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実務対応報告公開草案第49号	
「連結財務諸表作成における	
在外子会社等の会計処理に関する	
当面の取扱い（案）」等の公表
　　　　 　

有限責任 あずさ監査法人

会計プラクティス部 兼 アカウンティングアドバイザリーサービス
マネジャー　村山　徹

企業会計基準委員会（ASBJ）は平成28年12月22日に、実務対応報告公開草案第49号
「 連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い（ 案 ）」

等を公表しました。
今回の改正の対象である、実務対応報告第18号「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」は、平成18年に公表された後、平成22年及び
平成27年に改正されており、今回は3度目の改正ということになり、かつ、報告の表
題も若干変更されています。
本稿では、今回の改正の内容について解説を行います。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることを、あらかじめ
お断りいたします。

 

村山　徹
むらやま　とおる
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Ⅰ.	 	改正によって影響を受ける範囲

平成18年に実務対応報告第18号が公表された当時は、国内子
会社がIFRSを適用することは想定されていなかったため「在
外子会社」の会計処理に関する当面の取扱いとされていました
が、今回の改正により対象範囲が国内子会社にまで拡大し、実
務対応報告の表題も「在外子会社等」の会計処理に関する当面
の取扱いに変更されています。本公開草案により、日本基準に
準拠した連結財務諸表を作成する親会社が、指定国際会計基
準（「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第
93条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ）又は修正
国際基準（国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会
計基準によって構成される会計基準）（以下「JMIS」という）に
準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有

価証券報告書により開示している国内子会社を有する場合に
影響があります。したがって、国内子会社が任意でIFRS又は
JMISを適用している場合はこの取扱いを適用できません。

なお、有価証券報告書による開示は、有価証券報告書提出会
社の保証会社に該当する国内子会社が、指定国際会計基準又
は修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成して有価証券
報告書提出会社の有価証券報告書により開示している場合も
含まれます。また、「当連結会計年度の有価証券報告書により開
示する予定の場合も含む。」とされており、国内子会社が年度末
から指定国際会計基準に移行する場合、会社法に基づく連結計
算書類及び金融商品取引法に基づく有価証券報告書のいずれ
も指定国際会計基準へ移行するパターンも当面の取扱いの適
用することができるものとされています。

また、後述のIVで説明するように、実務対応報告第18号の定

【ポイント】

−	 	今回の改正は、日本基準に準拠した連結財務諸表を作成する親会社が、
指定国際会計基準又は修正国際基準（JMIS）に準拠した連結財務諸表を
作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示している国
内子会社を有する場合に関連する。また、国内関連会社に対する取扱い
についても同様に、実務対応報告公開草案第50号（実務対応報告第24号
の改正案）「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い（案）」
が提案されている。

−	 	平成27年の実務対応報告第18号改正後、本公開草案の公表に至るまで
に、大きく以下の2点について検討が行われた。

	 	①国内子会社が指定国際会計基準又は修正国際基準（JMIS）を適用して
いる場合の、連結財務諸表作成における国内子会社の取扱いの検討

	 	②修正項目の追加に関する検討

−	 	本公開草案の公表段階では、上記①について、実務対応報告に基づく「当
面の取扱い」の適用範囲に国内子会社を含める改正が反映されているが、
②について、実務対応報告第18号が定める「明らかに合理的でないと認
められる場合」として、国際財務報告基準（IFRS）又は米国会計基準に準
拠した会計処理が、我が国の会計基準に共通する考え方と乖離する重要
な差異について、修正項目を追加するか否か引き続き検討が行われる予
定である。

−	 	今回の改正は、原則、平成29年4月1日以降に開始する連結会計年度の期
首から適用するが、改正実務対応報告第18号の公表日以後早期適用可能
である。
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めを準用している実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の
会計処理に関する当面の取扱い」（以下「実務対応報告第24号」
という）の定めの一部も、同様に変更されることとなり、上記国
内子会社と同様の状況の国内関連会社に投資している企業に
も影響します。

Ⅱ.	 	平成27年改正実務対応報告第18
号による修正項目の概要

実務対応報告第18号では、連結財務諸表を作成する場合、同
一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社およ
び子会社が採用する会計方針は、原則として統一しなければな
らないことを「原則的な取扱い」としています（企業会計基準第
22号「連結財務諸表に関する会計基準」第17項参照）。しかし、

「当面の取扱い」として、在外子会社の財務諸表が国際財務報告
基準（IFRS）又は米国会計基準に準拠して作成されている場合
には、当面の間、それらを連結決算手続上利用することができ
るものとしています。ただし、この「当面の取扱い」を用いる場
合であっても、重要性が乏しい場合を除き、連結決算手続上、
当期純利益が適切に計上されるよう当該在外子会社の会計処
理を修正しなければならないとし、具体的に修正対象となる項
目を4つ列挙しています（本稿Ⅲ1.参照）。

Ⅲ.	 	実務対応報告公開草案 
第49号による修正項目の概要－ 
2項目を追加検討

1.		平成27年改正実務対応報告第18号と実務対応報告公開
草案第49号の比較

前掲のⅡで説明した、実務対応報告第18号が定めている修
正4項目について、今回の改正では改正の対象外となっていま
す。しかし、これで実務対応報告の「当面の取扱い」で要求され
る修正項目の検討自体が終了したということを意味するのでは
なく、従来要求された4修正項目以外についても、「明らかに合
理的でないと認められる場合」に該当するものが生じれば、連
結決算手続上で修正を行うことが求められます。これは、IFRS
又は米国会計基準に準拠した会計処理が、我が国の会計基準
に共通する考え方（我が国の会計基準に共通する考え方として
は、当期純利益を測定する上での費用配分、当期純利益と株主
資本との連繋及び投資の性格に応じた資産及び負債の評価な
どが挙げられる）と乖離するものであり、一般に当該差異に重

要性があるため、修正なしに連結財務諸表に反映することは合
理的でなく、その修正に実務上の支障は少ないと考えられるた
めとされています。

以上の基本的な前提の下で、平成18年の実務対応報告第18号
の公表から本公開草案の検討時点までの間に、新たに公表又は
改正されたIFRSや米国会計基準による影響の考慮、さらには
IFRSのエンドースメントとしてのJMISの作成上、「削除又は修
正」とされた項目と本実務対応報告の修正項目との整合性等を
考慮することにより、特に重要と考えられる①資本性金融商品
のOCIオプションに関するノンリサイクリング処理及び②株式
の公正価値測定による差額の当期純利益に計上する処理を中
心に修正項目として追加する項目の有無について検討が行われ
ています。現在、これらを修正項目とする場合の実務対応の可
否等を検討中であり、本公開草案の最終基準化後、速やかに対
応を図る予定とされています。

平成27年改正実務対応報告 
第18号で定められている

修正4項目

実務対応報告公開草案第49号

改正状況 改正内容

のれんの償却 − −

退職給付会計における数理	
計算上の差異の費用処理

− −

研究開発費の支出時費用処理 − −

投資不動産の時価評価および
固定資産の再評価

− −

現在検討中の修正2項目 改正状況 改正検討の内容

資本性金融商品のOCIオプショ
ンに関するノンリサイクリング
処理

検討中 本稿Ⅲ2.　参
照

株式の公正価値測定による差額
を当期純利益に計上する処理

検討中 本稿Ⅲ3.　参
照

これらの検討内容について、以下の2 . 及び3 . で詳しく解説し
ていきます。

2.		資本性金融商品のOCIオプションに関するノンリサイク
リング処理（その他の包括利益を通じて公正価値で測定
する資本性金融商品への投資をヘッジ対象とした公正価
値ヘッジのノンリサイクリング処理を含む）

これは、現行のJMISにおいて、IFRS第9号「金融商品」に対す
る「削除又は修正」項目としてリサイクリングしなければならな
いものとされていますが、実務対応委員会報告第18号では修正
項目の対象とされておらず（ノンリサイクリングの修正項目は
退職給付会計における数理計算上の差異の会計処理のみ）、両
者の整合性がとれていないことから修正項目として追加すべき
か検討の俎上に上っています。
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3.		株式の公正価値測定による差額を当期純利益に計上する
処理

これは、特に平成29年12月以後適用が予定されている米国会
計基準会計基準更新書第2016-01号「金融商品―総論（サブト
ピック825-10）：金融資産及び金融負債に関する認識及び測定」
の公表により、すべての株式については公正価値で測定し（一
部の容易に決定可能な公正価値がない株式を除く）、未実現の
保有利得又は損失については、当期純利益に計上することが求
められるため1、IFRS第9号「金融商品」における「株式の公正価
値測定による差額を当期純利益に計上する処理」の修正と合わ
せ、修正項目として追加すべきか検討されています。

Ⅳ.	 	国内関連会社の会計処理に関す
る当面の取扱い

実務対応報告第24号は、在外関連会社に対する当面の取扱
いとして、実務対応報告第18号の在外子会社に対する当面の取
扱いに準じた処理を認めています。本公開草案の公表により、
実務対応報告第18号の定めが上記のように改正されたため、そ
れを準用する実務対応報告第24号も同様に別途実務対応報告
公開草案第50号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当
面の取扱い（案）」が公表されました。これにより、指定国際会
計基準又はJMISに準拠した連結財務諸表を作成して金融商品
取引法に基づく有価証券報告書により開示している国内関連会
社についても「当面の取扱い」の対象となります。

Ⅴ.	適用時期等

改正実務対応報告第18号の適用時期は、次のとおりです。

原則 平成29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 改正実務対応報告第18号の公表日以後、適用する
ことができる。

改正実務対応報告第18号の適用初年度よりも前から国内子
会社が指定国際会計基準又はJMISに準拠した連結財務諸表を
作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示
している場合において、当該適用初年度に「当面の取扱い」を
適用するときは、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更とし
て取り扱うことになります。

【関連トピック】
実務対応報告第18号「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 

（KPMG Insight Vol.12／May 2015 ）

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部 兼 アカウンティングアドバイザリーサービ
ス
マネジャー　村山　徹
TEL：03-3548-5555 （代表番号）
toru.murayama@jp.kpmg.com

1 ASU2016-01_Financial Instruments-Overall(Subtopic 825-10, ASC321-10-35-1, ASC321-10-35-2参照
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