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Abstract
As the trend toward globalization in business continues，Japan started to adopt International Financial Reporting Standards
(IFRS)，businesses in Japan can voluntarily use IFRS since March 2010. The adoption of IFRS in Japan has an inﬂuence on
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務」，日本実業出版社，2011年1月
[5] 大木和俊，IFRSの基本

連載第7回:IFRS導入の影響―有形固

定資産（その2）
https://www.ifrs.ne.jp/news/rensai_vol15.php
[6] IFRS導入実務講座

第10回「棚卸資産」

https://www.obc.co.jp/click/ifrs/column/col_01/vol10.html

IFRSの適用による影響は会計とシステムだけに止まらず，
各業界の業務プロセスにも影響を与えた。ERPコンサルタン

有形固定資産において，IFRSは過年度に認識した累計損失

トは経営層の意思を理解したうえ，適切なシステム導入支援

額を限度として，減損損失を戻し入れる。一方，日本会計基準

サービスを提供するため，企業の基幹業務知識にも熟知し，導

は減損損失の戻し入れは認められない。IFRSに基づく減損の

入支援の業界に深い知見を持つべきだ。学生の業界に関する理

李鷁

戻し入れ機能の実装に加え，この規定に照らした減損戻し入れ

解を深めるために，教育側は業界研究を重視し，現場見学やイ

京都情報大学院大学准教授。

限度額を管理する仕組が必要となる[5] 。

ンターンシップを実施し，各業界の専門家によるセミナーも有

SAP社認定コンサルタント（財務会計，管理会計）。

力な手段である。

（中国）北京語言大学文学士，京都情報大学院大学応用情報技術研究科

3.2 在庫／購買管理システムの対応
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修了，情報技術修士（専門職）。
元大連外国語大学講師，元株式会社エーディー・ラボラトリーズ勤務，

日本会計基準では棚卸資産の計算方法は個別法，先入先出法，

5. まとめ

元愛知産業大学通信教育部非常勤講師。

平均原価法，売価還元法があり，IFRSでは個別法，先入先出法，
加重平均法がある。IFRSで後入先出法は認められず，日本会

本文はIFRSの適用によるERPシステムの対応及びコンサル

計基準で2010年4月より後入先出法は廃止された。IFRSでは，

タント育成の対応に関して論じ，IFRSと日本会計基準の違い

企業にとって性質および使用方法が類似する棚卸資産について

に着目したが，米国基準に言及していない。日本企業の決算の

は同じ原価算定方式の使用が求められる[6]。

財務諸表を見ると，日本会計基準と国際会計基準のほか，米国

即ち，同種の棚卸資産の生産地は異なっても，IFRSでは企

会計基準を採用する企業も少なくない。ERPコンサルタント

業グループ内で同じ原価計算方式を統一すべきだ。例えば，先

は企業の要求に応じて適切な導入サービスを行い，どの会計基

入先出法を評価方法にする場合，SAPのカスタマイジングで在

準のシステム対応もできるような能力を備えるべきで，会計方

庫／購買管理システムの在庫期末評価方法をFIFO（先入先出）

面とシステムにおける知識やスキルの習得に力を入れなければ

に設定し，後入先出法は認められないので，LIFO（後入先出）

ならない。

評価を無効に設定する。

国際化が急速に進んでいるとともに，IFRSに対応できるIT
人材が必要とされ，企業にとって適切なコンサルティングでコ

4. 人材教育の対応

ストの削減や経営の向上を成し遂げるようなERPコンサルタ
ントが大切であり，教育側は国際会計とITに精通する人材の

日本でIFRSの任意適用により，ERPコンサルタントにとっ

育成を重視すべきだ。

て新たな課題が提出された。IFRSと日本会計基準の違いによ
るシステム対応，企業の海外展開による業務プロセスに対する
理解はERPコンサルタントにとって不可欠である。
ERPコンサルタント人材は会計出身とIT出身の方が多く，
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