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要

旨

リーマンブラザーズの破綻に端を発する世界同時金融危機によって，
デリバティブの公正価値測定（とりわけ，レベル 3の公正価値）が国際
会計の研究において重要な論点になっている。デリバティブの公正価値
測定について，IFRS と U.S. GAAP は報告企業に「市場相場」を用い
るように求めている。しかしながら，カスタマイズされたデリバティブ
の場合，活発な取引市場が存在しないために，報告企業はブラックショ
ールズモデルのような「評価モデル」を適用して公正価値の理論価格を
見積っている。この場合，見積や仮定を用いている観察不可能なインプ
ットが，カスタマイズされた複雑なデリバティブの公正価値を決定して
いる。AICPA 監査基準書第 92号の監査ガイドは，デリバティブ監査の
難しさを次のように指摘している。すなわち，監査人の立場から見ると，
複雑なデリバティブと有価証券の種類が増え，かつそれらの利用度が高
くなったことは，しばしば同様に複雑化した会計指針とも相まって，多
くの企業の財務諸表に対する監査上のアプローチに変化をもたらすこと
となった。例えば，デリバティブに関するアサーションに関連した監査
証拠の評価には，しばしば「重要な判断」が必要となる。とりわけ，基
礎的諸仮定の変化への感応度が特に高いか，あるいは高度に主観的な見
積りに基づく評価アサーションに対して，重要な判断が要求される。監
査人が固有リスクと統制リスクを評価し，実証性手続を設計するには，
特別な知識や技能が求められる。監査人が実証性手続を実施するプロセ
スでは，感応度分析を行うために金融工学や情報技術の知識が必要にな
る。本稿では，評価の計算手法から導かれたデリバティブの主観的な公
正価値に対する新しい監査アプローチを探究する。デリバティブの公正
価値測定に関連した国際監査基準（ISA）の研究を精緻化するためには，
ソフト会計情報に関する監査理論を構築しなければならない。
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Investments in Securities）を中心として，
デリバティブの公正価値測定における内部統

1. はじめに

制・監査上の問題を検討する。

リーマンブラザーズの破綻に端を発する世
界同時金融危機において，デリバティブ（金
融商品）の公正価値測定のあり方が問われて
いる。デリバティブの公正価値測定を巡る主

2. デリバティブの公正価値測
定に対する監査上の対応

要な論点の一つに「活発な市場がない場合の

デリバティブの監査基準は，「表 1」に示

公正価値測定」がある。仮定とモデルに基づ

す よ う に，国 際 監 査 基 準（2001年 3月 の

いて計算された公正価値の理論価格（すなわ

IAPS 1012）と 米 国 監 査 基 準（2000年 9月

ち，レベル 3の公正価値）には，報告企業の

の SAS 92）において同時期に公表されてい

主観性が介入する余地があるので，適用され

る。

る評価モデルやインプットデータの検証方法
について精緻な研究が求められている。
本稿では，国際会計士連盟（Internation-

「表 1」から理解されるよ う に，IFAC の
国際監査基準および国際監査実務ステートメ
ントと，AICPA の監査基準書は類似した構

al Federation of Accountants; IFAC）が

成になっている。国際監査基準には SAS 70

2001年 3月に公表した国際監査実務ステー

のような「サービス組織」（service organi-

トメント（International Auditing Prac-

zations）に関する独立した基準は設けられ

tice Statement ; IAPS）の 1012「デリバテ

ていないが，IAPS 1012のパラグラフ 52‑55

ィブ金融商品の監 査」
（Auditing Deriva-

にサービス組織に関する規定が含まれている。

tive Financial Instruments）
，および米国

また，IFAC の国際監査基準と AICPA の監

公認会計士協会（American Institute of

査基準書は，文言の表現等（例えば，専門家

Certiﬁed Public Accountants; AICPA）

の呼称として，ISA 620の “expert”に対し

が 2000年 9月 に 公 表 し た 監 査 基 準 書

て SAS 73の “specialist”）が多少異なるも

（Statement on Auditing

Standards ;

のの，何れもデリバティブの監査について専

SAS）第 92号「金融商品，ヘッジ活動およ

門家やサービス組織の利用に関するコントロ

び有価証券投資の監査」（Auditing Deriva-

ールに着目している点は共通している。外部

tive Instruments, Hedging Activities, and

の専門家によるデリバティブの公正価値評価

表 1 国際監査基準と米国監査基準の対応関係
国際監査基準
ISA 540 会計上の見積りの監査
ISA 545 公正価値測定および開示の監査
ISA 620 専門家（expert）の利用
IAPS 1012 デリバティブ金融商品の監査
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米国監査基準
SAS 57 会計上の見積りの監査
SAS 101 公正価値測定および開示の監査
SAS 70 サービス組織
SAS 73 専門家（specialist）の利用
SAS 92 金融商品，ヘッジ活動，および有
価証券投資の監査
SAS 92 監査ガイド

デリバティブの公正価値測定における内部統制・監査上の問題

図 1 米国監査基準書第 92号監査ガイドの構成

や，サービス組織によるデリバティブ取引へ

ガイドとしては，先進諸国における監査プロ

の依存度が高まると，監査リスクは高くなる

フェッションの取り組みとして最も完成度が

傾向がある。

高い。第 6章では，評価モデルに対する一般

また，国際監査基準と米国監査基準は，

的な実証性手続の設計に加えて，ブラックシ

「表 1」に示したように基準の構成が類似し

ョールズモデルやゼロクーポン法に対する感

ていることに加えて，デリバティブの監査に

応度分析が個別に議論されている。

おいて監査人に求められる「特別な技術と知
識」に関しても類似した規定を設けている。
すなわち，デリバティブの監査には，金融工
学や IT に関する特別な技術と知識が必要に

3. 活発な市場がない場合の
公正価値の監査

な る こ と が 強 調 さ れ て い る。こ の 点 で，

AICPA は 2009年 6月 現 在 で，監 査 基 準

AICPA が 2001年 3月に作成した「SAS 第

書第 120号まで公表しているが，デリバティ

92号 監 査 ガ イ ド」
（AICPA 2001）は，
「図

ブの監査を扱った監査基準書第 92号は内容

1」に示したように，デリバティブの監査を

が複雑であることに鑑み，上記の詳細な「監

体系的かつ詳細に解説しており，その内容は，

査ガイド」（AICPA 2001）が作成され，8件

IAPS 1012の理解を深める目的にも役立つ

のケーススタディまで収録されている。監査

も の に な っ て い る。と り わ け，AICPA

基準書にこのような監査ガイドがセットで作

（2001）の「第 2部」は，主観的仮定に基づ

成されることは，AICPA においても希なこ

く公正価値の監査方法を，固有リスクの評価

とである。このことからも，デリバティブの
1)

（AICPA 2001, 37‑44）
，統制リスクの評価

監査に特有な難しさをうかがうことができる。

（AICPA 2001, 45‑62），およびリスク評価

AICPA（2001）の「序 文」で は，監 査 基

に基づく実証性手続の設計（AICPA 2001,

準書第 92号監査ガイドの性格について次の

63‑83）の三つの段階に即して監査上の留意

ように述べている。

事項を明確にしており，デリバティブの監査

規制緩和，外国為替と金利のボラティリ
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ティ，および税法の改正によって，創造的か

積額を指している。辞書的には主張という意

つ複雑なデリバティブおよび有価証券が大量

味になるが，「財務諸表上の金額は経営者に

に生み出されることになった。これらの登場

よる意思表示である」という考え方から，近

は，一貫性を欠いた会計と，アドホックに考

年ではアサーションという用語が用いられる

え ら れ た 解 決 策 を も た ら し た。」
（AICPA

ようになっている。傍点を付した二つ目の箇

2001, par.1.01）

所にみられる「基礎的諸仮定の変化への感応

続いて，AICPA（2001）では，1980年代

度が特に高いか，あるいは高度に主観的な見

半ばから始まった FASB や SEC の諸活動に

積りに基づく評価アサーションに対して，重

言 及 し（AICPA 2001, par.1.02）
，次 の よ

要 な 判 断 が 要 求 さ れ る」と い う AICPA

うに指摘している（傍点は筆者による強調）。

（2001）の指摘が，本稿で取り上げている監

「監査人の立場から見ると，複雑なデリバ

査問題の核心を最も的確に表現している。

ティブと有価証券の種類が増え，かつそれら

AICPA（2001）ではこの点が繰り返し強調

の利用度が高くなったことは，しばしば同様

されている。

に複雑化した会計指針とも相まって，多くの

デリバティブの監査は，固有リスクの評価，

企業の財務諸表に対する監査上のアプローチ

統制リスクの評価，およびリスク評価に基づ

に変化をもたらすこととなった。例えば，デ

く実証性手続の設計という手順で進められる。

リバティブに関するアサーションに関連した

前節で述べたように，AICPA（2001）はデ

監 査 証 拠 の 評 価 には，しばしば重 要 な 判 断

リバティブの公正価値が市場相場（quoted

（considerable judgment）が必要となる。

market price）ではなく，評価モデル（val-

とりわけ，基礎的諸仮定の変化への感応度が

uation model）によって決定されている場

特に高いか，あるいは高度に主観的な見積り

合のリスク評価と実証性手続の設計に重点を

に基づく評価アサーション（valuation as-

置き，ボラティリティ（ブラックショールズ

sertions, which can be particularly sensi-

モデルの変数 σ）の変化が公正価値の理論価

tive to changes in underlying assumptions

格に及ぼす影響を検証する感応度分析（sen-

or based on highly subjective estimates）

sibility analysis）について詳細な議論を行

に 対 し て，重 要 な 判 断 が 要 求 さ れ る。
」

っている。

（AICPA 2001, par.1.03）

このような実証性手続は，従来の伝統的な

AICPA（2001）では，冒頭でこのように

監査理論では研究対象として取り上げられて

述べられており，金融商品の公正価値を理論

いない。デリバティブの理論価格の見積計算

モデルで見積った際の監査上の問題が強調さ

には基本的にインカムアプローチが適用され，

れている。上記の引用において「アサーショ

将来キャッシュフローの割引現在価値が用い

ン」とは，具体的には金融商品の公正価値見

られるので（FASB 1998b），実査・立会・

2)

米国財務会計基準審議会（Financial Accounting Standards Board ; FASB）が公表したデリバティブの
会計基準である財務会計基準書第 133号（FASB 1998a）も，内容が複雑であることから，財務会計基準書第
133号の「トレーニングマニュアル」（FASB 1998b）が作成されている。このように，デリバティブの会計基
準と監査基準の理解には，従来の GAAP や GAAS とは異なった高度な専門性が求められる。
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確認を行うことができない評価アサーション

価は，とりわけ複雑なデリバティブの場

（将来事象に関する主観的な仮定）に対して，
監査人が合理性や妥当性をどのように判断す

合には，困難なことがある。
②

るかが問題となる。

監査人は，SAS 第 92号に掲載されて
いる例示と AICPA（2001）の指針を参
照して，固有リスクに影響を及ぼす事業
体の特質とそのデリバティブ取引の特質

4. デリバティブの公正価値の
監査

を評価しなければならない。

(2) 統制リスクの評価
(1) 固有リスクの評価

デリバティブの統制リスクとは，それらの

アサーションの固有リスクとは，そのアサ

アサーションに発生した重要な虚偽表示が事

ーションに関連するコントロールがないと仮

業体の内部統制によって適時に発見かつ修正

定した場合に，重要な虚偽記載が発生する可

されないリスクをいう。デリバティブのアサ

能性を意味している。固有リスクを評価する

ーションに対する統制リスクを評価する際に

には，事業体のビジネスと経済的環境の性格，

は，監査人は内部統制の五つの構成要素につ

およびその経営上の金融活動の目的を理解す

い て 検 討 し な け れ ば な ら な い（AICPA

ることから出発しなければならない。これら

2001, par.5.01）。

の総てが，デリバティブ取引を行う事業体の

①

統制環境：事業体の風土を作り出し，

意 思 決 定 に 影 響 を 及 ぼ し て い る（AICPA

コントロールについての人々の意識に影

2001, par.4.01）
。

響を及ぼす。内部統制の他の総ての構成

デリバティブの固有リスクは，主観的な仮

要素の基礎であり，規律と組織を生み出

定に基づく公正価値の見積計算にある。この
ことから，固有リスクの評価においては，次
の二つの点に留意しなければならない
（AICPA 2001, par.4.15）
。
①

デリバティブに対する固有リスクの評

す。
②

リスク評価：事業体がその目的を達成
するために，関連するリスクを識別・分
析することであり，リスク管理方法の基
礎をなしている。

伝統的な会計測定の理論では，減価償却費の計算方法にみられるように，測定方法や変数に制度的な制約が
設けられており，報告企業は，⑴ GAAP で一般に認められた範囲から測定方法を選択し，⑵その測定方法を
継続的に適用するとともに，⑶財務諸表の注記において測定方法を開示することが求められる。従って，監査
人は，報告企業が測定方法を変更した場合に，
「会計方針の変更」について適正性を判断することはあっても，
測定方法それ自体の適正性について監査意見を表明することはなかった。これに対して，デリバティブの理論
価格の見積計算においては，活発な取引市場が存在しない場合，報告企業が任意に評価モデル（ブラックショ
ールズモデル，ゼロクーポン法等）を適用することが認められている。すなわち，レベル 3の公正価値が適用
される。レベル 3の公正価値を監査する場合，監査人は評価モデル自体の適正性について「重要な判断」が求
められる。適切な評価モデルが適用されているか，また市場の将来の状況に関する仮定は妥当な内容になって
いるかを判定しなければならない。このような監査上の新たな問題には，伝統的な監査理論では対処すること
ができない。報告企業の主観的な仮定に基づくソフト会計情報（soft accounting information）の監査理論
を構築することが必要になっている（池田 2009a）
。
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③

統制活動：経営者の指示が遂行される

利用することがある。一般に事業体がサービ

という保証を支援するための方針および

ス組織を利用するのは，内部に専門知識と技

手続をいう。

術力がないか，あるいはアウトソーシングを

④

情報と伝達：人々がその責任を遂行で

行うほうがコスト効果的だからである。従っ

きるように，一定の形式と時間枠で情報

て，内部統制の理解に当たっては，事業体の

を識別，入手，および交換することをい

境界を超えて，事業体にデリバティブに関連

う。

する業務を提供しているサービス組織まで監

⑤

モニタリング：内部統制パフォーマン

査対象を拡張しなければならない。サービス

スの質を時間的経過とともに評価するプ

組織の利用が統制リスクの評価に及ぼす影響

ロセスをいう。

は，監査基準書第 70号「サービス組織」で

監査人は，デリバティブに係るアサーショ
ンの監査を計画するのに十分な程度，内部統

定められている（AICPA 2001, pars.5.08‑
5.09）
。

制を理解しなければならない。内部統制の理
解には，それらのアサーションに関連したコ
ントロールの設計と，コントロールの運用状

(3) リスク評価に基づく実証性手続の
設計

況を含めなければならない。この理解を踏ま

監査人はデリバティブに係るアサーション

えて，監査人はアサーションに対する統制リ

に対して固有リスクおよび統制リスクを評価

スクを評価する。監査人がマキシマム未満で

し，実施すべき実証性手続の性格，時期およ

統制リスクを評価するには，アサーションに

び範囲を決定する。一つの手続が複数のアサ

関連した一つまたは複数のコントロールの運

ーションに関係することもあれば，複数の手

用上の有効性について証拠を収集しなければ

続が一つのアサーションに関係する場合もあ

ならない。内部統制の理解と統制リスクの評

る。実施すべき手続の数と種類は，固有リス

価から得られた知識に基づいて，デリバティ

クおよび統制リスクの評価に左右される

ブに係るアサーションに対して，実証性テス
ト の 性 格，時 期，お よ び 範 囲 を 決 定 す る

（AICPA 2001a, par.6.01）。
デリバティブに対する実証性手続は，監査
3)

（AICPA 2001, par.5.03）
。
なお，デリバティブ取引の特質により，内
部統制の理解には，デリバティブおよび有価
証券取引の開始から最終的にそれらが財務諸

基準書第 31号「証拠」（Evidential M atter）
で述べられている五つの範疇から構成される
（AICPA 2001, par.6.02）
。
①

表に計上されるまでのコントロールが含まれ

実在または発生（existence or occurrence）

る と と も に，事 業 体 と「サ ー ビ ス 組 織」

②

完全性（completeness）

（service organization）の両者に対する コ

③

権利および義務（rights and obliga-

ントロールが含まれる。AICPA（2001）は，
サービス組織のコントロールに大きなウェイ

tions）
④

トを置いているところに一つの特徴がある。

評価または配分（valuation and allo-

事業体は，しばしば，デリバティブに関連
する広範な業務を行うためにサービス組織を
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cation）
⑤

表示および開示（presentation and
disclosure）
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デリバティブの監査においても，上記の①

AICPA（2001）によると，モデリングに

から⑤の総てについて監査証拠を入手するた

よる公正価値に対する実証性手続は，次のよ

めの実証性手続を実施しなければならないが，

うな手順になる。

報告企業が，評価モデル，データ，および仮

①

モデルの合理性と適切性を評価する。

定を用いて公正価値の理論価格を見積計算し

監査人は，そのモデルが適切なデリバテ

ている場合には，とりわけ，上記の④評価に

ィブに適用されているか，また仮定は合

対する実証性手続が重要になる。

理的であり適切な裏付けがあるかを確認

AICPA（2001）は，評価モデルの事例を

しなければならない。評価モデルとその

挙げつつ，実証性手続と監査証拠の収集につ

モデルに用いられている個々の仮定の適

いて次のように述べている（傍点は筆者によ

切性を評価することは，評価技法，公正

る強調）。

価値に影響を及ぼす市場要因，実際と期

「一部のデリバティブや有価証券の公正価

待の市場状況，とりわけ売買されている

値は，事業体が用いているモデルによって見

類似のデリバティブとの関連性について，

積られているであろう。評価モデルの事例と

相当な判断と知識（considerable judg-

しては，期待将来キャッシュフローの現在価

ment and knowledge）を必要とする。

値，オプション価格形成モデル，マトリック

従って，監査人は，モデルの評価に当た

スプライシング，オプション修正スプレッド

って監査基準書第 73号「専門家の利用」

モデル，およびファンダメンタル分析等が挙

（AICPA 1994）の定める専門家を必要

げられる。こうした評価モデルが用いられて
いる場合，監査人は次のような手続を実施し

とすることがある。
②

企業側の見積値の合理性を裏付けるた

て，公正価値に関する経営者のアサーション

めに，監査人または監査人と契約した専

を裏付ける証拠を収集しなければならない。

門家が作成したモデルを用いて公正価値

なお，一般に認められた会計原則が，市場相

を計算し，独立した期待値を計算する。

場（quoted market price）によって公正価
値の決定を行うように要求している場合には，
こうした評価モデルを用いるべきではない。」
（AICPA 2001, par.6.23）

③

公正価値の見積額をその後の決済額や
最近の取引と比

する。

何らかの評価モデルによって理論価格が計
算されているデリバティブの公正価値につき，

監査基準書第 31号は，2006年 3月に公表された監査基準書第 106号「監査証拠」
（Audit Evidence）に置
き換えられている。2006年に FASB が財務会計基準書第 157号「公正価値測定」
（FASB 2006b）を公表して
おり，AICPA はリスク評価に係る監査基準書を全面的に改定している。監査基準書第 104号から第 111号ま
での つの基準が一括して公表され（AICPA 2006b, 2006c, 2006d, 2006e, 2006f, 2006g, 2006h, 2006i, 2006j）
，
これらに関する解説書として「リスク評価に関連する新しい監査基準の理解」（AICPA 2006a）が作成されて
いる。AICPA （2006a）によると，監査基準書の改正趣旨は監査リスクモデル（audit risk model）の適用
を強化することにある。AICPA 監査基準審議会（Audit Standard Board ; ASB）に対する公開会社会計監
視委員会（Public Company Accounting Oversight Board ; PCAOB）の監査の有効性に関する検討委員会
（Panel on Audit Effectiveness）の勧告に基づいて SAS が改訂された。監査人がレベル 3の公正価値に対し
て適切な監査意見を表明するには，監査対象の「より深い理解」（more in‑depth understanding）に基づい
た監査証拠の入手が不可欠になる。
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その合理性を評価する際には，次のようなキ

クフリーの金利（risk‑free interest rate）
，

ーファクターや仮定に着目する。

原証券の価格（price of the underlying

①

見積りにとって重要である。

stock），および原証券の価格のボラティリテ

②

変化に対する感応度が高い。

ィ（volatility of the price of the underly-

③

歴史的なパターンから乖離している。

ing stock）の五つの変数が含まれるが，通

④

主観的で虚偽表示やバイアスに結びつ

常は，第五の変数である原証券のボラティリ

きやすい。
キーファクターの感応度分析を行い，それ

ティ（変数 σ）が最も主観的であり，五つの
変数の中で最も見積りが難しい。

らが見積値にどのような影響を及ぼすかを決

これらのモデルに対する実証性テストの設

定することが有用であろう。例えば，取引所

計には，先に述べたように，金融工学に関す

で売買されていないオプションの見積公正価

る高度な知識や技能を必要とするので，必要

値が，原証券のボラティリティ（変数 σ）に

に応じて専門家の利用が必要であろう。

関する仮定に基づいている場合，監査人はボ
ラティリティの変化によってオプションの公
正価値がどのように異なるかを分析すること
ができる。分析の結果は，どの要因や仮定が
見積値に最も重要な影響を及ぼしているかを
決定することに役立つ。

5. 公正価値の理論価格に対す
る表現の忠実性の監査
デリバティブの活発な取引市場が存在する
場合には，市場相場を公正価値としなければ

AICPA（2001）はデリバティブおよび有

ならない。しかしながら，カスタマイズされ

価証券の公正価値が市場相場（quoted mar-

たデリバティブのように活発な取引市場が存

ket price）ではなく評価モデル（valuation

在しない場合には，
「図 2」に示したように

model）によって決定されている場合の実証

ブラックショールズモデル等によって計算さ

性手続について，更に詳細な議論を行ってい

れた理論価格が公正価値として用いられてい

る（AICPA 2001,pars.6.23‑6.31）。すなわ

る。すなわち，公正価値には，客観的な公正

ち，事 業 体 が ブ ラ ッ ク シ ョ ー ル ズ モ デ ル

価値と，モデル価値として記述された主観的

（AICPA 2001, par.6.29）とゼロクーポン

な公正価値があり，後者の公正価値には将来

法（AICPA 2001, par.6.30）を用いて公正

の市場の状況に関する主観的な仮定が組み込

価値の見積りを行っているケースについて，

まれているために，監査人にとっても仮定や

その評価方法を検討している。これらのモデ

モデルの合理性・妥当性の判断が難しくなっ

ルは，通常，複雑な計算を伴うものであるが，

ている。すなわち，AICPA（2001） で指摘

AICPA（2001）では監査人に最も典型的な

されている「重要な判断」
（AICPA 2001,

形で関係してくる計算要素のみに焦点を置い

par.1.03）が求められる。

ている。AICPA（2001）によると，ブラッ

財務報告における公正価値評価の重要性が

クショールズモデルには，オプションの権利

高まりつつある現状に鑑み，AICPA は米国

行使日までの期間（time to expiration of

公認会計士を対象とした評価能力の認定制度

the option），オプションの権利使価格（ex-

として ABV（Accredited in Business Val-

ercise or strike price of the option），リス

uation）を 2002年 か ら 開 始 し て い る
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図２ 市場相場による公正価値と評価モデルによる公正価値

（AICPA 2002b）。2003年には，監査基準書

わが国の学界においても様々な議論がなされ

第 101号「公正価値測定および開示の監査」

ているが，FASB（2006b）によれば，信頼

（AICPA 2003）が公表されており，モデル

性の意味する内容が論者によって大きく異な

価値として記述された公正価値の理論価格に

っている点が改正の理由として挙げられてい

対する監査においては，監査人の知識が監査

る。

証拠を形成すると指摘されている。今後，

私見では，1990年代からデリバティブ取

ABV の認定 制 度 が 普 及 し，評 価 の 専 門 家

引が急速に拡大し，AICPA（2001）で繰り

（valuation specialist）として認定された監

返し強調されているように，「図 2」の主観

査プロフェッション（CPA ABV）が豊富な

的な公正価値（すなわち，モデル価値として

経験を蓄積することによって，公正価値の見

記述された公正価値の理論価格）が財務報告

積方法（コスト，マーケット，およびインカ

において大きな比重を占めるようになったこ

ムアプローチ）やそれに対する標準的な監査

とが背景にあると考えている。

アプローチが確立されるであろう。
2006年に国際財務報告基準（International Financial Reporting

既に述べたように，デリバティブの公正価
値評価では基本的にインカムアプローチが適

Standards ;

用され，将来キャッシュフローの割引現在価

IFRS）の導入に関連して，興味深い展開が

値が用いられる（FASB 1998b）。こうした

起こっている。すなわち，欧州と米国の間で

ことから，公正価値の理論価格に対する監査

財務報告の新しい概念フレームワークが提案

は，理論価格の正確性の検証ではなく，仮定

され（FASB 2006b）
，有用性の構成要件は

やモデルの妥当性や合理性を検証することに

目的適合性と表現の忠実性に改められた。す

ウェイトが置かれる。

なわち，FASB（1980）以来，有用性の構成

AICPA が 2002年に公表した SAS 第 101
4)

要件とされてきた信頼性が削除され，表現の

号のツールキット（AICPA 2002a）におい

忠実性に置き換えられた。この点については，

ては，「評価は厳密な科学ではない」と明言
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しており，評価のプロセスに主観的な判断の

コンピュテーショナルファイナンスの知

介在する余地が大きいことを強調している。

識を応用し，自らのコンピュータでクラ

また，評価研究の世界的な権威であるニュー

イアントの評価モデルを再現し，感応度

ヨ ー ク 大 学 ビ ジ ネ ス ス ク ー ル（Stern

分析を実施する。

School of Business,New York University）

②

監査基準書第 73号の定める評価の専

の Damodaran 教授も評価に固有なバイア

門家を二人以上採用し，それらの専門家

スに注意を促している（Damodaran 2002）。

に互いに独立してオプションプライシン

こうしたことから，報告企業がオプション

グの見積額（C および C ）を計算させ

プライシングのような測定方法を適用してい

る。そして，その二つの見積額をクライ

る場合，監査リスクはかなり高いと考えられ

アントの見積額（C ）と比

るので，入念な実証性手続を設計しなければ

価の特質から三つの見積額（C ，C ，

ならない。デリバティブの理論価格に対する

および C ）が正確に一致することはな

実証性テストは，伝統的監査の実証性手続と

いであろう。

は異なり，上で議論したような感応度分析が

③

す る。評

三つの見積額（C ，C ，および C ）

中心になる。しかも，実証性手続から得られ

が一定の範囲に収束していれば，クライ

た監査証拠に基づいて監査意見を表明するに

アントの見積額（C ）は概ね妥当なも

当たっても「重要な判断」が求められる。こ

のと考えることができる。しかしながら，

こに，重要な判断とは，報告企業によるボラ

「一定な範囲」をどのように定義するか

ティリティ（変数 σ）の見積値や，オプショ

が 重 要 な 問 題 で あ る。従 っ て，CPA

ンプライシングの評価モデルについて，合理

ABV が感応度分析の結果や自らの経験

性や妥当性を判断することを意味している。

知に照らして，仮定やモデルの妥当性や

この監査判断には高度な専門性が要求される

合理性を判定することになる。ここで，

ので，デリバティブの理論価格に対する実証
性テストには ABV のような資格要件と評価

「重要な判断」が求められる。
④

業務の経験知が必要と思われる。

実証性手続において適用した監査手続
や，監査手続から得られた監査証拠を，

もとより，デリバティブの監査は，19世

監査調書として文書化し，電子的に保存

紀のプロダクト型経済の下で形成された伝統
的な監査ではなく，ファイナンス型経済に対

する。
⑤

実証性手続から得られた監査証拠に基

応した知識集約型の監査である。従って，デ

づいて，クライアントの公正価値評価に

リバティブの監査における実証性手続の設計

係る「表現の忠実性」について監査報告

においては，実物財に対する実査・立会・確

書を作成し，監査意見を表明する。

認とは異なり，金融財に対する次のような監
査手続が適用される。
①

豊富な経験知を有する CPA ABV が

SAS 第 101号のツールキット（AICPA 2002a）は，SAS 第 101号（AICPA 2003）の公表に先駆けて，
AICPA のウェブサイトにアップロードされている。
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のような知的資産）の評価も取り上げられて
いる点が興味深い。通常，特許権には活発な

6. 結びに代えて

取引市場は存在しないので，主観的な公正価

AICPA は，2005年 に 評 価 業 務 基 準 書

値評価が適用される。具体的には，特許権の

（Statement on Standards for Valuation

評価にはリアルオプション（延期オプショ

Services ; SSVS）の 公 開 草 案（AICPA

ン）が適用され，配当調整型のブラックショ

2005）を公表している。公開草案の公表日は

ールズモデルによって理論価格を計算する。

2005年 3月 20日であり，コメントレターの

IFRS の導入による会計基準のコンバージ

締 切 日 は 2005年 6月 15日 で あ る。全 部 で

ェンスの次の段階として，監査基準のコンバ

162通のコメントレターが提出されており，

ージェンスが取り組むべき課題となるであろ

5)

AICPA のウェブサイトに公開されている。

う。金融工学ベースの会計測定（金融オプシ

ビッグ 4の中には慎重な意見もあったが，

ョンやリアルオプション）に対する監査上の

AICPA は 2007年に SSVS の公表に踏み切

対応は米国が先行しているが，国際監査基準

っている。SSVS は企業，企業持分権，有価

においても金融工学ベースの会計測定に対す

証券，または無形資産（business, business

る表現の忠実性の検証方法を精緻化し，標準

ownership interest, security, or intangible

化しなければならない。

asset）の価値を決定するための基準書であ
6)

り，インカムアプローチを用いたデリバティ
ブの理論価格の計算方法も取り上げられてい
る。
ビ ッ グ 4の PricewaterhouseCoopers
（PwC）と Deloitte & Touche（DT）が
SSVS の公表に慎重な意見を述べたにもかか
わらず，AICPA が SSVS の公表を決定した
ことには重要な意義があると考えている。デ
リバティブの監査によって，監査プロフェッ
ションは新たな監査問題に直面しており，主
観的な公正価値（モデル価値として記述され
た公正価値）に対する監査方法を精緻化し，
標準化する必要性に迫られていることが背景
にあると考えている。
SSVS では，無形資産（ブランドや特許権
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