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IFRSクイズ：負債？資本？ 

February 2012  
皆さんは、資本と負債の区分を判断できますか？PwCの金融商品スペシャリストであるTina Faringtonが出題す

る、発行者の視点からどのように金融商品を分類するかについてのIFRSクイズ（シリーズ1回目）に挑戦してみて

下さい。ただし、このクイズは初心者向けのクイズではないことにご注意を！ 

 
払込資本が負債と資本のどちらに分類されるかは、CFOの安眠を妨げている問題です。分類を間違えば測定

において深刻な問題となります。そのような金融商品の分類に関するガイダンスは、IAS第 32号「金融商品：表

示」で取り扱われています。 

 

国際会計基準審議会（IASB）と米国会計基準審議会（FASB）は、それぞれの分類モデルを置き換えるプロジェ

クトに合同で取り組んでいます。しかし、負債か資本かを定義するプロジェクトは保留の状態であり、コンバージ

ェンスされた解決法が得られるのはまだまだ先の話となりそうです。 実務家たちは、少なくとも今後数年間は、

現行の分類モデルと付き合うことになります。では、ここで、IFRSの現行モデルに関する皆さんの知識をテストす

る、いくつかのクイズを出題します。 

 

Q1:金融負債の定義について正しい文章はどれでしょうか？ 

(a) 金融負債の定義の鍵となるのは、書面による契約書に基づくものであるという点である。 

(b) 現金または他の金融資産を引き渡す契約上の義務を含んでいる。 

(c) 現金または他の金融資産を別の企業に引き渡すことを、企業に経済的に課す金融商品を含んでいる。 

(d) その企業自身の株式によってのみ決済できる金融商品を含まない。 

 
Q2:次のうち、金融商品の資本分類を妨げるのはどれでしょうか？ 

(a) 企業の配当能力。 

(b) 企業が過年度において配当を行った実績。 

(c) 現金支払を企業の自由裁量によって決定できない。 

(d) 清算順位（たとえば、優先株式 対 普通株式）。 

 

Q3: IFRSに従い資本に分類されるのはどの金融商品でしょうか？ 

(a) 企業の支配に変更があった場合にのみ償還可能な優先株式。 

(b) 発行者が現金または自社株式の引渡しのどちらで決済するかを決定できるワラント。 

(c) 企業の一定数の株式を固定額の現金で取得する権利を取引相手に与えるワラント。 

(d) 引渡される現金の金額が、企業自身の株式の市場価格の変動に基づいて決定される契約。 

 
Q4: ある企業が、配当金の支払いが取締役会の裁量のみに委ねられた、非累積的かつ償還可能
でない利率 5%の優先株式を発行しています。この金融商品をどのように分類すべきでしょうか？ 

(a) 当該株式は償還可能でなく、配当金はもっぱら発行者の自由裁量によって配当されるため、資本に分類す

る。 

(b) 金融商品の法的形式によって異なる。 

(c) 配当利率が決まっており企業に支払の意思があるため、負債に分類する。 

(d) 優先株式は負債と資本の両方の特徴を有しているため、準資本または「一時的な」資本として分類する。 
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Q5:次のうち、与えられた事実に基づいて、「複合」金融商品（すなわち、負債要素と資本要素の両
方を有する金融商品）の例として最も良いのはどれでしょうか？ 

(a) 保有者の選択により、いつでも一定数の株式に転換可能な、償還不能な優先株式。 

(b) 10年後に現金で償還可能で、任意の配当金を支払う優先株式。 

(c) 3年後に可変数の株式に転換可能な、累積的強制クーポンを有する転換社債。 

(d) 該当なし－金融商品は異なる構成要素に分割すべきではない。 

 
Q6:プッタブル金融商品は、プット・オプションの行使によって現金またはその他の金融資産と交換
に当該金融商品を発行者が買い戻す、または償還することを求めるものです。2008年にプッタブル
金融商品に関する改訂基準が公表されました。この改訂を正しく説明しているのは次のうちのどれで
しょうか？ 

(a) すべてのプッタブル金融商品を資本として分類することを認めた例外規定である。 

(b) プット・オプションをデリバティブとして会計処理し、金融商品の残りの部分（すなわち、株式）を資本として分

類することを求めるものである。 

(c) 非常に発生可能性の低い偶発事象に基づいてのみ発行者に対して償還が要求される場合には、当該プッ

タブル金融商品を資本に分類することができる。 

(d) プッタブル金融商品を資本に分類するためには、それが最劣後であることが要件の一つである。 

 
Q7：株式に転換可能な社債を評価する場合、次のどの特徴により転換オプションが資本として分類
されることになるでしょうか？ 

(a) この転換社債は外国通貨建である。 

(b) 当該金融商品の保有者が株主の経済的便益を上回るような追加的な便益を受取る権利を有するように、転

換株式の数量に対して調整が行われる。 

(c) 発行者または保有者のいずれかの自由裁量により現金決済が可能である。 

(d) 一定数の株式を固定額の現金と交換する総額による現物決済（すなわち、固定交換とみなされる取引）。 

 

Q8:2011年 12月 1日、ある企業が、普通株式 10百万株を 1年後に 1株当たり C2で購入する契
約を締結しました。この契約では、固定額の現金（1株当たり C2）との交換でのみ、株式の「総額」決
済（現物の引渡し）を行うことができます。次のうち、最も適切な会計処理を説明しているのはどれで
しょうか？ 

(a) 償還金額（すなわち、決済時に支払われる予定の売却代金）の現在価値で負債、同額を資本に計上。 

(b) 先渡契約の公正価値に基づくデリバティブを計上。 

(c) 資本のみを計上。 

(d) 負債のみを計上。 

 

Q9:純損益を通じて公正価値で測定される金融負債以外では、IFRS では金融負債をどのよう
に事後測定しますか？ 

(a) 報告日に当該債務を決済する場合に要求されることになる割引前の金額。 

(b) 実効金利法を用いた償却原価。 

(c) 負債の額面金利を用いた償却原価。 

(d) 発行者の選択により、公正価値または償却原価のいずれか。 

 

Q10:金融負債にかかる利息の支払はどこで認識しなければなりませんか？ 

(a) 資本。 

(b) 純損益。 

(c) 経営者の会計方針の選択による。 

(d) 事実と状況によって異なる（たとえば、金融商品が事後的に転換可能かどうかなど）。 
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解答 
質問 1：B－現金を引き渡す契約上の義務は、負債の定義を構成する重要な要素です。経済的強制のみによっ

て金融負債が発生することはありません。さらに、IFRSにおける金融負債の定義の一部を構成するような契約上

の義務が存在する場合、書面による契約でなければならないとの要求はありません。 

質問 2：C－資本に分類されるためには、企業は、現金支払を避けるための自由裁量を有していなければなりま

せん。過年度において企業が行ってきた配当の傾向または能力は、この分析の一部として考慮されません。 

質問 3：C－このワラントは、「固定交換」の原則を満たしているため（すなわち、保有者が一定数の株式を固定

金額の現金と交換できる）、資本の定義を満たします。総額による現物交換以外の方法（たとえば、純額の現金

決済または純額の株式決済）により決済できるデリバティブ契約は、決定権の帰属にかかわらず、IAS第 32号

26項に基づき資本の定義を満たしません。さらに言えば、事象の発生が偶発的である（たとえば、支配の変更

がある）ことのみによって契約上の義務が否定されることにはなりません。 

質問 4：A－優先株式が償還不能である場合、IFRSでは当該株式に付随するその他の権利によって適切な分

類が決まります。優先株保有者に対する発行者の自由裁量による配当に関して、企業は現金を支払う契約上の

義務を負っていないため、当該配当は資本の定義を満たします。ある金融商品の法的形式および企業による経

済的強制は、当該金融商品の分類に影響しません。 

質問 5：B－IFRSには複合金融商品の概念があります。優先株式は将来の日において現金で償還可能である

ため、負債要素を表します。しかしながら、当該金融商品が償還されるまで、裁量権のある配当は資本の要素を

表します。 

可変数の株式に転換する転換社債は、組込デリバティブを伴う負債となり、一定数の株式に転換される、または

償還不能の優先株式はその全体が資本になります。つまり IFRSには「準資本」の概念がありません。 

質問 6：D－IASBは、2008年に非常に狭い範囲の改訂を公表しました。この改訂により、非常に厳格な基準が

満たされた場合には、その他の点では（保有者の選択により金融商品を償還する義務を有することにより）負債

の定義を満たす一部の金融商品が、資本として分類されることになりました。IAS第 32号 16A-B項には、プッタ

ブル金融商品が最劣後であることを要件の一つとして挙げています。 

質問 7：D－一定数の株式と固定額の現金の交換により、総額による現物決済が行われる金融商品のみが資本

として分類される可能性があります。外貨建社債は現金による決済額が変動します。さらに、（1) 現金決済の選

択肢（発行者の自由裁量によるものであっても）や、(2) 当該金融商品の保有者に対する株主の権利や相対的

持分が維持されない場合における転換率の調整は、固定交換の原則に反するものです。 

質問 8：A－先渡契約自体は資本です（すなわち、固定交換の原則を満たす）。しかし、IAS第 32号 23項

は、金融負債を先渡購入価格の現在価値で認識することを要求しています（現在価値はC20百万）。この金

額は、資本から負債に振替えられます。この先渡契約は、この領域における明示的なガイダンスに従い、通

常のデリバティブのように会計処理されません。 

質問 9：B－当該金融商品は、償却原価で計上されます。そして、実効金利法は金融負債の償却原価算定

のための正しい方法です。額面利率は適切ではありません。さらに、当初認識時に純損益を通じた公正価

値に分類されていないすべての金融負債は、償却原価で事後測定されます。 

質問 10：B－IFRSのガイダンスは、負債の金利支払は純損益に計上しなければならないことを明記しています。

これは会計方針の選択ではありません。 

 
PwCには、これらの論点について他にもガイダンスがあります。手始めとしては、金融商品に関する PwCの
topic summaryが最適です。こちらをクリック、または pwc.com/ifrs にアクセスし、Additional PwC 

resources のセクションをご覧下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pwcinform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=0907084403184486
https://pwcinform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=0907084403184486
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