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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，適用後レビューで取り上げられた論点のうち，特に重

要とされた４つの論点（のれんの事後の会計処理，企業結合で取得した識別可能な無形資

産の認識，減損に関わる要求事項の改善，事業の定義の明確化）について議論してきまし

た。このうち最初の３つの論点は「のれん」の構成要素に関するものであることから，こ

れらは一つにまとめられ，リサーチ・プロジェクトとしては「のれん及び減損」と「事業

の定義の明確化」の２つのプロジェクトが設定されています。 

本連載においては，これまでも４回にわたり「のれん及び減損」プロジェクトの審議状況

を取り上げており，前回（第 104 回・本誌 No.3351参照）は，2018 年１月の IASB 会議ま

での審議状況を紹介しました。本稿では，２月以降５月までの審議状況につき解説しま

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  

https://member.zeiken.co.jp/Zeiken/Za_ArticleFrameAction.do?id=3363


2017年 12月に，のれんの事後の会計処理（のれんの償却の再導入）については検討を進

めないことが暫定的に決定されたことから，「のれん及び減損」プロジェクトでは主に以

下の２つの論点が取り扱われています。 

論点① 企業結合で取得した識別可能な無形資産の認識 

論点② 減損に関わる要求事項の改善 

＜企業結合で取得した識別可能な無形資産の認識＞ 

この論点は，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。無形資産の中にはブランドや顧客関係，その他契約

に基づかず識別や測定が困難なものがあることから，コストと便益の観点から取り上げら

れたものです。 

＜減損に関わる要求事項の改善＞ 

この論点は，次の目的への対応として取り上げられています。 

・減損テストの簡素化 

・減損テストの有効性の改善 

・のれん及び減損に係る開示の改善 

（２）2018年５月までの審議状況  

２月以降，「のれん及び減損」プロジェクトの論点は４月，５月の IASB会議において審

議がなされ，以下の暫定決定（またはスタッフへの追加調査依頼）が行われました。 

論点 ４月 ５月 

①企業結合

で取得した

識別可能な

無形資産の

認識 

（暫定決定）  

・企業結合により取得し

た識別可能な無形資産を

のれんに含めることを認

めることにつき今後検討

しない  

―（審議なし） 



②減損に関

わる要求事

項の改善 

（追加調査依頼）  

・プロジェクトの次の段

階における協議文書の形

式を決定できるようにす

るための整理を IASB ス

タッフに要請  

（暫定決定）  

・使用価値計算において，企業が実行する可

能性が実行しない可能性よりも高い（more 

likely than not）将来のリストラや資産の

性能の拡張から生じると見込まれるキャッ

シュ・フローを予測に含める  

・ヘッドルーム・アプローチのみに関するフ

ィードバックを求める文書の開発は行わな

い  

なお，論点②については，１月の時点で３つの目的ごとに今後検討すべき項目が暫定決定

されていました。直近の５月の IASB 会議における各項目ごとの暫定決定事項は，以下の

通りです。 

目的 検討項目 ５月暫定決定事項 

減損テスト

の簡素化  

（使用価値

の計算に関

する変更）  

①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 

企業が実行する可能性が実行しない可能性

よりも高い将来のリストラや資産の性能の

拡張から生じると見込まれるキャッシュ・

フローを予測に含める 

②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 

―（特になし） 

のれん及び

減損に係る

開示の改善 

③企業結合時のプレミア

ム支払いの理由等の開示 

④過去の企業結合ごとの

のれんの内訳等の開示 

⑤のれん等を含む CGU 等

のヘッドルームの開示 

減損テスト ⑥ヘッドルーム・アプロ 当該アプローチのみに関するフィードバッ



の有効性の

改善 

ーチの導入 クを求める文書の開発は行わない 

３．企業結合で取得した識別可能な無形資産の認識  

「企業結合で取得した識別可能な無形資産の認識」に関する４月の暫定決定までの経緯に

つき，以下で解説します。 

IFRS第３号の適用後レビューにおいて，各利害関係者から以下のようなフィードバックが

寄せられました。 

＜利害関係者からのフィードバック＞ 

（1）利用者（投資家）：  

  取得した無形資産に市場が存在する場合を除き，次の理由から，当該無形資産を個別

に認識することの有用性は限定的である。  

 ①ブランド又は顧客関係のような無形資産の評価につき，十分に信頼できる客観的な

指標に欠け，主観的なものとなる可能性がある。  

 ②一部の無形資産の償却については，有用な情報を提供しない可能性がある（例えば，

ブランド価値の維持とマーケティング費用など，無形資産の維持管理に要した費用も認

識され，当該資産の償却により費用が二重に計上されるおそれがある）。  

（2）作成者及び監査人：  

  ブランドや顧客関係などの無形資産の評価は，十分に信頼できる観察可能なデータ

がない（または客観的な指標の入手にコストがかかる）ことが多く，識別した無形資産

への将来キャッシュ・フローの配分や評価が複雑で恣意的なものとなりやすい。  

こうしたフィードバックの結果を受けて，コストと便益の観点から，企業結合により取得

した識別可能な無形資産について，企業結合で取得したのれんに含めることができるかど

うか，検討が行われ，IASBスタッフは，IASBが検討し得るアプローチとして，以下の４

つのアプローチを提示しました。 

＜４つのアプローチ＞ 

Ａ） 現行 IFRS 第３号の取扱いを維持する。  

Ｂ）  IFRS 第 13 号「公正価値測定」の開示を企業結合で取得した無形資産にも求め



る。  

Ｃ）  耐用年数が確定できない無形資産をのれんに含めることを認める。  

Ｄ）  無形資産を，減耗資産（Wasting assets）と，有機的に置き換えられる資産

（Organically-replaced assets）とに分離し，減耗資産のみをのれんと区別して認識す

ることを求める。  

４月の IASB 会議において，IASB スタッフは比較・検討の結果，最終的に上記の C）を提

案しました。具体的な提案内容は以下の通りです。 

＜アプローチＣの具体的な提案内容＞ 

（1）  企業結合で取得した識別可能な無形資産が，耐用年数を確定できない無形資産

であり，かつ，他の資産又は資産グループからおおむね独立した継続的な使用からのキ

ャッシュ・インフローを生まないと言える状況である場合には，当該無形資産をのれん

に含めることを認める。  

（2）  その上で，のれんに含まれる耐用年数を確定できない識別可能な無形資産の定

性的な情報（当該資産の帳簿価額及び耐用年数を確定できないという判定の根拠となる

理由，耐用年数を確定できないと判断した際に重要な役割を果たした要因等）の開示を

求める。  

IASBスタッフは，当該アプローチが IFRS 第３号の適用コストを削減し，利害関係者の懸

念にも一定程度対処する最も容易かつ単純なアプローチであると分析していました。一方

で，耐用年数を確定できない無形資産とのれんの会計処理では，非償却といった類似性は

あるものの，耐用年数の再判定の要否や減損損失の戻入の可否等，相違もあります。ま

た，耐用年数を確定できない無形資産には，のれんとは異なる性格を有するものがありま

す。そのため，のれんに含めると，結果として提供される情報が有用なものとならない可

能性がある等のデメリットも考えられる，と分析されていました。 

これらを受けて，４月の IASB会議において検討が行われた結果，企業結合により取得し

た識別可能な無形資産をのれんに含める案を支持する意見もあったものの，含めることを

認めることによる懸念の方が大きいとされ，この案の検討を進めないことが暫定的に決定

されました（結果，実質的にアプローチＡを採用）。 

４．減損に関わる要求事項の改善  



「減損に関わる要求事項の改善」に関する５月の暫定決定までの経緯につき，以下で解説

します。 

今後検討を行うことが，１月までに暫定決定されていた各項目につき，次の段階における

協議文書の形式を決定するための審議が予定されていました。４月においては，これに関

連して整理が必要な事項につき IASB スタッフに調査依頼がなされ，これを受けて，５月

の IASB 会議で調査結果につき議論が行われました。 

IASBスタッフからは，使用価値の計算に関する変更，及びヘッドルームの開示以外の開示

の改善（２．（２）の表における検討項目①～④）については，比較的単純な改善である

ことから，次の段階として ED（公開草案）を公表することが提案されていました。一方，

ヘッドルーム・アプローチについては，その適用による便益がコストを上回るかどうかを

確かめるために，より多くの情報が必要であることから，利害関係者からのフィードバッ

クを求めるため，DP（ディスカッション・ペーパー）もしくは RFI（情報要請）を公表す

ることが提案されていました。 

しかし，５月の IASB 会議においては，ヘッドルーム・アプローチに関連し，そもそも減

損テストの有効性及びコストについての疑問を解決するものとしては，他にも検討すべき

事項があるのではないかという疑問が呈され，主に当該議論に時間が割かれたことによ

り，協議文書の形式の決定については見送られ，今後も引き続き審議が行われることとな

っています。 

①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 

現行の 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

在の状態で見積られなければならず，企業が未だコミットしていない将来のリストラや資

産の性能の改善・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

制限につき，情報の有用性及びコストの観点から，削除を検討することが暫定決定されて

いました。 



 

しかし，現行の規定を単純に削除するとした場合，使用価値の見積りにおいて許容できな

い程度に楽観的なインプットが使用される可能性が懸念されます。 

そのため，直近の５月の IASB会議においては，使用価値計算において，企業が実行する

可能性が実行しない可能性よりも高い将来のリストラや資産の性能の拡張から生じると見

込まれるキャッシュ・フローを予測に含めるべきことを明確にすることが暫定決定されま

した。 

②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，及び法人

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とされており，実務上，開示要求を

満たすために，税引前割引率を別途算定する等の対応が行われることが多いと言われてい

ます。 

税引前割引率の使用及び開示の要求事項の削除は，使用価値の計算において実際に使用さ

れた割引率が開示されることによる情報の有用性の改善，及び別途算定を行う際のコスト

の削減をもたらすと言えます。 



 

③企業結合時のプレミアム支払いの理由等の開示，④過去の企業結合ごとののれんの内訳

等の開示 

2017年 12月の IASB 会議において，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決定され

ています。 

また，「各報告日時点での過去の企業結合ごとののれんの帳簿価額の内訳」及び「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」を開示する要求事項の

導入についても検討を進めることが暫定決定されています。 

⑤のれん等を含む CGU 等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（CGU等）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

決定されています。 

当該ヘッドルームの開示に関するコストと便益の分析は，のれんの減損テストにヘッドル

ーム・アプローチを導入すること（⑥参照）に関するコストと便益の分析の実施により併

せて行われるとして，まとめて扱われています。 

⑥ヘッドルーム・アプローチの導入 

ヘッドルーム・アプローチは，以下の式で表される CGU等の未認識のヘッドルームを，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。 



未認識のヘッドルーム ＝ 当期の減損テスト日の回収可能価額 ‐ 当期の減損テスト

日の帳簿価額 

現行の減損モデルでは，CGU 等の回収可能価額と帳簿価額とを比較し，回収可能価額が帳

簿価額を下回る場合にのれんを減損しますが，ヘッドルーム・アプローチでは，トータ

ル・ヘッドルーム（未認識のヘッドルームと購入のれんの合計）の減少を認識した場合

に，減損損失を認識します（トータル・ヘッドルームの減少は，最初に購入のれんに帰属

するとの反証可能な推定が適用されます）。 

直近の５月の IASB会議では，一部のボードメンバーから，現行の IAS第 36号における減

損テストの有効性やコストに対する懸念に対し，ヘッドルーム・アプローチがその有効な

解決策となる可能性は低いのではないか，との疑問が呈され，アプローチそのものの有効

性や，関連する開示の議論を行う以前に，のれんの償却や即時減損等を含め，全体的な観

点から，他の改善方法についても再考すべきではないか，との考えが示されました。 

また，ヘッドルーム・アプローチについて，DPもしくは RFIを公表してフィードバックを

求めることについても，メンバーの支持は少ない状況でした。 

以上より，ヘッドルーム・アプローチのみに関するフィードバックを求める文書の開発は

行わないことが，暫定決定されています。 

５．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。 

最後まで課題として残っていた「企業結合における無形資産の認識及び測定」の論点につ

いては，今後議論を行わないことが暫定決定されました。 

「減損に関わる要求事項の改善」の各論点については，今後の IASBの会議で，公表すべ

き協議文書の形式及び内容についての議論を継続する予定とされています。その中で，現

状の減損テストの問題点を解決する代替案についても再度議論が行われると考えられま

す。 
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