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要点 

物価はこの 1 年で大幅に下落しており、石油・ガス業界は最も劇的な変化を経験しました。原油価格は

6か月で 60％下落し、2014年第 4四半期には、石油・ガス事業に係る資産の減損損失が認識されました。

カナダを拠点としているタリスマン・エナジー社（Talisman Energy Inc.）は、2014 年第 4 四半期に、主に

石油価格の下落により、約 13.7 億ドルの減損損失（税引後）を計上しました。また、同社における、カナダ

のオイルサンド事業、米国のシェールガス事業、および問題を抱えるヨーロッパの石油精製事業では、

合計 65 億ドルの減損損失を計上しました。各石油・ガス企業は、2015 年度以降の設備投資の削減を

発表しています。 

石油・ガス、および鉱山のいずれの掘削産業においても、この変化の大きい経済状況により、潜在的な

資産の減損への懸念が生じています。このことは、IFRS の減損モデルを適用する際に生じる、実務上の

いくつかの論点を明らかにしています。ここでは、それらの主要な論点の一部について考察しています。 

1. 処分コスト控除後の公正価値の算定に割引キャッシュ・フロー・モデルを 
使用することはできるか 

使用できます。処分コスト控除後の公正価値の算定に割引キャッシュ・フロー・モデルを使用することは可能

です。国際会計基準（IAS）第 36号「資産の減損」は、資金生成単位（CGU）の帳簿価額と、使用価値（VIU）

と処分コスト控除後の公正価値（FVLCD）のいずれか高い方とを比較することを要求しています。以下のよう

に、VIU と FVLCD の算出額は異なる場合が多いです。 

 VIU は税引前の概念であり、企業固有のシナジーが反映されます。ただし、何をキャッシュ・フロー予

測に含めることができるかには著しい制限があります。CGU の性能を拡張する将来の設備投資、およ

びその結果見込まれる正味キャッシュ・フローの増加は、経営者により承認された予算であっても、予

想キャッシュ・フローの算定に含めることはできません。リストラクチャリング計画のコストと便益も、IAS

第 37 号の要件を満たしていない限り、予想キャッシュ・フローに含めることはできません。 

 FVLCD は税引後の概念であり、CGU の価値に対する市場参加者の評価が反映されます。 

VIU の算定に用いるキャッシュ・フローは、経営者により承認された直近の財務予算・予測を基礎としていま

す。キャッシュ・フローを作成する際に用いた仮定は、合理的で裏付け可能な仮定を基礎とする必要があり

ます。その仮定が合理的で裏付け可能かどうかを評価する最善の方法は、市場データにベンチマークを設

定することです。 
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FVLCD は、概念上、比較可能な資産に対する観察可能な市場の取引価格を基礎としています。取引価格

が入手可能でない場合、FVLCD の算定に割引キャッシュ・フロー（DCF）の計算を用います。FVLCD を算

定する割引キャッシュ・フロー・モデルで用いる仮定と他のインプットには、できるだけ多くの観察可能な市

場のインプットを組み込む必要があります。FVLCD の算定で用いる評価技法には、市場参加者が資産の

公正価値を見積る際に使用するであろう仮定（収益成長率、利益幅、為替レートなど）を織り込む必要があ

ります。 

経営者が使用する仮定は、通常、市場に基づく証拠により裏付けられている必要があり、市場に基づく証拠

による裏付けができない場合には、当該仮定について調整が必要となる場合があります。また、評価日

（通常は貸借対照表日）時点で適用可能な仮定である必要があります。 

FVLCD では、設備投資の拡張やリストラクチャリングを割引キャッシュ・フローに含めることが禁止されては

いないため、VIU よりも高い回収可能価額を提供する場合が多いといえます。市場参加者が、買収から最大

の価値を引き出すという目的で将来のリストラクチャリングを実施することが見込まれる場合には、キャッシュ・

フロー予測にこの将来のリストラクチャリングの効果を組み込むことが可能です。 

2. 税金は減損テストにどのような影響を及ぼすのか 

税金は、減損テストで用いる割引率、および CGU の帳簿価額の両方に影響を及ぼす可能性があります。

VIU は、税引前キャッシュ・フローと税引前の割引率を用いて算出する必要があります。ただし、観察可能な

市場の収益率は、税引後の利率のみである場合が多いです。例えば、割引率が、税引後の利率である企

業の加重平均資本コスト（WACC）をもとに算出されている場合が、これに該当します。税引後の利率しか分

からない場合、経営者は、税引後の利率を修正して、税引前の利率を見積らなければなりません。反復計

算のプロセスは複雑な場合がありますが、税引前の利率を算出するためには必要です。 

税引後キャッシュ・フローと税引後の割引率を用いて算定した価値は、税引前キャッシュ・フローに税引前の

割引率を適用した場合と、必ずしも同一の結果になるとは限りません。繰延税金を考慮する必要がない場

合、すなわち、すべての資産と負債の税務基準額と帳簿価額とが一致しており、また成長が予測されない

場合にのみ、両者は一致することになります。このような状況となる可能性は非常に低いといえます。この税

引後のアプローチにより算出する VIU は、IAS 第 36 号に基づく VIU の算定の単なる代替にすぎません。こ

のアプローチは、回収可能価額が帳簿価額を上回る額（余裕分）が大きい場合には適切となる可能性があ

りますが、それがほとんどない場合は、この代替的な方法では十分ではなく、さらなる検討が必要となる可能

性があります。 

FVLCD による算定額は、税引後の回収可能価額です。したがって、この算定額と比較する CGU の帳簿価

額は、税引後ベース、すなわちCGUまたはCGUグループに関連する繰延税金負債の控除後の金額となり

ます。これは、アップストリーム事業におけるのれんの減損テストを実施する際に、特に関係します。アップス

トリーム事業の買収の際に生じるのれんは、獲得した埋蔵量や資源量に係る繰延税金の算定が、主な要因

となります。そのため、アップストリーム事業におけるのれんの減損テストを行う際に、回収可能価額として

FVLCD を使用することは、それを使用せず VIU1を使用する場合に生じる必然的な困難さを緩和する場合

が多いです。 

もう 1 つの疑問点は、繰延税金資産をCGU の帳簿価額に含める必要があるかどうかというものです。IAS 第

36 号は、繰延税金資産を適用範囲から除外しています。これは、通常、繰延税金資産が帳簿価額に含ま

れないことを意味します。原資産と明らかに連動し、原資産に移転可能な税額控除により、繰延税金資産が

生じる場合があります。税額控除を受ける権利やそれに関連する繰延税金資産は、売却時の資産に帰属し

ている可能性があり、売却後は存在しないといえます。このような状況で、FVLCD により減損テストを実施す

                                                                            
1 VIU は税引前の計算であり、減損損失を算定する際に、CGU または CGU グループの税引前の帳簿価額、すなわち帳簿価額

から繰延税金負債の残高を控除していない金額と比較します。 
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る場合は、CGU の帳簿価額に繰延税金資産を含めることが適切である場合があります。減損損失が認識さ

れれば一時差異も変動するため、減損損失の計算は複雑になる可能性があります。 

3. のれんの減損テストはどのレベルで行われるべきか 

IAS 第 36 号はのれんについて、少なくとも毎年、経営者がのれんを監視している企業内の最小のレベルで

減損テストを実施することを要求しています。この最小のレベルは、IFRS 第 8 号「事業セグメント」において

当該のれんが属する事業セグメント（集約前）よりも、大きいレベルであってはなりません。 

減損テストにおける CGU のグルーピングには、経営者がのれんを監視している最小のレベルを反映する必要

があります。個別の CGU をベースに監視している場合、のれんの減損テストは、その個別の CGU をベース

に実施する必要があります。一方、経営者がそれよりも大きい CGU グループをベースにのれんを監視して

いる場合、その減損テストにこれを反映する必要があります。 

のれんの減損テストは、毎年、かつ減損の兆候がある場合に実施します。それらの兆候は、個別の CGU や

CGU グループに固有のものである場合があります。年次の減損テストを行う場合（すなわち、減損の兆候が

ない場合）、のれんが配分されている CGU グループについては、合算ベース（のれんを含む）により減損

テストを実施します。CGU グループの回収可能価額が CGU グループの帳簿価額（のれんを含む）を上回る

場合、減損損失は認識されません。しかし、回収可能価額が合算した帳簿価額を下回る場合、この CGU

グループ（および、配分されたのれん）について減損損失が認識されます。まず、のれんの残高をゼロに

減額するまで、減損損失をのれんの残高に配分し、その後、CGU グループの他の資産の帳簿価額に比例

配分します。 

また、のれんに減損の兆候がある場合、もしくはのれんが配分された CGU に減損の兆候がある場合は、

のれんの減損テストを実施します。減損の兆候が特定の CGU に関連する場合、CGU グループとのれんを

一緒に減損テストする前に、この特定の CGU について別個に減損テストを実施します。 

設例 

以下の図は、減損テストをどのレベルで実施する必要があるかについて説明しています。この企業には、

A と B の 2 つの事業セグメントがあります。セグメント A は 4 つの CGU で構成され、セグメント B は 2 つの

CGUで構成されています。各CGUには、のれんが配分されています。セグメントAに配分されたのれんは、

2 つに分けて経営者により監視されています。CGU1、CGU2 および CGU3 に配分されたのれんは集約後を

ベースに、また CGU4 に配分されたのれんは別個に監視されています。セグメント B に配分されたのれんは

セグメント B のレベルで監視されています。すなわち、CGU5 と CGU6 に配分されたのれんは、合算ベース

で監視されています。 
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CGU2 に減損の兆候がある場合、配分されたのれんを除外して、当該 CGU について別個に減損テストを

実施します。この減損テストで算定された減損損失は、当該 CGU の資産に配分されます。この減損損失の

配分は、当該CGUの資産における帳簿価額の比例按分により実施します。このCGU2のレベルの減損テスト

ではのれんは除外されるため、ここでの減損テストでのれんに配分される減損損失はありません。 

CGU2 の減損テストから生じる減損損失を計上した後、CGU1、CGU2、CGU3、およびそれらに配分された

のれんに対して、合算ベースで減損テストを行います。この減損テストで算定した減損損失は、まず最初に、

のれんに配分します。この減損損失が CGU1、CGU2 および CGU3 に配分されたのれんの価値を上回る場

合、残りの減損損失は、CGU1、CGU2 および CGU3 の資産の帳簿価額に基づく比例按分により、これらの

CGU の資産に配分します。 

CGU4 に対しても、同様のアプローチが行われます。ただし、のれんの減損テストの目的上、CGU4 と他の

CGU は結合されないため、CGU4 に配分されたのれんとは別に CGU4 の減損テストを行う必要はありません。 

4. 使用価値を算定する際の割引キャッシュ・フロー・モデルに、どのように 
商品価格と外貨を反映すべきか 

IAS第 36号では、VIUの算定方法の詳細を説明しています。特に商品価格や外貨がVIUの算定の際にどの

ように取り扱われるかについて具体的に要求しており、これが思いがけない影響を及ぼす可能性があります。 

使用価値による減損テストにおける物価 

アップストリーム事業は、自らが生み出す商品価格の変動に晒されています。経営者は通常、商品価格に

ついて、より長期的なアプローチをとっていますが、このアプローチが必ずしも VIU に関する規定と整合的

であるとは限りません。VIU の算定に際しては、経営者自らの予測ではなく、公表価格を使用する必要があ

ります。公表されている先物価格曲線（フォワード・カーブ）から減損テストの評価日時点の先物価格が入手

可能な場合でない限り、VIU のキャッシュ・フロー予測には商品の現物価格を使用する必要があります。先

物曲線による価格は、VIU の算定の対象である将来の期間に関して使用する必要があります。この先物価

格曲線が将来の十分な時期まで伸びていない場合、通常、先物価格曲線の終了時点の価格が安定的に

推移するものとされます（調整するやむを得ない理由がある場合は除く）。  
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使用価値による減損テストにおける約定価格 

商品売買に関連する将来キャッシュ・フローは、現物先渡契約から明らかになる場合があります。通常、現

物価格や先物曲線による価格の代わりに、このような約定価格を使用することは適切であるといえます。 

ただし、一部の現物先渡契約は、貸借対照表上、デリバティブ契約として会計処理されることになります。こ

れらの契約は、IAS 第 39 号（または、IFRS 第 9 号）に従ってデリバティブとして公正価値で会計処理され、

流動資産や流動負債として認識されます。したがって、それらは IAS 第 36 号の減損テストからは除外されま

す。VIU の算定に使用するキャッシュ・フロー予測に、IAS 第 39 号（または、IFRS 第 9 号）に従って会計処

理された現物先渡契約の価格設定条件を反映させる必要はありません。 

使用価値による減損テストにおける外貨 

外貨は、以下の 2 つの場合に、減損テストに関連する可能性があります。 

1. CGU のキャッシュ・フローのすべてが単一の通貨建てであり、それが報告企業の機能通貨ではない場合 

2. CGU のキャッシュ・フローが複数の通貨建てである場合 

a. CGU のキャッシュ・フローの通貨が企業の機能通貨と異なる場合 

CGU のすべての将来キャッシュ・フローが単一の通貨建てであるが、その通貨が報告企業の機能通貨と異

なる場合があります。回収可能価額の算定に使用するキャッシュ・フローは、外貨で見積り、さらに当該外貨

についての適切な割引率を用いて割り引かれます。これにより算定された回収可能価額は、減損テストの評

価日時点の直物為替レートを用いて、企業の機能通貨に換算されます[IAS 第 36 号 54 項]。 

b. CGU のキャッシュ・フローが複数の通貨建てである場合 

予測キャッシュ・フローの一部が、企業の機能通貨と異なる通貨により生じる場合があります。複数の通貨建

てのキャッシュ・フローが関係する減損テストは、複雑になる可能性があり、専門家の助言が必要な場合が

あります。 

複数の通貨建てのキャッシュ・フローは、VIU モデルでは、多くの実務上および概念上の問題が発生する可

能性があります。これは、最終結果を直物レートを用いて企業の機能通貨に換算しなければならないという

要求事項があるためです。多くの企業は、そのような複雑な問題に取り組むよりも、FVLCD の使用を選択し

ています。 

外貨建ての将来の商品価格は長期的な商品価格の仮定を反映しているが、それらを直物レートを用いて

機能通貨で換算すると不整合が生じる場合があります。これは、商品価格が現地通貨の強さに著しく影響

を与える国における事業に最も大きな影響を及ぼす可能性があります。この不整合による影響が明らかな

場合は、FVLCD の使用が適切である可能性があります。 
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5. 廃棄に係る引当金とそれに関連するキャッシュ・フローを減損テストに 
含めるべきか 

帳簿価額とキャッシュ・フローが整合的に扱われている限り、廃棄に係る引当金とそれに関連するキャッシュ・

フローを、減損テストに含めることも、除くこともできます。IAS 第 36 号は、CGU の帳簿価額から負債の帳簿

価額を除外することを要求しています。ただし、CGU の回収可能価額が、当該負債を含めないと算定でき

ない場合には含めることができます［IAS 第 36 号 76 項、78 項］。これは通常、資産や CGU が、関連する負

債と区分できない場合に適用されます。資産に関連するキャッシュ・フローは廃棄に係る負債のキャッシュ・

フローとは独立している可能性がありますが、廃棄債務は、廃棄が必要となる資産と密接に関係しています。

廃棄に係る引当金の帳簿価額が CGU の帳簿価額に含まれる場合、将来キャッシュ・アウトフローの見積り

は、回収可能価額を算定する際の割引キャッシュ・フロー・モデルに含まれます。ただし、当該引当金の帳

簿価額が CGU の帳簿価額から除外される場合、キャッシュ・フローも除外する必要があります。 

設例 

A 社では、石油生産プラットフォームの建設に C100 の支出が生じています。プラットフォームの稼働開始日

時点の廃棄債務の現在価値は C25 です。生産の見積りによる将来キャッシュ・インフローの現在価値は

C180 です。プラットフォームの運営による将来キャッシュ・アウトフローの現在価値は C50 であり、プラット

フォームの廃棄による将来キャッシュ・アウトフローの現在価値は C25 です。 

以下の設例では、CGU の帳簿価額とキャッシュ・フロー予測に廃棄負債が含まれる場合について、説明して

います。 

油田の運営に関連する将来キャッシュ・フローの正味現在価値は、以下のとおりです。 

VIU の算定  

産出された石油の販売によるキャッシュ・インフロー 180 

営業活動によるキャッシュ・アウトフロー (50) 

耐用年数終了時点の廃棄によるキャッシュ・アウトフロー (25)1 

キャッシュ・フローの正味現在価値（回収可能価額） 105 

帳簿価額の算定  

プラットフォームの帳簿価額（将来の廃棄費用を含む） 125 

廃棄に係る引当金の帳簿価額 (25)1 

CGU の帳簿価額の純額 100 

 
1 当該設例において、廃棄によるキャッシュ・アウトフローと廃棄に係る引当金の帳簿価額は、異なるアプローチを用いて算出

されますが、同一の価値となっています。これについては、次の「6. CGU が廃棄に係る引当金を含む場合の減損テストにおける

測定方法」をご参照ください。 

回収可能価額 C105 は帳簿価額 C100 を上回るため、減損損失を認識する必要はありません。 
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6. CGU が廃棄に係る引当金を含む場合の減損テストにおける測定方法 

CGU が廃棄や原状回復に係る債務を含む場合の測定では、回収可能価額の算定にさまざまな割引率を

使用するため、「不整合」が生じているように見えることがあります。VIU と FVLCD のいずれのアプローチを

使用する場合でも複雑となります。キャッシュ・フロー・モデルを使用する場合、最終的には、廃棄債務が支

払われ、一連のキャッシュ・アウトフローが生じます。これらのキャッシュ・アウトフローは、当該CGUのために

算定された割引率を用いて割り引かれます（割引率は、キャッシュ・インフローと他のすべてのアウト・フロー

に用いた利率と同じ）。IAS第37号における負債は、多くの場合、リスク・フリー・レートを用いて（当初認識時

と割引の振戻しの際に）測定されます。 

このような取扱いにより、不整合が生じているように見えます。すなわち、評価モデルによるキャッシュ・フロー

は、常に、負債の測定で用いるキャッシュ・フローよりも高い利率で割り引かれます。割引率が低いほど、より

大きな負債となることを意味します。そのため、「大きな」負債により CGU の帳簿価額が不適切に小さくなり、

これにより潜在的な減損が認識されない可能性があります。 

ただし、IAS 第 37 号における引当金には、キャッシュ・フローにリスクを組み込みんだうえで、リスク・フリーの

割引率を使用する必要があります。IAS 第 37 号における引当金をより高い割引率で算定した場合、使用し

たキャッシュ・フローを変更して、リスクを組み込まないようにする（または、より低いリスクを組み込む）必要が

あるといえます。すなわち、両方のアプローチにおけるモデルにリスクが適切に組み込まれていれば、その

結果はほぼ同一のものとなります。 

FVLCD や VIU のモデルでは、割引率に一部のリスクを組み込んでおり、廃棄債務について異なるキャッシュ・

アウトフローが使用されるはずです。モデルが適切に使用され、キャッシュ・フローか割引率のいずれかにリ

スクが適切に組み込まれていれば、回収可能価額は適切に算定され、CGU の帳簿価額と比較されることに

なります。 

7. 前年度の減損テストの結果に対して、どのようなフォローアップが必要か 

多くの企業は、2014 年に、商品価格の下落などの減損の兆候に対応し、減損テストを実施しました。一部の

企業は減損損失を認識しましたが、認識しなかった企業もあります。2015 年の期中財務報告では、2014 年

のキャッシュ・フロー予測における経営者の見積りと当該期間の実績との比較を行う必要があります。 

過去の見積りよりも実績が良好であった場合、減損損失の戻入れの兆候となる可能性があります［IAS第36号

111 項］。減損損失の測定に使用した見積りの変動により回収可能価額が増加する場合、減損損失の戻入れ

が生じます（のれんは除く）。商品価格などの変数の見積りには、現在の現物価格の変動ではなく、キャッシ

ュ・フロー予測の期間にわたる変数の予想を反映します。商品についての中長期的な価格を使用することは、

減損損失の認識と戻入れに、現在の現物価格と同じ変動性を反映しないようにすることを意味します。 

過去の見積りよりも実績が悪かった場合、潜在的な減損損失や追加の減損損失の兆候があります。直近の

取引状況や運営状況に関する実績を追加で反映した最新の仮定を用いて、追加の減損テストを行う必要

があります。 
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