173,168金融収益

18,993,688売上高合計

売上原価並びに販売費及び一般管理費

15,973,283売上原価

629,543金融費用

1,557,413販売費及び一般管理費

18,160,239売上原価並びに販売費及び一般管理費合計

833,449営業利益

その他の収益・費用

90,771受取利息及び受取配当金

△29,318支払利息

14,305為替差益〈純額〉

19,253その他〈純額〉

95,011その他の収益・費用合計

928,460税金等調整前当期純利益

515,295法人税等

215,016持分法投資損益

628,181非支配持分控除前当期純利益

△57,302非支配持分帰属損益

570,879当社株主に帰属する当期純利益
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3．3 シミュレーション分析結果

前節ではトヨタ自動車の連結貸借対照表および連結損益計算書を用いて，IFRSを適用して開
発費を資産計上した場合にトヨタ自動車が受ける影響を分析するためのシミュレーションを行っ

た。これと同様の手法を用いて，本田技研工業，日産自動車，スズキそしてマツダの合計5社の
シミュレーションを行った結果，対象企業5社から得ることのできた数値データをもとに，分析
結果とそこから考察できることをまとめていく。表7は，現在わが国が採用している会計基準に
基づいて作成した連結損益計算書および連結貸借対照表の数値データの一部である。表8は，
IFRSを適用して作成したときの連結損益計算書および連結貸借対照表の予想数値データの一部
を表している。

上記の2つの比較表からも分かるように，研究開発費の半額を開発費と見立てて資産計上する
ことにより，全社とも費用負担額が減少するため，営業利益をはじめ経常利益や税金等調整前当

期純利益が同額だけ増加した。したがって，研究開発投資額が多額である企業であればあるほ

ど，IFRSの適用により受ける影響が大きくなることも理解できる。
そして，IFRS適用によって増加した税金等調整前当期純利益に各々の企業が課されている法
人税等の税金負担率を乗じた結果，わが国の会計基準を適用した場合に課されている法人税等額

と比較すると，5社とも税金負担額が増加することも分かる。すなわち，これは利益の増加によ
り企業の税負担が重くなることを意味する。しかし，開発費を資産計上することにより増加した

利益とは，企業がキャッシュ・インフローをもたらす何かを行ったわけではなく，適正な期間損

益計算を行うために収益と費用の認識時期を対応させるべく，費用の認識時期を遅らせているか

らである。したがって，この場合の利益の増加とは，表面上の利益にすぎないのである。ところ

表7 2011年3月期の日本基準を適用した各社の数値データ （実績）（単位：百万円）

当期純利益法 人 税 等
税金等調整前

当期純利益
研究開発費

408,183312,821563,290730,340トヨタ自動車

534,088206,827630,548487,591本田技研工業

319,221132,127480,141399,282日 産 自 動 車

45,17452,949118,186104,079ス ズ キ

△60,04275,84516,08190,961マ ツ ダ

表8 2011年3月期のIFRSを適用した各社の数値データ （予想）（単位：百万円）

当期純利益法 人 税 等
税金等調整前

当期純利益

開発費資産

計 上 額
研究開発費

570,879515,295928,460365,170365,170トヨタ自動車

697,926286,785874,344243,796243,795本田技研工業

464,049186,940679,782199,641199,641日 産 自 動 車

73,90276,261170,22652,04052,039ス ズ キ

△229,039290,32261,56145,48045,480マ ツ ダ
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が，表面上の利益の増加に伴い，法人税等の負担額が増加するということは，IFRSを適用するこ
とにより企業にとっては実質的にキャッシュ・アウトフローをもたらすことになり，これは中長

期でみれば研究開発の競争力の低下につながる可能性もある。ただこれを，視点を変えて言い換

えるならば，IFRSを適用することにより，法定実効税率を変えなくとも国の税収が自然に増加す
ることにつながる。

最後に上記の2つの表の一番右の列にある当期純利益に注目してみると，マツダを除いた4社
がIFRSを適用することにより当期純利益が増加していることが分かる。また他社とは違うシ
ミュレーション結果が得られたマツダに関しては，わが国の会計基準を適用しているケースと比

較したところ，IFRSの適用により，さらなる当期純損失をたたき出している。これは，マツダの
法定実効税率は40.4％と，他社と比べて大きな差はみられないが，税効果会計適用後の法人税等
の負担率が471.6％と非常に大きな負担率となっており，法定実効税率と税効果会計適用後の法
人税等の負担率が激しく乖離しているためである。これら税率の不一致の要因は様々であるが，

将来減算一時差異のうち，将来回収される可能性が低く，課税所得と対応させることのできない

一時差異と判断される場合には，繰延税金資産の計上が認められず，評価性引当額として控除さ

れることになるが，マツダの場合にはこの評価性引当額が主な要因となっていることが有価証券

報告書に記載されている注記事項から判明した。

このように，本章ではIFRSを適用した場合に企業が受ける影響を分析するためにシミュレー
ションを行ってきたが，開発費の資産計上により表面上の利益が増加するものの，実際にキャッ

シュ・インフローをもたらすわけではなく，むしろ税負担の増大によりキャッシュ・アウトフ

ローのみが発生する形となる。しかし，税引後の当期純利益は5社中4社において増加するとい
う結果は，短期的にみれば連結貸借対照表の純資産の部の増加へとつながり，利益配当額も大き

くなるため，株主からの企業評価が高くなると予想される。つまり，IFRSを適用することで企業
は様々な利点と欠点が発生することになるため，より正確な連結財務諸表を開示するためにはど

のような処理を行うべきなのか，そしてさらにIFRSがわが国の企業にもたらす影響のバランスを
よく考えて，今後，実際にIFRSを適用すべきか否かの判断を行う必要があると考えられる。

4．おわりに

ここまで，わが国および国際的な会計基準の制定に関する動向や，両者の具体的な会計処理方

法の現状を述べた後，わが国がIFRSを導入したと仮定した場合に企業がどのような影響を受け
るのかというところに重点を置き，分析を行ってきた。したがって，本節では，研究開発費に係

るわが国の会計基準とIAS第38号の差異を簡単にまとめ直すとともに（表9を参照），今後わが
国が推進すべき会計処理方法の方向性を提案し，今後の課題を提示する。

わが国の「研究開発費等に係る会計基準」では，研究開発費は，発生時には将来の収益を獲得

できるか否か不明であり，また研究開発計画が進行したとしても依然としてその獲得が確実であ

るといえず，さらに資産計上の要件を定める場合にも，客観的に判断可能な要件を規定すること

は困難であり，抽象的な要件のもとで資産計上を行うことは適正な財務諸表を開示しているとは

いえないことを根拠として，その全額を発生時に費用として処理することを規定している。これ

に対して，IAS第38号では，開発局面は研究局面よりも進んだものであることから，一定の要件
を満たす場合には他の無形資産と同様に資産計上を行う必要があることを規定している。
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現在の日本の会計の動向としては，IFRSとのコンバージェンスを進めるために会計基準の見
直しが行われているが，2011年6月21日の金融庁の発表により，2012年にわが国においてIFRS
の強制適用を行うか否かの最終判断を行い，そこから5年～7年の期間をおいた後，実際の導入
が開始されることが決定された。2012年の決議の結果，もし仮に研究開発費の会計処理について

表9 わが国の研究開発費等に係る会計基準とIAS第38号の比較

IAS第38号わが国の会計基準

無形資産の当初認識および測定は，

個別にまたは企業結合の一環として

外部より取得されたか，または内部

的に創出されたか等により異なる。

IFRS第38号は，これらすべて状況
をカバーする会計基準である。

無形資産の会計処理を規定する

単一の包括的基準は存在しな

い。

個別規定

研究とは，新規の科学的または技術

的な知識および理解を得る目的で実

施される基礎的かつ計画的調査をい

う。開発とは，商業ベースの生産ま

たは使用の開始前における，新規の

または大幅に改良された材料，装

置，製品，工程，システムまたは

サービスによる生産のための計画ま

たは設計への，研究成果または他の

知識の応用をいう。

研究とは，新しい知識の発見を

目的とした計画的な調査および

探求をいう。開発とは，新しい

製品・サービス・生産方法（以

下，製品等）についての計画も

しくは設計または既存の製品等

を著しく改良するための計画も

しくは設計として，研究の成果

その他の知識を具体化すること

をいう。

研究開発費の定義

資産に起因する，期待される将来の

経済的便益が企業に流入する可能性

が高く，また，資産の取得原価を，

信頼性をもって測定できること。

無形資産の認識要件に関する明

文規定はない。

当初認識（認識要件）

研究費は発生時に費用処理を行う。

開発費は一定の要件を満たした場合

に資産計上を行い，それ以外は費用

処理する。ソフトウェアに関する個

別指針なし。

発生時に費用処理を行う。また

ソフトウェア制作費のうち，研

究開発に該当する部分も研究開

発費として費用処理する。

研究開発費の取り扱い

当初認識後の測定については，原価

モデルか再評価モデルの選択適用が

認められている。

無形固定資産の有効期間にわた

り，一定の減価償却の方法で，

取得原価を各事業年度に配分す

る。ただし，再評価モデルは認

められていない。

事後測定

耐用年数が確定可能な無形資産につ

いては，その期間にわたり償却を行

う。確定不可能な無形資産について

は，償却を行わず，減損テストを実

施する。

ソフトウェアの償却方法に関す

る個別規定あり。

償却（耐用年数）

資産の定義を満たし，かつ識別可能

である場合には，企業結合日時点の

公正価値に基づいて資産として計

上。

企業結合日時点の時価に基づい

て資産として計上。

企業結合により取得し

た仕掛研究開発費
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もIFRSと同様の処理が義務づけられることとなれば，わが国は良くも悪くも様々な影響を受け
ることになるだろう。

そこでまず，IFRSの強制適用によって受ける影響のメリットについての検討を行う。現在のわ
が国の会計基準のままで会計処理を行うと，発生時に全額費用処理することを要求しているの

で，ある企業がその期に多くの研究開発活動を行っていれば，仮に売上高が増加していてもその

期の当期純利益は減少することとなり，結果として純資産の額が減少することになる。しかし，

IFRSの導入は，一定の要件を満たした開発費を無形資産として資産計上を行うことになるので，
わが国の会計基準を適用した場合と比べて，毎期の費用負担を平準化することが可能となる。毎

期の費用負担の平準化とは，同時に，研究開発活動を行うことにより得られる成果，つまり将来

の収益との対応を図ることが可能であることを意味し，適正な期間損益計算につながるものと考

えられる。また開発費の資産化に注目しても，研究開発活動を通じて企業内部に技術知識が蓄積

され，この技術知識を用いて，特許，新製品などの研究開発成果を創出することになるので資産

概念に適合する。このように，IFRS導入による企業側の視点から考察すると，適正な期間損益計
算を行うことができ，かつ，企業が保有する資産性のあるものを正確に財務諸表に開示できるた

め，財務報告の最も重要な「投資者に的確な情報を提供する」という目的を果たすことが可能と

なる。さらに本稿の3節におけるシミュレーション分析の結果からも理解できるように，日本と
いう国が受ける影響として，開発費の資産化によって，その分利益が増加するため，企業が負担

すべき法人税等額が増加することとなり，法定実効税率を変えなくとも国の税収が自然と増加す

ることになる。したがって，IFRSの導入は国全体からみてもメリットをもたらすと考えられる。
しかし，IFRSの導入がもたらす影響は良いものばかりではない。IAS第38号で求められてい

るように，6つの適用要件を満たした場合にのみ開発費の資産計上を行うということは，経営者
の判断によって会計の処理方法が大きく左右されることを意味する。すなわち，同じような研究

開発活動を行っていても経営者が異なれば類似の会計処理が行われない可能性があり，また同じ

経営者であったとしても必ずしも恣意性を排除することはできず，内外企業間の比較可能性に欠

ける面があるといえる。実際にわが国は「研究開発費等に係る会計基準」が制定されるまでの間

は，試験研究費および開発費として資産への計上を任意としていたことにより，比較可能性の観

点から問題視されていた。次に，会計処理の手続きの面から考えると，現在のわが国の会計基準

は，全額を費用処理することになるので手続的にも容易であり，かつ客観性も確保することがで

きる。ところが，IFRSのように開発費が資産としての要件を満たすかどうかの判断を下すとい
うことは，手続的に煩雑さを伴うため，企業にとってはかなりの手間がかかると予想される。ま

た，企業にとっての負担は，開発費の費用化あるいは資産化を決定しなければならないだけでは

ない。開発費の資産化が決定すれば，その後は，耐用年数が確定可能か否かを判断しなければな

らず，確定可能であればその期間にわたり償却を行い，耐用年数の確定が困難であれば毎期減損

テストを実施しなければならないという事務負担が増大することになるので，開発費の資産計上

後も手間を要する。

以上のように，IFRSの導入がわが国にもたらす影響は様々であり，わが国は開発費の全額を一
括して費用処理すべきである，あるいは資産計上の要件を満たす開発費については資産として扱

うべきであると言い切ることは難しい。仮に，現在わが国が適用している会計処理方法を今後も

推進し続けるならば，企業にとっては手続的にも容易であり，客観性やわが国における企業間の

比較可能性は確保されることになる。しかしながら，投資者側の立場から考えると，本来ならば
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資産概念に適合するはずの開発費までをも費用処理してしまうことは，企業が投資者に対して果

たすべき役割のうち，その最も重要な財務報告を十分に行えていないことから，投資者は企業の

実態を適切に把握することは困難である。そのためにも，今後わが国は，IFRSを導入するととも
に，開発費が資産概念に適合するか否かのより具体的な適用要件を定め，経営者による主観的な

恣意性を排除することが重要な課題といえる。そして適用要件を満たす場合には，開発行為から

生み出された資産についても，外部から取得した資産と同様に貸借対照表に計上し，その詳細な

計上根拠等とともに投資者に開示し，的確な情報を提供すべきである。

参考文献

池田健一．2006．「IFRSの無形資産会計基準とその課題」『福岡大学商学論叢』51：211-231．
池田健一．2007．「研究開発費の会計処理に関する一考察」『福岡大学商学論叢』51：493-510．
企業会計基準委員会．2007a．「研究開発費に関する論点の整理」：1-24．
企業会計基準委員会．2007b．「『研究開発費に関する論点の整理』の公表」：1-2．
企業会計基準委員会．2008．「社内発生開発費のIFRSのもとにおける開示の実態調査」：1-21．
企業会計審議会．1998．「研究開発費等に係る会計基準の設定に関する意見書」．
佐野明治．2008．「無形資産の会計に関する一考察」『名古屋学院大学論集』4：61-72．
譚鵬．2007．「研究開発費会計の進展と課題」『関西学院商学研究』58：17-36．
寺崎克志．2009．「研究開発費の会計基準に関する一考察」『目白大学経営学研究』7：1-10．
西村優子．2000．「国際会計基準による研究開発費の会計」『東洋大学経営論集』51：281-295．
日本公認会計士協会．1999．「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針につい
て」：1-7．

宮原裕一．2010．「研究開発費の会計処理－無形資産に関する論点の整理を通じて－」『国士舘大
学政経論叢』：53-68．

李相和．2003．「無形資産会計基準の国際比較」『埼玉学園大学紀要』3：61-73．
伊藤邦雄．2006．『無形資産の会計』中央経済社．
河野明史・腰原茂弘・田邊朋子．2009．『完全比較国際会計基準と日本基準』レクシスネクシ

ス・ジャパン．

菊谷正人．2009．『IFRS・IAS徹底解説』税務経理協会．
高橋秀法．2004．『ソフトウェアの会計実務』税務経理協会．
中村元彦・中村友理香・吉田健太郎．2010．『試験研究費の会計と税務』税務研究会出版局．
InternationalAccountingStandardsBoard(IASB).2011.IFRSPARTA.LondonUnitedKingdom.
InternationalAccountingStandardsBoard(IASB).2011.IFRSPARTB.LondonUnitedKingdom.
日本経済新聞.「上場企業の研究開発費」2011年8月27日．12（13）．
EDINET．「有価証券報告書」〈http://info.edinet-fsa.go.jp/〉2011年9月20日アクセス．
あずさ監査法人．「株主資本の計数変動の会計処理」

〈http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/103/az22_103.pdf〉2011年10月23日アクセス．
総務省．「統計局・政策統括官・統計研修所」

〈http://www.stat.go.jp/data/getujidb/index.htm#c〉2011年9月20日アクセス．


