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Ⅰ　はじめに

会計基準は世界各国共通ではなく、各国によって独自の会計基準を採用しているのが現

状である。しかし、今日では、国際財務報告基準（IFRS）への統一へ急速に動き始めて

いる。グローバル社会の中では会計基準を統一することは、非常に有用である。しかしな

がら、会計基準に相違があるのは、各国の状況に合わせた基準が作成されてきたからであ

る。しかも、IFRS が必ずしも正しいとも言い切れないだろう。そのため、IFRS を無批

判的にそのまま導入することはなかなか難しく、現に当初は IFRS の導入に反対姿勢を示

している国も見られた。日本はアメリカに追随していたということもあるが、アメリカが

会計基準のコンバージェンスに積極的に動き出したにも関わらず、現在も IFRS を全面的

に受け入れることに難色を示している。日本も会計基準それ自体に多くの問題を抱えてお

り、会計基準のコンバージェンスの見地から批判があるのも事実である。

たとえば、「固定資産の減損に係る会計基準」（以下、「減損会計基準」という）は、減

損の導入という国際的な動きと調和するために生まれた会計基準である。この会計基準

は、先に公表されていたアメリカ財務会計基準審議会（FASB）の基準書 144 号（SFAS 

144 “Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets”）と国際会計基

準審議会（IASB）の国際会計基準（IAS）第 36 号（IAS 36 “Impairment of Assets”）を

参考にして作成されていることは言うまでもなく、最終的に 2002 年に公表された減損会

計基準は、SFAS 第 144 号と IAS 第 36 号を混在させた会計基準となっている。減損会計

処理には減損損失を伴う。この減損損失を戻入れるかどうかで、日本基準は基本的にはア

メリカ基準の考え方を導入しながらも、減損損失の戻入れに関してはアメリカ基準とは異

なった対応をとっている。

このような会計基準の実情を踏まえて、本稿では、減損会計基準の減損損失の戻入れの

問題について SFAS 第 144 号と IAS 第 36 号との比較を通じて、検討してみたい。
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Ⅱ　日本基準、アメリカ基準、国際会計基準の対応の違い

減損損失の戻入れとは、減損処理を行った後に、対象資産または資産グループについて

経営環境の予想を超える好転等により、減損を行った原因となる事実が解消し、回収可能

価額が回復したと見込まれる場合などに、当初の減損損失について、修正を行うことをい

う。減損損失の戻入れを行うことにより、固定資産の帳簿価額が増額されるとともに、費

用（損失）が減額され、その分、収益（利得）が認識されることになる 1。

1．減損損失の戻入れ

減損損失の戻入れの実施は、日本基準、アメリカ基準および IFRS で対応が異なる。日

本基準では、減損損失の戻入れは行わない。その理由は、「収益性が回復したとはいって

も、戻入れが認められるべきか必ずしも明らかでなく、また、取得原価の範囲内であって

も利益の実現を待たずに期待の変化だけで収益となる戻入れを認識するのが適当かなど、

減損損失の戻入れにはさまざまな問題点が指摘されている。さらに、実務上の適用を考慮

する場合、減損損失の戻入れは帳簿価額を再度修正する必要があるため、事務的負担を増

大させるとの懸念もある」（「固定資産の会計処理に関する審議の経過報告」三、2）から

である。

アメリカ基準でも、減損損失の戻入れを禁じている。理由は、「減損の会計処理を検討

する上で、減損処理を行った資産について、戻入れを求めるべきか禁止すべきかについて

考慮したが、減損による損失は、減損資産に対し、減損していない他の固定資産と同一の

基礎に置く新しい原価の基礎をもたらすべきであり、現行の会計モデルの下で規制されて

いる処理を変えるべきではない」（SFAS144, B53）からである。つまり、減損資産の使用

継続は、過去の損失を切り捨て、当該資産に対する再投資を行う意思決定に相当すると考

えられ、減損損失の戻入れは、将来キャッシュ・フローの見積りに基づいて固定資産の再

評価を行うことになる。つまり、これを禁じる現行の会計処理を変えることになるという

ことである 2。また、SFAS 第 144 号では減損損失の戻入れが、利益の変動性を生じさせ

ることや、ましてや利益調整の手段として利用される懸念 3 もあると述べている。

他方において、IFRS では、減損損失の戻入れを行うことを求める立場をとっている。

減損処理後、企業は「毎期、過去に認識した減損損失がもはや存在しないか、又は減少し

ている可能性を示す兆候の有無について評価をしなければならない」（IAS36, par. 95）。

そうした兆候が存在する場合には、企業は、当該資産の回収可能価額を再度見積もり、見

積額に変化が生じていれば、資産の帳簿価額をその回収可能価額まで増額しなければなら

1  栗原（2001）、154 ページを参照。
2  辻山（2003）、156 ページを参照。
3  栗原（2001）、121 ページを参照。
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ない。減損損失の戻入れによって増額した金額は損益計算書上、収益に計上され、その戻

入れの上限は、過年度においてまったく減損を認識しなかった場合における減価償却後の

帳簿価額となる。減損損失の戻入れの兆候を検討するには、少なくとも次の点について検

討しなければならない（IAS36, par. 96）。

①外部的な情報源によるものとして、当期中に資産の市場価格が著しく増加したこと

②企業の技術的、市場、経済的又は、法的環境等において企業にとって有利な影響のあ

る著しい変化が発生したか、又は近い将来に発生すると予測されること

③また、市場利率等が下落し、この下落が割引率に影響し回収可能価額を大幅に増加さ

せる可能性、また、内部情報源によるものとして、資産が使用され、又は使用される

と予測される範囲や方法について、当期中に企業にとって有利な影響を持つ重要な変

化が発生し、又は近い将来に発生すると予測されること

④当該資産の経済的成果が予想より良いか、良くなることを示す証拠が内部的に入手で

きること

減損損失の戻入れを行わない日本基準とアメリカ基準に対しては、その戻入れを支持す

る観点からの意見がある。つまり、「減損処理は回収可能価額の見積りに基づいて行われ

るのだから、その見積りに変更があった場合には、減損損失の戻入れを行う必要があると

いう考え方」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」四、3、（2））であ

る。また、減損損失の戻入れを行った帳簿価額の方が、資産の回収可能性に関する最新の

評価を反映しており、資産に関する情報の信頼性を高めるのではないか 4 ということもい

われている。

2．減損の定義

減損損失の戻入れの実施の対応については「日本基準、アメリカ基準」と「IFRS」と

いう対立関係が生まれているが、減損の捉え方や減損の認識と測定は日本基準、アメリカ

基準および IFRS それぞれに異なった見解を取っている。まず、減損の定義については、

日本基準では「資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった状態」（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」三、3）と捉えており、アメリカ基準

では「資産の帳簿価額が資産の公正価値を超える状態」（SFAS144, par. 7）として、また

IFRS では、「資産の帳簿価額が資産の回収可能価額を超える状態」（IAS36, par. 5）をい

うとしている。

3. 減損の認識

減損の認識については、日本基準とアメリカ基準は蓋然性規準を IFRS では経済性規準

4  辻山（2003）、156 ページを参照。
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を採用している。蓋然性規準とは、減損している可能性が高い場合に、減損損失を認識す

る考え方である。しかし、発生の高い可能性を判断する規定は十分に詳細ではなく実践的

ではないため、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回るときという規準

を設けている 5。また、経済性規準とは、帳簿価額が資産の回収可能な額を下回っている

場合に、減損損失を認識する考え方であり、継続的な評価を行うものである。経済性規準

は、減損損失の認識の段階で確率の要素を追加的に加える蓋然性規準とは違い、回収可能

な額を測定する段階で既に確率の要素が入っている 6。

いずれにせよ、このように減損の認識は主たる 3 つの会計基準の間で蓋然性規準と経済

性規準に分かれている。

4. 減損の測定

しかし、減損損失の算出方法に関しては、減損の認識とは違い、日本基準での規定は

IFRS に合わせたものとなっている。日本基準と IFRS は簿価の切下げ額は、回収可能価

額までである。これは、減損処理とは本来、「投資期間全体を通じた投資額の回収可能性

を評価し、投資額に対する回収可能性が見込めなくなった時点で、将来の損失を繰り越さ

ないために帳簿価額を減額する会計処理」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」三、3）であるという考え方によるものである。

これに対してアメリカ基準は、簿価を公正価値まで切り下げることを求めている。これ

は、企業が使用し続ける資産についても減損処理時の再投資が擬制され、いったん市場平

均まで簿価が切り下げられることになり、簿価のうち、切り下げられることになる減損認

識時点ののれん価値相当額が、その後の事業活動の中で再び企業利益としてカウントされ

ることになる。つまり、投資原価の切り下げによって、投資原価の一部がその後の超過利

益として認識される結果となる 7。

しかし、減損の存在が相当程度に確実と考えられる場合でも、実際に全く同じ事業を継

続しているときにも、用途変更で収益力の低下に対応し資産を再購入したという推論を適

用することには無理がある。また、当初の投資目的の変化は、減損が存在する場合に限ら

ず、収益力は低下しておらず減損が存在しない場合でも、現在より収益性の高い用途が新

たに見出されるときには生じるが、このようなときには新たな資産の購入とはみなされな

い。そのため、アメリカ基準の考え方に基づいて減損処理を論拠づけることは難しく、日

本の減損会計基準ではこのような考え方を採用していないというのである 8 。

5  辻山（2003）、40 ページを参照。
6  辻山（2003）、40 ページを参照。
7  辻山（2003）、11 ページを参照。
8  辻山（2003）、64 ページを参照。
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5．総合的な比較

日本基準においては、減損会計は、「資産または資産グループの収益性の低下により投

資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件の下で、回収可能性を反映させるよう

に帳簿価額を減額する会計処理」（「固定資産の会計処理に関する審議の経過報告」一、

1）とされている。この文言においては、減損の捉え方はアメリカ基準に近いように思え

る。しかしながら、日本基準は、アメリカ基準と全く同様の体制をとっていない。対象資

産は有形固定資産、無形固定資産および投資その他の資産であり、繰延税金資産や金融資

産は除かれる。減損の認識は、アメリカ基準と同様に、帳簿価額が見積将来キャッシュ・

フローより高い場合とされている。しかし、減損の測定に関しては、IFRS と同様、帳簿

価額が回収可能価額を超える金額としており、減損の戻入れは認められない。

アメリカ基準による減損対象の資産は、日本基準や IFRS と比べると極端に対象の

幅が狭い。つまり、減損の対象になるのは、「長期性資産および識別可能無形資産であ

り、金融資産、繰延税金資産などに加えて、のれんおよび非償却無形資産は除かれる」

（SFAS144, pars. 3 ─ 5）。しかも、継続使用する資産と売却処分予定の資産とに分けられ、

それぞれに対応が異なる。減損の認識においても、先に述べたように蓋然性規準を設けて

おり、減損する可能性が高いものにだけ対象を絞っている。そのため、アメリカ基準によ

ると、減損の会計処理を行う状況というのは限られた状況の中で行われていると考えられ

る。減損会計が存在するのは、「投資の失敗」を明確にし、それによる損失額を将来に繰

り越すことなく、資産の適正な評価を行い、損失を認識することにある 9。つまり、減損

の測定の考え方が、減損した資産について、それまでのプロジェクトを清算し、その時点

で「再投資」を行うというのは、そもそもアメリカ基準が掲げる減損会計の考え方を忠実

に捉えているのである。アメリカ基準では、アメリカ国内の他の会計基準との整合性を図

るとの見解も出ているが、再投資していると考えているのならば、減損の戻入れの状況で

あっても、戻し入れる必要性は低いとも考えられるのではないだろうか。

IFRS での規定では、日本基準およびアメリカ基準のそれと比較するともっとも減損の

対象が広い。対象となるのはすべての資産であるが、棚卸資産、繰延税金資産および金融

資産は除かれる（IAS36, par. 1）。また、アメリカ基準と決定的に異なるのは、アメリカ

基準には「認識」と「測定」が別々に規定されているのに対して、IFRS では、減損の認

識を行う際に帳簿価額と使用価値の比較を行うが、減損の測定も同様に、帳簿価額と使用

価値の比較により行われるため、認識と測定が同時に行われる。さらに、アメリカ基準で

は減損の認識に使用する将来キャッシュ・フローは割引前のものを利用するが、IFRS で

は、割引後のものを利用する。当然、割引前の数値のほうが割引後の数値よりも大きくな

9  栗原（2001）、4 ページを参照。
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るので、IFRS に従ったほうが、減損が認識される頻度は高い 10。減損の認識には経済性

規準を採用していることからも、IFRS における減損会計の間口は非常に広いことがわか

る。

そもそも IFRS は、回収可能性の低下を反映させるという考え方から減損会計を採用し

ているので、対象資産が広く、しかも減損が認識されやすくても問題はない。回収可能性

の低下の反映が減損の主目的ならば、減損の要因が回復した場合には、戻入れる方が対象

資産を適切に表していると考えられる。

Ⅲ　むすび

日本の減損会計の導入には、国際の動向に合わせるという意味合いが強かった。アメリ

カ基準も IFRS もそれぞれに対応は異なるが、それは、そもそも減損の捉え方の違いから

生じるものである。しかし、日本基準は全体的かつ本質的にはアメリカ基準の理論を採

用しているが、減損損失の測定については IFRS に合わせている。IFRS は、回収可能性

の低下を前提としているので、回収可能価額を測定に採用するのは納得できる。日本基準

は再投資の擬制を適用することに無理があるという理由で、IFRS に合わせているようで

ある。けれども、そもそも日本基準の減損会計というのは、「投資額の回収を見込めなく

なった場合」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」三、3）に採用す

るのではなかったか。その減損損失を測定するために回収可能価額を採用するとした明確

な理由は、企業会計審議会が発表した論点整理、経過報告および意見書などには見当たら

ない。

減損の捉え方で、減損損失の戻入れをするか否かによってその結果が変わってくる。日

本基準が減損損失の戻入れをしない理由の 1 つに、事務処理の煩雑さをもっとも強調して

きたが、逆に同じような処理を行う減損処理自体は煩雑ではないのか。これでは、減損損

失の戻入れを拒否する理由とはなっていない。企業にとって資産は貸借対照表上、非常に

大きな割合を占めており、この資産を適正な価額で表示することは、説明責任を前提とし

た財務会計の思想からすると重要ではないだろうか。アメリカ基準を前提として、減損会

計を導入するのであれば、減損損失の測定方法にはその論拠が必要である。減損は「投資

額の回収が見込めなくなった場合」に認めることは、日本の減損の対象資産を鑑みても妥

当なものであり、したがって減損損失の戻入れを認めないことは理にかなっている。

減損損失の戻入れに対する対応は、減損会計の捉え方によってその結果が左右されるた

め、日本の減損会計基準が論理的に一貫性を欠くものであることが露呈してしまった。

10  栗原（2001）、106 ページを参照。
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IFRS とのコンバージェンスが展開している今日、一貫性のない日本の減損会計基準をど

のように捉えるのかをもう一度考える必要があると思う。
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