
 

 

会計実務テキスト③の範囲表 

 

第２１章  企業結合会計                                                       

第１節 企業結合会計総論 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉑－2 

第２節 取得企業の決定（取得の会計処理） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉑－6 

第３節 取得原価の決定方法（取得の会計処理） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉑－10 

第４節 取得原価の配分（取得の会計処理） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉑－23 

第５節 のれん，負ののれんの会計処理（取得の会計処理） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉑－33 

第６節 取得の会計処理に関するその他の論点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉑－37 

第７節 合併（取得の会計処理） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉑－39 

第８節 吸収合併による逆取得 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉑－42 

第９節 株式交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉑－48 

第 10節 株式移転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉑－55 

第 11節 共通支配下の取引等に関する基礎概念 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉑－60 

第 12節 親会社と子会社の合併 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 

㉑－64 

第 13節 親会社が子会社を株式交換完全子会社にする場合の株式交換 ・・・・・・・・・・・・・ ㉑－67 

第 14節 親会社と子会社が株式移転完全親会社を設立する場合の株式移転 ・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 

㉑－68 

第 15節 子会社同士の合併 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 

㉑－74 

第 16節 共同支配企業の形成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉑－78 

第 17節 結合当事企業の株主に係る会計処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・ 

㉑－86 

 

第２２章  事業分離会計                                                          

第１節 事業分離の意義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉒－2 

第２節 新設分割と吸収分割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉒－2 

第３節 分離元企業の個別財務諸表上の会計処理の基本的考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・ ㉒－3 

第４節 分離先企業の個別財務諸表上の会計処理の基本的考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・ ㉒－8 

第５節 対価が現金等の財産のみの場合の会計処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉒－10 

第６節 対価が分離先企業の株式のみの場合の会計処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉒－13 

第７節 対価が分離先企業の現金等の財産と株式の場合の会計処理 ・・・・・・・・・・・・・・ ㉒－27 

第８節 分離元企業の会計処理のまとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉒－33 

 

第２３章  個別キャッシュ・フロー計算書                                                          

第１節 作成目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉓－2 

第２節 資金の範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉓－2 

第３節 表示区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉓－5 

第４節 利息及び配当金の支払い，法人税等の支払いに係るキャッシュ・フロー ・・・・・・・・ ㉓－9 

第５節 キャッシュ・フロー計算書の形式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉓－11 

第６節 営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法（直接法の場合） ・・・・・・・・・・・ ㉓－12 

第７節 営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法（間接法の場合） ・・・・・・・・・・・ ㉓－26 

第８節 直接法と間接法の長所，短所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉓－32 

第９節 投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉓－33 



 

 

第 10節 財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉓－35 

第 11節 投資活動，財務活動によるキャッシュ・フローの表示の例外 ・・・・・・・・・・・・・ ㉓－37 

第 12節 キャッシュ・フロー計算書の末尾の表示方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 

㉓－38 

第 13節 外貨建取引の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉓－39 

第 14節 キャッシュ・フロー計算書に関するその他の論点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・ 

㉓－41 

第 15節 注記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 

㉓－43 

 

第２４章  連結キャッシュ・フロー計算書                                                          

第１節 連結キャッシュ・フロー計算書の作成方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉔－2 

第２節 直接法・原則法による場合の作成方法(小計より上) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・ 

㉔－3 

第３節 直接法・原則法による場合の作成方法(小計より下) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉔－7 

第４節 間接法・原則法による場合の作成方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉔－13 

第５節 間接法・簡便法による場合の作成方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉔－14 

 

第２５章  在外連結キャッシュ・フロー計算書                                                          

第１節 在外連結キャッシュ・フロー計算書の作成方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉕－2 

第２節 在外子会社のキャッシュ・フロー計算書の換算方法（直接法・原則法による場合） ・・・ 

・・・・・・・・ 

㉕－3 

第３節 間接法・原則法による場合の作成方法  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉕－5 

第４節 間接法・簡便法による場合の作成方法に関する基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・ ㉕－5 

 

第２６章  会計上の変更及び誤謬の訂正                                                          

第１節 用語の意味 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉖－2 

第２節 本会計基準の基本事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉖－4 

第３節 会計方針の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉖－5 

第４節 表示方法の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉖－13 

第５節 会計上の見積りの変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉖－15 

第６節 過去の誤謬の訂正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉖－19 

第７節 過年度遡及に関連するまとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉖－22 

 

第２７章  四半期財務諸表                                                          

第１節 四半期財務諸表の総論 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉗－2 

第２節 四半期財務諸表の範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉗－2 

第３節 四半期財務諸表の開示対象期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉗－3 

第４節 四半期財務諸表の性格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉗－6 

第５節 四半期財務諸表の会計処理の原則及び手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉗－8 

第６節 四半期特有の会計処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉗－13 

第７節 四半期財務諸表における表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉗－16 

第８節 四半期財務諸表における注記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉗－17 

 



 

 

第２８章  工事契約                                                          

第１節 工事契約取引（建設業会計）の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉘－2 

第２節 工事契約の意義と本会計基準の適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉘－2 

第３節 工事契約に係る認識の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉘－4 

第４節 工事契約に係る損益の認識基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉘－5 

第５節 工事進行基準を適用するための具体的要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉘－6 

第６節 成果の確実性の事後的な獲得及び喪失 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉘－9 

第７節 工事進行基準の一連の会計処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉘－10 

第８節 工事完成基準の一連の会計処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉘－13 

第９節 工事損失引当金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉘－14 

第 10節 勘定科目及び財務諸表項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉘－18 

第 11節 より具体的な会計処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉘－18 

 

第２９章  一株当たり当期純利益                                                          

第１節 １株当たり情報に関する基本事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉙－2 

第２節 １株当たり当期純利益の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉙－3 

第３節 潜在株式調整後一株当たり当期純利益の基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・ ㉙－7 

第４節 ワラントが存在する場合の潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定 ・・・・・・・・ ㉙－9 

第５節 転換証券が存在する場合の潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定 ・・・・・・・・ ㉙－11 

第６節 株式併合又は株式分割が行われた場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉙－13 

第７節 会計方針の変更等が行われた場合の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉙－14 

第８節 注記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉙－15 

第９節 １株当たり純資産額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉙－16 

 

第３０章  セグメント情報                                                          

第１節 本会計基準における基本事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉚－2 

第２節 マネジメント・アプローチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉚－3 

第３節 事業セグメントの識別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉚－5 

第４節 報告セグメントの決定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉚－6 

第５節 セグメント情報の開示項目と測定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉚－13 

第６節 その他の開示内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉚－20 

 

第３１章  賃貸等不動産の時価等の開示                                                          

第１節 本会計基準の適用範囲と用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉛－2 

第２節 本会計基準の適用対象資産と適用対象外資産 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉛－3 

第３節 賃貸等不動産に関する注記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉛－4 

 



 

 

第３２章  分配可能額                                                          

第１節 分配可能額の算定の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉜－2 

第２節 分配可能額の基本算定式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉜－2 

第３節 剰余金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉜－2 

第４節 分配可能額の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉜－5 

第５節 分配可能額の算定のその他諸論点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ㉜－10 

 

 


