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要点 

国際財務報告基準（IFRS）第 13 号は、IFRS 第 7 号が最初に導入した公正価値ヒエラルキーの 3 つのレ

ベルの公正価値測定の評価に関するガイダンスを拡大しました。その結果、公正価値で測定される非金

融資産および非金融負債に対するレベル 1、レベル 2 またはレベル 3 への区分、および財務諸表の注

記における公正価値の開示が要求されることとなりました。 

実務上、公正価値測定が公正価値ヒエラルキーの中のどのレベルに該当するかについての判断に困難

が生じるであろうことがこれまでの経験から予想されています。本資料は、公正価値測定の適切な区分

の決定における以下に挙げた主要な検討事項に関するPwCの見解を記載しています。 

a) 観察可能なインプットおよび観察可能でないインプットの意味

b) レベル 1 のインプットとレベル 2 のインプットの間の主な差異

c) 観察可能ではない単独のインプットが公正価値測定全体をレベル 3 にするほどに重要である場合

IFRS 第 13 号に関する追加的なガイダンスについては、PwC のウェブサイト pwc.com/ifrs および

pwcinform.com.にアクセスして「A Global Guide to Fair Value Measurements」（英語のみ）および「PwC 

IFRS マニュアル」第 5 章をご参照ください。 

質問と回答 

1)  「公正価値ヒエラルキー」とは何か 

IFRS 第 13 号は、開示目的のため、公正価値測定を公正価値ヒエラルキーの 3 つのレベルに区分すること

を要求しています。公正価値ヒエラルキーにおける区分は、公正価値測定のために用いられる評価技法の

インプットに基づき行われます。基本的には、観察可能性と市場の活動によりインプットの区分は決定されま

す。IFRS 第 13 号は、評価技法は観察可能なインプットの使用を最大限にし、観察可能でないインプットの

使用を最小限にしたものでなければならないと述べています。 

資産または負債の公正価値を測定するために用いられる複数のインプットが公正価値ヒエラルキーの中の

異なるレベルに区分される場合、その公正価値測定の全体を、全体の測定にとって重大なインプットのうち

最も低いレベルのインプットと同じレベルの公正価値ヒエラルキーに区分します[IFRS 第 13 号第 73 項]。 
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インプットおよびその区分の例を以下に示します。 

ヒエラルキー 説明 例 

レベル 1 企業が測定日現在でアクセスで

きる同一の資産および負債に関

する活発な市場における無調整

の相場価格 

• 活発な市場で取引される金融商品（例えば、 

株式、上場オプション・先物契約） 

• 活発な市場で取引されるコモディティ（例えば、 

とうもろこし、大豆、原油、金および銀など） 

レベル 2 公正価値ヒエラルキーのレベル

1 に含まれないその他の観察可

能なインプット 

• 活発ではない市場において最近観察された価格

（例えば、活発でない市場における相場価格） 

• 活発な市場における類似の資産または負債の相

場価格（例えば、通常公表される間隔で観察可能

なイールド・カーブから算出されるインプット）。さら

なる情報については、PwCの IFRSマニュアル第 5

章第 102 項、設例 2 をご参照ください。 

• 観察可能な市場データから算出される 1 平方メー

トル当たりの無調整の建物の価格（例えば、所在

地が類似する比較可能な建物が関連する観察さ

れた取引から算出される価格）。「質問と回答」6で

は、投資不動産の公正価値を測定するためのマ

ーケット・アプローチの適用を解説しています。 

レベル 3 資産または負債についての 

観察可能でないインプット 

• 観察可能でない内部データを用いて算定される

信用スプレッド 

• 経営者のキャッシュ・フロー予測（例えば、将来の

収益レベルおよびその他の財務予測） 

• 観察可能な市場データから算出された類似の建

物の 1 平方メートル当たりの価格への調整（例え

ば、不動産の物理的な状態および所在地の差異

を反映する調整）。「質問と回答」6 では、投資不

動産の公正価値を測定するためのマーケット・ア

プローチの適用を解説しています。 
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2)  公正価値ヒエラルキーの 3 つのレベルへの区分はなぜ重要なのか 

IFRS 第 13 号が発効されて以来、世界中の規制当局者は、とりわけ公正価値ヒエラルキーにおけるレベル 2

とレベル 3 との間の区分についてなど、当基準が要求するいくつかの開示に注意を向けています。レベル 3

の公正価値測定にはレベル 2よりも多くの開示が要求されるため、レベル 2とレベル 3の間の区分に注意が

向けられることは当然のことといえます。 

異なる財務報告書間の公正価値測定の首尾一貫性および比較可能性の向上のためには、公正価値ヒエラ

ルキーの 3 つのレベルへの区分は重要です。 

長年にわたり、財務報告書は、レベル 3 の公正価値測定を用いて作成されてきました（典型的な例としては、

企業結合により取得した無形資産、相場価格のない資本性金融商品および投資不動産などがあります）。

公正価値ヒエラルキーの中の最も低いレベルへの区分は、公正価値測定の質の低さを意味するものではあ

りません。公正価値ヒエラルキーは、公正価値測定を行うために用いたインプットの性質に関する有用な情

報をユーザーに提供します。 

実務上生じる一般的な論点については、以下の Q&A において説明します。 

 

3)  観察可能なインプットおよび観察可能でないインプットとは何か 

公正価値ヒエラルキーのレベル 1 およびレベル 2 では、観察可能なインプットの使用を考慮します。一方、

観察可能でないインプットはすべてレベル 3 に該当します。したがって、まず問題となるのが、インプットが 

観察可能か、もしくは観察可能でないかを判断する方法です。 

観察可能なインプットとは、実際の事象または取引に関して公開されている情報です。そうしたインプットに

は市場データを用いて作成したインプットが含まれます。 

観察可能でないインプットとは、市場データが入手可能でないインプットです。それらは、資産または負債に

価格付けを行う際、市場参加者が使用するであろう仮定についての入手可能な最良の情報を用いて作成

されます。すなわち、観察可能でないインプットには、市場参加者が用いるであろう仮定に関する報告企業

自身の見解が反映されています。 

以下の表は、観察可能なインプットおよび観察可能でないインプットの主要な特徴の要約、および、どのよう

なものが該当するかの事例です。 

インプット 特徴 例 

観察可能な 

インプット 

実際の事象または取引に関する

公開されている情報 

• 証券取引所で取引される証券 

• 活発でない市場における同一または類似の資産

の価格（例えば、比較可能な土地や建物の販売

に関する市場データ） 

• 商品取引所で入手可能な先物契約の相場価格 

• 入手可能な不動産の賃料の市場データ 

• 通常公表される間隔で観察可能な金利および 

イールド・カーブ 
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インプット 特徴 例 

観察可能でな

いインプット 

観察可能な市場データで裏付け

られない経営者の仮定 

• 無形資産からのキャッシュ・フローの内部予測 

• 相手先の貸倒れの確率の算定に用いられる 

内部の過去のデータ 

• 類似の不動産の現在価格に対する調整 

（例えば、物理的な状態および所在地） 

• のれんの減損テストを計算する場合の成長可能

性および収益性の見積り 

• 利益マージン予想 

 

4)  レベル 1 およびレベル 2 のインプットは共に観察可能な情報を考慮するが、 
これら 2 つのインプットの違いは何か 

IFRS 第 13 号は、レベル 1 のインプットを同一の資産または負債に関する活発な市場における（無調整の）

相場価格、レベル 2 のインプットを、レベル 1 に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産または負債

について直接または間接に観察可能なものと定義しています。両インプットの定義は、異なる方法で観察可

能なインプットを考慮します。以下の表はそうした差異を要約したものです。 

 レベル 1 レベル 2 

特性 i) 価格は、測定される資産または負債と 

同一の資産または負債のものでなけれ

ばならない 

ii) 価格は無調整でなければならない 1 

iii) 価格は活発な市場の相場でなければ 

ならない 

iv) 企業は、測定日において市場に対する

アクセスを有していなければならない 

i) 価格は、もし相場価格であるならば、 

測定される資産または負債に類似する

資産または負債の価格であり得る。 

ii) 価格は調整が可能である 2. 

iii) 活発でない市場における相場価格で 

あることが可能である。 

iv) 価格は直接観察可能である必要はない

が、観察可能な市場データに裏付けら

れなければならない 

1 レベル 1 のインプットを調整する場合には、公正価値ヒエラルキーの下位のレベルに区分される公正価値測定

となる。 

2 この調整が公正価値測定全体にとって重要である場合、公正価値測定全体がレベル 3 に区分される（以下の

セクション（ii）インプットの調整および「質問と回答」5 を参照）。 
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i) 同一の資産または負債 対 類似の資産または負債 

レベル 1に区分するには、価格は測定される資産または負債と同一の資産または負債の価格でなければな

りません。1 つの例としては、資産が証券取引所で活発に取引されている株式である場合、その相場価格は、

同一の資産のものであることから、当該資産はレベル 1 に区分されます。 

同一の資産または負債についての価格が入手可能ではない場合に、企業は、測定される資産または負債

に類似する資産または負債の相場価格を用いることが可能です。その結果、このインプットは、公正価値

ヒエラルキーのレベル 2 に区分されます。 

こうした状況において、比較される資産または負債を、公正価値測定の適切な出発点とするためには、類似

性が十分でなければなりません。ベンチマークとして用いる項目と比較する際には、測定される資産または

負債の特性を理解することが重要です。項目間の差異が公正価値に影響を与える可能性があるため、そう

した差異を反映するために調整が必要となる場合があります。ただし、レベル 2のインプットが観察可能でな

く、かつ公正価値測定の全体にとって重要な調整を必要とする場合、この測定は、公正価値ヒエラルキーの

レベル 3 に区分されます。 

観察可能なインプットへの調整は、以下のセクション（ii）で取扱います。レベル 3 の公正価値測定は、「質問

と回答」5 において説明します。 

同一の金融資産の例 

ある企業が、ニューヨーク証券取引所（NYSE）においてブラジルの銀行、イタウの米国預託証券（ADR）を購

入しました。イタウのADRは NYSE においては「ITUB」というコードによって認識されています（NYSE で取引

される各 ADR は独自のコードで認識されている）。決算日に、この企業は、NYSE が公表する入手可能な価

格を取得し、コード「ITUB」の価格は特定の金融資産の公正価値を表しています。こうした価格はレベル 1

のインプットの定義を満たします。 

類似した非金融資産の例 

企業は、ロンドンの中心地に位置する不動産を所有しており、この不動産を公正価値で測定しています。報

告日に、企業は、比較可能な不動産の観察された取引から算出された 1 平方メートル当たりの価格に関す

る情報を取得します。比較可能な不動産は類似した資産ですが、同一の資産ではありません。したがって 

1 平方メートル当たりの価格はレベル 2 のインプットに区分されます。物理的な状態および所在地の差異を

反映するために、さらなる調整が必要となる可能性が高くなります。その結果、当該価格は、通常、全体の

測定がレベル 3 に区分されることになります。観察可能なインプットの調整に関するさらなる情報については

以下のセクション（ii）をご参照ください。 

また、投資不動産の公正価値測定の公正価値ヒエラルキーにおける区分に関する詳しい情報については、

「質問と回答」5 および 6 をご参照ください。 
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ii) インプットの調整 

レベル1のインプットを調整する場合には、公正価値ヒエラルキーの下位のレベルに区分される公正価値測

定となります[IFRS 第 13 号第 79 項]。 

レベル 1 に区分するためには、価格は無調整でなければなりません。例えば、活発な市場で取引される 

金融商品は、公表されている価格に対していかなる調整も加えられない場合にレベル 1 に区分されます。 

しかしながら、上記のセクション（i）で論じられたように、レベル 2 のインプッットは、測定される項目に類似の

（ただし同一ではない）項目の価格を考慮します。したがって、企業は、比較される項目間の差異を反映す

るために、類似した資産または負債の価格に対してどのような調整が必要であるかを検討しなければなりま

せん。レベル 2 のインプットへの調整は、各資産または負債に固有の要因によって異なる可能性があります。

そうした要因には以下のようなものがあります。 

a) 資産の状態または所在地（例えば、不動産の所在地および物理的な状態の差異を反映するための 

1 平方メートル当たりの価格に対する調整） 

b) 当該インプットが観察可能である市場の活動の水準（活発でない市場で取引される価格への調整に

ついてはセクション（iii）を参照） 

レベル 2 のインプットが、観察可能ではなく、かつ、公正価値測定の全体にとって重大な調整を必要とする

場合には、当該公正価値測定全体は、公正価値ヒエラルキーのレベル 3 に区分されることに留意が必要で

す。「質問と回答」5 は、観察可能でないインプットが公正価値測定全体をレベル 3 に区分するほどに重要

であるような状況について解説しています。 

観察可能なインプットの調整の例: 非金融資産 

企業は、投資不動産に分類され公正価値で測定されるオフィスビルを所有しています。近接するいくつか

の類似した不動産が当期中に取引されており、これらを企業の所有するビルの公正価値を決定するための

合理的な出発点とします。経営者は物理的特性（例えば、所在地、物理的な状態および規模）の差異を反

映するために、1 平方メートル当たりの平均価格への調整が必要であると判断しました。そうした調整が重要

であるかどうかの判断が、公正価値全体をレベル 2に区分すべきか、もしくはレベル 3に区分すべきかという

結論を左右します（観察可能でないインプットが公正価値測定全体をレベル 3 に区分するほどに重要であ

るかどうかの評価方法については「質問と回答」5 をご参照ください）。 

観察可能なインプットの調整の例： 金融商品 

企業は通貨金利スワップ（CCIRS）の公正価値測定のために割引キャッシュ・フロー分析を使用します。 

経営者は、レベル 2 のインプットの定義を満たす通常公表される間隔で観察されるイールド・カーブに基づ

き適切な割引率を算定します（以下のセクション(iv)を参照）。報告日において CCIRS は、負債ポジションに

あります（CCIRS に関連する重要な信用補完はないと仮定）。 

経営者は金融商品の公正価値を測定する場合、信用リスクを考慮に入れなければなりません。これには負

債ポジションにあるデリバティブも含まれます[IFRS 第 13 号第 42 項]。しかし、自社の信用リスクについての

公開情報（例えば、クレジット・デフォルト・スワップ、社債スプレッド、外部格付けおよびその他の比較可能

な商品）が入手可能ではないことから、経営者は、自社の信用スプレッドを算定するために、レベル 3 のイン

プットの定義を満たす内部の仮定を使用します。 

割引率の算定には、2 つの変数（通常公表される間隔で観察されるイールド・カーブ（レベル 2）および自社

の信用リスク（レベル 3））が用いられました。自社の信用スプレッドが重要なインプットであるかどうかについ

ての判断は、公正価値測定全体がレベル 2 に区分されるべきか、もしくはレベル 3 に区分されるべきかの結

論を左右します。観察可能でないインプットが公正価値測定全体をレベル 3 に区分するほどに重要である

かどうかの評価の方法については「質問と回答」5 をご参照ください。 
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iii） 活発な市場 対 活発でない市場 

ある価格を公正価値ヒエラルキーのレベル 1 に区分するにはその価格は活発な市場における相場価格で

なければなりません。活発な市場とは、資産または負債の取引が継続的に価格付けの情報を提供するのに

十分な頻度と量で行われている市場であると定義されています[IFRS 第 13 号付録 A]。 

価格が活発でない市場における相場価格である場合、秩序のない取引（例えば、強制清算または投売り）

を含む可能性があるため、この相場価格は公正価値を示すものではない可能性があります。活発でない市

場の共通する特徴として、最近の取引量の少なさや、価格相場が現在の情報に基づくものではないことな

どがあげられます。このような場合、市場参加者が報告日時点で秩序ある取引において資産または負債の

価格付けに用いるであろう仮定を反映するための価格への調整が必要となります。 

活発でない市場における相場価格の例 

企業は、ある公開会社の資本持分の 1％を保有しています。この資本持分は売却可能有価証券に分類さ

れています。報告期間中、この資本性金融商品の株式市場における取引は、比較的少なく（例えば、広く

分散した取引が年度中に数件のみ）、また、ビッド・アスク・スプレッドの幅が大きく、価格相場がマーケット

メーカーごとに著しく異なっています。直近の取引があったのは決算日の 2 カ月前でした。経営者は、この

2 カ月の時間の経過による影響は重要ではないと判断し、決算日における非支配資本持分の公正価値の

最良の見積りとしてこの公表されている相場価格を使用します。 

この情報は、活発でない市場における相場価格に関連しているため、当該価格は、レベル 1 のインプットの

定義を満たしません。 
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iv) 測定日における市場に対するアクセスおよび観察可能性 

IFRS 第 13 号の下で、経営者は主要な市場、またはそれがない場合、最も有利な市場で行われるであろう

取引に基づき公正価値を決定します。主要な市場とは、資産または負債に係る活動の量または水準が最

大である市場です。 

企業は測定を公正価値ヒエラルキーの中でレベル 1 に区分するためには、測定日において市場に対する

アクセスを有していなければなりません。企業は、a）取引所において相場価格で取引を行う能力を有してい

る場合、または b）当該価格でこの企業と取引を行う用意があるディーラーが存在する場合に市場へのアク

セスを有しています。 

レベル 2 のインプットの定義には、直接的に観察可能ではないが、市場データの裏付けのあるインプットが

含まれます。そうした市場の裏付けのあるインプットは、相関や補間といった数学的または統計学的な技法

により算定することが可能です。IFRS 第 13 号は、そうした技法の適用について、特定のガイダンスは提供し

ていません。 

測定日における市場に対するアクセスの例 

コモディティ・トレーダーは、コモディティ X を保有しており、卸売市場へのアクセスを有しています。小売市場

および卸売市場は当該コモディティに関して同程度の活動の量と水準を有しています。しかし、小売市場で

の販売価格は、通常、卸売価格より高くなります。コモディティ・トレーダーは、小売市場へアクセスできない

ため、コモディティ X の公正価値としてより高額である小売価格を使用することができません。 

観察可能な市場データによって裏付けられるインプットの例 

企業は、2 年物の金利スワップ（IRS）を契約しました。この IRS は、LIBOR+1％を支払い、5％を受け取ります。

報告日において、IRS の公正価値は正の値で、相手先の信用リスクは重要ではないとみなされます（相当量

の担保金があり、かつ、相手先の信用度は優良と仮定）。IRS は、取引所では取引されておらず、他に入手

可能な取引価格はありません。したがって経営者は公正価値測定に割引キャッシュ・フロー分析を使用します。

IRS の契約キャッシュ・フローは、通常公表される間隔で観察されるイールド・カーブが提供する割引率で割

り引かれます。 

このイールド・カーブは、活発な市場で取引されている先物契約のような LIBOR に連動する金融商品のイ

ールドに基づき作成されています。先物契約は、統一された満期日を持っています（例えば、各月の最初

の営業日）。先物契約は特定の満期日に限定されるため、他のすべての満期日の市場レートを取得するた

めには補間手法を適用する必要があります。例えば、20X1 年 10 月 1 日および 20X1 年 11 月 1 日に満期

となる 2 件の先物契約の場合は、20X1 年 10 月 1 日および 20X1 年 11 月 1 日までの期間中の全ての日付

の市場レートを算定するために補間手法を用いる必要があります。 

イールド・カーブの間隔が観察可能な市場データによって裏付け可能である場合に（この場合は、活発な市場

に相場をもつ先物契約が市場の裏付けとなる）、そうしたインプットはレベル 2のインプットの定義を満たします。 
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5)  観察可能でないインプットは、どのような場合に公正価値測定全体をレベル 3 に 
区分するほどに重要となるか 

観察可能でないインプットの重要性の評価方法に関して IFRS第 13 号には特定のガイダンスはありません。

明確な線引きがないことから、企業は、重要性を決定するために内部的な手法を開発することが許されており、

これは一貫して適用する必要があります。 

この評価には定性的または定量的アプローチのいずれか、もしくは両者を組み合わせて適用することがで

きます。定性的なアプローチの開発には測定される資産または負債に関する固有の事実についての判断

および検討が求められます。例えば、予測キャッシュ・フローは、通常、インカム・アプローチの測定におい

て主要なインプットです。したがって、それらのキャッシュ・フローが観察可能ではなく市場データによって裏

付けられない場合、公正価値測定全体はレベル 3 に区分されます。 

公正価値測定にとってどのインプットが重要かの判断は事実および状況に左右されます。以下の表では、

公正価値測定において重要であるとみなされる可能性のあるインプットの一部を示しています。 

インプット 説明 公正価値ヒエラルキー 

i) 将来の賃料に係る

キャッシュ・フロー 

 

 

 

ii) 割引率 

 

 

iii) 成長可能性 

 

iv) 信用スプレッド 

i) 不動産の実際の所在地、種類、品

質をベースに、既存のリース条件、

その他の契約または外部の証拠

（例えば、類似の不動産の現在の

市場の賃料など）を裏付けとする 

ii) キャッシュ・フローの金額および 

時期に関する不確実性の現在の

市場の評価を反映する 

iii) 企業が属する業種の将来の業績

についての市場の予想を考慮する 

iv) 金融商品に関連する信用補完を

考慮する 

i) 通常、レベル 3 

 

 

 

 

ii) レベル 2 またはレベル 3 

 

 

iii) レベル 2 またはレベル 3 

 

iv) レベル 2 またはレベル 3 
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i) 将来の賃料に係るキャッシュ・フロー 

投資不動産の公正価値は、既存のリース契約の条件を裏付けに、将来の賃料収入および支出の信頼性の

ある見積りに基づく割引キャッシュ・フロー予測を用いて測定されます。実務上可能な場合、性質、状態、所

在地が類似する不動産の現在の市場の賃料など、外部の証拠も使用されなければなりません。評価技法

にとってもっとも重要なインプットは、観察可能でないインプットである賃料収入および支出の予測であること

から、投資不動産の公正価値測定にインカム・アプローチを使用する場合は、レベル 3 の測定となる可能性

が高くなります。 

ii) 割引率 

キャッシュ・フローの金額および時期に関する不確実性についての現在の市場参加者の評価を反映する割

引率は、予測将来キャッシュ・フローの割引に使用されなければなりません。割引率の算定に用いられるイ

ンプットが重要であるかどうかは、固有の事実および状況に左右されます。 

例えば、デリバティブ（例えば、スワップおよび先渡取引）の公正価値測定に割引キャッシュ・フロー分析を

適用する場合は、将来キャッシュ・フローは通常、契約条件に基づき見積もられます。そして、一般的には

割引率の計算には、通常公開されている間隔で観察されるイールド・カーブ（一般的なレベル 2のインプット例）

を含みます。 

別の状況においては、適切な割引率の決定は、より複雑となる可能性があります。例えば、割引キャッシュ・

フロー分析は、相場価格のない資本性金融商品の公正価値の測定に適用が可能です。これには投資先の

将来期待キャッシュ・フローを見積り、当該投資の貨幣の時間価値および関連するリスクを考慮したリターン

率でそれらを現在価値に割り引く必要があります。将来キャッシュ・フローが契約ベースで見積もられた前述

のデリバティブの例とは異なり、資本性金融商品の将来キャッシュ・フローは、生じ得る将来キャッシュ・フロ

ーとそれらの個々の確率に基づき見積られます。そうしたインプットは、評価技法にとってもっとも重要なイン

プットの 1 つであり、このインプットは単独で公正価値ヒエラルキーの中のレベル 3 への区分をもたらします。

割引率に関しては、一般的には加重平均資本コスト（WACC）が相場価格のない資本性金融商品の評価に

おいて適切な出発点です。特定の状況下ではキャッシュ・フローが市場参加者の仮定を表さないのであれ

ば WACC を調整する必要があるかもしれません（例えば、キャッシュ・フローの調整に必要な情報が入手可

能ではない場合など）。こうした場合、特定のビジネスに関連した相対的リスクを反映するために WACC に

プレミアムおよびディスカウントの調整が必要となる可能性があります。これらのインプットは、評価技法の

主要なインプットであることから、公正価値ヒエラルキーの中のレベル 3 に区分されることになります。 

関連性のあるリスク（例えば、予測リスク、株価リターンの見積リスクおよび自社の信用リスク）の全てを適切

に反映した割引率の決定には判断を要し、しばしば観察可能でないインプットを用いる必要があります。

割引率の決定のために観察可能でないインプットを使用することにより、公正価値測定がレベル 3 に区分さ

れる可能性が高くなります。 
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iii) 成長可能性 

ある企業は非上場企業の非支配持分の公正価値の見積りにインカム・アプローチを採用しています。経営

者は 2％から 4％の長期的に持続可能な成長率に基づき終価（訳注：継続価値）を見積もります。成長率は

キャッシュ・フロー予測を推定するために使用されます。経営者の仮定は、観察可能な市場データに基づく

予想される適切な業界平均成長率によって裏付けられます。 

成長率は、観察可能な市場データによって裏付けられるため、レベル 2 のインプットの定義を満たします。

他にレベル 2 のインプットの例としてはインフレ率があり、これは、いくつかの業種の成長可能性を算定する

際に出発点として用いられます。しかし、期待将来キャッシュ・フローが評価技法にとってもっとも重要なイン

プットの 1 つであるため、相場価格のない資本性金融商品の公正価値を測定するために割引キャッシュ・フ

ロー分析を適用する場合には、公正価値測定全体がしばしば公正価値ヒエラルキーのレベル 3に区分され

ることとなります。 

iv) 信用スプレッド 

IFRS 第 13 号は、償却原価で測定される金融商品の公正価値および公正価値ヒエラルキーの中の対応す

るレベルの開示を要求しています（「質問と回答」7 を参照）。 

ある企業は償却原価で測定される固定の長期借入を行いました。この企業は上場企業ではなく、自社の信

用リスクに関する公開情報（例えば、クレジット・デフォルト・スワップ、社債スプレッド、外部格付けおよびそ

の他の比較可能な商品）は、入手可能ではありません。借入は無担保で、信用補完は重要性がないとみな

されます。 

報告日において、経営者は、当該借入金の公正価値を測定するために割引キャッシュ・フロー分析を適用

します。割引率の算定には以下の 2 つの主要なインプットが含まれました。 

a) 通常公開されている間隔で観察可能なイールド・カーブに基づく貨幣の時間価値（レベル 2 のイン 

プット） 

b) 自社の信用リスクに関する経営者の仮定に裏付けられる信用リスク（市場の証拠によって裏付けること

のできないインプットであるため、レベル 3 のインプット） 

この例では、信用スプレッドは、経営者の内部の仮定に基づくため、観察可能でないインプットです。信用リ

スクは公正価値測定に重要な影響を持つ可能性が高く、したがって、経営者は公正価値全体がレベル 3に

区分されるべきであると判断します。 

この例では、借入金の公正価値を決定する際の信用リスクの検討を取り上げています。しかし IFRS 第 13 号

は不履行リスクが、金融商品（デリバティブを含む）の公正価値に取り込まれることを要求しています。信用

補完（デフォルトの際に有効となるマスターネッティング契約、担保契約、解約規定など）の欠如は信用リス

クを増加させ、デリバティブの公正価値に著しい影響を与えます。 

信用スプレッドを決定するために企業が適用可能な手法はいくつかありますが、この設例ではそれらのうち

の 1 つのみを説明しています。企業は、信用リスクの測定に、信用格付、市場における信用スプレッド、クレ

ジット・デフォルト・スワップレート、特定の企業または類似した企業に関するその他の公開情報および過去

の債務不履行率を含めることを検討する可能性があります（より詳細な情報については、PwC によるガイド

「A Global Guide to Fair Value Measurements」（英語のみ）をご参照ください）。これらのインプットのいくつかは、

レベル 2 のインプットの定義を満たす可能性があります。 

  

http://www.pwc.com/en_US/us/cfodirect/assets/pdf/accounting-guides/pwc_fair_value_2013.pdf
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6)  レベル 3 の公正価値測定の例にはどのようなものがあるか 

i) 投資不動産 

投資不動産の公正価値は、マーケット・アプローチまたはインカム・アプローチを使用して測定することが可

能です。以下の設例は、マーケット・アプローチを使用した例です。 

企業は 20X1 年 12 月 31 日時点（報告日および測定日）の投資不動産の公正価値を測定しています。この

投資不動産はダブリンにあるオフィスビルです。比較可能な設備および内装を持つ近接する不動産が、

報告期間中に取引されており、その価格は当該オフィスビルの公正価値測定の合理的な出発点となりえます。 

当該不動産は比較的新しいオフィスビルで、受付およびエレベーターを含む共有部分は最近、改装されま

した。さらに、当該オフィスビルは、このエリアにおいてもっとも高層であるビルの一つで、その他の類似した

オフィスビルと比較すると、かなり大きな駐車場を所有しています。したがって、経営者は、以下に示すように、

1 平方メートル当たりの平均価格は物理的特徴の特定の差異を反映するために調整されなければならない

と結論づけました。 

  1 平方メートル当たりの

通貨単位（CU） 

近接する比較可能な不動産の 1 平方メートル 

当たりの平均価格 

 

15.0 

内装・付属品の品質 (a)  XX 

不動産の規模および駐車場 (a)  YY 

評価において使用される調整後の CU  ZZ 

(a)上記の評価プロセスは、企業が投資不動産の公正価値を測定するために適用できる唯一の手法ではありません。 

必要な調整は個別の事実および状況に左右されます。 

さらに、上記のアプローチの適用前に、経営者は、1 平方メートル当たりの平均価格が有効なベンチマーク

となりうるかどうかを確かめるために、各取引の状況を評価しました。例えば、経営者は、不動産間のさらな

る差異を生じさせるであろう、リース契約の条件、またはその他のテナントとの商業的な関係が価格に影響

を与えないことを確認しました。 

その分析をもとに、経営者は、通貨単位（CU）ZZ の 1 平方メートル当たりの価格が測定日におけるオフィス

ビルの公正価値をもっともよく表していると結論づけました。 

1平方メートル当たりCU15.0という平均価格は市場データによって裏付けられるため、レベル 2のインプット

の定義を満たします。しかし、経営者は、不動産の物理的な特徴の差異を反映するために価格を調整する

必要がありました。内装・付属品の品質、規模および駐車場についての調整は、観察可能でないインプット

であり、かつ、不動産の市場価格に著しい影響を与える可能性があります。したがって、経営者は、公正価

値測定全体が公正価値ヒエラルキーのレベル 3 に区分されなければならないと結論づけました。 
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ii) 相場価格のない資本性金融商品 

（この事例は IFRS 財団が公表する「公正価値測定に関する教育マテリアル」から採用されています。） 

企業はある非上場会社に対する 5％の非支配資本持分を有しています。経営者はその非上場会社の自己

資本の公正価値について、下表の通り、企業価値 CU1,123.4 百万から負債の公正価値（この例では、

CU240.0 百万と仮定）を控除することにより測定します。この非上場会社の企業価値は、フリーキャッシュ・フ

ローを仮定した 8.9％の WACC で割り引いて計算されました。 

 年 

 0 1 2 3 4 5 

フリーキャッシュ・フロー (a)  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

終価 (b)      1,123.4 

       

割引キャッシュ・フロー分析       

割引係数  (c)  0.918 0.843 0.774 0.711 0.653 

       

フリーキャッシュ・フローの現在価値 

(PVFCF)+終価の現在価値（PVTV）  91.8 84.3 77.4 71.1 798.8 

       

企業価値 = ∑PVFCF+PVTV 1,123.4      

(-) 負債の公正価値 (240.0)      

       

(=) 自己資本の公正価値 883.4      

自己資本の 5％分の公正価値 44.2      

 

 (a) フリーキャッシュ・フローは、金利費用および負債の増減を考慮前のキャッシュ・フローを表しています。税金は金利費

用についての損金算入を考慮せずに計算しています。 

 (b) 終価は毎年CU100.0百万のキャッシュ・フローがゼロの定率成長をすると仮定して計算しています（すなわち、物価上

昇が将来キャッシュ・フローに与える影響は市場の縮小により相殺されると仮定しています）。 

 (c) 割引係数は次の算式を用いて計算しています。1/(1 + WACC) ^年数 

しかし、経営者は、上記で得た自己資本の公正価値（CU44.2 百万）について以下を考慮するためにさらに

調整しなければならないと考えています。 

 非支配持分ディスカウント（経営者が支配に関連する便益があると判断したため）。この設例の目的上、

非支配持分ディスカウントを CU8.0 百万と仮定しました。 

 非流動性ディスカウント（当該非上場会社に対する企業の持分に相場価格がないため）。この設例の

目的上、非流動性ディスカウントを CU4.1 百万と仮定しました。 
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この結果、経営者は下記のとおり、CU32.1 百万が測定日現在の当該非上場会社に対する 5％の非支配資

本持分の公正価値をもっともよく表す価格であると結論づけました。 

  CU（百万） 

自己資本の公正価値×5％ 

（CU 883.4×5％） 

 
44.2 

非支配持分ディスカウント  (8.0) 

非流動性ディスカウント  (4.1) 

5％の非支配資本持分の公正価値  32.1 

 

この例には、i）見積りフリーキャッシュ・フロー、ii）割引率、iii）非支配持分ディスカウント、および iv）非流動

性ディスカウントといった重要な観察可能でないインプットがあります。したがって、公正価値測定はレベル 3

に区分されます。 

 

7)  IFRS 第 13 号による開示には例えばどのようなものがあるか 

IFRS第 13号は、公正価値測定に関する広範な開示を要求しています。IFRS第 13号の測定の要求事項は、

以下の項目に対して適用されますが、開示の要求事項は適用されません。 

 IAS 第 19 号に基づき公正価値で測定される確定給付制度資産 

 IAS 第 26 号に基づき公正価値で測定される退職給付制度投資 

 IAS 第 36 号に基づき売却コスト控除後の公正価値を用いて減損テストを実施した資産 

主要な開示要求の例には、以下のものが含まれます。 

 報告期間の期末日時点の公正価値 

 ヒエラルキーのレベル 

 評価技法の説明 

 期首残高から期末残高への調整表 

 重要な観察可能でないインプットに関する定量的情報 

 観察可能でないインプットの変動に対する感応度 

 再測定による未実現損益 

企業は、財政状態計算書上は公正価値で測定されないが、公正価値が開示される資産および負債の各ク

ラスについても公正価値ヒエラルキー、評価技法、およびインプットを開示しなければなりません。 

要求される開示の包括的なリストについては、最新の「IFRS 開示チェックリスト 」を、要求される開示の例に

ついては、最新の「国際財務報告基準（IFRS）に基づく連結財務諸表のひな型 」をご参照ください。 
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