
監査・会計事例研究報告に際して 
 
 現在、企業を取り巻く様々な経営環境は激動の渦中にあり、企業は生き残り

をかけて経営環境に順応すべく行動しています。企業活動の成果や結果はその

ほとんどが会計情報として集約されます。我々には監査・会計のプロフェショ

ンとしての専門的知識や実務経験を備えているという自負はありますが、経営

環境の激変に伴い発生する新たな会計事象は多くの困難な問題を提起します。

このような新たな会計事象への適切な対処は我々公認会計士が社会からもっと

も期待されている役割だと思います。 
このような問題意識から、近畿会の監査会計委員会では従来から監査会計事例

研究を続けてきました。実務事例を積み重ねることにより、新たな会計事象へ

のヒントが得られるものと思います。 
このたび二年間の委員会における研究成果を取りまとめ、会員・準会員の皆様

にご報告し、様々なご意見やご批判をいただき、今後の委員会活動に生かした

いと考えています。 
ここで述べられている意見が必ずしも完全なものとは言い切れないと思いま

すが、幾度かの検討過程で真面目な議論が戦わされたものです。きっと、今後

のあるべき処理を考える新たな議論の手がかりになり、実務面においても参考

になるものと思います。 
蔭山委員長はじめこの研究報告の作成に参加されました委員の皆様に敬意を

表したいと思います。また、今後も更なる事例研究が進められ、過去からの研

究成果とすりあわせ、監査・会計の事例研究書物として世に問えることができ

たら素晴らしいと思います。 
 

平成１５年４月 
日本公認会計士協会近畿会 

担当副会長 佐伯 剛 



まえがき 
 
監査会計委員会は、平成５年 3 月、平成９年 3 月、平成１１年 3 月にそれぞれ「監査・

会計事例研究」を報告しています。これらの近畿会監査会計委員会の良き伝統を継承す

るため、二年間にわたる委員会活動の成果として監査・会計事例研究を作成し報告する

ことにしました。 

平成１２年 3 月期から始まった会計制度改革すなわち会計ビッグバンにより、新連結

制度・キャッシュフロー計算書・税効果会計・退職給付会計・金融商品の時価会計等が

適用されました。前回までの報告書では、貸借対照表に計上されている資産・負債は取

得原価主義を基本として検討していましたが、会計ビッグバンにより、時価主義が考え

方の中心となりました。会計ビッグバンによる新しい実務が適用されていますが、新た

な疑問点や色々な考え方の出来る部分が明らかとなってきました。特に連結には実務上

の疑問点が多々残されていることが判明しました。そこで今回は連結を中心とて、いま

だに複数の考え方があるものや、現在一応処理方法が定められているものの他の方法も

考えられるもの等をテーマとして選定することにしました。 

この報告で述べられている意見は通説のみではありませんし、両論あるものはあえて

一つに纏めなかったものもあります。利益とは何か、経常損益とは何か等につきまして、

ここに記載した意見をもとに検討され、少しでも実務及び今後の連結会計基準のあるべ

き姿の参考になれば幸いです。 

今回の研究報告における事例研究テーマは、従来どおり各委員が持ちより、副委員長

を中心に５チームのグループに分かれて検討が進められました。 

最後に、木村幸彦・後藤研了・新免和久・高田喜次・村井城太郎の各副委員長はじめ

委員の方々には多忙の中、熱心に委員会活動に参加して頂きました結果、研究報告の完

成にこぎつけることができました。感謝の意を表します。 
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日本公認会計士協会近畿会 

監査会計委員長 蔭山 幸男 
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Ｑ１連結子会社の決算期変更 

Ｑ１ 従来１２月決算であった連結子会社（A 社）は、決算体制が整備されてきたのを契機
として、その決算期を、連結決算日の３月に変更しました。その場合の連結上の取扱いは
どうなりますか。なお、従来連結にあたっては連結子会社の財務諸表をそのまま利用して
いました。 

 

A１  

 連結財務諸表の作成にあたっては、連結決算日現在における財政状態および連結会計期

間に対応した適正な経営成績を表示するため、親会社と子会社の決算日は同一にすること

が原則ですが、連結作業の迅速化という実務面に配慮し、決算日の差異が３ヶ月を超えな

い場合には、子会社の正規の決算を基礎として、連結決算を行なうことが可能とされてお

ります（連結財規二２、注解７）。A 社については、従来上記の取扱いに従い、１２月決算

の財務諸表をそのまま連結決算にとりこんでいましたが、A 社自身の決算体制が整備された

ことを契機として、決算期を連結決算日に変更したものであり、連結情報の開示において

は、より適正な連結会計期間に対応した損益と連結決算日現在の子会社の財政状態を取り

込むことになり、適切な対応であるといえます。 

 さて、問題となるのが、連結子会社が決算期の変更を行なった期において、子会社の損

益をどの様に取り組むかという点になります。連結子会社の変更後の決算期が２００３年

３月とすれば、前期の連結財務諸表においては２００１年１２月までの連結損益が取り込

まれているから、当期において、２００２年１月～２００３年３月までの連結損益を取り

込む方法があります。この場合、1５ヶ月の損益が連結され、前期との期間比較において影

響を与えることになります。 

 連結会計期間に属する適正な損益を表示するためには、２００２年３月に仮決算を行い、

２００２年１月～３月の損益については、連結損益計算書に含めないで、連結剰余金の増

減項目（例えば「連結子会社決算期変更による剰余金増加高」）として取り扱う方法があり

ます。そうすることにより、連結損益計算書には、連結会計期間に対応した子会社の損益

を取り込むことができます。 

 連結子会社の決算期変更に関する期間損益の取扱いについて、明確な規定はありません

が、連結損益に及ぼす影響等を勘案し、その扱いを決定する必要があると思われます。な

お、連結子会社の決算期変更については、その旨およびその内容を注記することが求めら

れています（連結財規ガイドライン三－三）。 
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Q２ 在外連結子会社である B 社については、従来３月決算でしたが、連結決算を早期化す
るため、１２月に変更し、１２月決算の財務諸表をそのまま連結したいと考えています。
その場合の連結上の取扱いはどうなりますか。 

 

A2  

 A1 で述べましたが、連結子会社の決算日については、親会社と統一することが原則であ

りますが、連結決算の迅速化という実務上への配慮から、子会社の決算日の差異が３ヶ月

を超えない場合、子会社の財務諸表をそのまま利用することが認められております。B 社の

場合、在外子会社で、決算作業が遅延したり、決算資料の入手等に時間がかかり、連結決

算作業に支障をきたすことがあり、今後の連結決算の早期化の要請にこたえることが困難

な為、決算期変更を検討しているケースです。 

 Q2 の場合、確かに連結決算を早期化しタイムリーディスクローズを行なうという観点か

らの対応ではありますが、連結決算の適正性に関し、そのような取扱いが重要な影響を及

ぼす可能性がないかどうかを検討することが必要です。例えば、連結グループにおける B

社の事業規模が相当大きい場合や、その業績に季節的変動がある場合などにおいては、１

２月決算の財務諸表をそのまま連結すると、連結会計期間における連結情報として不適切

となる場合もあるからです。そのような場合には、連結決算日において正規の決算に準じ

た仮決算を実施しなければなりません。従って、従来の決算期による連結と、１２月に決

算期を変更し、そのまま連結決算に取り込んだ場合において、連結財務諸表に重要な変動

が生じないか事前に十分検討しておくことが重要です。 

B 社の場合、その規模、損益状況等勘案して、Ｑ２の取扱いによっても、連結財務諸表に

重要な影響を及ぼさない場合において、容認されることになると考えられます。 

この場合の子会社損益の取扱いについては、すでに３月決算期までの期間損益について

は、連結上取り込まれているため、変更決算期においては、４月～１２月の９ヶ月間の損

益が連結されることになります。  



  
 

３ 
 

Ｑ２持分法適用会社の決算期 

 持分法適用会社と連結財務諸表提出会社の決算日が異なる場合の連結上の取扱いはどう
なりますか 

 

Ａ 

 連結原則は、連結子会社の決算日について、原則として親会社と統一することを求め、

連結決算日と異なる場合には、連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算

をおこなわなければならないとしています。（連結原則二－二）ただし、重要性及び実務負

担の軽減の観点から、決算日の差異が３ヶ月を超えない場合には、決算日が異なることか

ら生じる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致について必要な調整を行なうこ

とを条件に、子会社の正規の決算を基礎として、連結決算を行なうことができるとしてい

ます（連結原則注解７）。 

 これに対し、持分法適用会社については、決算日の統一を要求しておらず、持分法の適

用にあたっては、直近の財務諸表を利用するとしていますが、連結決算日との間に差異が

あり、その期間内に重要な取引または事象が発生しているときには、必要な修正又は注記

を行なうものとしています（連結原則注解１７）。持分法適用会社の中でも関連会社につい

ては、他の支配株主が存在するか共同支配が行なわれているため、財務の方針等について、

イニシアティブを取ることが容易ではないという現実的な理由から、連結子会社とは取り

扱いを異にしているものであり、差異の期間が３ヶ月を超えていても直近の財務諸表をそ

のまま利用することについて問題はありません。 

 それでは、持分法の適用上、直近の財務諸表を修正する場合とはどのようなケースでし

ょうか。決算期の差異により修正が必要な取引については、実務指針において、差異の期

間内に発生した取引又は事象のうちその影響を持分法適用会社の当期の損益又は純資産に

反映すべきもので、かつ連結上重要なものとされています。このような取引は、継続的な

経常取引ではなく、非経常的でかつ多額の損益が発生する取引であると考えられます。例

えば、多額の貸倒損失や、災害損失の発生、大量の希望退職の募集、重要な事業からの撤

退等いわゆる持分法適用会社にとって、後発事象に該当する取引または事象が該当します。

これらの取引または事象による損益が連結上重要な場合、持分法計算に反映させることに

なりますが、その影響が未確定の場合については、連結財務諸表に注記することになりま

す。 

  また、差異期間内に他のグループ会社との間に非経常的な取引または異常な取引がな

いかどうかにも注意が必要です。例えば、連結子会社が、差異期間内に持分法適用会社に

固定資産を売却している場合などの未実現損益については、重要な場合には連結会計期間

において消去される必要があります。このように、決算の差異期間についても、その間の

重要な取引又は事象について、適確な情報を収集しなければばらないことに留意する必要

があります。 

なお、持分法適用上利用される財務諸表ですが、連結上重要な影響を与える会社について
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は、適正な連結情報を開示するため、極力四半期決算書や月次決算書等タイムリーな報告

が得られるよう要請し、それに基づき連結決算日またはそれに近い日において正規の決算

に準じた仮決算の調整を行うことにより、持分法を適用することが望ましいと思われます。 
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Ｑ３ 在外子会社の剰余金の換算に際して、換算のパラドックスが発生する場合の処理 

従来は、業績が順調で剰余金を有していた在外連結子会社が、当期に業績が悪化しまし

た。現地通貨ベースでは、剰余金を計上しているが、連結財務諸表作成にあたって発生年

度別の計上レートで換算すると円貨ベースでの財務諸表では欠損金となるが、このような

処理でよいのでしょうか。少数株主持分の計算についても欠損金を基にして計算するので

しょうか。また、換算に際して発生する為替換算調整勘定は、どのように処理するのでし

ょうか。 

 

A 

（１）外貨建取引等会計処理基準（昭和 54 年 6 月 26 日 最終改正平成 11 年 10月 22日 

企業会計審議会） 三．在外子会社等の財務諸表項目の換算 ２．資本によりますと「親

会社による株式の取得時における資本に属する項目については、株式取得時の為替相場に

よる円換算額を付する。親会社による株式の取得後に生じた資本に属する項目については、

当該項目の発生時の為替相場による円換算額を付する。」とされています。すなわち、在外

連結子会社の支配獲得後の剰余金は、その発生年度別の計上レートで換算されることにな

っております。 

 したがいまして、御質問のケースでは、支配獲得後の為替レートの変動によっては、現

地通貨ベースの剰余金と円貨ベースの剰余金のプラス・マイナスが相違することがありま

す。 

現地通貨による財務諸表を円貨に換算した結果、質問のような現象が生じることを「換

算のパラドックス」といい、現行の外貨財務諸表の換算に当たっては、止むを得ない事象

として、認識されています。 

なお、在外子会社の資産及び負債の時価評価によって生じた簿価修正がある場合でも、

外貨建取引等の会計処理に関する実務指針（会計制度委員会報告第４号）３７．によりま

すと「なお、子会社の個別財務諸表上の資本の換算は、部分時価評価方法を採用している

場合には、支配獲得時までの株式取得日毎の為替相場により換算され、全面時価評価方法

にあっては支配獲得時の為替相場により換算される。いずれの場合にも当該子会社が連結

子会社となった日以降に当該会社に対する持分変動があっても連結子会社である限り資本

連結において消去される円換算後の評価差額は固定されることになる。」とされていますの

で上記と同様に、「換算のパラドックス」が発生する可能性があります。 

（２）少数株主が存在する場合は、少数株主持分を計算するにあたっては、換算後の円

貨ベース財務諸表を利用することになりますので、「換算のパラドックス」が発生すること

になりますが、後で述べるとおり、為替換算調整勘定のうち少数株主持分相当額を少数株

主持分に振り替えますので、この処理によって、「換算のパラドックス」はなくなることと

なります。 
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（３）為替換算調整勘定については、「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」（会

計制度委員会報告第４号）４１．によりますと、「為替換算調整勘定は株式所有比率に基づ

き、親会社持分割合と少数株主持分割合とに区分できる。親会社持分割合は原則として連

結貸借対照表の資本の部に為替換算調整勘定として計上されている。少数株主持分割合は

少数株主持分に振り替えられ、連結貸借対照表の少数株主持分に含めて計上される。」とさ

れています。 

したがって、為替換算調整勘定は、親会社持分割合相当額と少数株主持分割合相当額と

に区分され、親会社持分割合相当額は、為替換算調整勘定として資本の部に計上されます

ので、剰余金に関する「換算のパラドックス」は残ったままですが、少数株主持分割合相

当額は、少数株主持分に含めて計上されますので、「換算のパラドックス」はなくなること

になるわけです。この点について、「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」（会計制

度委員会報告第４号）３９に、「為替換算調整勘定を含む資本のうち少数株主持分割合相当

額を少数株主持分に振り替える結果、少数株主持分は、資本のうち少数株主持分割合相当

額を決算時の為替相場で換算した場合と同様の結果となる。具体的には、少数株主持分は

時価評価方法との関係で次のようになる。（１）部分時価評価方法を採用している場合 資

産及び負債の時価評価に係る評価差額を計上する前の在外子会社の現地通貨による資本の

うち、少数株主持分割合相当額を決算時の為替相場により換算した額と一致する。（２）全

面時価評価法を採用している場合 評価差額を含む在外子会社の現地通貨による資本のう

ち、少数株主の持分割合相当額を決算時の為替相場により換算した額と一致する。」とされ

ていることからも理解できます。 

（４）なお、在外子会社のうち持分法適用会社については、「外貨建取引等の会計処理に

関する実務指針」（会計制度委員会報告第４号）４６．在外持分法適用会社の財務諸表項目

の換算と連結方法に記載のとおり、「在外持分法適用会社の財務諸表項目の換算は、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」に基づいて行う。すなわち、在外子

会社の財務諸表項目の換算と同様の処理を行い、損益計算書上の当期損益の持分相当額を

持分法による投資損益として連結損益計算書上の営業外損益の区分に計上するとともに、

取得後の剰余金の持分相当額について投資勘定と連結剰余金の修正を行う。在外持分法適

用会社の財務諸表項目の換算から生じた為替換算調整勘定の持分相当額は、連結上の為替

換算調整勘定として資本の部に計上する。」とされています。 
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Ｑ４ 包括為替予約の債権債務への振当方法 

輸入取引に包括為替予約契約を締結しています。買掛金残高よりも為替予約残高のほ

うが大きい場合は、どのようにして振り当てればよいでしょうか。 

 

Ａ 

 デリバティブ取引である為替予約等については、「金融商品に係る会計基準（平成 11 年 1

月 22 日企業会計審議会）」第三．四により原則として期末に時価評価を行い、評価差額は

損益として処理することが求められています。 

しかしながら、外貨建金銭債権債務と為替予約等の関係が、「金融商品に係る会計基準」

第五におけるヘッジ会計の要件を満たしている場合にはヘッジ会計を適用することができ

ます。輸入取引を対象とする為替予約は、輸入代金の支払円貨額を確定するものと認めら

れるため、いわゆるキャッシュ・フローヘッジに該当することになります。 

ヘッジ会計の会計処理は、原則として「金融商品に係る会計基準」第五によるヘッジ会計

の方法によることとされています。すなわち、ヘッジ対象が外貨建金銭債権債務の

場合は、当該外貨建金銭債権債務は期末日レートで換算され換算差額は損益処理さ

れることから、繰延ヘッジ法ではなく時価ヘッジ法が適用されることとなります。

また、ヘッジ対象が予定取引の場合は、決算日現在に外貨建金銭債権債務が発生し

ていないため、ヘッジ手段である為替予約等の評価差額は繰延処理されることにな

ります。 

このように、ヘッジ対象を外貨建金銭債権債務とするヘッジ会計の方法が時価ヘッジ法し

か適用できないこととなると、外貨建金銭債権債務はキャッシュ・フローが固定さ

れているにもかかわらず時価評価となってしまうこととなります。したがって、「外

貨建取引等会計処理基準注解（最終改正平成 11 年 10 月 22 日企業会計審議会）」注

6 では、当分の間、為替予約等により固定されたキャッシュ・フローの円貨額によ

り決算日現在の外貨建金銭債権債務を換算し、直物為替相場による換算額との差額

を、為替予約等の契約締結日から外貨建金銭債権債務の決済日までの期間にわたり

配分する振当処理を認めることとしています。 

為替差額のうち、直直差額については予約日の属する期の損益として処理し、直先差額に

ついては予約日の属する期から決済日の属する期までの期間にわたって合理的な方

法により配分し、各期の損益として処理することとなります。 

以上により、輸入取引について包括為替予約を締結した場合は、買掛金残高については振

当処理によることができます。また、買掛金残高を超過する為替予約残高について

は、ヘッジ対象が存在していない場合は評価差額を損益処理することとなり、ヘッ

ジ対象として予定取引の存在が認められる場合には評価差額は繰延処理することが

認められます。 

為替予約等の複数の外貨建金銭債権債務への振当は、事前に定めたリスク管理方針に基づ
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く予約方針にしたがって処理すべきであり、先に発生している取引（債権債務）か

ら順に先に締結された為替予約が付されているとみなして振当処理するのではなく、

外貨建金銭債権債務の外貨額を基礎として比例的（平均的）に振当処理することに

なります。 

また、ヘッジ対象と認められる予定取引には、次の二種類の取引があるとされています。

（「金融商品会計基準注解」注 12） 

① 未履行の確定契約に係る取引（未履行確定契約） 

② 契約は成立していないが、取引予定時期、取引予定物件、取引予定量、取引予定価格

等の主要な取引条件が合理的に予測可能であり、実行される可能性が極めて高い取

引（契約未締結取引） 

さらに、契約未締結取引がヘッジ対象になり得るかどうかの判断基準として以下の６項目

を総合的に吟味することとされています。（「金融商品会計に関する実務指針」162）） 

① 過去に同様の取引が行われた頻度 

② 企業が当該予定取引を行う能力を有しているか 

③ 当該予定取引を行わないことが企業に不利益をもたらすか 

④ 当該予定取引と同等の効果・成果をもたらす他の取引がないか 

⑤ 当該予定取引発生までの期間が妥当か 

⑥ 予定取引数量が妥当か 

したがって、これらの要件により、買掛金残高を超過する為替予約残高についてヘッジ対

象が存在するかどうかを判定することとなります。なお、当該輸入取引の相手先に

連結対象会社が含まれている場合、有効なヘッジ関係が成立していれば、個別財務

諸表上はヘッジ会計を適用することができます。 

但し、長期為替予約の場合には、リサーチ・センター審理情報[Ｎｏ．１９]包括的長期為

替予約のヘッジ会計に関する監査上の留意点（平成 15 年２月１８日）の趣旨を十分

に理解して対処することが必要です。 

 

連結財務諸表上の処理については、以下のようになると考えられます。 

外貨建債権債務に時価ヘッジ法を適用している場合は、債権債務は親会社も子会社も時価

評価されておりそのまま相殺消去されます。また、時価評価されている為替予約に

ついては、そのままにしておくことになります。 

外貨建債権債務に振当処理を適用している場合には、債権債務は相殺消去され為替予約だ

けが残ることになります。したがって、当該為替予約については振当処理を取消し

て時価評価することになります。 

繰延ヘッジ処理については、一般的には、個別財務諸表の繰延ヘッジ処理を振り戻すこと

になりますが、外貨建の予定取引を対象とする場合には、為替変動に係るエクスポ

ージャーが消去されずに残ることになりますので、例外的に繰延ヘッジ処理が認め
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られることになります。（「金融商品会計に関する実務指針」333） 
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Ｑ５ 連結対象子会社及び持分法適用関連会社に生じた「その他有価証券」の評価差額の

取扱い 

連結対象子会社に生じた「その他有価証価」の評価差額は、少数株主持分に反映させる

のでしょうか。また、持分法適用関連会社に生じた「その他有価証券」の評価差額は、連

結貸借対照表に反映させるのでしょうか。 

 

Ａ 

（１）全部資本直入法を前提として、連結対象子会社に生じた「その他有価証券」の評

価差額は、損益計算書を通さずに資本直入されるため、少数株主損益には反映されません

が、連結貸借対照表上の少数株主持分には、持分に応じた評価差額（税効果考慮後）を反

映させる必要があります。 

具体的な会計処理は、（「金融商品会計に関するＱ＆Ａ」会計制度委員会）有価証券評価

差額金に係る資本連結手続きＱ73 新規(一括)取得時の処理 ２．少数株主持分損益等の

計上によりますと、 

Ｓ社純資産の当期増加額のうち少数株主持分額を計上する。ただし、当期利益に係る

少数株主持分額は少数株主損益に計上するが、有価証券評価差額金は当期の損益に計上さ

れていないため、それに係る少数株主持分額は有価証券評価差額金の当期増加額から直接

振り替える。なお、有価証券評価差額金に係る少数株主持分額は、投資有価証券（その他

有価証券）が売却又は減損処理により増減した場合にはそれを取り崩すとともに、その実

現損益が少数株主損益に計上されることとなります。 

 
少数株主損益 *1 400 少数株主持分 652 
有価証券評価差額金 *2 252   

 

*1 1,000（当期利益）×40％（少数株主持株比率）＝400 

*2 (1,200（当期有価証券評価差額金）－600（前期有価証券評価差額金）)×42％＝

252 

とされています。 

 

（２）持分法適用関連会社に生じた「その他有価証券」の評価差額は、連結会社におい

て、持分に応じた評価差額（税効果考慮後）を反映させる必要があります。したがって、

持分に応じた評価差額（税効果考慮後）を関係会社株式に増減させるとともに、資本の部

の有価証券評価差額金を増減させることになります。 

具体的な会計処理は、（「金融商品会計に関するＱ＆Ａ」会計制度委員会）有価証券評価差

額金に係る資本連結手続Ｑ７７ 持分法による処理 持分法投資損益等の計上によ

りますと、 
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  Ｓ社純資産の当期増加額のうちＰ社持分額を計上する。ただし、当期利益に係るＰ社

持分額は持分法投資損益に計上するが、有価証券評価差額金は当期の損益に計上され

ていないため、それに係るＰ社持分額は有価証券評価差額金の当期増加額から直接振

り替える。 
S社株式 312 持分法投資損益 *1 200 

  有価証券評価差額金 *2 112 

とされています。 

  *1  1,000（当期利益）x20%（持株比率）=200 

  *2  (1,160（当期有価証券評価差額金）-600（前期有価証券評価差額金）)x20%=112 

    Ｓ社の投資有価証券（その他有価証券として分類）の帳簿価額は 2,000、時価は

4,000、税引後（実効税率 42%として計算）の評価差額 1,160 は全部資本直入法によ

り処理されていたものとする。 

 



  
 

１２ 
 

Ｑ６ 連結対象子会社及び持分法適用関連会社の保有する自己株式の処理 

 連結対象子会社及び持分法適用関連会社の保有する親会社株式は、連結上および持分法

計算上どのように処理するのでしょうか。 

また、連結対象子会社及び持分法適用関連会社の保有する連結子会社の自己株式の取得・

処分について、同様の処理でよいのでしょうか。 

 

Ａ 

（１）連結子会社及び持分法適用会社が保有する親会社株式は、親会社が保有している

自己株式と合わせ、資本に対する控除項目として表示します。（連結財務諸表規則第 43 条）

そして、連結子会社及び持分法適用会社が保有する親会社株式は、その株式の数を株式の

種類ごとに注記する必要があります。（連結財務諸表規則第 43 の 2 条） 

連結子会社の保有する親会社株式について、資本の部から控除する金額は、親会社株式

の親会社持分相当額とし、少数株主持分相当額は少数株主持分より控除するとされていま

す。（企業会計基準第 1 号 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準 29．） 

 

持分法の適用対象となっている子会社及び関連会社が親会社株式等（子会社においては

親会社株式、関連会社においては当該会社に対して持分法を適用する投資会社の株式）を

保有する場合は、親会社等（子会社においては親会社、関連会社においては当該会社に対

して持分法を適用する投資会社）の持分相当額を自己株式として資本の額から控除し、当

該会社に対する投資勘定を同額減額します。（同会計基準 31．） 

 

なお、当該親会社株式が、上場株式等の場合、（「金融商品会計に関するＱ＆Ａ」会計制

度委員会）Ｑ１６親会社株式等の取扱いより、 

財務諸表等規則第８条第８項では、関係会社として、財務諸表提出会社の親会社、子会

社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社の関連会社である場合における当該他

の会社等（以下「その他の関係会社」といいます。）をいうものとされています。このう

ち子会社株式及び関連会社株式については、金融商品会計基準（第三.二.３）において、

取得原価をもって貸借対照表価額とするものとされています。 

 金融商品会計基準では、有価証券を保有目的に従って四つの区分に分類しなければな

らないこととされていますが、親会社株式及びその他の関係会社株式は、売買

目的有価証券又はその他有価証券に分類されることとなります。したがって、

時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額をそれぞれの保有目的区分に係る

方法に準拠して処理しなければなりません。ただし、子会社が所有する財務諸

表提出会社株式（親会社株式）について、親会社が所有する子会社株式を取得

原価により評価すること及び自己株式を取得原価により評価することとの整合

性を図るため、連結上は、取得原価により評価することになります。 
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とされており、連結上は、時価評価差額（資本直入法による評価差額及び減損会計適用

による評価損失額）を取り消して、取得原価で評価することになります。 

 

(２)次に、連結子会社が保有する当該連結子会社の自己株式の取扱いについては、連結

子会社による当該連結子会社の自己株式の少数株主からの取得及び少数株主へ

の処分は、それぞれ親会社による子会社株式の追加取得及び一部売却に準じて

処理します。（企業会計基準適用指針第 5 号 自己株式及び法定準備金の取崩

等に関する会計基準適用指針（その２）１１．） 

 

そして、連結子会社による当該連結子会社の自己株式の少数株主からの取得を、親会社

による子会社株式の追加取得に準じて処理する場合、自己株式の取得の対価と

少数株主持分の減少額との差額を連結調整勘定として処理します。（同適用指

針１２．）また、連結子会社による当該連結子会社の自己株式の少数株主への処

分を、親会社による子会社株式の一部売却に準じて処理する場合、連結子会社

による少数株主への第三者割当増資に準じて処理します。（同適用指針第 5 号

１３．） 

なお、連結子会社が、保有する自己株式を消却した場合、連結貸借対照表上、資産、負

債及び資本の変動は生じないこととなります。（同適用指針第 5 号１４．） 

 

持分法の適用対象となっている子会社及び関連会社（以下「持分法適用会社」という。）

による当該持分法適用会社の自己株式の親会社等（子会社においては親会社、

関連会社においては当該会社に対して持分法を適用する投資会社）以外からの

取得及び親会社等以外への処分は、連結子会社の場合と同様に、それぞれ親会

社等による持分法適用会社の株式の追加取得及び一部売却に準じて処理します。

（同適用指針第 5 号１５．） 
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Ｑ７ 有価証券の減損処理 

有価証券の減損処理（会計制度委員会報告第 14 号「金融商品会計に関する実務指針」

第 91項）について、「著しく下落した」と判断するための基準として「50％基準」があ

りますが、３０％から５０％の間の下落について状況に応じ個々の企業が「合理的な基

準」を設定することもあります。 

この「著しく下落した」と判断するための基準について、企業集団で統一しておく必

要がありますか。親会社が３０％基準、子会社が５０％基準というように、それぞれ異

なる基準を設定することは認められないのでしょうか。 

 

Ａ 

（１） 子会社間の会計処理は、連結財務諸表原則第三、三に定められているとおり、

「同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社が採

用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一しなければならない」もの

とされています。さらに、監査委員会報告 第 56 号において、「資産の評価基

準、同一の種類の繰延資産の処理方法、引当金の計上基準及び営業収益の計上

基準については、統一しないことに合理的な理由がある場合又は重要性がない

場合を除いて、親子会社間で統一すべきものとする」とされています。 

 

（２） 会計制度委員会報告第 14 号「金融商品会計に関する実務指針」第 91 項におい

て、「著しく下落した」と判断するための基準として「５０％基準」があります

が、３０％から５０％の間の下落について状況に応じ個々の企業が「合理的な

基準」を設定することもあります。この「合理的な基準」については、同実務

指針284 項において、「文書をもって設定しておき、毎期継続的に適用すること

が必要である。」とされており、さらに、設定した「合理的な基準」については、

「その内容を注記において説明することが望ましい。」としています。 

なお、「著しく下落した」と判断するための基準について整理しますと、以下の

ようになります。 

個々の銘柄の有価証券の時価の取
得原価に対する下落率 

「金融商品会計に関する実務指針」第 91
項 

５０％以上下落した場合 「著しく下落した」ときに該当する。 
上記以外の場合 状況に応じ「著しく下落した」と判断する

ための合理的な基準を設け、当該基準に基
づき回復可能性の判定の対象とするかど
うかを判断する。 

おおむね３０％未満の場合 一般的には「著しく下落した」ときに該当
しないものと考えられる。 

（３） 以上の点から、「著しく下落した」と判断するための基準についても、できるだ

け親子会社間で統一することが望ましいものと考えられます。ただし、同一環
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境下とはいえないような特別な状況にある子会社や、重要性が乏しい子会社に

ついては、統一しないということもあり得ると考えられます。 

 

（４）参考として、有価証券の減損に関する「時価下落」判断基準の注記の例を以下に

示します。 

  
例１ 減損処理した金額は以下のとおりになっております。 

  16，982 百万円 
  当連結会計年度の当該有価証券の減損にあたっては、下落率が 50％以上
の場合及び 30％以上 50％未満については個々の銘柄の下落率が財務諸表に
重要な影響を与える場合に、「著しく下落した」ものと認識しております。 

  なお、時価が「著しく下落した」と判断された有価証券については、回復
可能性の判定を行い、明らかに、回復する見込みがあると判断された銘柄以
外の有価証券について減損処理を行っております。 

例２   その他有価証券で時価のある株式について 2，371 百万円、その他有価証
券で時価のない株式について 1，223 百万円の減損処理を行っております。 

  なお、売買目的以外の有価証券については、その時価が取得価額に比して
30％程度以上下落した場合、著しい下落と判断しております。 

例３ その他有価証券で時価のある株式について１百万円減損処理を行ってお
ります。なお、当該株式の減損にあたっては、時価が取得原価に比べて 50％
以上下落したもの、及び 40％以上 50％未満下落し、かつ直近の業績が 2 期
連続赤字で翌期も回復が見込まれないものを対象としております。 

●ポイント：下落率 30～40％のものは減損の判断をしているのかわからない。 
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Ｑ８ 連結子会社同士の合併で持分比率が変動する場合の未実現利益（アップストリ

ーム型）の取扱い 

 

Ａ 

 持分比率が下がるケース（Ａ社から購入した土地の場合）か持分比率が上がるケース（Ｂ

社から購入した土地の場合）かで取扱いが異なります。したがって、２つのケースに分け

て説明します。 

（１）持分比率が下がるケース（Ａ社から購入した土地の場合） 

（例）土地のＡ社での簿価が 100、Ｐ社の購入価額が 250 の場合、過年度（売買のあった

期）における連結仕訳は次のとおりです。 

土地売却益 150 ／ 土地 150 *1 

繰延税金資産 63 ／ 法人税等調整額 63 *2 

*1 (250 ｰ 100)×100% 

*2 150×42％（実効税率） 

 

当期においてＡ社がＢ社を吸収合併した結果、Ｐ社の持株比率が 100%から 80%になった

ので、土地の未実現利益に対する持分比率は減少します。この場合、過年度において上記

のように連結上消去した土地売却益 150 に対応する未実現利益の減少に係わる処理は、次

の 2 つの方法に分かれます。 

①持分比率の減少に伴う未実現利益の減少額を損益計算書に反映する方法 

持分比率の減少に伴い未実現利益の一部が実現したものとみなし、損益計算書において

もそれを明らかにする方法です。 

当期末の連結仕訳は次のようになります。 

少数株主持分 17 ／ 持分変動損益 17 *1 

*1 (150-63)×(100%ｰ 80%) 

アップストリームの未実現利益の消去方法は、全額消去・持分按分負担方式に統一され

た（「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書 第二部 連結財務諸表原則の改訂につい

Ｐ社はＡ社（持株比率 100％）とＢ社（持株比率 60％）の 2 社を連結していましたが、

当期においてＡ社がＢ社を吸収合併（発行済株式数は同じで完全対等合併）したことに

よりＰ社のＡ社に対する持株比率は 80％になりました。 

Ｐ社は過年度においてＡ社及びＢ社の双方から購入した土地を保有しており、当該土

地の未実現利益のうち親会社持分相当額のみを消去（全額消去・持分按分負担方式）し

ている場合、当期の持株比率の変動は連結決算にどのように影響しますか。 
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て」二６．(1)未実現損益の消去方法等①）ため、過年度において土地の売却益を全額消去

した仕訳自体は不動であり、持分変動による未実現利益の調整仕訳だけが追加されます。 

持分比率の減少 20%分に対応する税効果認識後の未実現利益の額 17 が実現するため、持

分変動損益 17 が特別利益として発生します。一方、その利益と同じ額を少数株主持分に負

担させます。 

持分変動を連結会計特有の利益の実現概念として捉えた考え方によっています。 

 

②持分比率の減少に対応する未実現利益の額を損益計算書に反映しない方法 

持分減少に対応する未実現利益の額を特別利益に計上しないで、連結剰余金を直接増加

させる方法です。 

当期末の連結仕訳は次のようになります。 

少数株主持分 17 ／ 利益剰余金増加高 
 合併による増加 

17  

持分比率の減少に伴う税効果認識後の未実現利益の額 17 を損益計算書に計上しない

で、連結剰余金を直接増加させます。 

持分変動による影響を当期の経営成績に反映させるのは合理的でないという考え方

に基づいています。 

 

上記のように①②の 2 つの方法が考えられますが、売却時には次の仕訳をすることにな

ります。 

土地 150 ／ 土地売却益 150  

法人税等調整額 63 ／ 繰延税金資産 63  

少数株主損益 17 ／ 少数株主持分 17  

したがって、②の方法によると、未実現利益が損益計算書上で実現する機会が一部失

われることになります。つまり、当該土地の売却益については、売却時の持分比率に応

じて利益の実現が制限されているので、持分減少によって利益を実現させなければ最終

的に連結グループ外部に売却した際に損益計算書上で通算される利益が過少になりま

す。 

連結財務諸表原則は「五 子会社株式の追加取得及び一部売却等において」のなかで、

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

生じた場合には、当該差額を損益として処理するとされています。しかし、持分変動は企

業集団の業績とは無関係であるという意見もあるので、発生の頻度、金額の異常性等を勘

案して、利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる場合には、連結剰

余金に直接加減することができるとされています。 
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（２）持分比率が上がるケース（Ｂ社から購入した土地の場合） 

（例）土地のＢ社での簿価が 100、Ｐ社の購入価額が 250 の場合、過年度（売買のあった

期）における連結仕訳（全額消去・持分按分負担方式）は、次のとおりです。 

土地売却益 150 ／ 土地 150  
繰延税金資産 63 ／ 法人税等調整額 63  
少数株主持分 35  少数株主損益 35 *1 

*1 (150 ｰ 63)×40% 

Ａ社がＢ社を吸収合併したことにより、Ｐ社のＡ社に対する持株比率が 80%になりました

が、Ｂ社から購入した土地の未実現利益はＢ社に対する持株比率 60%に基づき消去していた

ので、60%から 80%への増加に相当する分は結果的に過年度において未実現利益の消去が不

足していたことになります。 

この場合についても、次の 2 つの方法が考えられます。 

①持分比率の増加に対応する未実現利益の過年度消去不足額の消去を損益計算書に反

映する方法 

当期末の連結仕訳は次のようになります。 

持分変動損益 17 ／ 少数株主持分 17 *1 

*1 (150 ｰ 63)×(80%ｰ 60%) 

持分比率の増加 20%分に対応する税効果認識後の未実現利益の消去不足額 17 を持分変動

損益として特別損失に計上します。一方、同額を少数株主持分に振り替えます。 

持分変動による影響を過年度損益の修正項目とみなす考え方によっています。 

 

②持分比率の増加に対応する未実現利益の過年度消去不足額の消去を損益計算書に反映し

ない方法 

持分比率の増加に対応する未実現利益の過年度における消去不足額の消去を特別損失に

計上しないで、連結剰余金から直接控除する方法です。 

この場合の当期末の連結仕訳は次のようになります。 

利益剰余金減少高 
 合併による減少 

17 ／ 少数株主持分 17  

持分比率の増加に伴う税効果認識後の未実現利益の消却不足額17 を損益計算書に計

上しないで、連結剰余金から直接減少させます。 

持分変動による影響を当期の経営成績に反映させるのは合理的でないという考え方

に基づいています。 

 

上記のように①②の 2 つの方法が考えられますが、②の方法によると、損益計算書を経
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由せず未実現利益の消去を行い、連結上の簿価を切り下げているため、将来外部に土地を

売却した場合に損益計算書上で通算した利益の計上額が過大になります。 

既述のとおり、連結財務諸表原則は、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には、原則として当該差額を損益として

処理することとしています。しかし、連結剰余金に直接加減することもできるとされてい

ます。 
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Ｑ９ 子会社化した後に合併する場合の、単体上および連結上の会計処理 
 
このたび、当社（Ｐ社）はＳ社（資産…1,000 負債…900 資本金…100）を企業結合

しようと考えていますが、以下のような手法によった場合のそれぞれの会計処理につい
てご教示ください。なお、Ｓ社の有する資産には含み益は存在しませんが、超過収益力
（200）を有するものとします。 
 

Ｑ１－１  Ｓ社を100％子会社とするため、Ｓ社株主に対してその対価として、300
の支払を行った場合の単体上の会計処理はどうなりますか。 

Ｑ１－２  Ｑ１－１の場合、連結上の会計処理はどうなりますか。 
 
Ｑ２－１  さらに、Ｓ社を子会社化した後に合併した場合の単体上の会計処理はど

うなりますか。 

Ｑ２－２  さらに、この場合、連結上の会計処理はどうなりますか。（Ｐ社は従来
から連結財務諸表作成会社であったとします。） 

 

 

Ａ１－１ Ｓ社株主に対し株式の対価として金銭の交付を行った場合のＰ社単体上の会計

処理は、Ｓ社株式を取得する際の支払額を「関係会社株式」として処理することとな

ります。 

なお、購入に要した取得手数料についても取得価額に算入する必要がありますが、

税務上では、斡旋手数料、謝礼金等についても含まれることとなります(法人税法基本

通達２－３－４参照)。 

 

（関係会社株式）  ３００        （現金預金）  ３００ 

 

Ａ１－２ Ｐ社連結上は、Ｓ社株式を取得するのに要した支払額のうち、固定資産につい

ては時価評価を行い、超過収益力として認められるものについては「連結調整勘定」

として資産計上し、２０年以内の効果の発現すると認められる一定期間内で費用処理

されることとなります。（資本連結実務指針３０項）。当事例においては、固定資産の

含み益は存在しないことから、Ｓ社株式の額とＳ社純資産の額との差 200 は｢連結調

整勘定｣となります。 

なお、連結調整勘定の効果が取得時の見積もりに基づく期間よりも早く消滅すると

見込まれる状況が発生した場合には、連結調整勘定残高について相当の減額を行う必

要があります。 

 

（資  本  金）   １００        （関係会社株式） ３００ 

（連結調整勘定）      ２００         
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Ａ２－１ 合併に際し、Ｐ社が保有するＳ社株式については、通常は合併新株を交付しま

せん。合併受入仕訳の際に、Ｐ社の有していたＳ社株式の額とＳ社純資産の額が一致

していれば問題はないのですが、Ｓ社株式の額がＳ社純資産の額を上回る場合には、

その処理について問題となります。 

合併受入仕訳の際には、商法第２８５条ノ７により、「営業権」の計上も認められて

おり、当該差額は超過収益力と認められる当事例においては、本来、「営業権」として

計上し、将来にわたり費用計上していくこととなるものと考えられます。 

しかし、かつては、親子間合併について、抱き合わせ株式に係る当該差額部分につ

いて、「営業権」として資産計上し、償却により税務上損金処理できうる余地があった

のですが、現在の税制上は、１００％出資の親子間の合併であれば、通常、適格合併

に該当し、抱き合わせ株式に係る「営業権」についての償却費は損金として認められ

ず、資本積立金のマイナスとして処理するものと規定されています。 

そのため、実務上、「営業権」として資産計上することにより、将来の有税の償却費

の負担増による損益悪化を敬遠し、被合併会社の帳簿価額を引き継ぎ、｢営業権｣を計

上することは少ないかと思われます。 

その場合の会計処理ですが、Ｓ社株式は消却されたのち簿価と同額の消却損が発生

しますが、通常であれば、合併差益と相殺されます。しかし、当事例のように、相殺

すべき合併差益(資本準備金・利益準備金・留保利益)がない場合には、合併減資差損

が生じることとなります。 

この場合の合併減資差損に関する表示の取扱いについては、現行会計上明確な規定

は存在しません。考えられる方法としては、損益計算書上で表示せざるを得ないもの

の、当期利益とは何ら関係ないため、当期純利益の下に「抱合株式消却損」として計

上することになるかと思われます｡ 

 

〔営業権を計上する場合〕 

（資     産）     １，０００      （負    債）    ９００ 

（営  業  権）       ２００      （投資有価証券）  ３００ 

〔営業権を計上しない場合〕 

（資     産）    １，０００      （負    債）   ３００ 

（抱合株式消却損）       ２００       （投資有価証券）  ３００ 
～当期純利益の下に計上～ 

 



  
 

２２ 
 

Ａ２－２ Ｐ社連結上は、Ａ１－２と同様にＳ社株式の額とＳ社純資産の額との差の 200

は、「連結調整勘定」として計上されています。連結子会社と合併したことから「連結調整

勘定」の取扱いが問題となり、この償却が完了していれば問題はありませんが、未償却残

高がある場合には、少々厄介です。すなわち、 

① 連結子会社を合併した場合、合併の前後で経済的実態には何ら変化が生じていないこと

及び連結調整勘定は連結固有の処理であることから、個別決算の影響を受けず、連結上、

従来どおり合併以後も継続して償却し続ける 

② 個別の合併会計において認められた処理（剰余金の減少）を連結上も容認し、合併年度

に勘定残高を一括償却する 

といった方法が考えられますが、現行会計上明確な基準がある訳ではありません。 

本来、企業結合の観点からは、合併であっても、連結であっても、その会計処理により

もたらされる結論は同一である方が望ましいと考えることもできます。そのためには、単

体決算の合併会計上で営業権の計上を行い、その価値を毎期測定し正しく評価するような

会計処理を行うとともに、連結決算上の連結調整勘定を毎期価値修正行うことにより、両

者の結果は一致すると考えられます。 

しかし、単体ではＡ２－１で述べたように、その前提たる営業権が、「抱合株式消却損」

などとして資産計上されない処理が多い一方で、連結では、営業権部分を「連結調整勘定」

として資産計上し償却を行うことから、損益面で両者には必然的にこのような差異が生じ

ることとなっています。 

もっとも、合併の際の増加資本準備金等でも明らかなように、企業結合の会計処理は、

その手順に関わらずすべて同一にするなどというものではありません。そのため、その時々

の実態に応じた会計処理を取捨選択すべきものと考えます｡ 



  
 

２３ 
 

Ｑ１０ 子会社化する場合と合併する場合との連結決算上の違い 
当社（Ｐ社）は、持株比率60％の連結子会社Ｓ社を買収して 100%子会社化する場合と、

Ｓ社を吸収合併する場合との連結決算上の比較を検討しています。言い換えれば、経済
実態が同じである買収と合併で連結決算の結果が異なるのであれば、有利不利を比べた
上で進めたいと考えています。 

いずれの方法を採るかによって連結決算に差異があるのであれば、ご教示下さい。 

 

Ａ 

 前問Ｑ－２でお答えしましたように、企業結合の観点では、100%子会社化する場合も、

吸収合併する場合も、連結決算の結果は同一である方が望ましいと言えます。米国会計基

準や国際会計基準では買収と合併を企業結合という同じ事象でとらえ、同一の会計処理を

行います。ところが日本では合併に関する会計規則が少ないため、２つの考え方が存在し

ています。前問Ａ２－２では連結調整勘定の未償却残高がある例でお答えしましたが、 

 

（子会社化案） 合併前後で経済的実態に変化が生じていないため、吸収合併して変わっ

たＰ社個別決算の影響を受けず、連結決算では従来どおりの処理を続ける考え方と、 

（合併案） 吸収合併によってＰ社個別決算が変わった以上、その変化を連結決算にも反

映させる考え方です。 

 

両案あることから、企業結合形態の違いによりいくつかの影響が出てきます。 

（１）Ｓ社に残っていた含み損を消せる額まで、Ｓ社の含み益のある資産を評価替えして

合併した場合の影響 

 子会社化案では、連結調整勘定（借方）の償却を続けることになりますが、合併案では、

連結調整勘定が損益計算書を通らずに減少することになります。合併案は、Ｓ社から受け

入れる資産の評価が時価以下であれば容認される商法規定を適用したものです。理論的に

は、Ｓ社の含み損を資産評価益で処理することに問題がありますが、実務では行われてい

ます。 

 その結果、合併案ではＰ社が将来負担するはずであったＳ社の含み損の額だけ、配当原

資になる剰余金を温存できます。また、Ｐ社の一株当たり純資産の額も、含み損を損失計

上する場合に比べて減らさずに済むことになります。 

（２）Ｐ社がＳ社へ以前に売却した土地がある中で合併した場合の影響 

 子会社化案では、Ｐ社が計上した売却益が未実現利益として処理されていた処理を続け

ることになりますが、合併案では、未実現利益を含む額で土地を受け入れるので未実現利

益の消去処理を行わない場合があります。 

 その場合、土地の含み益を実現させたことになります。このようにＳ社の吸収合併によ

って、連結上の未実現利益を実現したものとして処理することには会計上問題があると見

られています。 



  
 

２４ 
 

Ｑ１１ 民事再生会社の増資を引き受けて子会社にする場合に発生する、多額の連結

調整勘定の会計処理 

 当社は民事再生法を申請したＡ社のスポンサーとなり、Ａ社の再生計画に基づく増
資を引き受けて、Ａ社を子会社とする予定です。Ａ社を連結子会社とする場合、資本
連結手続によって多額の投資消去差額が発生しますが、これを連結調整勘定として
20 年以内の一定期間にわたって規則的に償却してもよいのでしょうか？ 

 

Ａ 

 資本連結手続にあたっては、子会社の資産・負債を時価評価した上で親会社の投資額

と相殺消去することとなります。民事再生会社においては、会社財産の調査・財産価額

の評定の結果、会社財産の時価評価が行われますが、この時点において多額の含み損失

が顕在化し、連結調整勘定が借方に多額に発生するケースが多く見受けられます。 

借方に発生した連結調整勘定は、一般に子会社の超過収益力の対価、すなわち暖簾と

考えられていますが、民事再生法のスポンサーになったケースでは、企業買収等のよう

にその会社の暖簾を積極的に評価するのではなく、再生計画に基づく増資金額を引き受

けるケースが多いため、発生した連結調整勘定について超過収益力としての対価が認め

られるかどうかについて、慎重な検討が必要と考えられます。 

 

資本連結実務指針（会計制度委員会報告第７号）33項によれば、連結調整勘定の評価

額が超過収益力の対価として、適当でないと考えられる場合には、相当の減額を行わな

ければならないとされており、そのような状況として、次のような例が示されています。 

・子会社の業績が株式取得時の予想よりも大幅に悪化し、将来の期間にわたって損失

が発生する状態が続くと予想されている場合 

・親会社の個別財務諸表において子会社株式の評価減が行われ、評価減後の株式簿価

が子会社資本の親会社持分額と連結調整勘定未償却残高（借方）との合計額を下回

った場合 

 

いずれのケースにしても、民事再生会社においてはその暖簾部分を積極的に評価する

ものではないため、再生計画に基づく利益計画等に基づいて連結調整勘定の評価の妥当

性を慎重に検討する必要があるものと考えられます。 

すなわち、株式の取得時点においては、利益計画等によって連結調整勘定の評価額の

妥当性が裏付けられるかどうか、また、その後の利益計画の達成度合が十分なものであ

り、資本連結実務指針 33 項に該当する状況に至っていないかどうかについて十分留意

する必要があります。 

これらの結果、連結調整勘定の評価額が子会社の超過収益力の対価として適当でなく

なった場合には、連結調整勘定の一時償却を実施すべきであると考えられます。 

 



  
 

２５ 
 

Ｑ１２ 建設業における連結会計と未実現利益控除 

当連結グループは、連結財務諸表提出会社であるＡ社が、工事の受注、最終検収及び建
設資材の製造販売を主な業務とし、土木・建築工事の施工設計は連結子会社であるＢ社が
受け持っています。Ｂ社の工事完了後、Ａ社が発注した業者が内装工事を行い、それが完
了した後工事物件の引渡しを行っています。 

Ａ社及びＢ社の会計基準は基本的には一致しているが、売上規模の関係で若干の相違が
ある。連結財務諸表における売上計上基準は以下のように記載されています。 

「当連結グループの売上の計上基準は、親会社においては、工期が一年以上で 10 億円
以上の工事については、工事進行基準を採用している。また、一部の連結子会社は工期が
一年以上で 5 億円以上の工事について、工事進行基準を採用している。」 
以下のケースについて、連結会計、特に未実現利益の処理についてご指導お願いします。 

 

 Ｑ１  

Ｂ社において工事が完了して売上計上しても、Ａ社では、内装工事中であるとかで、売
上計上日が異なる場合があります。この場合、連結上は未成工事支出金で計上されますが、
これに含まれる内部利益はどのように控除すべきですか。なお、Ａ社の受注における利益
率は、工事内容等によってさまざまであり、このため、Ｂ社に発注する金額もばらばらで
す。 

 

 Ａ１  

内部利益の控除は一般的には、売上製品別等の平均利益率を用いるのが実務的ですが、

建設業の場合、同一若しくは類似の工事であっても、利益率が著しく異なるケースが

あります。このため、内部利益の控除を行う場合平均利益率で控除すると、実態から

かけ離れた利益が控除されることになる場合があります。したがって、工事一件別の

利益率で控除するのが望ましいと考えます。具体的なケースを示すと以下のとおりと

なります。 

 

＜ケース１＞ 

Ａ社工事受注金額総額          １,０００ 

内Ｂ社への工事発注金額          ８００ 

Ｂ社の上記受注金額に対する工事原価    ７５０ 

 

[Ａ社の個別財務諸表の仕訳] 

B/S 未成工事支出金 ８００ ／ B/S 工事未払金 ８００  

 

[Ｂ社の個別財務諸表の仕訳] 

B/S 完成工事未収入金 ８００ ／ P/L 完成工事高 ８００  
P/L 完成工事原価 ７５０ ／ －  工事経費 ７５０ ※１

※１「工事経費」は工事原価の発生勘定 

 



  
 

２６ 
 

[連結消去仕訳] 

P/L 完成工事高 ８００  
 

P/L 完成工事原価 
B/S 未成工事支出金 

７５０ 
５０ 

 

B/S 工事未払金 ８００ ／ B/S 完成工事未収入金 ８００  

 

[連結消去後仕訳] 

B/S 未成工事支出金 ７５０ ／ －  工事経費 ７５０  

 

以上の結果、連結財務諸表上、未成工事支出金は７５０だけ連結貸借対照表に計上され

ることになり、損益及び未実現利益はゼロとなります。これをすべての取引に適用す

るわけで、そのためには工事受注番号、勘定科目等の統一の他、簡易で正確な処理が

できるよう同一工事に対する情報交換を密にする必要があります。 



  
 

２７ 
 

 Ｑ２  

工事進行基準における金額基準が異なっています。Ｂ社において工事進行基準を採用し
ていても、Ａ社では工事完成基準であるケースがあります。この場合の連結処理について
教えてください。 

 

 Ａ２  

連結上会計方針を親会社に統一すべきですが、会社の規模等で実務的に統一できないケ

ースがあります。今回の場合も子会社の売上規模を考慮して 5 億円という工事進行基準に

合理性がある以上、会計的にも認められるものと考えます。 

さて、この場合の連結処理を説明すると以下のとおりとなります。 

 

＜ケース２＞ 

工期２年 

Ａ社工事受注金額             ９００ 

内Ｂ社への工事発注金額          ８００ 

 内容を簡便化するため、Ａ社が受注した工事全体をＢ社に発注したこととし、Ｂ社

が工事完成と同時にＡ社が工事完了することとします。 

Ｂ社見積工事原価             ７００ 

第１期実際発生工事原価          ４２０ 

第 2 期実際発生工事原価          ３２０ 

実際発生原価合計             ７４０ 

 

＜第１期＞ 

[Ａ社の個別財務諸表の仕訳] 

B/S 未成工事支出金 ４８０ ／ B/S 工事未払金 ４８０  

 

[Ｂ社の個別財務諸表の仕訳] 

B/S 完成工事未収入金 ４８０ ／ P/L 完成工事高 ４８０  
P/L 完成工事原価 ４２０ ／ －  工事経費 ４２０  

 

[連結消去仕訳] 

P/L 完成工事高 ４８０  
 

P/L 完成工事原価 
B/S 未成工事支出金 

４２０ 
６０ 

 

B/S 工事未払金 ４８０ ／ B/S 完成工事未収入金 ４８０  

 

[連結消去後仕訳] 

B/S 未成工事支出金 ４２０ ／ －  工事経費 ４２０  

 



  
 

２８ 
 

＜第 2 期＞ 

[Ａ社の個別財務諸表の仕訳] 

B/S 完成工事未収入金 ９００ ／ P/L 完成工事高 ９００  
P/L 完成工事原価 ８００  B/S 未成工事支出金 

－  工事経費 
４８０ 
３２０ 

 

 

[Ｂ社の個別財務諸表の仕訳] 

B/S 完成工事未収入金 ３２０ ／ P/L 完成工事高 ３２０ （注） 
P/L 完成工事原価 ３２０ ／ －  工事経費 ３２０  

   （注）受注金額８００－第 1 期完成工事高４８０＝３２０ 

 

[連結開始仕訳] 

S/S その他剰余金期首 ６０ ／ B/S 未成工事支出金 ６０  

 

[連結修正仕訳] 

P/L 完成工事高 
B/S 未成工事支出金 

３２０ 
６０ 

 P/L 完成工事原価 ３８０  

B/S 工事未払金 ３２０ ／ B/S 完成工事未収入金 ３２０  

 

 [連結消去後仕訳] 

B/S 完成工事未収入金 ９００ ／ P/L 完成工事高 ９００  
P/L 完成工事原価 ７４０  B/S 未成工事支出金 

－  工事経費 
４２０ 
３２０ 

 

 



  
 

２９ 
 

 Ｑ３  

工期が１年以上の工事でＡ社においては、黒字工事なのですが、工事部門であるＢ社で
は赤字工事である場合の連結上の会計処理を教えてください。 

 

 Ａ３  

ご承知のとおり、税務上赤字工事については工事進行基準は採用できません。従って、

Ａ社は工事進行基準、Ｂ社は工事完成基準を採用していると仮定します。連結上は工

事全体が黒字であるため、連結グループ全体で工事進行基準を採用したとして会計処

理をする必要があると考えられます。 

 

＜ケース３＞ 

工期２年 

Ａ社工事受注金額            １,２００ 

内Ｂ社への工事発注金額          ８００ 

Ｂ社は出来高に応じて、Ａ社に請求するものとし、その出来高は発生原価に基づくも

のとします。 

Ｂ社見積工事原価             ８５０ 

第１期実際発生工事原価          ５１０ 

第 2 期実際発生工事原価          ３５０ 

Ｂ社は工事進行基準に応じた金額をＡ社に請求するものとします。 

 

＜第 1 期＞ 

[Ａ社の個別財務諸表の仕訳] 

B/S 完成工事未収入金 ７２０ ／ P/L 完成工事高 ７２０ 注 
P/L 完成工事原価 ４８０ ／ B/S 工事未払金 ４８０  

   注：出来高４８０×受注金額１２００÷発注金額８００＝７２０ 

 

[Ｂ社の個別財務諸表の仕訳] 

B/S 未成工事未収入金 ４８０ ／ B/S 未成工事前
受金 

４８０ 注 

B/S 未成工事支出金 ５１０ ／ －  工事経費 ５１０  

   注：発生工事原価５１０×受注金額８００÷見積原価８５０＝４８０ 

 

[連結修正仕訳] 

P/L 完成工事原価 
B/S 未成工事前受金 

３０ 
４８０ 

 
 

B/S 未成工事支出金 ５１０  

B/S 工事未払金 ４８０ ／ B/S 完成工事未収入金 ４８０  

 



  
 

３０ 
 

[連結消去後仕訳] 

B/S 完成工事未収入金 ７２０ ／ P/L 完成工事高 ７２０  
P/L 完成工事原価 ５１０ ／ －  工事経費 ５１０  

 

＜第 2 期＞ 

[Ａ社の個別財務諸表の仕訳] 

B/S 完成工事未収入金 ４８０ ／ P/L 完成工事高 ４８０  
P/L 完成工事原価 ３２０ ／ B/S 工事未払金 ３２０  

 

[Ｂ社の個別財務諸表の仕訳] 

B/S 完成工事未収入金 
B/S 未成工事前受金 

３２０ 
４８０ 

 P/L 完成工事高 ８００  

P/L 完成工事原価 ８６０  B/S 未成工事支出金 
－  工事経費 

５１０ 
３５０ 

 

 

[連結消去仕訳] 

P/L 完成工事高 
P/L 完成工事原価 
B/S 未成工事支出金 

８００ 
３０ 

５１０ 

 P/L 完成工事原価 
B/S 未成工事前受金 

８６０ 
４８０ 

 

B/S 工事未払金 ３２０ ／ B/S 完成工事未収入金 ３２０  

 

 [連結消去後仕訳] 

B/S 完成工事未収入金 ４８０ ／ P/L 完成工事高 ４８０  
P/L 完成工事原価 ３２０ ／ －  工事経費 ３２０  
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Ｑ１３ 多額の繰越欠損金がある場合における租税特別措置法上の諸準備金の税効果会計 

繰延税金資産が計上できない業績不振の会社においても租税特別措置法上の諸準備金
に関する繰延税金負債は計上しなければなりません。その場合準備金の取崩しに関わる法
人税調整額により、以下のように損益がゆがむことになりますが、何かいい方法がありま
すか。 

 

１．前期の状況 

固定資産の圧縮記帳     １,０００ 

（翌期より１０年間で均等取崩し） 

実効税率  （４０％） 

固定資産圧縮積立金       ６００ 

繰延税金負債   ４００ 

 

前期の「 貸借対照表 」 

    ：  
：  （固定負債）  

  繰延税金負債 ４００ 
：  ：  

（固定資産）  （資本の部）  
繰延税金資産 － 圧縮積立金 ６００ 

：  ：  

 

２．当期の仕訳 

B/S 繰延税金負債 ４０ ／ P/L 法人税等調整額 ４０ ※１ 

※１ ４０＝繰延税金負債４００×１／１０（均等取崩額） 

 

当期の「 損益計算書 」 

： ： 
税引前当期純損失  ２０ 
法人税、住民税及び事業税 ２ 
法人税等調整額  ４０ 
当期純利益 １８ 

 

 

 

 Ａ  

多額の繰越欠損金があり、かつ、当期以降も赤字が継続する場合は、繰延税金資産は

回収不能として計上できません。しかし、繰延税金負債については必ず計上することと

されているため、租税特別措置法上の諸準備金がある場合は、以下の例のように準備金
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の取崩しにともない当期純損失が当期純利益に変更されます。 

このような場合に損益が歪むことを避けるためには、準備金に関わる繰延税金負債を

計上しないという方法も考えられますが、繰延税金負債は必ず計上しなければならない

とされています。 

繰延税金負債を計上し、損益を歪めない方法は、繰延税金負債と同額の繰延税金資産

を計上する方法が考えられます。この方法は、準備金の取崩しに伴う繰延税金負債と同

額の繰延税金資産を取崩すことにより、法人税調整額への影響をなくす効果があります。 

 

１．前期の状況 

固定資産の圧縮記帳     １,０００ 

（翌期より１０年間で均等取り崩し） 

実効税率  （４０％） 

固定資産圧縮積立金       ６００ 

繰延税金負債        ４００ 

繰延税金資産        ４００ 

 

前期の「 貸借対照表 」 

    ：  
：  （固定負債）  

  繰延税金負債 ４００ 
：  ：  

（固定資産）  （資本の部）  
繰延税金資産 ４００ 圧縮積立金 ６００ 

：  ：  

 

２．当期の仕訳 

B/S 繰延税金負債 ４０ ／ P/L 法人税等調整額 ４０  
P/L 法人税等調整額 ４０ ／ B/S 繰延税金資産 ４０  

 

当期の「 損益計算書 」 

： ： 
税引前当期純損失  ２０ 
法人税、住民税及び事業税 ２ 
法人税等調整額   － 
当期純損失 ２２ 
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Ｑ１４連結子会社が保有する親会社株式を親会社に売却した場合の会計処理 

連結子会社が保有する親会社株式を親会社に売却した場合の連結上の会計処理はどの
ように考えればよいのでしょうか。 

 

 Ａ  

 平成 13 年 10 月 1 日施行の改正商法は、親会社が子会社の有する親会社株式を取得す

る場合には、親会社が株主総会の決議を得ることなく、取締役会の決議で、相対取引によ

り取得することを認めています（商§211 ノ 3）。この場合の決議事項は、買い受ける株式

の種類、総数及び取得価額の総額となり、その取得価額の総額は中間配当限度額（商§293

ノ 5）を超えることはできません。 

子会社が親会社株式を取得した場合には、個別上は有価証券（その他有価証券）の取得

となり、このうち親会社持分相当額については、連結上は資本の部に対する控除項目とな

ります。 

また、子会社が親会社株式を売却した場合に発生した売却損益は、個別上は損益取引と

して売却損益が損益計算書に計上され、税金費用が発生することになります。 

連結子会社における親会社株式の売却損益（内部取引によるものを除いた親会社持分相

当額）ないし持分法の適用対象となっている子会社及び関連会社における親会社株式等の

売却損益（内部取引によるものを除いた親会社等の持分相当額）の会計処理は、親会社に

おける自己株式処分差額の会計処理と同様とするものとされています(企業会計基準第 1

号「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」第 30 項、第 32 項)。また、こ

れらの売却損益は、関連する法人税、住民税及び事業税を控除後のものとすることとなっ

ています（企業会計基準適用指針第 2 号「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計

基準適用指針」）。 

従って、連結子会社が親会社株式を外部の第三者に売却した場合、連結上は、資本取引

として個別上の売却損益のうち親会社持分相当額について、税効果考慮後の売却損益を自

己株式処分差額に振り替えることになります。 

しかし、連結子会社が親会社株式を親会社に売却した場合の会計処理については、上記

の自己株式等の会計基準では特に取上げられていません。 

連結上、内部取引から生じた税金は、繰延法の考え方に従い、その対象物が外部に売却さ

れるまで支払税額を繰延税金資産に計上し、繰り延べることになります。ただし、

子会社が保有する親会社株式を親会社に売却した場合には、子会社側では課税され

ても、親会社側ではその自己株式を処分ないし消却する際に資本取引として取扱わ

れるため、棚卸資産のように連結グループ外部への販売等を通じて利益が実現する

会計期間に支払済みの税金費用を対応させるという考え方が適合しないことになり

ます。 

この場合の税金費用の処理としては、①当期の税金費用として計上し、利益剰余金のマイ

ナスとする方法、②資本剰余金のマイナスとする方法が考えられます。 
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このいずれの考え方をとるかは、連結子会社で発生した売却取引のうち、連結上、資本取

引とすべき部分をどう考えるかによっています。 

基本的には、「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」に示されているように、

連結子会社が外部の第三者に親会社株式を売却する場合の会計処理と子会社が親会

社を経由して第三者に売却する場合の会計処理の結果が整合するように税金費用の

処理を考えるのが妥当ではないかと思われます。この観点からは、②のように、親

子間の取引発生の時点で、税金費用は資本剰余金から控除し、その後親会社がその

自己株式を外部の第三者に売却した時点で売却差損益（税金控除後）を資本剰余金

に計上する方法が、より合理的な会計処理ではないかと考えられます。 

 

（参考文献）「自己株式・法定準備金の制度・会計・税務」 布施伸章著 （中央経済社） 
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Ｑ１５ 清算子会社の未実現利益の取扱い 

Ｐ社の１００％子会社Ｓ社は、当期において業績不振により清算をしました。Ｐ
社は、従来より設備メーカーのＳ社から固定資産の購入を行っており、未実現利益
の残高があります。 

今回のＳ社清算によって販売会社は消滅しますので、連結上も当該未実現利益は実現し
たものとして取扱ってよいでしょうか。 

 

 Ａ  

前期までの未実現利益の残高が５０、Ｓ社の剰余金が△３０（欠損金）であったとし、

当期にＰ社がＳ社に対して３０の資金贈与を行うことにより当該欠損金を負担した上

でＳ社を清算したものとします。資本金、減価償却費、税効果は考慮しません。 

 

① Ｐ社個別決算 

B/S 固定資産 １５０  （Ｓ社からの取得価額）  
P/L Ｓ社整理損 ３０  （資金贈与による損失）  

 

② Ｓ社個別決算 

B/S 剰余金 ０  （期首△３０＋資金受贈益３０） 
P/L 資金受贈益 ３０  （資金受贈による利益）  

 

③ 期首の連結仕訳 

S/S 期首剰余金 ５０ ／ B/S 固定資産 ５０ ※１ 

※１ 期首の未実現利益 

 

④ 当期の連結仕訳 

P/L 資金受贈益 ３０ ／ P/L Ｓ社整理損 ３０ ※２ 

※２ ①と②の資金贈与に係る P/L 項目を相殺消去 

 

上記のほかに、当期の連結仕訳として次のような未実現利益の実現仕訳が必要かという

ことになります。 

B/S 固定資産 ５０ ／ P/L ××× ５０  

Ｓ社は清算によって消滅しますが、過年度の未実現利益自体は資産保有しているＰ社

においてそのまま残っていると考えられます。実現仕訳の貸方Ｐ／Ｌ科目は取引上存在

しませんし、また、借方「固定資産５０」の計上によって資産の評価益を認識したのと

同じことになり、妥当な処理とは考えられません。従って、販売会社の清算によっても

未実現利益は影響を受けず、従来どおり連結上消去する必要があります。 

剰余金についても、Ｓ社はグループ内取引で計上した未実現利益５０がなければ８０

の事業損失を計上していたと考えられます（期首欠損金３０＋未実現利益の消去５０）
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から、連結上も負担する期末剰余金は８０減少していなければなりません。②のＳ社個

別決算の期末剰余金は「０」ですが、③の期首剰余金の修正５０と④の P/L 資金受贈益

３０の相殺消去処理によって、期末剰余金相当額は「△８０」となり、連結上の負担す

べき剰余金と一致します。 

一方、上記のケースとは逆に、購入会社の清算があった場合は、当該固定資産がグル

ープ内に留まるか外部へ処分されるかによって取扱いが異なります。グループ内に簿価

で留まる場合は、上記と同じ考え方で未実現利益はそのままとなりますが、グループ外

へ処分される場合は、処分損益として実現することになります。 
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Ｑ１６資本連結における土地再評価差額金の取扱い 

 

Ａ 

（１）Ａ社が連結子会社の場合 

 

 少数株主の存在する連結子会社が計上した再評価差額金の取扱いについては、リサー

チ・センター審理情報Ｎｏ．９「改正土地再評価法に関するＱ＆Ａ」Ｑ１０において、そ

の取扱いが示されています。Ｑ＆Ａでは、「連結子会社に生ずる再評価差額金については、

通常の剰余金と同様に持分比率に応じて親会社持分と少数株主持分に按分する」とされて

います。したがって、剰余金と同様に扱うため、資本連結により少数株主持分相当額につ

いては少数株主持分に振替えられ、親会社持分相当額については連結消去されることとな

ります。具体例を挙げると、次のようになります。（実効税率は４０％とします。） 

 

≪Ｐ社≫ Ａ社株式の持分比率８０％、個別財務諸表上の子会社株式７００ 

≪Ａ社≫ 土地の再評価益２５０（再評価に係る繰延税金負債１００、再評価差額金  １

５０） 

Ａ社個別財務諸表は以下の通りとします。 

諸資産     ８５０ 
  ： 
 
土 地     ４００ 
  ： 

諸負債       ３００ 
繰延税金負債  １００ 
  ： 
資本金       ５００ 
再評価差額金  １５０ 
剰余金       ２００ 
  ： 

 

≪連結仕訳≫  資本金        ５００ ／ 子会社株式   ７００ 

再評価差額金   １５０ ／ 少数株主持分  １７０ 

            剰余金        ２００ ／ 

            連結調整勘定    ２０ ／ 

 （注）少数株主持分１７０＝（資本金５００＋再評価差額金１５０＋剰余金２００）×

２０％ 

なお、繰延税金負債（又は資産）についての処理は不要です。 

Ｐ社は、今期にＡ社の発行済株式を取得して持分比率が８０％となり、連結子会社に該当
することになりました。Ａ社は過年度において土地の再評価を実施しており、負
債の部に「再評価にかかる繰延税金負債」、及び資本の部に「再評価差額金」を計
上しております。Ｐ社がＡ社を連結するにあたって、どのように処理したらよい
のでしょうか。 

また、仮にＡ社が持分比率３０％の持分法適用会社であった場合には、どのように異なる
でしょうか。 
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（２）Ａ社が持分法適用会社の場合 

 

 同様に、リサーチ・センター審理情報Ｎｏ．９「改正土地再評価法に関するＱ＆Ａ」Ｑ

１０において、その取扱いが示されています。すなわち、持分法適用会社に生ずる再評価

差額金のうち持分相当額については、持分法投資損益と区別して連結財務諸表の再評価差

額金として計上することになります。したがって資本連結の結果、親会社持分相当額が連

結財務諸表に計上されることとなります。具体例を挙げると、次のようになります。（実効

税率は４０％） 

 

≪Ｐ社≫ Ａ社株式の持分比率３０％ 

≪Ａ社≫ 土地の再評価益２５０（再評価に係る繰延税金負債１００、再評価差額金  １

５０） 

Ａ社個別財務諸表は以下の通りとします。 

諸資産     ８５０ 
  ： 
 
土 地     ４００ 
  ： 

諸負債       ３００ 
繰延税金負債    １００ 
  ： 
資本金       ５００ 
再評価差額金    １５０ 
剰余金       ２００ 
  ： 

 

≪連結仕訳≫ 関係会社株式   ４５ ／ 再評価差額金   ４５ 
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Ｑ１７ 持分法での未実現利益の消去の会計処理 

 

Ａ  

未実現利益の消去の会計処理は、基本的には「持分法会計に関する実務指針について」

第 11～13 項に準拠して行うことになります。 

＜ダウンストリームの場合＞ 

（消去額の計算） 

売手側である投資会社に生じた未実現利益は、買手側が非連結子会社である場合

には全額消去し、関連会社である場合には原則として当該関連会社に対する投資会

社の持分相当額を消去することになります。買手側が関連会社の場合にも全額消去

する考え方もありますが、子会社の場合と異なり、関連会社に対しては財務及び営

業の方針決定に対して重要な影響を与えているものの、他の支配株主又は主要株主

が存在するか、共同支配を行っているため、未実現利益のうち第三者の持分部分に

ついては実現したものと考えられることから、投資会社の持分相当額のみを消去す

ることになります。ただし、他の株主に資金力又は資産がなく投資会社のみが借入

金に対し債務保証を行っている場合のように契約上又は事実上、他の株主に実質的

な支配力又は影響力がない等未実現利益のうち他の株主の持分部分が実質的に実

現していないと判断される場合には、全額消去することになります。また、売手側

である連結子会社に生じた未実現利益も上記投資会社の場合と同様に処理するこ

とになります。 

 

（会計処理） 

売上原価又は、持分法投資損益  ×××  ／関連会社株式  ×××   

売手側である連結会社（投資会社又はその連結子会社）に生じた未実現利益の消

去額は、売手側である連結会社の売上高等の損益項目と買手側である持分法適用会

持分法での棚卸資産に関する未実現利益の消去の会計処理はどのように行うのでしょ

うか。 

特に未実現利益の消去額が投資の額を超える場合、どの様に処理するのが妥当でしょ

うか。 
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社に対する投資の額に加減します。ただし、前者について利害関係者の判断を著し

く誤らせない場合には、持分法による投資損益に加減することができます。なお、

未実現利益の消去額が投資の額を超える場合に持分法適用会社に貸付けを行って

いるときは、その超過額について当該貸付金を減額します。 

未実現利益の消去額が投資及び貸付金の額を超える場合には当該超過額につい

て「持分法適用に伴う負債」等適切な科目をもって負債の部に計上します。この処

理は持分法適用会社ごとに行う必要があります。 

売上原価又は、持分法投資損益  ×××   

／貸付金又は持分法適用に伴う負債  ×××   

 

＜アップストリームの場合＞ 

（消去額の計算） 

持分法適用会社から連結会社に売却した場合の売手側である持分法適用会社に

生じた未実現利益は、持分法適用会社に対する連結会社の持分相当額を消去します。 

（会計処理） 

持分法投資損益  ×××  ／棚卸資産または、関連会社株式  ×××   

売手側である持分法適用会社で生じた未実現利益の連結会社の持分相当額は、「持

分法による投資損益」と買手側である連結会社の未実現利益が含まれている資産の額

に加減します。ただし、後者については利害関係者の判断を著しく誤らせない場合に

は、当該金額を持分法適用会社に対する投資の額に加減することができます。なお、

後者の方法を採用して投資勘定がマイナスになる場合には、原則的処理方法にしたが

いマイナス金額を連結会社の未実現利益が含まれている資産の額に加減する方法を

採るのが妥当と考えられます。 
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Ｑ１８ 持分法投資損益の表示 

 

Ａ  

原則として、連結財務諸表規則にしたがい、持分法投資損失は、営業外費用処理

する必要があります。 

ただし、理論的には、設問のように巨額な災害損失のような臨時的なもので、か

つ、連結上の経常損益に比べ相当程度に多額な特別損失が発生した場合には、特別

損失として処理することも考えられます。 

 

持分法投資損失は、連結財務諸表規則上、営業外費用に属する費用の例示に含ま

れていることから、現行会計実務上、営業外費用として処理されます。持分法によ

る投資損益は、過去には税金等調整前当期純損益の次に計上されていましたが、平

成 10 年の連結財務諸表規則の改正により、投資に係る損益であることから営業外

損益の区分に計上されることとなったものです。 

ご質問にあるように親会社個別決算上で株式評価損及び貸倒引当金繰入額を特

別損失として計上しており、連結上もこれと同額の損失を計上することにした場合

についてもこの取扱いに準拠して、連結上は持分法投資損失を営業外費用に計上し

た結果、個別決算上の経常損益と連結決算上の経常損益に乖離が生じるケースがあ

ります。このようなケースで持分法投資損失の臨時性及び連結ベースでの巨額性を

再度判定した上で、これを連結上特別損失として処理することも理論的には可能で

あると考えられます。 

持分法適用会社の臨時的、かつ、巨額の損失を連結財務諸表上、特別損失処理する

ことは可能でしょうか。 

例えば、持分法適用会社が当期において災害損失により多額の損失計上したことにより

債務超過に陥った期において、親会社個別決算上で株式評価損及び貸倒引当金繰入額

を特別損失として計上しており、連結上もこれと同額の損失を計上することにした場合、連

結損益計算書上で持分法投資損失を特別損失処理することは可能でしょうか。 
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ただし、持分法投資損失を特別損失に計上する際の基準となる臨時性については

慎重な判断が必要です。例えば、持分法適用会社で営業不振等により多額の経常損

失が計上された場合については、臨時性があるとは考えられません。一方、持分法

適用会社で災害及びリストラ等による特別損失の発生額が経常損益に比べ相当程

度に多額であったことにより、多額の当期純損失が計上された場合については、臨

時性があるものと解することができます。 

これらは、持分法がいわゆる一行連結であるため、その発生原因にかかわらず一

行で示すことに限界があるものであり、開示方法等については今後の検討課題の一

つと考えられます。 



  
 

４３ 
 

Ｑ１９ 持分法適用会社の留保利益に対する税効果の取扱い 

 

Ａ 

①連結子会社の留保利益に対する税効果 

 連結財務諸表における税効果会計の中で、連結子会社の留保利益に対する税効果の適用

という手続きがあります。 

  そもそも子会社へ投資を行った際には、連結財務諸表上の価額と投資の取得価額とは一

致しているため、当該投資からは税効果会計上の一時差異は発生しません。しかし、親会

社の投資後において、子会社の経済活動から損益が生じるため投資の連結財務諸表の価額

は増減します。すなわち子会社で当期利益が発生すれば、投資の連結財務諸表の価額はそ

の当期利益分増加します。このような投資の連結財務諸表の価額の増減は為替換算調整勘

定の増減や連結調整勘定の償却等からも発生しますが、主たる増減理由は子会社で発生し

た損益によることが一般的です。 

  この投資の連結財務諸表価額が増減することにより、投資時点の投資価額とは差額が生

じます。この差額は、将来税金の増減効果があることから、連結財務諸表固有の税効果会

計上の一時差異に該当します。 

  子会社投資に係る税効果会計上の一時差異の解消は、子会社株式を売却したり、子会社

株式の減損額が税務上も損金算入されたり、子会社の留保金が親会社に配当されたりする

ことによって行われます。これらの事項のうち、子会社株式の売却や子会社株式の減損の

損金算入を解消事由とする税効果会計上の一時差異については、予測可能な将来において

売却の意思決定が明確な場合や減損の損金算入の要件が満たされる場合を除いて、税効果

資産･負債を認識しません。一方、子会社の留保金が親会社に配当されることを解消事由と

している場合には、親会社が子会社の留保金を回収することは通常の行為であることから、

原則として税効果を認識します。 

よって親会社の投資後において子会社で利益を計上して留保金が発生している場合、期

末現在の留保金が将来において親会社に配当されたと仮定した際の親会社で負担される税

金の額が連結財務諸表において繰延税金負債に計上されることになります。具体的には、

国内子会社の場合には、通常は税務上において益金不算入とされるため、配当金のうち税

務上益金不算入として取り扱われない額のみが繰延税金負債の対象となります。また海外

 当社の連結財務諸表上の連結グループには、連結子会社と持分法適用の関連会社があ

ります。連結子会社の留保利益に対する税効果については、相当分を繰延税金負債とし

て計上しています。 

 一方、持分法適用会社の関連会社にも同様に留保利益の税効果を認識する必要がある

のでしょうか。 
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子会社の場合には、海外子会社のある国もしくは地域の税率よりも日本の税率が高く、外

国税額控除の税額控除を受けても追加税金が発生する場合の追加税金額が繰延税金負債と

なります。 

なお子会社に留保金があっても、再投資等の理由により親会社が当該子会社の利益を配

当しない方針としている場合や、子会社の利益を配当しないという他の株主等との間に合

意がある場合のように、配当しても課税が生じない可能性が高い場合には繰延税金負債の

計上は必要ありません。 

 

②持分法適用の関連会社（“持分法適用会社”）の留保利益の場合 

  上記①で連結財務諸表での連結子会社の留保金の税効果の取扱いを見ました。それでは、

持分法適用会社の場合はどのような取扱になるのでしょうか。 

  持分法適用会社の留保金の税効果会計の適用も、基本的には連結子会社の適用と同様に

取扱います。 

  持分法適用会社においても連結財務諸表上の投資の価額と投資時の投資価額との差額は

税効果会計上の一時差異に該当します。その留保金のうち、売却等により予見可能な将来

において実現すると見込まれない場合は、配当により回収する場合を除き、税効果を認識

しません。 

  配当により回収すると考えられる場合、将来において配当を実施した際に発生が予想さ

れる追加税金を投資会社の繰延税金負債として計上します。ただし持分法適用会社の留保

利益を将来配当させないという方針がある場合や、そのような株主間の合意がある場合に

は税効果は認識しません。 
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Ｑ２０ 開示セグメントの決定 

 

Ａ 

 わが国のセグメント情報の開示では、｢事業の種類別のセグメント情報｣、｢所在地別セグ

メント情報｣及び｢海外売上高｣が要求されています。これらの開示にあたって、各セグメン

トを具体的に会社の事業をどのような事業の区分に分割するかについての決定方法（セグ

メンテーション）が非常に重要です。 

このセグメンテーションの具体的な方法は、会計制度委員会報告第一号｢セグメント情報

の開示に関する会計手法｣で説明されていますが、どちらかと言えば形式的な区分に重点を

おいたセグメンテーションとなっています。 

このようなわが国のセグメンテーションの方法に対して、国際的な会計基準として代表

的な米国の会計基準（“ＵＳＧＡＡＰ”）や国際会計基準（“ＩＦＲＳ”）では、より実態面

を重視したマネジメント･アプローチという、わが国とは異なった考え方を採用しています。 

マネジメント･アプローチとは、企業のマネジメントが業績評価や資源配分等の意思決定

等に利用する内部利用目的の財務情報区分を外部報告目的のセグメンテーションとする考

え方です。 

企業は、業績評価や資源配分等の意思決定を行うために何らかの財務情報の単位に組織

を区分しています。例えば、事業部別、製品種類別、地域別、製品と地域のミックス、顧

客別等です。マネジメント･アプローチでは、このマネジメントが利用する内部利用目的の

財務情報区分をそのまま外部報告のセグメント情報のセグメンテーションとして利用しま

す。それによって、財務諸表の利用者がマネジメントの目を通して企業を分析することが

可能になりますし、より客観的なセグメンテーションによる情報が開示されることになり

ます。またマネジメント･アプローチでは企業内の情報を利用するため、作成コストがより

少なくできるといったメリットもあります。 

マネジメントアプローチのデメリットとしては、色々な会社の中で画一的なセグメント

情報とならないため、各社間の比較可能性が失われる可能性があることです。 

 当社では、有価証券報告書等の連結財務諸表の注記としてセグメント情報を開示してい

ます。そのセグメント情報での会社の事業の各セグメントへの分割の方法ですが、当社で

は日本標準産業分類を参考にして分割しています。 

 一方、海外では事業の各セグメントへの分割の際にマネジメント･アプローチという独特の

方法が採用されていると聞いたことがあります。 

わが国で採用されている分割の方法と国際的な会計基準で採用されているマネジメント･

アプローチとはどのような違いがあるのでしょうか？ 
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従来、ＵＳＧＡＡＰでは日本と同様に形式的なセグメンテーション方法が採用されてい

ました。しかし１９９７年６月に発行された米国財務会計基準審議会（ＦＡＳＢ）基準書

第 131 号｢企業のセグメント及び関連情報に関する開示｣において新たにマネジメントアプ

ローチが全面的に採用されました。ＩＦＲＳにおいても、ＵＳＧＡＡＰほど徹底していな

いものの、国際会計基準 14 号｢セグメント報告｣においてマネジメント･アプローチの考え

方を取り入れています。 

このようにマネジメントアプローチが世界の会計基準で主流になってきたのには理由が

あります。形式的なセグメンテーションのルールの基では、企業が細かく分割した事業の

会計情報を開示しないことが比較的容易だったのです。しかし財務諸表の読者にとっては、

ある程度は細かく分割された事業の会計情報が有用であることは言うまでもありません。 

実際に米国において、マネジメントアプローチが導入される前の事業部別セグメンテー

ションでは比較的大まかなセグメンテーションだったのが、マネジメントアプローチを採

用することによって細かなセグメンテーションで開示される傾向が強まりました。例えば

米国の有名企業であるＩＢＭなどは、マネジメントアプローチ導入前では事業別セグメン

トは一つのセグメントであるとして分割された情報が出されていませんでした。しかし、

マネジメントアプローチ導入後は複数の事業のセグメント情報が開示されることとなり、

より進んだセグメント情報が開示されるようになりました。 

 わが国においても、世界の会計基準の影響を受けて、近い将来マネジメントアプローチの

採用が検討される可能性があります。 
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Ｑ２１ セグメンテーションの変更に伴う開示方法 

 

Ａ  

セグメント情報は、連結財務諸表の注記事項ではありますが、多角化・国際化が進め

ばその連結財務諸表を読む上で、どこの部門が、また、世界のどこの地域が、儲かって

いるのか、採算が悪いのか、という重要な情報を提供するものであり、その位置付けは

連結中心の開示の中でますます高まっていく傾向にあります。 

その中で、セグメンテーションをどう行うかの意思決定は、非常に重要であり、また、

企業秘密にも繋がるところなので慎重に決定しなければならず、一度決定すればむやみ

にこれを変更することは望ましくありません。 

利害関係者にとって、セグメント区分別に期間比較を行いうることが重要であり、セ

グメンテーションの変更にあたっては、セグメンテーションにおける数値基準として売

上高の 10％や営業利益の 10％基準があり、10％を超えれば当然区分しなければなりませ

んが、逆に 10％を切った場合にはその原因が一時的なものか、今後の事業計画等を勘案

して長期的な観点からその開示の要否について慎重に判断すべきものといえます。 

また、セグメント情報の開示にあたっては、会社の経営管理体制に依存する割合が大

きく、通常はＥＤＰシステムで対応しなければ、その基礎データが算出できないケース

が多いと考えられます。セグメンテーションを変更するにあたっては、実務的にはシス

テムのプログラムの見直しや事務手数の増加などを伴うことになると思われます。 

セグメンテーションの変更に係る影響額の記載方法としては、次の２つの方法が考え

られます。 

① 前期の以前のセグメンテーション区分で、当期分を記載するのか 

② 当期の新しいセグメンテーション区分で前期分を記載するのか 

ご質問のようにその他の事業を細分化する場合には、前期分を変更後の基準で作成し

たものを注記することになると思われます。細分化した当期分のセグメント情報を前期

のように「その他」でくくるのは開示の意味がないからです。 

 当社は当期より、事業の種類別セグメントについて、新規事業である「ホテル部門」の重要性

が増したため、その他の区分から新たに区分することとしました。セグメントの区分を変更したと

きには、どのような開示が必要となりますか。 
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逆に、重要性がなくなり、その他に包含するような場合には、前期までの区分で表示

した当期分の金額を開示すべきであると思われます。 

また、全面的にセグメンテーションを見直した場合には、情報の有用性という観点か

らしても、当期の数値を旧基準で表示するよりも、前期の数値を新基準で作成して当期

の数値と比較する方が将来に向けて有用な情報になるものと考えられます。 
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Ｑ２２ 非連結子会社の連結追加に伴うキャッシュ・フロー計算書の開示 

 

Ａ 

 新たに連結対象となる企業が生じた場合、連結会計年度の期首においては連結対象と

なっていなかった企業の勘定残高が期末に連結財務諸表に含められてしまうため、間接

法でキャッシュ・フロー計算書を作成する場合、連結開始時点における資産及び負債の

調整をすることが必要となります。 

 連結財務諸表規則では、株式の取得により新たな連結子会社となった会社がある場合、

重要性が乏しい場合を除き、当該会社の資産及び負債の内訳を注記することを要求して

います（第８４条第１項第 2 号）。これに対し、重要性が増加したことによりそれまで

非連結子会社であった会社が新たに連結の範囲に含められることとなった場合につい

ては注記することを規則上では特に要求していません。これは、重要性が乏しかったた

め前期末において非連結子会社として取り扱われているということから、期首時点にお

ける資産及び負債の重要性は乏しいはずであり、制度上、注記を義務付ける必要性がな

いとの判断によるものと考えられます。従って、重要性の増加により非連結子会社が新

たに連結範囲に含められることとなった場合、連結開始時の資産及び負債の内訳注記は

原則的には必要がありません。 

 ただし、間接法でキャッシュ・フロー計算書を作成する場合、連結貸借対照表の売上

債権の増減、たな卸資産の増減、仕入債務の増減がキャッシュ・フロー計算書の金額と

一致しないことになるため、連結財務諸表の利用者に誤解を与えないように会社の判断

で注記をすることは問題ないと思われます。 

 この場合には、以下のような注記をすればよいと考えられます。 

 

 重要性増加により非連結子会社を連結の範囲に含めた場合、連結開始時の資産及び負

債の内訳注記は必要でしょうか。そして、必要と判断した場合、どのような注記をすればよ

いのでしょうか 



  
 

５０ 
 

新たに連結した子会社の資産及び負債の明細 

当連結会計年度より非連結子会社のＡ社及びＢ社の重要性が増したため、両社を新たに連

結することといたしました。両社の期首時点での資産及び負債の明細は次のとおり

であります。 

 

  （単位:百万円） 

 Ａ社  Ｂ社  合計 
流動資産      
 現金及び預金 ×××  ××  ××× 
 受取手形及び売掛金 ×××  ―  ××× 
 たな卸資産 ×××  ×××  ××× 
 その他 ××  ××  ××× 
固定資産      
 有形固定資産 ×××  ×××  ××× 
 差入保証金・敷金 ―  ×××  ××× 
 その他 ××  ×××  ××× 
   資産合計 ×××  ×××  ××× 
流動負債      
 支払手形及び買掛金 ×××  ×××  ××× 
 短期借入金 ××  ×××  ××× 
 その他 ××  ×××  ××× 
固定負債      
 長期借入金 ×××  ×××  ××× 
 その他 ××  ××  ×× 
   負債合計 ×××  ×××  ××× 

 



  
 

５１ 
 

Ｑ２３ ストック・オプションの費用科目 

 ストック・オプションの会計処理については、企業会計基準委員会から「ストック・
オプション会計に係る論点の整理（以下「論点整理」という）」（平成 14 年 12 月 19
日）が公表されましたが、その論点整理の中において、ストック・オプションの費用
科目についての言及がなされていません。また、商法の改正によって、付与対象者の
制限が撤廃されたことから、個人ばかりでなく法人に対しても付与することが可能と
なりました。 
 このように、広範囲にストック・オプションが付与されることが想定されることか
ら、会計上の費用科目が明らかにされる必要があると考えられます。これに対して、
国税庁では、所得税法基本通達の一部改正（23～35 共－6）を行い、それぞれのケー
スごとで、所得区分を示しています。ストック・オプションの付与の相手方又は付与
する目的等によって、どのような費用科目を設定すべきでしょうか。 

 

 Ａ  

 ストック・オプションの付与の制限が撤廃され、自社の役員ばかりではなく、監査

役、顧問弁護士、経営コンサルタント、子会社、関係会社、取引先、融資先等に対して

も付与することが可能となりました。これらの者にストック・オプションを付与（又は

権利行使）した場合、仮に費用認識をするとすれば、次表の区分に示す費用科目を使用

することが妥当と思われます。  

 

付与対象者 費用科目（会計上） 税務上の認識 
① 発行法人と被付与者
との間で雇用関係等のあ
る者（取締役、従業員等） 

役員賞与、給与 
（人件費の費用科目） 

給与所得、雑所得 

② 発行法人と被付与者
との間に取引関係等があ
り、有利な取引条件の確保
や円滑な取引関係の維持
等のために付与されたと
認められる場合（取引先、
経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、顧問弁護士
等）                   

経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、顧問弁護士 
→ 報酬 
取引先 → 交際費等 

事業所得、雑所得 
収益（法人） 

③ 発行法人が贈与の意
思で付与する場合（子会社
又は事業に関係しない者
等） 

子会社等 → 寄附金 
事業に関係しない者 
→ 寄附金 

一時所得（個人） 
受贈益（法人）       

④ 発行法人が何らかの
対価の代償として付与す
る場合 

その対価に応じた費用科
目を使用する。 

事業所得、不動産所得等 
収益（法人）                  

⑤ その他（被付与者の相
続人等） 

役員賞与、給与又は雑費                   雑所得 

 （注） 税務では、権利行使時に課税問題が生じます。 

 

以上 


