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1. はじめに
近年、海外を含む M&A 取引の活発化を背景として、国際財務報告基準（以下、
「IFRS」
という。）等の適用企業において、M&A 取引の過程で生じたのれんにつき、多額の減
損が生じる事例が散見されています。
本稿では、IFRS におけるのれんに関する減損テストの概要について、日本における会
計基準（以下、「日本基準」という。）との差異を踏まえつつ概観するとともに、減損
テストの中で重要な要素となる回収可能価額の評価について概説し、実務上生じる論点
について紹介します。
なお、本稿の意見にわたる部分は、筆者の所属する機関の見解を反映するものではな
く、個人的な見解に過ぎないことを予めお断りさせていただきます。

2. のれんの減損処理の概観
IFRS に基づく減損損失は、事業等
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なり、当該資金生成単位に買収時に生じたのれんが配分される場合）、減損の兆候の有
無に関わらず、毎期減損テストを実施する必要があります。
この点、後述するように、減損損失測定上簿価と比較される回収可能価額は、一般に
事業計画や割引率を含む見積りの想定によって大きく異なる結果が生じ得ます。そのた
め、関連する事業の新たな事象の発生や見積方法の相違等によって回収可能価額が大き
く変動し、結果として、当初予見していなかった減損損失が生じる可能性があります。
また、IFRS は、日本基準と異なり、のれんは定期償却処理の対象ではありません。そ
のため、償却費が発生しない分、営業利益が相対的に高水準となるという側面がある一
方、貸借対照表にのれんの金額がそのまま計上される続けることになり、回収可能価額
が下落した場合には、一時に多額の減損損失が計上されることになります。
そのため、特にのれんを多額に計上する IFRS 適用企業においては、毎期実施される
減損テストが業績に影響を与える可能性があり、またその影響は極めて重要なものとな
り得ます。

【参考：減損テスト及びのれんに関する IFRS と日本基準の処理の相違と財務的な影響】
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買収のシナジー効果を相殺する形
でのれんの償却費が計上されるた
め、一般に当初見込んだシナジー効
果以上の効果を得られない限り、営
業利益が計上されにくいが、償却の
結果のれんの簿価が減少するため、
減損損失が計上される場合、相対的
に少額となる
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3. IFRS に基づく回収可能価額の評価
以下では、減損テストの処理において重要な要素を占める回収可能価額の評価につい
て概説します。

3. 1 基本的な考え方
回収可能価額とは、資産または資金生成単位の使用価値と処分コスト控除後の公正価
値のいずれか高い金額をいいます（国際会計基準（以下、「IAS」という。）第 36 号第
6 項）。
もっとも、減損テストにおいては、双方の価値を常に求める必要は無く、使用価値と
処分コスト控除後の公正価値のいずれかの金額が帳簿価額を超過する場合には資産の
減損はなく、もう一方の金額を見積る必要はありません（IAS 第 36 号第 18 項）。

使用価値及び処分コスト控除後の公正価値の算定方法は以下の通りです。

3. 1. 1 使用価値
資金生成単位から生じると見込まれる将来キャッシュ・フローの割引現在価値として
算定されます（IAS 第 36 号第 6 項）。
具体的には、経営者の視点で資金生成単位に含まれる資産等を利用することを念頭に、
適切な社内承認に基づく事業計画を基礎として将来キャッシュ・フローを計算し、加重
平均資本コスト（以下、「WACC」という。）等を基礎とした割引率により割り引いた
現在価値として算定されます。

3. 1. 2 処分コスト控除後の公正価値
資金生成単位にかかる公正価値から、資産の処分に直接起因する増分コスト（財務費
用及び法人所得税費用を除く。）を控除した金額として算定されます（IAS 第 36 号第 6
項）。
資金生成単位にかかる公正価値は、（使用価値が経営者の視点を念頭に算定するのに
対し）市場参加者の視点に基づき、DCF 法等、インカム・アプローチに限らず、マーケ
ット・アプローチやコスト・アプローチ等適切な評価アプローチに基づき、算定が行わ
れることにとなります。
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3. 2 実務上の留意点
回収可能価額の評価において、一般に、以下のような論点及び留意点が存在します。

3. 2. 1 将来キャッシュ・フローの予測期間
IFRS 上、使用価値の算定において、将来キャッシュ・フローの予測期間はより長い期
間が正当化できる場合を除き、
最長 5 年間とする必要があります（IAS 第 36 号第 33 項）。
そのため、バイオベンチャー等、一定の開発期間を経て収益化が想定されるような企
業を買収した場合、5 年以内においては事業化が想定されないケース等、使用価値が経
営上の想定と比べ過少となるケースが散見されます。かかる場合、減損テスト実施上、
予測期間について「より長い期間が正当化」できるか否かが極めて重要なファクターと
なりますが、解釈上、即「正当化」されるわけではなく、一般に監査人との間において
論点となりやすい項目と想定されます。
買収時点において事業計画を精査するとともに、監査人とも協議しつつ、その後の減
損テストの方針を念頭に、将来キャッシュ・フローの予測期間について事前に検討して
おくことが望ましいと考えられます。

3. 2. 2 成長率の仮定
使用価値算定上、予測期間終了後の将来キャッシュ・フローについては、一定の成長
率を基礎として算定することが想定されます。
IFRS 上、当該成長率の設定については、「企業が営業活動をしている製品、産業若し
くは国、又は当該資産が使用されている市場の、長期成長率を超えてはならない（より
高い成長率が正当化される場合を除く）」（IAS 第 36 号第 33 項）ものとされ、個別に
高い成長率を設定することについて一定の制約が付されていると解釈されます。
そのため、実務上においては、GDP 成長率を利用する等が想定され、個別に高い成長
率を付す場合には監査人とも事前協議する等、慎重な対応が望まれます。

3. 2. 3 運転資本の取り扱い
回収可能価額算定の基礎となる将来キャッシュ・フローの見積りにおいて、運転資本
の増減（Ex.評価基準日における売掛金の回収や買掛金支払い）から生じるキャッシュ・
フローは排除するのが原則ですが（IAS 第 36 号第 43 項）、実務上の取扱いとして、将
来キャッシュ・フローの見積りに運転資本の増減を含める場合には、比較対象となる資
金生成単位に帰属する資産の簿価に評価基準日の運転資本（Ex 売掛金や買掛金）の簿価
も含める必要があるものとされています（IAS 第 36 号第 79 項）。
実務上、のれんに関する減損テスト実施上、将来キャッシュ・フロー算定において、
売掛金の回収や買掛金の支払い等運転資本の増減を考慮するケースが多いと想定され
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ることから、かかる場合には、資金生成単位に帰属する資産の簿価についても評価基準
日の売掛金や買掛金といった運転資本の簿価を加味することに留意が必要です。

3. 2. 4 資本的支出の取り扱い
使用価値算定上の将来キャッシュ・フローは、現時点における資産の通常使用を前提
にして見積もられます。そのため、資産の機能を維持するために必要な資本的支出及び
修繕に係る支出は考慮する一方、資産の機能を改善または拡大させる将来の資本的支出
及びその収益改善効果は除外します（IAS 第 36 号第 49 項）。これは使用価値算定上の
将来キャッシュ・フローに新たな施策を想定して増加する収益まで含めた場合、既存の
資産等から生じる期待キャッシュ・フローを超える可能性があるのであり、これを排除
する観点があるものと考えられます。
しかしながら、処分コスト控除後の公正価値を算定する上では、資産の機能を維持す
るために必要な資本的支出及び修繕に係る支出のみならず、資産の機能を改善または拡
大させる将来の資本的支出とその収益改善効果を将来キャッシュ・フローに考慮するこ
とは、必ずしも否定されないものと考えられます。これは、処分コスト控除後の公正価
値は、市場参加者の視点で算定されるため、経営者の視点を超える将来キャッシュ・フ
ローの見積りは想定し得るとする観点があるものと考えられます。

3. 2. 5 割引率算定上の基礎となる WACC
使用価値の算定上使用する割引率は税引前とする必要があります（IAS 第 36 号第 55
項）。
実務上、割引率算定の基礎として WACC を使用することが多いと考えられますが、
そもそも当該 WACC は税引後の概念であることに留意が必要です。また、IFRS 上、税
引後の概念である当該 WACC を税率で割り戻しても必ずしも税引前の割引率とはなら
ないものと説明されています（IAS 第 36 号 BCZ85 項）。
そのため、税引前の割引率を直接算定することは、通常困難であると想定されること
から、どのように使用価値を算定するかが実務上の課題となりますが、理論的には、税
引後キャッシュ・フローを税引後の割引率で割り引いたとしても、税引前キャッシュ・
フローを（適切な）税引前の割引率で割り引いた結果と同一になることから（IAS 第 36
号第 BCZ85 項）、使用価値算定において、税引後キャッシュ・フローを税引後の割引率
で割り引くことにより使用価値の算定を行うことも認められる可能性があるものと考
えられます。
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3. 2. 6 減損テストの実施時期
毎期実施するのれんに関する減損テストは、毎年同じ時期に実施する限り、事業年度
中任意の時点で実施することが許容されています（IAS 第 36 号第 96 項）。
一般に減損テストにおいては、特に回収可能価額の評価に関し（監査も含め）相当の
期間を要することから、仮に減損テストを事業年度末に実施する場合には決算手続に重
要な影響を及ぼす可能性があります。
そのため、計画及び予算の策定時期や決算手続に与える影響を踏まえ、のれんに関す
る減損テストの実施時期を期中の適切な時期に設定することが一般的と考えられます。

4. おわりに
のれんの会計処理という観点においては、IFRS 等を適用することにより、のれんが非
償却となる（結果、買収時のシナジー効果を買収後の財務諸表において表現しやすい）
という特徴がある一方で、のれんに関する減損テストにより、業績が右肩下がりになっ
た場合に多額の減損損失が生じ得るのは上述した通りです。
IFRS を任意適用する動機として、のれんの償却処理がないことを念頭に置いているケ
ースが散見されますが、近年のれんに関する減損損失が経営に甚大な影響を及ぼしてい
るケースが耳目を集めていることからも示唆される通り、IFRS 上（のれんを償却処理せ
ず）毎期減損テストを実施するリスクについても十分考慮の上、IFRS 適用を検討するこ
とが望ましいと考えられます。
また IFRS 適用後においても、回収可能価額の評価に関し、誤った理解に基づき算定
を行い、結果として予期せず多額の減損損失が生じてしまうケースも散見されます。回
収可能価額の評価が上述した実務上の留意点からも示唆される通り、複雑かつ高度な知
見を要することから、必要に応じて、回収可能価額の評価等について、適宜外部専門家
に相談することも一案と考えられます。
以上
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