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日本基準トピックス

ASBJ 「企業結合に関する会計基準（案）」及び

関連する他の会計基準等の改正案の公表

■主旨
2013年1月16日

第227号

 2013年1月11日、企業会計基準委員会（以下、「ASBJ」）は企業結合に関する会計基準お

よび関連する他の会計基準等の改正案（以下、「本公開草案」）を公表しました（コメント期

限は2013年3月15日）。

 本公開草案では、非支配株主持分の取扱い、取得関連費用の取扱い、および暫定的な

会計処理の確定の取扱いという３つの論点についての改正を提案しています。

 2015年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用し、2014年4月1日以後開始する事

業年度の期首から早期適用を認めることを提案しています（一部の項目を除く）。

・ 原文については、ASBJのウェブサイトをご覧ください。

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/bc_revise_2012ed/

----------------------------------------------------------------------------

1. 改正対象の会計基準等

企業結合に関する会計基準の改正案を含む以下の会計基準等の改正案が公表されました。

（会計基準）

 企業結合に関する会計基準（案）（以下、｢企業結合会計基準案｣）

 連結財務諸表に関する会計基準（案）（以下、｢連結会計基準案｣）

 事業分離等に関する会計基準（案）（以下、｢事業分離会計基準案｣）

 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準（案）

 株主資本等変動計算書に関する会計基準（案）

 包括利益の表示に関する会計基準（案）

 １株当たり当期純利益に関する会計基準（案）

（適用指針）

 企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針（案）（以下、｢結合分離適

用指針案｣）

 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（案）

 株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針（案）
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２．経緯

ASBJ は、企業結合に関する会計基準等の見直しを、ステップ 1（2008 年 12 月に完了）とステッ

プ 2 に分けて行ってきており、今回は、ステップ 2の一環とされています。

ステップ 1  持分プーリング法の廃止や段階取得の会計処理の変更など、短期コンバ

ージェンス・プロジェクト項目を中心に改正し、2008年 12月に完了（注１）。

ステップ２

（今回）

 主に国際会計基準審議会（IASB）と米国財務会計基準審議会（FASB）の

企業結合に関する共同プロジェクト（フェーズ II）で取り上げられた論点を

対象に検討。

2009年7月にASBJが公表した「企業結合会計の見直しに関する論点の整理」（以下、「論点整

理」）（注２）では各種の論点を提示していましたが、寄せられた意見やその後の審議の結果、対

象とする論点を絞って改正を進めることとされ、今回の公開草案の公表に至りました。

３．改正案の概要

本公開草案では、次の 3つの論点に絞って改正することが提案されています。

① 非支配株主持分の取扱い

② 取得関連費用の取扱い

③ 暫定的な会計処理の確定の取扱い

これらについて、現行の取扱いと公開草案の提案の要旨は以下のとおりです（①については、

（ア）会計処理と（イ）表示に関する改正が含まれているため分けて示しています）。なお、本公

開草案では、少数株主持分を非支配株主持分の名称に変更することも提案されています。

改正項目 現行 公開草案の提案 関連条項

①非支配株主持分の取扱い

（ア）子会社に対する親会社

の持分変動（支配継続

時）

子会社株の追加取得や

一部売却、子会社の時

価発行増資等を損益取

引として扱う。

持分変動による差額は、追

加取得時はのれん、他の

場合は損益に計上する。

子会社株の追加取得や

一部売却、子会社の時

価発行増資等を資本取

引として扱う。

持分変動による差額

は、資本剰余金に計上

する。

連結会計基準案

26項、28項～30

項

事業分離会計

基準案 17 項～

19 項

①非支配株主持分の取扱い

（イ）当期純利益の表示

当期純利益の額は、少

数株主損益を控除した

額となる。

当期純利益の額は、非

支配株主損益を含めた

額となる。

連結会計基準

案 39 項

②取得関連費用の取扱い

（例）外部アドバイザー等

への報酬・手数料等

企業結合における取得

関連費用のうち一部につ

いて取得原価に含める。

企業結合における取得

関連費用は、すべて発

生した事業年度の費用

として処理する。

なお、注記で当該費用

を開示する。

企業結合会計

基準案 26 項、

49 項

③暫定的な会計処理の確定

の取扱い

確定が企業結合年度の

翌年度に行われた場合、

損益影響額を、翌年度

に特別損益に計上する。

確定が企業結合年度の

翌年度に行われた場

合、確定による取得原

価の配分額の見直しの

影響を企業結合年度の

財務諸表（比較情報）に

遡って反映させる。

企業結合会計

基準案（注 6）

結合分離適用

指針案 70 項、

73 項
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また、上記①（イ）の当期純利益の表示の変更について、現行からの改正案の変更のイメージ

は次のとおりです（連結財務諸表において 2 計算書方式を採用する場合）（注３）。

現行 公開草案の提案

＜連結損益計算書＞ ＜連結損益計算書＞

---------- ----- ---------- -----

税金等調整前当期純利益 2,200 税金等調整前当期純利益 2,200

法人税等 900 法人税等 900

少数株主損益調整前当期純利益 1,300 当期純利益 1,300

少数株主損益 300 非支配株主に帰属する当期純利益 300

当期純利益 1,000 親会社株主に帰属する当期純利益 1,000

＜連結包括利益計算書＞ ＜連結包括利益計算書＞

少数株主損益調整前当期純利益 1,300 当期純利益 1,300

その他の包括利益： その他の包括利益：

---------- ----- ---------- -----

その他の包括利益合計 700 その他の包括利益合計 700

包括利益 2,000 包括利益 2,000

（内訳） （内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,600 親会社株主に係る包括利益 1,600

少数株主に係る包括利益 400 非支配株主に係る包括利益 400

４．適用時期等

本公開草案は、2015 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提案されて

います。なお、早期適用の可否と経過措置の取扱いについては、次のように改正項目によって

異なる提案がなされています。

改正項目 適用時期 早期適用（※１） 経過措置

①非支配株主持分の取扱い

（ア）子会社に対する親会社の

持分変動（支配継続時）

2015 年 4月 1日以後

開始する事業年度の

期首から適用する。

2014年4月1日以後

開始する事業年度の

期首から適用できる。

遡及適用を行わな

いことができる。

②取得関連費用の取扱い 同上 同上 同上

③暫定的な会計処理の確定の

取扱い

同上 同上 適用する事業年度

の期首以後実施さ

れる企業結合から

適用する（※２）

①非支配株主持分の取扱い

（イ）当期純利益の表示

同上 早期適用不可 過去の連結財務諸

表の表示の組替え

を行う。

※１ 早期適用する場合に、①（イ）の取扱いを除き、すべてを同時に適用する必要がある。

※２ 適用する事業年度の期首より前に実施された企業結合の暫定的な会計処理が、適用する事業

年度において確定したときの損益影響額は、従前の取扱いにより特別損益に計上する。
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５．本公開草案の対象とされなかった論点

本公開草案は、2009年7月の論点整理で取り上げられていた項目の一部を対象としており、それ以

外については、本公開草案の対象とされていません。これには、例えば、次のような項目があります。

項目 対象とされなかった理由

のれんの償却

（国際的な会計基準と同様に非償

却とするかどうか）

• 改正することについて、市場関係者の合意形成が十分でない。

• のれんを非償却とした IFRS 第 3号「企業結合」の取扱いにつ

いて、IASB に適用後レビュー（※）の必要性を提案していると

ころである。

子会社に対する支配の喪失

（支配喪失時に残存の投資につい

て評価替えするかどうか）

• 事業分離等会計基準や金融商品会計基準等の他の会計基

準にも影響する横断的な論点である。

• 実務における段階取得の適用状況をまず検証すべきとの意

見もある。

その他

（全部のれん方式の採用の可否、

条件付取得対価の取扱い、企業結

合に係る特定勘定の取扱い等）

• 現状では改正することにより財務報告の改善を図ることとなる

か否か意見が分かれているか、または、改正の必要性や適時

性は乏しいという意見が大半を占めている。

※ 基準が意図したように機能しているかについてのフィードバックを求め検討する手続

注

（１） ステップ１における企業結合に関する会計基準の改正（2008年12月）の概要については、以下を

参照ください。

http://www.pwc.com/jp/ja/assurance/research-insights/accounting/japan-topics/2009/200812

26-2.jhtml

（２） 2009 年 7 月の論点整理の概要については、以下を参照ください。

http://www.pwc.com/jp/ja/assurance/research-insights/accounting/japan-topics/2009/assets/

pdf/accounting_and_auditing_topics_92.pdf

（３） 企業結合に関する会計基準（案）等と併せて公表された「コメント募集及び概要」における参考資

料から抜粋し、一部加工したものです。原文は、以下を参照ください。

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/bc_revise_2012ed/bc_revise_2012ed_

01.pdf

本資料は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナル

からのアドバイスを受けることなく、本資料の情報を基に判断し行動されないようお願いします。本資料に含まれる情報は正確性または完全性を、

（明示的にも暗示的にも）表明あるいは保証するものではありません。また、本資料に含まれる情報に基づき、意思決定し何らかの行動を起こされ

たり、起こされなかったことによって発生した結果について、あらた監査法人、およびメンバーファーム、職員、代理人は、法律によって認められる範

囲においていかなる賠償責任、責任、義務も負いません。
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