
１　欧米の周波数オークションとM&A戦略の状
況

1.1 周波数オークションを振り返る

周波数オークションとは、政府が、周波数帯域の

利用免許を通信キャリアに競売で売却して事業を行

わせる制度である１。周波数オークションの正の面と

しては、公平かつ効率的に電波資源を利用する道が

促され、国庫収入により国民の共有財産としての希

少価値のある電波資源が有効活用される。負の面と

しては、オークション価格が暴騰して、落札した通信

キャリアが事業を始められないまま経営破綻するリス

クがあり、また通信キャリアの財務負担が重過ぎてサ

ービスへの投資が滞り、利用者が高い価格で質の低

いサービスを購入せざるを得なくなる可能性などがあ

る。しかしOECD加盟国の約2/3は既に周波数オーク

ションを導入しており、実施されているオークション

の大部分は大きな問題もなく運用されてきたと総括し

てよい。

ここで周波数オークションの歴史を簡単に振り返り

かえってみよう。1990年代に世界で初めて採用され

た米国での周波数オークションは、成功したと評価し

てよい。その後、欧州においても周波数オークション

またはこれに準ずる制度が導入された。各国の通信キ

ャリアが入り乱れて競争している欧州においては、

2000年に各国通信キャリアが周波数を獲得しようと

オークション価格が高騰した。特にドイツと英国では

それぞれ5兆600億円、3兆9900億円と高騰し、当時の

インターネット・バブルにより株価が高騰した時期に

重なったこともあって、周波数帯域の需要と供給の実

態に即しない「周波数バブル」が起きてしまった。主

要な通信キャリアの購入ライセンス総額を見ても、そ

の額が巨額であったことがわかる（図表1）。
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図表1 欧州通信キャリアの2000年周波数オークションの

落札状況

出典：各社アニュアルレポート

1.2 欧州通信キャリアのM&Aを振り返る

次に、欧州通信キャリアにおいてM&Aは、成長戦

略の手法として、海外進出の足掛かりとなっている

（図表２）。一方、米国の通信キャリアにおいては国内

シェア拡大のために国内の通信キャリアのM&Aが盛

んに行われてきた。

図表２　欧州通信キャリアの主要なM&Aの状況

出典：各社アニュアルレポート

M&Aの正の面としては、規模拡大により売上が増

加する面もあるが、負の面としては、①M&Aにより

多額の営業権が計上され多額の償却費や減損損失が

発生し、②M&Aで現金買収の手法を採用した場合

は、有利子負債が増加し財政悪化するリスクがある。

また③M&Aで株式交換を採用した場合は、新株発行

を行うために株式希薄化による株価下落のリスクがあ

る。なお株式交換とは、現金を支払う代わりに自社

の株式を割り当てる方式をいう。

欧州のM&A手法として2000年前後頃はインターネ

ット・バブルを背景にした株価高を利用した株式交

換が行われたが、インターネット・バブル崩壊後の

M&A手法の主流は金利安の状況もあって現金買収と

なった。また被買収会社の傾向として、自国外の事

業者が大半であり、また移動通信事業者が大部分と

なっている。

２　通信キャリアの周波数オークションやM&A
の会計

欧州の通信キャリアのM&A戦略による成長戦略や

携帯電話の周波数オークションは、日本の関係者の

間で強い興味の対象であり、多くの調査がある。しか

し周波数オークションやM&Aの会計的な側面への影

響は、一部の関係者の間を除き、あまり論じられてい

ない。そこで本節では、その会計上の内容とりわけ周

波数オークションやM&Aで発生する無形資産と、

M&Aで発生する「のれん」を中心に整理する。その

後、日本の状況を整理する。

2.1 無形資産の計上

国際財務報告基準いわゆるIFRS(International

Financial Reporting Standards)２では、①将来の経済

的便益が企業に流入する可能性が高い、②取得原価

を、信頼性をもって測定できる、③無形資産の定義

である識別可能要件(分離可能要件又は契約・法的要

件)の３要件を満たした場合、無形資産への計上が要

求されている(図表３)。

図表３　IFRSの無形資産の計上及び減損テストのイメージ図

図表３の１の市場購入にもあるように、周波数オ

ークションのライセンス料は、市場購入に相当し、こ

の３要件を満たすので、無形資産である。

図表３のM&A(＊1)にもあるように、M&Aにおいて

被取得企業にIFRS無形資産の３要件を満たせば、被

取得企業の財務諸表に資産計上されていなくても、

連結財務諸表上は無形資産を公正価値で評価して資

産計上しなければならない。

またIFRS第３号「企業結合」及びAccounting
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周波数オークション 購入ライセンス総額

テレフォニカ 参加・落札 122億ユーロ

ボーダフォン 参加・落札 132億ユーロ

フランステレコム 参加・落札 70億ユーロ

買収相手先
の主事業

買収時期

テレフォニカ
固定事業
中心

2000年
前後

フランス
テレコム

携帯事業
中心

2000年

ドイツ
テレコム

携帯事業
中心

2001年

M&Aの
手法

買収額 所有割合 進出地域

株式交換
約241億
ユーロ

過半数以上 南米

現金買収
約375億
ドル

100% 南米・欧州
携帯事業
中心

2005/2006
年

ボーダフォン 株式交換
約1,830億
ドル

100% 欧州
携帯事業
中心

2000年

株式交換と
現金買収

約432億
ユーロ

過半数以上 欧州

株式交換と
現金買収

約299億
ドル

100% 米国



Standards Codification（ASC）805(SFAS第141号)に

よると、被取得企業が認識していなかった無形資産

についても法律上の権利または分離・譲渡可能な資

産が含まれている場合、当該無形資産は公正価値で

評価され、取得価格と当該無形資産を含む識別可能

純資産の差額は、のれんに計上する。ただし、のれん

は無形資産ではない。

2.2 償却

無形資産は、耐用年数が確定できる償却資産と耐

用年数が確定できない非償却資産がある。主要な通

信キャリアの主な非償却無形資産としては、商標権

やブランド等のマーケティング関連無形資産、FCC

ライセンスなどの契約関連無形資産がある。FCCラ

イセンスとは、米連邦通信委員会（FCC）によって

発行された周波数スペクトルのライセンスをいう。つ

まり米国では周波数オークションの調達コストは償却

していない。なお欧米ともに、のれんも償却しない。

償却無形資産とは、一定の耐用年数がある無形資

産である。通信キャリアの償却無形資産としては、ソ

フトウエアや顧客リストがある。またIFAS対応での

ライセンス料も償却資産である。繰り返しになるが、

FCCライセンスは非償却資産として処理されている。

2.3 減損

償却無形資産は毎期末に、非償却無形資産は毎期

及び減損の兆候のある場合に、図表３(＊2)にある減損

テストを行って、必要に応じて減損を認識しなければ

ならない。またのれんも非償却とされ減損会計が適用

される。FCCライセンスやのれんは、非償却なので、

期末だけでなく、減損の兆候のある場合に、減損する

可能性がある。

2.4 日本の状況

ここで日本の状況を整理しておこう。2008年12月、

IFRSとのコンバージェンス３に向けた企業結合のステ

ップ1として、企業会計基準第21号「企業結合に関す

る会計基準」が改訂され、従来の「取得した資産に

法律上の権利又は分離して譲渡可能な無形資産が含

まれる場合には、取得原価を当該無形資産等に配分

することができる」（企業結合に関する会計基準(旧)

三.2.（3））から、「受け入れた資産に法律上の権利な

ど分離して譲渡可能な無形資産が含まれる場合には、

当該無形資産は識別可能なものとして取り扱う」（企

業結合に関する会計基準（改正）第29項）に、改正

された。すなわち2010年４月以降、無形資産はのれ

んと区別して公正価値で計上されることとなった。

日本基準の改訂前と改訂後の無形資産及びのれん

の計上方法の違いについて図表４で図解する。改訂

前の日本基準は、取得価格と被取得企業の識別可能

純資産との差額はのれんに計上されるのに対し、改訂

後は、IFRSと同様に、被取得企業が認識していなか

った無形資産についても、受け入れた資産に法律上

の権利など分離して譲渡可能な無形資産が含まれる

場合には、当該無形資産は識別可能なものとして取

り扱われ、公正価値で評価され、取得価格と被取得

企業の識別可能純資産（当該無形資産含む）の差額

はのれんに計上される。

図表４　日本基準の改訂前と改訂後の無形資産及びのれんの

計上方法の違い

３　各通信キャリアの会計の比較
次に通信キャリアごとに、①通信キャリアの無形資

産の内訳、②償却無形資産の耐用年数の状況、③非

償却無形資産の内訳、④減損の状況を整理する。

3.1 日米欧通信キャリアの無形資産

まず欧米キャリアの無形資産の内訳を図表５に整

理する。この図５を見ながら、説明を加えていく。

のれんの他に計上額が特に大きい無形資産として

は、ライセンス権利がある。のれん計上額はのれん及

び無形資産計上額合計の約50％、ライセンス権利計

上額は同合計額の約36％を占めるに至るキャリアも

存在する（図表５）。我々が、M&Aとオークション

に力点をおいて論じているのは、まさにこの額が巨額

であることに起因する。ライセンス権の金額が大きい

理由としては、活発なM&Aを原因として計上された

ライセンス料の金額が大きいこともあるが、欧州にお

ける2000年の周波数オークションにより高騰した周
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波数ライセンス権を購入したことも一つの要因と推定

される。

日本の通信キャリアに比べて、欧米の通信キャリア

の、のれん及び無形資産計上額が大きい理由として

は、欧米の通信キャリアは、ボーダフォンの独マンネ

スマン社の買収に代表されるように、日本の通信キャ

リアに比べて成長戦略としてM&Aを活発に行ってい

ることがその要因であると推定される。

またIFRS適用会社においては、自己創設無形資産

（開発費）が計上されている点も特徴的である。無形

資産の取得には、大きく外部から取得する無形資産

と自社が開発（自己創設）する無形資産がある。自

己創設は金型や試作品などがある。なお研究開発費

（研究局面）は、従来と同様に費用である。

3.2 通信キャリアの償却無形資産の耐用年数の状況

通信キャリアの償却無形資産としては、ソフトウエ

アや顧客リストがある（図表６）。

IFRSやUSGAAPにおいて償却無形資産の耐用年数
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出典：各社2009/12期アニュアルレポート（NTT、ドコモ、ボーダフォンは2010/３期）
ドイツテレコム・フランステレコム・テレフォニカの換算レート：ユーロ／ドル→1.43（2009/12末TTM）
ボーダフォンの換算レート：ポンド／ドル→1.51（2010/３末TTM）
NTT・ドコモの換算レート：円／ドル→0.0107（2010/３末TTM）

TTMレート＝TTSレート（対顧客電信売相場）とTTBレート（対顧客電信買相場）の中間の値

図表５　通信キャリアの無形資産の内訳

単位：百万ドル

USGAAP IFRS

AT & T ベライゾン NTT ドコモ ドイツテレコムフランステレコム テレフォニカ ボーダフォン

のれん 73,259 22,472 5,372 2,133 29,078 40,287 27,979 78,275

ソフトウェア 4,109 14,266 6,421 4,913 4,216 3,503

商標権 5,235 72 40 4,833

ライセンス 48,759 72,067 961 127 36,077 3,336 12,644 28,130

顧客関連資産 7,420 2,122 1,147 3,834

自己創設無形資産
（開発費）

1,516 232

その他 5,644 533 328 169 5,683 608 1,624 2,221

合計 140,317 101,303 20,999 8,890 72,354 55,124 50,529 112,129

出典：各社アニュアルレポート

図表６　各通信キャリアの無形資産及びのれんの計上 状況(2009年度)

会社名 会計基準 マーケティ
ング

顧客 技術 契約
ソフトウェ
ア

自己創設
無形資産
（開発費）

NTT

USGAAP

○ ○ ○

NTTドコモ ○ ○ ○

AT & T ○ ○ ○ ○

ベライゾン ○ ○ ○

ドイツテレコム

IFRS

○ ○ ○

テレフォニカ ○ ○ ○ ○ ○ ○

フランステレコム ○ ○ ○ ○ ○ ○

ボーダフォン ○ ○ ○ ○ ○ ○

のれん

非償却無形資産 償却無形資産

マーケティ
ング

契約

○

○

○ ○

○

○

○



は、無形資産の予定する使用法やライフサイクル等を

検討して決定される。通信キャリアにおいては、顧客

関連資産は顧客の予想キャッシュ・フロー貢献期間、

ライセンス権はライセンス存続期間等を検討して決定

されている。これをUSGAAPとIFRS適用別にわけ

て、通信キャリアごとに整理する。

(1) USGAAP適用の通信キャリア

ドコモ

顧客関連資産は携帯電話事業の顧客の予想契約期

間である6年にわたって償却している。NTT等の有線

電気通信事業者の電気通信施設利用権は20年間にわ

たり償却している。

NTT

ソフトウエアは５年間の見積耐用年数で償却、そ

の他の無形資産は平均10年間の見積耐用年数により

償却している。また洞道及び 共同溝等の施設利用権

は、18年間の見積耐用年数で償却している。

AT&T

平均8.1年の見積耐用年数により償却している。顧

客関連資産の見積耐用年数については、キャッシュ・

フローに貢献すると予想される期間となっている。

ベライゾン

見積耐用年数は、顧客リストが6年～8年、自社使

用のソフトウエアが２年～７年、その他の無形資産

が１年～25年となっている。

(2) IFRS適用の各通信キャリア

ボーダフォン

見積耐用年数は、顧客関連資産が２年～７年、周

波数手数料及びライセンスが３年～25年、ソフトウ

エアが３年～５年、ブランドが１年～10年となって

いる。

ドイツテレコム

見積耐用年数は、UMTSライセンス４が５年～15

年、GSMライセンスが１年～15年となっている。ま

た、内部生成される開発費用は、資産の要件を満た

せば資産計上され、使用見積期間にわたって償却さ

れている。

フランステレコム

見積耐用年数は、顧客関連資産が契約の予想期間

である３年、ライセンスが3.8年～13.9年、特許権が20

年を超えない期間、ソフトウエアが５年となってい

る。また、開発費は資産の要件を満たせば資産計上

され、使用見積期間が３年となっている。

テレフォニカ

見積耐用年数は、顧客関連資産が顧客の予想契約

期間、ライセンスがライセンスの存続期間、ソフトウ

エアが3年となっている。また、内部生成される開発

費用は、資産の要件を満たせば資産計上され、使用

見積期間にわたって償却されている。

3.3 通信キャリアの非償却無形資産の内訳

IFRSやUSGAAPにおいて、企業に無形資産のキャ

ッシュ・フロー流入予想期間について予見可能な限

度がない場合、無形資産の耐用年数は確定できない

とみなされる。ブランドや商標権は一般にキャッシ

ュ・フロー流入予想期間が正確に見積れないため、

非償却資産とされているケースが多く、商標権やブラ

ンドを非償却資産としている通信キャリアは、NTT、

ドコモ、AT&T、フランステレコムとなっている。ま

たAT&T、ベライゾン、ドイツテレコムにおいては、

FCCライセンスを非償却資産としている。その根拠

として、見積使用期間を制限する法律的、制度的、

契約的、競争上、経済的要素がなく、また契約が定

期的に更新され契約更新コストが僅かであることがあ

げられる。

3.4 通信キャリアの減損の状況

欧米の通信キャリアは、M&Aの結果、多額の無形

資産及びのれんが計上されており、対象事業セグメン

トの事業環境の悪化によりディスカウント・レートや

成長レートが上昇した場合や金利が上昇した場合に

割引率が上昇し、将来キャッシュ・フローが大きく目

減りし、多額の減損損失が計上されるリスクが高まる

場合がある。

その会計処理を理解するために、ここでは通信キャ

リアの無形資産及びのれんの減損の状況について整理

する。USGAAP適用の各通信キャリアと比較すると、

IFRS適用の各通信キャリアの無形資産及びのれんの

減損金額は相対的に大きい（図７）。IFRS適用の通信

キャリアは減損の兆候がある場合、回収可能価額と

簿価を比較して減損の判断をするため（いわゆる１ス

テップ法を採用）、２ステップ法を採用している

USGAAP適用の通信キャリアと比較し、減損損失の

計上が早まっている可能性があると推定される。

次に減損の状況を、USGAAPとIFRS適用別にわけ

て、通信キャリアごとに整理する。

(1) USGAAP適用の通信キャリア

NTT

2010年３月期に、3,916百万円の減損損失が計上さ
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れている。主な内訳としては、データ通信事業に係る

のれんについて3,750百万円の減損損失を計上してい

る。また2009年３月期に、9,024百万円の減損損失が

計上されている。Verioの取得に関連するのれんにつ

いて、米国市場における事業環境の悪化があったと判

断したことから減損テストを実施し、減損損失を認識

している。これにより連結損益計算書上の「のれん及

びその他の無形資産の一時償却」に7,045百万円の損

失を計上している。また、データ通信事業に係るのれ

んについて2,159百万円の減損損失を計上している。

なお、当該減損テスト実施に使用した報告単位の公

正価値は、将来キャッシュ・フローの割引価額に基

づき見積もられている。

AT&T

2009年12月期に、今後使用計画のない有線ライセ

ンスについて18百万ドルの減損損失を実施している。

（2) IFRS適用の通信キャリア

ボーダフォン

2010年３月期に、インドにおいて市場への多数の

新規参入者による激しい価格競争があったことから、

のれんについて2,300百万ポンドの減損損失を計上し

ている。また、無形資産の内、ライセンス及び周波数

手数料についてトルコの事業活動が好転したことによ

り減損が認められなくなったとして減損損失200百万

ポンドの戻入れが計上された。なお、IFRSが適用さ

れた2006年3月期以降の減損損失は、2006年３月期

23,515百万ポンド（のれん/ドイツ19,400百万ポンド、

イタリア3,600百万ポンド、スウェーデン515百万ポン

ド）、2007年3月期11,600百万ポンド（のれん/ドイツ

6,700百万ポンド、イタリア4,900百万ポンド）、2009年

3月期5,900百万ポンド（①のれん/5,650百万ポンドの

うち/ スペイン3,400百万ポンド、トルコ2,250百万ポ

ンド、②無形資産250百万ポンド/ガーナ）となって

いる。

テレフォニカ

2009年12月期に、無形資産について、主に商標権

を中心に32百万ユーロの減損損失を計上している。

なお、IFRSが適用された2005年12月期以降の減損損

失は、2005年12月期24百万ユーロ（のれん/携帯事業

11百万ユーロ、スペイン10百万ユーロ等）、2006年12

月期81百万ユーロ（のれん/ラテンアメリカ53百万ユ

ーロ、スペイン17百万ユーロ等）、2007年12月期17百

万ユーロ（のれん/スペイン）、2008年12月期146百万

ユーロ（①無形資産４百万ユーロ、②有形固定資産

142百万ユーロ）となっている。

ドイツテレコム

2009年12月期に、のれんについて、2,345百万ユー

ロの減損損失を計上している。主な内訳として、英国

の経済停滞・競争激化により1,800百万ユーロの減損

損失、ギリシャの通貨危機に伴うカントリーリスクや

通貨危機に関連した悲観的な観測に伴う、ギリシャ、

ルーマニア、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国及び

スロバキアにおける総額481百万ユーロの減損損失が

ある。なおIFRSが適用された2005年12月期以降の減

損損失は、2005年12月期1,920百万ユーロ（のれん/英

国携帯事業）、2006年12月期10百万ユーロ（のれん）、

2007年12月期327百万ユーロ（のれん/英国携帯事業

336百万ユーロ等）、2008年12月期289百万ユーロ（の

れん/英国携帯事業128百万ユーロ、中東欧事業173ユ

ーロ）となっている。

フランステレコム

2009年12月期に、のれんについて449百万ユーロ、

無形資産について69百万ユーロの計518百万ユーロ減

損損失を計上している。主な内訳として、ポーランド

において規制強化や競争激化に伴い400百万ユーロの

減損損失がある。なお、IFRSが適用された2005年12

月期以降の減損損失は、2005年12月期579百万ユーロ

（①のれん11百万ユーロ、②無形資産568百万ユーロ/
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出典：各社アニュアルレポート

図表７　各通信キャリアの無形資産及びのれんの減損損失計上状況（2009年度）

単位：百万ドル

USGAAP IFRS

AT & T ベライゾン NTT ドコモ ドイツテレコムフランステレコム テレフォニカ ボーダフォン

のれん 0 0 40 0 3,353 642 0 3,473

無形資産 18 0 2 0 0 99 46 -302

計 18 0 42 0 3,353 741 46 3,171



スペインの携帯事業345百万ユーロ、企業向けサービ

ス191百万ユーロ等）、2006年12月期2,905百万ユーロ

（①のれん2,800百万ユーロ/英国の携帯事業2,350百万

ユーロ、ポーランド275ユーロ、オランダ175百万ユー

ロ等、②無形資産105百万ユーロ）、2007年12月期133

百万ユーロ（①のれん26百万ユーロ、②無形資産107

百万ユーロ）、2008年12月期279百万ユーロ（①のれ

ん270百万ユーロ/スペイン140百万ユーロ、その他地

域88百万ユーロ等、②無形資産９百万ユーロ）とな

っている。

４　所感
今後、IFRSによる我が国の通信キャリアへの制度

会計上の影響は無視できない。そこで本稿では、ベン

チマークとして、周波数オークションとM&Aの会計

に注目して整理し、各国の通信キャリアの会計の比

較を試みた。この結果、筆者たちは、IFRSが、我が

国の通信キャリアのM&Aや周波数オークションにお

いて必要な莫大な資金を供給する金融機関の要請に

よる事業計画だけでなく、経営者の意思決定のため

の管理の在り方そのものを問われる重要課題と認識

されるようになると考えるに至った。そこで本稿を総

括して、いくつか論点を提示したい。

4.1 M&Aによる企業価値

(1) 顕在化する企業価値

一般的に、M&Aに伴い計上したのれんと無形資産

は、市場で購入した無形資産に比べ大きい。図表８

は、ボーダフォンの直近３期の無形資産の増加明細

である。図表８によれば、直近３期合計でみると

M&Aにより計上された「のれん」と「無形資産」が、

市場で購入した「無形資産」より大きい。すなわち

M&Aは、企業の潜在的な付加価値を、IFRS・

USGAAPという会計原則に基づき、「のれん」とし

て、顕在化させているといえる。

(2) 健全化する企業価値

USGAAPや前述したようにIFRSにおいても、のれ

んと非償却無形資産は毎期及び減損の兆候があると

きに随時、償却資産は毎期末に減損テストを行い、

一定要件を満たせば減損しなければならない。減損会

計は、いわば「適切ではない額で評価されている無形

資産とのれん」を、毎期または随時に、その時点にお

いて、適切な評価額に再評価する手続きといえる。

この減損会計において、M&Aによる資産の取得で

顕在化した無形資産やのれんをどのように認識し、管

理していくか、M&A後の事業計画や経営上の管理も

重要であり、減損会計に基づく減損処理テストのた

めにも、個別の事業性の評価などその管理方法を確

立する必要がある。

なお、ある企業Ａが率先して無形資産を管理して

いたとしても、この企業を買収した別の企業Ｂにとっ

ては、そのＡの管理は実務的には意味がない点に注意

する必要がある。

4.2 オークションの減損処理により健全化する企業価

値

欧米通信キャリアは、無形資産について多額の減

損処理を行っており、M&Aののれんや周波数オーク

ションのライセンス料も同様に減損処理を行ってい

る。これは高騰した当該資産を適切な評価額で再評

価する手続きである。日本で周波数オークションが実

施された場合、この減損処理テストで判断する実務

的な管理方法をどのように構築するか、今後の日本

の通信キャリアにおいて課題となるであろう。そのた

めには、まず次のセグメント会計を理解する必要があ

る。

4.3 IFRS第８号「事業セグメント」の適用がのれんの

減損に与える影響

第８号「事業セグメント」の適用により、セグメン

ト報告が従来適用されていたIAS第14号「セグメント

Vol.29  No.2  (2011) 63

通信キャリアのM&Aと周波数オークションの会計に関する調査

出典：ボーダフォン、アニュアルレポート（2008／３期～2010／３期）

図表８　ボーダフォンののれん及び無形資産の増加明細(2008/３期～2010/３期の３期間)

単位：百万ポンド

のれん 無形資産

2008年３月期 2009年３月期 2010年３月期 2008年３月期 2009年3月期 2010年3月期
合計

市場購入 ― ― ― 1,034 2,282 1,524 4,840

M＆A 4,316 613 1,185 3,309 398 3,211 13,032



別報告」の事業別セグメントと地域別セグメント単位

から経営者が内部管理に採用している事業単位（事

業セグメント）へ変更になった。IAS第36号「資産の

減損」はIFRS第８号の適用に伴い改訂され、2009年

１月１日付けでのれんの減損テストの実施レベルであ

る資金生成単位（CGU: Cash-Generating Unit）が、

従来の事業別セグメントと地域別セグメント単位から

経営者が内部管理している事業セグメント単位に変

更になったため、この改訂により一般的にはCGUが

小さくなり、のれんの減損損失が追加で生じる可能性

がある。

たとえばフランステレコムの2009年12月期のアニュ

アルレポートによると、フランステレコムはIFRS第

８号「事業セグメント」を2009年１月１日に適用し、

事業活動別（個人向け通信サービス、家庭向け通信

サービス及び企業向け通信サービス）から国別の報告

方式へとセグメント報告を変更している。その結果、

ポーランドの家庭向け通信サービス及びヨルダンの家

庭向け通信サービスののれんについて、それぞれ507

百万ユーロ、48百万ユーロの減損損失の追加計上

（2007年度期首時点の遡及的修正として資本の部の修

正）があった。

そもそもCGUとは、業績管理の最小単位であって、

「他の資産又は資産グループからのキャッシュ・イン

フローとは独立したキャッシュ･インフローを生成さ

せるものとして識別される資産グループの最小単位

（IAS36）」である。従来、セグメント会計は、経営上

の観点というよりは報告目的の色彩が強かった。

IFRSにおいて、セグメント会計が、経営者が内部管

理に採用している事業単位へ変更になり、その事業

単位をCGUとなったことで、今後、日本の通信キャ

リアにおいても、セグメントをどうとらえるか再検討

する良い機会とすべきであろう。CGUの減損会計で

は将来の業績の予測が必要であるが、公正価値によ

る資産・負債の価値変動をシミュレーションするツー

ルなり、メソッドの整備は必須である。

おわりに
本論説の執筆の動機は、通信キャリア、CATV事

業者そしてコンテンツ事業者やクラウド事業者の原価

とは何かという素朴な疑問に始まる。一方で広義の原

価管理は、歴史的にみても本質的に企業の管理会計

のために必要である。また「他の資産又は資産グルー

プからのキャッシュ・インフローとは独立したキャッ

シュ･インフローを生成させるものとして識別される

資産グループの最小単位（IAS36）」というCGUの制

約もある。

テレコムサービス協会の政策委員会では、「ひとつ

のサーバーで複数の処理をするとき、トラヒックとい

う操業度でコストをサービスごとに按分することは無

意味である」と主張している。トラヒックが大きいと

いう理由だけで動画の原価が不必要に高いこと合理

性はない。CATV事業者において、単位時間あたり

の映像の配信のトラヒック量は、電話やインターネッ

トサービスのトラヒック量より明らかに大きい。しか

し映像のトラヒック量で、インフラの償却費をサービ

スごとに按分することは、合理的ではない。本業であ

る映像事業の原価率が悪く見えることになるからだ。

これではCGUを小さくとらえる時代には投資家の投

資判断や経営上の意思決定意を誤ってしまう。

周波数オークションとM&Aによる無形資産やのれ

んの減損をどのように原価に反映すべきか、コンセン

サスはない。非償却資産や減損を埋没原価とし、原

価に含めず、価格決定の材料にしないという見解もあ

るだろう。逆に、こうした損失を価格に反映させない

と、経営上のリスクがあるという意見もあるだろう。

セグメント会計が経営上も報告上も重要性を増す時

代に、価格論の見直しもまた重要な課題である。

本稿が、こうした課題を、通常の実務から離れて、

論じるきっかけとなることを、筆者たちは望んでい

る。

以上
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注

１ 周波数オークションの最初の提唱者は、米国の経済学
者コースである。コースは、市場の失敗の解決策とし
て、たとえば上流で河川を汚染する工場Ａがあって、
下流できれいな水を必要とする工場Ｂがあった場合、
ＡとＢが契約して、Ｂの損害をＡが支払うことを提唱
した。これをコースの定理という。周波数オークショ
ンも二酸化炭素の排出権取引も一種のコースの定理
の例と思われる。

２ IFRSとは、2005年に欧州連合（EU）が、域内上場企
業に対して採用を義務づけた会計基準で、現在では世
界各国100ヶ国以上で採用されている。

３ ここでいうコンバージェンスとは、会計基準が、相互
に容認できる程度に接近しているとお互いが認めるこ
とをいう。一般的にコンバージェンスを「合意」と訳
すこともある。会計基準のコンバージェンスは収斂と
訳すが、収斂という意味のコンバージェンスは、法律
や生物学でも使う用語で、「似ている」という意味が
ある。たとえば先進国の独占禁止法は似てきており、

「くじら」と「さめ」は種は異なっても体型がよく似
ている。情報通信でコンバージェンスというと「融
合」という意味があるが、「放送と通信が似てくる」
と主張しているにすぎないと解することもできる。

４ 欧州の第３世代移動体通信システムのこと。Univer-
sal Mobile Telecommunications Systemの略。
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