
はじめに
本誌（会計情報2021年9月号（Vol.541））にて、

2021年3月期決算企業のうち、日経225銘柄企業186社
を対象に、監査上の主要な検討事項（KAM）の全体的
な傾向を解説したが、今回は、2021年3月期決算企業
の小売業に焦点を当てて、KAMの傾向を解説する。
なお、本解説では実際の事例を取り上げて解説してい
るが、全事例から客観的な基準等を用いて選定している

わけではなく、あくまでも筆者独自の視点で選定してい
る点に予めご留意いただきたい。

1． 小売業におけるKAMの傾向
（1）分析対象の属性
国内における小売業は広範囲にわたるため、今回の分

析は、2021年3月期決算の会社のうち、EDINETによる
業種区分が小売の135社を対象とした。

【図表1】連結財務諸表作成会社か否か

会社数

連結財務諸表作成会社 110

連結財務諸表を作成していない会社 25

計 135

【図表2】会計基準

会計基準 会社数

日本基準 131

IFRS基準 4

計 135

（2）KAMの個数
【図表3】KAMの個数分布

KAMの個数 連結（社） 構成比 個別（社） 構成比

0 ー ー   6   4.4%

1  70  63.6% 101  74.8%

2  33  30.0%  24  17.8%

3   7   6.4%   4   3.0%

計 110 100.0% 135 100.0%

1社あたりの平均 1.42個 1.19個

KAMの個数は、【図表3】の通り、連結では1個が70
社の63.6%、2個が33社の30.0%で合わせて90%超を
占めた。個別では、1個が101社の74.8%、2個が24社
の17.8%で合わせて90%超を占めた。なお、個別で
KAMが0個となったのは純粋持株会社6社であった。
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（3）KAMの項目
【図表4】項目別順位（連結）

会社数

固定資産の評価 98

のれん・無形資産の評価 15

繰延税金資産の評価 15

棚卸資産の評価 10

その他 19

計 157

【図表5】項目別順位（個別）

会社数

固定資産の評価 77

関係会社投融資の評価 33

繰延税金資産の評価 16

棚卸資産の評価 13

その他 22

計 161

連結は、【図表4】の通り、固定資産の評価が98個と
最も多く、のれん・無形資産の評価、繰延税金資産の評
価、棚卸資産の評価と続いた。小売業の特徴として、国
内や海外の拠点で多店舗展開を行い、固定資産の重要性
が高いということと、固定資産の評価には見積りの不確
実性や経営者の判断が含まれることから、KAMとして
選定されている事例が多い。また、他の業種と比べて棚
卸資産の割合が高めとなるため、商品の販売価格の変動
リスクや滞留リスクなども踏まえて、棚卸資産をKAM
とする事例も見られた。
個別は、【図表5】の通り、連結と同様に、固定資産
の評価が77個と最も多く、関係会社投融資の評価、繰
延税金資産の評価、棚卸資産の評価が続く。子会社の固
定資産の評価やのれん・無形資産の評価を連結のKAM
としている場合、関係会社投融資の評価を個別のKAM
としている事例も多い。
なお、小売業において固定資産の評価、棚卸資産の評
価と同様に慎重な監査対応が求められることの多い仕入

リベートをKAMとしている事例は見られなかった。

2．事例紹介
（1）固定資産の評価
連結、個別ともに固定資産の評価をKAMとしている

事例が最も多く、のれん・無形資産の評価も連結で上位
にランクされた。実際に減損損失を計上している事例だ
けでなく、会計上の見積りを伴う領域であることや見積
りの不確実性が高く、経営者の判断による影響を受けや
すいとして、KAMとしている事例もある。

KAMの選定理由の記載では、不確実性があり経営者
の判断による影響を受けやすい将来キャッシュ・フロー
の見積り要素を、【図表6】の通り、具体的に記載して
いる事例が見られた。2021年3月期では、新型コロナ
ウイルス感染症が収束せず、当該収束時期や収束後の市
場動向に関する見積りに不確実性が高いことから、当該
事項を記載している事例が多く見られた。

【図表6】　将来キャッシュ・フローの見積り要素の記載事例

区分 事例

外部環境 新型コロナウイルス感染症の収束時期、収束後の市場動向

市場の成長率、市場動向、消費者マインドの変化、競合他社の動向、店舗の周辺環境（競合他
店の動向、商圏世帯数、交通アクセス等）

経営戦略 事業戦略、各店舗の販促活動や商品戦略、設備投資計画、修繕計画

売上 売上の成長率

客単価、販売単価等の単価

客数、販売数量等の数量

賃料収入 賃料水準、入居率

売上原価 原価率、粗利率等

販売費及び一般管理費 本部人件費、店舗人件費率、人員数、人件費単価、販売費、店舗固定費、地代家賃の水準等

（注）筆者独自の視点で区分している。

財務諸表への注記事項への参照については、多くの事
例では重要な会計上の見積りの注記を参照していたが、
それ以外では損益計算書注記の減損損失に係る注記を参
照する事例やセグメント情報を参照する事例が見受けら
れた。

監査上の対応として、多くの事例で売上や利益率等の
将来見積りと過去実績との比較が記載されており、類似
自社店舗の実績に照らした検討が記載されている事例も
見られた。また、新型コロナウイルス感染症関連では、
将来見積りについて、新型コロナウイルス感染症拡大以
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前の売上高水準との比較、政府や外部調査機関が公表し
ている外部情報との整合性の評価、複数シナリオに基づ
く感応度分析等を記載している事例が見られた。

① ㈱ファーストリテイリング（IFRS基準、トーマツ）
店舗資産の金額的重要性が高く、減損の兆候判定に使
用される情報が高度にITシステム に依存していること
に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により潜在的
に減損金額が重要となるリスクがあること、翌年度以降
の店舗別事業計画の見積りの不確実性が高まっているこ

とをKAMの選定理由としている。
監査上の対応としては、ITを含む内部統制の整備及び

運用状況の有効性の評価の他、経営者及び作成責任者へ
の質問、仮定に利用した根拠証憑の閲覧、過去の実績と
の比較、市場予測及び利用可能な外部データとの比較な
どが記載されている。
小売業は高度にITシステムに依存しているケースが比

較的多く、小売業の特徴が表れている事例と考えられ
る。

店舗資産の減損の兆候判定及び減損金額の測定

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　連結財務諸表注記15に記載のとおり、国内ユニクロ事業、海外
ユニクロ事業及びジーユー事業の店舗資産はそれぞれ129,814百万
円、205,036百万円、31,599百万円であり、合計で総資産の14.5
％を占めている。また、連結財務諸表注記６及び15に記載のとお
り、店舗資産の減損損失は連結全体で15,723百万円計上されてい
る。
　当該事業では多数の店舗（2021年８月末時点でそれぞれ780店、
1,502店、439店）を展開し、各店舗の情報をITシステムで管理し
ている。経営者は、原則として各店舗を資金生成単位として、店舗
資産の減損の要否を判定している。多数の店舗を展開しているため、
店舗資産が減損している可能性を示す兆候があるか否かを検討する
際に各店舗の経営成績が重要な情報となるが、これには、ITシステ
ム から生成される減損兆候判定のレポートを利用している。 当該
レポートの作成機能や関連するITシステムのデータの保全・管理の
状況が、店舗資産の減損の兆候判定の誤りにつながるリスクがある。
　当連結会計年度においても、新型コロナウイルス感染症の影響に
より店舗の一時閉店や消費者の外出自粛等が生じているため、一部
の店舗の経営成績が継続的に悪化しており、潜在的に減損金額が重
要となるリスクがある。また、 減損の兆候判定及び減損金額の測定
に利用される翌年度以降の店舗別事業計画に関し、特に新型コロナ
ウイルス感染症からの回復時期についての不確実性が増しており、
減損の兆候判定及び減損金額の測定を誤るリスクがある。
　以上より、当監査法人は、店舗資産の金額的重要性が高く、減損
の兆候判定に使用される情報が高度にITシステムに依存しているこ
とに加え、新型コロナウイルス感染症の影響により潜在的に減損金
額が重要となるリスクがあること、翌年度以降の店舗別事業計画の
見積りの不確実性が高まっていることを踏まえ、当該事項を監査上
の主要な検討事項として識別した。

　左記の監査上の主要な検討事項に対して、当監査
法人は、特に以下の手続を監査の中で実施した。
・　 経営者により設定された減損の兆候判定方法及
び資金生成単位の識別方法、関連する本社費用
の各店舗への配賦方法について、適用される国
際会計基準に照らして評価

・　 IT専門家を利用した、減損兆候判定のレポート
の正確性及び網羅性検証のための、本社費用の
配賦ロジックを含む店舗別経営成績等の元デー
タ、減損兆候判定ロジック及びパラメーター入
力の検証と、それらを担うITシステムにかかる
ユーザーアクセス管理、変更管理等のIT全般統
制の検証

・　 減損兆候判定のレポートの判定の対象となった
店舗の網羅性の検証 

・　 店舗別事業計画の見積りの適切性を担保するた
めに実施されている内部統制の整備状況及び運
用状況の有効性の評価

・　 店舗別事業計画に関し、経営者及び作成責任者
への質問、仮定に利用した根拠証憑の閲覧、過
去の実績との比較、市場予測及び利用可能な外
部データとの比較を含む妥当性の検証

・　 減損損失の測定に利用された割引率の計算に関
し、専門家を利用した妥当性の検討

・　 連結財務諸表注記２.（5）見積り及び判断の利用
について、新型コロナウイルス感染症の影響に
よる見積りの不確実性に関する記載の妥当性を
検討

（出所　㈱ファーストリテイリング　有価証券報告書-第60期）

※ ㈱ファーストリテイリングは8月期決算だが、参考となるため、2021年8月期の事例を紹介した。

② ゼビオホールディングス㈱（日本基準、トーマツ）
今後の市場動向、出店エリア固有の地域環境、各店舗
における販促活動や商品戦略、将来の不確実性を考慮し
た成長率などの見積り要素、翌連結会計年度通期では新
型コロナウイルス感染症前の業績水準に回復するといっ
た一定の仮定などが記載されている。
監査上の対応では、過去実績や利用可能な外部データ
との比較が記載されている。特に類似自社店舗の実績と
の比較について言及されている点に小売業の特徴が表れ
ている事例と考えられる。
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店舗固定資産の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　連結貸借対照表に計上されている有形固定資産には、ゼ
ビオホールディングス株式会社及びゼビオグループにおい
て主要な国内小売事業を営むゼビオ株式会社、株式会社ヴ
ィクトリア（ヴィクトリアカンパニー）、株式会社ゴルフパ
ートナーが運営する店舗に関連するもの22,341百万円が含
まれており、総資産の10.7%を占めている。
　「【注記事項】（重要な会計上の見積り）及び（連結損益計
算書関係）※4減損損失」に記載のとおり、経営者は、各
店舗設備をキャッシュ・フローを生み出す最小単位として
減損会計を適用している。減損の兆候が識別された各店舗
設備の減損損失の認識要否の判定は、主要な資産の経済的
残存使用年数にわたって得られる割引前将来キャッシュ・
フローの見積総額と各店舗固定資産の帳簿価額の比較によ
って行われる。
　将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した事業計画
を基礎として見積られるが、その見積りには、今後の市場
動向、出店エリア固有の地域環境、各店舗における販促活
動や商品戦略、将来の不確実性を考慮した成長率など、高
い不確実性を伴う。また、新型コロナウイルス感染症に関
して、翌連結会計年度通期では新型コロナウイルス感染症
前の業績水準に回復するといった一定の仮定を置いている
が、当該経営者による仮定は将来キャッシュ・フローの見
積りに重要な影響を及ぼす。
　以上から、当監査法人は、将来キャッシュ・フローの見
積りは、その性質上、経営者の主観的判断及び不確実性が
伴うものであることから、当該事項を監査上の主要な検討
事項として識別した。

　当監査法人は、店舗固定資産の減損損失の認識要否の判定
を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
・　 店舗固定資産の評価に係る減損判定プロセスに関して、
割引前将来キャッシュ・フローの算定の基礎となる各店
舗の事業計画が適切に策定されることを確保するための
査閲と承認に係る内部統制の有効性の評価

・　 割引前将来キャッシュ・フローについて、その前提とな
った事業計画との整合性を検証するとともに、経営者が
採用した見積方法の変更有無の検証

・　 過年度の事業計画と実績比較による割引前将来キャッシ
ュ・フローの見積精度の検証

・　 経営者が算定した割引前将来キャッシュ・フローに対し
て、過去実績との趨勢分析

・　 割引前将来キャッシュ・フローの算定の基礎となる事業
計画の作成に当たって採用された主要な仮定について、
経営管理者等に質問するとともに、主に以下の手続を実
施
・　 今後の市場動向、出店エリア固有の地域環境及び新
型コロナウイルス感染症の影響について、利用可能
な外部データとの比較により見積りの合理性を検証

・　 各店舗における販促活動や商品戦略について、店舗
運営責任者に対して具体的な施策を質問するととも
に、グループ戦略との整合性やその実行可能性につ
いて過去実績との比較、類似自社店舗の事例に照ら
した検討を実施し、見積りの合理性を検証

・　 将来の不確実性を考慮した成長率について、市場予
測及び利用可能な外部データとの比較や過去の類似
自社店舗の実績に照らした検討を実施し、見積りの
合理性を検証

（出所　ゼビオホールディングス㈱　有価証券報告書-第49期）

③ ㈱イエローハット（日本基準、PwCあらた）
新規店舗の開店や不採算店の閉店を継続的に行ってい
ることを背景として、新店の固定資産の減損兆候の把握
をKAMとした事例である。
監査上の対応としては、新店に係る猶予期間の妥当性
を検討する目的で、過去に出店した店舗の業績数値推移
の閲覧、各新規店舗の損益分岐点売上高達成比率や売上
増加率について、監査人が独自に設定した閾値に照らし
た検討などが記載されている。
多店舗経営を踏まえた新店の減損兆候判定に係る猶予
期間の設定をKAMの選定理由としている点に小売業の
特徴が表れている事例と考えられる。
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連結子会社が運営するイエローハット新規店舗の固定資産の減損兆候の把握

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　会社グループは、主にカー用品を販売する「イエローハット」店舗及び「格
安タイヤトレッド」店舗並びに主に二輪用品を販売する「2りんかん」店舗及
び「バイク館SOX」店舗を主に国内に展開しており、フランチャイズ店舗に
加え、連結子会社による運営店舗を全国に展開している。これらの連結子会
社運営店舗の各商圏は限定的であるため、店舗業績は商圏内の経済環境、競
合店舗との競争環境、天候要因等の影響を受けることになる。会社グループ
は毎期直営店舗の業績を注視しながら、新規店舗の開店や不採算店の閉店を
継続的に行っている。当連結会計年度末に連結子会社が運営する店舗は483店
（固定資産帳簿価額合計19,950百万円　連結総資産の17%を占める）であり、
そのうちイエローハット店舗は338店である。
　会社グループが固定資産の減損の兆候の把握を行うにあたっては、原則と
して、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位とし、2期
連続で営業損益の実績がマイナスとなった場合、店舗固定資産の時価が著し
く下落した場合又は閉店の意思決定を行った場合に減損の兆候があるものと
判定している。ただし、新規に開店した店舗については減損兆候判定に係る
一定の猶予期間を設けており、開店後2期間の営業損益が連続してマイナスで
ある場合においても、経営環境の著しい悪化や当初設定した合理的な事業計
画からの著しい乖離が認められない限りにおいては、減損の兆候には該当し
ないものとしている。当連結会計年度末において減損兆候判定に係る猶予期
間にあるイエローハット店舗は58店であった。
 
　上記の減損兆候判定に係る猶予期間は、新規店舗の損益が黒字化するまで
には一定期間を要し、概ね2年を経過した後に、損益分岐点を超える売上高に
達することを見込んで設定しているものである。当該経営者の見積りは、過
去の新規店舗の業績実績に基づいて設定されたものであるが、当該経営者に
よる見積りには、不確実性が伴うことから、当監査法人はイエローハット新
規店舗の固定資産の減損兆候の把握を監査上の主要な検討事項と判断した。

　当監査法人は、減損兆候判定に係る猶
予期間にあるイエローハット新規店舗に
ついて、以下の監査手続を含む検討を行
った。
 
・　 経営者が認識する経営環境及び店舗
戦略方針に係る理解を得る目的で経
営者とのディスカッションを実施し
た。

・　 減損兆候判定の基礎資料である店舗
別損益資料の網羅性及び計算の正確
性を検証した。

・　 新規店舗に対する減損兆候判定に係
る猶予期間の妥当性を検討する目的
で、過去6か年に出店した店舗の業績
数値推移を入手し閲覧した。

・　 各新規店舗の損益分岐点売上高達成
比率や売上増加率について、監査人
が独自に設定した閾値に照らした検
討を実施した。

・　 会計上の見積りの開示について会計
基準に照らして適切な開示がなされ
ているかを検討した。

（出所　㈱イエローハット　有価証券報告書-第63期）

※ ㈱イエローハットはEDINETの区分では「卸売業」であるが、参考となるため紹介した。

④ ㈱ＡＯＫＩホールディングス（日本基準、PwCあら
た）
今後の新型コロナウイルス感染症拡大の状況の推移や
同感染症収束後の市場環境の想定には経営者による主観
的な判断が含まれており、不確実性が高い領域であるこ
とから、KAMとして選定された事例である。新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影響について、同感染症の影響

を受けていない2019年3月期の水準を下回る水準（93
％～96％）で推移するという具体的な仮定を記載して
いる点、減損の兆候が認められたものの減損が認識され
なかった店舗固定資産の帳簿金額を記載している点が特
徴的である。監査上の対応は、直近の月次店舗売上高及
び新型コロナウイルス感染症拡大以前の売上高水準との
比較が記載されている。

エンターテイメント事業における複合カフェ店舗固定資産の減損の兆候の把握及び減損損失の認識と測定

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

（中略）

　会社グループが店舗の将来キャッシュ・フローを見積るに際しては、上記
の猶予期間にある新規店舗を除いた既存の複合カフェ店舗の翌連結会計年度
以降の売上高は、全体として、同感染症の影響を受けていない2019年３月期
の水準を下回る水準（93％～96％）で推移するという仮定が用いられている。
当連結会計年度末において、減損の兆候が認められたものの翌連結会計年度
以降の店舗営業損益予測に基づく将来キャッシュ・フローの合計額が店舗固
定資産の帳簿価額を上回るため減損が認識されなかった店舗の帳簿価額合計
は12,309百万円である。

（中略）

（中略）

・　 兆候が把握された店舗に係る直近の
月次店舗売上高及び新型コロナウイ
ルス感染症拡大以前の売上高水準と
の比較検討

（中略）

（出所　㈱ＡＯＫＩホールディングス　有価証券報告書-第45期）
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（2）棚卸資産の評価
対象となる棚卸資産としては、衣料品や中古車などの
事例が見られた。また、小売業において多く用いられて
いる棚卸資産の評価である売価還元法について記載して
いる事例は1社であった。

㈱ユナイテッドアローズ（日本基準、トーマツ）
棚卸資産の評価において新型コロナウイルス感染症拡

大の収束時期を主要な仮定の一つとしている事例であ
る。

商品の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　連結貸借対照表に記載されている通り、会社は、2021年3月31
日現在、商品を19,214百万円計上しており、当該金額は、総資産
の30.2%を占めている。連結財務諸表注記（連結財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事項）4.にたな卸資産の評価基準を開示して
おり、連結財務諸表注記（重要な会計上の見積り）に記載されてい
る通り、連結貸借対照表において、商品の取得原価から2,428百万
円の簿価切り下げが行われている。
　商品のセールスパターンは、市場に投入された当初の販売価格よ
り、消費者の嗜好や需要、シーズン等の変化を考慮し、段階的にプ
ライスダウンを行う方法により、商品在庫の消化が行われる。
　経営者は、商品の評価については、市場環境、商品の年齢、販売
価格のプライスダウンの実態、商品の販売可能性等を考慮し、加え
て新型コロナウイルス感染症拡大の収束時期を見通すのは困難な状
況であるものの、2022年3月期の一定期間にわたり当該影響が継
続するとの仮定に基づき、過去の原価割れ販売実績率及び在庫消化
見込額に基づいた商品の評価を実施している。
　商品の評価の見積りは将来の予測に基づくものであり不確実性を
伴い、かつ、経営者の判断が必要であるため、当監査法人は当該事
項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

　当監査法人は、商品の評価を検討するにあたり、
主として、以下の監査手続を実施した。
 
・　 過年度における経営者の商品評価損の見積り計
上額と実際発生額、商品評価損の見積り率と実
績率の比較検討を実施した。

・　 商品の評価の見積りの前提となる新型コロナウ
イルス感染症の影響について、経営者と議論す
るとともに、不確実性を考慮し、市場予測及び
利用可能な外部データの閲覧、過去実績からの
趨勢分析並びに関連資料の閲覧を行った。

・　 商品管理プロセス及び商品の評価見積りプロセ
スに関する内部統制の整備・運用状況の評価を
実施した。

・　 当監査法人のIT専門家を関与させ、商品の評価
見積りに利用する企業作成情報の過去の原価割
れ販売実績率の正確性・網羅性を検証した。

・　 経営者が採用した商品の評価方法が、会計基準
に照らして合理的であるか検証した。

（出所　㈱ユナイテッドアローズ　有価証券報告書-第32期）

（3）収益認識
数件ではあるが、小売業で収益認識をKAMとした事
例も見られた。その半数程度が広範囲にITに依存してい
ることをKAMの選定理由としている事例であった。

㈱マツモトキヨシホールディングス（日本基準、トーマ
ツ）
小売事業の売上計上プロセスは、複数のITシステムの
自動化処理に広範囲に依存しており、また当該売上高の
金額的重要性が高いことから、当該売上高から虚偽表示
が生じた場合には財務諸表への影響も重要なものとなる
可能性が高いと考えられることを理由として、小売事業
の売上高をKAMとしている事例である。
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小売事業の売上高

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　注記事項（セグメント情報等）の【関連情報】に記載のと
おり、当連結会計年度の小売事業における外部顧客への売上
高は527,674百万円であり連結損益計算書の売上高の95％
を占めている。
　小売事業における売上高は、店舗における膨大な販売取引
が販売取引単位で店舗用POSレジシステムに記録され、当該
販売取引データが日次の頻度で基幹システムに自動連携され
た後、当該基幹システムのデータが日次の頻度で会計システ
ムに自動連携されることにより計上されている。すなわち、
小売事業の売上計上プロセスは、複数のITシステムの自動化
処理に広範囲に依存している。
　小売事業の売上計上プロセスは、上述のとおりITシステムに
広範囲に依存しており、また当該売上高の金額的重要性が高い
ことから、当該売上高から虚偽表示が生じた場合には財務諸表
への影響も重要なものとなる可能性が高いと考えられる。
　以上より、当監査法人は、小売事業の売上高を監査上の主
要な検討事項として選定した。

　当監査法人は、小売事業の売上高が適切に計上されてい
るかを検討するために、以下の監査手続を実施した。
・　 ITシステムの信頼性を検討するために当監査法人内の

ITの専門家と連携して実施する下記手続
・　 売上計上に関連するITシステムのデータフロー、
処理プロセス及び自動化された内部統制の理解 

・　 店舗用POSシステム、基幹システム及び会計シス
テムにおけるユーザーアクセス管理、システム変
更管理及びシステム運用管理等に係る全般統制の
有効性評価

・　 店舗用POSシステム、基幹システム及び会計シス
テム間の整合性検討による、当該ITシステム間の
データインターフェースに係る業務処理統制の有
効性評価

・　 販売取引の実在性を検討するための下記手続
・　 店舗現金及び売掛金の実在性に係る内部統制の有
効性評価

・　 店舗現金の回収及び売掛金の精算に係る会計記録
と入金証憑の突合 

（出所　㈱マツモトキヨシホールディングス　有価証券報告書-第14期）

以　上
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