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国際会計基準（IFRS）への対応方針が定まり、2011年6月までに現行の会計基準と
の差異を解消する取り組みが進められることを受け、企業会計基準が大きく見直さ
れつつある。
見直される内容の中には、経理・財務部門のみならず、各事業部門の業務へも影
響を与えるケースもあり、変更内容へのスポット的な対応では、現場の業務に過大
な負荷を与えてしまうことも考えられる。そのため、会計要件の変更に伴い見直し
が必要となる業務・システムについて十分に検証した上で、全体最適化の観点から
業務設計を行うことが重要である。
本稿では、新リース会計基準への対応を行ったA社様の事例を踏まえ、会計基準変
更を受けてどのように業務最適化を実現するのか、重要となるポイント/進め方につ
いて紹介する。
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ま　え　が　き

1992年、英米を中心として検討が始まった国際
会計基準統合の動きが加速している。背景として、
企業経営のグローバル化が進展する中、諸国間で
の会計ルールの違いに起因する、連結会計処理業
務の複雑さへの是正を求める企業からの見地と、
1997年のアジア危機において、その国の会計基準
では健全と見られた企業が破綻した結果、開示情
報への不信感から投資抑制を招いたことなどがあ
げられる。

2001年に国際会計基準委員会（IASB）が設立さ
れてから、内部統制への対応など、日本においても
例外なく会計基準の国際化が進められている。さ
らに、2007年8月、企業会計基準委員会（ASBJ）に
より「会計基準のコンバージェンスの加速化に向け
た取組みへの合意」が公表され、2011年6月までに
国際会計基準（IFRS）との差異を解消するための取
り組みが進められることとなった。これを受けて、
会計基準の国際化動向は更に加速することとなる。

会計基準変更への対応の問題点

こうした会計基準の変更は、日本企業の経営管
理にも大きな影響を与えている。場合によっては、
財務・経理部門にとどまらず、各事業部門の業務
へも影響を与えるケースが少なくない。
そのため、次々と発生する会計基準の変更（図-1）
に対し、スポット的な観点で対応していては、部門
間連携や変更内容の相関性などから、いくつかの問

題が発生するリスクを伴うこととなる。
会計基準への対応はプロジェクトを組織して行
われることが多いと思われるが、スポット的な観
点では、関連する業務・システムが継ぎ接ぎだら
けとなり、複雑化するリスクが非常に高まる。また、
プロジェクトを進めていく上においても、当初想
定外の要因による課題の発生、作業の手戻りや方
針の再検討などにより、実施期間が長期化するリ
スクを伴う。しかし、会計基準への対応は、X年度
の決算発表までといったように対応期限が予め定
められているため、プロジェクトの遅延は許され
ない。
さらに、要件そのものに微細な追加変更が入る
ことも往々にしてあるため、すべての要件へ十分
な対応ができなくなる可能性も存在する。結果と
して、実際に作業を行う現場での業務負荷が想定
以上に高まり、人為的なミスの誘発などにもつな
がりかねず、データ作成・確認作業などに膨大な
時間・費用を費やすこととなる。

解決へ向けたアプローチ

●	 検討のポイント
こうした問題を引き起こさないためには、今後
の動向を見据えて、変化を先取りした対策の検討
と、全体最適化の観点を意識したプロジェクト推
進が重要である。
例えば、IFRSは既に公開された情報であり、か
つ今後それに順次適応していくことが定められて
いる。そのため、直近の変更へ対応する際に、近
い将来に変更を見込む要素を意識して、柔軟な対
応を実現できるような要件設計が求められる。ま
た、プロジェクトを実施するにあたり、直接的に
影響を受ける業務にとどまらず、それに関連する
業務までを広く捉え、全体を再設計するような観
点を持つことで、業務効率化などプラスアルファ
の成果を得ることも可能となる。また、会計基準
公表後の修正についても、予め対象となる業務範
囲の可視化が十分であれば、変更された要件への
対応も比較的容易に実現できる。
検討のプロセスは、図-2のような流れとなる。
まずは、会計基本要件を把握した上で対象業務/シ
ステムを可視化する。影響を受ける業務/システム

　　　　　　　　　 タ イ ト ル 　　公表（修正）日

「『退職給付に係る会計基準』の一部改正（その 3）」 平成 20年   7 月 31 日

「棚卸資産の評価に関する会計基準」  平成 20年   9 月 26 日

「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」 平成 20年 11月 28日

「持分法に関する会計基準」 平成 20年 12月 26日

「関連当事者の開示に関する会計基準」  平成 20年 12月 26日

「企業結合に関する会計基準」  平成 20年 12月 26日 

「連結財務諸表に関する会計基準」  平成 20年 12月 26日 

「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」  平成 20年 12月 26日

「事業分離等に関する会計基準」 平成 20年 12月 26日

「四半期財務諸表に関する会計基準」  平成 21年   3 月 27 日

「セグメント情報等の開示に関する会計基準」  平成 21年   3 月 27 日

｢貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準｣  平成 21年   3 月 27 日

図-1 2008年度に公表・修正された会計基準一覧
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の全体像を捉えた上で、会計基準変更への対応方
針を検討する。検討にあたっては、前提を置かず
に様々な見地から、業務負荷の軽減やリスクの最
小化が実現できるような方針設計を行う必要があ
る。方針が決定した時点で、業務/システムの運用
設計を行い、本番運用の過程で繰り返し改善しな
がら、業務の定着化を図っていく。
本稿では、ステップ1～ 3の領域における活動概
要について説明する。
●	 対象業務/システムの可視化
会計基準の変更が直接的に影響を及ぼす業務は、
一般的に経理部門中心となることが多いが、実際
は必要な情報を経理部門へ提出している他部門の
業務にも大きく関係している。そのため、必要と
なる情報を定義し、それに関わる「業務・モノ・カネ・
情報」の流れを把握することが、可視化を行う上で
は重要となる。収集した関連省庁や団体における
審議会、草案などの情報を基に、変更対象となる
資産・経費費目を確認し、該当する資産・経費を
管理または利用している部署とシステムを洗い
出す。
図-3の「B」のように、今後公表される予定の情報
も含めて調査を行い、影響範囲を洗い出しておく
ことが、業務単位を定義し、全体最適化を実現す
る上でも必要となる。
関連する部門業務やシステムの詳細の棚卸・分
析は、下記①～③の観点から実施する。
①半構造化インタビュー
一般的なインタビューとは違い、予めインタビュ
アーが仮説を持った状態でインタビューを実施す
る手法を示す。通常のインタビューと比較して、

対象者の反応に合わせて内容の深堀を行うことで、
より短時間で効率的なインタビューを行うことが
できるというメリットがある。
内部統制への対応などから、業務の可視化につ
いては各企業とも取り組みが進んでいる。ただし、
業務は日常の様々な影響を受け常に変化し続けて
おり、一旦書き下ろされた情報が必ずしも正しい
とは限らないことがある。文書化されたフローを
実態に伴わせていく上で、仮説検証型の半構造化
インタビューは効果的である。
②フィールドワーク
民族誌学（エスノグラフィー）の考えを応用した、
業務可視化手法の一つである。具体的には、業務
が行われている現場に参与し、対象者の実際の作
業を生々しく記録していくことで、文書化された
業務フローの運用状況、業務システムの使われ方、
日々の作業の中にあるムダ・ムラ・ムリなどにお
いて新たな気づきを得ることができるものである。
フィールドワークでは、ユーザが個々の業務に
かける時間の割合や、フローとは違った業務の運

対象業務/
システムの可視化

• 対象費目/部門・シス
テムの整理

• インタビュー/フィール
ドワークによる業務・
システムの棚卸・分析

• 会計データの網羅性
/正当性検証

会計基準への
対応方針策定 新業務運用設計 システム設計

• 現状業務への影響
範囲確認

• 実施部門/担当の
決定

• システム化範囲、
方針の決定

• 新業務全体像の策定

• 新業務フローの作成

• 個別業務の詳細内容
定義

• システム要件定義

• システム開発

• システムテスト

• 運用テスト

本番運用

• 新業務体制の構築

• モニタリング

• 問題点/課題の抽出
と改善活動

PM支援

会
計
基
本
要
件

ステップ1 ステップ2 ステップ3 ステップ4 ステップ5

図-2 検討のプロセス

費目
関連部門 関連システム

経理 総務 ・・・ 固定資産 ・・・

✓ ✓ ✓ ○○機能 ○○機能

✓ ✓ － ○○機能

✓ ○○機能 ○○機能

： ✓ ○○機能

✓ ✓ ○○機能

✓ ✓ － ○○機能

✓ ○○機能

： ✓ ✓ ： ：

PL

BS

今回の要件で変更対象
となる範囲A

B

業務最適化は、
「A＋B」の範囲

で検討

公表情報から、今後変更
の可能性が高い範囲

図-3 影響範囲の洗い出し
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用ケース、システムの想定外の使い方など、既存
の業務フローに対する現場作業との乖離を把握し、
インタビューでは得られないような新たな気づき
を得ることができる。これらのアウトプットを基に
顧客と議論を深めていく中で、業務のあるべき姿
を導き、既存業務の改善へつなげることができる。
また、こうした取り組みは新規業務の運用状況
把握や見直し検討においても有効な手段である。
③会計データの網羅性/正当性検証
会計に関連する業務は、会計システムを活用し
た、正確なデータ管理が求められる。ただし、シ
ステム上で管理しているすべてのデータが会計処
理上必須であるとは限らないことから、その使い方
次第で、データ登録の際に起こりうるヒューマンエ
ラーに気づかないこともある。そのため、既存のシ
ステムに登録されたデータの網羅性・正当性につ
いて、「重複」「抜け・漏れ」「アンマッチ」など様々
な観点から十分な検証を行うことが必要となる。
検証にあたっては、下記2点の実施が中心となる。
ⅰ．必要な情報の定義
「求められる情報」についてユーザのニーズを確
認する。個別ニーズについては、各内容の関連性
を意識した上で、業務運用上の負荷が最小化でき
るよう情報の関連付けを行う。
ⅱ．既存システムの状況確認
必要な情報と既存システムの持っている情報と
を比較し、新規に必要となる情報の有無、データ
項目の重複、様式の不一致などを抽出し、問題点
や課題などを整理していく。場合により、他シス
テムや情報提供元部門の保有するデータとの比較
検証を行うことも効果的である。
これら①～③のアプローチにより、業務のある
べき姿を設計し、利用目的に即した正しいデータ
を活用した業務運用が可能となる。しかしながら、
限られた期間の中でこれらの作業を充分に行うこ
とは得てして困難であり、プロジェクトを進めて
いく上では、既存情報なども活用しながら、適宜
取捨選択しつつ実施していく必要がある。
●	 会計基準への対応方針策定
現行業務プロセス、システム影響範囲、インタ
ビュー結果などの可視化された情報をベースに、
業務実施部門・担当、システム化範囲について決
定する。

業務実施部門・担当については、関連部門を含
めた現状の業務体制、決算対応に必要な期日（月末
営業日など）などを考慮して、業務の効率性や統制
のリスクなどから、実現できる最適な対応体制を
決定する。
システム化範囲については、開発へのインパク
トを考慮して、「基幹システムへのアドオン」「新シ
ステムの開発」「オフィスツールの活用」などのシス
テム化レベルの決定と、今後の会計基準変更への
対応容易性も視野に入れて、システム機能の括り、
外部モジュール化範囲などを決定する。
●	 新業務運用設計
新業務運用設計では、可視化された情報（現行業
務プロセス、システム影響範囲、制約条件など）お
よび新規要件（業務、システム）に基づき、新業務
プロセス、業務推進体制などを定義していく。会
計基準の変更に関する業務運用設計では、法規制
に関わるために、特に、「内部統制面への対応」と
「変更の影響範囲を考慮した対応」の2点が重要とな
る。内部統制面への対応としては、会計データの
保全性、正確性の要件を満たしているかどうかな
どを、変更の影響については、比較的変更されや
すい会計基準への柔軟な対応が可能な業務単位と
なっているかどうかなどを考慮した上で、設計す
る必要がある。
新業務プロセスの設計は、下記①～③の手順で
実施する。
①基本業務要素の設定/定義
基本的な新業務の流れについて定義する。定義
する業務は、今後の会計基準の修正などによる変
更対応も想定し、業務/システムの影響範囲を分析
し、最適な単位で設定する。
②業務要素毎の評価
前提条件・統制面・効率面の視点をベースに検
討する（図-4）。

評価視点 評価内容

前提条件 実行タイミング、現行業務体制、要員スキル、 
 既存システム機能

統制面 承認プロセス、セキュリティ、業務品質（ミス
オペレーション）

効率面 作業工数、手戻り工数、平準化、リードタイム

図-4 業務設計における評価視点
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また、新しく設計された業務を円滑に実行でき
るようにするためには、企業文化、部門間連携の
度合い、個々人の特性などの目に見えない情報に
ついても考慮した上で検討していく必要がある。
③個別業務フローの詳細定義
①②において定義/評価した結果に基づき、現場
インタビュー等の情報も反映した形で、個々の業
務単位毎に業務フローを詳細化していく（図-5）。

事　例　紹　介

実践事例として、大手流通業であるA社のリース
会計基準対応プロジェクトを紹介する。
● 背景
企業会計基準委員会より、2007年3月に発表さ
れた「リース取引に関する会計基準の適用指針」に
より、2008年度決算期から、これまで賃貸借処理
が認められていたリース契約について、その一部
を売買処理に基づいた損益計算書への計上が義務
付けられるようになった。常時1万件超のリース契
約物件を保有しているA社でも、限られた期間の中
での対応が必須となっており、過去に設備/機器管
理の改善コンサルティングを実施した経緯から富
士通総研（FRI）が支援することとなった。
● 実施内容
①対象業務/システムの可視化
業務の可視化は実施済であったことから、デー

タの網羅性/正当性の検証を重点的に実施した。
ⅰ．必要な情報の定義

A社経理部門の当初の要求は、16帳票約500項目
に及んだ。ただし、内容に重複する面も多く、ま
た過不足と思われる項目も散見されたため、まず
は経理部門に対し半構造化インタビューを実施し、
各帳票/項目の意味合い・位置づけ・過不足などに
ついて検討を重ねた。関連部門のニーズも汲み取っ
て帳票を追加したため、結果的に22帳票約600項
目と作成対象帳票は拡大したが、各項目間の関連
付けを詳細に行うことで、重複を除いた項目数は
約150、ユーザによる入力が必要な項目数を約50
にまで絞込み、そのほぼすべてを現行システムか
ら流用できるよう、設計を行った。
ⅱ．既存システムの状況確認

A社の資産管理システムには、今回の会計基準変
更の対象となる約15,000件のデータが登録されて
おり、契約情報の保有状況について分析を行った。
その結果、現行システムでは、全体の1割程度の契
約において、リース資産計上に必要な情報が不足
していることが判明した。主な原因は、A社で利用
していた現行システムが、旧リース会計基準をベー
スに作られていたことにあり、追加対応が必要な
情報についてA社、リース会社、FRIの3社で詳細
に分析した。
不足していた情報を中心に全体の契約情報につ
いて、情報の入手方法、正当性の確認手法、発生
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件数・頻度および、業務への影響度合いなどにつ
いて整理し、業務要件とシステム要件を検討する
上での前提条件とした。
②会計基準への対応方針策定

A社では、資産種別によってリース資産の管理部
門が分かれており、各部門で管理プロセスや管理
内容に違いがあった。業務の集約、効率化の可能
性および、業務集約のインパクトについて評価し
た結果、リスクが大きいと判断し、今回は、主管
部門の変更は行わず、各部門に新リース管理業務
を組み込むこととした。
システム化範囲は、部門毎に業務が異なる、リー
ス会計基準の今後の変更の可能性なども含めて、
メンテナンス性を考慮した結果、既存の会計シス
テムとは切り離した形で開発する方針とした。
③新業務運用設計・PM支援
新業務運用設計では、既存のリース管理および
会計処理に関する業務を抽出し、「契約」「導入」「計
上」「満了」等の基本業務要素を定義した。次に、業
務単位毎に業務上/システム上の制約要素と整合性
を取り、新業務フローを策定した。会計処理上、
重要な業務については、確認ポイントを設け、実
際の帳票イメージを活用し、トライアル運用を行
い、改善を図った。
システム設計フェーズでは、新業務運用設計を
担当した立場から、継続してPM支援を実施した。
PM支援では、プロジェクト全体の進捗管理、開発
部門との仕様確認、プロトタイプを利用した業務
リハーサルなど行い、本番運用に向けての準備を
行った。また、第三者的立場から俯瞰的に状況を
把握し、現状の課題を検出、優先度の設定、解決
策の検討なども支援した。
●	 効果
本プロジェクトでは、期間内に会計基準への対
応が実現できただけでなく、「業務の全体最適」「IT
機器管理精度の向上（IT機器ライフサイクル管理）」

などの効果も得ることができた。当初A社では、本
業務対応として対応要員の増員を検討していたが、
プロジェクトの成果として効率化が進んだことに
より、増員なしでの新業務対応が可能となってい
る。更に現在では、精度の向上したIT機器管理情
報を活用して、IT投資計画や予実管理プロセスの
見直しに着手している。
今回の事例のように、プロジェクトを進めてい
く上では、スポット的な対応に終わらないよう、ま
ずはしっかりと現状業務への影響範囲を確認した
上で、業務・システムのあるべき姿を描き、常に
全体最適の観点を意識したプロジェクトを進める
ことが重要である。それが、転じて業務の効率性
向上や新たな改善活動へのトリガーとなっていく。

む　　す　　び

日本の会計基準は、2011年からのIFRSへの移
行に向けて、継続的に会計基準の変更が図られて
おり、企業経営に対し、大きな影響を与えること
が想定される。そのため、現状発行されている変
更内容を個別に捉えるのではなく、全体最適の観
点から対応方針を定めることが、複雑化しやすい
会計業務の最適化を導く上で重要なポイントとな
る。その一助として、本稿が参考となれば幸いで
ある。
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