
www.pwc.com/jp

 

PwC’s

View

Vol. 10
September  2017

特集 : 米国トランプ政権がもたらす
	 リスクへの対応



業種別在庫管理および
在庫評価のポイント
第1回 アパレル業界

PwCあらた有限責任監査法人
製造・流通・サービス部
ディレクター　尻引 善博

PwCあらた有限責任監査法人
製造・流通・サービス部
マネージャー　布施 恭祐

はじめに
　本稿では、アパレル産業に属する企業（以下、「アパレル
企業」。）において最も重要な項目の一つである在庫管理と在
庫評価に焦点を当てて解説を行います。
　 経 済 産 業 省が 2016 年に公 表した「アパレル・サプライ
チェーン研究会報告書」によると、わが国の衣料品市場（アパ
レル業界）の市場規模は 1990年に約 15兆円であったものが
2010年には 10兆円と3分の 2に縮小している一方で、同時
期の国内供給量は約20億点から約40億点へと倍増していま
す。これは、一つにはアパレル商品の販売単価の低下、もう
一つには不良在庫の増加を示唆しているものであり、アパレ
ル企業における在庫管理および在庫評価の重要性はますま
す高くなっているものと考えられます。
　このような状況において、アパレル企業における在庫管理
および在庫評価のポイントをあらためて見直すことで、適切
な在庫管理および在庫評価に資することを本稿は目的として
います。
　なお、本文中の意見に係る部分は、全て筆者個人の私見
であり、PwCあらた有限責任監査法人の正式見解でないこ
とをあらかじめお断りします。

1 棚卸資産の会計処理

わが国における棚卸資産の評価に係る会計処理について
は、「棚卸資産の評価に関する会計基準（企業会計基準第 9
号 2008（平成20）年9月26日改正、以下「棚卸資産会計基
準」または「基準」）において規定されています。棚卸資産会
計基準においては、大きく分けて「通常の販売目的で保有す
る棚卸資産」と「トレーディング目的で保有する棚卸資産」の
2 種類の棚卸資産の評価について規定されていますが、ア
パレル企業においてトレーディング目的で保有する棚卸資
産が論点になることは多くないことから、本稿においては

「通常の販売目的で保有する棚卸資産」を前提とします。
棚卸資産の会計処理として検討すべき事項としては、大き

く分けて、（1）売上原価等の払出原価と期末棚卸資産の価
額を算定する評価方法と、（2）収益性の低下による棚卸資
産の簿価切下げの2点があります。

（1）棚卸資産の評価方法

棚卸資産は、原則として購入代価又は製造原価に引取費
用等の付随費用を加算して取得原価とし、（1）個別法、（2）
先入先出法（FIFO）、（3）平均原価法、（4）売価還元法の 4
つの評価方法の中から選択し売上原価等の払出原価と期末
棚卸資産の価額を算定する（基準6－2項）ものとされていま
す。棚卸資産の評価方法は、事業の種類、棚卸資産の種
類、その性質及びその使用方法等を考慮して選択し、いっ
たん選択した方法については原則として継続して適用しな
ければならない（基準6－3項）とされています（図表1）。

（2）収益性の低下による簿価切下げ

通常の販売目的で保有する棚卸資産は、取得原価をもっ
て貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得
原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもっ
て貸借対照表価額とする（基準 7項）とされています。この場
合における取得原価と正味売却価額との差額は当期の費用
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として処理します。前期に計上した簿価切下額の戻入れに
関しては、当期に戻入れを行う方法（洗替法）と行わない方法

（切放法）のいずれかの方法を棚卸資産の種類ごと、または
売価の下落要因ごと（売価の下落原因を物理的劣化、経済
的劣化、市場の需給変化といった要因ごとに区分把握でき
る場合）に選択し、いったん選択した方法については原則と
して継続して適用しなければならない（基準 14項）とされて
います。

収益性の低下による簿価切下げについては、原則として、
正味売却価額を算定し取得原価と比較して実施することとな
りますが、以下のような例外的な処理も認められています。

① 営業循環過程から外れた滞留または処分見込等の棚卸資
産について、合理的に算定された価額によることが困難な
場合には、正味売却価額まで切り下げる方法に代えて、帳
簿価額を処分見込価額（ゼロまたは備忘価額を含む。）まで
切り下げる方法、もしくは一定の回転期間を超える場合、
規則的に帳簿価額を切り下げる方法、が認められている。

② 製造業における原材料などのように再調達原価のほうが把
握しやすく、正味売却価額が当該再調達原価に歩調を合
わせて動くと想定される場合には、継続して適用することを
条件として、再調達原価（最終仕入原価を含む。以下同
じ。）によることができる。

③ 売価還元法を採用している場合において値下額などが売
価合計額に適切に反映されている場合には、値下額および
値下取消額を除外した売価還元法の原価率により求められ
た期末棚卸資産の帳簿価額は、収益性の低下に基づく簿
価切下額を反映したものと見なすことができる。

2 アパレル業界のサプライチェーン

アパレル業界全体のサプライチェーンは、大まかに以下

のとおりです。
まず、アパレル企業が商品の需要等を予測し、直接、また

は商社や OEMメーカーなどを通して工場に生産指示を出し
ます。工場で生産された商品は、アパレル企業から専門店
や百貨店、直営店等を通して消費者に販売されていきます。

アパレル企業を含む小売業の在庫管理の特徴として、ま
ず、多品種・複数サイズの商品を取り扱っていること、および
棚卸減耗損の発生が挙げられます。多品種・複数サイズの商
品を取り扱っていることに伴う受払ミスに加え、店舗に人の
出入りが多いことなどから盗難、紛失等により帳簿在庫と実
在庫に差異が発生し、棚卸減耗損が発生しがちになります。

また、商品の性質として、ライフサイクルの短さが挙げら
れます。アパレル企業で取り扱う商品は、生鮮食品等と異な
り腐るなど物理的に劣化することはありませんが、季節性や
流行が重視され、シーズンや流行に合わせた旬のアイテム
を市場に投入する必要があることから、商品のライフサイク
ルが短く、時がたつほど販売が困難になります。需要を見込
んで発注した商品が予想よりも売れなかった場合には不良
在庫となっていきます。定価で販売できなかった商品は、ま
ず店舗内でのセール、次にアウトレットモールやファミリー
セールといった形で価格を下げながら販売されていき、そ
れでも売れ残った商品については、廃棄されるか、いわゆる

「バッタ屋」に販売されていきます。

3 アパレル業界の在庫管理のポイント

アパレル業界の在庫管理のポイントとしては、①「情物一
致」、すなわち、帳簿在庫と実在庫との一致をタイムリーに
行っていくこと、および、②在庫の原価や年齢を適切に把握
することが挙げられます。

（1）情物一致の必要性

タイムリーな「情物一致」の必要性として、まず、売れ筋の
商品をタイムリーに把握し売り逃し（機会ロス）を発生させな
いことおよび不良在庫を発生させないことが挙げられます。
現在の在庫量をタイムリーに把握し、需要予測に応じて追
加発注等を行うことで売り逃しを避けるとともに、動きの悪
い商品については早期にセールなどの売り切りを行う必要
があるため、これらの判断を適時的確に行うためには、リア
ルタイムで在庫の受払、残高が管理できることが望ましいと
考えられます。アパレル業界においては、物流システム等を
導入し、バーコード等により受払記録のタイムラグの解消、
精度向上、作業時間短縮等を図っている企業も少なくありま
せん。投資金額は大きいものとなりますが、ビジネスを展開
するにあたっての重要な要素になるため、アパレル企業に
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図表1：棚卸資産の評価方法

評価方法 内容

個別法 取得原価の異なる棚卸資産を区別して記録し、その個々の
実際原価によって期末棚卸資産の価額を算定する方法。個
別法は、個別性が強い棚卸資産の評価に適した方法であ
る。

先入先出法 最も古く取得されたものから順次払い出しが行われ、期末
棚卸資産は最も新しく取得されたものからなると見なして期
末棚卸資産の価額を算定する方法。

平均原価法 取得した棚卸資産の平均原価を算出し、この平均原価に
よって期末棚卸資産の価額を算定する方法。なお、平均原
価は、総平均法または移動平均法によって算出する。

売価還元法 値入率等の類似性に基づく棚卸資産のグループごとの期末
の売価合計額に、原価率を乗じて求めた金額を期末棚卸資
産の価額とする方法。売価還元法は、取扱品種の極めて多
い小売業等の業種における棚卸資産の評価に適用される。
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は必須のものと考えられます。
次に、棚卸減耗損への対応のためにも、定期的な実地棚

卸、および棚卸差異の把握と原因究明を行う必要がありま
す。実地棚卸は最低でも年に 1 回は実施しなければなりま
せんが、アパレル企業においては、最低でもシーズンに合
わせて年 2 回実施している企業が多いようです。在庫の性
質や棚卸減耗損の発生割合などによっては四半期ごとや月
次での実施も検討する必要があります。

（2）在庫年齢管理の必要性

在庫の原価や年齢については、主に利益管理や在庫評価
の観点から重要となります。商品ごとの粗利や年齢、投入
シーズン等を管理し、必要に応じて値下げやセールなどの
対応を図る必要性や、次に論述する在庫評価の観点から
も、商品ごとの取得原価や年齢、投入シーズン等の管理が
重要となります。また、最近ではビッグデータを活用した販
売データ分析や在庫分析により在庫の最適化を志向する企
業も増加している状況にあります。

4  アパレル業界の在庫評価のポイント

アパレル企業の在庫評価の方法として特徴的な点として
は、まず、個別法や平均原価法の適用企業が多いことが挙
げられます（図表2）。小売業の特徴としては、棚卸資産会計
基準に「売価還元法は、取扱品種の極めて多い小売業等の
業種における棚卸資産の評価に適用される」と言及されてい
るとおり、売価還元法による在庫評価を適用している企業
が多いことが挙げられますが、アパレル企業においては売
価還元法を適用している企業は多くありません。これは、商
品ごとの粗利の管理を重視する観点や、システム化により
商品ごとの取得原価等の管理が容易になっていることなど
が要因として挙げられます。

アパレル企業における棚卸資産の収益性の低下による簿
価切下げについて、「 2 アパレル業界のサプライチェーン」
に記載のとおり、アパレル商品は①ライフサイクルが短く、
②定価で販売できない商品は値下げをして販売していく、
という性質から、①については滞留在庫および過剰在庫の
状況に応じた簿価切下げ、②については正味売却価額が取
得原価を下回った場合の簿価切下げを検討する必要があり
ます。

①の滞留在庫の状況に応じた簿価切下げについては、在
庫の年齢や経過シーズン数等に応じて規則的に評価減する
方法が多く用いられているようです。例えば、ブランド別・
シーズン別に、市場への投入初年度シーズンが終了すると
残在庫の一定割合（例えば 50%）を評価減し、2シーズン目

が終了すると残在庫全額を評価減するといった方法や、商
品の種類・性質別に、流行の早いカジュアル商品は投入か
ら1～2年経過時に、流行の変動が大きくないフォーマル商
品は投入から3～4年経過時に残在庫全額を評価減すると
いった方法が考えられます。個々の企業の商品やブランド
の性質に応じて、どのようにグルーピングするのか（ブランド
ごと、品種ごとなど）、どの程度の期間で簿価切下げを行う
のが適切なのかといった評価モデルを検討する必要があり
ます。

また、過去の販売実績に基づく一定の回転期間を超える
在庫の簿価切下げや将来の販売予測を超える在庫の簿価
切下げを行う方法も考えられます。過去の販売実績を活用
する方法では、例えば、過去の販売実績に基づく一定の回
転期間として1年間程度は販売可能であると判断し、将来 1
年間の販売予測に基づき販売可能な在庫を見積り、これを
超える在庫を全額切り下げるといった方法が用いられてい
ますが、一定の回転期間の見積りをどの程度とするか、将
来の販売予測の信頼性や実績との乖離分析を慎重に実施
する必要があります。

いずれの方法によった場合も、評価モデルや基準年齢・
シーズン等の仮定については定期的に見直しを行う必要が
あります。特にアパレル企業においては、冒頭の「はじめに」
で言及したとおり、アパレル業界全体で見ると、この 20年間
で大幅な販売単価の低下と不良在庫の増加の傾向にあるこ
とから、過去に決定した簿価切下げの基準年齢・シーズン
や将来の販売可能期間等が現在でも適切なものであるかの
評価については慎重に検討する必要があります。

②の正味売却価額については、特にカジュアル商品につ
いては、シーズンが終わるごとに定価販売が難しくなり正味

図表2：主要なアパレル企業の在庫評価方法

会社名 評価方法

（株）ファーストリテイリング 平均原価法

（株）しまむら 売価還元法

青山商事（株） 平均原価法

（株）アダストリア 個別法

（株）ＡＯＫＩホールディングス 個別法

（株）ユナイテッドアローズ 平均原価法

（株）ストライプインターナショナル 個別法

（株）パルグループホールディングス 個別法

（株）コナカ 個別法

（株）ハニーズ 平均原価法

（株）はるやまホールディングス 個別法

（株）タカキュー 個別法

出典：各社有価証券報告書、決算公告
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売却価額が下落する傾向があるため、適時適切な検討が必
要となります。正味売却価額としては、例えば、1シーズン
経過した商品についてはアウトレット店舗において定価より
も低い価格で販売している、といったような場合には、アウ
トレット店舗における販売実績単価などを使用するといった
方法があります。一方で、流行等の影響が大きく、正味売却
価額の測定が困難である場合には、上記①の評価モデルに
おいて販売可能数量と正味売却価額の両方を織り込んだ上
で一定のルールの下、簿価切下げを行うといった方法も考
えられます。なお、正味売却価額の算定にあたっては、売価
から販売直接経費を控除した金額とする必要があることか
ら、アウトレット店舗への在庫移動に伴う運送費やショッピ
ングセンターにおいて売上高に応じて負担する変動家賃の
影響についても考慮する必要があります。
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