会計情報
新連載～中国企業会計準則シリーズ～ 第 6 回
長期持分投資―改訂版
1.

はじめに
今回は、2014年3月に改訂された「企業会計準則第2号 – 長期持分投資」（以下、「改訂2号準則」）を解説しま
す。
改訂2号準則は、総則、認識時の測定、認識後の測定、移行規定、付則の5章から構成されています。なお、関
連する応用指南は、公表されていません。
2006年公表の従来の「企業会計準則第2号－長期持分投資」（以下、2号準則）から改訂2号準則への主な修正
点は、下記のとおりです。
項目

適用範囲

改訂 2 号準則

2 号準則

「支配、共同支配、または重要な影響も及ぼ

「支配、共同支配、または重要な

しておらず、かつ活発な市場における市場価

影響も及ぼしておらず、かつ活発

格がなく、その公正価値を信頼性をもって測

な市場における市場価格がなく、

定できない持分投資」には、改訂 2 号準則で

その公正価値を信頼性をもって測

はなく、「企業会計準則第 22 号 - 金融商品

定できない持分投資」には、2 号

の認識及び測定」（以下、22 号準則）が適用

準則が適用されます。

されます。
企業結合のために生じた監査、法律サービ
取得関連費用

詳細規定なし。

ス、評価コンサルティング等の関連費用は当
期の損益に計上します。
投資者と関連会社・共同支配企業との間に

持分法における未実現損益

詳細規定なし。

発生した未実現内部損益は、持分比率によ
り計算した投資者に帰属すべき部分を相殺
消去する必要があります。

支配、共同支配、重要な
影響の変化に伴う会計処理

開示

支配、共同支配、重要な影響の獲得時、あ

一部関連規定はあるものの、詳

るいは、喪失時の会計処理をより詳細に規

細規定なし。

定しています。
新たに公表された「企業会計準則第 41 号 –

規定あり。

他の企業への関与の開示」を適用します。

トーマツ チャイナ ニュース Vol.140 July 2014

上記の改訂内容の一部は、財政部から既に公表されている「企業会計準則解釈」等の指針に含まれ、実務に反
映されています。
また、改訂2号準則と、国際財務報告基準（IFRS）との主な違いは、下記のとおりです。
項目
個別財務諸表における

改訂 2 号準則
原価法

子会社投資の評価
個別財務諸表における

持分法

原価法あるいは IFRS9 号にしたがって
評価

持分法

関連会社の評価

2.

原価法あるいは IFRS9 号にしたがって
評価

共同支配企業の評価
個別財務諸表における

IFRS

原価法あるいは IFRS9 号にしたがって
評価

共通支配下の企業結合

被結合企業の連結財務諸表の所有者

の投資原価の評価

持分の帳簿価額の持分相当額

規定なし

用語の定義
以下では、長期持分投資に関連する用語の定義を示します。
長期持分投資

重要な影響

3.

投資者が投資先に対し支配している、重要な影響を及ぼしている持分投資及び
共同支配企業に対する持分投資。
投資者が投資先の財務及び営業の方針決定に参加するパワーであるが、当該
方針に対する支配又は共同支配ではないもの。

子会社

投資者が投資先を支配している場合の投資先。

関連会社

投資者が投資先に重要な影響を及ぼしている場合の投資先。

認識時の測定
長期持分投資の投資原価の認識時の測定について、取得関連費用の取扱が明文化された以外に改訂2号準
則で大きな変更はなく2号準則同様、企業結合により取得された長期持分投資と企業結合以外により取得され
た長期持分投資に分類して規定を定めています。
(1)

企業結合により取得された長期持分投資
企業結合により取得された長期持分投資の認識時の測定は、共通支配下の企業結合によるものか否
かで取り扱いが異なります。
①

共通支配下の企業結合
被結合企業の連結財務諸表における所有者持分の帳簿価額の持分相当額を長期持分投資の投
資原価とします。
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②

非共通支配下の企業結合
「企業会計準則第20号－企業結合」に基づき長期持分投資の投資原価を測定するとされていま
す。

③

取得関連費用
企業結合のために結合企業あるいは取得企業に生じた監査、法律サービス、評価コンサルティン
グ、仲介手数料等及びその他の関連する管理費用は、発生時に当期の損益に計上しなければなり
ません。

(2)

企業結合以外により取得された長期持分投資
企業結合以外により取得された長期持分投資の認識時の測定も、いくつかのケースに分けて規定が定
められています。
①

現金による取得
実際に支払った購入代価及び取得に直接関連する費用、税金及びその他必要な支出を投資原価
とします。

②

持分証券の発行による取得
対価として持分証券を発行する場合には、発行した持分証券の公正価値を投資原価とします。な
お、持分証券の発行に関連する費用は、「企業会計準則第37号 - 金融商品の表示」に基づき確
定します。

③

非貨幣性資産の交換を通じた取得
「企業会計準則第7号－非貨幣性資産の交換」に基づき投資原価を確定します。

④

債務再編を通じた取得
「企業会計準則第12号－債務再編」に基づき投資原価を確定します。

4.

認識後の測定
長期持分投資の認識後の測定には、下記のとおり、原価法あるいは持分法が適用されます。日本基準・IFRSで
は、個別財務諸表における投資の評価について持分法を適用することはできませんが、従来の2号準則同様、
改訂2号準則でも共同支配企業・関連会社には持分法が強制されています。
(1)

原価法
投資先を支配している長期持分投資（子会社）は、原価法が適用されます。

(2)

持分法
持分法は下記に挙げられる長期持分投資に適用されます。
①

投資先を共同支配している長期持分投資（意思決定に全員一致の合意が必要な場合を想定）

②

投資先に対して重要な影響を有する長期持分投資（関連会社）
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そのほか、個別財務諸表において持分法を適用することから、投資原価が取得時の投資先の純資産の
公正価値の持分相当額を下回る場合のいわゆる「負ののれん」は、個別財務諸表においても当期の損
益に計上することになります。
また、投資者が投資額以上の損失を負担する義務を負っていない限り、投資先に発生した損失は、長期
持分投資の帳簿価額及びその他実質的に投資先に対する純投資を構成する長期持分をゼロを限度と
して投資者が負担するという点も明記されています。
また、投資者と関連会社・共同支配企業との間に発生した未実現内部損益は、持分比率により計算した
投資者に帰属すべき部分を相殺消去する必要があります。
(3)

追加投資等による重要な影響、共同支配の獲得
従来から保有していた持分投資の公正価値と追加投資による投資原価の合計額を持分法適用の基礎
となる投資原価とします。また、その投資に関連してその他の包括利益として計上されていた公正価値
変動の累計額を当期の損益に振り替えます。

(4)

追加投資等による支配の獲得
①

支配獲得前に持分法が適用されていた場合
従来から保有していた持分投資の帳簿価額と追加投資による投資原価の合計額を原価法適用の
基礎となる投資原価とします。

②

支配獲得前に22号準則が適用されていた場合
従来から保有していた持分投資の公正価値と追加投資による投資原価の合計額を原価法適用の
基礎となる投資原価とします。また、その投資に関連してその他の包括利益として計上されていた
公正価値変動の累計額を当期の損益に振り替えます。

(5)

持分投資の一部処分による共同支配、重要な影響の喪失
処分後の残存持分を22号準則に従い会計処理し、公正価値と帳簿価額との差額を当期の損益に計上し
ます。

(6)

持分投資の一部処分による支配の喪失
①

支配喪失後に共同支配、重要な影響を保持している場合
処分後の残存持分に対して、残存持分を取得時から持分法を適用していたかのように持分法を適
用します。

②

支配喪失後に共同支配、重要な影響を保持していない場合
処分後の残存持分を22号準則に従い会計処理し、公正価値と帳簿価額との差額を当期の損益に
計上します。

5.

移行規定
改訂2号準則は、2014年7月１日から適用され、実務上不可能な場合を除き、遡及修正する必要があります。
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