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議題 実務対応レベルの新規テーマ評価 

項目 
親会社による子会社の吸収合併 

（実務対応専門委員会による評価） 
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本資料は基準諮問会議における審議のために作成されたものであり、企業会計基準委員会の公式な見

解ではない。 

I. 基準諮問会議への検討要望の内容 

（テーマ） 

親会社による子会社の吸収合併 

（提案理由） 

・ 共通支配下の取引のうち、親会社が子会社を吸収合併する場合、親会社は連結財務諸表上の帳

簿価額により子会社の資産及び負債を受け入れることになる（結合分離適用指針第 207 項）。

・ 平成 25 年改正の企業結合会計基準及び連結会計基準では、親会社と非支配株主との取引によ

り生じた差額は、のれん（資産）ではなく、資本剰余金（その他資本剰余金）として処理する

こととされた（連結会計基準第 28 項から第 30 項、事業分離会計基準第 17 項から第 19 項）。

ここで、当該資本剰余金（その他資本剰余金）は子会社の資産及び負債ではないことから、結

合分離適用指針第 207 項（親会社が子会社から受入れる資産及び負債の修正処理）に定める

連結財務諸表上の帳簿価額に含まれないと解されるものと考えられる。 

・ 上記を前提とすると、親会社が非支配株主が存在する子会社を完全支配関係を成立させた後

に吸収合併を行う場合、合併後の親会社の個別財務諸表上、非支配株主持分相当額から生じる

差額について、連結財務諸表上の帳簿価額としての資本剰余金（その他資本剰余金）の受入れ

はできなくなり、損益（抱合せ株式消滅差損益）として処理されることとなると考えられる。

・ このため、非支配株主から株式を取得し完全子会社とした後に吸収合併する場合、連結財務諸

表上、追加取得時に生じる差額として資本剰余金として処理されている額が、合併後の親会社

の個別財務諸表では、損益（抱合せ株式消滅差損益）となり、連結財務諸表と一致しないこと

になる。 

・ また、非支配株主が存在する状況で子会社を現金を対価として吸収合併する場合、「現金を対

価とする共通支配下の取引」と捉え、非支配株主持分相当額から生じる差額について「のれ

ん」とするか、株式が対価の場合と同様に、「資本剰余金」とするか明らかではないため、取

扱いの明確化が望まれる。 

・ 親会社が「非支配株主が存在する状況で子会社を対価現金で吸収合併する場合」と、「非支配

株主から株式を取得し完全子会社とした後に吸収合併する場合」とで、経済的効果は同じであ

ると考えられるものの、非支配株主相当額から生じる差額について、前者は「のれん」又は「資

本剰余金（その他資本剰余金）」、後者は「損益（抱合せ株式消滅差損益）」となり、両者の会

計処理に著しい相違が生じる可能性がある。 

・ 上記の組織再編は、実務上、一般的に行われる取引であり、親会社の個別財務諸表に重要な影

響を与える可能性があるため、具体的な会計処理を速やかに検討して頂くことを要望する。 
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（具体的内容） 

（例） 

・ P 社は S 社株式の 60％を 100 で取得した。S 社の資産は 100、負債は 0 であり（時価と簿価

は同じ）、のれんが 40 発生した。 

（ケース１）60％子会社を現金対価で吸収合併 

（ケース２）60％子会社を 100％子会社とした直後に合併 

P 社は 60%子会社とした直後、S 社の非支配株主から株式を 70（対価：現金）で取

得し、さらにその直後、100％子会社となった S 社を吸収合併した。 

（注）P 社による S 社株式の 60％取得、40％株式の追加取得（ケース２の場合）、P

社と S 社との吸収合併の各取引は別個の取引とする（一体取引として処理すべ

きものではない）ことを前提とする。 

ケース１ ケース２ 

60％子会社を吸収合併 60％子会社を 100％子会社とした直後に合併 

   S 株 式 70 現 金 70

資産 ( 6 0 %相当 ) 60 負債 (60%相当 ) 0 資産 ( 1 0 0 % 相当 ) 100 負債 ( 100%相当 ) 0

のれん(60%相当) 40 S 株式(60%相当) 100 のれん ( 6 0 %相当 ) 40 S 株式(100%相当) 170

資産 ( 4 0 %相当 ) 40 負債 (40%相当 ) 0 抱 合 株 消 滅 損

( 4 0 % 相 当 )

30  

のれん又はその他

資本剰余金 (40%

相 当 ) 

30 現金 (40%相当 ) 70   

・ 親会社が 60％子会社（支配獲得済）を合併する取引（非支配株主から 40％株式の買取）と、

親会社が 60％子会社（支配獲得済）の残余持分を非支配株主から買取り 100％子会社とした

後に吸収合併する取引は、経済的効果が同じであると考えられる。 

・ 他方、連結財務諸表上の帳簿価額に資本剰余金が含まれないとすると、両者の会計処理が著し

い差異があり、特に、ケース２の場合、これまで連結財務諸表上の親会社の取得後利益剰余金

相当額（のれん償却額を含む）と解されていた抱合せ株式消滅差損益の内容を合理的に説明す

ることが困難と考えられる。 

・ ケース１のような「非支配株主への支払対価を現金とする吸収合併」の場合、この取引を「現

金を対価とする共通支配下の取引」と捉え、非支配株主持分相当額から生じる差額について

「のれん」とするか、「その他資本剰余金」とするか取扱いの明確化が望まれる。 
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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。 

本テーマには、次の 2つの組織再編手法が含まれている。 

① 親会社が非支配株主の存在する子会社の株式を現金等の財産（以下「現金等」

という。）の対価で追加取得し完全子会社化した後に吸収合併する手法（以

下「親会社が子会社の株式を追加取得した後に吸収合併する取引」という。） 

② 親会社が非支配株主の存在する子会社を現金等の対価で吸収合併する手法

（以下「親会社が子会社を現金等の対価で吸収合併する取引」という。） 

上記①の手法は、事務局が監査人にヒアリングした範囲では、企業集団内の

組織再編の手法として一般的に行われているため、広範な影響があると考えら

れる。 

一方、上記②の手法は、事務局が監査人にヒアリングした範囲では、事例は少

ないと想定され、影響が限定的と考えられる。 

(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、親会社が子会社を吸収合併する場合の親会社の個別財務諸表上

の会計処理について、連結財務諸表上の会計処理との不整合の解消及び明確化

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。） 

親会社が子会社の株式を追加取得した後に吸収合併する取引（上記(1)①）の

親会社の個別財務諸表における会計処理は、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｣（以下「結合分離適

用指針」という。）において明確な定めがあるため、会計実務に多様性は生じて

いないと考えられる。 
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一方、親会社が子会社を現金等の対価で吸収合併する取引（上記(1)②）の親

会社の個別財務諸表における会計処理は、結合分離適用指針において明確な記

載がないため、仮に事例が発生した場合、会計実務に一定の多様性が生じる可

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明確化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。ただし、(5)に記載のとおり、仮

に検討を行う場合には、会計基準レベルの議論に及ぶ可能性がある。 

(5)適時に実務対応報告等の開発が可能か。 

いずれの取引も論点は明確であるものの、仮に検討を行う場合、会計基準レ

ベルの議論（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。）における共通支配下の取引に係る考え方や非支配株主

との取引に係る考え方との整合性等）に及ぶ可能性があり、相応の時間を要す

ると考えられる。 
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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、以下の 2つの組織再編手法に関して、結合分離適用指針における、親

会社が子会社を吸収合併する場合の親会社の個別財務諸表上の会計処理について、

連結財務諸表上の会計処理との不整合の解消及び明確化に関する提案である。 

(1) 親会社が子会社の株式を追加取得した後に吸収合併する取引 

(2) 親会社が子会社を現金等の対価で吸収合併する取引 

3. まず、親会社が子会社の株式を追加取得した後に吸収合併する取引（第 2 項(1)）

についての連結財務諸表上の会計処理との不整合の解消に関しては、個別財務諸表

における株主との間の資本取引の範囲を踏まえると、連結財務諸表と個別財務諸表

の整合性を図るべき性格のものではないと考えられ、連結財務諸表上の子会社株式

の追加取得に係る資本剰余金を親会社の個別財務諸表上においてその他資本剰余

金として引き継ぐ処理は根拠に乏しいものと考えられる。このため、現行の結合分

離適用指針の定めに従い、連結財務諸表上の子会社株式の追加取得に係る資本剰余

金は、親会社の個別財務諸表上においては抱合せ株式消滅差額として当期の損益と

して処理することになると考えられる。 

なお、当該抱合せ株式消滅差額について、親会社が子会社株式を追加取得してか

ら吸収合併するまでの期間が短い場合には、子会社投資の回収計算として、投資直

後に直ちに当期の損益として処理する根拠には乏しいとの指摘がある。この点を検

討する場合、会計基準レベルの改正（企業結合会計基準における共通支配下の取引

に係る考え方との整合性等）に及ぶ可能性があり、相応の時間を要すると考えられ

るが、本件については、相応の時間をかけて検討を行うほどの重要性はないと考え

られる。 

以上を踏まえて、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。 

4. 次に、親会社が子会社を現金等の対価で吸収合併する取引（第 2 項(2)）は、現時

点においても事例は少なく、影響は限定的と考えられることから、取扱いを明示す

る必要性は乏しいと考えられる 。また、仮に検討を行う場合、会計基準レベルの
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検討（企業結合会計基準等における非支配株主との取引に係る考え方との整合性等）

に及ぶ可能性があり、相応の時間を要すると考えられる。 

したがって、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 

5. 本テーマは、以下の 2つの組織再編手法に関して、結合分離適用指針における、親

会社が子会社を吸収合併する場合の親会社の個別財務諸表上の会計処理の取扱い

（結合分離適用指針第 205 項から第 207-2 項）に関するものである。 

(1) 親会社が子会社の株式を追加取得した後に吸収合併する取引 

連結財務諸表上で合併前に親会社が子会社の非支配株主から子会社の株式を

追加取得したことにより資本剰余金が計上されていた場合において、合併後の

親会社の個別財務諸表上において、連結財務諸表上の会計処理との整合性の観

点から、当該資本剰余金を引き継ぐべきかどうかが論点となるとテーマ提案者

から提案されている。 

(2) 親会社が子会社を現金等の対価で吸収合併する取引 

現金等を取得の対価として親会社が子会社を吸収合併する場合において、子

会社から受け入れた資産と負債の差額のうち株主資本の非支配株主持分相当額

と取得の対価との差額をのれんとするか資本剰余金とするかが現行の結合分離

適用指針においては明らかではないため、当該差額をどのように会計処理すべ

きかが論点となるとテーマ提案者から提案されている。 

 

(1)親会社が子会社の株式を追加取得した後に吸収合併する取引 

論点に関連する現行の会計基準の規定 

（親会社の個別財務諸表における会計処理） 

6. 親会社（吸収合併存続会社）が子会社（吸収合併消滅会社）から受け入れる資産及

び負債は、合併期日の前日に付された適正な帳簿価額により計上することとされて

いる（結合分離適用指針第 206 項(1)）。 

7. 親会社は、子会社から受け入れた資産と負債の差額のうち株主資本の額を合併期日

直前の持分比率に基づき、親会社持分相当額と非支配株主持分相当額に按分し、そ

れぞれ次のように処理することとされている（結合分離適用指針第 206 項(2)）。 
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(1) 親会社持分相当額の会計処理 

子会社から受け入れた資産と負債の差額のうち株主資本の親会社持分相当額

と親会社が合併直前に保有していた子会社株式（抱合せ株式）の適正な帳簿価

額との差額（以下「抱合せ株式消滅差額」という。）を特別損益に計上する。 

(2) 非支配株主持分相当額の会計処理 

子会社から受け入れた資産と負債の差額のうち株主資本の非支配株主持分相

当額と取得の対価（非支配株主に交付した親会社株式の時価）との差額（以下

「追加取得差額」という。）を非支配株主との取引に準じてその他資本剰余金と

する。また、合併により増加する親会社の株主資本の額は払込資本とする。 

 

（図１：親会社が子会社を吸収合併する場合） 

 子会社の株主資本    対価       差額    
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（親会社の個別財務諸表における会計処理を採用した根拠） 

8. 結合分離適用指針第 438 項によれば、親会社による子会社の吸収合併の会計処理に

ついては、「まず、子会社から受け入れた資産及び負債の差額を親会社持分相当額

と非支配株主持分相当額に按分し、共通支配下の取引として扱う部分と非支配株主

との取引に準じて扱う部分とを区分することとした」とされている。これは、「企

業集団内における合併と株式交換は、組織再編後の経済的実態は同じと考え、合併

後の財務諸表と株式交換後の連結財務諸表との整合性を図ることとしたためであ

る」と説明されている。具体的には、以下のように会計処理することとされている。 

(1) 「株式交換の会計処理において非支配株主との取引として取り扱われるのは、

子会社の資本のうち非支配株主持分相当額に関する部分であるため、合併の会

計処理においても子会社の資本のうち非支配株主持分相当額に関する部分につ

いては非支配株主との取引に準じて処理し、親会社が非支配株主に交付する株

式を時価で算定し、これと当該非支配株主持分相当額との差額をその他資本剰

余金に計上する」（結合分離適用指針第 438 項） 

(2) 「親会社持分相当額とこれに対する投資原価である子会社株式（抱合せ株式）

の適正な帳簿価額との差額（抱合せ株式消滅差額）は、株主との資本取引から

生じたものではないため、次の理由から、損益に計上した上で利益剰余金を増

減させることとなる。 

① 抱合せ株式消滅差額が差益の場合は、投資額を上回る回収額を表し、逆に、

差損の場合には投資額を下回る回収額を表すことになるので、合併を契機に、

このような子会社を通じた事業投資の成果を親会社の個別損益計算書に反

映させることが適当と考えられること 

② 抱合せ株式消滅差額が差益の場合には、子会社から配当金を受け取った後に

合併した場合と、また、差損の場合には、子会社投資に係る評価損を計上し

た後に合併した場合と組織再編の経済的実態が同じと考えられるので、それ

らの取引と同様の結果が得られるように会計処理することが望ましいと考

えられること 

③ 利益剰余金の増減は、原則として当期純利益に反映されたもののみから構成
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されることが適当であること」（結合分離適用指針第 438 項） 

 

（親会社が子会社から受け入れる資産及び負債の修正処理） 

9. 親会社の個別財務諸表では、第 6項に記載のとおり、原則として、子会社の適正な

帳簿価額により資産及び負債を受け入れるが、親会社が作成する連結財務諸表にお

いて、当該子会社の資産及び負債の帳簿価額を修正しているときは、個別財務諸表

上も、連結財務諸表上の金額である修正後の帳簿価額（のれんを含む。）により計

上することとされている（企業結合会計基準（注 9））1。 

したがって、連結財務諸表上、子会社株式の取得に係るのれんの未償却残高が計

上されている場合には、親会社の個別財務諸表上も当該金額をのれんとして引き継

ぐとされている（結合分離適用指針第 207 項）。 

 

（結合分離適用指針に関するこれまでの経緯） 

10. 平成 25 年改正の企業会計基準第 22 号「連結財務諸表に関する会計基準」（以下「連

結会計基準」という。）及び企業結合会計基準において、非支配株主との取引によ

って生じた親会社の持分変動による差額は、非支配株主との取引を資本取引とする

国際的な会計基準との比較可能性の向上、我が国において重視されてきた親会社株

主の視点、及び、実務上の課題2への対応(損益を計上する取引の範囲を狭めること)

を総合的に勘案し、のれんとして会計処理することから資本剰余金として会計処理

                                                  
1 企業結合会計基準には当該会計処理の考え方について特段の記載はないが、「逐条解説 企業結合会計基

準」（斎藤静樹編著、中央経済社、2004 年、124 頁（市川育義著））では、次のように説明されている。 

「親会社は、子会社投資について、連結財務諸表の作成上、支配獲得時の時価評価等を通じて子会社の資

産および負債の帳簿価額を修正し連結上の帳簿価額（取得原価）を算定しているとともに、連結上の帳簿

価額に基づく資本との差額を連結調整勘定として計上している。このため、たとえば、親会社が子会社を

吸収合併した場合には、親会社が作成する個別財務諸表上、実質的に子会社の現物回収であるとして子会

社の資産および負債を連結財務諸表に計上していた修正後の帳簿価額により評価するとともに、連結調整

勘定をそのまま受け入れ処理することが必要と考えられる。」 
2 当時、以下の実務上の課題が指摘されていた（連結会計基準第 51-2 項） 

(1) 連結子会社による当該連結子会社の自己株式の取得と処分又は非支配株主への第三者割当増資が繰

り返された場合、親会社の投資に生じている評価益のうち、持分比率が上がった部分はのれんに計

上され、持分比率が下がった部分は損益に計上されることが実務上起き得る。  

(2) 連結財務諸表上、支配獲得時に子会社の資産及び負債を全面的に評価替えしている限り、自社の株

式を対価とする追加取得では、その前後において資産及び負債に変化はないが、追加的なのれんが

計上され、当該のれんの償却がその後の利益に影響する。 

(3) 子会社の時価発行増資等に伴い生ずる親会社の持分変動差額は、損益として処理することを原則と

するが、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、利益剰余金に直

接加減することができるとされている。 
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することに変更されている（連結会計基準第 51-2 項）。 

11. これに伴い、結合分離適用指針第 206 項(2)においても、親会社が子会社を吸収合

併する場合の親会社の個別財務諸表上の会計処理に関して、非支配株主持分相当額

と取得の対価（非支配株主に交付した親会社株式の時価）との差額は、平成 25 年

改正前の結合分離適用指針と同様に、「合併後の財務諸表と株式交換後の連結財務

諸表との整合性を図る」（結合分離適用指針第 438 項）ことを踏襲し、連結財務諸

表における株式交換の会計処理の変更に合わせて、のれんとして会計処理する方法

からその他資本剰余金として会計処理する方法に変更されている。 

 

分析 

12. 親会社が非支配株主の存在する子会社の株式を現金等の対価で追加取得し完全子

会社化した後に吸収合併する場合（親会社による子会社株式の追加取得とその後の

吸収合併は１つの企業結合3を構成していない場合に限る。）において、結合分離適

用指針第 206 項から第 208 項の定めに従った親会社における会計処理は、以下のよ

うに考えられる。 

 

（親会社の個別財務諸表における会計処理） 

13. 第 7項に記載のとおり、親会社が子会社を吸収合併する場合、子会社から受け入れ

た資産及び負債との差額のうち株主資本の親会社持分相当額と親会社が合併直前

に保有していた子会社の株式（抱合せ株式）の適正な帳簿価額との差額（抱合せ株

式消滅差額）は、特別損益に計上することとなる。 

14. したがって、親会社による子会社株式の追加取得をした後に親会社が子会社を吸収

合併する場合、子会社株式の追加取得の対価は子会社株式の帳簿価額に含まれてお

り、親会社持分相当額と親会社が合併直前に保有していた子会社株式の適正な帳簿

価額との差額（抱合せ株式消滅差額）は、親会社の個別財務諸表においては、事業

投資である子会社株式の投資回収を通じた差額として、合併時に損益に計上される。 

 

                                                  
3 企業結合会計基準第 5 項では「複数の取引が１つの企業結合を構成している場合には、それらを一体と

して取り扱う」とされている。 
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（連結財務諸表における会計処理） 

15. 連結財務諸表上は、親会社が吸収合併前に子会社の非支配株主から子会社株式を追

加取得した場合には、追加取得により増加した親会社の持分と追加投資額の差額を

資本剰余金として会計処理することとされている（連結会計基準第 28 項）。 

16. したがって、親会社が子会社株式を追加取得し完全子会社とした後に吸収合併する

場合、連結財務諸表上、追加取得時に生じる差額は資本剰余金として会計処理され

ることになる。なお、当該差額は、第 14 項に記載のとおり、合併後の親会社の個

別財務諸表上では、損益（抱合せ株式消滅差損益）として会計処理されることにな

る。 

 （図２：親会社が子会社の株式を追加取得した後に吸収合併する場合） 

子会社の株主資本    対価       差額    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（検討） 
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非支配株主から子会社の株式を追加取得したことにより連結財務諸表上で資本剰

余金が計上されていた場合、合併後の親会社の個別財務諸表上において、連結財務

諸表上の会計処理との整合性の観点から、当該資本剰余金を引き継ぐべきか）を検

討するにあたっては、企業結合会計基準における共通支配下の取引及び非支配株主

との取引に係る考え方との整合性について整理が必要になると考えられる。 

具体的には、以下の点の整理が必要になると考えられる。 

(1) 親会社が子会社を吸収合併する場合に、連結上の帳簿価額を引き継ぐ範囲 

(2) 資本取引の範囲 

(3) 抱合せ株式消滅差額を損益に計上すべき時期 

 

連結上の帳簿価額を引き継ぐ範囲（第 17 項(1)） 

18. 親会社と子会社が企業結合する場合に、子会社の資産及び負債の帳簿価額を連結上

修正しているとき、親会社の個別財務諸表では、原則として、連結財務諸表上の金

額である修正後の帳簿価額により、子会社の資産及び負債を受け入れるとされてい

る（企業結合会計基準（注 9））。この会計処理の考え方について企業結合会計基準

には特段示されていないが、連結財務諸表上の帳簿価額を引き継ぐ範囲は、次の理

由から、子会社の資産及び負債のみになると考えられる。 

(1) 「共通支配下の取引は、親会社の立場からは企業集団内における純資産等の移

転取引として内部取引と考えた。」（企業結合会計基準第 119 項）とされている

ように、基本的に、子会社の資産及び負債を引き継げば、合併前後で企業集団

内における純資産の金額は変わらないため、企業結合会計基準における共通支

配下の取引の考え方と整合する。 

(2) 親会社の個別財務諸表において、連結上の帳簿価額により子会社から資産及び

負債を引き継げば、損益計算の観点から、合併前の連結財務諸表と合併後の親

会社の個別財務諸表との期間比較可能性は確保される。 
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資本取引の範囲（第 17 項(2)） 

19. 結合分離適用指針では、「本適用指針では、組織再編の形式が異なっていても、組

織再編後の経済的実態が同じであれば、連結財務諸表上（合併の場合には個別財務

諸表上）も同じ結果が得られるように会計処理を定めている」（結合分離適用指針

第 200 項）とされている。 

20. ここで、親会社が子会社の非支配株主から子会社の株式を追加取得したことにより

連結財務諸表上で資本剰余金が計上されていた場合、合併後の親会社の個別財務諸

表上においても、合併前の連結財務諸表上と同じ結果が得られるように、当該資本

剰余金を引き継ぐ会計処理を行うべきかが問題となる。 

21. この点、親会社が子会社の非支配株主の持分を現金等で追加取得した後に吸収合併

する場合、親会社の個別財務諸表においては、株主との間の取引は生じていないた

め、株主との間の資本取引には該当しない。 

 このように、個別財務諸表における株主との間の資本取引の範囲を踏まえると、

連結財務諸表と個別財務諸表の整合性を図るべき性格のものではないと考えられ、

連結財務諸表上の子会社株式の追加取得に係る資本剰余金を親会社の個別財務諸

表上においてその他資本剰余金として引き継ぐ根拠は乏しいと考えられる。 

 

抱合せ株式消滅差額を損益に計上すべき時期（第 17 項(3)） 

22. 連結財務諸表上の子会社株式の追加取得に係る資本剰余金を親会社の個別財務諸

表においてその他資本剰余金として引き継がない場合、連結財務諸表上の子会社株

式の追加取得に係る資本剰余金は親会社の個別財務諸表においては抱合せ株式消

滅差額に含まれることになり、現行の結合分離適用指針の定めに従えば、第 14 項

に記載のとおり、当該抱合せ株式消滅差額は当期の損益として計上することになる。 

23. ここで、子会社投資の回収計算として、投資直後に直ちに当期の損益として処理す

る根拠には乏しいとの指摘がある。この問題に対応するためには、抱合せ株式消滅

差額を当期の損益とするのではなく、何らかの形で将来の損益として繰り延べるこ

とを検討することになるが、共通支配下の企業結合の体系の中で、この損益の繰延
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べをどのように位置づけるかは、会計基準レベルの検討となる可能性があり、仮に

検討を行う場合、相応の時間を要すると考えられる。 

 

(2) 親会社が子会社を現金等の対価で吸収合併する取引 

論点に関連する現行の会計基準の規定 

24. 親会社の個別財務諸表において、親会社が自社の株式を対価として子会社を吸収合

併する場合、非支配株主持分相当額と取得の対価（自社の株式の時価）との差額（追

加取得差額）は、平成 25 年の連結会計基準及び企業結合会計基準の改正により、

のれんとして会計処理する方法からその他資本剰余金として会計処理する方法に

変更されている（結合分離適用指針第 206 項(2)①イ）。 

一方、非支配株主持分相当額の取得の対価が現金等であった場合の取扱いは明示

されていない。これは、結合分離適用指針が開発された当時において、親会社が子

会社を現金等の対価で吸収合併する取引の事例は少なかったためと考えられる。 

分析 

25. 現時点においても、親会社が子会社を現金等の対価で吸収合併する取引の事例は少

なく、影響は限定的と考えられることから、取扱いを明示する必要性は乏しいと考

えられる。また、仮に検討を行う場合、親会社の個別財務諸表において非支配株主

持分相当額と取得の対価との差額（追加取得差額）をどのように位置づけるかは、

平成 25 年の連結会計基準及び企業結合会計基準の改正により変更された非支配株

主との取引に係る考え方（第 10 項及び第 11 項参照）との整合性等、会計基準レベ

ルの検討になる可能性があり、相応の時間を要すると考えられる。 

 

以 上 

 


