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I. 基準諮問会議への検討要望の内容 

（テーマ） 

無対価株式交換の会計処理 

（提案理由） 

平成 22 年度税制改正により無対価株式交換の取扱いが整備されているが、会計上、無対価の

組織再編の取扱いは、企業会計基準適用指針第 10 号「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」第 203-2 項において合併と会社分割の場合しか規定されておらず、

株式交換の場合の処理が規定されていない。したがって、無対価の株式交換の会計処理を明確

にする必要がある。 

（具体的内容） 

平成 22 年度税制改正により、無対価株式交換の取扱いが整備され、無対価であっても、完全

親法人となる会社の株式を交付した場合と資本関係が変わらず、株式の交付を省略したとい

えるものに限り、適格株式交換に該当するものとされた。これにより、税務上の処理は明確化

され、取引が増加しているものと考えられる。しかし、会計上、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において、無対価の場合の取扱いは、第 203-2 項において合

併と会社分割の場合しか規定されておらず、株式交換の場合の処理が規定されていない。ま

た、会社計算規則では、株式交換の規定である第 39 条において、無対価の場合の取扱いは明

記されていないものと考えられる。 

したがって、無対価の株式交換の処理についての取扱いを示す必要がある。税務上は、処理

が明確化されているが、会計書籍では、税務とは異なる処理を示しているものもあり、現行

実務では、いくつかの処理が行われているものと思われる。その中で、取引の実態を表す処

理として、想定される処理は以下の二つが考えられる。 

＜例＞ 

Ａ社とＢ社はＰ社の 100%子会社で兄弟会社であったが、Ａ社を株式交換完全親会社、Ｂ

社を株式交換完全子会社とした株式交換を行う。 

＜会計処理＞ 

Ｐ社：Ａ社株式／Ｂ社株式・・・Ｂ社株式の帳簿価額をＡ社株式へ振替 

① 株式を対価とする株式交換と同様の処理 

Ａ社：Ｂ社株式／払込資本・・・株式交換完全子会社となる会社Ｂ社の株主資本の額 

② 親会社から子会社への現物出資と同様の処理（税務と同様の処理） 

Ａ社：Ｂ社株式／払込資本・・・Ｐ社におけるＢ社株式の帳簿価額 

Ｐ社の処理は、投資の継続として、保有する子会社株式の振替を行うことになるものと考
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えられるが、株式交換完全親会社となる子会社の会計処理は、①又は②のいずれによるべき

か、若しくは、他の適切な処理があるのか検討し、明確にする必要がある。 
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II. テーマアップの要件への該当 

1. 上記提案におけるテーマアップの要件への該当は、以下のとおり分析される。 

(1) 広範な影響があるか。 

本テーマは、無対価株式交換（株式交換の対価が支払われない株式交換をいう。

以下同じ。）に関するものである。 

事務局が監査人にヒアリングした範囲では、同一の株主に完全に支配されてい

る子会社が他の子会社を株式交換により完全子会社化する際に無対価で行われる

例が見られるが、さほど頻繁に発生する取引ではないと考えられる1。 

したがって、無対価株式交換を行う事例は比較的多くはないと想定され、広範

な影響を及ぼすものではないと考えられる。 

(2) 作成者、利用者、監査人等からのニーズはあるか。 

本テーマは、同一の株主に完全に支配されている子会社間で無対価株式交換が

行われる場合の個別財務諸表上の会計処理の明確化を求めて、監査人から提案さ

れたものである。 

(3) 会計実務における多様性はあるか。（多様性の解消により比較可能性の改善が見

込まれるか。） 

本テーマは、企業会計基準第 21 号「企業結合に関する会計基準」（以下「企業結

合会計基準」という。）及び企業会計基準適用指針第 10 号「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」という。）に

明確な定めがなく、会計実務における一定程度の多様性が生じている可能性があ

る。 

(4) 会計基準レベルのものではないか。 

本テーマは、結合分離適用指針における取扱いの改正を求めているものであり、

会計基準レベルのものには該当しない。 

(5) 適時に実務対応報告等の開発が可能か。 

                                                  
1 事務局が EDINET を使用して、2006 年 1 月 1日から 2016 年 12 月 31 日までを提出日とする有

価証券報告書（内国法人・組合が提出者のものに限る。）を「無対価」でキーワード検索したと

ころ、無対価株式交換について記載していた事例が見られたのは 2社であった。 
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本テーマは、論点は明確であるが、会社計算規則には無対価株式交換に関する取

扱いは明確に定められていないことから、結合分離適用指針の改正にあたっては

会社計算規則との整理が必要になると考えられる。 

 

III. 実務対応専門委員会における本テーマの評価 

2. 本テーマは、結合分離適用指針における、完全親子会社関係（結合当事企業のすべ

てが同一の株主に株式のすべてを直接又は間接保有されている関係をいう。以下同

じ。）にある子会社間の無対価株式交換の個別財務諸表上の会計処理の明確化に関

する提案である。 

3. 本テーマについては、第 1 項(1)に記載のとおり無対価株式交換を行う事例は比較

的多くはないと想定される中、仮にテーマアップされた場合には、第 1 項(5)に記

載のとおり会社計算規則との整理が必要となり、結論を得ることは容易ではないと

考えられる。これらを考慮すると、ASBJ の新規テーマとして採り上げるには至らな

いと考えられる。 
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IV. 論点の整理 

4. 完全親子会社関係にある子会社間で株式交換が行われる際に、対価を支払わないと

いう例が見られるが（図 1参照）2、その際の個別財務諸表上の会計処理の明確化が

求められている。 

 ［図 1］ 完全親子会社関係にある子会社間の無対価株式交換 

株式交換前 株式交換後 
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※ 同一の株主（P社）に完全に支配されている一方の子会社（A社）が他の子会社（B社）

を株式交換により完全子会社とするが、株式交換完全親会社（A 社)は株式交換完全子会社

の株主（P社)に株式交換の対価を交付しない。 

5. 完全親子会社関係にある子会社間の無対価株式交換（図 1 参照）は、株式交換完全

親会社（A 社）が株式交換完全子会社の株主（P 社）に自社の株式を発行しないも

のの、親会社（P社）の子会社（A社）に対する持分比率は 100％と変化はなく、対

価の支払のある株式交換と組織再編後の経済的実態は同一であると考えられる。 

6. また、完全親子会社関係にある子会社間の対価の支払いのある株式交換は、親会社

が一方の完全子会社の株式を他方の完全子会社に現物出資する取引と組織再編後

の経済的実態は同一である。 

7. これらを踏まえ、まず、完全親子会社関係にある子会社間の対価の支払のある株式

                                                  
2 無対価株式交換の会社法上の取扱いについては、「会社法 768 条 1 項 2号は、「金銭等を交付す

るときは」と規定していることから、無対価での株式交換も可能である」（「新・会社法実務問題

シリーズ・9」森・濱田松本法律事務所編著、中央経済社、2015 年、150 頁）との見解がある。 

ただし、無対価株式交換の場合の株主資本等の変動について、会社計算規則上の取扱いは明確

にされていない。 

P 社 

（親会社） 

B 社 

（子会社） 

A 社 

（子会社） 

B 社 

（孫会社） 

P 社 

（親会社） 

A 社 

（子会社） 
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交換、及び完全親会社から完全子会社への子会社株式の現物出資について、それぞ

れ関連する現行の会計基準の規定を整理する。 

 

論点に関連する現行の会計基準の規定 

（完全親子会社関係にある子会社間の対価の支払のある株式交換） 

8. 結合分離適用指針においては、共通支配下の取引として行われる対価の支払のある

株式交換について、以下のように定めている（結合分離適用指針第 236-4 項）。 

236-4．株式交換に際して、親会社（株式交換完全親会社）が、株式交換完全

子会社以外の子会社（中間子会社）に対価を支払う場合、親会社が中間子

会社から追加取得する株式交換完全子会社株式の取得原価は、株式交換完

全子会社の株式交換日の前日の適正な帳簿価額による株主資本の額に、株

式交換日の前日の持分比率を乗じた中間子会社持分相当額により算定す

る。また、その額を払込資本として処理する。 

中間子会社が、株式交換完全子会社株式と引き換えに受け入れた親会社

株式の取得原価は、当該株式交換完全子会社株式の適正な帳簿価額により

算定する。 

 

（完全親会社から完全子会社への子会社株式の現物出資） 

9. 企業会計基準第 7号「事業分離等に関する会計基準」（以下「事業分離等会計基準」

という。）において、資産を移転し移転先の企業の株式を受け取る場合の移転元の

会計処理については、事業分離における分離元企業の会計処理に準じて行うことと

されている(事業分離等会計基準第 31 項)。また、事業分離等会計基準では、分離

先企業が子会社である場合の事業分離における分離元企業である親会社の会計処

理について、以下のように定めている(事業分離等会計基準第 19 項)。 

19.事業分離前に分離元企業は分離先企業の株式を有し子会社株式としてお

り、事業分離により分離先企業の株式（子会社株式）を追加取得した場合、

分離元企業（親会社）は次の処理を行う。 

(1) 個別財務諸表上、第 17 項(1)と同様に、移転損益は認識せず、当該分

離元企業が追加取得した分離先企業の株式（子会社株式）の取得原価

は、移転した事業に係る株主資本相当額に基づいて算定する。 
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10. また、子会社を１つの企業（事業）と捉えた場合3、企業集団内の子会社株式の現物

出資は、企業集団内において現物出資により事業を受け入れる取引（以下「事業の

現物出資」という。）として企業結合会計基準の対象となると考えられる（企業結

合会計基準第 118 項）。企業結合会計基準においては、共通支配下の取引により事

業を受け入れた会社の会計処理について、以下のように定めている（企業結合会計

基準第 41 項及び第 42 項）。 

41. 共通支配下の取引により企業集団内を移転する資産及び負債は、原則とし

て、移転直前に付されていた適正な帳簿価額により計上する。 

42. 移転された資産及び負債の差額は、純資産として処理する。 

 

（小括） 

11. 完全親子会社関係にある子会社間の対価の支払のある株式交換と完全親会社から

完全子会社への子会社株式の現物出資では、組織再編後の経済的実態は同一である

が、関連する現行の会計基準の規定を踏まえると、以下のとおり、株式交換と現物

出資では受け入れる子会社株式の取得原価の測定方法が異なっている。 

(1) 完全親子会社関係にある子会社間の対価の支払のある株式交換の場合 

株式交換完全親会社における株式交換完全子会社株式の取得原価は、株式交

換完全子会社の株式交換日の前日の適正な帳簿価額による株主資本の額によ

り算定する（結合分離適用指針第 236-4 項）4。 

(2) 完全親会社から完全子会社への子会社株式の現物出資の場合 

                                                  
3 企業会計基準第 10 号「金融商品に関する会計基準」（以下「金融商品会計基準」という。）に

おいては、個別財務諸表上、子会社株式は金融資産として取り扱われているものの、その性格は

事業投資と同じとされている（金融商品会計基準第 73 項）。また、結合分離適用指針においても

「子会社が保有する孫会社株式は、 上位の親会社が保有する子会社株式と同様、事業投資の一

形態と考えることができる。」とされており、子会社株式は事業投資の一形態と考えられている

（結合分離適用指針第 438-2 項）。 
4 結合分離適用指針第 236-4 項における親会社が企業集団内の中間子会社から株式交換完全子

会社株式を追加取得するときの会計処理については、吸収合併の場合（結合分離適用指針第 206

項）と同様であることを明らかにしたと説明されている（「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」の公表にあたって（2007 年 11 月 15 日 企業会計基準委員会））。 

ただし、事業を資産及び負債として直接的に受け入れる吸収合併の場合（結合分離適用指針第

206 項(1)(3)）とは異なり、事業を株式を通じて間接的に受け入れる株式交換の場合（結合分離

適用指針第 236-4 項）には、取得する株式の取得原価を株式交換完全子会社の適正な帳簿価額に

よる株主資本の額を基礎として算定することを通じて間接的に事業を受け入れることになる。 
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完全子会社が完全親会社から現物出資により受け入れる子会社株式の取得

原価は、完全親会社において移転直前に付されていた適正な帳簿価額により算

定する（企業結合会計基準第 41 項）。 
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V. 分析 

12. 企業結合会計基準及び結合分離適用指針では、完全親子会社関係にある子会社間の

無対価株式交換に関する個別財務諸表上の会計処理について明確な定めはない。 

この点、仮に、完全親子会社関係にある子会社間の株式交換においては、対価の

支払の有無が会計処理に影響を与えることは適当ではないという観点を重視する

ならば、組織再編後の経済的実態が同一である完全親子会社関係にある子会社間の

対価の支払のある株式交換、又は完全親会社から完全子会社への子会社株式の現物

出資に準じて会計処理することが考えられる5。 

13. ここで、完全親子会社関係にある子会社間の対価の支払のある株式交換の処理と完

全親会社から完全子会社への子会社株式の現物出資の処理のいずれの会計処理6と

整合性を図るかについては、一義的には定まらないが、株式交換と現物出資の法的

形式の違いを重視する場合、完全親子会社関係にある子会社間の対価の支払のある

株式交換（図 2参照）に準じて会計処理することが考えられる。 

  

                                                  
5 結合分離適用指針では、完全親子会社関係にある子会社間で組織再編の手法として対価が支払

われない合併が行われた場合には、無対価であるにもかかわらず、吸収合併存続会社が吸収合併

消滅会社の株主に株式を発行した場合（対価の支払のある場合）と同様に会計処理する取扱いが

定められている（結合分離適用指針第 203-2 項(1)）。 
6 完全親子会社関係にある子会社間の無対価株式交換について、仮に完全親会社（P社）から完

全子会社（A社）への子会社株式（B社株式）の現物出資に準じた会計処理を適用した場合には、

以下のようになると考えられる。 

(1)完全 親会社 P社（現物出資実施会社）の会計処理 

事業分離等会計基準第 19 項の分離元企業の会計処理に準じて、完全親会社 P 社は B 社株

式を完全子会社 A 社に現物出資した際に A 社株式を引き受けたものとみなして、移転した B

社株式の適正な帳簿価額に基づき、A社株式の取得原価を算定する 。 

(2) 完全子会社 A社（現物出資受入会社）の会計処理 

企業結合会計基準第 41 項及び第 42 項に準じて、完全子会社 A 社は事業の現物出資にあた

り新株を発行したものとみなして、取得した B 社株式の取得原価を移転直前に付されていた

適正な帳簿価額により計上し、その額を払込資本として処理する。 
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［図 2］ 完全親子会社関係にある子会社間の対価の支払のある株式交換 

株式交換前 株式交換後 

 

 

 

100%              100% 

 

        

          

 

 

 

 

 

 

 

        100％ 

 

 

             

100% 

      

 

 

※  同一の株主（P 社）に完全に支配されている一方の子会社（A 社）が他の子会社（B 社）

を株式交換により完全子会社とし、株式交換完全親会社（A社)は株式交換完全子会社の株

主（P社)に株式交換の対価として A社株式を交付する。 

 

14. 仮に、結合分離適用指針第 236－4 項の定めに準じた場合には、完全親子会社関係

にある子会社間の無対価株式交換は、以下のように会計処理することになると考え

られる。 

(1) 親会社 P 社（株式交換完全子会社の株主）の会計処理 

結合分離適用指針第 236-4 項の中間子会社（株式交換完全子会社の株主）の

会計処理に準じて、親会社 P 社は保有する株式交換完全子会社 B 社の株式と交

換に株式交換完全親会社 A 社の株式を取得したものとみなして、株式交換完全

子会社 B 社の株式の適正な帳簿価額により株式交換完全親会社 A 社の株式の取

得原価を算定する7。 

(借) A 社 株 式  100 (貸) B 社 株 式  100

(2) 子会社 A 社（株式交換完全親会社）の会計処理 

結合分離適用指針第 236-4 項の親会社（株式交換完全親会社）の会計処理に

                                                  
7 親会社 P 社は子会社 A 社を通じて子会社 B 社への投資が継続しているため、損益は発生しな

いと考えられる。 

P社 

（親会社） 

B 社 

（子会社） 

A 社 

（子会社） 

B 社 

（孫会社） 

P 社 

（親会社） 

A 社 

（子会社） 

（前提条件） 

・P社における B社株式の帳簿価額 100 

・B 社の株主資本の額 200 
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準じて、子会社 A社は株式交換にあたり自社の株式を発行したものとみなして、

取得した株式交換完全子会社 B 社の株式の取得原価を株式交換完全子会社 B 社

の株式交換日の前日の適正な帳簿価額による株主資本の額により算定し、その

額を払込資本として処理する。  

(借) B 社 株 式  200 (貸) 払 込 資 本  200

 

15. なお、会社計算規則には無対価株式交換に関する取扱いは明確に定められていない

ことから、結合分離適用指針の改正にあたっては会社計算規則との整理が必要にな

ると考えられる。 

 

ディスカッション・ポイント 

・ 事務局の分析について、ご意見を伺いたい。 

 

以 上 

 


