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法人税実務事例検討

外国子会社株式の為替変動リスクを
外貨建借入金でヘッジした時の繰延ヘッジ処理
ＥＹ税理士法人
税理士

石田

顧問

昌朗

本事例における留意点
外国子会社株式の為替変動リスクを軽減するために、期末時換算法の適用となる外貨建借入
金でヘッジした場合には、要件を満たせば繰延ヘッジ処理が認められ、その外貨建借入金の為
替換算差損益はヘッジ対象である外国子会社株式の譲渡等の時まで繰延処理される。

事

例

当社は、外国子会社であるＡ社（100％出資）の為替変動リスクを軽減するために、期末時
換算法の適用となる外貨建借入金をヘッジ手段とする繰延ヘッジを開始しました。
Ａ社株式の帳簿価額は 1,000,000米国ドル（円換算では 120,000,000円）ですが、外貨建借
入金の発生時の為替レートは＠110円/＄であり、期末の為替レートは＠105円/＄でした。
以下の会計処理は税務処理としても認められるでしょうか。
【当社における外貨建借入金の発生時の会計処理】
銀行預金

110,000,000円

╱

外貨建借入金

╱

繰延ヘッジ負債

110,000,000円

【当社における期末の会計処理】
外貨建借入金

5,000,000円

5,000,000円

るもの（未決済デリバティブ取引）につい

Ⅰ
Ⅰ

本事例における法令等の検討

ては、決済したものとみなし、それによっ
て算出される利益の額又は損失の額（みな

１

繰延ヘッジ処理の概要

し決済損益額）を益金の額又は損金の額に

内国法人が行ったデリバティブ取引のう

算入することとされています（法法 61の

ち、事業年度終了の時に未決済となってい

５①）
。
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２

繰延ヘッジ処理におけるデリバティ
ブ取引等

の額に算入したみなし決済損益額は、翌事
業年度の損金の額又は益金の額に算入し、

繰延ヘッジ処理の適用を受けるヘッジ取

洗替処理を行うものとされています（法令

引の手段となるものは、次の取引とされて

120）。

います（法法 61の６④）
。

ただし、デリバティブ取引等であっても、
①資産若しくは負債の価額の変動によって

①

デリバティブ取引

②

有価証券の空売り、信用取引及び発効

生ずるおそれのある損失の額、又は②資産
の取得若しくは譲渡、負債の発生若しくは

日取引
③

消滅、金利の受取若しくは支払その他これ

期末時換算法により円換算をする外貨
建資産等を取得し又は発生させる取引

らに準ずるものにより受け取ることとなり
若しくは支払うこととなる金銭の額の変動

３

によって生ずるおそれのある損失の額（①

外貨建資産等の期末換算の方法
法人税法第 61条の９第１項

外貨建資

及び②を併せて「ヘッジ対象資産等損失

産等の期末換算差益又は期末換算差損の益

額」といいます。
）を減少させるために行

金又は損金算入等

った場合で、そのデリバティブ取引等がヘ

されています。

では、次のように規定

ッジ対象資産等損失額を減少させるために

内国法人が事業年度終了の時において

有効であると認められるときは、デリバテ

次に掲げる資産及び負債（外貨建資産等）

ィブ取引等の決済金額並びにみなし決済損

を有する場合には、その時における当該外

益額に相当する金額は、当該資産若しくは

貨建資産等の金額の円換算額は、当該外貨

負債の譲渡若しくは消滅又は当該金銭の受

建資産等の次の各号に掲げる区分に応じ当

取若しくは支払の日の属する事業年度まで

該各号に定める方法（第１号、第２号ロ及

はその計上を繰り延べることとされていま

び第３号に掲げる外貨建資産等にあっては、

す（法法 61の６、法令 121の５）
。

これらの規定に定める方法のうち当該内国

これは、デリバティブ取引等をヘッジ目

法人が選定した方法とし、当該内国法人が

的で行った場合、ヘッジ対象の損益の計上

その方法を選定しなかった場合には、これ

時期とヘッジ手段の損益の計上時期を合わ

らの規定に定める方法のうち政令で定める

せることとしたものです。

方法とする。
）により換算した金額とする。

なお、当然のことながら、ヘッジ対象と

一

外貨建債権（外国通貨で支払を受ける

なっている資産の譲渡若しくは負債の消滅

べきこととされている金銭債権をいう。）

又は金銭の受取若しくは支払があった場合

及び外貨建債務（外国通貨で支払を行う

には、それらの事業年度以後の事業年度に

べきこととされている金銭債務をいう。）

おいては、既にヘッジ対象の損益が計上さ
れていることから、ヘッジ手段であるデリ
バティブ取引等のみなし決済損益額は繰り
延べることはできません。

イ又はロに掲げる方法
イ

発生時換算法（事業年度終了の時

（期末時）において有する外貨建資産
等について、前条第１項の規定により
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当該外貨建資産等の取得又は発生の基

償還金額の定めのあるものに限る。
)

因となった外貨建取引の金額の円換算

発生時換算法又は期末時換算法

額への換算に用いた外国為替の売買相

ハ

場により換算した金額（当該外貨建資
産等のうち、その取得又は発生の基因

価証券
三

となった外貨建取引の金額の円換算額
への換算に当たって同条第２項の規定

イ及びロに掲げる有価証券以外の有
発生時換算法

外貨預金

発生時換算法又は期末時換

算法
四

外国通貨

期末時換算法」

の適用を受けたものについては、先物
外国為替契約等により確定させた円換

４

期末時換算法による為替換算差額の
処理

算額）をもって当該外貨建資産等の当
該期末時における円換算額とする方法

法人税法第 61条の９第２項では、
「内国

をいう。次号及び第３号において同

法人が事業年度終了の時において外貨建資

じ。)

産等（期末時換算法によりその金額の円換

ロ

期末時換算法（期末時において有す

算額への換算をするものに限る。）を有す

る外貨建資産等について、当該期末時

る場合には、当該外貨建資産等の金額を期

における外国為替の売買相場により換

末時換算法により換算した金額と当該外貨

算した金額（当該外貨建資産等のうち、

建資産等のその時の帳簿価額との差額に相

その取得又は発生の基因となった外貨

当する金額（
「為替換算差額」という。）は、

建取引の金額の円換算額への換算に当

当該事業年度の所得の金額の計算上、益金

たって前条第２項の規定の適用を受け

の額又は損金の額に算入する。」と規定さ

たものについては、先物外国為替契約

れています。

等により確定させた円換算額）をもっ
て当該外貨建資産等の当該期末時にお
ける円換算額とする方法をいう。以下
この条において同じ。）
二 外貨建有価証券（償還、払戻しその他

５

為替換算差額の翌期の処理
法人税法施行令第 122条の８第１項

外

貨建資産等の為替換算差額の翌事業年度に
おける処理等

では、
「内国法人が法第 61

これらに準ずるものが外国通貨で行われ

条の９第２項の規定により当該事業年度の

る有価証券として財務省令で定めるもの

益金の額又は損金の額に算入した金額に相

をいう。
) 次に掲げる有価証券の区分に

当する金額は、当該事業年度の翌事業年度

応じそれぞれ次に定める方法

の所得の金額の計算上、損金の額又は益金

イ

の額に算入する。」と規定されています。

第 61条の３第１項第１号（売買目

的有価証券の評価益又は評価損の益金
又は損金算入等）に規定する売買目的
有価証券
ロ

期末時換算法

第 61条の３第１項第２号に規定す

る売買目的外有価証券（償還期限及び

平成 29年８月 28日

第 6474号

国

税

速

報

第３種郵便物認可 ( 9 )

それがあることから、期末時換算法の適用

Ⅱ
Ⅱ

本事例における取扱いの検討

対象となる外貨建借入金はヘッジ手段とな
ります。そうすると、ヘッジ手段である外

１

外貨建借入金がヘッジ目的で行われ
ているか
貴社は保有する米国ドル建ての有価証券

貨借入れを行った日に、ヘッジ対象となる
資産（Ａ社株式）並びにヘッジ手段となる
デリバティブ取引等の種類、名称、金額、

であるＡ社株式の為替相場の変動による損

ヘッジ期間その他参

となるべき事項（ヘ

失の額を減少させるために、期末時換算法

ッジ対象等の明細）を、そのデリバティブ

の適用を受ける米国ドル建ての外貨借入れ

取引等に係る契約の締結に関する帳簿書類

を行っていることから、Ａ社株式の為替相

に記載する必要があります（法規 27の８

場の変動に伴い生ずるおそれのある損失を

①②）
。

減少させるための外貨建借入金は、ヘッジ
目的であると認められます。
Ａ社株式は、米国ドル建ての売買目的外

３

ヘッジが有効であると認められる場
合

有価証券であり、償還期限及び償還金額の

貴社が、ヘッジ手段である外貨借入れを

定めのあるものに該当しないことから、上

行った時から期末時（×月末日）までのヘ

記Ⅰ３のとおり、法人税法第 61条の９第

ッジ対象である「Ａ社株式の米国ドルの為

１項第２号ハの発生時換算法の適用を受け

替相場の変動額」とヘッジ手段である「外

るため、外国為替相場の変動に伴い損失の

貨建借入金の為替相場の変動額」の割合が

生じる可能性があることから、Ａ社株式の

80％から 125％の間にあれば、そのヘッ

外国為替相場の変動に伴う損失はヘッジ対

ジ手段は有効であることから（法令 121の

象となります。

２）
、その外貨建借入金のみなし決済損益

また、貴社は取得したＡ社株式の為替相
場の変動による損失の額を減少させるため

額を繰り延べることとなります（法法 61
の６①）。

に、上記Ⅰ２③の期末時換算法の適用を受

貴社の場合、ヘッジ対象はＡ社株式の米

ける外貨建借入金を行っていることから、

国ドル為替相場の変動であり、ヘッジ手段

この外貨建借入金は繰延ヘッジ処理におけ

が米国ドル建ての外貨建借入金であること

るデリバティブ取引等に該当し、外国為替

から、決算期末である×月末日にはヘッジ

相場の変動に伴い生ずるおそれのある損失

の有効性割合は、ほぼ 100％になると思わ

を減少させるために取引を行ったものに該

れます。

当することから、ヘッジ目的であると認め
られます。

したがって、ヘッジ手段である外貨建借
入金の期末時換算法による為替換算差損益
（みなし決済損益額）をいったん計上し、

２

帳簿書類への記載要件

同額を繰延ヘッジ資産又は繰延ヘッジ負債

貴社が保有する米国ドル建てのＡ社株式

として計上することにより、期末時換算法

は、為替相場の変動に伴い損失の生じるお

の適用を受ける外貨建借入金の為替換算差
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損益は所得金額に含めないことになります。

その事業年度の所得金額に加算又は減算し

なお、期末時には、ヘッジ対象であるＡ

たみなし決済損益額は、その翌事業年度の

社株式の米国ドル為替相場の変動額をヘッ

所得金額の計算において、上記Ⅰ５のとお

ジ手段である外貨建借入金の為替換算差損

り、洗替処理により減算又は加算すること

益（みなし決済損益額）で除して、有効性

になります。

の判定をすることから、有効性割合はほぼ

また、デリバティブ取引等の決済損益額

100％になりますので、『金融商品会計に

に係る金額については、そのデリバティブ

関する実務指針#158』では高い有効性があ

取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減

るとみなされ、有効性の判定を省略するこ

少させようとする資産若しくは負債の譲渡

とができますが、法人税法上は有効性の判

若しくは消滅又は金銭等（その金銭の受取

定を省略することは認められていないので

又は支払により負債が発生し、又は資産を

注意が必要です。

取得する場合のその金銭を除きます。）の
受取若しくは支払のあった日の属する事業

４

翌期の処理

年度の益金の額又は損金の額に算入される

貴社が、期末において期末時換算法の適

こととなります（法令 121の５①）。

用を受ける外貨建借入金の為替換算差額を

（貴社）
【外貨建借入金の発生時の会計処理】
銀行預金

110,000,000円

╱

外貨建借入金

110,000,000円

5,000,000円

╱

繰延ヘッジ負債

5,000,000円

外貨建借入金

5,000,000円

╱

為替換算差益

5,000,000円

繰延ヘッジ損失

5,000,000円

╱

繰延ヘッジ負債

5,000,000円

5,000,000円

╱

為替換算差益

5,000,000円

【期末の会計処理】
外貨建借入金
【税務処理】

【税務修正】
繰延ヘッジ損失
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貴社の申告調整>
【別表４】

［概要図］

（了)

