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要点 

ここ最近数か月間、世界的に市場の変動性が増す傾向が見られました。こうした経済環境では、既存の

非金融資産のキャッシュ･フローの減少が見込まれ、予算および予想の修正が必要となる可能性があり

ます。 

そのため、減損テストの余裕分の金額（すなわち、回収可能価額が帳簿価額を上回る額）が減少する可

能性も高くなっています。減損レビューの結果が「ニアミス」である場合（すなわち、回収可能価額が帳簿

価額に非常に近い結果となる場合）、企業は自らの減損の方法を見直す必要があります。また、企業が

これまで回収可能価額に代替するものを使用してきた場合、その手法を再確認し、基礎となる仮定が適

切であることを確認する必要があります。さらに、規制当局は開示の透明性の向上を推進しており、減損

は、規制当局にとって引き続き関心の高い領域となっています。 

PwC は、最近、In brief 2015-02「非金融資産の減損レビューの 5 つのポイント」を公表しました。本資料

は、そこで解説した非金融資産の減損レビューを実施する際に重点を置くべき 5 つのポイントについて、

より詳細に解説しています。 

国際会計基準（IAS）第 36 号における回収可能価額の算定には、処分コスト控除後の公正価値

（FVLCD）と使用価値（VIU）の 2 つの方法があります。処分コスト控除後の公正価値は、通常、キャッシ

ュ・フロー・モデルに基づくものの、市場参加者の観点からの手法です。使用価値は、キャッシュ・フロ

ー・モデルであり、IAS 第 36 号で具体的な要求事項および制限が規定されています。減損損失は、資

産または資金生成単位（CGU）の帳簿価額と、処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高

い方を比べて決定します。 

 

1 キャッシュ・フローは、合理的で裏付け可能でなければならない 

 

現実的な仮定 

キャッシュ・フロー予測は、経営者が承認した直近の予算・予想を基礎としなければなりません。キャッシュ・

フロー算定の際の仮定は、合理的で裏付け可能である必要があります［IAS第36号第33項］。このような仮

定は、資産または資金生成単位の残存耐用年数にわたり存在するであろう経済的状況に関する、経営者

の最善の見積りを反映する必要があります。処分コスト控除後の公正価値の算定に用いる割引キャッシュ・

フローは、使用価値の算定に用いるキャッシュ・フローとは異なる場合があります。この2つの方法で使用す

るキャッシュ・フローについては、その差異の合理性を検討する必要があります。 
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キャッシュ・フロー予測では、外部の証拠に、より大きな比重を置く必要があります。キャッシュ・フロー予測

は、例えば、アナリスト・レポート、他の第三者の専門家による見解、経済予想など、外部の情報と比較する

必要があります。キャッシュ・フローが整合的でなく、規制当局からコメントを受ける可能性が増している場

合は、開示が要求されます。 

 

設例 1－裏付け可能な成長率 

企業 L は家庭用家具の製造および販売を行っています。経営者は、キャッシュ・フロー予測において、

翌年度は 4.5％、その後の2年間は 6％の成長率を見込んでいます。直近の年度における成長率は、これら

の見積りに概ね見合うものでした。 

経営者が考慮すべき他の要素は何か 

今後数年間の成長率の仮定が合理的であるかどうかを評価する際は、まずこれらの成長率の仮定と市場

全体の GDP（国内総生産）成長率とを比較することになります。現在の市場データでは、市場全体の GDP

成長率は 20X6 年におよそ 1.25％と予想されるため、成長率の仮定が楽観的であることが推測されます。 

経営者は、個人消費に関する入手可能な市場データを参照する場合もあります。高い個人負債の水準や、

他の領域における厳しい与信状況、手形の急増がある場合、個人消費の増加の可能性はほとんどないと

いえます。 

個人消費について、独立機関による直近の経済予想サマリーでは、今年は 1.8％上昇し、20X6 年はゼロ

成長の見込みであることが示されています。経営者は、過去の売上成長パターンが個人消費に合わせて

変化することを把握しています。業界固有の予想も考慮する場合があります。 

経営者は、今後 3 年間のゼロ成長の市場予想に合わせて、売上成長の予想を修正する可能性があります。

その場合は、購入のれんに減損が生じることになります。 

 

開示が求められる主要な仮定 

主要な仮定、および各仮定に割り当てた値を算定した経営者の手法を開示する必要があります［IAS第36

号第134項］。主要な仮定が外部の情報源や過去の経験が示すものと異なる場合は、説明も求められます。 

IAS第36号「資産の減損」およびIAS第1号「財務諸表の表示」には、開示に係る広範な要求事項が規定され

ています。世界中の市場規制当局は、一部の企業が要求される開示をすべて行っていないことを認識して

います。 

欧州証券市場監督局（ESMA）が公表した「2014年エンフォースメントの優先事項（Enforcement Priorities 

2014）」では、減損について以下のように記載しています。 

「財務諸表の発行者は、のれんの減損テストにおいて安全余裕率が低い場合は、さらに詳細な仮定を（仮

定の作成方法に関して、外部の証拠と過去の経験とを関連付けた説明と共に）提供し、テスト結果の感応度

に関連した分析を開示しなければならない。」 

一般的な開示の欠落には以下のようなものがあります。 

• 使用価値および処分コスト控除後の公正価値の両方に関する、長期の成長率の仮定［IAS第36号第

134項(d)、(e)］ 

• 使用価値および処分コスト控除後の公正価値それぞれに関する、主要な仮定、および各仮定に割り

当てた値を算定した経営者の手法［IAS第36号第134項(d), (e)］ 

主要な仮定とは、回収可能価額が最も敏感に反応する仮定です（例えば、収益成長率や売上総利益率に

関する仮定）。 
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合理的に考え得る主要な仮定の変更により帳簿価額が回収可能価額を上回る場合（いわゆる「ニアミス」）、

重要なのれんや耐用年数を確定できない無形資産の残高について、感応度に関する追加の開示が要求さ

れます［IAS第36号第134項(f)］。不安定な現在の市場を考えると、感応度分析には細心の注意が求められ

ます。 

以下の設例は、要求される追加の開示の水準を示しています。 

設例 2－感応度の開示 

企業 C の経営者が、のれん CU125 百万が配分された資金生成単位のグループについて減損テストを実

施したところ、回収可能価額が帳簿価額をわずかに上回ることが分かりました。 

回収可能価額は、帳簿価額を CU10 百万（3％）上回ります。感応度分析を行った際、以下の主要な仮定

の変更により、回収可能価額は帳簿価額と同額にまで低下しました。 

 当初の仮定  感応度分析 

売上総利益率  25％ 24％ 

収益成長率 5％ 4.7％ 

 

このような主要な仮定の潜在的な変更は、事業において過去に経験した変動の範囲内であり、合理的に

考え得るものです。 

開示に係る追加の要求事項 

資金生成単位の記述、減損テストや予測の手法、またそれらが何に基づいているかの記述など、すでに

多くの開示が要求されています。また、「ニアミス」の状況において要求される追加の開示は、以下のとおり

です。 

• 余裕分の金額。すなわち、回収可能価額が帳簿価額を上回っている金額（CU10 百万） 

• 感応度分析で用いる主要な仮定に割り当てられた値（売上総利益率 25％や収益成長率 5％） 

• 回収可能価額を帳簿価額と等しくするために変化させる必要のある主要な仮定の値（売上総利益率

の 1％の低下や収益成長率の 0.3％の低下） 

• 資金生成単位に配分したのれんの帳簿価額の合計（CU125百万）、および資金生成単位に配分した

耐用年数を確定できない無形資産の帳簿価額の合計 
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2 クロスチェックで確認する 

 

市場データとのクロスチェック 

最終的な結論が外部の市場データと一致していることを確認するために、キャッシュ・フロー予測をクロス

チェックにより確認する必要があります。1年前には合理的であった仮定も、現在の経済状況では適切では

ない可能性があります。例えば、多くの国で重要なデフレ・リスクや実質成長の欠如が生じているという市

場の見方がある場合、ユーロ圏でのキャッシュ・フローの増加の可能性は低いといえます。 

アナリスト・レポートは、ほとんどの業界で入手可能であり、成長の仮定を裏付ける証拠として検討する必要

があります。また、比較可能な取引、およびこれらの取引が示す倍率は、有用なベンチマークとなります。 

 

設例 3 

建設会社である企業Ｈは、期末の 20X4 年 6 月 30 日に、減損テストの算定に用いる割引キャッシュ・フロー

を算出しました。 

経営者は、多くの主要な仮定（現在の低迷からの急速な回復など）に基づいて、使用価値を算定しています。

当該モデルでは、20X5 年について予想収益の 10 倍の回収可能価額を算出しており、算定上、減損は生

じていないことを示しています。 

経営者は、キャッシュ・フローの算定と入手可能な市場データとを、クロスチェックする必要があります。

例えば、企業 H の競合他社は、最近、20X5 年の予想収益の 5 倍に等しい価格で売却されました。これは、

12 か月前に予想収益の 12 倍に相当する株価で取引されたのと比べて、大幅な下落となります。 

この１年で現地の市場における不動産価格は大幅に下落しました。専門家は 20X6 年後まで回復は見込

めないとしており、住宅市場の不振は、広範囲に建設業界に対して深刻な影響を及ぼします。 

数多くの情報源からの外部の市場データを考慮すると、企業Hの経営者の算定は楽観的である可能性が

あります。経営者が用いた仮定が外部の情報と整合的でないままの場合、経営者は、その事実、およびそ

れらの仮定の使用が適切と考える理由の開示を求められることになります［IAS 第 36 号第 134 項(d)(ii)］。 

 

株式の市場価値が純資産の帳簿価額を下回る場合 

企業が公開企業である場合、株式の市場価値は、キャッシュ・フロー予測との整合性を検討すべきもう一つ

の外部データとなります。株式の市場価値が純資産の帳簿価額を下回ることは、減損テストに関する明示

的なトリガーです［IAS第36号第12項(d)］。株式の市場価値が使用価値の算定を下回る場合、仮定の適切

性に対する合理的な疑念を証明することになります。 

  



 In depth 
 

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。 

5 

3 帳簿価額 

 

回収可能価額で用いるキャッシュ・フローは、資金生成単位の帳簿価額でテストされる資産と整合的でな

ければなりません。減損テストは、類似するもので比較しなければなりません。検討すべき主な領域には、

運転資本および税金があります。 

帳簿価額には、使用価値の算定に用いる将来キャッシュ・フローを生成する資産のみが含まれます。多くの

企業は、事業の基礎となるキャッシュ・フロー予測における予想をもとに、減損テストのためのキャッシュ・フ

ロー予測を算出します。これには、期末時点の運転資本残高の決済によるキャッシュ・フローが含まれます。

IAS第36号は、これらの企業に対して、資金生成単位の帳簿価額を運転資本資産の金額だけ増加、また運

転資本負債の金額だけ減少させる場合には、予測に調整を加えないままでいることを容認しています。 

すでに負債として認識している債務に関連するキャッシュ・アウトフローは、通常、除外されます。これは、

関連する負債が資金生成単位から除外されているためです。このような負債には、借入金、年金債務、

引当金などがあります。これらを考慮しないと資金生成単位の回収可能価額を算定できない場合にのみ、

当該負債は資金生成単位に含まれます［IAS第36号第76項(b)］。なお、廃棄に係る負債は、関連する資産

から切り離すことができないため、含まれる場合が多いです。 

財務活動（利息の支払いなど）に関連するキャッシュ・フローはキャッシュ・フロー予測から除外する必要が

あります。これは、帳簿価額から負債が除外されており、かつ、キャッシュ・フローの割引により資本コストが

考慮されているためです。税務上の欠損金に関連するキャッシュ・フローは、減損テストを行う資金生成単

位の回収可能価額に影響しないため、キャッシュ・フローから除外しなければなりません。当期税金および

繰延税金は使用価値のキャッシュ・フローから除外します［IAS第36号第50項(b)］が、処分コスト控除後の公

正価値のキャッシュ・フローには含む必要があります。 

 

4 ターミナル・バリュー 

 

耐用年数を確定できる資産は、その耐用年数にわたって予想されるキャッシュ・フローを用いる必要があり

ます。耐用年数が確定できない資産や事業については、キャッシュ・フロー予測においてターミナル・バリュ

ーが必要となります。これは、特定の予測期間を超える期間のキャッシュ・フローに関して、投資者がいくら

支払う可能性があるかを表します。 

ターミナル・バリューは、出口倍率、またはキャッシュ・フローの最終年度の永続的な数式のいずれかにより

算定され、これらを無期限に予想します。出口倍率は、市場データに基づく必要があり、予想の最終年度に

おけるキャッシュ・フローに適用されます。どちらの手法を選択するにしても、使用するキャッシュ・フローが

持続可能であることが重要です。事業に周期性があるかどうか、また資本的支出と減価償却との間にミスマ

ッチがあるかどうかについて、慎重に検討する必要があります。 

予想期間が、正常な成長水準および利益水準を達成するのに十分であることを確認することが重要です。

期間が短すぎる場合は、全体的な評価がターミナル・バリューに依存することになり、バイアスやエラーが

拡大することになります。 

長期の成長率は、長期のインフレ予想と比べて合理的でなければなりません。長期の名目成長率が長期の

名目GDP成長率を上回る場合は、事業が最終的には経済そのものよりも大きく成長することを示しているため、

これが適切である可能性は低いといえます。 
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5 割引率 

 

多くの企業が、割引率を算定するのに資本資産価格モデル（CAPM）を使用しています。 

当該モデルへのインプットの多くは、現在の市場の状況により変化しています。多くの主要通貨（英国ポンド、

USドル、ユーロ）の債券利回りは、2013年12月31日時点よりも2014年12月31日時点のほうが低下していま

す。リスク・フリー・レート（国債利回り）の低下は、他のインプット（例えば、資本市場のリスク・プレミアム）の上

昇によって相殺される可能性があります。 

資産または資金生成単位に固有のリスクを反映したレートが、割引率に用いられます。異なる資金生成単

位には、異なる割引率が必要となる可能性があります。割引率は、将来キャッシュ・フローを予想する際にす

でに考慮したリスクについては調整してはなりません。ただし、ほとんどの場合、承認された予算に基づく割

引キャッシュ・フローの算定ではリスクの調整は行われないため、割引率を調整する必要があります。また、

経営者は、カントリー・リスク、通貨リスクおよびキャッシュ・フロー・リスクを考慮する必要があります。 

設例 4 

Aグループが有する事業には、水道事業とバイオ事業の子会社があります。 

水道事業の子会社は、バイオ事業の子会社よりも低いリスク特性を有しています。バイオ事業の子会社に

は設立時に借入により全体的な拠出を行い、水道事業の子会社には借入と株主資本により拠出を行いま

した。借入は、グループ全体の資産を担保としています。 

これらの子会社は別個の資金生成単位です。この場合、バイオ業界にはより大きなリスクがあるという見方

から、バイオ事業の子会社の減損テストに用いる割引率は、水道事業の子会社とは別個に算出する必要

があります。また、この割引率は、子会社の実際の資本構造に関わらず算定する必要があります。 

 

使用価値は、税引前の利率を用いて税引前キャッシュ・フローで算定されます。加重平均資本コスト

（WACC）は、通常、減損テストで割引率として使用され、税引後の利率となります。したがって、反復計算の

プロセスが必要となります。しかし実務上、減損テストに際しての余裕分が十分にあるとみなされる場合は、

企業が税引後の利率を用いて税引後キャッシュ・フローを算定する場合が多いです。現在の経済環境では、

このアプローチは適切でない可能性があり、税引前モデルを使用する必要があります。 

外貨キャッシュ・フローの場合、割引率はさらに複雑になります。将来キャッシュ・フローは、それが生成される

であろう通貨で見積り、さらに当該通貨についての適切な割引率を用いて割り引かれます。この割引率の

算定は、容易ではない場合があります。割引率はカントリー・リスクや通貨リスクに固有のものであるため、

残存現在価値の算定に用いた利率とは異なる可能性が高いです。 

外貨キャッシュ・フローの現在価値は、減損レビューの実施日における直物為替レートで換算する必要が

あります。将来の為替レートについて、現在のレートよりも信頼性のある見積りを行うことはできません。

IAS第36号は、減損レビューの実施日における先渡レートの使用を禁止しています。 
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