会計・監査

四半期決算の会計処理に関する留意事項

本稿では、平成28年3月期決算会社の第1四半期
決 算（ 平 成27年4月1日 か ら 同 年6月30日 ま で ）

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

せ

たけし

⃝改正企業会計基準適用指針第9号「株主資本
等変動計算書に関する会計基準の適用指針」

の会計処理に関する主な留意事項について解説を行

⃝改正企業会計基準適用指針第4号「 1株当た

う。なお、文中の意見に関する部分は筆者の私見で

り当期純利益に関する会計基準の適用指針」

あることを申し添える。
また、次号の本誌（『会計情報』2015年8月号）

平成26年5月16日、ASBJは、企業結合ステッ

において四半期報告書の開示について解説を行う予

プ2において、暫定的な会計処理の確定の取扱いが

定である。

改正されたことに伴い、改正企業会計基準第12号
「四半期財務諸表に関する会計基準」及び改正企業

Ⅰ
1

改正企業結合会計基準

会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関す
る会計基準の適用指針」を公表している。
また、平成26年2月24日、日本公認会計士協会

はじめに

（JICPA）は、企業結合ステップ2に対応するため、

平成25年9月13日、
企業会計基準委員会（ASBJ） 「連結財務諸表における資本連結に関する実務指
は、企業結合ステップ2として「企業結合に関する

針」
、
「連結財務諸表における税効果会計に関する実

会計基準」及び関連する他の会計基準等（以下「改

務指針」等関連する実務指針（以下「 JICPA改正

正企業結合会計基準」という。
）を公表している。

実務指針等」
）の改正を行っている。

⃝改正企業会計基準第21号「企業結合に関す

⃝会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の

る会計基準」（以下「企業結合会計基準」と

会計処理に関する実務指針」
（以下「外貨建

いう。）

取引等実務指針」という。
）

⃝改正企業会計基準第22号「連結財務諸表に
関する会計基準」（以下「連結会計基準」と
いう。）

⃝会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表に
おける税効果会計に関する実務指針」
（以下
「連結税効果実務指針」という。
）

⃝改正企業会計基準第7号「事業分離等に関す

⃝会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表に

る会計基準」（以下「事業分離会計基準」と

おける資本連結手続に関する実務指針」
（以

いう。）

下「資本連結実務指針」という。
）

⃝改正企業会計基準第5号「貸借対照表の純資
産の部の表示に関する会計基準」
⃝改正企業会計基準第6号「株主資本等変動計
算書に関する会計基準」
⃝改正企業会計基準第25号「包括利益の表示
に関する会計基準」
⃝改正企業会計基準第2号「 1株当たり当期純
利益に関する会計基準」（以下「 EPS会計基
準」という。）
⃝改正企業会計基準適用指針第10号「企業結

⃝会計制度委員会報告第7号（追補）
「株式の
間接所有に係る資本連結手続に関する実務指
針」
⃝会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等
におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に
関する実務指針」
（以下「連結キャッシュ・
フロー実務指針」という。
）
⃝会計制度委員会報告第9号「持分法会計に関
する実務指針」
（以下「持分法実務指針」と
いう。
）

合会計基準及び事業分離等会計基準に関する

⃝土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A

適用指針」
（以下「結合分離適用指針」
という。
）

⃝金融商品会計に関するQ&A

⃝改正企業会計基準適用指針第8号「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する会計基準等の
適用指針」
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平成26年4月1日以後開始する連結会計年度及

①

び事業年度から「子会社株式の追加取得又は一部売

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

却等（非支配株主との取引）」
「取得関連費用の取扱

②

連結範囲の変動を伴わない子会社株式の

い」「暫定的な会計処理の取扱い」の改正について

追加取得又は一部売却に関するキャッシ

早期適用している場合でも、「表示」については早

ュ・フローの区分

期適用をすることはできず、平成27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適用
される。

2

3

 会社株式の追加取得又は一部売却等
子
（非支配株主との取引）

（1）支配が継続している場合の子会社に対する親

主な改正点

会社の持分変動

改正企業結合会計基準における主な改正点は以下

①

改正前会計基準

のとおりである。

子会社株式を追加取得した場合、追加取得により
増加した親会社の持分（追加取得持分）と追加投資

①

子会社株式の追加取得又は一部売却等（非

額との差額をのれん又は負ののれんとして処理し、

支配株主との取引）：支配関係継続の場合

子会社株式を一部売却した場合、当該売却額と売却

における親会社の持分変動による差額を資

持分及び売却に伴うのれんの償却額との差額を子会

本剰余金処理

社株式の売却損益として処理することとされていた

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

（改正前連結会計基準28項から30項、改正前事業
分離会計基準17項から19項）
。

から非支配株主持分への変更
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

②

改正会計基準
子会社株式の追加取得又は一部売却等（非支配株

主との取引）における親会社の持分変動による差額
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。

は、のれん又は損益を計上する取引として扱わず、
資本剰余金を計上する。
なお、改正前会計基準の「少数株主持分」は、改

（1）子会社株式の追加取得又は一部売却等（非
支配株主との取引）
①

る（連結会計基準26項、28項、29項）
。

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

②

④

⑤
⑥

子会社株式の追加取得又は子会社の時価

支配株主持分から減額し、追加取得持分を追加投資

発行増資等に係る親会社の持分変動によ

額と相殺消去する。追加取得持分と追加投資額との

る差額としての資本剰余金（一時差異）

間に生じた差額は、資本剰余金とする（連結会計基
準28項）
。

子会社株式の追加取得又は一部売却が行

（イ）子会社株式の一部売却

われ、その後、子会社株式の一部を売却

子会社株式を一部売却した場合（親会社と子会社

し、子会社の支配を喪失して持分法適用

の支配関係が継続している場合に限る）には、
「売

関連会社となった場合ののれんの取扱い

却した株式に対応する持分」を親会社の持分から減

子会社の支配を喪失して連結範囲から除

額し、非支配株主持分を増額する。売却による親会

外する場合の過去に計上した資本剰余金

社持分の減少額（売却持分）と売却価額との間に生

の処理

じた差額は、資本剰余金とする（連結会計基準29

子会社株式の一部売却に伴う為替換算調

項）。なお、「売却した株式に対応する持分」には、

整勘定の処理

子会社に係るその他の包括利益累計額（その他有価

持分法適用非連結子会社の会計処理

証券評価差額金など）が含まれるが、「売却持分」
にはその他の包括利益累計額は含まれない（資本連

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の付随

②

子会社株式（子会社出資金を含む）を追加取得し
た場合には、追加取得した株式に対応する持分を非

（2）取得関連費用の取扱い
①

（ア）子会社株式の追加取得

関連する法人税等の処理

と税効果会計
③

正会計基準では「非支配株主持分」に変更されてい

結実務指針42項）
。
子会社株式を一部売却した場合、改正前会計基準

費用の処理

ではのれんの未償却額のうち売却した株式に対応す

持分法適用非連結子会社の会計処理

る部分を減額することとされていたが、改正会計基

（3）その他の改正点

テクニカルセンター

準ではのれんの未償却額を減額しない（連結会計基
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準66-2項）。

30項）
。

また、子会社株式を一部売却した場合、関連する

（エ）資本剰余金が負の値となる場合

法人税等（子会社への投資に係る税効果の調整を含

上記（ア）〜（ウ）の会計処理の結果、資本剰余

む）は、資本剰余金から控除する（連結会計基準（注

金が負の値となる場合には、連結会計年度末におい

9））。なお、連結会計基準では「関連する法人税等

て、資本剰余金を零とし、当該負の値を利益剰余金

（子会社への投資に係る税効果の調整を含む）
」の具

から減額する（連結会計基準30-2項）
。当該処理

体的な会計処理は明示されておらず、連結税効果実

について、各四半期決算では洗替処理を行い、連結

務指針39項の定めによることになる。

会計年度末にその残高を確定することとなる（資本

（ウ）子会社の時価発行増資等

連結実務指針39-2項）
。

子会社の時価発行増資等に伴い、親会社の払込額
と親会社の持分の増減額との間に差額が生じた場合

「子会社株式を追加取得した場合の会計処理イメ
ージ」は、設例1のようになる。

（親会社と子会社の支配が継続している場合に限る）

また、「資本連結実務指針の主な改正内容と関連

には、当該差額を資本剰余金とする（連結会計基準

する会計処理」を図示すると、図表1のようになる。

設例1

子会社株式を追加取得した場合の会計処理イメージ

【前提】
⃝親会社P社はS社を子会社として支配しており持分比率は60％である。
⃝親会社P社は子会社S社の持分20％を追加取得する（現金100で他の株主から子会社株式20％を追加取得す
る）。この取引により親会社P社の子会社S社に対する持分は60％から80％へと増加する。
⃝追加取得時点の子会社S社の純資産は400であり、親会社P社の追加取得持分は80（＝400×20％）とする。
⃝上記の処理の結果、第1四半期末における資本剰余金は負の値（マイナス20）であったとする。
【子会社株式の追加取得に係る連結修正仕訳】
（1）改正前会計基準
①

追加取得持分と追加投資額の相殺消去

（借） 少数株主持分

80

のれん

20

（貸） 子会社株式

100

（貸） 子会社株式

100

（貸） 資本剰余金

20

・相殺消去の差額はのれんとして処理されていた。

（2）改正会計基準
①

追加取得持分と追加投資額の相殺消去

（借） 非支配株主持分
資本剰余金

80
20

・相殺消去の差額は資本剰余金として処理される。
②

資本剰余金の負の値の利益剰余金からの減額

（借） 利益剰余金

20

・本設例では、第1四半期末の資本剰余金が負の値（マイナス20）という前提であるため、第1四半期末にお
いて、資本剰余金を零とし、当該負の値を利益剰余金から減額している。当該処理について、各四半期決算
では洗替処理を行い、連結会計年度末にその残高を確定する。

14

テクニカルセンター

会計情報

Vol. 467 / 2015. 7

© 2015. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC

図表1：資本連結実務指針の主な改正内容と関連する会計処理
子会社株式の取得
項目

支配獲得時
取得

のれん

子会社株式の売却

・投資と資本の
消去差額として
のれんを計上す
る。

支配継続

段階取得

追加取得

・支配獲得前か
－
ら保有している （支配継続の場
株式に時価を付 合、追加取得に
し（時価と簿価 係るのれんは計
又は持分法によ 上されない）
る評価額との差
額は段階取得に
係る損益として
処理 ）、 の れ ん
を計上する。

支配喪失

一部売却

関連会社

その他有価証券

・のれんの未償
却残高は減額し
ない。
・支配獲得時に
計上したのれん
の償却額は親会
社株主に帰属す
る当期純利益に
全額計上する。

・関連会社とし
て残存する持分
比率に相当する
のれんの未償却
額を算定し、持
分法評価額に含
める。

・個別財務諸表
上の簿価をもっ
て評価するた
め、連結財務諸
表上のれんは残
らない。

資本剰余金

－

－

・追加取得に係
る差額として資
本剰余金を計上
する。
・資本剰余金が
負の値となる場
合には、連結会
計年度末におい
て資本剰余金を
零とし、当該負
の値を利益剰余
金から減額す
る。

・一部売却に係
る差額として資
本剰余金を計上
する。
・資本剰余金が
負の値となる場
合には、連結会
計年度末におい
て資本剰余金を
零とし、当該負
の値を利益剰余
金から減額す
る。

・支配を喪失し ・同左
た場合でも、子
会社株式の追加
取得及び一部売
却等によって生
じた資本剰余金
は、連結財務諸
表上、引き続き、
資本剰余金とし
て計上する。

子会社株式
売却損益

－

－

－

－
（支配継続の場
合、子会社株式
の一部を売却し
た場合において
も、連結財務諸
表上、子会社株
式売却損益は計
上されない）

・個別財務諸表 ・同左
上の子会社株式
売却損益を修正
し、連結財務諸
表上の子会社株
式売却損益を計
上する。

取得関連費 ・個別財務諸表 ・個別財務諸表 ・個別財務諸表
－
用・付随費 上、付随費用は、 上、支配獲得前 上、付随費用は、（売却価額には
用
子会社株式の取 から保有してい 子会社株式の取 売却に係る支払
得原価に含まれ た株式の付随費 得原価に含まれ 手数料等は含ま
る。
用 は、 引 続 き、 る。
れないため、子
・連結財務諸表 子会社株式の取 ・連結財務諸表 会社株式の売却
上、取得関連費 得原価に含まれ 上、付随費用は に係る支払手数
用は発生時の費 る。
発生時の費用と 料等は費用とし
用として処理さ ・連結財務諸表 し て 処 理 さ れ て処理される）
れる。
上、支配獲得前 る。
から保有してい
た株式の取得原
価に含まれてい
る付随費用は段
階取得に係る損
益として処理さ
れる。
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・個別財務諸表 ・個別財務諸表
上、引続き保有 上、引続き保有
する部分に対応 する部分に対応
する付随費用 する付随費用
は、関連会社株 は、その他有価
式の取得原価に 証券の帳簿価額
含まれる。
に含まれる。
・連結財務諸表 ・連結財務諸表
上、子会社から 上、その他有価
関連会社になっ 証券を個別財務
た場合、関連会 諸表上の簿価を
社株式の投資原 もって評価する
価には支配喪失 ため、引続き保
以前に費用処理 有する部分に対
した付随費用は 応する付随費用
含 め な い。（ な は、過去に取得
お、当初から関 関連費用として
連会社として持 費用処理されて
分法を適用する いるものの簿価
場合と子会社の に含めることと
支配を喪失して なる。この修正
関連会社となり 額は、損益では
持分法を適用す なく、連結株主
る 場 合 と で は、 資本等変動計算
付随費用の取扱 書上の利益剰余
いが異なる）
金の区分に計上
することとな
る。
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4

特定の報酬・手数料等）は、発生した事業年度の費

取得関連費用の取扱い

用として処理する（企業結合会計基準26項）。

（1）改正前会計基準

なお個別財務諸表における子会社株式の取得原価

取得とされた企業結合に直接要した支出額のう

は、従来と同様に、企業会計基準第10号「金融商

ち、取得の対価性が認められる外部のアドバイザー

品に関する会計基準」及びJICPA会計制度委員会

等に支払った特定の報酬・手数料等は取得原価に含

報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」
（以

めることとされていた（改正前企業結合会計基準

下「金融商品会計基準等」という。）に従って算定

26項）。

される。
「子会社株式を取得した場合の取得関連費用・付

（2） 改正会計基準

随費用の会計処理イメージ」は、設例2のようにな

取得関連費用（外部のアドバイザー等に支払った

設例2

る。

子会社株式を取得した場合の取得関連費用・付随費用の会計処理イメージ

【前提】
⃝A社（取得企業）はB社（被取得企業）の株式を新たに100％取得し子会社化した。
⃝A社が取得したB社株式の時価（支配獲得時のB社株式の時価）1,000
⃝B社の資産及び負債（諸資産）の時価（支配獲得時のB社の時価純資産）800
⃝付随費用（支払手数料等）50
【A社の個別財務諸表上の会計処理】
①

改正前会計基準

（借） 子会社株式（B社株式）

1,050

（貸） 現金（B社株式の対価）
現金（付随費用）

②

1,000
50

改正会計基準

（借） 子会社株式（B社株式）

1,050

（貸） 現金（B社株式の対価）
現金（付随費用）

1,000
50

・改正の影響はない。

【A社の連結財務諸表作成における連結修正仕訳】
①

改正前会計基準

（借） 資本（B社の時価純資産）
のれん

800

（貸） 子会社株式（B社株式）

1,050

250

・A社の連結財務諸表上、取得に直接要した支出額50はのれんに含まれていた。
②

改正会計基準

（借） 資本（B社の時価純資産）
のれん

800

（貸） 子会社株式（B社株式）

1,050

200

費用（取得関連費用）

50

・A社の連結財務諸表上、取得関連費用50はのれんに含まれず費用処理される。

5

の「当期純利益」は親会社株主に帰属する当期純利

表示

益を意味していたが、
改正会計基準の「当期純利益」

（１）当期純利益（四半期純利益）の表示
改正前会計基準の「少数株主損益調整前当期純利
益」は、改正会計基準では「当期純利益」とされて
いる。これに伴い、改正前会計基準の「当期純利益」

16
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は「親会社株主に帰属する当期純利益」と「非支配
株主に帰属する当期純利益」の合計額を表示するこ
ととなる。
また、改正会計基準では、2計算書方式の場合に

は、改正会計基準では「親会社株主に帰属する当期

は、連結損益計算書の「当期純利益」に「非支配株

純利益」とされている。このため、改正前会計基準

主に帰属する当期純利益」を加減して「親会社株主
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に帰属する当期純利益」を表示することとし、1計

と「非支配株主に帰属する当期純利益」の合計であ

算書方式の場合には、「当期純利益」の直後に「親

るものの、
「 1株当たり当期純利益」は「親会社株

会社株主に帰属する当期純利益」及び「非支配株主

主に帰属する当期純利益」のみを基礎として（非支

に帰属する当期純利益」を付記することとされてい

配株主に帰属する当期純利益を含めることなく）算

る（連結会計基準39項）。

定することとなる。

上記の改正に伴い、四半期連結財務諸表において

このように、連結損益計算書の「当期純利益」と

は「少数株主損益調整前四半期純利益」が「四半期

1株当たり情報の「 1株当たり当期純利益」は、そ

純利益」に、「四半期純利益」が「親会社株主に帰

れぞれ「当期純利益」という同じ用語を用いている

属する四半期純利益」に、「少数株主利益」が「非

ものの、前者は「親会社株主持分に帰属する当期純

支配株主に帰属する四半期純利益」にそれぞれ改正

利益と非支配株主持分に帰属する当期純利益の合計

されている。

額」
、
後者は
「親会社株主に帰属する当期純利益のみ」
となっており、当期純利益の内容が異なる点に留意

（２）連 結財務諸表上の1株当たり当期純利益（四

が必要である。

半期連結財務諸表上の1株当たり四半期純利

上記の改正に伴い、
四半期連結財務諸表において、

益）

「 1株当たり四半期純損益」を算定する場合には、

EPS会計基準の適用にあたっては、連結損益計

四半期連結損益計算書上の「親会社株主に帰属する

算書上の「当期純利益」は「親会社株主に帰属する

四半期純利益」
、
「親会社株主に帰属する四半期純損

当期純利益」、「当期純損失」は「親会社株主に帰属

失」を用いることとなる。四半期連結損益計算上の

する当期純損失」とするものとされている（ EPS

「四半期純利益」を用いるのではないことに注意が

会計基準12項）。

必要である。

このため、改正会計基準の「連結損益計算書」の

改正会計基準における表示方法に係る主な改正を

「当期純利益」は「親会社株主に帰属する当期純利益」

まとめると図表2のようになる。

図表2：表示方法に係る主な改正
財務諸表
連結財務諸表

改正前会計基準

連結貸借対照表

少数株主持分

連結損益計算書

少数株主損益調整前当期純
利益
少数株主利益
当期純利益

連結包括利益計算書

少数株主損益調整前当期純
利益
少数株主に係る包括利益

連結株主資本等変動計
算書

少数株主持分
当期純利益

四半期連結財務諸表

四半期連結貸借対照表

少数株主持分

四半期連結損益計算書

少数株主損益調整前四半期
純利益
少数株主利益
四半期純利益

四半期連結包括利益計
算書

→
→
→

改正会計基準
非支配株主持分
当期純利益

→

非支配株主に帰属する当期
純利益

→

親会社株主に帰属する当期
純利益

→
→
→
→
→
→

当期純利益
非支配株主に係る包括利益
非支配株主持分
親会社株主に帰属する当期
純利益
非支配株主持分
四半期純利益

→

非支配株主に帰属する四半
期純利益

→

親会社株主に帰属する四半
期純利益

少数株主損益調整前四半期
純利益

→

少数株主に係る四半期包括
利益

→

四半期純利益
非支配株主に係る四半期包
括利益

※連結損益計算書・連結包括利益計算書、四半期連結損益計算書・四半期連結包括利益計算書について、2計算書方式を前提と
して記載している。
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6

暫定的な会計処理の取扱い

（１）改正前会計基準

親会社の持分変動による差額は資本剰余金として
処理されることから、当該一時差異に係る繰延税金
資産又は繰延税金負債を計上する場合、相手勘定を

暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度

「資本剰余金」として計上する（連結税効果実務指

に行われた場合、企業結合年度に当該確定が行われ

針40-2項）
。これは、連結財務諸表上の税効果会

たとしたときの損益影響額を、企業結合年度の翌年

計の適用にあたって、子会社への投資に係る一時差

度において特別損益に計上する（改正前結合分離適

異の発生原因を勘案し（当該一時差異は資本剰余金

用指針70項）。

を発生原因としている）
、
「資本剰余金」を相手勘定
として繰延税金資産又は繰延税金資産を計上するも

（２）改正会計基準

のである。この税効果会計を適用した結果、追加取

企業結合年度の翌年度の財務諸表と併せて企業結

得により生じた親会社の持分変動による差額として

合年度の財務諸表を表示するときには、当該企業結

の「資本剰余金」は、法人税等調整額を控除した後

合年度の財務諸表に暫定的な会計処理の確定による

の残高となることが特徴である。また、上記のとお

配分原価の配分額の見直しの影響を反映させる（企

り、子会社への投資に係る一時差異の税効果会計で

業結合会計基準（注6）、結合分離適用指針70項及

は、一時差異の発生原因をみて繰延税金資産又は繰

び73項）。その場合、当該企業結合年度の翌年度の

延税金負債の相手勘定を決定することとなると考え

財務諸表と併せて表示する企業結合年度の財務諸表

られるため、「資本剰余金が負の値となる場合の処

の1株当たり当期純利益、潜在株式調整後1株当た

理（ 連 結 会 計 基 準30-2項、 資 本 連 結 実 務 指 針

り当期純利益及び1株当たり純資産は、当該見直し

39-2項）」により、負の値となった資本剰余金を

が反映された後の金額により算定する（ EPS会計

連結会計年度末において利益剰余金で補填した場合

基準30-6項）。

でも、子会社への投資に係る一時差異の発生原因が

暫定的な会計処理が確定した四半期会計期間等に

資本剰余金である場合には、発生原因に応じて税効

おいては、企業結合日の属する四半期会計期間等に

果会計を行う（資本剰余金を相手勘定として繰延税

遡って当該確定が行われたかのように会計処理を行

金資産又は繰延税金負債を計上する）ことになると

う（ 四 半 期 財 務 諸 表 に 関 す る 会 計 基 準10-4項、

考えられる。

21-4項）。比較情報（四半期会計期間の四半期財

その後、当該投資を売却した場合には、売却時に

務諸表と併せて表示される前年度の財務諸表及び前

当該投資に係る一時差異の解消額に対応する繰延税

年度における対応する期間の四半期財務諸表）に、

金資産又は繰延税金負債について、相手勘定を「法

暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の

人税等調整額」として取崩す（連結税効果実務指針

重要な見直しが反映されている場合は、開示対象期

40-3項）
。これは、投資を売却した場合、連結財

間の1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1

務諸表上、追加取得により生じた親会社の持分変動

株当たり四半期純利益を、当該見直しが反映された

による差額に相当する部分（個別上の簿価と連結上

後の金額により算定する（四半期財務諸表に関する

の簿価の差額に相当する部分であって子会社への投

会計基準の適用指針51-3項）
。

資に係る一時差異に相当する部分）は個別財務諸表
上の子会社株式売却損益の修正として処理されるも

7

連結税効果会計

のの、個別財務諸表上の「法人税、住民税及び事業
税」等の税金費用はそのまま連結財務諸表に計上さ

（１）子会社株式の追加取得や子会社の時価発行増

れることから、連結財務諸表上、税金費用をこの子

資等により生じた親会社の持分変動による差

会社株式売却損益の修正に対応させるため、相手勘

額（資本剰余金）に係る一時差異と会計処理

定を「法人税等調整額」として繰延税金資産又は繰

①

子会社株式を追加取得した場合
子会社株式を追加取得した場合、親会社の持分変

延税金負債を取崩すものである（連結税効果実務指
針40-3項、57-2項）
。

動による差額（資本剰余金）は一時差異に該当する。
追加取得した子会社株式に係る繰延税金資産又は

②

時価発行増資等の持分変動差額

繰延税金負債の計上の可否の判定及び計上額の算定

子会社の時価発行増資等に伴い親会社の持分変動

は、連結税効果実務指針32項（子会社への投資に

による差額が生じた場合には、当該差額は一時差異

係る将来減算一時差異について繰延税金資産を計上

に該当する。このため、上記①に準じて会計処理す

するための要件）又は37項（配当送金されると見

ることとなる（連結税効果実務指針40項）。

込まれるもの以外の将来加算一時差異に係る繰延税
金負債）に準じて行う（繰延税金資産又は繰延税金

18
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③

子会社株式の売却の意思決定と同一事業年度に

負債の計上の可否の判定及び計上額の算定について

売却が生じた場合

は後述④参照）。

親会社の持分変動による差額により生じる一時差
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異について、売却の意思決定と同一事業年度に売却

訳の便宜上、繰延税金資産及び繰延税金負債を両建

が生じた場合には、追加取得又は時価発行増資等に

てで計上しているが、納税主体が同一である場合、

より生じた資本剰余金の額の法人税等調整額に相当

両者を相殺して表示する。なお、同一の納税主体の

する額について、売却時に、連結仕訳上、
「法人税、

同一の子会社への投資に係る一時差異であるため、

住民税及び事業税」を相手勘定として資本剰余金か

繰延税金資産及び繰延税金負債を相殺し、回収可能

ら控除する。

性又は支払可能性について判断する。」として実務

なお、資本剰余金から控除する法人税等調整額に

上の考え方が示されている。

相当する額は、売却の意思決定時に連結税効果実務
指針32項又は37項に準じて繰延税金資産又は繰

（2）子 会社株式の一部売却により生じた親会社の

延税金負債を計上した結果と同様になるように算定

持分変動による差額（資本剰余金）からの法

する（連結税効果実務指針40-4項）。

人税等相当額の控除

子会社株式の売却の意思決定と同一事業年度に売

投資の一部売却後も親会社と子会社の支配関係が

却が生じた場合には、税効果会計を適用するタイミ

継続している場合、連結財務諸表上、子会社株式の

ングが無いことから当該投資に係る一時差異につい

一部売却により生じた親会社の持分変動による差額

て繰延税金資産又は繰延税金負債の計上が行われ

は資本剰余金として計上し、関連する法人税等（子

ず、資本剰余金が法人税等調整額を控除した額とな

会社への投資に係る税効果の調整を含む）
（以下「法

らないこととなる。このため、売却前に繰延税金資

人税等相当額」
という。
）
は資本剰余金から控除する。

産又は繰延税金負債の計上を行った場合と同じ結果

このため、子会社への投資の一部売却により生じ

となるように、子会社株式を売却した際に、資本剰

た親会社の持分変動による差額に係る法人税等相当

余金から「法人税等調整額に相当する額」を控除す

額について、連結仕訳上、
「法人税、住民税及び事

ることとされている。「法人税等調整額に相当する

業税」を相手勘定として資本剰余金から控除する。

額」を資本剰余金から控除する処理は、売却年度よ

なお、
資本剰余金から控除する法人税等相当額は、

り前に計上した繰延税金資産又は繰延税金負債の取

売却元の課税所得や税金支払額に係らず、原則とし

崩しの処理ではないため（税効果会計ではないた

て、親会社の持分変動による差額に法定実効税率を

め）、「法人税、住民税及び事業税」を相手勘定とす

乗じて算定する。ただし、税金支払額が発生してい

ることが適切と考えられるとされている（連結税効

ない場合に資本剰余金から控除する額をゼロとする

果実務指針57-4項）。

など他の合理的な算定方法によることを排除するも

「子会社株式の売却の意思決定と同一事業年度に

のではない（連結税効果実務指針39項）
。

売却が生じた場合」において「追加取得により生じ
た親会社の持分変動による差額としての資本剰余

（3）発生する資本剰余金の種類

金」から「法人税等調整額に相当する額」を控除す

上記のとおり、親会社と子会社の支配関係が継続

る会計処理は、従来にはない新たな取扱いであるた

している場合、親会社の持分変動による差額として

め、実務上、留意が必要と考えられる。

以下の資本剰余金が発生する。

④

⃝追加取得により親会社の持分変動による差額

繰延税金資産の回収可能性等
追加取得した子会社株式に係る繰延税金資産又は

繰延税金負債の計上の可否の判定及び計上額の算定

として生じた資本剰余金（連結上の簿価と個
別上の簿価との差額）

は、連結税効果実務指針32項（子会社への投資に

⃝一部売却により親会社の持分変動による差額

係る将来減算一時差異について繰延税金資産を計上

として生じた資本剰余金（売却価額と連結上

するための要件）又は37項（配当送金されると見

の売却簿価との差額）

込まれるもの以外の将来加算一時差異に係る繰延税
金負債）に準じて行う。

具体的には「図表3：追加取得又は一部売却によ

なお、子会社への投資に係る一時差異の税効果会

り親会社の持分変動による差額として生じた資本剰

計において、一時差異の発生原因別（例：取得後利

余金と対応する税金費用の仕訳イメージ」の「※1」

益剰余金、追加取得により生じた親会社の持分変動

と「※2」の部分が該当する。それぞれの部分に対

による差額としての資本剰余金）に税効果を認識し

応して、税効果会計や法人税等相当額（関連する法

た場合、繰延税金資産及び繰延税金負債がそれぞれ

人税等）の会計処理が行われる。仕訳イメージはこ

生じる（借方・貸方の両方に発生する）ことが考え

の図表3に記載のようになる。

られる。この点、連結税効果実務指針設例3では、
「仕
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図表3：追加取得又は一部売却により親会社の持分変動による差額として生じた資本剰余金と対応する税金費用の仕
訳イメージ

一部売却により親会社の持分変動に
よる差額として生じた資本剰余金

追加取得により親会社の持分変動に
よる差額として生じた資本剰余金

※2

※1

個別上の簿価（売却直前
の親会社の個別貸借対照
表上の投資簿価）

連結上の簿価（売却直前
の子会社への投資の連結
貸借対照表上の価額）

投資の売却価額

（連結税効果実務指針57－2項を一部加工）
親会社の持分
変動の差額
※1：追加取
得により親会
社の持分変動
による差額と
して生じた資
本剰余金

親会社の持分変動の差額の内容と税金費用の仕訳イメージ
⃝追加取得により親会社の持分変動による差額として生じた資本剰余金（※1の部分）は、
連結上の簿価と個別上の簿価の差額であり子会社への投資に係る一時差異に該当するた
め、税効果会計の対象となる。
⃝ここでは単純化のため追加取得により親会社の持分変動による差額として生じた資本剰余
金についてのみ言及しているが、子会社への投資に係る一時差異は、追加取得により親会
社の持分変動による差額として生じた資本剰余金に関連する部分と支配獲得後に子会社が
計上した利益など利益剰余金に関連する部分を含むこととなる（連結税効果実務指針
40-2項）。
⃝子会社株式の売却の意思決定時及び売却時の税効果の仕訳イメージは下記①②のようにな
る。
① 子会社株式の売却の意思決定時の税効果の仕訳イメージ（子会社への投資に係る一時
差異の税効果。追加取得により生じた親会社の持分変動による差額（資本剰余金）が借
方に発生しているケース）
（借） 繰延税金資産

XXX

（貸） 資本剰余金

XXX

※：子会社への投資に係る一時差異の発生原因が資本剰余金であることから、繰延税
金資産の相手勘定は「資本剰余金」となる。
②

子会社株式の売却時の税効果の仕訳イメージ（子会社への投資に係る一時差異の解消）

（借） 法人税等調整額

XXX

（貸） 繰延税金資産

XXX

※：
「追加取得により生じた親会社の持分変動による差額（資本剰余金）」は、「子会
社株式売却損益の修正」の対象となる。連結財務諸表において、この子会社株式
売却損益の修正に対応させるため、子会社への投資に係る一時差異の解消時の繰
延税金資産の取崩しの相手勘定は「法人税等調整額」とされている。
⃝子会社株式の売却の意思決定と同一事業年度に売却が生じた場合の仕訳イメージは下記①
のようになる。
① 子会社株式の売却の意思決定と同一事業年度に売却が生じた場合の仕訳イメージ（追
加取得により生じた親会社の持分変動による差額（資本剰余金）が借方に発生している
ケース）
（借）

20

テクニカルセンター

会計情報

Vol. 467 / 2015. 7

法人税、住民税及び
事業税

XXX

（貸） 資本剰余金
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XXX

※：子会社株式の売却が翌期であるなど子会社株式の売却の意思決定時において税効
果会計を適用するタイミングがある場合には、繰延税金資産の回収可能性等を検
討のうえ税効果会計が適用され「資本剰余金」は「法人税等調整額」を控除した
後の残高となる。一方、子会社株式の売却の意思決定と実際の売却とが同一事業
年度の場合には、税効果会計を適用するタイミングが無く、資本剰余金から法人
税等調整額を控除できないこととなる。このため、子会社株式の売却の意思決定
と同一事業年度に売却が生じた場合には、資本剰余金から「法人税等調整額に相
当する額」を控除する会計処理が定められている。この会計処理は、税効果会計
ではないため、資本剰余金の相手勘定は「法人税、住民税及び事業税」とされて
いる。
※2：一部売
却により親会
社の持分変動
による差額と
して生じた資
本剰余金

⃝一部売却により親会社の持分変動による差額として生じた資本剰余金（※2の部分）に法
定実効税率を乗じた額（法人税等相当額）を資本剰余金から控除する。
⃝この差額は、一部売却により生じた差額であり連結上の簿価と個別上の簿価との差額では
ないため一時差異には該当せず、税効果会計の対象ではない。
⃝一部売却時において法人税等相当額を資本剰余金から控除する仕訳イメージは下記①のよ
うになる。
① 法人税等相当額（関連する法人税等）の調整（一部売却により生じた資本剰余金が貸
方に生じているケース）
（借） 資本剰余金

XXX

（貸）

法人税、住民税及び
事業税

XXX

※：一部売却により親会社の持分変動による差額として生じた資本剰余金に法定実効
税率を乗じた額（法人税等相当額）を資本剰余金から控除する。この会計処理は、
税効果会計ではないため、資本剰余金の相手勘定は「法人税、住民税及び事業税」
とされている。

8

連結キャッシュ・フロー計算書

（1）キャッシュ・フローの表示区分
①

フロー」の区分に記載する。これは、子会社の支配
が継続される場合の親会社の持分変動による差額が
資本剰余金に計上されるためとされている。なお、

連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得又は売却

ここでの「関連する法人税等に関するキャッシュ・

連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得又は売却

フローを除く」とは、「関連する法人税等に関する

に係るキャッシュ・フローは、「投資活動によるキ

キャッシュ・フロー」を「子会社株式の取得又は売

ャッシュ・フロー」の区分に記載する。

却に係るキャッシュ・フロー」とは別に（
「連結範

連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用

囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係

に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキ

るキャッシュ・フロー」と「関連する法人税等に関

ャッシュ・フロー」の区分に記載する（連結キャッ

するキャッシュ・フロー」とを純額表示することな

シュ・フロー実務指針8-2項）
。

く）「法人税等の支払額」など適切な区分に記載す
るという意味であると考えられる。

②

連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又

連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は

は売却

売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フロ

連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は

ーは、
「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区

売却に係るキャッシュ・フロー（関連する法人税等

分に記載する（連結キャッシュ・フロー実務指針

に関するキャッシュ・フローを除く。
）は、非支配

9-2項）
。

株主との取引として「財務活動によるキャッシュ・
図表4：連結キャッシュ・フロー実務指針の主な改正内容
項目
連結範囲の変動を伴うもの
連結範囲の変動を伴わないもの
（追加取得・一部売却）

テクニカルセンター

会計情報
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9

指針36-3項）
。

持分法

（1）持分法の会計処理
①

（2）持分法適用非連結子会社の会計処理
持分法適用非連結子会社は、連結の範囲から除い

付随費用
関連会社に持分法を適用する場合、連結財務諸表

ても連結財務諸表へ与える影響が乏しいために持分

上、個別財務諸表上で株式の取得原価に含まれた付

法を適用しているものであるため、取得関連費用及

随費用は投資原価（持分法におけるのれん又は負の

び子会社株式の追加取得又は一部売却等の親会社の

のれん）に含まれる（持分法実務指針2-2項（3）
）
。

持分変動による差額の会計処理は、連結子会社の会
計処理に準じた取扱い又は関連会社と同様の取扱い

②

のいずれもが認められる（持分法実務指針3-2項）。

株式の追加取得又は一部売却等
関連会社に持分法を適用する場合、持分法適用関

連会社株式の追加取得又は一部売却の際に生じる持

（3）持分法と連結の会計処理の相違の整理

分変動による差額は、追加取得の場合にはのれん又

持分法実務指針2-2項では、持分法と連結が親会

は負ののれん、一部売却の場合には売却損益として

社株主に帰属する当期純利益及び純資産に与える影

処理される（持分法実務指針2-2項（4）
）
。

響は基本的には同一であるものの、主に「時価評価

平成25年の企業結合会計基準の改正において、

する資産及び負債の範囲」
「段階取得・段階的な投資」

持分法会計基準の改正は行われていないことから、 「取得関連費用・付随費用」
「株式の追加取得・一部
関連会社に持分法を適用する場合の上記①付随費用

売却」については与える影響が異なると改めて整理

及び②株式の追加取得又は一部売却等の会計処理に

している（図表5：持分法と連結の会計処理の相違

関しても、特段の取扱いの変更はない（持分法実務

参照）
。

図表5：持分法と連結の会計処理の相違
時価評価する資産及び
負債の範囲

段階取得・段階的な投
資

取得関連費用・付随費
用

株式の追加取得・一部
売却

連結

全面時価評価法

段階取得の会計処理
（先行投資株式に関し
て時価を基礎として会
計処理し、段階取得に
係る損益を計上）

個別財務諸表上、株式
の取得原価に含まれた
付随費用は、連結財務
諸表上、取得関連費用
として費用処理

支配関係継続の場合、
親会社の持分変動によ
る差額を資本剰余金処
理

持分法 関連
会社

部分時価評価法（原則
法、簡便法）

投資ごとに投資原価を
基礎として会計処理
（段階取得の会計処理
は行われない）

個別財務諸表上、株式
の取得原価に含まれた
付随費用は、連結財務
諸表上、持分法の適用
にあたり投資原価（の
れん又は負ののれん）
に含まれる。

追加取得時の差額はの
れん又は負ののれん、
一部売却時の差額は売
却損益処理

非連結 連結子会社の会計処理
子会社 に準じた取扱い（全面
時価評価法）

連結子会社の会計処理
に準じた取扱い（段階
取得の会計処理）

連結子会社の会計処理 連結子会社の会計処理
に準じた取扱い（費用 に準じた取扱い（資本
処理）又は関連会社と 剰余金処理）又は関連
同様の取扱い（のれん 会 社 と 同 様 の 取 扱 い
又は負ののれん処理） （のれん・負ののれん
の い ず れ も 認 め ら れ 又は損益処理）のいず
る。
れも認められる。

・上記のうち「取得関連費用・付随費用」「株式の追加取得・一部売却」が、今回の改正で新たに追加された相違点である。
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①

外貨建取引等

（1）為替換算調整勘定の処理
①

改正前会計基準
少数株主持分相当額と、取得の対価（少数株

主に交付した親会社株式の時価）に取得に直接
要した支出額（取得の対価性が認められるもの

子会社の支配を継続する場合
子会社株式の一部売却後も子会社の支配を継続す

に限る。
）を加算した額との差額をのれん（又

る場合、為替換算調整勘定のうち親会社の持分比率

は負ののれん）とする。

の減少割合相当額は資本剰余金に含めて計上する

②

（外貨建取引等実務指針42-3項）
。

改正会計基準
非支配株主持分相当額と、取得の対価（非支

配株主に交付した親会社株式の時価）との差額
②

をその他資本剰余金とする。

子会社の支配を喪失した場合
子会社株式の売却により子会社の支配を喪失した

場合、為替換算調整勘定のうち持分比率の減少割合
相当額は、株式売却損益を構成し連結損益計算書に

（2）取得関連費用の取扱い

計上する（外貨建取引等実務指針42-2項）
。

例えば、取得とされる「企業結合」が「個別財務
諸表」又は「連結財務諸表」のいずれで行われるの

11

かにより、取得関連費用の取扱いが異なる。そこで

個別財務諸表への影響

「吸収合併の場合（個別財務諸表での企業結合の場

（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

合）」と「子会社株式を取得した場合（連結財務諸
表での企業結合の場合）
」について記載する。

により生じた「親会社の持分変動による差額」の会
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。

①

吸収合併の場合（個別財務諸表での企業結合の
場合）

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」とは、ある企業又はある企業を構成
する事業と他の企業又は他の企業を構成する事業と

最上位の親会社が子会社を吸収合併する場合、親
会社の個別財務諸表上、親会社は、子会社から受け

が1つの報告単位に統合されることをいう（企業結
合会計基準5項）
。

入れた資産と負債との差額のうち株主資本の額を合

「吸収合併」の場合には、
「吸収合併存続会社」と

併期日直前の持分比率に基づき、親会社持分相当額

「吸収合併消滅会社」は、個別財務諸表において1

と非支配株主持分相当額（改正前会計基準では少数

つの報告単位に統合され「企業結合」が行われてい

株主持分相当額）に按分し、それぞれ会計処理を行

ることとなる。

うこととなる。

このため、
取得とされる「吸収合併」の場合には、

非支配株主持分相当額（改正前会計基準では少数

取得関連費用は、個別財務諸表において、発生した

株主持分相当額）の会計処理の改正は以下のとおり

事業年度の費用として処理することとなる（企業結

であり、非支配株主との取引により生じた差額につ

合会計基準26項）
。

いては「その他資本剰余金」として処理することと
されている（結合分離適用指針206項）
。
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設例3

吸収合併の場合の取得関連費用の会計処理イメージ

〈前提〉
⃝A社（取得企業）はB社（被取得企業）を吸収合併した。
⃝A社がB社の株主に交付したA社株式の時価（合併期日の時価）1,000
⃝A社がB社から受入れた資産及び負債（諸資産）の時価（合併期日の時価）800
⃝外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬

50（当該報酬は、改正前会計基準における取得に直接要した

支出額に該当するものとする）
〈A社（取得企業：吸収合併存続会社）の合併仕訳〉
⃝改正前会計基準
（借） 諸資産

800

のれん

250

（貸） 払込資本
現金

1,000
50

⃝改正会計基準
（借） 諸資産

800

のれん

200

取得関連費用

②

（貸） 払込資本
現金

1,000
50

50

子会社株式を取得した場合（連結財務諸表での

株式の追加取得又は一部売却等（非支配株主との取

企業結合の場合）

引）と②取得関連費用の取扱いについて、以下の2

現金を対価として株式を取得し、子会社の支配を

通りの適用方法がある。

獲得した場合、親会社の個別財務諸表上、親会社は
当該子会社に対する投資額を子会社株式
（金融資産）

（ a）過去の期間のすべてに新たな会計方針を

として会計処理する（個別財務諸表では親会社と子

遡及適用した場合の累積的影響額を適用初年

会社とが1つの報告単位に統合されるという企業結

度の期首の資本剰余金及び利益剰余金に加減

合は行われていない）ため、金融商品会計基準等が

し、当該期首残高から新たな会計方針を適用

適用される。このため、子会社株式の取得原価は、

する方法

金融商品会計基準等に従って算定され、取得時にお

（ b）改正会計基準が定める新たな会計方針を、

ける付随費用は、取得した金融資産である子会社株

適用初年度の期首から将来にわたって適用す

式の取得価額に含めることとなる（金融商品会計に

る方法

関する実務指針56項参照）。
一方、親会社の作成する連結財務諸表では子会社

なお、通常は遡及適用を行うことは困難であるこ

を連結する（子会社の資産・負債及び収益・費用を

とを考慮して上記（b）の方法が定められている（企

親会社の財務諸表の各項目に連結する（資本連結実

業結合会計基準129－2項）ことから、上記（ a）

務指針2項参照））ことにより、親会社と子会社が1

の方法を採用する場合において、企業会計基準第

つの報告単位に統合されることから「企業結合」に

24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

該当することとなり、連結会計基準及び企業結合会

基準」9項（原則的な取扱いが実務上不可能な場合

計基準を適用し会計処理を行うこととなる。このた

の取扱い）を適用することは適当でないと考えられ

め、連結財務諸表上、取得関連費用は、発生した連

る。

結会計年度の費用として処理することとなる（資本
連結実務指針8項、46-2項）
。

（2）表示

会計処理イメージは、前述P.16の「 4.取得関連

「当期純利益の表示」及び「少数株主持分から非

費用の取扱い」の設例2「子会社株式を取得した場

支配株主持分への変更」については、当期の連結財

合の取得関連費用・付随費用の会社処理イメージ」

務諸表に併せて表示されている過去の連結財務諸表

のようになる。

の組替えを行う（連結会計基準44-5項（3））。四
半期連結財務諸表においても同様の取扱いとなる。

12

適用初年度の留意事項

（1） 適用初年度の適用方法
改正会計基準の適用初年度においては、①子会社
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（3）
（四半期）連結キャッシュ・フロー計算書
四半期連結財務諸表提出会社は、第1四半期連結
累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算
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書を作成することができる（四半期連結財務諸表の

（5）その他

用語、様式及び作成方法に関する規則5条の2 第2
項）。

今回の企業結合会計基準の改正に伴い関連する適
用指針や実務指針等について多くの改正が行われて

適用初年度において、連結キャッシュ・フロー実
務指針8-2項（連結範囲の変動を伴う子会社株式の

いる。今回の改正は、連結財務諸表のみならず、個
別財務諸表にも影響する。

取得又は売却に係るキャッシュ・フロー及び連結範

改正会計基準の適用にあたっては、改正企業結合

囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用に係るキ

会計基準やJICPA改正実務指針等が、各社の連結

ャッシュ・フロー）及び9-2項（連結範囲の変動を

財務諸表及び個別財務諸表に与える影響範囲につい

伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシ

て十分な確認が必要と考えられる。

ュ・フロー）に基づく表示を行った場合（該当する
会計処理と表示が行われた場合）、過年度遡及適用
指針9項及び20項に従い、表示方法の変更を行う

Ⅱ

こととなるが、比較情報の組替えは行わない（連結
キャッシュ・フロー実務指針26-4項）
。

 効果会計における法定実効税率
税
に関する留意事項

平成27年度税制改正に係る改正法が平成27年3
月31日に公布されたため、日本基準の平成27年3

（４）暫定的な会計処理

月期決算における税効果会計の適用における法定実

平成27年4月1日以後開始する事業年度の期首

効税率は改正後の税率となった。

より前に実施された企業結合の暫定的な会計処理

その法定実効税率の算定において、平成27年度

が、平成27年4月1日以後開始する事業年度に確定

税制改正に係る地方税法等改正法が平成27年3月

したときの損益影響額は、従前の取扱いにより特別

31日までに公布されたが、地方税法等改正後の標

損 益 に 計 上 す る こ と と な る（ 企 業 結 合 会 計 基 準

準税率に基づく超過税率に関する地方団体の改正条

58-2項（1））。

例が平成27年3月31日までに公布されていないこ

四半期財務諸表においても同様の取扱いとなる
（四半期財務諸表会計基準28-13項）
。

とにより、事業税における超過課税による税率（以
下「超過税率」という。図表6の法定実効税率の算
出式の※2）が決定されていない場合の取扱いが論
点となっていた。

図表6

平成27年度税制改正による法人税率等の引下げと法定実効税率の算出式への影響
改正後

改正前
A

法人税

資本金1億円超の普通法人 B
（外形標準課税対象法人）
の法人事業税所得割（年
C
800万円超の所得）

標準税率（注）
東京都の超過税率

平成28年3月期

平成29年3月期

25.5％

23.9％

⬇

23.9％

7.2％
（4.3％）

6.0％
（3.1％）

⬇

4.8％
（1.9％）

4.66％

3.4％

⬇

未公布
（平成27年6月2日現在）

⬇

（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税率を定める。東京都の超
過税率はC参照。

〈法定実効税率の算出式への影響〉

法定
＝
実効税率

（

)

※1

※2

地方
住民税率
地方法人
事業税率
事業税率
法人税率 ⬇ × 1 + 法人税率 + （法人税割） + 特別税率 × （標準税率） + （標準税率又は超過税率）⬇

（

1+

地方法人
事業税率
事業税率
特別税率 × （標準税率） + （標準税率又は超過税率）⬇
※1

)

※2

※1

地方法人特別税は、事業税所得割の税率引下げに応じた税率の引上げが行われるが、実質的な税率の改正
はない。なお、個別税効果実務指針17項の法定実効税率の算定式における「事業税率」には地方法人特別
税が含まれるため、上記の算出式では地方法人特別税を明示している。
※2 各地方団体が条例で定めた事業税率（標準税率又は超過税率）
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例えば、東京都では、「東京都都税条例及び東京

第93号 が 平 成27年4月1日 に 公 布 さ れ、 平 成

都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する

28年3月期の事業税における超過税率が改正さ

条例（平成27年東京都条例第93号）
」
（以下「平成

れた。事業税における超過税率については、実務

27年東京都条例第93号」という。）が、決算日で

対応として、本改正を反映させた法定実効税率を

ある平成27年3月31日より後の平成27年4月1日

使用することも認められると考えられた。

に公布された（改正内容は図表6のC参照）
。
上記①の考え方を採用していた場合、
東京都では、
平 成27年3月 期 の 決 算 日 現 在（ 平 成27年3月

平成27年東京都条例第93号が平成27年4月1日

31日）において事業税における超過税率が決定さ

に公布され、平成28年3月期の事業税における超

れていない場合の取扱いとして、以下の二つの考え

過税率が改正されているため、平成28年3月期の

方があった。

第1四半期決算における法定実効税率の算定に本改

①

正を反映させる必要がある。

平成27年3月6日に開催された第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

なお、資本金1億円超の普通法人（外形標準課税

効税率の検討）」において、以下の考え方が示さ

対象法人）の法人事業税所得割（標準税率）の税率

れた。

は図表6のBのとおりに段階的に引き下げられる
が、平成28年4月1日以後に開始する事業年度に適

これまでの実務を踏まえると、決算日現在の

用する東京都の超過税率については、平成27年第

地方団体の条例に基づく超過税率が標準税率

2回以降の東京都議会定例会に東京都都税条例の改

を超える差分を考慮して、法定実効税率の算

正として提案する予定とされている（東京都主税局

定に用いる超過税率を算定することになると

「平成27年度税制改正に伴う外形標準課税法人に

考えられる。具体的には、例えば、平成27

係る法人事業税の税率の改正について」
。図表6のC

年度税制改正に係る地方税法等改正後の標準

の「未公布」が該当する）。また、平成27年第2回

税率に、条例改正前の超過税率が地方税法等

都議会定例会は6月9日に開会、6月24日に閉会す

改正前の標準税率を超える差分を加える方法

る予定とされている（平成27年6月2日現在の東京

（ただし、地方税法等改正後の標準税率に

都議会のウェブサイト）が、6月2日に「第二回都

1.2を乗じた率を上限とする。
）
が考えられる。

議会定例会の条例案概要」が告示され、
「東京都都
税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の

②

超過税率に関する地方団体の改正条例につい
て、例えば、東京都では、平成27年東京都条例

図表7

一部を改正する条例」案において、図表7の法人事
業税の税率が公表されている。

東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例案
改正案
平成29年3月期

法人事業税
資本金1億円超の普通法人について、平成28年4月1日以後に開始する事業年度に係る所得割の税率を引き下げ、
外形標準課税（付加価値割・資本割）を拡大する。
（例）税率（所得割については年800万円超の所得に係る税率）

所得割（地方法人
特別税を含む。）

現行

改正後

6.3％

5.04％

・引き続き、標準税率の1.05倍相当の税率による超過課税を実施する。
（「平成27年第二回都議会定例会 条例案概要」を基に作成）
この案によると、法定実効税率の算出式におけるにおける東京都の超過税率は、地方法人特別税等に関する暫定
措置法適用後の税率1.9％＋5.04％（上表の改正後の税率）－標準税率4.8％＝2.14％となる。
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平成29年3月期以降に適用する超過税率に係る
東京都都税条例の改正が平成28年3月期決算会社

（2）のれんの償却に関する取扱いの改正
（ア）米国会計基準における「のれんの償却」に関

の第1四半期の決算日（平成27年6月30日）より

する改正の概要

後に公布された場合、平成29年3月期以降の超過

米国会計基準では、原則としてのれんは償却され

税率の取扱いについては上記二つの考え方を参考に

ないが、平成26年1月にFASB-ASC Topic 350

することが考えられる。

が改正され、非公開会社は、のれんを10年間、又
はより短い期間で償却することが適切であるときに

Ⅲ 「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の
取扱い」の改正

は10年より短い期間の定額法により償却する会計

企業会計基準委員会は、平成27年3月26日に実

15日より後に開始する事業年度に含まれる期中報

務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在

告期間に新しく認識したのれんに適用され、早期適

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（以下

用も認められている。

「改正実務対応報告第18号」という。
）を公表した。

処理を選択できるようになった。
のれんを償却する場合には、平成26年12月15
日より後に開始する事業年度及び平成27年12月

また、適用初年度の期首に存在するのれんにも、
過去に遡及することなく、
将来に向かって適用され、

（1）改正前の実務対応報告第18号の概要

償却処理を行うこととなる。

改正前の実務対応報告第18号においては、当面
の取扱いを定めており、在外子会社の財務諸表が国

（イ）改正実務対応報告第18号における取扱い

際財務報告基準（ IFRS）又は米国会計基準に準拠

改正前の実務対応報告第18号は、在外子会社に

して作成されている場合には、当面の間、それらを

おけるのれんは、連結決算手続上、その計上後20

連結決算手続上利用することができるとしていた。

年以内の効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他

ただし、その場合であっても、①のれんの償却、
②退職給付会計における数理計算上の差異の費用処

の合理的な方法により規則的に償却し、当該金額を
当期の費用とするよう修正するとしていた。

理、③研究開発費の支出時費用処理、④投資不動産

上記（ア）のとおり、米国会計基準において非公

の時価評価及び固定資産の再評価、⑤少数株主損益

開会社はのれんを償却する会計処理を選択できるよ

の会計処理については、当該修正額に重要性が乏し

うになったことを受けて、連結決算手続上の修正範

い場合を除き、連結決算手続上、当期純利益が適切

囲を明確にするため、上記修正をするのは在外子会

に計上されるよう当該在外子会社の会計処理を修正

社において、のれんを償却していない場合としてい

しなければならないとしていた。

る。
また、実務上の便宜から、経過的な取扱いが設け

改正実務対応報告第18号では、上記の修正5項

られており、改正実務対応報告第18号の適用初年

目のうち、「①のれんの償却」に関する取扱いの改

度の期首に連結財務諸表において計上されているの

正」、「②退職給付会計における数理計算上の差異の

れんのうち、在外子会社が平成26年1月に改正さ

費用処理」及び「⑤少数株主損益の会計処理」に関

れたFASB-ASC Topic 350に基づき償却処理を

する取扱いについての所要の改正を行っている。

選択したのれんについては、企業結合ごとに以下の

なお、国際財務報告基準第9号「金融商品」にお
ける、その他の包括利益を通じて公正価値で測定す

いずれかの方法を適用するとされている（図表8参
照）。

る資本性金融商品への投資の公正価値の変動におけ
るノンリサイクリング処理等を修正項目として追加
するか否かについて、今後、検討を行う予定とされ
ている。

①連結財務諸表におけるのれんの残存償却期間
に基づき償却する。
②在外子会社が採用する償却期間が連結財務諸
表におけるのれんの残存償却期間を下回る場
合に、当該償却期間に変更する。この場合、
変更後の償却期間に基づき将来にわたり償却
する。
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図表8

改正実務対応報告第18号の適用初年度の期首に連結財務諸表において計上されているのれんのうち、在外
子会社が改正後のFASB-ASC Topic 350に基づき償却処理を選択したのれんに関する経過的な取扱い

適用初年度以降の連結財務諸表における
のれんの残存帳簿価額の償却期間

適用初年度の期首における償却期間の比較
（1）

連結財務諸表における
のれんの残存償却期間

≦

連結財務諸表における
：
のれんの残存償却期間
在外子会社が採用する
：
償却期間

（2）

連結財務諸表における
のれんの残存償却期間

＞

連結財務諸表における
：
のれんの残存償却期間
在外子会社が採用する
：
償却期間

在外子会社が
採用する償却期間

の場合

① 連結財務諸表におけるのれ
んの残存償却期間に基づき償却

7年

10年

在外子会社が
採用する償却期間

の場合

① 連結財務諸表におけるのれ
んの残存償却期間に基づき償却

15年

② 在外子会社が採用する償却
期間に変更して償却

10年

（3）少数株主損益の会計処理に関する取扱いの削除
改正前の実務対応報告第18号は、在外子会社に

準」に従った修正を求めるものではないことが明確
化された。

おける当期純利益に少数株主損益が含まれている場
合には、連結決算手続上、当該少数株主損益を加減
し、当期純利益が親会社持分相当額となるよう修正
するとしていた。

（5）適用時期等
適用時期等については、以下のとおりとなってい
る。

平成25年9月に改正された企業会計基準第22号

⃝改正実務対応報告第18号及び改正実務対応報告

「連結財務諸表に関する会計基準」において、従来

第18号の公表による他の会計基準等（企業会計

の「少数株主損益調整前当期純利益」を「当期純利

基準第16号「持分法に関する会計基準」、実務対

益」として表示し、「親会社株主に帰属する当期純

応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理

利益」を区分して内訳表示又は付記することとされ、

に関する当面の取扱い」）についての修正は、平

「少数株主損益の会計処理」に関する取扱いについ
ての国際的な会計基準との差異がなくなった。

成27年4月1日以後開始する連結会計年度の期
首から適用する。

このため、改正実務対応報告第18号では、上記

⃝ただし、「少数株主損益の会計処理」に関する取

の「少数株主損益の会計処理に関する取扱い」が削

扱いを除き、改正実務対応報告公表後最初に終了

除されている。

する連結会計年度の期首から適用することができ
る。

（4）退職給付会計における数理計算上の差異の費

⃝早期適用する場合、連結会計年度中の第2四半期

用処理の明確化

連結会計期間以降からも適用することができる。

従来から修正項目としていた部分に限られること

この場合であっても、適用初年度の期首に連結財

の明確化を図るため、所要の改正が行われた。
これにより、IAS第19号「従業員給付」との間
のノンリサイクリング処理以外の差異についてま

務諸表において計上されているのれんの償却に係
る前述（2）
（イ）の経過的な取扱いは、連結会
計年度の期首に遡って適用する。

で、企業会計基準第26号「退職給付に係る会計基

28
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Ⅳ 「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する

実務指針」等の改正
日本公認会計士協会は、平成26年11月4日に、図表3に記載の実務指針等の改正を公表している。図表
9の1に記載の「不動産の流動化取引の更新時の適用及び会計処理の明確化（第21-2項）
」について、会計
処理の明確化により実務対応が必要なものを含むとされているため、留意が必要である。

図表9

1

会計制度委員会報告第15号等の改正
実務指針等

主な改正内容

会計制度委員会報告第15号「特別
目的会社を活用した不動産の流動
化に係る譲渡人の会計処理に関す
る実務指針」

・平成13年3月31日までに行われた不動産の流動化取引に関する
経過措置規定の削除（第24項）
・不動産の流動化取引の更新時の適用及び会計処理の明確化（第
21-2項）
更新時の適用及び会計処理
21-2．特別目的会社が発行する証券等の期限到来に伴う更新
（リファイナンス）時においては、更新（リファイナンス）
時の適正な価額に基づきリスク負担割合を算定し、リスク
と経済価値のほとんど全てが移転していると認められない
場合には、更新（リファイナンス）時に適正な価額によっ
て買戻しが行われたものとして処理する。
ただし、更新（リファイナンス）が、譲渡人の当初のリ
スク負担の金額（当初流動化時に第13項を適用しリスク負
担割合を算定した際のリスク負担の金額をいう。）の増加を
伴わないものである場合には、本報告（平成26年11月改
正前のリスク負担割合を10％の範囲内とする経過措置を適
用した場合を含む。）に従って行われた当初の会計処理を見
直す必要はない。
・現行の関連法令との整合性を図る修正、字句・体裁修正等
※本改正は、会計処理の明確化により実務対応が必要なものを含む
ため、平成27年4月1日以後開始する事業年度から適用としてい
る。

2

「特別目的会社を活用した不動産の
流動化に係る譲渡人の会計処理に
関する実務指針についてのQ＆A」

・上記1において、経過措置（第24項）を削除することに伴うQ5
の削除
・現行の関連法令との整合性を図る修正、字句・体裁修正等

3

監査・保証実務委員会実務指針第
90号「特別目的会社を利用した取
引に関する監査上の留意点につい
てのQ＆A」

・会計制度委員会報告第15号「特別目的会社を活用した不動産の
流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」の改正に合わ
せて、所要の見直し
※平成27年4月1日以後開始する事業年度から適用する。
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