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Ⅰ はじめに

2009年に会計法現代化法（BilMoG）が施行されるまで，評価単位によるヘッジ会計は，もっ

ぱら，正規の簿記の諸原則（GoB）に準拠して行われていた。評価単位によるヘッジ会計とは，

ヘッジすべき取引（基礎取引）とヘッジ手段（ヘッジ取引）を一体とみなして評価単位とし，そ

の内部で両取引に逆に生ずる価値変動を相殺しようとするものである。それがいま，BilMoGを

通じて明確な法規定が導入された。商法典254条がそれである 1）。新設された254条は，それま

で会計原則（慣行）にすぎなかったこのヘッジ会計を法的に根拠づけるものである。言い換えれ

ば，254条は，「実務ですでに適用されている評価単位形成の会計原則を文書化」するとともに，

「現在すでに行われている・・・評価単位が今後も可能であることを保証」する 2）。

本稿では，特に企業が海外（非ユーロ圏）の企業を相手に保有する資本参加（Beteiligung）を

対象として，254条に基づくヘッジ会計を考察する。企業が保有する海外資本参加には，通常，

為替リスクが発生する。為替リスクは，為替相場の変動により取引に差益または差損が生ずるリ

スクである。このような為替リスクは，為替変動による価値変動が逆のリスクポジション，一般

的にはデリバティブ等の金融商品によってヘッジが可能であり，ここに海外資本参加を基礎取

引，金融商品をヘッジ取引とする評価単位が形成されることとなる。

ところで，海外資本参加のヘッジにおいては，基礎取引の保有が長期または無期限となるのに

対し，ヘッジ取引は短期的に締結されることが多く，その結果，両取引の期間的一致を得るため

にヘッジ取引を長期化することが必要となる。これが海外資本参加のヘッジ（会計）において固

有の問題をもたらすが，かかるヘッジ関係の期間的一致は，ヘッジ取引の延長ないし接続によっ

て維持可能である。

以下においては，まず，海外資本参加の意義を明らかにする。その上で，海外資本参加の評価

単位形成のための条件を検討し，最後にその評価単位の会計処理を，ヘッジ取引が継続中の場

合，ヘッジ取引を延長（接続）する場合，そして評価単位を（事前に）終了する場合について考



118 県立広島大学経営情報学部論集 第4号

察する。

Ⅱ 財務固定資産としての海外資本参加

1 資本参加の概念

商法典271条は，その1項で資本参加について次のように規定している。

このように，資本参加とは，継続的結合関係を作り出すことによって資本参加企業の経営活動

に役立たせようとする他企業に対する持分であり，同266条の規定によれば，貸借対照表上，財

務固定資産（同2項AⅢ）の1項目として分類表示される。また，資本参加は投資（貨幣または

現物による出資）によって獲得される社員権を意味し，企業の共同所有を伴うものである 3）。

資本参加として，例えば，合名会社，資本会社または株式合資会社に対する人的責任社員持

分，合資会社持分，有限会社持分，株式会社持分または株式合資会社持分，民法上の組合企業

に対する持分，匿名組合員としての資本参加，および資本参加に類似の貸付金等が挙げられ

る 4）。それに対し，例えば，民法上の組合であるが設置が一時的な学術研究のための作業共同体

（Arbeitsgemeinschaft）に対する資金拠出は，一般的に資本参加とはみなされない。なぜなら，そ

れは企業でなく，また継続的に出資されるものでもないからである 5）。登記済協同組合に対する

持分も，上掲条文から明らかなように，資本参加とはみなされない（1項5文）。

なお，継続的投資とみなされうる証券化された他企業持分であるが，資本参加でないものは，

財務固定資産のもとで固定資産としての有価証券（266条2項AⅢ5）として表示される。継続

的投資といえない場合，それは流動資産の区分においてその他の有価証券（同BⅢ2）として表

示される。結合企業に対する持分は，常に，財務固定資産のもとで結合企業に対する持分（同A
Ⅲ1）として表示されなければならない 6）。資本投資会社法の意味における投資ファンドに対す

る持分は，常に，流動資産としてのその他の有価証券とみなされる 7）。また，271条1項5文の

協同組合に対する持分のような，資本参加とみなしえない証券化されていない他企業持分は，流

動資産の区分のその他の資産（266条2項BⅡ4）として表示されなければならない 8）。

266条2項は貸借対照表の借方側の項目分類を規定するものであるが，特に財務固定資産につ

いて次のように分類表示することを要請している。

271条 資本参加，結合企業

(1) 1資本参加とは，他企業に対する持分であって，当該企業との継続的な結合を作り出す

ことにより，自己の営業経営に役立たしめるように定められているものをいう。2その場

合，この持分が有価証券という形態をとるか否かは重要ではない。3疑いのある場合には，

資本会社に対する持分で，その額面額の合計が当該会社の公称資本金の5分の1を超える

ものは資本参加とみなされる。 4その計算については株式法16条2項および4項が準用

されねばならない。5登記済協同組合の組合員資格は第3編にいう資本参加とはみなされ

ない。

266条 貸借対照表の項目分類

(2) 借方側
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2 資本参加の特徴

271条の規定から，資本参加の特徴として，持分所有が他企業との継続的結合関係を作り出す

こと，およびそれが自己の営業経営に役立つことの2点を抽出することができる。

(1) 資本参加の継続性

持分所有による他企業との継続的結合について，商法典は特に明確な規準ないし指標を掲げて

はいない。しかし，資本参加の相手企業に対して実際になんらかの影響力を行使できることが，

継続的結合の1つの指標であるといえよう 9）。相手企業に対する継続的投資から生じる諸権利に

基づいて影響力を行使し，それによりなんらかの形で相手企業と密接な経済的結合関係を作り出

すことに資本参加の意味があると思われる。後述するように，資本参加の場合は，他の多くの財

務的投資と異なり，投資に対する通常の金利以上のものが意図されている 10）。

継続的結合は，原則的にその法的形態を問わないが，かかる結合関係は資本参加の目的ないし

意図から生じることが多い。例えば，投資の継続性は，支配契約または利益供与契約によって支

えられている。また，人的会社に対する資本参加は，多くの場合，売却ないし解約が不可能であ

り，しかも，企業に対して広範な影響力を持つ。その意味で，人的会社に対する持分は，常に，

資本参加とみなされる 11）。

証券化されていない有限会社持分も同様である。この場合も，密接な人的関係および売却が困

難という点に特徴があり，継続的投資を前提としている。実際，有限会社法は企業に対する広範

な影響力を社員に与えており（有限会社法45条以下），その結果，基本資本金に対する持分比率

に関係なく，上述のような資本参加の特徴が生じる。未上場の株式会社の場合も，持分（株式）

の短期的売却はほとんど不可能であり，それゆえ，通常，継続的投資を前提にしていると考えら

れる 12）。

(2) 営業経営への役立ち

資本参加のもう1つの特徴は，それが資本参加企業の営業経営に役立つものであるということ

A．固定資産

Ⅰ．無形固定資産

Ⅱ．有形固定資産

Ⅲ．財務固定資産

1．結合企業に対する持分

2．結合企業に対する貸付金

3．資本参加

4．資本参加関係を有する企業に対する貸付金

5．固定資産としての有価証券

6．その他の貸付金

B．流動資産

．

．

．
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である。つまり，相手企業との結合関係は，資本参加企業の営業経営の目的ないし要請から生じ

るということである 13）。この点においても，資本参加は投下資本の市場利回り以上のことと結び

ついている。

資本参加による自己の営業経営への役立ちとして，例えば，原材料の確保，新規の販売経路の

獲得，取扱い品目またはマーケットシェアの拡大が考えられる。さらに，他企業への資本参加を

通じての新たな製品または市場への参入を挙げることができる。これらは，資本参加企業の成長

またはリスク管理を目的としている 14）。

しかし，このような資本参加の営業経営への役立ちは，資本参加企業が相手企業の意思形成か

ら排除されてしまうと，保証されなくなる 15）。相手企業への最低限必要な発言の機会もない資本

参加は考えられない。資本参加企業の影響力は，通常，相手企業の取締役会，監査役会，または

社員総会を通じて行使される。影響力の大きさは，相手企業の法的形態や定款，資本参加の大き

さ，および相手企業の機関構成に依存するが，他の資本参加企業や資本参加関係の状況にも依存

する。他の大手資本参加企業が，その目的を独自に追求し，それが当該企業の目的と対立する場

合，資本参加による影響力を行使することは困難となろう。このように影響力がまったく行使で

きないか，それがきわめて困難な場合，資本参加は，一般的に，かかる制約がない資本参加に比

べて営業経営に役立たないものとなる 16）。

以上の考察に基づき，資本参加について次のように要約することができよう。すなわち，資本

参加とは，

(1) 自己資本または責任あるリスク資本の形による相手企業への継続的投資であり，

(2) 資本参加によって相手企業の経済的成果や（または）企業価値を高め，また，

(3) 相手企業の意思形成に参画する権利と結びつくことにより，

(4) 資本参加企業の営業活動に役立つものである 17）。

このように，資本参加は，資本参加企業がそれを継続的に行うという意図を持ち，同時に当該

企業の営業経営に役立たせようとするものであるということができる。

3 資本参加としての想定

資本参加かどうかが疑わしい場合，資本会社に対する持分は，それが相手企業の公称資本金の

20％を超過しているときに資本参加と想定される（271条1項3文）。この場合，相手企業が保有

する自己持分は，その公称資本金から控除されなければならない。人的会社の社員権は，それが

継続的に投資されている場合は，資本参加の比率に関係なく資本参加とみなされる 18）。

資本参加企業の子企業等が直接的または間接的に所有する持分も，資本参加企業の持分とみな

される。例えば，企業Aが企業Bの持分の5％しか所有していないが，企業Aが51％の持分を所

有している子企業Cが同様に企業Bに18％で資本参加している場合，企業Aは，資本参加の想定

により，その持分を自己の資本参加として考慮しなければならない。なぜなら，企業Aと企業C
は，合わせて企業Bの持分の20％以上を所有しているからである 19）。

なお，資本参加としての想定は，反証可能なものでなければならない 20）。その場合，資本参加

の意図が存在しないというだけでは反証可能とはいえない。客観的な証拠により，既述の資本参

加の特徴が全体として存在しないことが証明されなければならない。このような証拠として，例

えば，次のようなことが考えられる 21）。

(1) 資本参加が資本参加企業になんら役立っていない。相手企業の性格や活動が自己の営業活動
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と非常に異なるか，または融通性がない。相手企業との結合は資本参加企業の営業目的にも合

致しない。

(2) 資本参加の相対的および絶対的大きさが小さく，そして（または），相手企業の持分所有者

の構成により，影響力の行使がほとんど不可能である。

(3) 例えば，それが上場株式であり，比較的容易に売却可能である。

要するに，全体的にみて相手企業との経済的結合関係が単なる投資に過ぎない場合，資本参加

としての想定は反証可能とみなされる。

4 海外資本参加に伴うリスク

(1) 政治リスク

海外企業に対する資本参加は，国内企業に対するそれとは異なる特殊なリスクを負っている。

海外資本参加の価値は，相手企業だけでなく，資本参加企業にも影響する対象国の政治的，経済

的および社会的な状況に依存する。この意味において，海外資本参加のリスクは，かかる状況が

分かっており，またはより容易に予想できる国内資本参加のそれよりも大きいと考えられる。

以上のような海外資本参加の政治リスク（カントリーリスクとも呼ばれる。）として，例えば，

移転リスク，規制リスク，撤退リスクおよび戦争リスクが挙げられる 22）。

① 移転リスク

移転リスクとは，例えば，資本参加からの利益移転の停止，遅延または制限を受けるリスクを

いう。移転リスクとしては，そのほかに，輸入の禁止または制限，利息やライセンス料の支払禁

止，相手企業に対する貸付金の凍結または課税といったリスクを挙げることができる。

② 規制リスク

規制リスクは，対象国の法律や規制により企業活動の自由が制約されるリスクである。このよ

うな規制として，例えば，資本または経営指導に対する対象国の強制介入，金融上の制約，対象

国への従属義務，価格や配当の統制，輸入の禁止または制約が考えられる。

③ 撤退リスク

撤退リスクは，相手企業からの資本参加の部分的または全面的撤退というリスクが該当する。

また，戦争リスクは，対象国で戦争が勃発し，または軍拡によって経済成長が低下する等のリス

クである。

(2) 為替リスクとインフレリスク

政治リスクのほかに，次のような為替リスクとインフレリスクが考えられる 23）。

① 為替リスク

為替リスクは，保有する海外資本参加，および，場合によっては資本参加取得のための外貨建

債務について生じる。為替リスクを評価する場合は，将来の為替相場の推移に関する仮定が必要

である。このリスクの評価の基礎を，時間の経過とともに変動する為替相場が提供する。

海外資本参加の取得が外貨建債務を通じて資金調達される場合，当該外貨建債務の換算におい

て為替変動の影響が生じる。

② インフレリスク

インフレリスクは，物価が上昇，または貨幣価値が下落するリスクをいう。特にインフレによ

り貨幣価値が変動する場合，それは為替リスクと結びつく。また，インフレと金利の推移との間
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にもインフレリスクとの関連性が見出される。

そのほか，資本参加の評価との関わりでは，貨幣価値の下落が収益や費用もしくは資産の額に

影響することを考えなければならない。インフレは収益や費用に対してきわめて多様な形や大き

さで影響し，それゆえ資本参加の利回りに影響を及ぼすこととなる 24）。

(3) その他のリスク

上述したリスク以外に，重要な市場との地理的距離，市場に関する知識が少ないこと，言語上

の問題，および文化の違いが，海外資本参加を国内のそれよりリスクの高いものにする。さら

に，異なる法律，様々な価値観，会計制度の相違，およびその他の行政上の規制が，海外資本参

加の価値を損なう恐れがある 25）。

5 資本参加の評価

海外資本参加の会計上の評価は，基本的に，国内の資本参加のそれに準じた形で行われる。す

なわち，商法上，資本参加は，原則としてその取得原価によって評価される（253条1項1文）。

取得原価は，資本参加の取得価額に登記料や税金等の付随費用を加えて算定される 26）。なお，

253条3項3文により，資本参加に継続的な価値低下が予想される場合，計画外減額記入をしな

ければならない（強制低価法）。また，同3項4文によれば，資本参加に一時的な価値低下が予想

される場合は，計画外減額記入を行うことができる（任意低価法）。

資本参加を減額記入控除後のより低い価額で評価している場合，減額記入の根拠がなくなった

ときは，当該価額（低価）を維持しなくてもよい。（同5項1文）。

Ⅲ 海外資本参加と評価単位の形成

1 基礎取引としての海外資本参加

商法典254条は，資産や負債等（基礎取引）と金融商品（ヘッジ取引）を一体とみなして評価

単位とし，その内部で類似のリスクによりそれぞれ逆に生じる両取引の価値変動等を相殺すると

いうヘッジ会計を規定している 27）。同規定によると，評価単位の形成では，少なくとも次の3点
が前提条件になると思われる 28）。

(1) ヘッジ可能な基礎取引と適切なヘッジ取引の存在

(2) 基礎取引とヘッジ取引の金額的および期間的一致とヘッジの意図

(3) ヘッジ関係の有効性

評価単位の形成にあたっては，まず，海外資本参加がヘッジ可能な基礎取引であるかどうかが

問題となる。254条によれば，ヘッジ可能な基礎取引として，未決取引や予定取引を含む資産お

よび負債が挙げられる。既述のように，266条2項において，「資本参加」は財務固定資産として

掲げられ，海外資本参加もその一部をなす。さらに，海外資本参加は，254条にいうリスク（為替

リスク）に晒されるということが重要である。為替リスクによる価値変動をヘッジするため，そ

れに対応する（価値変動が逆の）金融商品が締結され，かくして，海外本参加を基礎取引，金融

商品をヘッジ取引とする評価単位が形成される。このように，為替リスクをヘッジするため，海外

資本参加は法的にも実質的にもヘッジ可能な基礎取引として評価単位を構成することとなる 29）。
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2 期間的一致とヘッジ関係の維持

海外資本参加は，本来的にその解消時点が明確でなく，相手企業によりさまざまな長さで継続

的または無期限に保有される。それに対して，ヘッジ取引は，通常，一定期間について契約さ

れ，基礎取引より短期保有であるのがふつうである。その結果，海外資本参加のヘッジにおいて

は，基礎取引とヘッジ取引との期間的一致，したがって，ヘッジ目的が達成されるまでヘッジ関

係（評価単位）を維持するかどうか，またいかに維持するかということが問題になる 30）。

この期間的一致は，両取引の期間が最初から同一でなければならないことを意味するわけでは

ない。むしろ，その時々にヘッジ取引を延長（更新）または接続することにより，必要な期間的

一致が得られると考えられる。この場合，両取引の期間的一致とヘッジ関係の維持は相補的な関

係にあり，それゆえ，ヘッジ関係維持のためにヘッジ取引を延長または接続する意図があれば，

それで十分と思われる 31）。

なお，ヘッジ関係維持の意図について，商法典はその文書化を特に規定していないが，ドイツ

公認会計士協会は，付属説明書との関わりにおいて文書化を要請している 32）。

3 有効なヘッジ関係

254条によると，評価単位は，価値変動またはキャッシュフローのリスクについてのみ形成可

能である。価値変動リスクは，基礎取引の付すべき時価が時間とともに負の（不利な）方向に変

動するリスクである。キャッシュフローリスクは，基礎取引から生ずる将来のキャッシュフロー

が当初に期待された額から負の方向にそれるリスクをいう。海外資本参加の場合，254条の意味

における典型的なリスクとして，為替リスク，すなわち，基礎取引の価値が為替相場の変動によ

り低下するリスクが考えられる。このリスクをヘッジする典型的なヘッジ取引は，為替先物取引

と為替オプションである。

このような為替リスク以外に，海外資本参加に考えられるリスクとして，既述の政治リスクや

インフレリスク，さらには，事業展開の誤りによる資本参加の価値低下リスクが考えられる。し

かし，これらの一般的な価値変動リスクは，それに対応する価値変動が逆のヘッジ取引が存在せ

ず，それゆえ，ヘッジの対象とされないのがふつうである。

なお，評価単位の形成上，基礎取引とヘッジ取引がすべての種類のリスクについて類似する必

要はない。254条で規定されるように，両取引がその時々にヘッジされるリスクについて類似

し，そのかぎりで逆に変動するリスクが対応していればよい。このような場合の評価単位形成の

条件は，ヘッジ対象リスクが明示的に特定可能であり，逆の価値変動が信頼性をもって測定で

き，その結果，ヘッジ関係の有効性が証明できるということである。海外資本参加の場合，ヘッ

ジ対象リスクは為替リスクであり，それをヘッジする金融商品の逆の価値変動は為替相場の変動

により信頼性をもって測定され，それゆえヘッジ関係の有効性が証明可能である 33）。

Ⅳ 評価単位による海外資本参加のヘッジ会計

1 ヘッジ取引が継続中の会計処理

(1) 評価単位の目的

評価単位の目的は，基礎取引とヘッジ取引のそれぞれ価値が逆に変動するリスクを互いに相殺

（中性化）することにより，基礎取引の価値変動リスクが損益に作用しないようにすることであ
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る。そのために，商法典254条は，逆の価値変動が相殺される範囲と期間において，249条1項
（予想損失引当金），252条1項3号（個別評価原則）と4号（慎重原則・実現原則），253条1項
1文（取得原価原則）および256a条（外貨換算）といった一般的会計・評価規則の適用を除外す

る。かくして，基礎取引とヘッジ取引はそれぞれ個別には評価されず，評価単位自体が1つの評

価対象とされる。

254条による，評価単位への一般規則の適用除外は，財産状態，財務状態および収益状態の洞

察を改善するために行われる。そうしなければ，ヘッジにより経済的には発生していない損失が

損益計算書に表示されることになるからである。ヘッジにより財産増加または財産減少が生じて

いない損益を認識するのは，適切とは思えない 34）。

(2) 評価単位の会計処理

一般規則が適用されない場合，評価単位がどのように会計処理されるべきかが問題となる。こ

の点について，商法典はなんら規定していないが，BilMoG政府草案によれば，いわゆる固定記

帳法と変動記帳法との選択適用が可能である 35）。

〔ケース1 固定記帳法〕

固定記帳法によると，評価単位を構成する両取引の価値は固定記帳される。すなわち，基礎取

引の価値変動にヘッジ取引の逆の価値変動が対応する範囲において，両取引の価値変動は互いに

相殺され，それゆえ，いずれの価値変動も貸借対照表および損益計算書に表示されることはな

い。この固定記帳法は，従来，原則的な処理方法であった 36）。

事例1は，ヘッジ取引が貸借対照表日においてそのまま継続しているときの例である 37）。この

場合，固定記帳法によると，海外資本参加と外貨建債務の簿価はいずれも50で変化はなく，固定
・・

されたままとなる。

〔ケース2－1 損益認識のある変動記帳法〕

事例1について，海外資本参加と外貨建債務について変動
・・

記帳を行う場合，両取引の価値は50
から40に減額記入される。それぞれの価値変動が損益計算書においても認識される場合（損益

認識のある変動記帳法），それらは損益作用的に計上されるが，正負が逆（資本参加評価減 -10，
債務評価減+10）であるため，結果的に相殺される。

この変動記帳法のもとでは，次の2つの記帳が行われる 38）。

(1) （借）費 用10 （貸）資本参加10（海外資本参加の評価減と費用認識）

(2) （借）債 務10 （貸）収 益10（外貨建債務の評価減と収益認識）

〔ケース2－2 損益認識のない変動記帳法〕

ケース2－1の2つの仕訳を1つにまとめ，次のように簡略化して記帳すれば，損益の計上は

不要となる 39）。

(3) （借）債 務10 （貸）資本参加10（海外資本参加の評価減と外貨建債務の評価減）

この方法（損益認識のない変動記帳法）は，評価単位，それゆえ254条の目的によりいっそう

合致するものと思われる。既述のように，評価単位の目的は，価値変動が逆のヘッジ取引によっ

事例1 取得原価50の海外資本参加が同額の外貨建債務によってヘッジされる。直近の貸

借対照表日において両取引の価値は為替相場の変動により40に低下した。
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て基礎取引の価値変動リスクを中性化する，それゆえ損益を計上しないことである。まさにこの

理由により，損益認識のない変動記帳法が支持されることになる 40）。

また，この記帳法は，財産状態と収益状態についてより適切な洞察を与えるものである。なぜ

なら，この方法は，一方で財産の価値変動を表示しながら，他方では損益計算書に対してなんら

影響を及ぼさないからである。損益認識のある変動記帳法によっても損益は結果的に適正に表示

される（損益への作用は相殺される。）が，この方法では収益と費用は，ヘッジ関係が有効な範囲

において，損益計算書で過大表示
・・・・

されることになる。評価単位による収益と費用のかかる過大表

示は，収益状態の洞察に有益とはいえない 41）。

以上のように，損益認識のない変動記帳法は，財産状態と収益状態についてよりよい洞察を与

え，その意味で実務的にもより適切な方法と考えられる。

2 ヘッジ取引を延長したときの会計処理

(1) ヘッジ取引の延長が収支を伴わない場合

海外資本参加のヘッジの場合は，ヘッジ取引が延長されることが多いと考えられる。既存の

ヘッジ取引が収支を伴うことなく，また決済もされずに延長されるとき，評価単位はそのまま存

続することになる。この場合，ヘッジ取引の延長は記帳されない 42）。

〔ケース3－1 ヘッジ取引の延長：収支を伴わない場合〕

事例1のように，基礎取引としての海外資本参加が，ヘッジ取引としての外貨建債務と対応づ

けられているものとする。外貨建債務の存続期間が同一条件のもとでそのまま延長される。

この場合，記帳処理を行うべき収支事象はなんら発生しない。為替相場が変動しても，固定記

帳された貸借対照表価額はなんら修正する必要はない。ヘッジ取引が継続しているときと同様に

取り扱われる 43）。

(2) ヘッジ取引の延長が収支を伴う場合

ヘッジ取引が決済されて収支が生じ，同時に同一リスクのヘッジのために新たなヘッジ取引

（接続ヘッジ取引）が締結された場合，評価単位はこれまで同様存続することとなり，引き続き

損益中性的
・・・・・

に扱うことが必要である 44）。この場合，ヘッジ取引の決済により収支が生じているの

で，当該収支について会計処理が必要となる。この処理は損益非作用的でなければならない。な

ぜなら，評価単位はこれまで同様存続するのであり，それゆえ，損益になんら影響は生じないか

らである 45）。

〔ケース3－2 ヘッジ取引の延長：収支を伴う場合〕

既存のヘッジ取引の決済後，同様のヘッジ取引を新たに締結（接続）した事例である 46）。決済

されたヘッジ取引の収支は，損益中性的に処理される。この場合，固定記帳法
・・・・・

によれば，決済に

よる収支は接続ヘッジ取引の取得原価として処理されることになり 47），資本参加の簿価はそのま

ま50で維持される。

事例2 海外資本参加は，為替先物取引により為替相場がヘッジされている。このヘッジ取

引が延長される。その結果，収支（為替相場の変動による収入または支出）10が生ず

る。これには為替相場による基礎取引の逆の価値変動が対応している。
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それに対し，損益認識のない変動記帳法
・・・・・・・・・・・・

で処理する場合は，収支を別の形で処理することにな

るが，いずれにせよ損益中性的に処理することが必要である。この場合，当該収支を資本参加と

相殺する，それゆえ，基礎取引を相手勘定として記帳することにより，中性化が可能である 48）。

まず，この海外資本参加の評価単位において，決済されたヘッジ取引から収入がある場合，次

の記帳を行い，決済利益を換算後の資本参加から控除する。

(4) （借）預 金10 （貸）資本参加10（ヘッジ取引からの収入と海外資本参加の減額）

逆に，決済されたヘッジ取引から支出が生じた場合は次のように記帳し，損失を資本参加に加

算する。

(5) （借）資本参加10 （貸）預 金10（ヘッジ取引からの支出と海外資本参加の増額）

以上のような記帳の結果，資本参加の簿価は為替相場に応じて変動することとなる 49）。

この場合，損益認識のある変動記帳法も適用可能であるが，損益認識のない変動記帳法による

ほうがより適切と考えられる。既述のように，前者の方法によると，損益計算書での収益と費用

の過大表示が避けられないからである。

なお，(5)の記帳の場合，資本参加の簿価が取得原価を超えることになるが，それは254条と矛

盾するものではない。同規定によれば，評価単位が有効な範囲において，252条1項4号（慎重

原則・実現原則）および253条1項1文（取得原価原則）は適用されないのである。そうでない

と，ヘッジ取引の損失のみが一方的に計上されることとなる。ヘッジ取引と基礎取引はそれぞれ

別個にではなく，一体（評価単位）として評価されるべきものである 50）。

3 評価単位を終了したときの会計処理

(1) 基礎取引とヘッジ取引の同時的決済

海外資本参加の売却と，それに対応するヘッジ取引の決済が同時に行われて評価単位が終了し

た場合，評価単位の終了による損益は生じない。評価単位が固定記帳法または損益認識のない変

動記帳法により処理されている場合，両取引はそのまま簿価で帳簿から除かれる 51）。会計処理が

損益認識のある変動記帳法によって行われる場合は，それぞれの決済損益は記帳されるが，損益

に対する作用はヘッジ関係が有効な範囲において相殺される。

(2) ヘッジ取引の決済による評価単位の事前の終了

基礎取引はそのまま存続するが，ヘッジ取引の決済により評価単位が事前に終了する場合，評

価単位が終了するまで両取引は254条の規定に従って処理され，評価単位の終了後，初めて一般

規則が適用される 52）。

ところで，この場合，例えば，評価単位の終了前に資本参加に生じた為替損失を資本参加の

（換算前）価値増加で相殺する形で資本参加を減額記入することが考えられる 53）。終了前のこの

ような相殺で資本参加を減額記入し，それゆえ，ヘッジ関係に基づく資本参加の減額記入をしな

いとすれば，ヘッジ取引の決済による為替利益は，海外資本参加の為替損失とは相殺されず，全

額，利益として計上
・・・・・・・

されることになる。しかし，このような処理を行うと，ヘッジ取引は，為替

変動の損益中性化を保証すべきであるにもかかわらず，一方的に損益に作用する結果となる。そ

れゆえ，このような会計処理は254条の目的に反している。評価単位が終了するまでは，254条
が適用されなければならない。終了するまで両取引は評価単位の構成要素であり，それらが相殺

される範囲において，ヘッジ関係により生ずる価値変動は損益中性的に認識されるべきであ
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る 54）。そのあとで初めて，評価単位から離れた部分に対して一般規則が適用される。このような

会計処理のみが，ヘッジされた価値変動を損益作用化しないという評価単位の目的に合致する。

さて，固定記帳法の適用により貸借対照表に表示されていないヘッジ取引が収入（為替利益）

を伴って決済される場合，資本参加を相手勘定として（為替損失），「（借）預金 （貸）資本参

加」の記帳が行われる。それに対し，ヘッジ取引の決済によって支出（為替損失）が生じた場合

は，逆に，「（借）資本参加 （貸）預金」という記帳となる 55）。

〔ケース4－1 ヘッジ取引の決済：収入が伴う場合〕

ヘッジ取引の決済により，収入が10，それゆえ為替利益が生じた場合，資本参加を相手勘定と

して次の記帳が行われる。資本参加は40に修正され，そのあとで初めて一般規則の適用となる。

(6) （借）預 金10 （貸）資本参加10（ヘッジ取引の決済による収入と海外資本参加の減額）

〔ケース4－2 ヘッジ取引の決済：支出が伴う場合〕

逆に，ヘッジ取引の決済により，支出10，すなわち為替損失が生じた場合，この場合も評価単

位の目的達成のため，ヘッジ取引の決済による支出（為替損失）と為替変動による資本参加の増

額（為替利益）10を同時に計上することとなる。

(7) （借）資本参加10 （貸）預 金10（ヘッジ取引の決済による支出と海外資本参加の増額）

この記帳の場合，資本参加は取得原価50を上回る60となる。この修正簿価で資本参加は評価

単位から離れ，その後の評価上限値となる 56）。

Ⅴ おわりに

本稿での考察の結果を要約すれば，以下のとおりである。

(1) 企業が保有する海外資本参加は政治リスクや為替リスク等に晒されるが，特に為替リスクを

ヘッジするため，商法典254条に基づき評価単位が形成される。評価単位は基礎取引としての

海外資本参加とヘッジ取引としての金融商品によって構成され，両取引に生じた価値変動，す

なわち，為替差損と為替差益はヘッジが有効な範囲において損益中性的に相殺される（個別評

価原則等の一般的会計規則の適用除外）。

(2) 評価単位の記帳方法には固定記帳法と変動記帳法がある。固定記帳法は，評価単位の両取引

の価値変動を貸借対照表と損益計算書のいずれにも認識しない方法である。変動記帳法は，損

益認識のある変動記帳法と損益認識のない変動記帳法が区別されるが，前者によると両取引の

価値変動がすべて貸借対照表と損益計算書で認識され，その結果，ヘッジ関係で相殺されるは

ずの費用と収益がそのまま表示されるという問題が生ずる。それに対し，後者の記帳法は損益

計算書では価値変動を認識せず，それゆえ，ヘッジ目的により合致しているといえる。

(3) 海外資本参加の評価単位においては，基礎取引に対してヘッジ取引は締結期間が相対的に短

く，それゆえ，評価単位（ヘッジ関係）を維持するために両取引の期間的一致をはかることが

必要となる。これが海外資本参加の評価単位の記帳処理に固有の問題をもたらすが，かかる両

取引の期間的一致はヘッジ取引を延長ないし接続することによって維持可能となる。

(4) 基礎取引とヘッジ取引の期間的一致を得るためにヘッジ取引の延長ないし接続が行われる

場合，評価単位はこれまでと変わらず存続することになり，それゆえ，損益に影響しないよう

に扱われなければならない。例えば，ヘッジ取引が収支を伴わずにそのまま延長される場合は，

ヘッジ取引が継続しているときと同様に損益中性的に処理がなされる。
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(5) 他方，新たにヘッジ取引を締結（接続）し，それによって収支が生じた場合は，当該収支を

ヘッジ取引の取得原価とする（固定記帳法）かまたは海外資本参加の簿価と相殺する（変動記

帳法）ことにより，損益中性的に処理することが可能である。なお，変動記帳法を適用した場

合，海外資本参加の簿価が変動することになるが，これは254条と矛盾するものではない（一

般規則の適用除外）。

(6) 海外資本参加の評価単位を（事前に）終了する場合，評価単位に適用されている記帳方法は

終了時まで適用され，終了後に初めて一般規則が適用される。言い換えれば，評価単位を終了

する時，両取引は価値変動が相殺される範囲において損益中性的に簿価で帳簿から除かれなけ

ればならない。評価単位から離れたあと，初めて両取引に一般規則が適用される。
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