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I. 基準諮問会議への検討に関する要望の内容 

（テーマ）  

企業結合会計：暫定的な会計処理の確定時における比較年度の財務諸表に

関する取扱い（提案者：全国銀行協会）  

（提案理由）  

企業のグローバル化が進むとともに、低金利化が長期化する中、企業の

買収案件の件数が増加している。  

「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。）（注

6）では、企業結合に関する暫定的な会計処理が翌年度に確定した場合、

比較年度の財務諸表を遡及修正する必要があるとされている。  

当該遡及修正に関する取扱いは特に大量の貸出金がある銀行業界では

実務上の負荷が高く、結果として、買収案件の時期の柔軟性が妨げられる

など、企業経営を阻害する一要因にもなり得ている。この点、米国会計基

準では、 2015 年に不要な複雑性を削減する観点から、比較年度への遡及

修正の要求を廃止している。このように、平成 25 年（ 2013 年）に企業結

合会計基準が改訂されて以降、内外の環境が変化している。  

このため、日本基準においても、財務諸表利用者にとって必要な情報が

提供されることを確保しつつ、不要な複雑性を削減する観点から、比較財

務諸表への遡及修正を廃止する方向で、当該取扱いについて見直しを行う

ことを提案する。  

（具体的内容）  

企業結合会計基準の（注 6）について、例えば、以下のように修正する

ことが考えられる。  

 

（注 6）企業結合日以後の決算において、配分が完了していなかった場
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合は、その時点で入手可能な合理的な情報等に基づき暫定的な会計処理を

行い、その後追加的に入手した情報等に基づき配分額を確定させる。  

なお、暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場

合には、暫定的な会計処理が確定した期において計上されているのれん

の金額を調整する企業結合年度に当該確定が行われたかのように会計

処理を行う。このため、企業結合年度の翌年度の連結財務諸表及び個別

財務諸表（以下合わせて「財務諸表」という。）と併せて企業結合年度

の財務諸表を表示する場合でもときには、当該企業結合年度の財務諸表

については見直しを行わない暫定的な会計処理の確定による取得原価

の配分額の見直しを反映させる。  

II. テーマアップの要件への該当 

1.  上記を踏まえたテーマアップの要件への該当は、次のとおり分析され

る。  

(1) 広範な影響があるか。  

暫定的な会計処理の確定時の取扱いに係る平成 25 年の企業結合会

計基準の改正（以下「平成 25 年改正」という。）を適用して暫定

的な会計処理を行い、その翌事業年度に確定処理をした場合の事

例について調査した結果、該当する事例は一定程度発生している

ものの、広範な影響はないものと考えられる。  

(2) 作成者、利用者、監査人等からのニーズはあるか。  

企業結合会計における暫定的な会計処理の見直しを求める財務諸

表作成者からの提案であるものの、対象となる取引の観点からは

比較的に限定的なニーズと考えられる。  

(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。）  

会計基準に明確な定めがあり、会計実務における多様性はないも

のと考えられる。  
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(4) 会計基準レベルのものではないか。  

当委員会から公表されている企業結合会計基準の改正に関する内

容ではあるものの、会計基準における基本的な考え方ではなく、

暫定的な会計処理の確定時の取扱いという具体的な会計処理に関

するガイダンスレベルの論点である。  

(5) 適時に実務対応報告等の開発が可能か。  

論点は明確であり、仮に開発を行う場合、適時な改正が可能であ

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、企業結合に関する暫定的な会計処理の確定が企業結合年

度の翌年度に行われた場合において、企業結合年度に当該確定が行わ

れたかのように（遡及的に）会計処理を行う現行の定めの改正の提案

である。  

3.  現行の暫定的な会計処理の確定時の取扱いについては、第 22 項に記載

のとおり企業買収時に取得原価の配分の確定に時間がかかるなどの実

務上の制約へ対応するための特例として十分に機能していない可能性

があり、提案された内容に従う場合、財務諸表作成者のコストを一定

程度軽減することが可能と考えられる。  

4.  一方で、現行の企業結合会計基準の定めを見直すことについては、次

の点が懸念される。  

(1)   現行の企業結合会計基準の取扱いを変更した場合、 IFRS の取扱

いとの相違が生じることで IFRS 任意適用企業のコストが増加する

可能性があること  

(2)   (1)の懸念への対応として、現行の日本基準の取扱いに加えて、

提案されたように遡及修正しないとする会計処理の選択肢を選択

適用できるとした場合、第 34 項に記載した懸念が認められること  
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5.  したがって、暫定的な会計処理を用いている件数が企業結合全体に

占める割合が低い現状を踏まえると、現時点においては、提案され

た内容について ASBJの新規テーマとして取り上げるには至らないと

考えられる。  

IV. 論点の整理 

6.  この論点の検討にあたって、関連する現行の会計基準を整理する。  

論点に関連する現行の会計基準の定め  

（現行の定め）  

7.  企業結合時の取得原価は、被取得企業から受け入れた資産及び引き受

けた負債のうち、企業結合日時点において識別可能なものの企業結合

日時点の時価を基礎として、当該資産及び負債に対して企業結合日以

後 1 年以内に配分するものとされている（企業結合会計基準第 28 項）。  

8.  企業が、企業結合日以後の決算において、配分が完了していなかった

場合は、その時点で入手可能な合理的な情報等に基づき暫定的な会計

処理を行い、その後追加的に入手した情報等に基づき配分額を確定さ

せるものとされている。  

その際、暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われ

た場合、企業結合年度に当該確定が行われたかのように（遡及的に）

会計処理を行う。企業結合年度の翌年度の財務諸表と併せて企業結合

年度の財務諸表を表示するときには、比較情報である当該企業結合年

度の財務諸表に暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見

直しを反映させるものとされている（企業結合会計基準（注 6））。  

9.  また、前項の場合には、企業結合年度において取得原価の配分が行わ

れていない旨及び理由を注記するものとされており（企業結合会計基

準第 49 項 (4)③）、取得原価の配分額の見直しがなされた事業年度にお

いて、その見直し内容及び金額を注記するものとされている（企業結

合会計基準第 49-2 項）。  
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（平成 25 年改正の経緯）  

10.  現行の暫定的な会計処理の確定時の取扱いは、平成 25 年の企業結合会

計基準の改正（以下「平成 25 年改正」という。）において改正が行わ

れたものである。暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に

行われた場合、平成 25 年改正前の企業結合会計基準では、企業結合年

度に当該確定が行われた時の損益影響額を、確定した年度（企業結合

年度の翌年度）において特別損益に計上することとされていた。  

11.  平成 25 年改正の結論の背景では、「平成 21 年 12 月に企業会計基準第

24 号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（以下「企業

会計基準第 24 号」という。）が公表されたことを契機として、暫定的

な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合の取扱いに

ついて見直しを行った。具体的には、暫定的な会計処理の確定が企業

結合年度の翌年度に行われた場合には、国際的な会計基準と同様に、

比較情報の有用性を高める観点から、企業結合年度に当該確定が行わ

れたかのように会計処理を行い、それに基づく表示を求めることとし

た」と説明されている（企業結合会計基準第 104-2 項）。  

米国会計基準の取扱い  

12.  米国会計基準の従前の取扱いでは、取得企業が測定期間（ measurement 

period） 1中に暫定的な取得価額の調整を認識する際には、当該調整に

よる各資産及び負債の取得価額の修正を、あたかも当該企業結合の会

計処理が企業結合日において完了したかのように遡及的に行い、比較

情報も修正することが要求されていた。  

13.  2015 年 9 月に FASB（米国財務会計基準審議会）から ASU（会計基準更

新書）No.2015-16（以下「本 ASU」という。）が公表され、前項の修正

については、あたかも企業結合日において完了したかのように算定す

                                                   
1  取得企業が企業結合による暫定的な取得価額を調整することができる、当該

企業結合後の期間である。測定期間は、企業結合日から 1 年を超えてはならな

いとされている（ FASB-ASC 805-10-25-14,15）。  
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るものの、（比較情報への反映も含め）遡及的な修正は行わず、取得価

額の配分が確定した期間における取得価額を修正し、資産及び負債の

調整された差額はのれんに反映されることとされた。なお、当該変更

に伴う損益も、（過年度の分も含め）取得価額の配分が確定した期間に

おいて認識することとされた（ FASB-ASC 805-10-25-17）。  

14.  前項と合わせ、本 ASU により、比較財務諸表への遡及修正がされる場

合に認識されていたであろうとされる当期の損益計算書への科目ごと

の影響を注記するか、財務諸表本表において影響額を表示することが

新たに規定された（ FASB-ASC 805-20-50-4A 以下に注記のイメージを

記載）。  

○注記（確定年度）のイメージ（本 ASU に係る要求事項（ 805-20-50-4A）

をもとに ASBJ 事務局が作成（強調箇所は改正による増加部分））  

X1 年 12 月 1 日に行われた S 社の企業結合に関して、主に○○の理

由から、X1 年 12 月 31 日までに有形固定資産及び無形資産の評価が完

了しなかったことから、X1 年 12 月 31 日の財務諸表では暫定的な金額

で当該資産を計上していた。  

 X2 年 6 月 30 日に被取得企業である S 社の資産について、 X1 年 12

月 31 日の暫定的な金額から、最終的な評価額へと修正が行われてい

る。その結果、企業結合日の有形固定資産は 120 百万米ドル、無形資

産は 60 百万米ドルそれぞれ増加し、のれんは 180 百万米ドル減少した。

暫定的な金額の修正により、有形固定資産の減価償却費は 14 百万米ド

ル、無形資産の償却費は 7 百万米ドル増加し、遡及修正を行うと仮定

する場合、そのうち減価償却費 2 百万米ドルと償却費 1 百万米ドルは

前年度に計上されることとなる。なお、減価償却費及び償却費はいず

れも一般管理費に含まれている。  

15.  また、本 ASU の結論の根拠として、次の記載をしている。  

(1)  当該改正は、 FASB による米国会計基準の簡素化への取組みの一環

として行うものであり、本 ASU に係る公開草案に対して、当該改
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正により財務諸表利用者への情報の有用性は維持したまま、遡及

修正に伴う負担や複雑性を削減できるとして、当該改正を支持す

るコメントが寄せられた（本 ASU BC2 及び BC6）。  

(2)  また、当該改正により、 IFRS との取扱いとは乖離することとなる

が、四半期開示が要請される米国会計基準と（多くの法域におい

て半期決算とされる） IFRS とは暫定的な会計処理の確定を遡及修

正することの作成者の負担状況は IFRS とは異なり 2、IFRS との整

合を図ることよりも、財務諸表に関するコストへの対応を優先し

た（本 ASU BC11）。  

(3)  本改正により本来比較年度に与えたであろう確定処理に伴う損益

項目に係る影響については、前項の注記により情報提供されるた

め 3、財務報告の情報有用性は失われないであろうとされている

（本 ASU BC17）。  

IFRS の取扱い  

16.  IFRS 第 3 号「企業結合」（以下「 IFRS 第 3 号」という。）では、測定期

間 4中に、取得日時点で存在し、それを知っていたならば取得日時点

で認識した金額の測定に影響したであろう事実及び状況並びに取得日

時点で存在していた事実や状況に関する新しい情報を入手した場合に

は、取得企業は当該資産又は負債を遡及的に修正又は新たに認識しな

ければならないとされている（ IFRS 第 3 号第 45 項）。  

17.  取得企業は、前項の暫定的な金額の修正を企業結合の会計処理が取得

                                                   
2  期中財務諸表の報告頻度が異なることと作成者の負担との関係については、

本 ASU の結論の根拠において、報告期間内の期中報告の頻度が増加すると、過

年度遡及の対象となる過去の財務報告が増加し、遡及修正の作業を行う頻度が

増加する点を挙げている（本 ASU BC11 項）。  
3 本 ASU により、新たに比較財務諸表への遡及修正がされる場合に認識されて

いたであろうとされる当期の損益計算書への科目ごとの影響を注記するか、財

務諸表本表において影響額を表示することとされた（ FASB-ASC 805-20-50-4A）。  
4 測定期間は取得日から 1 年を超えてはならないとされている（ IFRS 第 3 号第

45 項）。  
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日において完了したかのようにして認識しなければならないため、当

初の会計処理を完了させる際に認識された減価償却費、償却費又はそ

の他の利益への影響も含めて、必要に応じて、財務諸表に表示されて

いる過年度の比較情報を修正しなければならないとされている（ IFRS

第 3 号第 49 項）。  

18.  IASB は、 IFRS 第 3 号について適用後レビューを実施しており、 2015

年 6 月にこれに関する報告書を公表している。同報告書では、IFRS 第

3 号の適用に関して関係者から寄せられたフィードバックが要約され

ているが、暫定的な会計処理の確定時における遡及修正については、

特に記載されていない。  

V. 分析 

（暫定的な会計処理に関する会計上の考え方）  

19.  暫定的な会計処理の確定は、新たに入手可能となった情報に基づいて

過去の財務諸表の基礎となる会計処理等の前提を変更する点では「会

計上の見積りの変更」（企業会計基準第 24 号第 4 項 (7)）と同様の性質

を有するものと考えられる。  

しかしながら、暫定的な会計処理は、企業結合日以後に到来する決

算日時点では取得原価の配分を確定させるに足る十分な情報が入手さ

れていない状況であることを前提としており、過去の財務諸表作成時

点における最善の見積りを前提とする「会計上の見積りの変更」とは

異なる。そのため、将来にわたり会計処理をする「会計上の見積りの

変更」と同様の取扱いとすることは、必ずしも適切ではないものと考

えられる。  

20.  次に、暫定的な会計処理の確定は、既に完了した企業結合に関して追

加的に情報等が入手されたものと考えられるため、「財務諸表を修正す
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べき後発事象」（修正後発事象）と類似する 5。ただし、修正後発事象

は財務諸表公表までの事象に限定されるのに対し、暫定的な会計処理

の確定は企業結合日以後 1 年以内となるため、前年度の確定した決算

に影響する点で修正後発事象とは異なる。  

しかしながら、企業結合における暫定的な会計処理の確定は、企業

結合日以後に到来する決算日時点で取得原価の配分を確定させるに足

る十分な情報が入手されていない場合に、特例的に評価期間を延長す

ることによって、当該評価期間内で新たに入手可能となった追加的な

情報に基づいて取得原価の配分を修正することから、修正後発事象と

同様に、その影響を当該影響が生じる決算日時点の財務諸表の修正と

して取扱うことに一定の論拠があるものと考えられる。  

（本テーマの提案に至った提案者が抱える問題意識）  

21.  本テーマの提案に至った提案者が抱える問題意識は、次のとおりと考

えられる。  

(1)  銀行等の金融機関においては、企業結合時の大量の貸出金の評価

等を行うなど時価評価の対象が多いため、企業結合による取得原

価配分の確定までに相当の時間を要する。そのため、仮に年度末

間際での企業買収を行おうとする場合には、暫定的な会計処理を

行わなければならない可能性が高く、翌期の確定時における遡及

修正について実務上の負担が大きい。  

(2)  我が国においては四半期報告制度が採用されているため、暫定的

な会計処理の確定時における比較年度の財務諸表への遡及的な修

正については、四半期ごとの対応が必要となり、財務諸表作成者

への負担が大きい。  

(3)  遡及修正に伴い前期の確定した決算が事後的に変動することは、

                                                   
5 IFRS 第 3 号及び改正前の米国会計基準では、いずれも（見積りの変更ではな

く）修正後発事象に類似していることを論拠として、企業結合日に遡及適用す

ることを結論付けている（ IFRS 第 3 号 BC397 項から BC400 項）。  
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既に公表した業績数値等にも波及することになり、経営的な観点

から好ましくない。特に、金融機関の場合は、実務上、過年度の

自己資本比率規制に関する数値の変更による影響が生じる可能性

があると考えられる。そのため、期末日までに取得原価を確定さ

せるために、年度間際の買収をできるだけ避けようとすることか

ら、買収時期の柔軟性を損なう一要因になっている。  

22.  現在の暫定的な会計処理の確定時の取扱いは、会計上の性質に照らし

て一定の論拠があるものと考えられる一方で、企業買収時に取得原価

の配分の確定に時間がかかるなどの実務面の制約等を考慮した当該取

扱いが、前項の状況を回避するために十分に機能していない可能性が

あると考えられる。  

（財務諸表作成者にとってのコストへの影響の分析）  

比較年度の本表への遡及的な反映による作成コスト  

23.  現行の定めに従い、比較年度の財務諸表への遡及的な反映を行う場合、

次の追加的な作業が発生すると考えられる。  

(1)  比較年度の財務諸表への反映を行う場合、関連する注記（ EPS やセ

グメント情報、金融商品時価開示等）も合わせて遡及修正する必

要がある。  

(2)  開示書類で提供される情報のうち、財務諸表において提供される

情報以外の非財務情報についても、関連する財務数値について遡

及修正する必要がある。  

24.  この点、米国会計基準の取扱い（第 12 項から第 14 項参照）によると、

次のとおりコストが削減すると考えられる。  

(1)  比較情報への反映を行わず、確定年度において会計処理するため、

比較年度の財務諸表数値に関連する注記（例：EPS やセグメント情

報、金融商品時価開示など）や非財務情報を変更するコストが生

じない。  



  資料(1)-3  

 

 
 
 
 

11 

 

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。 

(2)  比較財務諸表への遡及修正がされる場合に認識されていたであろ

うとされる当期の損益計算書への科目ごとの影響を注記が追加的

に必要となるが、決算発表において当該注記を開示せず年次報告

書（四半期報告書）においてのみ開示する場合は、それまでの時

間的な余裕が生じる。  

25.  なお、比較財務諸表への遡及修正がされる場合に認識されていたであ

ろうとされる当期の損益計算書への科目ごとの影響について注記を行

うためには、比較年度の遡及的な反映を行う際に必要とされる情報と

同程度の情報を収集する必要があると考えられる。  

IFRS との相違が生じる懸念  

26.  仮に提案の改正を行った場合、近年増加している IFRS 適用企業 6の個

別財務諸表（日本基準）と連結財務諸表（ IFRS）において会計処理が

相違することとなるため、個別財務諸表上で行われた暫定的な会計処

理の確定時の取扱いの処理に関し、連結財務諸表の作成過程で日本基

準から IFRS への修正が追加で必要となる。当該修正では、連結財務諸

表の本表に加え注記についても整合するように調整を行うことから、

財務諸表作成者によっては財務諸表作成者のコストが増加する可能性

があるものと考えられる。  

（財務諸表利用者にとっての便益への影響の分析）  

27.  米国会計基準の改正は、会計基準の簡素化への取組みの一環として、

財務諸表利用者に提供される情報の有用性を維持または向上させなが

ら負担や複雑性を軽減することを目的とするものであり、当該改正を

提案した公開草案に対して、暫定的な会計処理の確定に伴う会計処理

を遡及的に反映させる方法から確定時に処理する方法に変更した場合

                                                   
6 IFRS の任意適用・適用予定企業は、 2018 年 6 月末時点で 194 社、時価総額は

約 218.7 兆円であり、日本の全上場企業の時価総額に占める割合は、 32.12%で

ある。（企業会計審議会総会  資料 4「会計基準の品質向上に向けた取組み（金

融庁）」 2018 年 7 月 5 日より）  
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であっても、第 14 項の注記の記載により、この目的を達成できるとし

て、当該改正を支持するコメントが全般的にあったとしている（第 15

項 (1)参照）。  

28.  一方、米国会計基準の取扱いによると、財務諸表利用者が前期の財務

諸表本表に基づく財務指標を利用する場合、新たに設けられる注記に

基づいて本表への影響を推測する必要が生じる。また、遡及の影響を

反映した他の注記に関する情報が開示されなくなることから、財務諸

表利用者が入手できる情報が減少すると考えられる。  

29.  財務諸表の期間比較可能性の観点からは、暫定的な会計処理の確定が

比較年度に与える影響については、損益影響額のみでなく、貸借対照

表に与える影響についても情報として有用であると考えられるため、

仮に提案された改正を行った場合には、比較年度の遡及反映後の貸借

対照表が示されず、財務諸表の期間比較可能性が低減すると考えられ

る。  

30.  なお、我が国の財務諸表利用者に対する限定的な意見聴取においては、

本資料第 28 項及び第 29 項に記載したような開示情報の減少を懸念す

る意見が聞かれたものの、暫定的な会計処理の事例が多くはないこと

から、米国基準の取扱いを認めた場合の実務上の支障に関する具体的

な意見は聞かれなかった。  

（小括）  

31.  現行の暫定的な会計処理の確定時の取扱いは、会計上の性質に照らし

て一定の論拠があるものと考えられる一方で、第 22 項に記載のとおり、

現在の暫定的な会計処理は、実務上の制約へ対応するための特例とし

て十分に機能していない可能性があると考えられる。  

この点、第 25 項に記載のとおり、比較年度の遡及的な反映を行う際

に必要とされる情報を収集する必要性は変化ないため、この点でのコ

ストの削減はないものの、第 24 項に記載のとおり、比較年度の本表を

変更しないことにより、一定程度コストが削減することとなると考え
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られる。  

32.  しかしながら、第 26 項に記載のとおり、 IFRS 任意適用企業における

財務諸表作成者のコストが増加する可能性があることから、現行の企

業結合会計基準の定めを提案者の提案する方法に全面的に変更するこ

とは適切ではないと考えられる。  

（仮に提案された方法を選択適用できる定めとする場合の検討）  

33.  ここで、現行の日本基準の取扱いと提案された方法を選択適用できる

とした場合、連結財務諸表で選択している会計基準（ IFRS や米国会計

基準）と整合する方法を各企業が任意に採用することが可能となり、

IFRS 任意適用企業における財務諸表作成者のコストの増加の懸念は

解消すると考えられる。  

34.  一方で、選択適用を認めることについては、暫定的な会計処理を用い

ている件数が企業結合全体に占める割合が低い現状 7を踏まえると、

現時点においては、次の理由から、提案された方法を選択適用できる

とする新たな取扱いを設けるには至らないものと考えられる。  

(1)  本件で検討されている選択適用については、異なった経済的実態

に異なる処理を適用することで、事実をより適切に伝えられる性

質のものではなく、暫定的な会計処理の性質は企業毎に異ならな

いにもかかわらず、異なる処理を認めることとなる。  

(2)  暫定的な会計処理の確定の事例の現状（別紙参照）を踏まえると、

仮に基準開発を行った場合に、その便益を得る企業は限定的であ

ると考えられるなかで、第 28 項及び第 29 項に記載した開示情報

が減少する懸念や、本項 (1)のような会計処理の多様性を生じさせ

る懸念が見込まれること。  

                                                   
7 ただし、第 21 項 (3)に記載したような企業が暫定的な会計処理を回避するた

めに年度間際の買収を避けた事例が潜在的には存在する可能性がある。  
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以  上  
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 (別紙 ) 

暫定的な会計処理の確定の事例の分析  

1.  選択適用の検討に加えて、我が国における会計基準の対象となる企業に

ついて、過去５年間（平成 25 年改正 iの適用前の期間を含む。）の企業

結合における暫定的な会計処理の確定時の取扱いについて、次のよう

な開示例の分析を行った。  

(1) 平成 25 年 4 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 日を決算日とする有価

証券報告書を対象に企業結合の注記の調査 ii（①）を行い、当該

期間に暫定的な会計処理及び確定の処理に関する注記を行った社

数 iii（②）、並びに当該企業のうち暫定処理から確定までに年度を

跨いで有価証券報告書で暫定的な会計処理の注記を行った社数

（③）及び修正金額 iv（④及び⑤）を確認した。  

(2) (1)のとおり、暫定的な会計処理を行い翌事業年度において確定

処理をしている事例（③の会社）の全体に占める割合は低い状況

である。  

① ② ③ ②/① ③/① ③/② ④ ⑤ ⑤-④ ⑤/③
企業
結合数

暫定数
前期暫定・
当期確定数

（暫定） （確定） （差額）
（１社当たりの

差額）
(1) H25/4/1 ～ H26/3/31 459 33 8 7.2% 1.7% 24.2% 895,238 642,243 △ 252,995 △ 31,624
(2) H26/4/1 ～ H27/3/31 490 47 11 9.6% 2.2% 23.4% 76,488 44,933 △ 31,555 △ 2,869
(3) H27/4/1 ～ H28/3/31 552 62 15 11.2% 2.7% 24.2% 113,894 100,895 △ 12,999 △ 867
(4) H28/4/1 ～ H29/3/31 534 79 22 14.8% 4.1% 27.8% 257,455 233,403 △ 24,052 △ 1,093
(5) H29/4/1 ～ H30/3/31 543 82 27 15.1% 5.0% 32.9% 156,014 102,428 △ 53,586 △ 1,985
(6) H30/4/1 ～ H30/9/30 96 9 3 9.4% 3.1% 33.3% 810 761 △ 49 △ 16

2,674 312 86 11.7% 3.2% 27.6% 1,499,899 1,124,663 △ 375,236 △ 4,363

企業結合等注記記載数
③の会社の企業結合等関係注記

　　　(企業結合時ののれん金額）  (単位：百万円）

決算期



  資料(1)-3  

 

 
 
 
 

16 

 

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。 

(3) 当該事例における確定に伴うのれんの金額の変動状況について

は、相当の影響が生じているものの、その内容は主にのれんから

その他の無形固定資産への振替えによるものであり、のれんの金

額の変動の大きさほどは、損益への影響はない可能性がある。  

以  上  

                                                   
i  平成 27 年 4 月 1 日以後開始する事業年度の期首から適用。平成 26 年 4 月 1 日

以後開始する事業年度の期首から早期適用が認められている。  
i i  該当する決算日に日本基準採用の上場会社の有価証券報告書を対象に、企業

結合等関係の注記に「取得」という用語が含まれている社数を集計した。  
i i i  該当する決算日に日本基準採用の上場会社の有価証券報告書を対象に、企業

結合等関係の注記に「暫定」という用語が含まれている社数を集計した。（前連

結会計年度に暫定処理を行い、該当年度に確定した旨の注記をした場合も含ま

れる。）  
iv  上記脚注ⅲの対象となった企業結合等関係の注記から集計した。  
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