
は じ め に

本年３月31日に，国際会計基準審議会

（IASB）から公開草案「法人所得税」（以下

「公開草案」という）が公表された。この公開

草案は，国際会計基準（IAS）12号「法人所得

税」（以下「IAS12号」という）を改訂するも

ので，IASB及び米国財務会計基準審議会

（FASB）が取組んできた短期コンバージェン

スプロジェクトの議題の１つである。

本プロジェクトは，2002年 の IASBと

FASBによるコンバージェンスについての合

意後，短期コンバージェンスプロジェクトの議

題として取り組まれてきたものであるが，なか

なか草案としてまとまらず今日に至っている。

そもそもの始まりは，関係者から IAS12号を

より明確して欲しいという要請があったことと

であった。しかしながら，コンバージェンスの

合意後，IAS12号及び米国財務会計基準

（FAS）109号「法人所得税の会計処理」は，

共に税効果会計に一時差異アプローチをとって

いるものの，それぞれが例外を設けている点が

着目され，これらの例外を取り除きより原則主

義に基づいた会計基準を作成するために作業が

継続されてきた。

なお，FASBは，米国の公開企業の一部又

はすべてについて近い将来 IFRSを適用する

ことが許容又は要求される可能性があることか

ら，2008年９月に短期のコンバージェンスプロ

ジェクトの戦略を見直すことを発表している。

米国における関係者からのインプットを求める

とともに上記の戦略の見直しの観点から，

FASBは IAS12号の改訂案を含めたコメント

募集を行う予定である。この結論により，

FASBは税金会計の差異を削除するプロジェ

クトを行うかどうかを決定する予定となってい

る。

法人所得税の会計処理の

ステップ

公開草案は，IAS12号と同様に，当期税金す

なわち未払法人税等の計算と繰延税金すなわち

税効果会計の両者を扱っている。

公開草案における会計処理のステップは以下

のとおりである。

⑴ 当 期 税 金

当期税金は，税務当局の調査から生じうる影

響を加えた金額で測定し，認識する（公開草案

para.5⒜）。

⑵ 繰 延 税 金

① 現在の帳簿価額で将来，回収又は決済され

る場合に，課税所得に影響を及ぼすことにな

る資産及び負債を識別する。

② ①に該当する資産及び負債並びに税務基準
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額を有するその他の項目について，期末の税

務基準額を算定する。税務基準額は，現在の

帳簿価額で資産を売却又は負債を決済したと

して算定される。

③ 一時差異，繰越欠損金及び繰越税額控除

（一時差異等）を計算する。

④ 一時差異等から生じる繰延税金資産及び繰

延税金負債を認識する。

⑤ 繰延税金資産及び繰延税金負債は，期末時

点で実質的に制定している税法に基づき，繰

延税金資産が実現又は負債が決済される時に

適用されると予想される税率を用いて，税務

当局の調査から生じうる影響を加えた金額で

測定する。

⑥ 繰延税金資産の純額が，課税所得に対して

実現する可能性が存在しないより存在する可

能性の方が高い最高金額に等しくなるように，

繰延税金資産に対して評価性引当額を認識す

る。

⑦ 繰延税金を関連する包括利益及び資本の構

成要素に配分し，税金資産又は負債を流動又

は非流動に分類する（公開草案para.5⒝-

⒣）。

上記のステップは図表１のように図示できる。

IAS12号からの主要な改訂点

公開草案は，IAS12号と同様に，税効果会計

について資産負債法を採用しているが，以下の

項目について検討が加えられており，改訂が行

われている。

⑴ 税務基準額の定義

IAS12号では，資産の税務基準額は，企業が

当該資産を回収する時に企業に流入する課税対

象となる経済的便益に対して税務上減算される

金額とし，企業の資産の回収方法に依拠する定

義がなされていた。これに対し公開草案は期末

日に売却によって回収されるとした場合に損金

算入される金額として，期末日での売却によっ

て回収される金額である点を明示している。米

国基準では，税務基準額を明確に定義していな

いが，一般には，税務基準額は回収又は決済に

ついて予想される方法に依拠することはないと

理解されており，この考え方を採用したもので

ある（公開草案para.16，BC19，BC20）。

一方，資産の売却と資産の使用で税務上の取

扱いが異なる場合，資産又は負債の回収，決済

が課税所得に影響を与えるかどうかの検討に係

る経営者の予測は，繰延税金資産・負債の当初

認識の要件として位置づけられ，（公開草案

para.BC22），そして⑹③で後述するとおり，

繰延税金資産・負債の測定に影響を与えるとさ

れている。

⑵ 当初認識の例外

IAS12号は，資産又は負債の当初認識から生

じる一時差異について，それが企業結合による

ものではなく，かつ，取引時に会計上の利益に

も課税所得にも影響を与えない取引によるもの

については，繰延税金資産又は負債を認識する

ことを禁止するという例外が設けられている

（IAS12号 para.24）。一方，米国基準は，資産

又は負債の当初認識から生じる一時差異につい
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〔図表１〕 繰延税金の会計処理のステップ
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ての例外を設けていない（para.BC25）。

このため公開草案は，これらの資産，負債の

当初測定について，企業固有の税効果を除外し

た資産又は負債について，IFRSに従って認識，

測定し，帳簿価額と税務基準額の差から生じる

一時差異について繰延税金資産又は負債を認識

するとした（公開草案para.22，B10）。企業固

有の税効果を除外するとしたのは，当該企業に

利用可能な税務基準額と市場参加者への税務基

準額とが同じとなるべきであることを前提とし

たもので，企業固有の税効果がどのように取引

価格に影響を与えているかを見積もることは可

能であると考えたからである（公開草案para.

BC29）。

受払いされた対価と取得資産（繰延税金を含

む）の認識された総額とが異なる場合，当該差

額を繰延税金資産又は負債に対する評価性引当

額又はプレミアムとして，繰延税金資産，負債

を認識する（公開草案para.22，B10）。なお，

評価性引当額又はプレミアムは例外的なもので

あるので即時に包括利益で認識することも検討

されたが，資産，負債の取得時に，損益を認識

することは不適切であるとの判断から，繰延税

金資産，負債の変動において，包括利益計算書

に認識することとされた（公開草案para.

BC35）。

⑶ 子会社及び関連会社についての税効果認識

の例外

IAS12号は子会社，支店，関連会社及びジョ

イント・ベンチャーへの投資の帳簿価額と税務

基準額の差異から生じる繰延税金について，予

測可能な期間内に一時差異が解消するかどうか

等により認識しない例外が設けられている

（IAS12号 para.39，44）。

公開草案では子会社に対する投資（支店を含

む）及びジョイント・ベンチャーに対する持分

に関連するすべての一時差異について，繰延税

金負債又は繰延税金資産を認識しなければなら

ないとした。そして，次の場合，海外の子会社

又は海外のジョイント・ベンチャーに対する投

資の帳簿価額と税務基準額との間の一時差異に

ついて，繰延税金資産又は繰延税金負債を認識

してはならないとした。

① 投資が実質的に永続し，かつ

② 一時差異が予測可能な期間内には解消しな

いことが明らかな場合（公開草案paras.21，

B5，B6）。

⑷ グループ内の資産の売却

米国基準は，グループ内での資産の売却取引

が課税上の損益に帰結する場合，グループ内取

引所得について売手が支払った税金を繰延べ，

買手の資産の税務基準額と連結財務諸表上の帳

簿価額との差額について繰延税金資産を認識す

ることを禁止する例外を設けているが，IAS12

号はこのような売手側の税金を繰延べる方法に

よる例外を設けていない（公開草案para.

BC45）。

この点について，公開草案では，棚卸資産等

のグループ内売却等はグループ外の２つの当事

者，すなわち売手企業の税務当局と買手企業の

税務当局が関連しており，このような取引の税

務上の影響を忠実に反映するために，グループ

内売却については現行の IAS12号のアプロー

チを維持すると結論されている（公開草案

para.BC46，BC49）。

⑸ 繰延税金資産の認識

IAS12号では，繰延税金資産の実現の可能性

の高い部分について純額で繰延税金資産を認識

する単一ステップアプローチがとられてきた。

公開草案では，繰延税金資産の純額が，課税所

得に対して実現する可能性が存在しないより存

在する可能性が高い最高金額に等しくなるよう

に，繰延税金資産に対して評価性引当額を認識

するとしている（公開草案para.5⒢，23）。こ

れにより，米国基準とのコンバージェンスが図

られている。

具体的には，入手可能な証拠に基づき，税務
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上の便益を実現するのに十分な課税所得が存在

しない可能性の方が高い場合には，評価性引当

額を認識しなければならないことになる（公開

草案para.B16）。また，課税所得が稼得される

可能性の方が高いかどうかを判断するにあたっ

ては，証拠の重要性に基づき，すべての入手可

能な証拠を有利，不利の両面から考慮しなけれ

ばならない（公開草案para.B21）。

⑹ 測 定

① 不確実な税務ポジション

IAS12号は，不確実な税務ポジションを特に

取扱っていなかった。米国基準は，税務当局が

企業の税務上の便益に関する主張を受入れる可

能性が受入れない可能性が高い場合に，税効果

を認識するとしている（公開草案 para.

BC57）。

これに対し，公開草案は，税務当局が，企業

が報告した金額を調査し，すべての関連情報に

ついて十分に知識を持つと仮定した場合に，生

じうる結果に対して確率を加重平均した金額を

使用して当期及び繰延税金資産及び負債に反映

させることとし（公開草案para.26），認識に

規準を設けないアプローチを提案している。米

国基準とのコンバージェンスを目的としたもの

であるが，不確実性の考慮の方法に相違が残さ

れている。

② 適用される税率等

IAS12号は，期末までに（実質的に）制定さ

れている税率，税法を使用して繰延税金を測定

することを要求している。一方，米国基準は適

用が予定されている制定された税率を使用する

とされており，税率又は税法の変更は，制定日

を含む期間で認識しなければならないことを示

している（公開草案para.BC64）。

公開草案では，税金資産・負債を測定する場

合には実質的に制定されている税率とした（公

開草案para.27⒜）。これは，制定が形式的，

儀式的なものに過ぎない場合は，既に行われた

決定に影響を与えることはほとんど考えられな

いので，実質的に制定されているとしたもので

ある（公開草案para.B26，BC65）。

③ 回収又は決済の予測方法の測定への反映

既述のとおり，改訂された税務基準額の定義

は，資産又は負債の回収又は決済の予測される

方法には依拠しないとしている。公開草案では，

税務基準額は一時差異，すなわち繰延税金資

産・負債が存在しているかどうかを立証する事

実であるという見解をとっており，繰延税金資

産・負債の測定が，一時差異を生じさせる関連

する資産，負債の回収又は決済についての経営

者の予測によって影響を受けるとしている（公

開草案para.BC70）。

④ 税率―配当の影響

国によっては，利益又は利益剰余金の一部又

は全部が株主に対する分配として支払われると，

高い税率又は低い税率で課税される場合がある。

また，純利益又は留保利益の一部又は全部が企

業の株主に対する配当として支払われると法人

所得税が還付又は追徴されることがある。

IAS12号では，このような場合に，未分配利益

に対する税率を適用して，当期税金資産・負債

及び繰延税金資産・負債等を認識することを規

定している（IAS12号 para.52A）。

この点について，公開草案は当期税金資産・

負債及び繰延税金資産・負債を，将来の分配に

ついての企業の予想の影響を考慮して，その税

金資産又は税金負債が実現又は決済される時に

適用されると予想される税率を用いて測定しな

ければならないとしている。また，利益又は利

益剰余金の一部又は全部が株主に配当として支

払われると，税金が還付又は，課税される国も

あり，この場合には当期税金資産・負債及び繰

延税金資産・負債の測定には，将来の分配につ

いての企業の予想の影響も含めなければならな

いとしている（公開草案para.25，B31）。

⑺ 法人所得税費用の配分

公開草案では，取引及びその他の事象につい

て生じた税金費用を，企業が当該取引又はその
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他の事象を認識するのと同じ包括利益（すなわ

ち，継続事業，廃止事業，又はその他の包括利

益の項目）又は資本の構成要素に認識しなけれ

ばならないとされている（公開草案para.29）。

この点は，IAS1号「財務諸表の表示」，IAS12

号においても同様に規定されており，これはま

た米国基準においても同様である。

しかし，前期において継続事業外で認識され

た項目に関連する税金を当期に税率等の変更に

よる再配分を行うことについて IAS12号と米

国基準は異なっており，IAS12号は継続事業外

でそのような変動を認識するとしているのに対

し，米国基準は継続事業で認識するとしている

（公開草案para.BC90）。公開草案では，米国

基準のようにこのような税金の変動をすべて継

続事業において認識する方がより実務負担が少

ないことを考慮し，米国基準の方法を採用して

いる（公開草案paras.BC93-96）。

資産の税務基準

額の定義

企業が資産を回収する時に企業に流入

する課税対象となる経済的便益に対し

て税務上減算される金額

期末日に売却によって回収されるとした

場合に税務上減算される金額

当初認識

の例外

公開草案IAS12号

認
識

〔図表２〕 IAS12号からの主要な変更点

企業固有の税効果を除外して，資産又は

負債について税効果を認識する。

資産又は負債について当初認識時に帳

簿価額とは異なる税務基準額を有して

いても，取引時に会計上の利益にも課

税所得にも影響を与えない場合は税効

果を認識しない。

子会社，支店，関連会社及びジョイン

ト・ベンチャーから生じる税効果認識

について例外を設けている。

海外子会社（支店含む），海外ジョンイ

ントベンチャーに例外を限定。

子会社及

び関連企

業につい

ての例外

繰延税金

資産の認

識

総額で認識し，純額が課税所得に対して

実現する可能性が存在しないより存在す

る可能性が高い最高金額に等しい評価性

引当額を認識する。

純額で認識する。

測
定

不確実な

税務ポジ

ション

規定なし。 確率加重平均金額で繰延税金資産・負債

の測定に反映する。

実質的に制定されている税率を使用。期末に制定されている税率，税法を使

用。

適用され

る税率等

税率―配

当の影響

未分配利益に対する税率を適用する。 税金資産又は税金負債が実現又は決済さ

れる時に適用されると予想される税率を

適用する。

税金の配分 継続事業で認識する。前期において継続事業外で認識された

項目に関連する税金を当期に税率等の

変更により再配分する場合は，継続事

業外で認識する。

すべての繰延税金を非流動に分類。 関連する非税金資産又は負債の分類方法

を基礎として流動又は非流動のいずれか

に分類。

繰延税金資産・

負債の分類
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⑻ 繰延税金資産・負債の分類

IAS1号では，すべての繰延税金を非流動に

区分していた（IAS1号 para.56）。公開草案で

は，財政状態計算書において，繰延税金資産，

負債は，関連する非税金資産又は負債の分類方

法を基礎として流動又は非流動のいずれかに分

類される。認識されている資産又は負債に関連

しない繰延税金負債又は繰延税金資産について

は，企業が，一時差異が解消すると予想する日

に基づいて分類しなければならない。企業は，

特定の課税国に関する評価性引当額を，当該課

税国に関する流動及び非流動の繰延税金資産に，

比例配分しなければならない（公開草案para.

35）。この点も，米国基準とのコンバージェン

スを目的としたものである。なお，IAS12号か

らの主要な変更点は，図表２のとおり整理でき

る。

お わ り に

上記のとおり公開草案は，従来の IAS12号

を基本的に変更するものではないが，法人所得

税関連項目の認識，測定及び表示について米国

基準とのコンバージェンスが大幅に図られてい

る。これは，冒頭に説明したとおり，IAS12号

の今回の改訂を踏まえて米国基準の改訂も行わ

れることが前提としているからだと考えられる。

一方，不確実な税務ポジションの取扱い，グル

ープ内の資産の売却については，米国基準との

差異は依然残されているため，今後の議論の動

向が注目される。なお，コメント期限は７月31

日とされている。

株式会社プロネクサスが，以下の通り第１回プロネクサス懸賞論文を募集する。

同社では，本懸賞論文を通じて，多くの企業ディスクロージャー・IRを研究する若手研究者，

および同分野に関心のある一般社会人等から研究レポートやご提案をいただき，もって資本市場の

健全な発展につなげていければ，としている。募集要項は以下のとおり。

■テーマ 上場会社のディスクロージャー・IRをより効果的，効率的なものにするための研究お

よび提案（但し，実証研究分野を除く）

■応募資格 35歳以下（平成21年９月12日現在）の日本在住の方。大学生・大学院生・研究者・一

般社会人等。個人または共同執筆（２名まで）。

■懸賞金額 最優秀賞50万円（１本），優秀賞30万円（１本），佳作10万円（若干名）

■応募締切 平成21年９月12日(土)当日消印有効（持参不可）

◎詳細は，弊社プロネクサス総合研究所ホームページをご参照ください。

http://www.pronexus.co.jp/home/souken/index.html

※お問合せ先

㈱プロネクサス プロネクサス総合研究所 懸賞論文係 佐瀬（させ）・緒方（おがた）

TEL：03－5777－3032（平日9：00～17：30） E-mail：souken＠pronexus.co.jp

※株式会社プロネクサス（旧：亜細亜証券印刷株式会社）は，企業から投資家への情報開示（ディ

スクロージャー・IR）に必要なツールの制作と実務支援を行う専門会社です。

TOPICS 株式会社プロネクサス，第１回懸賞論文を募集
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