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要点 

 2011年5月に、米国財務会計基準審議会（FASB）は会計基準アップデートNo.2011-04「公正価値測

定（Topic820）：米国会計基準（U.S. GAAP）と国際財務報告基準（IFRS）における公正価値の測定お

よび開示に関する規定を共通化するための改訂」（「当ASU」）を公表しました。 

 当ASUは、国際会計基準審議会（IASB）との共同プロジェクトの成果です。IASBも2011年5月にIFRS

第13号「公正価値測定」を公表しています。現行の公正価値測定ガイダンスに対する変更の多くは明

確化であり、U.S. GAAPとIFRSとの整合を図ることが意図されています。しかし、U.S. GAAPに対する

変更の一部1は実質的なものであり、いくつか新しい開示が要求されています。 

 当該U.S. GAAPの修正は、公開企業に対しては2011年12月15日より後に開始する事業年度（それら

事業年度の中間期間を含む）に、非公開企業2に対しては2011年12月15日より後に開始する事業年

度に発効されます。 

 新しい開示の作成には、ときに多大な労力が必要になります。企業は新しい開示を作成するのに必

要な情報を評価し、どのようなプロセスの変更が必要かを識別しなければなりません。 

 当Datalineには、いくつかの新しい開示規定について適用指針を提供する、一連の質問と回答が含

まれています。測定を含む、当ASUにより生じる他の主要な変更点の詳細については、Dataline 

2011-23「公正価値測定–FASBとIASBが共同プロジェクトを完了」およびDataline 2011-31「新しい公

正価値測定基準–公正価値で測定される金融商品の測定に関する主要な変更点に関する適用指針」

で解説しています。 

 

注：当資料に含まれるFASBの資料（著作権：Financial Accounting Foundation, 401 Merritt 7, Norwalk, CT 06856）は許可を得て
記載しています。 

  

                                                                           
1 当 ASUは、会計基準コード化体系（ASC）820「公正価値測定」を改訂しています。 
2 FASBは、非公開企業の公正価値開示規定を扱うプロジェクトをアジェンダに追加しました。当 Datalineに記載されている非

公開企業に関する議論は、当該プロジェクトの結果により変更になる可能性があります。 

目次：  

要点 .............................. 1 

質問と解釈的見解. .......... 2 

定量的開示 ....................... 2 

定性的開示および 

その他の問題 .................. 6 

質問 .............................. 8  

付録 .............................. 9 

http://cfodirect.pwc.com/CFODirectWeb/Controller.jpf?ContentCode=THUG-8HNRD5&SecNavCode=TMCB-4L9HAT&ContentType=Content
http://cfodirect.pwc.com/CFODirectWeb/Controller.jpf?ContentCode=THUG-8HNRD5&SecNavCode=TMCB-4L9HAT&ContentType=Content
http://cfodirect.pwc.com/CFODirectWeb/Controller.jpf?ContentCode=THUG-8N2NY5&SecNavCode=TMCB-4L9HAT&ContentType=Content


National Professional Services Group | CFOdirect Network – www.cfodirect.pwc.com Dataline 

 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

2 

当Datalineには、以下の質問と、それに対する解釈的見解が含まれています：  

質問番号 トピック ページ 

番号 

定量的開示  

質問 1  重大な観察不能なインプットに関する定量的開示については、どの水準まで分

解することが必要ですか？ 

2  

質問 2  重大な観察不能なインプットの作成に用いられた基礎となるインプットは、定量

的開示に含む必要がありますか？ 

3  

質問 3  重大な観察不能なインプットの定量的開示の規定に関する、第三者の価格付

け情報についての例外規定は、どのような場合に使えますか？ 

4  

質問 4  デリバティブ資産および負債と、それらに関連する観察不能なインプットは、観

察不能なインプットの定量的開示の表においてどのように表示すべきですか？ 

5  

質問 5  公正価値の開示だけがなされる資産および負債について、帳簿価額が公正価

値に近似している場合においても、公正価値ヒエラルキーのレベルの開示は必

要ですか？ 

5  

定性的開示およびその他の問題  

質問 6  重大な観察不能なインプットの感応度に関する定性的開示については、どの水

準まで分解することが必要ですか？ 

6  

質問 7  公正価値の新しい開示は、年金制度のスポンサーの財務諸表における年金制

度資産にも適用されますか？ 

6  

質問 8  年金制度の財務諸表には、公開企業または非公開企業のどちらの公正価値の

開示規定を適用すべきですか？ 

7  

質問 9  当ASUの適用初年度において、比較情報の開示は必要ですか？ 8  

 

質問と解釈的見解 

定量的開示 

当ASUでは、レベル3のすべての公正価値測定について、用いられた重大な観察不能なインプットに関す

る定量的情報が要求されています。修正ガイダンスの一部には、「公正価値ヒエラルキーのレベル3に区分

される公正価値測定については、報告企業は、公正価値測定に用いた重大な観察不能なインプットに関

する定量的情報を提供しなければならない」と記述されています3。当ASUには、どのような定量的情報が

要求されるかに関して具体的な指針は示されていませんが、報告企業が開示を行う際に考慮する可能性

がある事項の例が基準に含まれています4。質問1～5は、この新しい定量的開示規定に関する、よくある質

問を扱っています。  

質問 1  

重大な観察不能なインプットに関する定量的開示については、どの水準まで分解することが必要ですか？ 

  

                                                                           
3 ASC 820-10-50-2(bbb)を参照。 
4 ASC 820-10-55-103 から 55-104を参照。 
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解釈的見解 

状況によります。ガイダンスでは、少なくとも、資産および負債のクラスごとに公正価値開示を行うことを企業

に要求しています。当ASUでは、重大な観察不能なインプットに関する定量的開示について、（資産および

負債のクラスより細かい）分解の要求水準は示されていません。しかし、用いられた観察不能なインプットお

よびそれらのインプットが時の経過とともにどのように変動するかについて、財務諸表利用者が理解するの

に十分な詳細な情報が開示されなければなりません。 

どの程度詳細な開示を行うべきかを考える際に妥当な出発点となるのは、他の公正価値開示（例、公正価

値ヒエラルキーの表）に含まれている資産および負債それぞれのクラスを評価し、それを受けて、それぞれ

のクラスの資産および負債の性質とリスク、およびインプットを検討することです。これを行う目的は、関連す

るクラスから分離されうるレベル3の資産および負債に関して、合理的な水準にある同質的プールのインプ

ットがあるかどうかを判断することにあります。当ASUでは、資産および負債のクラスを決定するためのガイ

ダンスが示されており、資産および負債の性質、特性およびリスクと、当該公正価値測定額が分類される公

正価値ヒエラルキーのレベルを検討することが挙げられています5。 

開示の分解の程度をクラスの水準までに留めておいたほうが適切な場合があるかもしれません。しかし、定

量的開示の目的を達成するには、用いられた観察不能なインプットおよびそれらのインプットが時の経過と

ともにどのように変動するかについてより有意義な情報を提供するために、報告企業はより詳細に分解しな

ければならない可能性があります。 

例えば、ある企業のデリバティブ資産および負債が、クラスの水準（例、金利デリバティブ、商品デリバティ

ブ、通貨デリバティブ）に分解されている場合があるかもしれません。しかし、商品デリバティブは、類似のリ

スク特性を有しない様々な種類の大量の商品から構成されている可能性もあります。その場合、企業は、

商品デリバティブのクラスを商品種類ごとに分解することで、より有意義な情報を提供できると判断するかも

しれません。 

同様に、不動産担保証券などの商品を考えるときにも、住宅用不動産担保証券と商業用不動産担保証券

に開示を分解したほうが適切である可能性があります。プライベート・エクイティの有価証券については、業

種別に分解したほうが適切かもしれません。 

企業は、分解の程度と開示の有用性を比較考量する必要があります。例えば、同質的なリスクのプールが

数多くあるがゆえに、分解された開示を作成するのが困難な場合が時にあるかもしれません。しかし、それ

を理由として、そのような分解された情報の作成および開示を行わないことはできません。逆に、分解しす

ぎた情報を提供して、煩雑かつ意義の薄い開示になっていないかどうかを検討する必要があります。修正

ガイダンスには、企業がこの定量的開示を作成する際に参考にできる例が記載されています6（当Dataline

の付録Aに複製されています）。 

質問 2  

レベル3の公正価値測定には、観察不能なインプットが多く含まれる可能性があります。このような観察不

能なインプットは、数々の仮定や「基礎となる」観察不能なインプット（例、長期成長率のインプットを決定す

るために多くの仮定が用いられています）から作成されているかもしれません。重大な観察不能なインプット

の作成に用いられた基礎となるインプットは、定量的開示に含む必要がありますか？ 

  

                                                                           
5 ASC 820-10-50-2Bを参照。   
6 ASC 820-10-55-103を参照。   
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解釈的見解 

通常は必要ありません。PwCは、観察不能なインプットの基礎となる仮定はこの開示に含まれないと考えま

す。ただし、開示の目的の達成が担保されるように、判断を行う必要はあります。多くのインプットには基礎

となる仮定が用いられていますので、これらの基礎的な仮定の開示を行うと、無関係な情報が膨大に開示

され、開示が不必要に複雑になりかねません。結果として、開示全体が理解しづらいものになってしまう可

能性があります。従って、これらの情報を開示することは、開示規定で定めている範囲を超えるものであると

PwCは考えています。  

さらに、修正ガイダンスに記載されている例には7、加重平均資本コストや長期収益成長率、長期税引前営

業利益などのインプットの開示が含まれています。これらの観察不能なインプットは、それら自体が本来イ

ンプットであると思われるような様々な仮定に基づいています。例えば、加重平均資本コストのインプットは、

リスクフリー・レートや実効税率、必要資本収益率、負債資本比率など、多くの仮定を含んでいる可能性が

あります。開示例には、このような基礎となるインプットは記載されていません。 

質問 3  

重大な観察不能なインプットの定量的開示の規定に関する、第三者の価格付け情報についての例外規定

は、どのような場合に使えますか？ 

解釈的見解 

状況によります。この例外規定は、報告企業によって作成されたものではない観察不能なインプット（例、 

過去の取引または第三者の価格付け情報から得られた価格）に適用されるもので、報告企業は当該インプ

ットについての定量的開示の一部を省略することができます8。定量的開示の例外規定を選択したとしても、

ASC 820-10-50-2(g)に該当する場合には、当該インプットについての定性的な感応度の開示を行わなけ

ればならないことに注意する必要があります。 

第三者の価格付け情報には、ブローカーの相場価格やプライシング・サービス、純資産価値などの情報が

含まれます9。報告企業がこれらの情報源から入手したインプットを修正しないまま用いて公正価値を測定

する限りにおいて、これらのインプットは例外規定に適格である可能性があります。しかし、報告企業は、定

量的な観察不能なインプットのうち、公正価値測定に重要で、企業が合理的に利用可能なものを無視する

ことはできません。したがって、報告企業がこの例外規定を利用することを検討する場合には、用いられた

観察不能なインプットについて、定量的情報を第三者から入手する合理的な努力をすべきとPwCは考えて

います。 

仮に、企業が公正価値測定を行う際、過去の取引や第三者から得られた価格を修正する場合には、その

インプットについてはこの例外規定を利用すべきではありません。結果的に、第三者からの価格に何らかの

修正を行い、当該修正が重大である場合には、企業はそのような修正について定量的情報を提供する必

要があるでしょう。例えば、50%は内部で作成したインプットに基づき、50%は第三者の価格付け情報を修正

せずに用いて公正価値測定の見積もりを行った場合、内部で作成したインプットは第三者価格の修正であ

るため、内部で作成したインプットが重大である場合には定量的情報が必要となります。 

しかし、企業が内部モデルを用いるとしても、その結果を第三者からの価格と同じ価格に修正している場合

には、当該第三者からの価格は例外規定に適格となります。そのような場合、報告企業は実際は第三者か

らの価格を用いており、モデルの作成はあくまで価格の検証のためだけに行っているということになります。

                                                                           
7 ASC 820-10-55-103を参照。 
8 ASC 820-10-50-2(bbb)を参照。 
9 ASC 820-10-55-104(b)を参照。 
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公正価値測定に第三者からの価格を用いている企業は、プローカーの相場価格やプライシング・サービス、

純資産価値、関連する市場データなどの第三者情報が公正価値測定においてどのように考慮されたかを

開示することが適切か否かについても、検討する必要があります10。 

経営者は、企業の公正価値測定におけるブローカーの相場価格と第三者のプライシング・サービスの利用

に関して証券取引委員会（SEC）が行っている調査について、認識しておく必要があります。SECは経営者

に対し、たとえ企業自身が作成したものでなくても、公正価値測定に責任を持つことを期待しています。

2011年12月に開催された「現在のSECおよび公開会社会計監視委員会（PCAOB）の動向に関する2011年

AICPA全国会議」では、SECとPCAOBの双方が、この分野の経営者の責任について改めて言及しました11。

経営者は、観察不能なインプットが上記の例外規定に適格か否かを判断するにあたって、このような期待

についても考慮する必要があります。それに加えて、経営者は、外部の情報源から得られた公正価値測定

およびインプット（関連する公正価値ヒエラルキーのレベルの決定を含む）について、十分な調査を行った

か否かについても検討する必要があります。 

質問 4  

デリバティブ資産および負債と、それらに関連する観察不能なインプットは、観察不能なインプットの定量

的開示の表においてどのように表示すべきでしょうか？ 

解釈的見解 

状況によります。公正価値ヒエラルキーの表による開示と同様、デリバティブ資産および負債は、観察不能

なインプットの定量的開示において、総額ベースで表示されるべきであるとPwCは考えています。  

総額ポジションに適用される観察不能なインプット（例、オプションのボラティリティ調整）は、対応するデリ

バティブ資産または負債に対応して総額ベースで分類されなければなりません。デリバティブの純額ポジ

ションに適用される観察不能なインプットは、当該インプットにより影響を受けるデリバティブ資産および/ま

たは負債に対応して、財務諸表における他の表示または開示（例、貸借対照表の表示もしくは公正価値ヒ

エラルキーの表）における分類の方法と整合する方法で、定量的開示の表において分類し、開示されなけ

ればなりません。 

質問 5  

公正価値の開示だけがなされる資産および負債について、帳簿価額が公正価値に近似している場合にお

いても、公正価値ヒエラルキーのレベルの開示は必要ですか？ 

解釈的見解 

通常は必要です。修正されたガイダンスでは、財政状態計算書において公正価値で測定されていないも

のの財務諸表の注記において公正価値の開示が行われている資産および負債のそれぞれのクラスにつ

いて、新しい開示を導入しています12。具体的には、公正価値測定額が分類される公正価値ヒエラルキー

のレベル（レベル1、2、3）の開示が新たに要求されています。この開示は、公正価値で開示される資産お

よび負債について、たとえ帳簿価額が公正価値に近似していても必要になります。ASC 825「金融商品」に

よると、通常は、貸借対照表上公正価値で測定されていない金融資産および負債についても公正価値を

開示することが求められています。 

                                                                           
10 ASC 820-10-55-104(b)を参照。   
11 より詳細な情報については、Dataline 2011-37「SECおよび PCAOBの動向に関する 2011年 AICPA全国会議のハイライト」

（パラグラフ 16、17、76）を参照。   
12 ASC 820-10-50-2E を参照。   

http://cfodirect.pwc.com/CFODirectWeb/Controller.jpf?ContentCode=THUG-8PKNGJ&SecNavCode=TMCB-4L9HAT&ContentType=Content
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しかし、ASC 825では、帳簿価額が公正価値に近似している売上債権および仕入債務について、公正価

値開示の例外規定が設けられています13。これらの商品については、公正価値開示の規定の対象外となる

ため、報告企業は公正価値ヒエラルキーの情報を開示する必要はないでしょう。このガイダンスは売上債

権および仕入債務に特有のものであるため、この例外規定を他の金融資産もしくは負債に適用するべきで

はないとPwCは考えています。 

経営者は、売上債権または仕入債務の公正価値が帳簿価額に近似しているという結論を、慎重に評価し

なければなりません。よくあることですが、経営者は売上債権または仕入債務の性質、リスクおよび条件を

検討すべきです。例えば、ストラクチャー物もしくは長期の売上債権および仕入債務の公正価値は、帳簿

価額に近似しない可能性があります。そのような場合には、報告企業は、上記で述べた新しく要求された

開示とともに、関連する売上債権または仕入債務の公正価値の開示を行う必要があるでしょう。 

定性的開示およびその他の問題 

新しい定量的開示に加え、当ASUでは、公正価値測定に関して一定の定性的開示を要求しています。これ

らの新しい開示規定には、（1）レベル3の経常的および非経常的な公正価値測定額について用いられた評

価プロセスの説明、（2）レベル3の経常的な公正価値測定に用いられたインプットに対する感応度について

の定性的な説明、が含まれています。これらの新しい公正価値開示の一部は非公開企業では要求されてい

ません。そのため、非公開企業を対象とした規定がいつ適用されるかという問題も持ち上がっています。 

質問 6  

重大な観察不能なインプットの感応度に関する定性的開示については、どの水準まで分解することが必要

ですか？ 

解釈的見解  

状況によります。少なくとも、定量的開示の表に含まれる重大な観察不能なインプットの説明は、開示に含

める必要があります。当ASUでは、観察不能なインプットの一定の変動に対する、レベル3の経常的な公正

価値測定の感応度の記述的開示が要求されています14。このガイダンスでは、観察不能なインプットが変

動すると著しく異なる公正価値測定となる可能性がある場合に、当該観察不能なインプットの変動による潜

在的な影響を記述することが要求されています。さらに、それらのインプットと公正価値測定に使用される

他の観察不能なインプットとの間に相互関係がある場合には、それらの相互関係と、それが感応度に与え

る影響も開示する必要があります。 

当ガイダンスでは、感応度に関する定量的開示は要求されていません。そのため企業は、ガイダンスに従

うために、具体的な金額を記載することや、インプットや公正価値測定の潜在的な変動を定量化する必要

はありません。修正ガイダンスには、企業がこの定性的開示を作成する際に企業が参考にできる開示例が

記載されています15（当Datalineの付録Bに複製されています）。 

質問 7  

公正価値の新しい開示は、年金制度のスポンサーの財務諸表における年金制度資産にも適用されますか？ 

  

                                                                           
13 ASC 825-10-50-14を参照。   
14 ASC 820-10-50-2(g)を参照。   
15 ASC 820-10-55-106を参照。   
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解釈的見解 

いいえ。ASC 715「報酬-退職給付」に準拠して会計処理される確定給付年金やその他の退職後給付制度

の制度資産は、修正ガイダンスの開示規定の対象とはなりません16。しかし、これらの資産はASC 715で要

求されている開示の対象になります17。このガイダンスでは、他の項目とともに、公正価値測定額が分類さ

れる公正価値ヒエラルキーのレベル、レベル3に分類される制度資産の公正価値測定額の調整表、および

用いた評価技法とインプット、評価技法とインプットの変更に関する情報の開示が要求されています。 

当ASUは、ASC 715の開示規定を実質的に修正するものではなく、またスポンサーの財務諸表における制度

資産について新たな開示規定を設けるものではありません。しかし、当ASUではASC 820との整合性の観点

から、ASC 715における開示規定のいくつかの面についての明確化が行われています（公正価値ヒエラルキ

ー、レベル3の期首残高と期末残高の調整表、レベル1とレベル2との間の振替などについての明確化）。 

質問 8  

年金制度の財務諸表には、公開企業または非公開企業のどちらの公正価値開示の規定を適用すべきで

すか？ 

解釈的見解 

状況によります。年金制度が財務諸表においてどの公正価値開示を行うべきかを決定するには、年金制

度が公開企業か非公開企業かをまず決定しなければなりません。  

公正価値の新しい開示の一部、例えば（1）公正価値ヒエラルキーのレベル1とレベル2との間の振替の情報、

（2）レベル3に区分される公正価値測定の、観察不能なインプットの変動に対する感応度、およびそれらの

観察不能なインプットの間の相互関係の説明、（3）財政状態計算書において公正価値で測定されていな

いが公正価値の開示が要求されている項目について、公正価値ヒエラルキーのレベルに基づいた分類、

は非公開企業には適用されません。 

修正ガイダンス18では、FASB Codificationの基本用語集における「非公開企業」の最初の定義を参照して

います。この定義のもとでは、非公開企業とは以下のいずれの状況にも該当しない企業を指すとされてい

ます。  

(a) 負債性証券および持分証券が、（国内または海外の）証券取引所もしくは店頭取引市場のいずれかに

より、公開市場で取引されている（一部の地方もしくは地域に相場がある有価証券も含む）。 

(b) 公開市場（国内もしくは海外の証券取引所、または店頭取引市場。一部の地方または地域の市場を含

む）で取引されるコンデュイット負債性証券の債務者である。 

(c) 公開市場で負債性証券または持分証券の売出しに向けて、規制当局に法定書類の提出を行っている。 

(d) 証券取引委員会に財務諸表を提出もしくは提示することを要求されている。 

(e) (a)から(d)の基準に該当する企業により支配されている。 

  

                                                                           
16 ASC 820-10-50-10を参照。   
17 公開企業については ASC 715-20-50-1(d)(iv) 、非公開企業については ASC 715-20-50-5(c)(iv)を参照。   
18 ASC 820-10-50-2Fを参照。   
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年金制度の性質と活動から、(a)から(c)の基準は、通常、年金制度に該当しません。年金制度の財務諸表

がForm 11-Kもしくは類似の形式でSECに提出されている場合には(d)の基準に該当し、年金制度は非公

開企業として適格ではなくなります。そのような年金制度は、当ASUで要求されている全ての開示を提供す

る必要があります。 

(d)の基準に該当しない場合、経営者は上記(e)の基準に該当するかを評価して、年金基金が(a)から(d)の

基準に該当する企業によって支配されているか否か（つまり、公開企業によって支配されているか否か）を

判断する必要があります。年金制度が公開企業によって支配されていると経営者が判断した場合には、年

金制度は当ASUで要求されている全ての開示を提供する必要があります。 

質問 9  

当ASUの適用初年度において、比較情報の開示は必要ですか？ 

解釈的見解 

いいえ。企業は当ASUを将来に向かって適用します。新ガイダンスが将来に向かって適用されることから、

適用初年度においては前年度の比較開示は不要であるとPwCは考えています。当ASUに明示的に述べら

れてはいないものの、この考え方はFASBの意図とも合致するとPwCは考えています。IFRS第13号において

は、当IFRSの開示規定は基準適用前の期間については比較形式で適用する必要はないと具体的に述べ

られています。 

加えて、将来に向かって適用されるがゆえに、新ガイダンスの適用に起因する公正価値測定額の変更は適

用初年度の損益計算書を通じて見積りの変更として計上されることになります。しかし、適用年度において

は、報告企業はこの新ガイダンスの適用に起因して、適用する評価技法および関連するインプットに変更が

ある場合にその変更を開示し、実務上可能な場合には全体的な影響を定量化しなければなりません。 

当ASUのガイダンスは、公開企業に対しては2011年12月15日より後に開始する事業年度（それら事業年度

の中間期間を含む）に、非公開企業に対しては2011年12月15日より後に開始する事業年度に発効されま

す。非公開企業には、2011年12月15日より後に開始する中間期間における早期適用が認められています。 

質問 

当Datalineに関して質問があるPwCのクライアントの方は、担当のエンゲージメント・パートナーまでお問い

合わせください。当Datalineに関して質問があるエンゲージメント・チームは、指定のSECサービス・コンサル

タント（該当する場合）、SECサービス・グループのメンバーまたはNational Professional Services Group

（1-973-236-7803）の金融商品チームまでお問い合わせください。 
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付録A―例: 重大な観察不能なインプットに関する定量的な開示 * 

レベル3の公正価値測定に関する定量的情報 

（百万ドル） 

 
12/31/X9 
公正価値 評価技法 観察不能なインプット 範囲（加重平均） 

住宅ローン担保証券 125  
 

割引キャッシュ・フロー  
 

定常的な早期返済率 
債務不履行の確率 

損失強度 

3.5% – 5.5% (4.5%)  
5% – 50% (10%)  

40% – 100% (60%)  

商業用不動産ローン担保証券 
 

50  
 

割引キャッシュ・フロー  
 

定常的な早期返済率 
債務不履行の確率 

損失強度 

3.0% – 5.0% (4.1%)  
2% – 25% (5%)  

10% – 50% (20%)  

債務担保証券 

 

35  

 

合意価格  

 

提示された相場  

比較可能性調整(%)  

20 – 45  

-10% – +15% (+5%)  

ベンチャーキャピタル直接投資： 
医療産業  

 

53  
 

割引キャッシュ・フロー  
 

加重平均資本コスト  
長期収益成長率 

長期税引前営業利益 
市場性欠如の割引(a)  

支配プレミアム(a)  

7% – 16% (12.1%)  
2% – 5% (4.2%)  

3% – 20% (10.3%)  
5% – 20% (17%)  

10% – 30% (20%)  

  類似会社の市場価格  
 

EBITDA倍率(b)  
収益倍率(b)  

市場性欠如の割引(a)  
支配プレミアム(a)  

10 – 13 (11.3)  
1.5 – 2.0 (1.7)  

5% – 20% (17%)  
10% – 30% (20%)  

ベンチャーキャピタル直接投資： 

エネルギー産業  
 

32  

 

割引キャッシュ・フロー  

 

加重平均資本コスト 

長期収益成長率 
長期税引前営業利益 
市場性欠如の割引(a)  

支配プレミアム(a)  

8% – 12% (11.1%)  

3% – 5.5% (4.2%)  
7.5% – 13% (9.2%)  

5% – 20% (10%)  

10% – 20% (12%)  

  類似会社の市場価格 

 

EBITDA倍率(b)  

収益倍率(b)  
市場性欠如の割引(a)  

支配プレミアム(a)  

6.5 – 12 (9.5)  

1.0 – 3.0 (2.0)  
5% – 20% (10%)  

10% – 20% (12%)  

信用契約  
 

38  
 

オプション・モデル  
 

信用ボラティリティの年換算(c)  
相手方の信用リスク(d)  
自己の信用リスク(d)  

10% – 20%  
0.5% – 3.5%  
0.3% – 2.0%  

 
(a) 市場参加者が当該投資の価格付けにこれらのプレミアム及びディスカウントを考慮すると報告企業が判断した場合に用いる金額を表す。  
(b) 市場参加者が当該投資の価格付けにこうした倍率を使用すると報告企業が判断した場合に用いる金額を表す。 
(c) 市場参加者が当該契約の価格決定に使用すると報告企業が判断した評価分析で使用されるボラティリティ・カーブの範囲を表す。 
(d) 市場参加者が当該契約の価格決定に使用すると報告企業が判断した評価分析で使用されるクレジット・デフォルト・スワップのスプレッド・カーブの範囲を表す。 

 

（注： 同様の表が負債についても作成される必要があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* ASC 820-10-55-103より複製した例  
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付録B—例: 観察不能なインプットに関する定性的な開示 ** 

公正価値ヒエラルキーのレベル3に区分される経常的な公正価値測定について、このトピックでは、重大な

観察不能なインプットの変動に対する公正価値測定の感応度の記述的説明、および、それらの観察不能

なインプットの間の相互関係の説明を提供することを報告企業に要求しています。パラグラフ820-10-50-2(g)

に準拠すると、報告企業は住宅ローン担保証券に関して以下のような開示をすることが考えられます。 

報告企業の住宅ローン担保証券の公正価値測定で用いている重大な観察不能なインプットは、早

期返済率、債務不履行の確率、及び債務不履行時における損失強度である。これらのインプットの

著しい増加（減少）は、それら単独では、公正価値測定の著しい低下（上昇）を生じることとなる。一般

に、債務不履行の確率に関して用いている仮定の変化は、損失強度に関して用いている仮定の同

方向への変化を伴い、早期返済率に関して用いている仮定の逆方向への変化を伴う。 

   

** ASC 820-10-55-106より複製した例  
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