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平成 22年 2月 1日  

企業会計基準委員会 御中 

新日本有限責任監査法人 

品質管理本部 業務監理部門長 

古川 康信 

 

「包括利益の表示に関する会計基準（案）」等に対する意見 

 

貴委員会から平成 21年 12月 25日に公表された企業会計基準公開草案第 35号「包括

利益の表示に関する会計基準（案）」（以下「包括利益基準案」とする。）他 5 件の以下

の公開草案について、下記のとおり意見を取りまとめましたので提出いたします。  

 

・ 企業会計基準公開草案第36号（企業会計基準第22号の改正案）「連結財務諸表に関

する会計基準（案）」 

・ 企業会計基準公開草案第37号（企業会計基準第12号の改正案）「四半期財務諸表に

関する会計基準（案）」（以下「四半期基準改正案」とする。） 

・ 企業会計基準公開草案第38号（企業会計基準第6号の改正案）「株主資本等変動計算

書に関する会計基準（案）」（以下「変動計算書基準改正案」とする。） 

・ 企業会計基準適用指針公開草案第33号（企業会計基準第14号の改正案）「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針（案）」 

・ 企業会計基準適用指針公開草案第34号（企業会計基準第9号の改正案）「株主資本等

変動計算書に関する会計基準の適用指針（案）」（以下「変動計算書適用指針改正

案」とする。） 

 

記 

 

1. 総論 

（コメント） 

包括利益の表示を行うことに賛成する。 

 

（理由） 

包括利益の表示に関する問題は、貴委員会が平成 21年 7月に公表した「財務諸表の

表示に関する論点の整理」に対する意見として述べた通り、財務諸表の理解可能性と比

較可能性を高めるとともに、会計基準のコンバージェンスに資することから、包括利益

の表示を行うことに賛成する。 
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2. 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の取扱い等（包括利益基準案第 3項） 

（コメント） 

包括利益基準案第 3項において「個別財務諸表及び連結財務諸表（いずれも四半期財

務諸表を含む。）における包括利益及びその他の包括利益の表示に適用する。」と記載さ

れているが、中間連結財務諸表及び中間財務諸表に関する定めがない。しかし、企業会

計基準第 6 号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」（以下「変動計算書基準」と

する。）第 10項及び第 25項において、中間連結株主資本等変動計算書及び中間株主資

本等変動計算書に関する取扱いの定めがあることから、包括利益基準案においても、中

間連結財務諸表及び中間財務諸表に関する定めをするべきと考える。 

また、包括利益基準案第 3項では、連結財務諸表に先んじて個別財務諸表について記

載しているが、その他の包括利益の注記は、連結財務諸表を作成する場合における個別

財務諸表において、省略できるとされていること（包括利益基準案第 10 項）及び変動

計算書基準との整合性より、連結財務諸表から記載すべきものと考える。 

 

 

3.  資本取引と当該企業の純資産に対する持分所有者との直接的な取引の関係（包括利
益基準案第 4項及び第 17項） 

（コメント） 

包括利益基準案第 17 項では、資本取引を除く純資産の変動が包括利益であるとされ

ているが、包括利益基準案第 4項では当該企業の純資産に対する持分所有者との直接的

な取引を除く純資産の変動が包括利益であるとされている。現行の我が国の会計基準の

定めにおいては、資本取引に少数株主との取引を含まないものとしているため（企業会

計基準適用指針第 2号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」

（以下「自己株式適用指針」とする。）第 46項(2)及び第 49項参照）、包括利益基準案

第 17項（及び包括利益基準案第 22項）における「資本取引」との記述を、「当該企業

の純資産に対する持分所有者との直接的な取引」と修正すべきと考える。 

 

 

4. 包括利益の定義（包括利益基準案第 4項） 

（コメント） 

包括利益の定義に関連し、包括利益基準案第 22 項において「本会計基準の適用にあ

たっては、資本取引と損益取引のいずれにも解釈し得る取引については、具体的な会計

処理を定めた会計基準に基づいて判断することになる。」と結論の背景に記載されてい

るが、定義を構成するものとして本文で記載すべきものと考える。 
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（理由） 

包括利益の定義として、「ある企業の特定期間の財務諸表において認識された純資産

の変動額のうち、当該企業の純資産に対する持分所有者との直接的な取引によらない部

分をいう。」（包括利益基準案第4項）とされているが、当該定めでは資本取引か損益取

引かいずれにも解釈し得る取引について包括利益に含まれるか否か明確となっていな

い。しかし、「企業の純資産に対する持分所有者との直接的な取引によらない部分」が

資本取引に該当しない部分（ただし本意見3．参照）を意味するとされており（包括利

益基準案第22項）、資本取引か損益取引かいずれにも解釈し得る取引をどのように取り

扱うかは、包括利益を構成するかしないかに影響を与えることになると考える。そのた

め、結論の背景ではなく、本文において記載すべきものと考える。 

 

 

5. その他の包括利益の内訳の開示と株主資本等変動計算書との関係（包括利益基準案
第8項） 

（コメント） 

株主資本等変動計算書において、株主資本以外の項目に関し、当期変動額について主

な変動事由ごとにその金額を表示している場合、その他有価証券評価差額金に関する主

な変動事由及びその金額を表示する場合の表示方法の定めがあるが、包括利益基準案第

8項において、その他の包括利益の内訳項目は税効果で控除した後の金額表示が原則と

されていることとの整合性を図るべきと考える。 

また、株主資本等変動計算書において、株主資本以外の項目に関し、当期変動額につ

いて主な変動事由ごとにその金額を表示している場合における取扱いを包括利益基準

案において別途設けるべきと考える。 

 

（理由） 

変動計算書適用指針改正案第12項において、その他有価証券評価差額金に関する主な

変動事由及びその金額の表示方法が記載されているが、損益及び包括利益計算書又は損

益計算書に計上されたその他有価証券の売却損益等の額に税効果を調整した後の額で

表示する方法と、その他有価証券の売却損益等の額を表示する方法のいずれも認められ

ている。これはその他の包括利益の内訳項目を株主資本等変動計算書において記載する

際の取扱いであるが、包括利益基準案第8項において、その他の包括利益の内訳項目は、

税効果を控除した後の金額で表示することが原則とされている。そのため、変動計算書

適用指針改正案第12項においても、同様の取扱いにすべきとともに、包括利益基準案の

目的より（包括利益基準案第1項）、包括利益の内訳項目の算定方法は包括利益基準案に

て取り扱うべきであると考えられることから、包括利益基準案を参照する形に修正すべ

きものと考える。 
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また、変動計算書基準改正案第8項及び変動計算書適用指針改正案第9項において、株

主資本以外の各項目の当期変動額に関し、主な変動事由及びその金額を表示することが

できるとの定めがある。当該定めに従って内訳開示を行っている会社にとって、少数株

主持分がある場合にはその金額は一致しないが、その他の包括利益の内訳開示は開示の

重複になり得る。そのため、包括利益基準案の適用により株主資本等変動計算書の開示

方法を変更しても、会計基準等の改正に伴う正当な理由による変更であるとの取扱いと

する等、開示の重複を考慮すべきと考える。 

 

 

6.  その他の包括利益に係る税金費用の表示（包括利益基準案第 8項） 

（コメント） 

その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示するものとされて

いるが、法人税等調整額相当額（繰延税金）のみならず、法人税等相当額（当期税金）

についてもその他の包括利益に表示すべきものと考えられるため、「税金費用相当額を

加減した後の金額で・・・」など、適切な定めに修正すべきである。 

 

（理由） 

その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示するものとされて

いる（包括利益基準案第 8 項）。これは、現行の会計基準において、資産の評価替えに

より生じた評価差額が直接資本の部に計上される場合には、当該評価差額に係る繰延税

金資産又は繰延税金負債を当該評価差額から控除して計上するものとされている定め

（「税効果会計に係る会計基準」第二 二 3.ただし書き）と対応するものである。 

しかし、純資産の部に計上されるその他の包括利益累計額については、課税所得の計

算に含まれていない場合、「税効果会計に係る会計基準」第二 二 3.ただし書きに準じ

て税効果を考慮するものとされており（企業会計基準適用指針第 8号「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」（以下「純資産表示適用指針」とする。）

第 16項、包括利益基準案第 34項参照）、課税所得の計算に含まれている場合、すなわ

ち、当期に課税関係が終了した当期税金の取扱いについては、必ずしも定かではない。 

この場合、繰延税金と当期税金で取扱いを変える必然性はなく、法人税等相当額につ

いてもその他の包括利益の区分に表示することが妥当と判断される。また、税金費用は

必ずしも「控除」される形になるとは限らず、「加算」するケースもあると考えられる

ことから、「加減」という表現を用いることが相当である。さらに、IAS第 12号「法人

所得税」（以下「IAS 第 12 号」とする。）においても、その他の包括利益に認識される

項目に係る税金費用は、当期税金及び繰延税金の双方についてその他の包括利益に認識

するという定めになっていることから（IAS第 12号 para.61A(a)）、同様の定めとする

ことが会計基準のコンバージェンスに資するものと考えられる。 
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7. 資本に直接計上される項目に係る税金費用の取扱い 

（コメント） 

本意見 6.に示した、その他の包括利益に係る税金費用の表示の定めに加えて、資本

に直接計上される項目に係る税金費用の取扱いについても、その他の包括利益に係る取

扱いと平仄を合わせる形で、各会計基準において取扱いが明確に示されるべきと考える。 

 

（理由） 

その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示され、各内訳項目

別の税効果の金額が注記される（包括利益基準案第 8 項）。その他の包括利益に近い性

質のものとして、資本に直接計上される項目に係る取扱いを検討する必要があると思わ

れるが、我が国においては税金費用に係る包括的な会計基準が設定されていないため、

資本に直接計上される項目に係る税金費用の取扱いについては、資本に直接計上される

項目の会計処理を定める各会計基準において、その他の包括利益に係る取扱いと同様に、

「税金費用相当額を加減した後の金額で計上する」旨の定めを設けるべきであると考え

る。また、取扱いを明確化することで、税金費用の会計処理（表示箇所）が統一的に行

われるようになると考えられる。なお、この定めを設けることにより、IAS 第 12 号

para.62Aとのコンバージェンスも達成されることとなる。 

具体的には、連結財務諸表における連結子会社等による親会社株式等の売却損益の会

計処理が挙げられる（企業会計基準第 1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する

会計基準」第 16項及び第 18項並びに自己株式適用指針第 16項）。また、企業会計基準

適用指針第 24 号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」［設例

1-1］の脚注 2では、変動計算書基準の今後の改正により、遡及処理が行われた場合に、

表示される最も古い期間の当期首残高に対する累積的影響額としてその金額を別途表

示することが予定されているとあるが、この遡及処理に伴う利益剰余金への影響額も、

資本に直接計上される項目に含まれるものと考えられるため、今般の変動計算書基準改

正案に含めて改正されるべきと考える（IAS第 12号 para.62A(a)参照）。 

加えて、資本に直接計上される項目に係る税金費用の独立掲記の要否及び注記によ

る開示の要否については、なお検討を行う必要があると考える。 

 

 

8. 組替調整額の算定方法（包括利益基準案第9項） 

（コメント） 

包括利益基準案第9項において、包括利益計算書又は損益及び包括利益計算書の注記

として開示される組替調整額について「当期純利益を構成する項目のうち、当期又は過

去の期間にその他の包括利益に含まれていた部分」として定められているが、結論の背

景において、組替調整額の具体的な算定方法を定めるべきものと考える。 
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（理由） 

包括利益計算書又は損益及び包括利益計算書の注記として開示される組替調整額に

ついては包括利益基準案第9項における定めによって、組替時点までの当期の包括利益

の変動額も含まれるものと理解しているが、当該算定方法に関する実務上の混乱も考え

られるため、結論の背景において具体的な算定方法を定めるべきと考える。 

 

 

9.  為替換算調整勘定のリサイクリング額を算出する際に用いる為替相場（包括利益基
準案第 9項） 

（コメント） 

包括利益計算書又は損益及び包括利益計算書の注記として開示される組替調整額に

は、組替時点までの当期のその他の包括利益の変動額が含まれる（本意見 8.参照）。こ

のとき、為替換算調整勘定の組替調整額を算定する際、為替換算調整勘定が計上されて

いる子会社の売却時点の為替相場を用いることになると考えられるが、具体的に用いる

べき為替相場を明らかにすべきと考えられる。また、みなし売却日の定めを用いた場合

の取扱いも併せて検討されるべきと考える。 

 

（理由） 

包括利益基準案第 9項では、包括利益での二重計算を避けるため、その他の包括利益

の組替調整額（いわゆるリサイクリングされた額）を注記にて開示する定めが設けられ

ている。ここには、過去の期間に認識されたその他の包括利益のみならず、当期に認識

したものも含まれる。 

例えば、その他有価証券評価差額金の組替調整額であれば、当該有価証券の売却時点

の時価より容易に算出することができる。しかし、為替換算調整勘定の組替調整額につ

いては、用いられる為替相場の選択肢が複数あるため、実務上の混乱を避けるべく、用

いるべき為替相場を明示する必要があると考えられる。選択肢としては、売却側の会社

での取引発生時の相場（社内レートを含む。）もしくは被出資側での売却時点の相場（売

却時点の貸借対照表の換算に係る為替相場）又は被出資側における収益及び費用の換算

に係る為替相場が想定されるが、本意見 10.と同じく、損益及び包括利益計算書での換

算属性の平仄を合わせる観点より、被出資側における収益及び費用の換算に係る為替相

場を用いることが妥当であると考える。 

 

 

10. 在外子会社等のその他の包括利益の換算 

（コメント） 

日本円以外の外国通貨で記録を行っている在外子会社において、親会社による株式の
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取得後に生じたその他の包括利益累計額に属する項目については、決算時の為替相場に

よる円換算額を付するとされている。この取扱いについて、包括利益計算書又は損益及

び包括利益計算書に表示されるその他の包括利益に係る換算の定めを包括利益基準案

に新たに設けるとともに、他の資本項目と同様に発生時の為替相場の積み上げで換算す

る方法とすることを検討すべきである。また、その他の包括利益に係る換算相場につい

ては、収益及び費用と同様に、原則として期中平均相場による円換算額を付するものと

することを検討すべきと考える。 

 

（理由） 

包括利益基準案第 34項において修正が提案されている純資産表示適用指針第 7項(2)

また書きでは、親会社による株式の取得後に生じたその他の包括利益累計額は、決算時

の為替相場による円換算額を付するとされている。これは、当該項目が、基本的に決算

時において洗い替えられることを論拠としている（純資産表示適用指針第 27項）。 

今般、貸借対照表でその他の包括利益累計額として表示される項目の期中の変動額は、

包括利益計算書又は損益及び包括利益計算書にその他の包括利益の内訳項目として表

示されるが、この換算に係る定めは特に設けられていない。包括利益が純資産の一定の

変動額であることから、純資産表示適用指針第 7 項(2)また書きの定めを継続し、その

他の包括利益を差額として算出することも考えられる。しかしながら、その他の包括利

益はその他の収益及び費用とともに損益及び包括利益計算書に表示されることとなり、

在外子会社等の収益及び費用は原則として期中平均相場による円換算額を付するとさ

れていることから、同一の計算書において期中のフローを示す項目として表示される点

では同様であることを重視し、その他の包括利益に関して同一の換算属性を用いること

が適当であるとする考え方も成り立ちうる。また、IAS 第 21 号「外国為替レート変動

の影響」（以下「IAS 第 21 号」とする。）においても、その他の包括利益は収益及び費

用に含まれることから、発生時（取引日）の為替レートで換算することとされており（IAS

第 21 号 para.44、39(b)）、同一の定めとすることが会計基準のコンバージェンスにも

資するものと考えられる。 

また、このような場合に、組替調整額を算定する際の算定方法（先入先出法もしくは

総平均法又は移動平均法）をどのようにするかについても、併せて定めを置くべきと考

える。 

 

 

11.その他の包括利益に係る繰延税金の当初認識後の表示の取扱い（包括利益基準案第

34項（純資産表示適用指針第 4項）） 

（コメント） 

その他の包括利益累計額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債について、税率変更が
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あった場合及び繰延税金資産の回収可能性を見直した結果としてその金額を修正した

場合の定めとして、純資産表示適用指針においてその他の包括利益に加減して処理する

こととされているが、包括利益計算書又は損益及び包括利益計算書に表示される項目で

あるため、包括利益基準案において、その取扱いを明確に定めるべきと考える。 

 

（コメント） 

税率の変更があった場合や繰延税金資産の回収可能性を見直した結果、その他の包括

利益累計額に係る繰延税金の金額を修正した場合、現行では当該その他の包括利益累計

額（評価・換算差額等）に加減して処理することとされている（純資産表示適用指針第

4項）。包括利益基準案第 34項では、これまで直接評価・換算差額等を修正していた取

扱いについて、その他の包括利益に加減することとされており、包括利益計算書又は損

益及び包括利益計算書に表示することが示されている。 

この修正額は、過去の期間に認識されたその他の包括利益（税金費用考慮前）に対応

するものであるが、当期において認識されたその他の包括利益に対応する税効果額と合

算して包括利益計算書又は損益及び包括利益計算書に表示されるものであるため、純資

産表示適用指針ではなく、当該計算書に係る表示を一義的に定める包括利益基準案にお

いて、この表示に関する定めを置くべきであると考える。 

また、平成 21年 3月に公表された IAS第 12号「法人所得税」の改訂案では、その他

の包括利益又は資本を構成する項目の繰延税金に関しては、いわゆるバックワード・ト

レーシングを廃止することが提案されており、この取扱いを導入するか否かに関しても、

検討が行われるべきと考えられる。なお、過年度に認識されたその他の包括利益項目に

係る税金費用の変動分については、当初認識時と同様にその他の包括利益で計上するこ

とが整合的であると考えている点を付言させて頂く。 

 

 

12. 具体的な設例の追加（包括利益基準案 参考（設例等）） 

（コメント） 

包括利益基準案の参考（設例等）においては、その他有価証券評価差額金に係る設例

が設けられている。この他に為替換算調整勘定の組替調整額の算定において実務上の論

点が多くあると考えられることから、これらに係る具体的な設例を設けるべきと考える。 

 

 

13. 適用初年度の取扱い（包括利益基準案第 13項及び第 33項） 

（コメント） 

適用初年度において注記すべきとされている項目は、包括利益基準案第 8項及び第 9

項に定められる事項であると考えているが、この点について確認したい。また、必要に
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応じて、この点をより明瞭に記載すべきと考える。 

 

（理由） 

包括利益基準案第 13項では、「本会計基準の適用初年度においては、その直前の年度

における包括利益及びその他の包括利益の内訳項目の金額を注記する。」とされている。

この注記情報については、比較可能性の向上の観点から、包括利益基準案第 8項及び第

9項で定められている、内訳項目ごとの税効果の金額及び組替調整額を指しているもの

と理解している。その一方で、包括利益基準案第 33 項では、本会計基準が求めている

情報が、現行の財務諸表から集計することが可能と考えられるとあるが、上記包括利益

基準案第 8項及び第 9項の注記事項や、包括利益計算書又は損益及び包括利益計算書に

おいて税効果を控除する前の金額で表示した場合の各内訳項目の金額については、現行

の財務諸表から集計することができないため、包括利益基準案第 13 項の注記項目が、

包括利益計算書又は損益及び包括利益計算書に表示される項目であると誤解される恐

れがあるものと考える。 

そのため、包括利益基準案第 33 項における記載を適切に修正するとともに、包括利

益基準案第 13項での注記の定めに関して、包括利益基準案第 8項及び第 9項で定めら

れている、内訳項目ごとの税効果の金額及び組替調整額を示していることが明瞭に理解

できるよう、その記述を見直すべきであると考える。 

 

 

14. 企業結合が当期首に完了したと仮定した場合の「損益」への影響額（四半期基準改

正案第 19項 (17) イなど） 

（コメント） 

包括利益計算書又は損益及び包括利益計算書が導入されたことに伴い、企業結合が当

年度の期首に完了した仮定した場合の影響額については、四半期連結損益及び包括利益

計算書又は四半期連結損益計算書の累計「損益」に与える影響を記載するものとされた

（四半期基準改正案第 19項 (17) イ）。しかし、我が国の会計基準において「損益」が

明確に定義されていないと考えられること、及び本注記において提供されるべき情報は

段階損益に限られない（例えば、売上高）と考えられることから、注記すべき影響額を

明確化する観点より、影響を受ける四半期連結損益及び包括利益計算書（四半期純利益

まで）又は四半期連結損益計算書の主な表示科目に対する影響額（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「変更訂正基準」とする。）

第 10項(5)など参照）を注記するものと定める必要があると考える。 

なお、本意見については、四半期基準改正案第 25 項 (16) イ及びウについても同様

である。また、企業会計基準第 21号「企業結合に関する会計基準」第 49項についても

改正が必要と考えられるが、変更訂正基準の公表に伴う改正とともに当該改正が行われ
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るものであるのか確認したい。 

 

 

以 上 
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