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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」および

関連する他の改正会計基準等の公表

■主旨
2013年9月19日

第239号

 2013年9月13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

よび関連する他の改正会計基準等（以下、「本会計基準等」）を公表しました。

 本会計基準等では、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行っています。

 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/docs/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を含む以下の会計基準等の改正が公表されました。

（会計基準）

 企業結合に関する会計基準（以下、｢企業結合会計基準｣）

 連結財務諸表に関する会計基準（以下、｢連結会計基準｣）

 事業分離等に関する会計基準（以下、｢事業分離会計基準｣）

 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

 株主資本等変動計算書に関する会計基準

 包括利益の表示に関する会計基準

 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｣）

（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（以下、｢結合分離適用指針｣）

 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

 株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針

 1 株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針（以下、｢EPS 適用指針｣）

本会計基準等は、2013 年 1 月 11 日に公開草案（注 1）を公表し、広くコメント募集を行った後、

ASBJ に寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で公表されたものです。
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２．改正の概要

本会計基準等では、次の 3 つの論点に絞って改正が行われています。

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、現行の取扱いと本会計基準等の取扱い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）。また、

本会計基準等では、少数株主持分から非支配株主持分への名称変更も行われています。

改正項目 現行 本会計基準等 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。（※1）（※2）

連結会計基準

26項、28項～30

項

事業分離会計

基準 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

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 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（注 6）、

結合分離適用

指針 70 項、73

項、EPS 会計基

準 30-6 項、EPS

適用指針 36-3

項

※1 公開草案では、子会社株式の一部売却において持分変動による差額を算定するにあたり、売却

した株式に対応するのれんを取り崩すこととされていたが、本会計基準等ではのれんを取り崩さ

ないことに変更された。

※2 公開草案では、自社の株式のみを対価として子会社株式を追加取得した場合の個別財務諸表

における取得原価の算定方法を、子会社の適切な帳簿価額による株主資本の額に基づくことが

提案されていたが、本会計基準等では従来通り時価によることとされた。
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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 2）。

現行 本会計基準等

＜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

３．適用時期等

本会計基準等は、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とされてい

ます。また、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

なる取扱いが定められています。

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。

新たな会計方針を

遡及適用した場合

の累積的影響額を

期首の剰余金に加

減する。

ただし、新たな会計

方針を将来にわた

って適用することが

できる。（※2）

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。（※3）



4

①非支配株主持分の取扱い

（イ）当期純利益の表示

2015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。

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 公開草案では、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用するか、将来にわたり新たな

会計方針の適用を行うこととされていた。

※3 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。

注

（1） 公開草案については、以下をご参照ください。

http://www.pwc.com/jp/ja/assurance/research-insights/accounting/japan-topics/2013/asbj-ac

counting-standards-business-combinations130116.jhtml

（2） 本会計基準等と併せて公表された「公表にあたって」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、以下をご参照ください。

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/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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