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はじめに

　経済のグローバル化により、今後、IFRS の適用

が見込まれる中、企業が保有する資産の時価評価

が求められている。我が国においては、不動産に

関しては不動産鑑定評価制度が確立されているも

のの、不動産以外の資産の評価制度はいまだ確立

されていない。そこで本稿では、多くの企業が保

有する不動産以外の代表的な資産である機械設備

について、国際的にスタンダードな評価基準（国

際評価基準：IVS）に基づき、その評価手法を紹

介する。

１．IFRSの動向について

　2010 年 3 月期から一定の要件を満たす企業に

ついて IFRS の任意適用が認められ、また、金融庁

は IFRS を強制適用するかどうかを 2012 年に判断

を決定するとの考えで、強制適用する場合は 2015

年または 2016 年に適用を開始するとの趣旨を示

していた。しかし実際には、いまだ強制適用の目

途は立っていない。

　金融庁は 2013 年 6月に「国際会計基準（IFRS）

への対応のあり方に関する当面の方針」を公表し、

この中で我が国における IFRS の強制適用の是非等

については、諸情勢を勘案すると未だその判断を

すべき状況にないものと考えられるとの見解を示

した。また、同方針の中で IFRS 任意適用要件の緩

和が示されている。現行の IFRS の任意適用制度に

おいては、　　　

　① 上場していること

　② IFRS による連結財務諸表の適正性確保への取

　　 組・体制整備をしていること

　③ 国際的な財務活動又は事業活動を行っている

　　こと

　という 3要件をすべて充たした会社を「特定会

社」と定義し、IFRS を適用して連結財務諸表を提

出することができるとしているが、今回の新しい

方針では、①と③の要件を撤廃し、②の要件を充

たせば IFRS を任意適用できることになった。

　2013 年 5 月末時点で IFRS 任意適用企業数は、

適用公表企業を含め 20社となっているが、今後は
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この要件緩和に伴い、任意適用が可能な企業数は

大幅に増加することになる。また、IFRS の適用の

方法として、「我が国に適した IFRS」といった観点

から、個別基準を一つ一つ検討し、必要があれば

一部基準を削除又は修正して採択するエンドース

メント（自国基準への IFRS の取込）の仕組みを設

けることによって、任意適用企業数の増加を図り、

我が国の事情に即した対応を取る道を残しておく

ことは、我が国における柔軟な対応を確保する観

点から有用であるとしている。

２．IFRSにおける有形固定資産の会計基準

　IFRS における有形固定資産の会計基準の概要は

次のとおりである。

（１）有形固定資産に関する基準

　IFRS は、国際財務報告基準書（IFRS）及び国際

財務報告基準解釈指針委員会（IFRIC）解釈指針、

そして、国際会計基準（IAS）及び解釈指針委員会

（SIC）解釈指針書の両方を含んだ会計基準の総称

である。

　IFRS では、有形固定資産に関する会計基準とし

て、IAS 第 16 号が規定されている。

　この IAS 第 16 号では、有形固定資産に関する

会計処理を定めており、有形固定資産の範囲や資

産としての認識要件、認識後の測定や認識の中止、

有形固定資産に関する開示内容について規定して

いる。

（２）IFRS と日本基準の主な差異

　多くの企業は固定資産を土地・建物、機械設備

等という形で保有していることから、IFRS を適用

する場合、固定資産に関する会計基準の変更によ

り、大きな影響を受けることが予想される。ここ

では、固定資産に関しての日本基準の会計処理の

違いについてまとめてみた。

① 取得原価

　IFRS における取得原価の構成要素は、購入価格

（値引及び割戻額を控除、輸入関税等を含む）、設

置と稼働のための直接付随費用及び資産除去債務

の 3つとなる。IFRS においては、輸入関税、登録

免許税や不動産取得税などの固定資産の調達に伴

う付随費用を取得原価に含めるが、日本基準では、

これらを取得原価に含めずに費用処理することも

できる。

② 減価償却の測定単位（コンポーネント・アプローチ）

　IFRS においては、有形固定資産の取得原価の総

額を重要な構成部分に分解し、それぞれの構成部

分について個別に減価償却を行う必要がある。日

本基準において減価償却を行う場合は、機械装

置などは単一の資産として一つの減価償却方法、

耐用年数等を採用して減価償却を行っているが、

IFRS においては、単一の資産であっても構成部分

ごとに異なる減価償却方法、耐用年数等が採用さ

れる場合がある。

【例】航空機の減価償却

　航空機は、機体、エンジン、客室の内装等に分

けられ、それぞれの経済的耐用年数や減価償却方

法が異なる。日本基準では、航空機として一括し

て減価償却を行うのが一般的であるが、IFRS では、

航空機の機体、エンジン、内装といったコンポー

ネントに区分し、それぞれの経済的耐用年数に基

づいて減価償却を行う。
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③ 耐用年数

　日本基準においては、固定資産の経済的な利用

期間を見積り、耐用年数を決定している。実務的

には、法人税法で定める「耐用年数表」を採用す

るのが一般的である。また、耐用年数の見直しは

行わない。一方、IFRS においては、当該資産の使

用量、消耗の程度及び陳腐化の程度等を勘案して

経済的耐用年数を見積り、毎事業年度末ごとに見

直さなければならない。その結果、新たな予想が

以前の償却可能額及び耐用年数から乖離する場合

には償却可能額及び耐用年数を変更する必要があ

る。

④ 資産の減損（IAS 第 36 号）

　資産の減損については、IFAS と日本基準の大き

な違いはない。但し、減損の処理後に固定資産の

価値が減損前の状況に戻った時の処理が異なる。

日本基準においては、過年度の減損損失の戻入れ

は認められていないが、IFRS においては、「減損を

行わなかった場合に減価償却を継続していた場合

の金額」を上限に戻入れが認められている。

⑤ 固定資産取得後の測定方法

　IFRS においては、固定資産取得後の測定方法と

して、原価モデルと再評価モデルの 2つの方法が

認められている。企業はいずれかの方法を選択し

て適用する。

原価モデル：有形固定資産の当初の取得原価から

　　　　　　 減価償却累計額及び減損損失累計額

　　　　　　 を控除した価額で計上する方法（日

　　　　　　 本基準はこれに該当する。）

再評価モデル：再評価実施日における公正価値から

　　　　　　 減価償却累計額及び減損損失累計額

　　　　　　 を控除した価額で計上する方法

　再評価モデルを採用した場合は、再評価額が当

初取得原価を上回る変動部分は「その他の包括利

益」として認識し、再評価額が当初取得原価を下

回る変動部分は当期損益として認識することにな

る。なお、再評価される有形固定資産の公正価値

が毎年著しく変動する場合は、毎年再評価が必要

となる場合があるが、公正価値の変動がわずかで

ある場合は 3年から 5年毎に再評価を見直すこと

も考えられる。

　日本基準においては、固定資産取得後の測定方

法としては、原価モデルに相当する会計処理のみ

が認められており、再評価モデルでの測定はでき

ない。

【例】再評価モデルの会計処理

　A社は土地を保有しており、再評価モデルを採

用している。土地を取得した時の支払総額は 3億

円であったが、2012 年 3月末現在の帳簿価格は 2

億円となっている。その後、地価水準の上昇に伴い、

2013 年 3 月末時点おける公正価値は 3.5 億円と

鑑定された。

　この場合の会計処理は次のようになる。

（借方）土地　1.5 億円　／　（貸方）

再評価による利益　1億円

その他の包括利益　0.5 億円

　再評価モデルを採用する場合、資産の帳簿価額

が再評価の結果として増加する場合は、公正価値

の増加額は過去において損失として認識された減
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少額の範囲内は利益として認識され（例の場合、3

億円－ 2億円＝ 1億円）、過去において損失として

認識された減少額を超過する額については、再評

価剰余金として資本として認識される（例の場合、

1.5 億円－ 1億円＝ 0.5 億円）。

　なお、ISA 第 16 号の第 32 項において、有形固

定資産の公正価値の決定方法が規定されている。

これによると、土地及び建物の公正価値は、通常、

専門家として資格を有する評価人による鑑定に

よって、市場での根拠を基に決定されると規定さ

れている。また、有形固定資産項目の公正価値は、

鑑定によって決定された市場価値であると規定さ

れている。

　以上をまとめると次のようになる。

【IFRS と日本基準の差異】

３．機械設備の評価

（１）IFRS と機械設備評価

　従来の日本基準の会計は、期間損益計算を算出

する収益アプローチがベースにあり、P/L 重視の

会計基準となっている。一方、時価主義が原則で

ある IFRS は、資産・負債の変化を測定する B/S 重

視の会計基準となる。資産負債アプローチでは、

企業の業績は純資産の増加分である包括利益を計

算し、これが企業の業績を図るベースとなる。そ

して、IFRS においては、保有資産の計上は取得原

価又は公正時価となることから、これらの資産に

ついて毎期の評価が重要となる。特に製造業を営

む企業にとっては、機械・設備が企業の資産の大

きなウエイトを占めていることから、これら資産

の適正な評価が重要なポイントとなる。しかし、

我が国においては、機械・設備に関する評価基準

が確立されていない。従って、本稿では機械設備

評価においてグローバルスタンダードとなってい

る国際評価基準（IVS）に準拠する評価手法の特徴

について述べることにする。

（２）機械設備評価における評価手法

　機械設備評価においては、原価法、取引事例比

較法及び収益還元法の 3つの手法が基本となる。

但し、機械設備の場合、他の工場へ移転して使用

することが可能なことから、移転費用等を勘案し

た価格を求める場合がある等の点で、不動産とは
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異なる考え方をとる。想定される機械設備の使用

方法や処分目的により、評価前提が次の 3つに分

類される。

・移転（除去）を目的とする売却を前提とする場合

・継続使用を前提とする場合

・清算が前提の場合

　機械設備評価においては、前記の 3手法の適用

が基本であるが、資産の種類または適用される評

価の前提により、全ての手法を使うのが実用的で

ない場合がある。その場合、評価人は 3手法を状

況に応じて適用することになる。本稿では、機械

設備評価において、特に重要となる原価法につい

て取り上げることにする。

① 原価法

　原価法とは、評価対象資産の現状の新規再調達

コストを算出し、その後、物理的な滅失・毀損、

機能的な陳腐化、経済的な退化などの要素を減価

する手法である。合理的な買い手は、ある資産に

対して、それと同様の性能・機能を有する代用品

の購入費用以上の対価を支払わないという原則が

背景にある。

② 再調達コストと再生産コストの違い

　機械設備評価においては、再調達価格に新規再

調達コストと新規再生産コストという 2つの概念

があることに注意が必要である。

　新規再調達コストとは、対象資産と最も同等に

近い効用を有する資産を新たに取得するためのコ

ストである。

　新規再生産コストとは、対象資産と同じか極め

て類似した材料を用いて資産の新規模造品（レプ

リカ）を再生産する現在コストである。例えば、

陳腐化した数十年前の機械（パソコン等）の新規

再生産コストは、機能的には劣るものの、原材料

の入手困難性、生産性等の観点から、新規再調達

コストよりも高額になるケースもあり得る。

③ 新規再調達コストの決定手法

　機械設備評価における新規再調達コストの決定

方法として、主として詳細法（積上げ法）、時点修

正率を用いる方法及びコスト・キャパシティ法の

3手法がある。

（ⅰ）詳細法（積上げ法）

　資産のコストを構成要素ごとに積み上げる方法

であり、直接コスト及び間接コストのすべてが含

まれる。直接コストの例としては、原材料コスト、

輸送費、機械据付費用等がある。間接コストとは、

エンジニアに対する報酬料、工事期間中の保険料

等などがある。

　なお、機械評価においては、再調達コストを試

算するための情報源及び参考データが非常に重要

となる。機械製造者のカタログ、価格表等の他、

顧客が取得した見積書、請求書等も重要な情報源

となり得る。

（ⅱ）時点修正率を使った方法

　時点修正率を用いて新規再生産コスト（新規再

調達コストではない）を求める手法であり、資産

の当初原価に指数もしくは時点修正率を適用して

現在コストを算出する方法である。

再生産コスト＝

　　（現時点での指数／基準年の指数）×当初原価

ここに適用する指数は当該資産固有の指数であっ

て、代替のコストとの比較ができない。つまり、

コスト低下をもたらす技術の進歩を反映できない。

（ⅲ）コスト・キャパシティ法

　類似する規模の機械設備のコストは、キャパシ
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ティの累乗として算定できるという考え方を前提

に、コストとキャパシティの関係は次式で表され

る。

（C2/C1）=（Q2/Q1）x

　ここで、C2 はキャパシティQ2の機械の予想コ

ストであり、C1はキャパシティQ1の機械の既知

コストである。Xはコスト・キャパシティ要素と

いい、資産によって異なるが平均値は 0.6 ～ 0.7

である。米国では資産ごとにコスト・キャパシティ

要素が整備されている。

【例】

　1年につき 1万トンの生産能力を有するある工

場の新規再調達コストが 10億円である場合、1年

につき 2万トンの生産力を有する工場の新規再調

達コストを求める。但し、コスト・キャパシティ

要素は 0.6 とする。

　前記の関係式より、C2＝ C1× (Q2/Q1)x　とな

る。

よって、C2＝ 10億円×（2万トン /1 万トン）0.6

　≒ 15.157 億円

④ 減価の概念

　機械設備評価における減価の要因には、物理的

劣化、機能的退化及び経済的退化の 3つの要因が

ある。

（ⅰ）物理的劣化

　機械設備評価における物理的劣化の測定方法と

して、観察減価法、比率法及び直接ドル法の 3つ

がある。本稿では、観察減価法及び比率法につい

て説明する。

A．観察減価法

　評価人が資産を観察し、資産の摩耗状況に応じ

て減価する。外観からは把握できない機械設備の

内部の腐食状況等は工場管理者からのヒアリング

から状況を把握することが求められる。

B．比率法

　物理的劣化に係る測定方法は、資産の使用状況

に基づいた分析によるもので、単純化すると使用

年数／耐用年数という比率で測定される。しかし、

耐用年数が経過した段階で未だ稼働している機械

設備の場合は矛盾が生じる。そこで機械設備評価

の場合、次のケースのように補正を行う。

【例】

・普通旋盤の通常耐用年数は 20年である

・この旋盤の新規再調達コストは 30,000 円である

・旋盤は 30年間使用しているが 4年前にリビルド

　を行って新品の約 85％の状態まで回復したと推

　定される。この場合の物理的減価を求める。

　この普通旋盤の歴年数（使用した年数）は 30年

であるが、使用状況が良く、通常耐用年数を超え

て使用できているので、実際使用年数は 20年以下

であると推定できる。また、4年前に 85％まで回

復しているので、この時点での残存耐用年数は 20

年× 85％＝ 17 年となる。それから 4年経過して

いるので、現時点での残存耐用年数は 13 年と考

える。したがって、実際使用年数は 20年－ 13 年

＝ 7年、物理的減価は 30,000 円× 7年 /20 年＝

10,500 円となる。

　以上をまとめると下記のように減価率を求める。

減価率＝実際使用年数 /通常耐用年数＝

　　実際使用年数/（実際使用年数＋残存耐用年数）

　実際使用年数：同種の新規資産と比較してみた

場合に推定される資産の使用年数で、当該資産の

実際の状態により示唆される使用年数である。資

産が最初に建造されてから経過した年数は歴年数
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と呼び、実際使用年数とは区別する。

※回復可能及び回復不能な物理的劣化

　機械設備においては、特定の構成部分が毀損し、

当初の設計能力を発揮できなくなった場合、これ

を機能的に回復させることが可能な状況もある。

つまり、修繕の結果資産が有することになる効用

が、劣化や減耗の修繕コストを上回るとき、この

物理的劣化は回復可能な劣化といえる。回復可能

及び回復不能な場合の当該資産の減価額は下記の

通り試算できる。

【例】

・ある機械の設計生産能力は 1時間当たり 1,000

　ユニットとする。

・現在、機械の一部が毀損し、1時間当たりの生産

　は 750 ユニットが限界となっている。

・当該資産の新規再調達コストは 100,000 円とす

　る。

　この場合、修繕コスト 10,000 円で回復可能な

場合の減価額と、回復不能な場合の減価額は以下

の通り求めることができる。

　機械の毀損が回復可能な場合は、修繕コストの

10,000 円により元の効用を取り戻すことができる

ので、その減価額は 10,000 円となる。一方、回

復不能な場合は当該資産の生産能力は 1,000 ユ

ニットから 750 ユニットへ 25％ダウンしている

ことから、100,000 円の 25％、つまり 25,000 円

の減価が生じていると考える。

【例】回復可能な劣化と回復不能な劣化のある機械

設備の公正市場価値

　A社保有のある生産機械の新規再生産コストは

1,000,000 円であるが、同等の性能を有する最新

の生産機械の新規再調達コストは 900,000 円と

なっている。

　この生産機械の動力には毀損があり、修繕費用

として 200,000 円を要する。

　機械の使用開始から 10年が経過しており、残耐

用年数はあと 15年と判断される。

　この生産機械の減価後の公正市場価値を求める。

1. 回復可能な物理的劣化

　当該機械の毀損は 200,000 円の修繕費用で回復

可能であることから、回復可能な物理的劣化に対

する減価額は 200,000 円となる。従って、機械の

再生産コストは下記の通りとなる。

新規再生産コスト 1,000,000 円－回復可能な物理

的劣化 200,000 円＝ 800,000 円

2. 回復不能な物理的劣化

　経年劣化による物理的消耗等は回復不能な物理

的劣化となり、実効年数から同コストを見積もる。

実効年数 10 年 /（実効年数 10 年＋残存耐用年数

15年）× 100 ＝ 40％

前記で求めた生産機械の再生産コストにこの減価

率を乗じて、回復不能な物理的劣化の減価額を算

出する。

生産機械の再生産コスト 800,000 円× 40％＝

320,000 円

3. 物理的劣化の合計及び減価率の査定

　回復可能及び回復不能な物理的減価は上記より

200,000 円＋ 320,000 円 =520,000 円となる。

従って、二つの物理的劣化による減価率は下記の

通りとなる。

物理的劣化による減価額 520,000 円 / 再生産コス

ト 1,000,000 円＝ 52％

4. 公正市場価値
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当該機械の再生産コストは 1,000,000 円である

が、評価時点現在では同等の効用を有する機械が

900,000 円で購入できる。つまり、新規再調達コ

ストは 900,000 円となり、これに前記で求めた全

体の減価率を乗じて、公正市場価値は

900,000 円× 52％＝ 468,000 円となる。

（ⅱ）機能的退化

　機能的退化とは、新規技術の開発により一層効

率的でコストが少なく済む代替資産に比べて、対

象資産が非効率的になり、その資産価値が減少す

ることである。機能的退化の兆候は、過大な稼働（製

造）コスト、過大な建設（資本）コスト、超過能力、

効用の欠如等の状態に表れる。

　過大な製造コストの例としては次のよう場合が

ある。機械設備に関しては、技術進歩等の影響に

より、ある資産の代替コストは再生産コストより

も安い場合が通常である。この場合の代替コスト

と再生産コストの差が過剰資本として算定される。

過剰な経常費用もしくは製造費用によっても機能

的退化は生じる。これを操業上の減価という。技

術革新により、最新の代替資産は資本コストが安

いだけではなく、操業コストも安く効率的である。

このコストの差により機能的退化が生じる。操業

上の過剰コストは、操業者が過剰費用を解消する

ために何らかの方策を実施するまでか、対象資産

が摩耗して使用できなくなるまで発生する。した

がって、操業上の減価は将来の過剰経常費用の現

在価値として表すことができる。

【例】機能的退化の算定

　ある工場では生産ラインを稼働させるのに20人

の人員を要している。しかし、この生産ラインと

同性能を有する最新施設であれば、人員は 15 人

で稼働できる。1人当たりの労働賃金は5,000,000

円 / 年である。この生産ラインの残存耐用年数は

10年、税率を 40％、割引率を 10％と仮定すると

操業上の減価は下記の通り算定される。

年間過剰経常コスト：5,000,000 円× 5 人＝

25,000,000 円

税控除後年間過剰経常コスト：25,000,000 円×（1

－ 40％）＝ 15,000,000 円

※過剰経常費用は、最新の工場において課税対象

となるとの想定に基づいて、税引き後で計算する。

年金現価率（10年、10％）：6.14457

操 業 上 の 減 価：15,000,000 円 × 6.14457 ≒

92,000,000 円

（ⅲ）経済的退化

　経済的退化とは、資産の外的要因によって生じ

る資産の価値や効用の喪失である。この外的要因

の例としては、評価対象である機械設備によって

製造される製品に対する需要の減少、競争の激化、

原材料の変化、規制等が挙げられる。経済的退化

を完全に測定することは困難である。

　経済的退化の例として効用の未実現があげられ

る。工場や資産の操業レベルが想定上の稼働能力

よりもかなり低く、その状況が継続する場合、資

産の価値は低くなる。すなわち、想定上の効用が

実現されないことによって、資産の減価をもたら

す経済的退化が生じている。

　効用未実現による不利益は次の公式を用いて実

際の操業レベルと想定上の稼働能力を比べること

により計算できる。

効用未実現＝ 1－（能力 B/ 能力 A）x

能力 A：想定上の稼働能力

能力 B：実際の製造能力

X：スケール指数：対象資産によって変動はあるが、

平均値は 0.6 ～ 0.8 となる。

　この公式は、異なった能力の施設のコストは、
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規模の経済により直線的ではなく指数的に変化す

ることを表している。

【例】経済的退化の測定

　A社は 1日あたり 5,000 ユニット可能な生産ラ

インを備えている。しかし、外的な要因により操

業レベルが 1日当たり 4,000 ユニットまで減少し

ている。

　この場合の当該資産の公正市場価値を求める。

　なお、前提として、1日当たり 5,000 ユニット

の能力の生産ラインの新規再調達コストは 100 万

円であり、当該資産の物理的劣化は 30％と見積も

られている。

　操業レベルが減少した要因は経済的退化である

ため、効用未実現の公式を用いてこれを算定する。

効用未実現（経済的退化）＝ 1－（4,000/5,000）0.7

× 100 ＝ 14.5％

※スケール指数は 0.7 とした。

新規代替コスト：1,000,000 円

物理的劣化 30％：-300,000 円

物理的劣化控除後新規代替コスト：700,000 円

経済的退化：700,000 円× 14.5％＝ 101,500 円

公 正 市 場 価 値：700,000 円 － 101,500 円 ＝

598,500 円

　但し、長期的に生産が 1日当たり 4,000 ユニッ

トという状況が続くようであれば、新規代替コス

トは 1日当たり 5,000 ユニットではなく、4,000

ユニットに基づく新規代替コストを見込むべきで

ある。

４．今後の課題

　当初検討されていた 2015 年における IFRS の強

制適用は先送りされたものの、企業会計基準のグ
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