
第１節　はじめに

近年見られる金融市場の発達の結果、負債・

持分1の区分の不分明な金融商品は、もはや個

別の会計問題としては対処できないほどに多数

登場している。これに対し、米国財務会計基準

審議会（以下「FASB」と略称）をはじめとす

る各国の会計基準設定機関は、金融商品に関す

る会計基準を構築する中で、負債・持分の区分

に関する問題を扱っており、かかる区分問題が

生じる項目全体についての負債・持分の区分規

準を包括的に検討しようとしている。たとえば、

国際会計基準委員会（現在は国際会計基準審議

会に改組）は国際会計基準第32号の中で、こ

うした問題を扱っている。また、FASBは、

1986年より開始した金融商品プロジェクト2の

中に、かかる問題に関するサブプロジェクトを

設け、1990年に討議資料（FASB[1990]）を、

2000年に公開草案（FASB[2000a][2000b]）

を公表している。とりわけ、2000年の公開草

案では、主に金融商品がもたらす負債・持分の

区分に関する規準を構築しようとしている。

このことからもわかるように、金融商品の多

様化に伴う負債・持分の区分問題を解決するに

は、個別金融商品の会計問題に対する個別的な

対処ではもはや不十分であるといわざるをえな

い。そこで、負債と持分を区分するための、包

括的な規準を明らかにすることが必要となる。

そこで本稿では、負債・持分の区分問題を、

会計の計算構造論3の観点から、すなわち、会

計計算における複式簿記を前提とした会計処理

の視点から検討する。本稿ではまず、近年展開
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１本稿で｢持分｣とは、とくに言及のない限り、株主持分、あるいは日本の『企業会計原則』における「資本の部」であ

るものとする。いわゆるエンティティ論における｢資産＝持分｣という貸借対照表等式における｢持分｣のことではない

ものとする。
２FASB金融商品プロジェクトは、金融商品の会計基準設定のために1986年５月に開始されたプロジェクトであり、そ

のプロジェクトは金融商品の開示問題、金融商品の認識・測定問題、負債金融商品と持分金融商品の区分という３つ

のサブプロジェクトに分かれていた。FASBは開示問題のサブプロジェクトから着手し、ついで問題の多い金融商品

の認識・測定問題のサブプロジェクトに着手し、それに関連してヘッジ会計の問題や包括利益問題などに関する基準

書を作成している。しかし、負債金融商品と持分金融商品の区分のサブプロジェクトについては、2000年10月に公

開草案が公表されただけで、2002年12月現在、基準書の成立には至っていない。なお、FASB金融商品プロジェク

トの詳細については、Woods and Bullen[1989]を参照。
３「計算構造論」とは、本来なら会計における計算構造全体の問題であるが、ここでは一般に用いられている用法に従

う。



されている負債・持分の区分規準として、

FASBの負債・持分の区分規準をとり上げる。

つぎに、当該規準を計算構造論の観点から見た

場合の問題点を論じ、そうした問題点を踏まえ、

計算構造論の観点から負債・持分の区分規準4

を検討する5。

第２節　FASBの負債・持分の区分規準

ここでは、FASBの負債・持分の区分規準を

とり上げる。なぜなら、FASBは、負債・持分

の区分規準を明示的に提示し、複雑な金融商品

がもたらす負債・持分の区分問題に対応しよう

としているからである。

FASBの負債・持分の区分規準は、当初

1990年討議資料（FASB[1990]）において検

討されてきた。そこでは、結論が明示されてい

るわけではないが、1990年討議資料を検討す

ると、結果的に、FASBが現行の概念フレーム

ワーク6の維持を念頭に置いており、そして、

FASBが現行の概念フレームワークを変更する

意図を有していないことが明らかとなる（池田

[2001]43頁を参照）。

1990年討議資料において意図されていた

FASBの負債・持分の区分規準は、資産を引き

渡す義務を負債とみなし、自社の持分金融商品

を引き渡す義務を持分と区分する、というもの

である。これを図示すると、第１図のようにな

る。こうした区分規準は、FASBの概念フレー

ムワークの負債および持分の定義7に合致して

いるものと考えられる（池田[2001]43頁）。

その後2000年10月に公表された公開草案

『負債、持分、もしくはその両方の性格を持っ

た金融商品の会計処理』（FASB[2000a]、以下

「FASB[2000a]」と略称）8 は、負債と持分の中

間項目を否認する（FASB[2000a]par.18）こ

とを前提とした上で、次のような規準を提示し

ている。

｢ａ．金融商品の発行者は、発行者の株式9であ

って、かつ発行者の義務10にならない金融商品

要素を、持分として区分しなければならない。

ｂ．金融商品の発行者は、発行者の義務となる

金融商品要素が下記の(ｃ)の規準を満たさなけ

れば、当該金融商品要素を負債として区分しな

ければならない。

ｃ．義務となる金融商品要素の発行者は、当該

金融商品要素が次の規準のいずれかを満たすな

らば、当該金融商品要素を持分として区分しな

ければならない。
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４なお、本稿では、持分に関する会計問題を扱うため、負債・持分の区分問題とともに、持分内部の区分問題も扱うこ

ととする。
５なお、本稿は、FASBの負債・持分の区分規準に対する直接的な批判を行うものではない。
６現行の概念フレームワークは、負債を積極的に定義する一方で持分を残余と規定しており、「負債確定アプローチ」

（徳賀[2000]97頁）とも呼ばれる。
７ここで「持分の定義」とあるが、概念書第６号では、持分は単に資産から負債を控除した残余(FASB[1985]par.49)

と規定されているだけで、積極的に規定されているわけではない。ゆえに定義とは言いがたいが、少なくともFASB

によれば定義である。本稿では、資産から負債を控除した残余という、FASBの持分概念については、かかるＦＡＳ

Ｂの用語法に沿って、「持分の定義」と呼称している。
８なお、FASB[2000a]については、椛田[2002]もあわせて参照。
９以下、本稿において「株式」とは、他社株式のことではなく、自社株式のことを指す。ここで、自社株式とは、自社

が発行した株式、発行する(未発行の)株式、いったん発行したが買戻した株式(｢自己株式｣とも「金庫株」とも呼ばれ

る)の全てを含む（野口[1999]21頁、今福[2001]63頁、および田中[2001]103頁を参照）。いっぽう、本稿において

｢自己株式｣とは、いわゆる｢金庫株｣のことを指すものとする。すなわち、｢自己株式｣とは、会社がいったん発行した

後にその会社自体が取得して所有している株式のことを指す。したがって、上述の自己株式の定義に照らせば、「自

己株式を取得することはできない」（柴[1999]２頁）。取得できるのは、発行済の自社株式である。概念上の混乱を避

けるため、自己株式と自社株式は、明確に区別する必要がある。
10ここで義務（obligation）とは、具体的には、資産引渡義務もしくは自社株式発行義務である。



（１） その義務によって、一定数の株式の

発行による決済を金融商品の発行者

が要求(もしくは発行者の裁量で許容)

される。

（２） その義務によって、金融商品の発行

者が、その発行者の数量の定まらな

い株式の発行による決済を要求(もし

くは発行者の裁量で許容)され、さら

にその義務が以下の条件を両方とも

満たしている。

(ａ)当該義務の貨幣的価値11のいかな

る変動も、一定数の発行者の株式

の公正価値の変動に帰し、その株

式の公正価値の変動と等しい。

(ｂ)当該義務の貨幣的価値が、発行済

株式の公正価値の変動と同じ方向

に変動する。｣

(FASB[2000a]par.17)

これによると、金融商品は、まず義務である

か ど う か が 検 討 さ れ な け れ ば な ら ず

(FASB[2000a]par.171)、義務にならなければ

持分となる。つぎに、義務となる金融商品につ

いては、資産譲渡と株式発行のどちらを要求す

るか（および義務を決済する方法に対する発行

者側の裁量）が考慮され、資産譲渡をホルダー

が要求することのできる義務であれば負債にな

る。そして、その金融商品が株式発行による義

務決済を発行者に要求（もしくは許容）する義

務であれば、その金融商品の義務は、｢ホルダ

ーの発行者への投資の価値に関連したリスクと

便益に基づいて｣、すなわち当該義務のホルダ

ーのリスク及び便益が株主のリスク及び便益と

同様であるかどうかによって、負債もしくは持

分のどちらかに区分される(FASB[2000a]par.

168)。以上の諸関係を図示すると、第２図およ

び第３図のようになる。

そして、それに沿って、FASB[2000a]と同

時に公表された公開草案『FASB概念書第６号

の修正』(FASB[2000b]、以下「FASB[2000b]」

と略称)によって、概念書第６号の負債の定義12

に変更が加えられる（FASB[2000b]pars.3-4）。

この変更の内容を見ていくことにする。

現在の概念書第６号における負債の定義は、

次の通りである。

「負債とは、過去の取引または事象の結果とし

て、特定の実体が他の実体に対して、将来にお

いて資産を譲渡しまたは用役を提供しなければ

ならないという現在の義務から生じる、発生の

可能性の高い将来の経済的便益の犠牲である。」

（FASB[1985] par.35）

FASB[2000b]は、この定義に、次の脚注を

追加するように規定している。

「主に金融商品や複合金融商品の構成要素で

はあるが、義務の中には、株式の発行による決

済を、当該義務を負う者に要求もしくは許容す

るものもある。もしそれらの金融商品要素が、

ホルダーと発行者の間に所有関係を構成しない

ならば、それらの金融商品要素は負債である。

当概念書を通じて負債を、資産の譲渡もしくは

犠牲を必要とするものと述べる場合には、報告

実体の株式発行による決済を当該実体に許容も
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11貨幣的価値とは、｢現在の市場の状況に対する変化がないと仮定した場合に、満期時における義務の決済において、

その金融商品要素のホルダーに引渡されるであろう価値の金額｣を指す(FASB[2000a]par.6)。たとえば、100円で株

式を発行する義務は、株式市場における価格がどうなろうとも、その義務の決済のために100円という一定額で株式

を発行しなければならない。したがって、この義務の貨幣的価値は、株価の変動にかかわらず100円である。いっぽ

う、義務の履行時点の株価で株式を発行する義務は、株価の変動によって貨幣的価値が変動することになる。たとえ

ば、その義務を発行した時点で株価が100円であったとすると、義務発行時点の貨幣的価値は100円である。しかし、

その後に株価が120円に変動したとすると、当該義務の貨幣的価値は120円に増大することになる。
12概念書第６号は、負債を、｢過去の取引または事象の結果として、特定の実体が他の実体に対して、将来、資産を譲

渡しまたは用役を提供しなければならない現在の義務から生じる、発生の可能性の高い経済的便益の犠牲｣と定義し

ている（FASB[1985]par.35）。



しくは強制する義務が所有関係を構成しないと

いう限定された状況も含まれている。ある金融

商品要素が、（１）強制的償還規定の対象とな

っていない発行済株式である場合、もしくは

（２）金融商品発行者の株式の発行による決済

がその発行者に許容もしくは強制されている義

務であり、また、満期における当該義務の決済

時に（金融商品発行者が）その金融商品のホル

ダーに引渡さなければならない価値が変動する

限りにおいて、その変動が発行者の株式の公正

価値の変動に帰し、株式の公正価値の変動と同

等かつ同方向である場合には、その金融商品要

素は所有関係を構成する。」（FASB[2000b]

pars.3a and 13）

この追加された脚注の中で、（１）の文言は、

強制的償還規定を有する株式を負債とすること

を意味している。すなわち、当該株式の株主が

償還を発行者に要求すれば、発行者は現金等の

資産をもって償還に応じなければならない。ゆ

えに、当該株式は将来に資産の犠牲を発行者に

要求するため、負債の定義を満たし、株式であ

るにもかかわらず負債に区分される。そこでは、

議決権、利益配当請求権、会社解散時の残余財

産請求権といった、株式が有する権利の有無は

無視されている。

また、（２）の文言は、株式を譲渡し、資産

を譲渡しない義務であっても、所有関係の有無

で負債にするか持分にするかを決定することを

述べている。株式決済を発行者に要する（ある

いは許容する）金融商品の、ホルダーにとって

の価値変動が、株価変動と同方向に連動する場

合には、当該金融商品は持分になるが、そうな

らない場合には負債となる。ゆえに義務を発行

者が決済した結果株式を発行し、資産を譲渡し

なくとも、負債と区分される可能性が生じるこ

とになる。そこでは、当該金融商品ホルダーの

株価変動に伴うリスクと便益が考慮され、かか

るリスク及び便益が株価変動に係るリスク及び

便益と同様のものであれば、当該金融商品は持

分に区分される。ここでもまた、議決権、利益

配当請求権、残余財産請求権等の、株式が有す

る権利の有無は無視されている。

さらに、FASB[2000b]は、概念書第６号の

「現在、財務諸表の中に含まれているほとんど

の負債は、将来に資産を犠牲にするよう実体に

対して要求しているから、第35パラグラフの

定義の下で負債としての資格を与えられてい

る。[…]もっとも、不確実性の問題や測定の問

題があるために認識されないものがあるかもし

れない」（FASB[1985]par.196）という記述の

後に、次の文言を追加するように規定している。

「それに加えて、株式の発行による決済を（義

務を負っている実体に）要求もしくは許容する

が、（ホルダーとの）所有関係を形成しないあ

る種の義務がある。そのような状況においては、

実体の株式は本質的に、負債の定義を満たす義

務を決済するために、資産の代わりに用いられ

ているのである。」（FASB[2000b]pars.3b and

14）

FASB[2000b]におけるこれらの変更は、概

念書第６号における負債の定義の本文を変更す

るものではなく、脚注の追加による変更である

が、これによって、株式発行により決済される

可能性のある義務を負債と区分することができ

るようになる（池田[2002]32頁）。いっぽう、

金融商品ホルダーの株価変動に伴うリスクと便

益が株価変動に係るリスク及び便益と同様のも

のであれば、当該金融商品は持分に区分される。

このことから、これらの変更は、従来持分の概

念規定をしてこなかったFASBが、持分と区分

されるための要件を積極的に提示しているとい

えるのである。しかしその要件は、株式が有す

る諸権利に基づくものではなく、株式の市場価

格（リスク）に密接に結びついたものである。

したがって、FASB[2000a]では、義務の決

済に要する対象物の性格（資産か株式か）が区

分規準の一部になっているが、義務の決済に株

式発行を要するからといって当該義務が必ずし
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も持分になるわけではなく、株式の発行を要求

(もしくは発行者の裁量で許容)する義務であっ

ても、その義務のホルダーのリスク及び便益が

株主のリスク及び便益と同様のものでなければ

負債になる場合がある。この場合、負債に区分

された義務の決済のために発行された株式は、

｢本質的に［…］資産の代わりに用いられてい

る｣のである(FASB[2000b] par.3b)。

たとえば、自社株式を対象とした売建コー

ル・オプション取引の場合を考えてみよう。か

かるオプション取引においては、オプション行

使時における決済条件によって、取引の内容が

変化する（第１表参照）。当該オプションが行

使されたときに株式を発行する義務であった場

合、当該オプションは上記の条件ｃ（１）を満

たし、持分となる(FASB[2000a]par.72)。しか

し、差額を現金で決済する義務の場合には、株

式発行が生じないために、上記の条件cを満た

さず、負債となる。いっぽう、当該差額を株式

発行で決済する義務の場合には、当該オプショ

ンに係る義務の貨幣的価値の変動が株価の変動

と同方向に推移する、換言すれば、オプション

ホルダーの採算が株価と同方向に変動する（第

４図参照）ため、上記の条件ｃ（２）を満たし、

当該オプションは持分となる(FASB[2000c]p.28)。

いっぽう、自社株式を対象とした売建プッ

ト・オプション取引13の場合にも、オプション

行使時における決済条件によって、取引の内容

が変化する（第２表参照）が、かかるオプショ

ンについては、決済方法に関わりなく、義務の

貨幣的価値の変動が株価の変動と逆方向に推移

する（FASB[2000c]p.29(b)）、換言すれば、当

該オプションホルダーの採算が株価と逆方向に

変動するため（第５図参照）、上記の条件ｃ

(２)(ｂ)を満たさず、決済の方法に関わりなく、

当該オプションは負債になる(FASB[2000c]

p.29)14。当該取引に対する現行会計規定では、

第３表のように、現物決済（ph y s i c a l

settlement）15、純額株式決済（net share

settlement）16、純額現金決済（net cash

settlement）17といった３つの決済方法によっ

て負債になる場合と持分になる場合があるが
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13この点については、椛田[2001]208-221頁を参照。また、池田[1999a][1999b][2000]でも、やや立ち入った検討を

行っている。
14FASB[2000a]によると、これらのオプションはFASB基準書第133号におけるデリバティブの定義を満たすため、公

正価値の変動は稼得利益に計上される（FASB[2000c]p.29(c)）。
15現物決済とは、オプションが行使されたときに、投資家（ホルダー）が対象となっている株式を購入または売却し、

企業（ライター）は株式の発行もしくは買戻しを行うことを指す。



(Emerging Issues Task Force[1997]p.874B)、

FASB[2000a]の区分規準を前提とすると負債

になる。とくに、選択肢の中に差額現物決済な

いし現物決済を含んでいる場合には、

FASB[2000a]によって負債と区分された義務

の決済を行うために自社株式が発行される可能

性があるが、その際に発行された株式は、資産

の代わりに用いられたことになる。

しかし、第２図および第３図からもわかるよ

うに、FASB[2000a]において同じ持分と区分

されるにしても、資産引渡義務もしくは株式発

行義務のどちらでもないから持分になること

と、株主リスクと同様の株式発行義務であるか

ら持分になることとは、別の問題である。また

同様にして、負債と区分されるにしても、資産

引渡義務であるから負債であることと、株主リ

スクと同じにならない株式発行義務であるから

負債になることとは、別の問題である。すなわ

ち、FASB[2000a]には、引き渡す対象物にも

とづいた区分規準と、株主リスクとの類似性に

もとづいた区分規準が、混在しているのである。

その結果、次元の異なる２つの持分が持分とし

て一括して示され、同様に、次元の異なる２つ

の負債が負債として一括して示されることにな

る。
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16純額株式決済について説明すると、オプションが行使されたときには、必然的に不利益を被るのはライターたる企業

であるが、純額株式決済においては、そのライターが、不利益の金額分だけ、ホルダーとしてオプションを行使した

結果有利な結果が生じた投資家に、ライターが不利益を被った金額分の自社株式を、その時点の自社株式の公正価値

に基づいて計算した株式数で引き渡す。
17純額現金決済について説明すると、オプションが行使されたときには、必然的に不利益を被るのはライターたる企業

であるが、純額現金決済においては、そのライターが、不利益の金額分だけ、ホルダーとしてオプションを行使した

結果有利な結果が生じた投資家に、ライターが不利益を被った金額分に相当する現金を引き渡すことになる。ほかの

2つの決済方法と異なり、ホルダーとライター間の株式の移動は生じない。



第３節　FASBの負債・持分の区分規準が有す

る含意と問題点

当初FASBは1990年討議資料において、概

念書第6号の負債の定義（FASB[1985] par.35）

を機械的に適用し、その定義を満たすものは負

債とし、その定義を満たさないものは消極的に

持分としていたのであった（第１図参照）。こ

れは、FASBが採る持分を残余とする考え方に

沿ったものである。しかし、FASB[2000a]は、

その考え方を部分的にではあるが否定し、負債

ではないから消極的に持分とする部分と、持分

ではないから消極的に負債とする部分に分かれ

ており、負債・持分の区分規準が二重構造化す

るという結果を生み出している（第２図参照）。

これは、負債を定義し、持分を残余と規定する

構造から乖離しているといいうるであろう。

このように、FASBが当初の想定と異なる規

準を設定するという、FASBのかかる行動それ

自体が、元来想定されていた区分規準の限界を

示しているものと考えられる18。すなわち、義

務の履行の際に引き渡す対象物で負債か持分か

を決定するような区分規準では、引き渡す対象

物が一意的に決まらない義務には対応できな

い。ゆえにFASB[2000a]では、引き渡す対象

物が決まらない義務については、負債の定義を

機械的に適用するのではなく、義務の性質が持

分の性質を満たしているか否かによって持分か

否かをあらかじめ決定しようとする。しかし、

この考え方を適用すると、あらかじめ負債と区

分された義務の履行として自社株式が｢本質的

に資産の代わりに発行される｣(FASB[2000b]

par.3b)可能性が生じることになり、その場合、

「本質的に」という曖昧な表現を用いて説明せ

ざるをえなくなっている。そして矛盾も生じる。

米国では、会計制度上、自社株式を買い戻す取

引が資本取引とされており、自己株式は未発行

授権株式と同様、資産ではないとされている。

自社株式が「本質的に資産の代わりに発行され

る｣という説明を行うためには、取得した自社

株式が資産であることが前提となるが、米国で

は自己株式及び未発行株式は資産ではないとさ

れているから、かかる説明には矛盾があり、そ

して無理があるといわざるを得ないのである。

このような曖昧な説明を用いざるを得ないとこ

ろに、FASBの構想する負債・持分の区分規準

の限界があるものと考えられる。

とりわけ、FASBがFASB[2000a]で提示す

る区分規準を計算構造の視点から見ると、かか

る区分規準は問題をはらんでいる。

FASBは、実際に取引が発生する前にどのよ

うな取引が生じるかを仮定して、その仮定に基

づいて負債・持分の区分を考えようとする。資

産を引き渡す義務なら負債、自社株式を引き渡

す義務なら持分であることを基本としつつ、決

済方法の選択肢として資産引渡と株式発行の両

方を有する義務については、まず当事者（発行

者およびホルダー）のどちらが決済方法の選択

権を有しているかを問題視する。ホルダーに選

択権がある場合には「資産の引渡を要求できる

か」を問題にし、発行者に選択権がある場合に

は「株式決済ができるか」を問題にする（第２

図および第３図参照）。いずれの場合も、将来

決済する際に利用できる決済方法が、問題にな

っている。ここでFASBは、将来の決済方法を、

決済が起こる以前に問題視したうえで、負債に

するか持分にするかを決定する。つまり、将来

の決済方法をあらかじめ仮定したうえで、資産
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18FASB[2000a]の規準は、従来FASB[1990]で構想されてきた規準を精緻化したものであって、定義レベルにおける

負債確定アプローチを適用レベルで精緻化したものと捉えることもできる。しかし、精緻化の過程で、全く異なる立

脚点を持った区分規準が部分的に包含されれば、精緻化の結果として論理一貫性を失った区分規準が生み出されるで

あろう。本稿で論じているのはこうした点であり、FASB[2000a]の規準がFASB[1990]で構想されてきた規準を精

緻化したものであるか否かについては、別稿にて検討することにしたい。



が引き渡されると仮定されれば負債に区分し、

その一方で、株式が発行されると仮定されたな

らば、所有関係の有無によって持分ないし負債

に区分することになる。その結果、実際に生じ

る取引において何が引渡されるかということが

無視される。そのことが、FASBが構想した負

債・持分の区分規準の限界につながっているの

である。

すなわち、FASBは、現在時点における将来

事象の予測・仮定に基づいてこのような負債・

持分の区分を構想している。しかし、将来事象

とは不確定なものであり、予測・仮定は結果と

必ずしも一致しない。引き渡される対象物につ

いての予測・仮定と結果が一致しなかった場合

には問題が生じる。たとえば、本来なら資産を

引き渡す義務を負債にするはずが、結果的に義

務の履行によって資産を引き渡したのに（すな

わち、株式の交換・移動は生じていないのに）

その義務は負債ではなく持分とされている場合

が生じる。いっぽう、本来なら自社株式を引き

渡す義務を持分にするはずが、義務の履行によ

って自社株式を引き渡したのにその義務は持分

ではなく負債になり、その際の自社株式は「本

質的に資産の代わりに発行された」ことになる。

このような、予測・仮定に基づく負債・持分の

区分規準は、予測・仮定と異なる事象が生じた

ときに、前述の問題が生じる。すなわち、将来

事象を現在時点で仮定し、その予測・仮定に基

づいて負債・持分の区分を考慮するところに問

題があるといえるのである。負債と区分された

義務の決済のために株式が発行された場合の、

「株式が本質的に資産の代わりに発行された」と

いう説明19は、その問題を端的に物語っている。

第４節　取引に根差した会計処理の構想　

－自社株式を対象とした売建コー

ル・オプション取引を素材として－

（１）契約内容の分析による会計処理の重要性

前節では、FASBの負債・持分の区分規準を、

主に計算構造の見地から検討すると、問題点が

あることを指摘した。それでは、会計の計算構

造の側面から見れば、このような負債・持分の

区分が問題になる項目について、いかなる会計

処理を構想すればよいのであろうか。

会計における計算は、複式簿記によって行わ

れる。複式簿記が認識･記録の対象としている

のは取引である。したがって、発生した取引の

内容について詳細に分析した上で、会計処理を

検討する必要がある。しかし、その取引は、財

産や権利・義務に付された価値や現金などの交

換や移転が起こることによって取引であると認

識される20。そして、取引の内容は、契約によ

って規定される。したがって会計処理は、取引

の内容を規定する契約の詳細によって決まる21。

すなわち、取引が発生したならば、その取引を

規定する契約の内容をなるべく詳細に吟味し、

資金や権利・義務関係の流れをなるべく厳密に

把握した上で、会計処理を構想しなければなら

ない。

（２）自社株式を対象とした売建コール・オプ

ション取引の契約内容

このことを、前述の自社株式を対象とした売

建コール・オプション取引の会計問題を例にし

て、さらに具体的に検討してみよう。議論の都

合上、本稿では、行使された時に、発行者が一
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19この説明は、株式の発行取引を株式の発行として扱わず、資産（現金など）の引渡と同じとして扱うことを意味して

いる。
20取引概念については、徳賀[1985]および藤井[1997]第９章を参照している。
21たとえば、金利１％で100万円借り入れる契約と、金利40％で100万円借り入れる契約を比べると、借り入れた時点

で100万円が入金される点においてはどちらも同じであるが、契約の内容は異なるので、両者に同じ会計処理を行う

のは妥当でないかもしれない。



定数の株式を一定の行使価格で発行するとい

う、もっとも単純なコールを素材として論を進

める。最初に、かかるコールの取引の契約内容

について、詳細に検討していく。

自社株式を対象とした売建コール・オプショ

ン取引とは、その発行者に株式発行義務を負わ

せる取引であり、新株予約権の取引などがこれ

に該当する。コールの取引においては、取引開

始時に発行者がオプション料をホルダーから受

け取る。ホルダーにとってコールは、一定の行

使期間中に一定の行使価格で発行者22の株式を

購入できる権利である。したがって取引開始時

には、ホルダーと発行者との間に、一定の価値

をもったコールの権利と、オプション料として

の現金の授受が行われる（第６図）。

オプションの価値は、本源的価値と時間的価

値より成る。本源的価値は、行使価格と、取引

開始時点における発行者の株式の市場価格との

差である。時間的価値はオプション料から本源

的価値を引いた差額である。本源的価値は株価

の増減によって増減し、時間的価値は時間の経

過とともに減少する。行使価格よりも株価のほ

うが高いときには、本源的価値は正であるが、

行使価格よりも株価のほうが低いときには、本

源的価値はゼロである。満期になっても行使さ

れないときには、時間的価値もゼロになり、そ

の結果、コールに関する権利・義務関係は消滅

する（第７図）。

行使価格よりも株式の市場価格のほうが高く

（すなわち本源的価値が正であり）、行使がなさ

れた場合には、ホルダーは発行者の株式を一定

価格で購入する。すなわち、この場合の株式購

入を引き起こすのは、本源的価値の存在である

ということもできる。この場合、株式の市場価

格は行使価格よりも高いため、コールを行使し

たホルダーは、株式を市価よりも安価に購入す

ることになる。このため、コールの行使によっ

て生じた新株主に、既存株主からの価値の一方

的な移転が起こる。すなわち、新株主によるこ

うした株式購入は、既存株主の富を希薄化する

ことによって行われる23。

発行者との関係で見ると、ホルダーはコール

に係る権利を行使するので、コールはその時点

で消滅し、コールに関連する全ての価値はゼロ

になる。そして、行使の結果として、ホルダー

は発行者に現金を払い込み、発行者は自社株式

を、市価よりも安価な価格（行使価格）で発行

する（第８図）。

（３）自社株式を対象とした売建コール・オプ

ション取引の会計処理

以上のような取引の詳細を踏まえて、コール

に関する取引の各段階について、会計処理を検

討していく。

まず、取引の開始時に、ホルダーは現金等の

資産を発行者に支払い、その代わりに株式を購

入する権利を発行者から入手する（第６図）。

この時点では、ホルダーは株主ではないし、ま

た、支払った金額は株主ではないホルダーに帰

属する権利に対するものである。

では、コールの受取オプション料は、負債24

なのか収益なのか。

オプション料の価値は、時間的価値と本源的

価値で構成される。本源的価値は、ホルダーに

とっては権利行使の源泉となるものである。発

行者にとっては、義務履行のきっかけとなるも

のである。したがって、受け取ったオプション

料のうち本源的価値に当たる部分は、履行義務
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22ここで発行者とは、コールを発行した企業であり、同時に、コールが行使されたときに株式を発行する企業のことで

もある。
23こうした希薄化を会計上どのように把握するかについては、企業・新株主・既存株主の関係をどのように捉えるかに

よって見解が分かれる（詳しくはFASB[1990]par.112-148を参照）。しかし、ここでは、新株主が株式を市価よりも

安価に入手することによって既存株主の富が希薄化される点を指摘するにとどめる。



を表している。いっぽう、時間的価値は、時間

の経過とともに減少していく。したがって、受

け取ったオプション料のうち時間的価値に当た

る部分は、「一定の契約にもとづいて行われる

用役の継続的な提供以前または提供段階中にお

いて、未だ提供していない用役に対して前もっ

て受け取った収入額を指すもの」（新井

[1991]129頁）であり、「時間の経過とともに

収益になる」（企業会計原則注解５の（２））前

受収益の性格を持つ。このように、コールの受

取オプション料は、履行義務と前受収益の両方

の性質を持った複合的性格の負債と見ることが

できる25。

コールの受取オプション料を本源的価値部分

と時間価値部分に区分して会計処理するか区分

せず一括して会計処理するかについては、区分

しないで一括処理する方法が優勢である（オプ

ション取引会計基準研究委員会[1992]324-332

頁）。

受取オプション料を構成する価値のうち、時

間的価値は、時間の経過とともに減少し、行使

もしくは期限到来による消滅によりゼロとな

る。いっぽう、本源的価値は株価の増減とに対

応して増減するが、行使による権利消滅に伴っ

てゼロになる。この二つの価値が異なる性質を

持つとしても、行使時にどちらもゼロになる点

については同じである。受取オプション料に関

する負債を構成する二つの価値は、オプション

料の受取時に一括して生じ、行使時に一括して

消滅する。二つの価値は独立性よりも一体性の

ほうが強く、一体化してオプションの価値を構

成していると考えられるため、受取オプション

料に関する二つの価値は、一括して処理すれば

よいであろう。ただし、オプションの価値は変

動するので、期末の公正価値評価が要請される

のであれば、公正価値評価を行う必要があろう。26

つぎに、コールが行使されずに消滅した場合

の会計処理について考えてみる。この場合、コ

ールの価値はゼロになり、コールに係る権利・

義務関係は消滅する（第７図）。結果的に発行

者は、ホルダーより現金その他の資産を受け取

っただけである。この場合、負債の消滅による

収益が発行者の損益計算書に計上される。

しかし、問題になるのは、コールが行使され

た場合における、コールの会計処理である。ま

ず、コールを行使すると、コールはそれに伴っ

て消滅し、価値がゼロになる。行使がなされる

場合には時間的価値とともに本源的価値もある

が、行使すると全て消滅してしまう。権利消滅

の原因は違うが、コールに関する権利が消滅し、

価値がゼロになる点は、行使の有無にかかわら

ず同じである。

コールの消滅によって、コールに関するオプ

ション料と、コールに関する権利との交換関係

は終了する。これを踏まえて、現金と株式の交

換が生じ、元々コールのホルダーであった者が

株主になる（第８図）。

本源的価値の存在は、株式発行に結びつくか

もしれない。しかし、本源的価値の存在は株式

発行の契機であっても直接株式と交換されるも

のではなく、直接的に株式と交換されるのは、

現金その他の資産である。コールの価値は行使

によって消滅するが、その場合における価値の

消滅（対価のない一方的な消滅）はホルダーと

発行者との価値の交換であって、株主はこの時

点では関与していない。行使によってコールの

価値が消滅し、その上で現金その他の資産と株

式の交換が行われた後に、コールのホルダーで

あった者は株主になる。株主と発行者との直接

的な交換は、現金その他の資産と株式の交換の
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24なお、どのような性質の負債であるかについては、後述する。
25受取オプション料を「複合的性格の負債」とする見解については、オプション取引会計基準研究委員会[1992]316-

319頁を参照。
26公正価値評価の是非については、本稿の範囲を超えるため、これ以上はとり上げない。



みである。したがって、第８図は、２つの段階

に細分化できる。

結論として、この場合の会計処理は、第４表

のように考えることができる27。ゆえに、コー

ルのオプション料は、最終的に発行者に帰属す

る収益であることから、発行者は、コールのオ

プション料を前受収益とみなすこととなる。

以上、ここでは、自社株式を対象とした売建

コール・オプション取引全体がいくつかの段階

から成るものとみなして、取引全体を詳細に分

析した上でなるべく細分化し、細分化した取引

の各段階において生じる事象について、発生順

に、それぞれ独立したものとみなして会計処理

を考察してきた。会計処理を検討する際には、

契約内容を詳細に検討し、契約全体がいくつか

の段階に分かれているならばそれを細分化した

うえで会計処理を検討する必要がある。そうす

ることによって、取引と、取引を規定する契約

内容に根差した会計処理が構築できるであろ

う。

第５節　おわりに

本稿での検討を整理すると、次のとおりである。

１． FASBの負債・持分の区分規準は、従来の

概念フレームワークに厳格に依拠したもの

とはなっておらず、株主リスクに依拠した

区分規準が混入している。

２． FASBは、義務の履行によって何が引き渡

されるかに関する予測・仮定に基づいて、

負債・持分の区分を構想するが、実際に何

が引き渡されるかということが無視され

る。その結果FASBは、「株式が本質的に

資産の代わりに発行された」という論理不

整合な説明を行わざるを得なくなってい

る。FASBが構想した負債・持分の区分規

準は、このような問題をはらんでいる。

３． 計算構造の観点からみると、取引が含む

契約の内容をなるべく詳細に分析する必要

がある。その上で、取引をなるべく細分化

した上で、細分化した各段階について会計

処理を検討する必要がある。

４． 自社株式を対象とした売建コール・オプ

ション取引を例にとって、その取引を細分

化してそれぞれについて会計処理を検討す

ると、第４表のようになる。すなわち、受

け取ったコールのオプション料は負債にな

り、行使によってコールは消滅し、発行者

の収益となる。発行される株式と直接交換

されるのは、株主が直接支払った現金その

他の資産である。

本稿では、金融商品に関する負債・持分の区

分問題および持分内部の区分問題を検討してき

たが、これらは会計上「どこに認識するか」と

いう問題を問うものであり、会計における認識

問題の一部として位置付けられる。すなわち、

当該問題は、会計的認識問題における「何を認

識するか」「どの時点で認識するか」といった

問題とも結び付けられる問題である。本稿では、

こうした区分に関する認識問題を検討する鍵と

して、取引全体を詳細に分析する必要性がある

ことを論じた。こうした視点は、金融商品をは

じめとする、ますます複雑化する経済活動の会

計的認識にとって重要になるものと考えられ

る。
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