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【参考】実務対応報告第 16 号「会社法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」から

の改正点 

・ 以下の比較表では、実務対応報告第 16 号との主な相違箇所のみを記載している。また、当該相違箇所には下線を付している。 
・ 以下の比較表では、適用指針案における項番号の順に記載している。 

実務対応報告第 16 号 適用指針案 

 
（新設） 

1. 本適用指針は、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。）における「Ⅶ.複合金融

商品」のうち、「1.払込資本を増加させる可能性のある部分を含む

複合金融商品」を適用する際の指針を定める。 

 
（目的） 

本実務対応報告は、会社法（平成 17 年法律第 86 号）が平成 17

年 7 月 26 日に公布されたことに伴い、同法による新株予約権の

うち平成 17 年 12 月 27 日公表の企業会計基準第 8号「ストック・

オプション等に関する会計基準」（以下「ストック・オプション

会計基準」という。）に示されていないもの及び同法による新株

予約権付社債の会計処理についての実務上の取扱いを明らかに

することを目的としている。加えて、外貨建転換社債型新株予約

権付社債の発行者側の会計処理及び会社法において新たに明示

された自己新株予約権に関する会計処理についても取り扱って

いる。 

 

 

2. 本適用指針は、金融商品会計基準が適用される場合において、払

込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に適用

する。また、これに関連する新株予約権及び自己新株予約権にも適

用する。ただし、新株予約権については、現金を対価として受け取

り、付与されるものに限る。 

 

（Ｑ3 Ａ1） 

転換社債型新株予約権付社債（募集事項において、社債と新株

 

3. 「会社法による転換社債型新株予約権付社債」とは、募集事項に
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予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと及び新株予約権が付

された社債を当該新株予約権行使時における出資の目的とする

こと（会社法第 236 条第 1項第 2号及び第 3号）を、あらかじめ

明確にしている新株予約権付社債）は、以前の転換社債と経済的

実質が同一であると考えられるため、その会計処理は以下のとお

りとする。 

 

おいて、社債と新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと及び

新株予約権が付された社債を当該新株予約権行使時における出資

の目的とすること（会社法第 236 条第 1項第 2号及び第 3号）を、

あらかじめ明確にしている新株予約権付社債で、会社法の規定に基

づき発行されたものをいう。 

 
（新設） 

4. 「旧商法による転換社債型新株予約権付社債」とは、新株予約権

の行使があったときに代用払込の請求があったものとみなす旨（会

社法施行日前の商法（以下「旧商法」という。）第 341 条ノ 3 第 1

項第 8号）を決議し、社債と新株予約権がそれぞれ単独で存在し得

ないことをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債で、旧商法

の規定に基づき発行されたものをいう。 

 

 

（新設） 
 

5. 会社法に基づき発行された新株予約権の会計処理は第 6項から第

12 項により行う。なお、旧商法に基づき発行された新株予約権の会

計処理については、実務対応報告第 1号「旧商法による新株予約権

及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」（以下

「実務対応報告第 1号」という。）Q1 A3 による。 

 
（Ｑ1 Ａ1（2）） 

① 新株を発行する場合 

新株予約権が行使され、新株を発行する場合の会計処理

7. 新株予約権が行使された場合の会計処理は次のように行う。 
(1) 新株を発行する場合 

新株予約権が行使され、新株を発行する場合の会計処理は、当
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は、当該新株予約権の発行に伴う払込金額（会社法第 238 条

第 1項第 3号）と新株予約権の行使に伴う払込金額（会社法

第 236 条第 1項第 2号又は第 3号）を、資本金又は資本金及

び資本準備金に振り替える。 

 

該新株予約権の発行に伴う払込金額（会社法第 238 条第 1 項第 3

号）と新株予約権の行使に伴う払込金額（会社法第 236 条第 1項

第 2号）を、資本金又は資本金及び資本準備金に振り替える。 

（略） 

 

（新設） 

19. 会社法による転換社債型新株予約権付社債の会計処理は第 20項

から第 22 項により行う。なお、旧商法による転換社債型新株予約

権付社債については、実務対応報告第 1号 Q2 A3(2)による。 

 

（Ｑ3 Ａ1（1）） 

② 新株予約権の行使時の会計処理 

ア 新株を発行する場合 

新株予約権が行使され、新株を発行する場合において、

発行時に一括法を採用しているときは、当該転換社債型新

株予約権付社債の社債金額（発行時における社債金額と払

込金額との差額に係る未償却残高がある場合（金融商品会

計基準第三 五）には当該金額を加減した金額）を、資本

金又は資本金及び資本準備金に振り替える。[設例 1] 

また、発行時に区分法を採用しているときは、当該転換

社債型新株予約権付社債における社債の対価部分（発行時

における社債金額と払込金額との差額に係る未償却残高

がある場合には当該金額を加減した金額）と新株予約権の

対価部分の合計額を、資本金又は資本金及び資本準備金に

21. 会社法による転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約

権が行使されたときの会計処理は次のように行う。 

(1) 新株を発行する場合 

新株予約権が行使され、新株を発行する場合において、発行時

に一括法を採用しているときは、当該転換社債型新株予約権付社

債の帳簿価額を、資本金又は資本金及び資本準備金に振り替え

る。［設例 1］ 

  

 

 また、発行時に区分法を採用しているときは、当該転換社債型

新株予約権付社債における社債の対価部分（帳簿価額）と新株予

約権の対価部分（帳簿価額）の合計額を、資本金又は資本金及び

資本準備金に振り替える。 
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振り替える。 

イ 自己株式を処分する場合 

新株予約権が行使され、自己株式を処分する場合の自己

株式処分差額の会計処理は、自己株式を募集株式の発行等

の手続により処分する場合に準じて取り扱う（自己株式等

会計基準第 9項から第 11 項）。 

なお、自己株式処分差額を計算する際の自己株式の処分

の対価について、発行時に一括法を採用している場合は、

当該転換社債型新株予約権付社債の社債金額（発行時にお

ける社債金額と払込金額との差額に係る未償却残高があ

る場合には当該金額を加減した金額）とする。また、発行

時に区分法を採用している場合は、当該転換社債型新株予

約権付社債における社債の対価部分（発行時における社債

金額と払込金額との差額に係る未償却残高がある場合に

は当該金額を加減した金額）と新株予約権の対価部分の合

計額とする。 

 

 

(2) 自己株式を処分する場合 

新株予約権が行使され、自己株式を処分する場合の自己株式処

分差額の会計処理は、自己株式を募集株式の発行等の手続により

処分する場合に準じて取り扱う（自己株式等会計基準第 9項、第

10 項及び第 12 項）。 

 なお、自己株式処分差額を計算する際の自己株式の処分の対価

について、発行時に一括法を採用している場合は、当該転換社債

型新株予約権付社債の帳簿価額とする。また、発行時に区分法を

採用している場合は、当該転換社債型新株予約権付社債における

社債の対価部分（帳簿価額）と新株予約権の対価部分（帳簿価額）

の合計額とする。 

 
 
 
 
 

 
（新設） 

23. 会社法に基づき発行された転換社債型新株予約権付社債以外

の新株予約権付社債（以下「その他の新株予約権付社債」という。）

の会計処理は第 24 項及び第 25 項により次のように行う。なお、

旧商法に基づき発行されたその他の新株予約権付社債について

は、実務対応報告第 1号 Q2 A3(1)による。 
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（Ｑ3 Ａ2） 
(1) 発行者側の会計処理 

転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債につ

いて、その発行に伴う払込金額は、社債の対価部分と新株予約

権の対価部分に区分する。社債の対価部分は、普通社債の発行

に準じて処理し、新株予約権の対価部分は、新株予約権の発行

者側の会計処理に準じて処理する（区分法）。 

また、新株予約権が行使されたときの会計処理については、

転換社債型新株予約権付社債の発行時に区分法を採用してい

る場合に準じて処理する（1(1)②参照）。 

 

 

 

24. 会社法に基づき発行されたその他の新株予約権付社債につい

て、その発行に伴う払込金額は、社債の対価部分と新株予約権の対

価部分に区分する。社債の対価部分は、普通社債の発行に準じて処

理し、新株予約権の対価部分は、新株予約権の発行者側の会計処理

に準じて処理する（第 6項参照）（区分法）。 

 また、新株予約権が行使されたときの会計処理については、転換

社債型新株予約権付社債の発行時に区分法を採用している場合に

準じて処理する（第 21 項参照）。 

 

（Ｑ3 Ａ2） 

(2) 取得者側の会計処理（新株予約権付社債の発行会社以外が取

得者となる場合） 

転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債の取

得価額は、社債の対価部分と新株予約権の対価部分に区分す

る。社債の対価部分は、普通社債の取得に準じて処理し、新株

予約権の対価部分は、新株予約権の取得者側の会計処理に準じ

て処理する（区分法）。 

 

 

 

 

25. 会社法に基づき発行されたその他の新株予約権付社債の取得価

額は、社債の対価部分と新株予約権の対価部分に区分する。社債の

対価部分は、普通社債の取得に準じて処理し、新株予約権の対価部

分は、新株予約権の取得者側の会計処理に準じて処理する（第 9項

参照）（区分法）。 

 

 
（新設） 

26. 会社法による転換社債型新株予約権付社債の発行者が、一定の

事由が生じたことを条件として、当該転換社債型新株予約権付社債

を取得できることとする条項（取得条項）が付された転換社債型新
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株予約権付社債について、発行者が、自社の株式の市場価格が転換

価格を上回ることを条件とした取得条項に基づき、当該転換社債型

新株予約権付社債を取得する場合の発行者側の会計処理は次のよ

うに行う。 

(1) 取得の対価が現金の場合 

① 取得と同時に消却することが募集事項に照らして明らか

であり、かつ、取得と同時に消却が行われた場合 
発行者が、取得条項に基づき、当該転換社債型新株予約権

付社債を取得する場合には、繰上償還する場合に準じて処理

する。 
② ①以外の場合 

発行者が、取得条項に基づき、当該転換社債型新株予約権

付社債を取得する場合において、発行時に一括法を採用して

いるときは自己社債の取得に準じて処理し、区分法を採用し

ているときには、取得の対価としての払出額を発行時におけ

る払込金額の区分（第 20 項参照）に準じて社債の対価部分

と新株予約権の対価部分に区分し、社債の対価部分は自己社

債の取得に準じて、新株予約権の対価部分は自己新株予約権

の取得に準じて処理する（第 13 項参照）。 

(2) 取得の対価が自社の株式の場合［設例2］ 

① 取得と同時に消却することが募集事項に照らして明らかで

あり、かつ、取得と同時に消却が行われた場合 

発行者が、取得条項に基づき、当該転換社債型新株予約権付
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社債を転換価格で除した自社の株式数を交付することにより

取得する場合には、会社法による転換社債型新株予約権付社債

に係る新株予約権が行使されたときに準じて処理する（第 21

項参照）。 

② ①以外の場合 

発行者が、取得条項に基づき、当該転換社債型新株予約権付

社債を転換価格で除した自社の株式数を交付することにより

取得する場合には、取得の対価となる自社の株式の時価と取得

した転換社債型新株予約権付社債の時価のうち、より高い信頼

性をもって測定可能な時価に基づき資本金又は資本金及び資

本準備金を増加させるとともに、発行時に一括法を採用してい

るときは取得した転換社債型新株予約権付社債を自己社債に

準じて処理し、区分法を採用しているときには、当該時価を発

行時における払込金額の区分（第 20 項参照）に準じて社債の

対価部分と新株予約権の対価部分に区分し、社債の対価部分は

自己社債に準じて、新株予約権の対価部分は自己新株予約権に

準じて処理する。 

 

 
（新設） 

27. 会社法による転換社債型新株予約権付社債のうち、取得条項が

付された転換社債型新株予約権付社債について、発行者が、自社の

株式の市場価格が転換価格を上回ることを条件とした取得条項に

基づき、当該転換社債型新株予約権付社債を取得する場合の転換社

債型新株予約権付社債権者側の会計処理は次のように行う。 
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(1) 発行者による取得の対価が現金の場合 

転換社債型新株予約権付社債の譲渡として処理する。したがっ

て、譲渡した転換社債型新株予約権付社債の消滅を認識するとと

もに、譲渡した転換社債型新株予約権付社債の帳簿価額とその対

価としての受取額との差額を当期の損益として処理する（金融商

品会計基準第 11 項）。 

(2) 発行者による取得の対価が発行者（自社）の株式の場合 

会社法による転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権

を行使した場合に準じて処理する（第 22 項参照）。 

 

（Ｑ5 Ａ） 
以下においては、会社法に基づき発行された外貨建転換社債型

新株予約権付社債について、実務上多く用いられている一括法を

適用した場合の取扱いを明らかにしている。[設例 2] 

 

28. 会社法に基づき発行された外貨建転換社債型新株予約権付社債

について、発行時に一括法を採用している場合の発行者側の会計処

理は次のように行う。なお、旧商法に基づき発行された外貨建転換

社債型新株予約権付社債については、実務対応報告第 11 号「外貨

建転換社債型新株予約権付社債の発行者側の会計処理に関する実

務上の取扱い」（以下「実務対応報告第 11 号」という。）による。［設

例 3］ 

（略） 

 

 
（新設） 

29. 会社法に基づき発行された外貨建転換社債型新株予約権付社債

について、発行時に区分法を採用している場合の発行者側の会計処

理は次のように行う。 
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(1) 外貨建社債の対価部分 

   外貨建社債の対価部分の発行時の円貨への換算は発行時の為

替相場により、決算時の円貨への換算は決算時の為替相場による

（日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第 4 号「外貨建取引

等の会計処理に関する実務指針」（以下「外貨実務指針」という。）

第 19-6 項）。また、新株予約権行使時に資本金又は資本金及び資

本準備金に振り替える額の円貨への換算は、当該権利行使時の為

替相場による。 

(2) 外貨建新株予約権の対価部分 

   外貨建新株予約権の対価部分の発行時及び決算時の円貨への

換算並びに新株予約権行使時に資本金又は資本金及び資本準備

金に振り替える額の円貨への換算は、発行時の為替相場による

（外貨実務指針第 19-2 項及び第 19-3 項）。 

 
 
（新設） 

30. 会社法に基づき発行された外貨建転換社債型新株予約権付社債

の取得者側における円貨への換算は、外貨実務指針第 19-9 項によ

る。 

 
 
（新設） 

32. 本適用指針は、本適用指針公表日以後に終了する事業年度及び

中間会計期間から適用する。ただし、会社法施行日（平成 18 年 5

月 1日）以後本適用指針公表日前に終了した事業年度及び中間会計

期間については、本適用指針を適用することができる。 

 なお、本適用指針の適用により、実務対応報告第 16 号「会社法
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による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務

上の取扱い」（以下「実務対応報告第 16 号」という。）は廃止する。 

 
（目的） 

新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理については、平成

14 年 3 月 29 日に実務対応報告第 1 号「新株予約権及び新株予約

権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」（ 終改正平成 17

年 12 月 27 日）（以下「実務対応報告第 1号」という。）及び平成

15 年 9 月 22 日に実務対応報告第 11 号「外貨建転換社債型新株予

約権付社債の発行者側の会計処理に関する実務上の取扱い」（以

下「実務対応報告第 11 号」という。）が公表されている。 

 

 

33. 払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品の

会計処理については、これまで、金融商品会計基準、金融商品会計

実務指針、実務対応報告第 1 号、実務対応報告第 11 号及び実務対

応報告第 16 号においてそれぞれ取り扱われてきた。 

 

 
（新設） 

34. 本適用指針は、企業会計審議会から公表された「金融商品に係

る会計基準」が平成 18 年 8 月 11 日に企業会計基準第 10 号として

改正され、転換社債及び新株引受権付社債に関する定めが新株予約

権付社債に関する定めに改められたことから、実務対応報告第 16

号の内容を企業会計基準第 10 号の適用上の指針として定めたもの

である。また、実務対応報告第 16 号では取り扱われていなかった

外貨建転換社債型新株予約権付社債に関する取得者側及び発行時

に区分法を採用している場合の発行者側の会計処理について明ら

かにしている。 
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（新設） 

35. さらに、本適用指針では、会社法において、一定の事由が生じ

たことを条件として、発行者がその新株予約権付社債を取得できる

こととする条項（取得条項）が付された新株予約権付社債を発行す

ることが可能となったため、その会計処理を取り扱うこととした。

これは、実務対応報告第 16 号の公表後に、本件に関する質問が多

く寄せられたことに対応するものである。 
 

 

（新設） 

 

36. 本適用指針では、新株予約権について、現金を対価として受け

取り、付与されたものを適用範囲としている（第 2 項参照）。これ

は、平成 17 年 12 月 27 日公表の企業会計基準第 8 号「ストック・

オプション等に関する会計基準」（以下「ストック・オプション会

計基準」という。）で取り扱われていない新株予約権の会計処理を

適用範囲とする趣旨である。ストック・オプション会計基準では、

企業がその従業員等に対して、ストック・オプションを付与する取

引の他、企業が財貨又はサービスを取得するときの対価として自社

株式オプション（新株予約権）を付与する取引についても取り扱っ

ているが、企業が現金を取得するときの対価として自社株式オプシ

ョン（新株予約権）を付与する取引は前提としていない。したがっ

て、当該取引の会計処理については、本適用指針の定めによること

となる。 

 なお、敵対的買収防止策として一定の者に自社株式オプション

（新株予約権）が付与される取引のように、対価性のないことが明

確である取引の場合には、当該取引に関して費用を認識しないこと
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がストック・オプション会計基準で示されているため（ストック・

オプション会計基準第 33 項）、当該取引について本適用指針の定め

は適用されないこととなる。ただし、敵対的買収防止策として付与

した自社株式オプション（新株予約権）を消却する場合等に生じる

自己新株予約権の会計処理については、本適用指針の定めによるこ

ととなる。 

 
（Ｑ3 Ａ1） 

なお、転換社債型新株予約権付社債について、社債と新株予約

権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして

いる場合とは、以前の転換社債と経済的実質が同一となるよう

に、例えば、以下のいずれかが募集事項に照らして明らかな場合

である。 

① 新株予約権について取得事由を定めておらず、かつ、社債

についても繰上償還を定めていないこと。 

② 新株予約権について取得事由を定めている場合には、新株

予約権が取得されたときに社債も同時に償還されること、か

つ、社債について繰上償還を定めている場合には、社債が繰

上償還されたときに新株予約権も同時に消滅すること。 
 

 

37. 会社法による転換社債型新株予約権付社債について、社債と新

株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に

している場合（第 3項参照）とは、以前の転換社債と経済的実質が

同一となるように、例えば、以下のいずれかが募集事項に照らして

明らかな場合である。 

(1)  新株予約権について取得事由を定めておらず、かつ、社債

についても繰上償還を定めていないこと。 

(2)  新株予約権について取得事由を定めている場合には、新株

予約権が取得されたときに社債も同時に取得されること、ま

た、社債について繰上償還を定めている場合には、社債が繰

上償還されたときに新株予約権も同時に消滅すること。 

 
 
（新設） 
 

38. 旧商法による転換社債型新株予約権付社債について、社債と新

株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に

している場合（第 4項参照）とは、以前の転換社債と経済的実質が
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同一となるように、例えば、以下のいずれかが社債要項等に照らし

て明らかな場合である。 

(1)  新株予約権について消却事由を定めておらず、かつ、社債

についても繰上償還を定めていないこと。 

(2)  新株予約権について消却事由を定めている場合には、新株

予約権が消却されたときに社債も同時に償還されること、ま

た、社債について繰上償還を定めている場合には、社債が繰

上償還されたときに新株予約権も同時に消却されること。 

 
（Ｑ1 Ａ1（1）） 

実務対応報告第 1号において、新株予約権の発行価額は、以前

の新株引受権付社債の会計処理（「金融商品に係る会計基準」（以

下「金融商品会計基準」という。）第六 一）を勘案し、負債の部

に計上することとしていたが、平成 17 年 12 月 9 日公表の企業会

計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（以下「純資産会計基準」という。）に従い、新株予約権は純資

産の部に表示することとなる（純資産会計基準第 4 項及び第 7

項）。 

 

 

 

39. 新株予約権に関する表示について、平成 17 年 12 月 9 日公表の

企業会計基準第 5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（以下「純資産会計基準」という。）の適用前においては、以

前の新株引受権付社債の会計処理を勘案し、その発行価額を仮勘定

として負債の部に計上することとしていたが、純資産会計基準の適

用に伴い、その発行に伴う払込金額を純資産の部に計上することと

なった（純資産会計基準第 4項及び第 7項）（第 6項参照）。 

 

（Ｑ3 Ａ1） 

「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（以下「金

融商品会計意見書」という。）によれば、契約の一方の当事者の

 

44. 金融商品会計基準では、複合金融商品について、払込資本を増

加させる可能性のある部分を含む複合金融商品とその他の複合金
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払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に

ついて、払込資本を増加させる可能性のある部分とそれ以外の部

分の価値をそれぞれ認識することができるならば、それぞれの部

分を区分して処理することが合理的であるとされている。しかし

ながら、以前の転換社債については、転換権が行使されると社債

は消滅し、社債の償還権と転換権が同時に各々存在し得ないこと

から、それぞれの部分を区分して処理する必要性は乏しいとされ

ている（金融商品会計意見書Ⅲ 七 1）。 

 金融商品会計意見書の考え方は、以前の転換社債と経済的実質

が同一である会社法に基づき発行された転換社債型新株予約権

付社債の会計処理にも適用することが可能と考えられるため、発

行者側については、以前の転換社債と同様に、一括法と区分法の

いずれの方法も認められることとし（金融商品会計基準第六 一

2（1））、取得者側については、一括法により処理することとした

（金融商品会計基準第六 一 2（2））。 

 

 

 

 なお、転換社債型新株予約権付社債を社債の対価部分と新株予

約権の対価部分に区分する場合には、金融商品会計基準注解（注

15）1 に準ずる方法によることとなるが、社債と新株予約権それ

ぞれの払込金額が明らかに経済的に合理的な額と乖離する場合

には、当該払込金額の比率で配分する方法を適用することは適当

融商品に区分して、それぞれ処理方法を定めている。このうち、前

者、すなわち、新株予約権付社債のように契約の一方の当事者の払

込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品は、払込

資本を増加させる可能性のある部分とそれ以外の部分の価値をそ

れぞれ認識することができるならば、それぞれの部分を区分して処

理することが合理的であるとし、その他の新株予約権付社債は払込

資本を増加させる可能性のある部分とそれ以外の部分が同時に

各々存在し得ることから、その取引の実態を適切に表示するため、

それぞれの部分を区分して処理することが必要であるとしている。 

 しかしながら、募集事項において、社債と新株予約権がそれぞれ

単独で存在し得ないこと及び新株予約権が付された社債を当該新

株予約権行使時における出資の目的とすること（会社法第 236 条第

1 項第 2 号及び第 3 号）をあらかじめ明確にしている転換社債型新

株予約権付社債については、以前の転換社債と経済的実質が同一で

あり、それぞれの部分を区分して処理する必要性は乏しいと考えら

れるため、区分して処理する方法に加え、一体として処理する方法

も認めている（金融商品会計基準第 112 項及び第 113 項）（第 20 項

参照）。 

 なお、転換社債型新株予約権付社債を社債の対価部分と新株予約

権の対価部分に区分する場合には、金融商品会計基準（注 15）1 に

よることとなるが、社債と新株予約権それぞれの払込金額が明らか

に経済的に合理的な額と乖離する場合には、当該払込金額の比率で

配分する方法を適用することは適当でない。このような場合には、
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でない。このような場合には、区分法における他の方法を適用す

ることとなる。 

 

新株予約権付社債を区分する他の方法を適用することとなる。 

 

（Ｑ3 Ａ1） 

また、会社法施行日前の商法（以下「旧商法」という。）では、

従前の転換社債型新株予約権付社債について、社債の発行価額

（旧商法第 341 条ノ 3第 1項第 1号）と新株予約権の行使に際し

て払い込むべき金額（旧商法第 341 条ノ 13 第 1 項）が同額でな

ければならず（旧商法第 341 条ノ 3 第 2 項）、また、通常の新株

予約権の行使と同様に、新株予約権の発行価額と新株予約権の行

使に際して払い込むべき金額の合計が新株の発行価額とみなさ

れる（旧商法第 341 条ノ 15 第 5 項及び旧商法第 280 条ノ 20 第 4

項）とされていた。 

しかしながら、会社法ではこれらの定めが存在しないため、本

実務対応報告では、新株予約権が行使されたときに資本金又は資

本金及び資本準備金に振り替える額について、発行時に一括法を

採用している場合は、当該転換社債型新株予約権付社債の社債金

額（発行時における社債金額と払込金額との差額に係る未償却残

高がある場合には当該金額を加減した金額）とし、発行時に区分

法を採用している場合は、当該転換社債型新株予約権付社債にお

ける社債の対価部分（発行時における社債金額と払込金額との差

額に係る未償却残高がある場合には当該金額を加減した金額）と

新株予約権の対価部分の合計額とした。この結果、新株予約権が

 

45. 旧商法では、従前の転換社債型新株予約権付社債について、社

債の発行価額（旧商法第 341 条ノ 3第 1項第 1号）と新株予約権の

行使に際して払い込むべき金額（旧商法第 341 条ノ 13 第 1 項）が

同額でなければならず（旧商法第 341 条ノ 3 第 2 項）、また、通常

の新株予約権の行使と同様に、新株予約権の発行価額と新株予約権

の行使に際して払い込むべき金額の合計が新株の発行価額とみな

される（旧商法第 341 条ノ 15 第 5 項及び第 280 条ノ 20 第 4 項）と

されていた。 

  

 しかしながら、会社法ではこれらの定めが存在しないため、本適

用指針では、新株予約権が行使されたときに資本金又は資本金及び

資本準備金に振り替える額について、発行時に一括法を採用してい

る場合は、当該転換社債型新株予約権付社債の帳簿価額とし、発行

時に区分法を採用している場合は、当該転換社債型新株予約権付社

債における社債の対価部分（帳簿価額）と新株予約権の対価部分（帳

簿価額）の合計額としている（第 21 項参照）。この結果、新株予約

権が行使されたときには、一括法と区分法のいずれを採用している

場合にも損益が生じないこととなる。 
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行使されたときには、一括法と区分法のいずれを採用している場

合にも損益が生じないこととなる。 

 
（Ｑ3 Ａ2） 

金融商品会計意見書によれば、新株予約権付社債のように契約

の一方の当事者の払込資本を増加させる可能性のある部分を含

む複合金融商品について、払込資本を増加させる可能性のある部

分とそれ以外の部分の価値をそれぞれ認識することができるな

らば、それぞれの部分を区分して処理することが合理的であると

されている（金融商品会計意見書Ⅲ 七 1）。 

 

 

 

 

 

 したがって、転換社債型新株予約権付社債以外の場合は、発行

者側及び取得者側ともに区分法を適用することとした。これは、

以前の新株引受権付社債の会計処理について、分離型あるいは非

分離型を区別することなく、発行者側及び取得者側ともに区分法

を適用していること（金融商品会計基準第六 一 1）と整合的で

ある。 

 なお、区分法を適用する場合には、金融商品会計基準注解（注

15）に準ずる方法によることとなるが、社債と新株予約権それぞ

 

46. 金融商品会計基準では、新株予約権付社債のように契約の一方

の当事者の払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金

融商品について、払込資本を増加させる可能性のある部分とそれ

以外の部分の価値をそれぞれ認識することができるならば、それ

ぞれの部分を区分して処理することが合理的であるとされてい

る。さらに、個々の複合金融商品の様態及び取引実態において、

その他の新株予約権付社債は払込資本を増加させる可能性のある

部分とそれ以外の部分が同時に各々存在し得ることから、その取

引の実態を適切に表示するため、それぞれの部分を区分して処理

することが必要であるとされている（金融商品会計基準第 112

項）。 

 したがって、その他の新株予約権付社債については、発行者側

及び取得者側ともに区分法を適用することとしている（第 24 項及

び第 25 項参照）。これは、以前の新株引受権付社債の会計処理に

ついて、分離型あるいは非分離型を区別することなく、発行者側

及び取得者側ともに区分法を適用していたことと整合的である。 

 

 なお、区分法を適用する場合には、金融商品会計基準（注 15）

によることとなるが、社債と新株予約権それぞれの払込金額が明
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れの払込金額が明らかに経済的に合理的な額と乖離する場合に

は、当該払込金額の比率で配分する方法を適用することは適当で

ない。このような場合には、区分法における他の方法を適用する

こととなる。 

らかに経済的に合理的な額と乖離する場合には、当該払込金額の

比率で配分する方法を適用することは適当でない。このような場

合には、新株予約権付社債を区分する他の方法を適用することと

なる。 

 

 
（新設） 

47. 会社法では、取得条項付の新株予約権付社債を発行することが

できることとされた（会社法第 236 条第 1 項第 7 号）。本適用指針

では、転換社債型新株予約権付社債が以前の転換社債と経済的実質

が同一であることを前提に、発行者は一括法と区分法のいずれかの

方法により会計処理することとしている（第 20 項参照）が、取得

条項付の転換社債型新株予約権付社債についても、これに付された

新株予約権が転換社債型新株予約権付社債権者により行使された

ときに自社の株式が交付されるなど、以前の転換社債と経済的実質

が同一であることを前提に、発行者は一括法と区分法のいずれかの

方法により会計処理することができるものと考えている。 

 

 
（新設） 

48. 会社法による転換社債型新株予約権付社債の発行者が、自社の

株式の市場価格が転換価格を上回ることを条件とした取得条項に

基づき、現金を対価として当該転換社債型新株予約権付社債を取得

する場合の発行者側の会計処理について、当該転換社債型新株予約

権付社債を取得と同時に消却することが募集事項に照らして明ら

かであり、かつ、取得と同時に消却が行われた場合には、繰上償還

と経済的実質が同一であることから、これに準じて処理することと
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した（第 26 項(1)①参照）。したがって、当該転換社債型新株予約

権付社債の帳簿価額とその対価としての払出額との差額を当期の

損益として処理することとなる。 

 一方、募集事項の内容等が上記以外の場合には、自己社債の取得

及び自己新株予約権の取得に準じて処理することとした（第 26 項

(1)②参照）。この場合、当該転換社債型新株予約権付社債の取得

価額は、その対価としての払出額に基づき算定することとなり、取

得時には損益が計上されないこととなる。 

 なお、自己社債については、これまでの会計慣行を踏まえ、金融

商品会計基準における有価証券の会計処理に準じて処理する。 

 また、会社法による転換社債型新株予約権付社債の発行者が、取

得条項に基づき、自社の株式の市場価格が転換価格を下回る場合に

おいて、社債金額に基づく金額により現金を対価として当該転換社

債型新株予約権付社債を取得する場合の発行者側の会計処理につ

いても、自社の株式の市場価格が転換価格を上回ることを条件とし

た取得条項が付されている場合と同様に、繰上償還並びに自己社債

の取得及び自己新株予約権の取得に準じて処理することとなる。 

 

 
（新設） 

49. 会社法による転換社債型新株予約権付社債の発行者が、自社の

株式の市場価格が転換価格を上回ることを条件とした取得条項に

基づき、当該転換社債型新株予約権付社債を転換価格で除した自社

の株式数を交付することにより当該転換社債型新株予約権付社債

を取得する場合の発行者側の会計処理について、当該転換社債型新
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株予約権付社債を取得と同時に消却することが募集事項に照らし

て明らかであり、かつ、取得と同時に消却が行われた場合には、転

換社債型新株予約権付社債権者が、当該転換社債型新株予約権付社

債に係る新株予約権を行使することと経済的実質が同一であるこ

とから、本適用指針では、これらの会計処理を整合させることとし

た（第 26 項(2)①参照）。これは、従来、発行者が、自社の株式の

市場価格が転換価格を上回る場合において繰上償還条項に基づき

繰上償還を行うことを明らかにすることにより、転換社債権者が転

換権を行使していた繰上償還権付転換社債と経済的実質が類似し

ており、当該繰上償還権付転換社債に係る従来の会計処理とも整合

的である。 

 したがって、取得の対価が新株の場合において、発行時に一括法

を採用しているときの資本金又は資本金及び資本準備金の増加額

は、取得した転換社債型新株予約権付社債の帳簿価額に基づき算定

され、発行時に区分法を採用しているときの資本金又は資本金及び

資本準備金の増加額は、取得した転換社債型新株予約権付社債にお

ける社債の対価部分と新株予約権の対価部分の帳簿価額の合計額

に基づき算定されることとなる。この結果、発行者が取得条項に基

づき転換社債型新株予約権付社債を取得したときには、一括法と区

分法のいずれを採用している場合にも損益は計上されないことと

なる。 

 一方、会社法による転換社債型新株予約権付社債の発行者が、自

社の株式の市場価格が転換価格を上回ることを条件とした取得条
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項に基づき、当該転換社債型新株予約権付社債を転換価格で除した

自社の株式数を交付することにより当該転換社債型新株予約権付

社債を取得する場合であっても、募集事項の内容等が上記以外の場

合には、転換社債型新株予約権付社債権者が、当該転換社債型新株

予約権付社債に係る新株予約権を行使することと経済的実質が同

一であるとはいえず、むしろ自己社債の取得及び自己新株予約権の

取得として会計処理することが適当であるものとした（第 26 項(2)

②参照）。 

 したがって、取得の対価が新株の場合における資本金又は資本金

及び資本準備金の増加額は、取得の対価となる自社の株式の時価と

取得した転換社債型新株予約権付社債の時価のうち、より高い信頼

性をもって測定可能な時価に基づき算定されることとなる。この結

果、発行者が取得条項に基づき転換社債型新株予約権付社債を取得

したときには、一括法と区分法のいずれを採用している場合にも損

益は計上されないこととなる。 

 

 
（新設） 

50. 転換社債型新株予約権付社債の発行者が、発行者（自社）の株

式の市場価格が転換価格を上回ることを条件とした取得条項に基

づき、当該転換社債型新株予約権付社債を転換価格で除した自社の

株式数を交付することにより当該転換社債型新株予約権付社債を

取得する限りにおいては、転換社債型新株予約権付社債権者が、当

該転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権を行使すること

と経済的実質が同一であることから、本適用指針では、これらの会
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計処理を整合させることとした（第 27 項(2)参照）。 
 したがって、転換社債型新株予約権付社債権者が、取得条項に基

づき、転換社債型新株予約権付社債を発行者に譲渡し、対価として

発行者の株式を取得した場合には、当該転換社債型新株予約権付社

債の帳簿価額を株式に振り替えることとなる。 
 

（Ｑ4 Ａ） 
社債と新株予約権は別々に証券が発行されるので発行後には

個別に流通することになるが、社債と新株予約権を同時に募集

し、かつ、両者を同時に割り当てる場合には、発行時において両

者は実質的に一体のものとみられるため、その経済的実質は転換

社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債と同一である

と考えられる。したがって、発行者側及び取得者側ともに会計処

理は区分法（Ｑ3 のＡ2 参照）により行うことが適当であると考

えられる。 
 なお、社債と新株予約権を同時に募集していない場合又は両者

を同時に割り当てていない場合でも、実質的に一体のものとみら

れるときは、社債と新株予約権を個々に会計処理せずに、それぞ

れの払込金額を合計した上で区分法を適用することに留意する

必要がある。例えば、社債と新株予約権を同時に募集していない

場合とは一部の割当てを時間的にずらしているような場合であ

り、両者を同時に割り当てていない場合とは一部の社債と新株予

約権の割当てを別々の者に行うような場合である。 

 

52. 社債と新株予約権を同時に募集し、かつ、両者を同時に割り当

てる場合、社債と新株予約権は別々に証券が発行されるので発行後

は個別に流通することになるが、発行時において両者は実質的に一

体のものとみられるため、その経済的実質はその他の新株予約権付

社債と同一であると考えられる。したがって、発行者側及び取得者

側ともに会計処理は区分法により行うことが適当である（第 31 項

参照）。 
 
 なお、社債と新株予約権を同時に募集していない場合又は両者を

同時に割り当てていない場合でも、両者が実質的に一体のものとみ

られるときは、社債と新株予約権を個々に会計処理せずに、それぞ

れの払込金額を合計した上で区分法を適用することに留意する必

要がある。例えば、社債と新株予約権を同時に募集していない場合

とは、一部の割当てを時間的にずらしているような場合であり、両

者を同時に割り当てていない場合とは、一部の社債と新株予約権の

割当てを別々の者に行うような場合である。 



 

- 22 - 

実務対応報告第 16 号 適用指針案 

設 例 

［設例 1］転換社債型新株予約権付社債の発行者側の会計

処理（一括法） 

1．前提条件 

(1) 転換社債型新株予約権付社債の発行 

額面総額：500,000 千円 

払込金額：450,000 千円（割引発行） 

期間：X1 年 4 月 1日から X11 年 3 月 31 日（10 年間） 

(2) 社債発行差金は償還期間で定額法により償却する。 

(3) 決算日は 3月 31 日である。 

(4) X3 年 4 月 1 日に、上記転換社債型新株予約権付社債のすべて

について新株予約権の行使の請求があり、新株を発行した。

(5) 新株予約権の行使に際して出資をなすべき1株当たりの金額

（転換価格）は 50 千円とする。新株の発行時に出資された

額はすべて資本金とする。 

(6) 社債利息については考慮しないものとする。 

 

2. 会計処理 

（単位：千円）

(1) 発行時（X1 年 4 月 1日） 

現金預金 450,000  社債 500,000 

社債発行差金 50,000    

 

設 例 

［設例 1］転換社債型新株予約権付社債の発行者側の会計処

理（一括法） 

1．前提条件 

(1) 転換社債型新株予約権付社債の発行 

額面総額：500,000 千円 

払込金額：450,000 千円（割引発行） 

期間：X1 年 4 月 1日から X11 年 3 月 31 日（10 年間） 

利率：0％ 

(2) 決算日は 3月 31 日である。 

(3) X3 年 4 月 1 日に、上記転換社債型新株予約権付社債のすべてに

ついて新株予約権の行使の請求があり、新株を発行した。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資をなすべき 1 株当たりの金額

（転換価格）は 50 千円とする。新株の発行時に出資された額

はすべて資本金とする。 

(5) 償却原価法の適用にあたっては、定額法によるものとする。 

 

2. 会計処理 

（単位：千円） 

(1) 発行時（X1 年 4 月 1日） 

現金預金 450,000 社債 450,000 
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(2) 決算日（X2 年 3 月 31 日） 

社債発行差金 

償却 

5,000  社債発行差金 5,000 

 

(3) 決算日（X3 年 3 月 31 日） 

社債発行差金 

償却 

5,000  社債発行差金 5,000 

 

(4) 新株予約権行使時（X3 年 4 月 1日） 

社債 500,000  資本金 (注 1) 

460,000 

  社債発行差金 (注 2) 

 40,000 

(注 1) 権利行使により資本金に振り替える額は、新株予約権

が行使された転換社債型新株予約権付社債の社債金額

（発行時における社債金額と払込金額との差額に係る

未償却残高（社債発行差金残高）がある場合には当該金

額を加減した金額） 

(注 2) 50,000 千円×8年／10 年＝40,000 千円 

 

(2) 決算日（X2 年 3 月 31 日） 

社債利息 5,000 社債 5,000 

 

 

(3) 決算日（X3 年 3 月 31 日） 

社債利息 5,000 社債 5,000 

 

 

(4) 新株予約権行使時（X3 年 4 月 1日） 

社債 460,000 資本金 (注)460,000 

(注) 権利行使により増加する資本金の額は、新株予約権が行

使された転換社債型新株予約権付社債の帳簿価額に基づき

算定する。 

 

（新設） [設例 2] 取得条項付の転換社債型新株予約権付社債の発行

者側の会計処理（一括法） 
1．前提条件 



 

- 24 - 

実務対応報告第 16 号 適用指針案 

(1) 取得条項付の転換社債型新株予約権付社債の発行 

額面総額：100,000 千円 

払込金額：100,000 千円 

期間：X1 年 4 月 1日から X11 年 3 月 31 日（10 年間） 

利率：0％ 

(2) 発行者は、自社の株式の市場価格が転換価格を上回った場合に

のみ、自社の株式を対価として、（1）の転換社債型新株予約権

付社債を取得することができる。 

(3) 発行者による取得と同時に、（1）の転換社債型新株予約権付社

債を消却することが募集事項に照らして明らかである。 

(4) 取得者（転換社債型新株予約権付社債権者）による新株予約権

の行使、又は、発行者による転換社債型新株予約権付社債の取

得に際して、出資をなすべき 1株当たりの金額（転換価格）は

100,000 千円とする。 

(5) 発行者は、X3 年 5 月 1日に、自社の株式の市場価格が 110,000

千円となったため、取得条項に基づき、（1）の転換社債型新株

予約権付社債を取得し、その対価として新株を発行した。また、

取得した転換社債型新株予約権付社債は、取得と同時に消却が

行われた。 

(6) 新株の発行時に出資された額はすべて資本金とする。 

2. 会計処理 

(1) 発行時（X1 年 4 月 1日）   （単位：千円） 

現金預金 100,000  社債 100,000
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(2) 取得日（X3 年 5 月 1日） 

社債 100,000  資本金 100,000

 (注 1) 会社法上は、取得した転換社債型新株予約権付社債を

帳簿価額 100,000 千円で計上し、これを資本金（1.(6)参

照）とした上で、当該転換社債型新株予約権付社債の消

却を行うこととなる。 

 

なお、発行者による取得と同時に、1.(1)の転換社債型新株予約権付

社債を消却することが募集事項に照らして明らかではない場合の会計

処理は次のようになる。 

(1) 発行時（X1 年 4 月 1日） 

現金預金 100,000  社債 100,000

(2) 取得日（X3 年 5 月 1日） 

自己社債 110,000  資本金 110,000

   (注 2) 取得した転換社債型新株予約権付社債を取得の対価と

なる自社の株式の時価 110,000 千円で計上し、これを資

本金とする。 

 
以 上 
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