会計・監査

平成27年3月決算の会計処理に関する留意事項

本稿では、平成27年3月期決算の会計処理に関

Ⅰ

する主な留意事項について解説を行う。
（なお、「Ⅳ

税効果会計」は、「旬刊経理情報」

2015年3月20日号（中央経済社）に掲載の記事
（「平26・27年度税制改正に伴う税効果会計のポイ

1

ながぬま

ようすけ

公認会計士

長沼 洋佑

公認会計士

佐瀬 剛

さ
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たけし

退職給付
退職給付に関する会計基準

企業会計基準委員会（ ASBJ）は、平成24年5

月17日に「退職給付に関する会計基準（企業会計

ント」）を一部改稿の上、転載している。
）

基準第26号）
」
（以下「退職給付会計基準」という。）

また、次号の本誌（『会計情報』2015年5月号）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針（企業

において有価証券報告書の開示について解説を行う

会計基準適用指針第25号）
」（以下「退職給付適用

予定である。

指針」という。
）を公表している。
退職給付会計基準及び退職給付適用指針（以下「退
職給付会計基準等」という。）の主な変更点及び適
用時期等は図表1のとおりである。

【図表1

主な変更点及び適用時期等】
主な変更点

①

適用時期

適用方法

⃝名称等の変更
⃝未認識数理計算上の差異及び未
認識過去勤務費用の処理方法
⃝開示の拡充
など下記②を除く項目

⃝平 成25年4月1日 以 後 開 始 す
る事業年度の年度末に係る財務
諸表から適用する。
⃝早 期適用として、平成25年4
月1日以後開始する事業年度の
期首から適用することができ
る。
（退職給付会計基準34項）

⃝過去の期間の財務諸表に対して
遡及処理しない。
⃝適用に伴って生じる会計方針の
変更の影響額については、純資
産の部における退職給付に係る
調整累計額（その他の包括利益
累計額）に加減する（退職給付
会計基準37項）。

⃝退職給付債務及び勤務費用の計
算方法
⃝複数事業主制度の取扱いの見直
し

⃝平 成26年4月1日 以 後 開 始 す
る事業年度の期首から適用す
る。なお、当該期首からの適用
が実務上困難な場合には、所定
の注記を条件に、平成27年4
月1日以後開始する事業年度か
ら適用することができる。
⃝早 期適用として、平成25年4
月1日以後開始する事業年度の
期首から適用することができ
る。
（退職給付会計基準35項）

⃝過去の期間の財務諸表に対して
遡及処理しない。
⃝適用に伴って生じる会計方針の
変更の影響額については、期首
の利益剰余金に加減する（退職
給付会計基準37項）。

②

退職給付会計基準等では、図表1のとおりに変更
点の適用時期を分けている。原則的な取扱い（早期
適用を行わない）に従った場合の3月期決算会社で
は、主な変更点の①は平成26年3月期の期末から

首から適用となっている。
本稿では、平成27年3月期決算会社の年度決算
（ 平 成26年4月1日 か ら 平 成27年3月31日 ま で ）
を前提に、図表2のとおりに分けて解説を行う。

すでに適用されており、②が平成27年3月期の期
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【図表2

主な変更点のポイント】
主な変更点

ポイント

平成27年3月期の期首から適用となる主な変
更点②に係る適用初年度の対応 － 退職給
付債務及び勤務費用の計算方法

退職給付見込額の期間帰属方法（後述2（ 1）参照）、割引率の
設定方法（後述2（ 2）参照）の変更に伴う影響額を個別財務諸
表の期首の利益剰余金に加減する点がポイントとなる。

平成26年3月期の期末から適用されている主
な変更点①に係る2年目の対応 － 未認識
数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の
処理方法

組替調整（後述3（ 2）②参照）、未認識数理計算上の差異及び
未認識過去勤務費用をその他の包括利益に含めて計上する会計
処理（後述3（2）②参照）がポイントとなる。

2

平成27年3月期の期首から適用となる主な変更点②に係る適用初年度の対応
職給付債務及び勤務費用の計算方法

－

退

主要な検討ポイントを整理すると、図表3のようになると考えられる。
【図表3

検討ポイント】
検討ポイント

具体的な検討事項
期間定額基準と給付算定式基準のいずれを適用するか決定する。

退職給付見込額の期間帰属方法

給付算定式基準による場合、給付算定式に従う給付が著しく後加重である
かどうかの判断をする。
数理実務ガイダンス※で例示されている4つのアプローチのいずれによるか
を決定する。

割引率の設定方法

参照する債券の種類を決定する。
※公益社団法人日本年金数理人会、公益社団法人日本アクチュアリー会では、年金数理計算の専門家が退職給付会計の実務を行
うにあたり、「退職給付会計に関する数理実務ガイダンス（以下、「数理実務ガイダンス」という）」を公表している。

（1）退職給付見込額の期間帰属方法

払ごとの支払見込期間を反映するものでなければな

退職給付見込額の期間帰属方法として、期間定額

らないとされている。

基準（退職給付見込額について全勤務期間で除した

割引率の具体的な設定方法として、数理実務ガイ

額を各期の発生額とする方法）
と給付算定式基準
（退

ダンスにおいて、図表4の4つのアプローチが例示

職給付制度の給付算定式に従って各勤務期間に帰属

されている。

させた給付に基づき見積った額を退職給付見込額の
各期の発生額とする方法）の選択適用が認められて
いる（退職給付会計基準19項）
。
退職給付見込額の期間帰属方法は会計方針である
ことから、正当な理由により変更を行う場合を除き、
毎期継続して適用する必要がある。

【図表4 数理実務ガイダンスで例示されている4つのア
プローチ】
数理実務ガイダンスで例示されている4つのアプロ
ーチ
①

イールドカーブ直接アプローチ

給付算定式基準による場合、勤務期間の後期にお

②

イールドカーブ等価アプローチ

ける給付算定式に従った給付が、初期よりも著しく

③

デュレーションアプローチ

④

加重平均期間アプローチ

高い水準となるときには、当該期間の給付が均等に
生じるとみなして補正した給付算定式に従わなけれ
ばならないとされている（退職給付会計基準19項
（2）なお書き）。
（2）割引率の設定方法
退職給付会計基準等では、割引率は、退職給付支
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 成26年3月期の期末から適用されて の取扱いを継続する（退職給付会計基準39項）。
平
いる主な変更点①に係る2年目の対応
－ 未認識数理計算上の差異及び未認 （4）持分法適用会社における留意点
上記（1）、（3）に記載のとおり、未認識数理計
識過去勤務費用の処理方法
算上の差異及び未認識過去勤務費用については税効

（1）貸借対照表での取扱い（連結のみ）
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用

果を調整したうえで貸借対照表の純資産の部（その
他の包括利益累計額）で認識する（「退職給付に係

については税効果を調整したうえで貸借対照表の純

る調整累計額」等の適当な科目をもって計上する）

資産の部（その他の包括利益累計額）で認識し、退

が、当面の間、個別財務諸表上は計上されない。

職給付債務と年金資産の差額（積立状況を示す額）

このため、持分法適用会社の個別財務諸表におい

を退職給付に係る負債（又は退職給付に係る資産）

て退職給付に係る調整累計額は計上されないが、投

として計上する（退職給付会計基準13項、24項及

資会社が持分法適用会社に対する投資について持分

び25項）。

法を適用する際には、投資の日（持分法適用日）以
降における持分法適用会社の退職給付に係る調整累

（2）損益計算書及び包括利益計算書（又は損益及
び包括利益計算書）上での取扱い
①

費用処理

計額の変動額のうち投資会社の持分又は負担に見合
う額を算定して投資の額を増額又は減額する必要が
ある点に留意する（持分法会計に関する実務指針

退職給付会計基準等においては、未認識数理計算

10-2項）
。

上の差異及び未認識過去勤務費用の費用処理方法の

なお、当該増減額は連結包括利益計算書又は連結

変更はなく、改正前会計基準等と同様に平均残存勤

損益及び包括利益計算書上のその他の包括利益にお

務期間以内の一定の年数で規則的に費用処理する。

いては、持分法を適用する被投資会社のその他の包

②

括利益に対する投資会社の持分相当額として一括し

その他の包括利益（連結のみ）
退職給付会計基準等においては、数理計算上の差

て区分表示する。

異及び過去勤務費用の当期発生額のうち、費用処理

ただし、連結貸借対照表上のその他の包括利益累

されない部分（未認識数理計算上の差異及び未認識

計額においては、退職給付に係る調整累計額に当該

過去勤務費用となる。）についてはその他の包括利

持分相当額を含めて表示することに留意する。

益に含めて計上する。

包括利益に含めて計上するとされているため、未認

Ⅱ リ
 ース手法を活用した先端設備等投
資支援スキームにおける借手の会計
処理等に関する実務上の取扱い

識項目を発生時に全額費用処理する場合にはその他

ASBJは、平成26年6月30日に、「リース手法

数理計算上の差異及び過去勤務費用の当期発生額
のうち、費用処理されない部分についてはその他の

の包括利益に含めて計上する処理は行われない。

を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借

なお、連結財務諸表に関する変更に伴い、連結財

手の会計処理等に関する実務上の取扱い（実務対応

務諸表を作成する会社については、個別財務諸表に

報告第31号）
」を公表しており、公表日以後適用す

おいて未認識項目の貸借対照表における取扱いが連

ることとされている。

結財務諸表と異なる旨の注記を求めることとされて

詳細については、本誌2014年8月号（Vol.456）

いる（退職給付会計基準39項（4））が、未認識項

「ASBJが実務対応報告第31号『リース手法を活用

目を発生時に全額費用処理する場合には、連結財務

した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会

諸表と個別財務諸表の会計処理が異なることにはな

計処理等に関する実務上の取扱い』を公表」を参照

らないため、当該注記は不要であると考えられる
（退

していただきたい。

職給付会計基準88項）。
その他の包括利益累計額に計上されている未認識
数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用のうち、
当期に費用処理された部分についてはその他の包括
利益の調整（組替調整）を行うこととなる（退職給
付会計基準15項）。

Ⅲ 従
 業員等に信託を通じて自社の株
式を交付する取引に関する実務上
の取扱い
ASBJは、平成25年12月25日に「従業員等に
信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実
務上の取扱い（実務対応報告第30号）
」を公表して

（3）個別財務諸表上における当面の取扱い
個別財務諸表においては、当面の間、上記（1）
及び（2）②の改正を適用せず、改正前会計基準等
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「『実務対応報告第30号「従業員等に信託を通じて

て、法人課税における「成長志向に重点を置いた法

自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱

人税改革」のための税制上の措置として挙げられて

い』の解説」を参照していただきたい。

いる「法人税率の引下げ等」「欠損金の繰越控除制
度の見直し」「受取配当等の益金不算入制度の見直

Ⅳ
1

し」の税効果会計上の取扱いについて記載する。

税効果会計

 方法人税の創設による連結納税制度 （1）税率変更・会計処理のタイミング
地
改正法が決算日までに公布されているか否かによ
を適用する場合の税効果会計への影響

平成26年度税制改正により、地方団体の税源の
偏在性を是正し、その財源の均衡化を図ることを目

り、税効果会計上の取扱いが相違する。
①

改正税法が決算日までに公布されている場合

的として、法人住民税法人税割の税率の引下げにあ

改正税法が決算日までに公布されている場合、税

わせて、地方交付税の財源を確保するための地方法

効果会計上、改正後の税率に基づき算定する（税効

人税（国税）が創設された。

果会計上で適用される平成27年4月1日以後の法

平成26年10月1日以後開始する事業年度から、

定実効税率に影響することになる）（個別財務諸表

住民税20.7％（制限税率）のうち、4.4％の地方

における税効果会計に関する実務指針（以下「個別

法人税は国税として新設されており、平成26年10

税効果実務指針」という。
）18項）
。

月1日以後開始する事業年度から、法人住民税の税

なお、改正法人税法等の公布日と会計処理との関

率が変更される。また、地方税法等改正法により法

係については、税率変更に関する取扱い（個別税効

人住民税の標準税率及び制限税率を地方法人税率と

果実務指針18項及び19項、連結財務諸表における

同じ率だけ減少させている。

税効果会計に関する実務指針11項）に準じること

ASBJは、平成26年度税制改正において地方法

になると考えられる（税効果会計に関するQ＆A

人税が創設されたことを受けて、平成27年1月16

Q12 A「改正法人税法等の公布日との関係」が参

日に改正実務対応報告第5号「連結納税制度を適用

考になる）
。このため、後述の（3）
、
（4）による税

する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その

効果会計への影響（会計処理）についても、改正税

1）」及び改正実務対応報告第7号「連結納税制度を

法が決算日までに公布されている場合には、改正税

適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い

法に基づき会計処理を行うことになると考えられる。

（その2）」を公表している。

また、法人税等の税率の変更により繰延税金資産

地方法人税法では、連結納税制度を適用している

及び繰延税金負債の金額が修正されたときは、その

場合、地方法人税の課税標準である基準法人税額は、

旨及び修正額を注記しなければならないとされてい

連結事業年度の連結所得の金額から計算した法人税

る（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す

の額とするとされており、地方法人税に係る繰延税

る規則（以下「連結財規」という。
）15の5第1項

金資産の回収可能性の判断は個別所得見積額だけで

3号、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

なく、連結所得見積額も考慮して行うこととなるこ

る規則（以下「財規」という。
）8の12第1項3号、

とから、連結納税制度を適用した場合の地方法人税

税効果会計に係る会計基準（以下「税効果会計基準」

に係る税効果会計の考え方は、法人税と同様の取扱

という。
）第四 注記事項 3.）
。

いとなる。

資産又は負債の評価替えにより生じたその他の包

このため、連結財務諸表における地方法人税に係

括利益累計額が直接純資産の部に計上される場合に

る繰延税金資産の回収可能性は、連結納税主体を一

おいて、当該その他の包括利益累計額に係る繰延税

体として判断することとなるとされている（連結納

金資産及び繰延税金負債の金額を修正したときは、

税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の

修正差額をその他の包括利益累計額に加減して処理

取扱い（その1）Q1 A（1）②）
。

するものとするとされている（税効果会計基準注解
（注7）ただし書、個別税効果実務指針第19項）。

2

平成27年度税制改正の影響

法定実効税率の変更により、繰延税金資産及び繰延

平成27年1月14日に「平成27年度税制改正の

税金負債の金額を修正したときは、修正差額がその

大綱」が閣議決定され、同年2月17日には税制改

他の包括利益累計額に加減して処理されることか

正法案が国会に提出されている（本資料は平成27

ら、
純資産に変動が生じることになる。したがって、

年2月27日現在公表されている資料をもとに作成

当該修正差額はその他の包括利益に含まれ、
「その

したものであるため、実際の適用に際しては政省令

他の包括利益の各内訳項目別の税効果の金額」の注

も含めた改正条文等の確認が必要である。また、平

記（包括利益の表示に関する会計基準8項）におい

成27年度税制改正の大綱の内容について網羅的に

て「税効果額」として表示される。

記載したものではない点に留意が必要である）
。
以下では、
「平成27年度税制改正の大綱」におい
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5

に関するQ＆A Q4）。

日までに公布されていなくとも、税効果会計におい
ては税制改正後の税率が適用となる場合があるため

②

改正税法が決算日より後に公布された場合

留意が必要である。

決算日後に法人税等の税率の変更があった場合に
は、その内容及びその影響を注記するとされている

（2）
「法人税率の引下げ等」による法定実効税率の

（ 連 結 財 規15の5第1項4号、 財 規8の12第1項4

変更

号、税効果会計基準第四 注記事項 4.）
。

平成27年度税制改正では、平成27年4月1日以
後に開始する事業年度について、法人税の税率を引

③

その他の留意点

き下げるとともに、資本金1億円超の普通法人（外

国際財務報告基準（IFRS）では、
「繰延税金資産

形標準課税対象法人）の法人事業税所得割の税率を

及び負債は、報告期間の末日までに制定され、又は

図表5のとおりに段階的に引き下げることが予定さ

実質的に制定されている税率（及び税法）に基づい

れている。

て、資産が実現する期又は負債が決済される期に適

また、資本金1億円超の普通法人の地方法人特別

用されると予想される税率で算定しなければならな

税の税率は図表5のとおりとされている。地方法人

い」と規定されている（国際会計基準第12号

特別税は事業税所得割の金額を課税標準としている

人所得税

法

47項）。

ため、事業税所得割の税率引下げに応じた税率の引

IFRS任意適用会社においては、改正税法が期末

上げが行われるが、実質的な税率の改正はない。

【図表5 法人税率の引下げ等】
改正案

現行
法人税

平成28年3月期

25.5％

法人事業税所得割（年800万円超の所得（標
準税率））（注）

23.9％

7.2％
	  （4.3％）

地方法人特別税（付加価値割額、資本割額及
び所得割額の合算額によって法人事業税を課
税される法人の所得割額に対する税率）

平成29年3月期

⬇

23.9％

6.0％
⬇
	  （3.1％）

67.4％

93.5％

4.8％
⬇
	  （1.9％）

⬆

152.6％

⬆

（注）所得割の税率下段のカッコ内の率は、地方法人特別税等に関する暫定措置法適用後の税率である。
なお、地方団体（都を含む）は、改正条例に制限税率を超えない範囲で標準税率又は超過課税による税率（以下「超過税率」
という。）を定める。例えば、東京都では、地方法人特別税等に関する暫定措置法適用後の標準税率4.3％に0.36％を上
乗せした4.66％が現行の超過税率として採用されている。
（財務省「平成27年度税制改正の大綱」「平成27年度税制改正の大綱の概要（平成27年1月14日 閣議決定）」を基に作成）

これにより、平成28年3月期以降の法定実効税

繰延税金資産又は繰延税金負債の金額は、回収又

率は、図表6のように段階的に下がることになる。

は支払が行われると見込まれる期の税率に基づいて

なお、平成27年3月6日に開催された第307回企

計算するものとし、繰延税金資産については、将来

業会計基準委員会の「議事概要別紙（平成27年度

の回収の見込みについて毎期見直しを行わなければ

税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効

ならない（税効果会計基準第二.二.1及び2）とされ

税率の検討）」において法定実効税率の算定例が示

ている。このため、期末における将来減算一時差異

され、事業税率の取扱い等が記載されているため、

及び将来加算一時差異の将来解消見込年度のスケジ

留意が必要である。図表6記載の法定実効税率は
「議

ューリングを実施し、改正税法に基づく将来解消見

事概要別紙（平成27年度税制改正に伴う税効果会

込年度に適用される税率により繰延税金資産又は繰

計の適用における法定実効税率の検討）」に記載の

延税金負債の金額を算定する必要がある（税効果会

ものである。

計に関するQ＆A Q14 A（3）が参考になる）。

【図表6 法定実効税率への影響（外形標準課税対象法人の3月決算を前提）】
法定実効税率

現行

改正案

平成28年3月期

平成28年3月期

平成29年3月期

標準税率で算定した場合

34.62％

⇒

32.11％

東京都の超過税率（標準税率＋0.36％（注））
で算定した場合（年800万円超の所得）

⬇

31.33％ ⬇

35.64％

⇒

33.10％

⬇

32.34％ ⬇

（注）0.36％は超過税率が標準税率を超える差分であり、4.66％－4.3％＝0.36％と計算している（図表5の（注）参照）
。
（第307回企業会計基準委員会の「議事概要別紙（平成27年度税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効税率の検討）
」
を基に作成）
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（3）「欠損金の繰越控除制度の見直し」による繰越

が予定されている。また、平成29年4月1日以後に

欠損金のスケジューリングへの影響

開始する事業年度において生じた欠損金額につい

平成27年度税制改正では、大法人の欠損金の控

て、繰越期間を10年（現行：9年）に延長するこ

除限度額を図表7のように段階的に引き下げること

とが予定されている。

【図表7 欠損金の控除限度額の計算】
改正案

現行

平成28年3月期

繰越控除前の所得の金
額の80％

控除限度額

平成30年3月期
繰越控除前の所得の
金額の50％

繰越控除前の所得の金額の65％

課税所得
繰越控除前の
所得に対する
控除限度額の
イメージ

平成29年3月期

課税所得

80％

課税所得

⬇

65％

50％

⬇

（注）中小法人等以外の法人について適用される。
（財務省「平成27年度税制改正の大綱」「平成27年度税制改正の大綱の概要（平成27年1月14日 閣議決定）」を基に作成）

監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可

（4）「受取配当等の益金不算入制度の見直し」によ

能性の判断に関する監査上の取扱い」（以下「監査

る影響

委員会報告第66号」という。）3では、
「期末に税

平成27年度税制改正では、受取配当等の益金不

務上の繰越欠損金がある場合は、その繰越期間内に

算入割合を図表8のように見直すことが予定されて

わたって将来加算一時差異の解消見込額及び課税所

いる。

得の見積額を限度として、それに係る繰延税金資産

株式等保有割合25％以上1/3以下の株式等（図

を計上する」とされているが、繰越欠損金の将来解

表8の★の保有割合）について、益金不算入割合が

消見込年度のスケジューリングにおける解消見込額

100％から50％になる。

は図表7の控除限度額に基づいて算定する必要があ
ると考えられる。

【図表8 受取配当等の益金不算入割合】
現行
区分

不算入割合

完全子法人株式等
（株式等保有割合
100％）

100％

関係法人株式等（株
式等保有割合25％
以上）

保有割合

100％

100％
（負債利子控除後）

1/3
25%

上記以外の株式等
50％
（負債利子控除後）

★

5%

改正案
区分

不算入割合

完全子法人株式等
（株式等保有割合
100％）

100％

関連法人株式等（株
式 等 保 有 割 合1/3
超）

100％
（負債利子控除後）

その他の株式等（株
式等保有割合5％超
1/3以下）
非支配目的株式等
（ 株 式 等 保 有 割 合5
％以下）

50％

20％

（財務省「平成27年度税制改正の大綱」「平成27年度税制改正の大綱の概要（平成27年1月14日 閣議決定）」を基に作成）
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7

繰延税金資産の計上基礎となるタックスプランニ
ングに基づく将来の課税所得の発生見込額の見積り

Ⅴ

 正企業結合会計基準の早期適用
改
への対応

に当たっては、受取配当等の益金不算入割合の低下
の影響を踏まえることになると考えられる。受取配
当等の益金不算入割合が下がるため、将来年度の課
税所得の見積額が増加する可能性がある。
持分法会計に関する実務指針28項では「持分法

1

主な改正点

平成25年9月13日、ASBJは、企業結合ステッ

プ2として「企業結合に関する会計基準」
（以下「企
業結合会計基準」という。）及び関連する他の会計

適用会社の留保利益のうち将来の配当により追加納

基準等（以下「改正企業結合会計基準」という。）

付が発生すると見込まれる税金額を投資会社の繰延

を公表した。また、平成26年2月24日、日本公認

税金負債として計上する」とされているため、「持

会計士協会（以下「 JICPA」という。）は、企業結

分法適用会社に留保利益を半永久的に配当させない

合ステップ2に対応するため、「連結財務諸表にお

という投資会社の方針又は株主間の協定がある場

ける資本連結に関する実務指針」
、
「連結財務諸表に

合」を除き、株式等保有割合25％未満の持分法適

おける税効果会計に関する実務指針」等関連する実

用会社だけでなく、株式等保有割合25％以上1/3

務指針（以下「 JICPA改正実務指針等」という。
）

以下の持分法適用会社について繰延税金負債の計上

の改正を行っている。

が必要になると考えられる。

改正企業結合会計基準における主な改正点は以下
のとおりである。改正企業結合会計基準は、平成
26年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業
年度の期首から早期適用することができる。早期適
用する場合には、下記③の取扱いを除いてすべてを
同時に適用することとなる。

① 子
 会社株式の追加取得・一部売却等：支配関係継続の場合における親会社の持分変動による差額を
資本剰余金処理
② 取得関連費用の取扱い：発生時費用処理
③ 表示：当期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変更（早期適用不可）
④ 暫定的な会計処理の取扱い：企業結合年度に当該確定が行われたかのように会計処理

上記の改正に対応したJICPA改正実務指針等における主な改正点は以下のとおりである。
① 子会社株式の追加取得・一部売却等に関連する改正点
（ａ）子会社株式の一部売却に係る親会社の持分変動による差額としての資本剰余金に関連する法人
税等の処理
（ｂ）子会社株式の追加取得や子会社の時価発行増資等に係る親会社の持分変動による差額としての
資本剰余金（一時差異）と税効果会計
（ｃ）追加取得又は一部売却が行われ、その後、子会社株式の一部を売却し、持分法適用関連会社と
なった場合ののれんの取扱い
（ｄ）子会社の支配を喪失して連結範囲から除外する場合における親会社の持分変動の差額として過
去に計上した資本剰余金の処理
（ｅ）子会社株式の一部売却に伴う為替換算調整勘定の処理
（ｆ）持分法適用非連結子会社の会計処理
② 取得関連費用の取扱いに関連する改正点
（ａ）子会社株式を売却し持分法適用関連会社又はその他有価証券となった場合における付随費用の
処理
（ｂ）持分法適用非連結子会社の会計処理
③ その他の改正点
（ａ）複数の取引が1つの企業結合等を構成している場合の取扱い
（ｂ）連結範囲の変動を伴わない子会社株式の追加取得又等は一部売却に関するキャッシュ・フロー
の区分
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なお、改正の概要については、本誌『会計情報』

する事業と他の企業又は他の企業を構成する事業と

2013年12月号（ Vol.448）
「
『企業結合に関する

が1 つの報告単位に統合されることをいう（企業

会計基準』及び関連する他の会計基準等の公表につ

結合会計基準5項）
。

いて」及び2014年6月号（ Vol.454）
「企業結合

「吸収合併」の場合には、
「吸収合併存続会社」と

ステップ2に関連するJICPA実務指針等の改正につ

「吸収合併消滅会社」は、個別財務諸表において1

いて①・概要」にてそれぞれ解説を行っている。

つの報告単位に統合され「企業結合」が行われてい
ることとなる。

2

個別財務諸表への影響

このため、
取得とされる「吸収合併」の場合には、

（1）親会社が子会社を吸収合併する場合
支配関係継続の場合における非支配株主との取引
により生じた「親会社の持分変動による差額」の会

取得関連費用は、個別財務諸表において、発生した
事業年度の費用として処理することとなる（企業結
合会計基準26項）
。

計処理の改正は、連結財務諸表のみならず個別財務
諸表にも影響する。

②

子会社株式を取得した場合（連結財務諸表での

例えば、
親会社が子会社を吸収合併する場合がある。

企業結合の場合）

最上位の親会社が子会社を吸収合併する場合、親

現金を対価として株式を取得し、子会社の支配を

会社の個別財務諸表上、親会社は、子会社から受け

獲得した場合、親会社の個別財務諸表上、親会社は

入れた資産と負債との差額のうち株主資本の額を合

当該子会社に対する投資額を子会社株式
（金融資産）

併期日直前の持分比率に基づき、親会社持分相当額

として会計処理する（個別財務諸表では親会社と子

と非支配株主持分相当額（改正前会計基準では少数

会社とが1つの報告単位に統合されるという企業結

株主持分相当額）に按分し、それぞれ会計処理を行
うこととなる。

合は行われていない）ため、企業会計基準第10号
「金融商品に関する会計基準」及び会計制度委員会

非支配株主持分相当額（改正前会計基準では少数

報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」
（以

株主持分相当額）の会計処理の改正は以下のとおり

下「金融商品会計基準等」という。
）が適用される。

であり、非支配株主（改正前会計基準では少数株主）

このため、子会社株式の取得原価は、金融商品会計

との取引により生じた差額については「その他資本

基準等に従って算定され、取得時における付随費用

剰余金」として処理することとされている（企業結

は、取得した金融資産である子会社株式の取得価額

合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

に含めることとなる（金融商品会計に関する実務指

針206項）。

針56項参照）
。
一方、親会社の作成する連結財務諸表は子会社を

①

改正前会計基準等

連結する（子会社の資産・負債及び収益・費用を親

少数株主持分相当額と、取得の対価（少数株

会社の財務諸表の各項目に連結する（連結財務諸表

主に交付した親会社株式の時価）に取得に直接

における資本連結手続に関する実務指針（以下「資

要した支出額（取得の対価性が認められるもの

本連結実務指針」という。
）2項参照）
）ことにより、

に限る。）を加算した額との差額をのれん（又

親会社と子会社が1つの報告単位に統合されること

は負ののれん）とする。

から「企業結合」に該当することとなり、連結会計
基準及び企業結合会計基準を適用し会計処理を行う

②

改正会計基準等

こととなる。このため、連結財務諸表上、取得関連

非支配株主持分相当額と、取得の対価（非支

費用は、発生した連結会計年度の費用として処理す

配株主に交付した親会社株式の時価）との差額

ることとなる（資本連結実務指針8項、46-2項）。

をその他資本剰余金とする。

3

（2）取得関連費用の取扱い

実務上の留意点

今回の企業結合会計基準の改正に伴い関連する適

例えば、取得とされる「企業結合」が「個別財務

用指針や実務指針等について多くの改正が行われて

諸表」又は「連結財務諸表」のいずれで行われるの

いる。今回の改正は、連結財務諸表のみならず、個

かにより、取得関連費用の取扱いが異なる。そこで

別財務諸表にも影響する。

「吸収合併の場合（個別財務諸表での企業結合の場

早期適用や遡及適用にあたっては、改正企業結合

合）」と「子会社株式を取得した場合（連結財務諸

会計基準やJICPA改正実務指針等が、各社の連結

表での企業結合の場合）」について記載する。

財務諸表及び個別財務諸表に与える影響範囲につい
て十分な確認が必要と考える。

①

吸収合併の場合（個別財務諸表での企業結合の
場合）

以

上

「企業結合」とは、ある企業又はある企業を構成
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