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１．はじめに  

本連載は，主に国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）の月次

合同会議等での討議内容に基づき，IFRS をめぐる最新の動向を伝えることを目的としてい

ます。 

今回は，IFRS第３号「企業結合」の適用後レビュー（Post-implementation review）の結

果を受けて審議が続けられている「のれん及び減損」プロジェクトについて，直近の IASB

の審議状況を取り上げます。 

IASBは，2015年６月に IFRS 第３号の適用後レビューの実施結果に関するフィードバッ

ク・ステートメントを公表した後，特に重要とされた論点について，「のれん及び減損」

と「事業の定義の明確化」という２つのリサーチ・プロジェクトを設定し，議論を開始し

ています。 

本稿では，このうち特に「のれん及び減損」プロジェクトを対象に，2018年１月までの審

議状況について解説します。 

なお，文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りしておきま

す。 

２．「のれん及び減損」プロジェクトの概要とこれまでの審議状況  

（１）プロジェクトの概要  

上述のとおり，「のれん及び減損」リサーチ・プロジェクトでは主に以下の３つの論点が

取り扱われています。 

・ 減損に関わる要求事項の改善 



・ のれんの事後の会計処理 

・ 企業結合における無形資産の認識及び測定 

＜減損に関わる要求事項の改善＞ 

この論点は，次の２つの目的への対応として取り上げられています。 

目的ａ）投資家への情報を減らすことなく減損テストを簡素化する（減損テストの簡素

化）。 

目的ｂ）減損の認識が過少かつ遅すぎるという投資家の懸念に対応する（減損テストの有

効性の改善とのれん及び減損に係る開示の改善）。 

それぞれの具体的な検討内容については，後述２．（２）の図表１を参照ください。 

＜のれんの事後の会計処理＞ 

情報の質を低下させることなく会計上のコストを減らすことが可能か，またどのように減

らすことが考えられるか，について，次に示す両方の立場から議論が行われています。 

・ のれんの償却を行わず減損のみを実施する現行のアプローチを支持する立場 

・ 償却及び減損アプローチの再導入を支持する立場 

＜企業結合における無形資産の認識及び測定＞ 

無形資産の中には顧客関係その他契約に基づかず識別や測定が困難なものがあるため，コ

ストと便益の観点から，企業結合で取得した識別可能な無形資産の一部をのれんに含める

ことの可能性や方法を検討の対象としています。ただし，この論点については，これまで

の IASB 会議においてほとんど時間が割かれておらず，今後，議論される予定です。 

（２）2018年１月までの審議状況  

本誌連載においては，これまでも３回にわたり「のれん及び減損」プロジェクトの審議状

況を取り上げてきましたが，前回（第 89回・本誌 No.3273 参照）は，2016 年６月の

FASBとの合同教育セッションまでの審議状況を解説しました。  



その後，IASBにおける当プロジェクトの検討は一時中断していましたが，2017 年３月よ

り協議を再開し，IASBスタッフによるアジェンダ・ペーパーに示された考えられるアプロ

ーチをもとに，断続的な審議が行われています。いくつかの論点については，2017年 12

月および 2018年１月の審議において暫定決定に至っています。 

2018年１月までの IASBの審議状況を論点ごとに取りまとめたものが図表１です。 

（図表１）「減損に関わる要求事項の改善」についての審議状況  

論点  
検討内容  

（考えられるアプローチ）  
審議状況  

暫定

決定  

年月  

減損テストの簡

素化 

のれんの強制的な年次減損テスト

の免除 

今後検討しないこ

とを暫定的に決定 

2017

年 12

月 

使用価値の算定における税引前割

引率等の使用に関する要求事項の

削除 

削除を検討するこ

とを暫定的に決定  

･･･後記３.（１）

参照  

2018

年 1

月 

使用価値の算定における将来キャ

ッシュ・フローの見積りに関する

制限の削除 

削除を検討するこ

とを暫定的に決定  

･･･後記３.（２）

参照  

2018

年 1

月 

のれんの減損テストを企業や連結

グループのレベル又は報告セグメ

ントのレベルで行うことの容認 

今後検討しないこ

とを暫定的に決定 

2017

年 12

月 

減損テストの有

効性の改善 

回収可能価額の算定に際し，使用

価値と処分コスト控除後の公正価

値のいずれかを唯一の基礎とする

単一モデルへの変更 

今後検討しないこ

とを暫定的に決定 

2017

年 12

月 



更新ヘッドルーム・アプローチの

導入 

導入を検討するこ

とを暫定的に決定  

･･･後記３.（３）

参照  

2017

年 12

月 

のれん及び減損

に係る開示の改

善，新たな開示

要求 

企業結合時のプレミアム支払いの

理由等の開示 

導入を検討するこ

とを暫定的に決定  

･･･後記３.（５）

参照  

2017

年 12

月 

過去の企業結合ごとののれんの内

訳等の開示 

導入を検討するこ

とを暫定的に決定  

･･･後記３.（６）

参照  

2017

年 12

月 

企業結合時の投資の予想回収期間

の開示 

今後検討しないこ

とを暫定的に決定 

2017

年 12

月 

のれん等を含む CGUのヘッドルー

ムの開示 

導入を検討するこ

とを暫定的に決定  

･･･後記３.（７）

参照  

2017

年 12

月 

報告セグメントごとの資産合計と

負債合計の測定値の開示 

本プロジェクトの

範囲外であること

を暫定的に決定 

2017

年 12

月 

IFRS第３号の開示要求の見直し  

（たとえば，開示目的を明確に示

すことの検討など）  

本プロジェクトの

範囲外であること

を暫定的に決定 

2017

年 12

月 

のれんの事後の

会計処理 
のれんの償却の再導入 

今後検討しないこ

とを暫定的に決定  

･･･後記３.（４）

参照  

2017

年 12

月 



３．IASB会議における暫定決定事項  

上表で示したとおり，IASB会議において，いくつかの論点について，基準の改訂や要求事

項の導入を今後検討していくことが暫定決定されています。 

以下では，それらの今後の検討を暫定決定した事項につき，その内容を見ていくこととし

ます。なお，のれんの償却の再導入に関しては，今後検討しない方向で暫定決定されまし

たが，日本基準との重要な差異に関わる論点であることから，この経緯についても（４）

で説明を加えております。 

（１）使用価値の算定における税引前割引率等の使用に関する要求事項の削除  

現行の IAS第 36 号は，使用価値の算定において，税引前の割引率を用いること，および

法人所得税の受取や支払を将来キャッシュ・フローの見積りから除外すること，つまり税

引前のキャッシュ・フローを見積ることを要求しています（IAS第 36号第 55項，50項及

び 51項）。またキャッシュ・フロー予測に適用した税引前割引率の開示が求められてい

ます（IAS第 36 号第 134項（d）（v））。 

しかし，一般的に税引前の割引率を入手することは困難であり，実務においても，企業が

税引後の割引率と税引後キャッシュ・フローを使用し，開示要求を満たすために税引前の

割引率を別途算定する等の対応が広く行われています。また税引前割引率の開示が要求さ

れているのも，財務諸表利用者が（税引後ではなく）税引前の割引率を特に重視している

というよりも，使用価値の算定にあたり税引前のインプットが使用されることへの対応に

過ぎないと考えられます。 

2018年１月の IASB会議では，これらを考慮して，減損テストの簡素化を図るため，使用

価値の算定に税引前のインプットを使用するという要求事項の削除を検討することについ

て暫定決定されました。なお，この決定には，次の要求事項を追加することが含まれてい

ます。 

・ キャッシュ・フロー及び割引率に関して，互いに整合した仮定を使用する。 

・ 使用価値の算定にあたり実際に用いた割引率を開示する。 

（２）使用価値の算定における将来キャッシュ・フローの見積りに関する制限の削除  

IAS 第 36号では，使用価値の計算のための将来キャッシュ・フローは，資産の現在の状態

で見積もられるべきであり，企業がまだコミットしていない将来のリストラクチャリング



や資産の性能の拡張から生じると見込まれる将来キャッシュ・インフロー又はアウトフロ

ーの見積りを反映してはならないとされています（IAS第 36号第 44項，45項）。 

この点につき，IASB は，将来キャッシュ・フローに対する上記制限は，財務諸表利用者に

とって有用ではない情報を提供するだけでなく，作成者に過大なコストを課すものと考え

ました。つまり，現行基準における上記制限に対応するためには，将来キャッシュ・フロ

ーを２つの構成要素に分割（たとえば，予測される資本的支出を，維持管理のための支出

と拡張のための設備投資に分離）する必要があるところ，その分割はおそらく恣意的にな

され，結果的に，提供される情報の有用性が損なわれる可能性があるということについて

検討されました。 

その結果，2018 年１月の IASB会議において，将来のリストラクチャリング又は拡張から

生じるキャッシュ・フローに係る制限の削除を検討することが暫定決定されました。 

（３）更新ヘッドルーム・アプローチの導入  

2017年 12月の IASB 会議において，減損テストの有効性を改 善する目的で，更新ヘッド

ルーム・アプローチ（updated headroom approach）の導入を検討していくことが暫定的

に決定されました。 

このアプローチは，CGU又は CGU グループ（以下，「CGU等」という）の未認識のヘッド

ルーム（回収可能価額が帳簿価額を超過する金額）をのれんの減損テストにおいて追加的

なインプットとして使用するものです。この未認識のヘッドルームは，主として，財務諸

表で認識されない以下のもので構成されます（図表２）。 

・ CGU等の自己創設のれん 

・ 未認識の資産（認識要件を満たさない自己創設無形資産等） 

（図表２）未認識のヘッドルーム  



 

従来の減損テストの基準にはなかった新しい考え方なので，検討の背景も含めて少し詳し

く説明します。 

① 検討の背景と各ヘッドルームの関係 

現行の減損テストについて，購入のれんの減損が適時に適切な額で認識されていない，と

いう批判が寄せられています。この理由の一つとして，次のような未認識のヘッドルーム

が減損認識の緩衝効果（buffering effect）となっているという懸念が挙げられます。 

A）既存の CGU等に購入のれんが配分される場合における，当該 CGU等に企業結合前から

存在する未認識のヘッドルーム（これを「取得前ヘッドルーム（PH:pre-acquisition 

headroom）」と呼んでいます） 

B）購入のれんが配分された CGU等において，企業結合後に生じた未認識のヘッドルーム 

IASBアジェンダ・ペーパーでは，このような未認識のヘッドルームと購入のれんの合計を

「トータル・ヘッドルーム」と呼んでいます。 

各ヘッドルームのイメージを把握できるよう，図表３において，帳簿価額，回収可能価額

と，各種ヘッドルームとの関係を図示しています。 

（図表３）帳簿価額，回収可能価額とヘッドルームの関係  



 

未認識のヘッドルームは，減損テストの都度，回収可能価額と帳簿価額との差額として把

握され，その測定値は更新されます。資産の帳簿価額が変わらないと仮定すれば，回収可

能価額が減少した場合にトータル・ヘッドルームは減少することとなります。 

② 更新ヘッドルーム・アプローチの概要 

更新ヘッドルーム・アプローチは，直前の減損テスト実施日時点における未認識のヘッド

ルーム（図表３の太枠部分）の測定値を減損テスト対象 CGU等の帳簿価額に加算して回収

可能価額と比較し，回収可能価額を超過している場合に，当該超過額を減損損失として認

識する方法です。 

この超過額は，図表３における「トータル・ヘッドルームの減少」額と等しくなります。 

次の設例は，更新ヘッドルーム・アプローチにおける具体的な計算を示したものです

（2017 年 10 月会議のアジェンダ・ペーパーで示された例示を参考に記載）。 

【設例】 更新ヘッドルーム・アプローチによる減損テストの例示  



 

現行の減損モデルでは，未認識のヘッドルームを加味することなく，認識されている資産

（購入のれんを含む）の帳簿価額と回収可能価額との比較によって減損テストを行いま

す。そのため，上記の例においては，各年とも，帳簿価額（Ａ）＜回収可能価額（Ｃ）と

なり，のれんの減損損失は認識されません。 

この設例からも，更新ヘッドルーム・アプローチによった場合，現行基準に比べて，のれ

んの減損損失がより早期に認識される可能性を読み取ることができます。 

③ 更新ヘッドルーム・アプローチで認識した減損損失の帰属 

更新ヘッドルーム・アプローチでは，図表２で示したトータル・ヘッドルームの減少を認

識した場合に，そのうちの少なくとも一部を購入のれんに帰属させる，つまり減損損失を

認識することを目的としています。 



IASBアジェンダ・ペーパーにおいては，トータル・ヘッドルームの減少を帰属させる方法

として次のいずれかの方法が考えられるとされています。 

（ⅰ） トータル・ヘッドルームの減少を常に購入のれんに帰属させる（全額を購入のの

れんの減損損失として認識する）。 

（ⅱ） 減少の全額または一部が購入のれんに帰属しないことを，企業が特定の証拠に基

づいて反証しないかぎり，全額が購入のれんに帰属するものと推定する。 

このうち（ⅰ）の方法によれば，購入のれんの減損が加速する（減損の早期認識）ことに

繋がります。しかし，購入のれんや取得した資産が既存の CGUに配分されている状況でこ

の方法を採用することは，購入のれんとは無関係の損失を購入のれんの減損損失として認

識することにもなりかねないという懸念があります。 

一方で（ⅱ）の方法は，トータル・ヘッドルームの減少の合理的な帰属をもたらす可能性

があります。この場合，経営者が反証に用いた証拠を含めて，減損をどのように帰属させ

たかに関する開示を要求することにつき，あわせて検討されることが考えられます。 

（４）のれんの償却の再導入の可否  

上述のとおり，のれんの事後の会計処理に関するアプローチとして，のれんの償却を行わ

ず減損のみを実施する現行のアプローチとのれんの償却を再導入するアプローチについ

て，議論が行われました。 

のれんの償却の再導入を支持する主な主張は次のとおりです。 

・ 購入のれんは，費消される資産であり，償却せずに取得原価のまま計上し続けると，

その中身が自己創設のれんに置き換わっている，というケースも考えられる。自己創設の

れんの認識を禁止する IAS第 38 号「無形資産」の一般原則との整合性を確保するために

は，償却によって購入のれんの費消を反映することが有用である。 

・ 購入のれんの償却は，その取得原価を費消が見込まれる期間にわたって配分するとい

う点で，耐用年数を確定できる他の無形資産や有形固定資産に対するアプローチと整合し

ている。 

・ 購入のれんの耐用年数や費消パターンを精緻に予測することは困難だとしても，規則

的な方法による償却は，許容可能なコストで健全性と実用性とのバランスを取り得る実務

的な方法と言える。 



我が国の企業会計基準委員会（ASBJ）ものれんの償却の再導入を支持し，欧州財務報告諮

問グループ（EFRAG）やイタリアの基準設定主体（OIC）と共同でディスカッション・ペー

パーを作成し，また複数回にわたるリサーチ・ペーパーを公表するなど，必ずしも現行の

減損のみアプローチが最適な解決策ではないことについて意見発信を行ってきました。 

しかし，IASB会議においては減損のみアプローチへの支持が多数であり，のれんの償却額

が購入のれんの耐用年数や費消パターンといった一般には予測できない要素に左右されて

しまうこと，等を主な理由として，2017 年 12月の IASB 会議において，今後は償却再導入

の検討を行わないことが，暫定的に決定されました。 

（５）プレミアム支払いの理由の開示  

2017年 12月の IASB 会議において，開示情報の改善のため，企業結合で取得した識別可能

純資産の価値を上回るプレミアム支払いの理由に関する開示要求の追加について検討を進

めることが暫定的に決定されました。 

この開示は，買収対価を裏付ける主要な前提又は目標，及びそれら前提又は目標と実際の

業績との比較をあわせた情報となります。 

（６）過去の買収によるのれんの内訳の開示  

2017年 12月の IASB 会議では，次の要求事項の導入について検討を進めることが暫定的に

決定されました。 

・ 各報告日時点で過去の企業結合ごとののれんの帳簿価額の内訳を開示 

・ 企業結合ごとののれんについて，経営者が回収可能と考えた根拠の説明を開示 

暫定決定までの検討過程では，この開示は，投資家が失敗であると考える企業結合に関す

るのれんの帳簿価額の識別に役立つという意味で，有用な情報の提供となる可能性がある

とされています。一方で，特に古い企業結合については，当該企業結合から生じる便益を

分離して識別することが非常に困難な場合もあり，回収可能性に関する証拠の収集に過大

なコストがかかること，その結果として回収可能性に関する説明がボイラープレート的な

ものとなることに対する懸念も示されています。 

（７）未認識のヘッドルームの開示  

2017年 12月の IASB 会議において，のれん又は耐用年数を確定できない無形資産を含む

CGU （又は CGUグループ）について未認識のヘッドルームの金額，すなわち CGU等の回収



可能価額が帳簿価額を超過する金額に関する開示要求の導入を検討することが暫定的に決

定されました。 

暫定決定までの検討過程では，この開示は，投資家に対して減損テストの信頼性を評価す

るための有用な情報を提供することになる，現行の減損テストのモデルから利用可能な情

報であるため作成者に重大な追加負担を強いるものではない，といった利点があるといっ

た意見がありました。一方で，未認識のヘッドルームの正確な算定にはある程度の追加的

コストが必要になることや，未認識のヘッドルーム情報の開示によって予算等の機密情報

を推定されてしまうことへの懸念も示されています。 

４．今後の予定  

以上，本稿では IFRS 第３号の適用後レビューへの対応として進められている「のれん及

び減損」プロジェクトの直近の審議状況を紹介しました。 

当プロジェクトで取り上げられた論点の多くについて，2018 年１月末までに基準改訂等の

検討を進めるか否かの決定がなされました。なお，「企業結合における無形資産の認識及

び測定」の論点が今後の課題として残っており，この論点については，今後の IASB会議

で議論される予定です。 

加えて，当プロジェクトの成果物をディスカッション・ペーパーとするか公開草案とする

かの検討も，今後の議題として予定されています。 
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