
www.pwc.com/jp

 

PwC’s

View

Vol. 8
May 2017

特集:	組織再編税制等に関する
	 税制改正



会計／監査

PwCあらた有限責任監査法人
アカウンティング・サポート部

IFRS ICによる却下通知（リジェクションノーティス）
～IFRS解釈指針委員会での議題から却下された論点～
IAS第12号「法人所得税」

はじめに
　「IFRS IC リジェクション」とは、一般に、IFRS解釈指針委
員会（以下、「IFRS IC」。）が議題として取り上げないと判断し
た論点をいいます。IFRS ICは、関係者から寄せられたさま
ざまな論点を検討します。論点が議題として追加されると、
解釈指針の開発や狭い範囲の基準の修正（「年次改善」とし
ての修正を含む）の検討が開始されます。一方で、多くの論
点は、議題として取り上げることが却下（リジェクション）され
ています。IFRS ICは、却下した論点について、論点の概要
と、議題にしないと判断した理由を簡潔にまとめ、ウェブサイ
トなどで公表しています。「却下通知（リジェクションノーティ
ス）」と呼ばれるこの情報は、基準承認の権限を有する国際
会計基準審議会（以下、「IASB」。）の審議を経ずに公表され
るものですので基準書ではありませんが、有用な情報といえ
ます。
　これまでどのような論点が IFRS IC に提出され、どのよう
な却下通知が公表されたのか、今回は IAS第 12号「法人所
得税」を取り上げて解説します。

IAS第12号「法人所得税」の却下通知

IAS第12号は、IFRS ICの会議に比較的頻繁に登場してお
り、これまで20を超える「IFRS ICの却下通知」が公表されて
います。全ての論点ではありませんが、なかでも興味深い論
点をご紹介します。なお、表 1（P24）に、IAS第 12号に関す
る全ての却下通知の要旨をまとめました。

①利息および課徴金の分類（2004年6月）
IFRS ICは、法人所得税の支払額の過不足に対する利息

および課徴金をどのように分類しどこに表示すべきか、とい
う質問を受けました。IFRS ICは、IAS第 1号「財務諸表の表
示」および IAS第 12 号の開示の要求事項が、そのような金
額を企業がどこに表示しているかを財務諸表利用者に知ら
せるのに十分であると結論付けました。その結果、ICはこの
論点に関するガイダンスを提供しないこととし、議題として
却下しました。当該金額の表示は、企業の会計方針の選択
となっています。

②単一資産法人（corporate wrapper）の資産（2005年 11月
および2014年7月）

単一資産法人における資産（単一の資産しか持たない子
会社を企業が保有している場合）に関する繰延税金の論点
は、長年議論されてきました。問題点は、IAS第12号が単一
資産法人内での資産の回収による帰結と、資産を保有する
法人（すなわち、単一資産法人）に対する投資の回収による
帰結の両方に係る繰延税金の認識を要求している点です。
企業の多くは、単一資産法人の資産を売却することはなく、
むしろ当該資産を保有する単一資産法人を売却するため、

「単一資産法人内部における一時差異（内部基準差異）」は
無関連であると考えています。しかし、IAS第 12号には両方
の一時差異の計上を回避できるような例外規定はありませ
ん。

IFRS ICは、2005年に当初議論した際には、この論点を
議題として却下しました。当時、IASBが米国会計基準審議会
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（FASB）と共同で取り組んでいた、法人所得税の新基準作成
のコンバージェンスプロジェクトが進行していたためです。
しかし、この新基準の公開草案に対して非常に否定的な
フィードバックが寄せられるなか、2009年に当該プロジェク
トが停止となったため、この論点は解決されませんでした。
2014 年、この論点が再度 IFRS ICに提出されましたが、
IFRS ICは、IAS第 12号の要求事項が明確であることから解
釈指針の公表という形でこの論点に対応することができず、
また、基準を修正する場合には、その修正は年次改善の範
囲を超えると判断しました。これを受けて、IFRS ICは、この
論点を IASBの法人所得税のリサーチ・プロジェクトの中で
検討することを IASBに提言しました。その後、2015 年ア
ジェンダ協議の結果を受けて、IASBは IAS第 12号のリサー
チを実施しない判断をしています。

このような状況から、この論点がすぐに解決されることは
ないでしょう。企業は単一資産法人の資産について、2つの
繰延税金ポジションを計上し続けなければならないと考え
られます。

③ IAS第 12号の範囲（2005年 12月、2006年 3月、2009年 5
月、2014年7月）

長年にわたり、IFRS ICは、IAS第 12号の範囲について多
数の質問を受けてきました。総収入または従量を基礎とす
る税金が法人所得税に該当するのか、不確実な税務ポジ
ションは法人所得税基準の範囲に含まれるのかそれともIAS
第 37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」に基づく引当金
と見なすべきかという質問です。

IFRS ICは、IAS第 12号が対象とする法人所得税とは、一
定の純所得を基礎とする税金のみであることを確認しまし
た。従って、総収入を基礎とする税金、または所得を基礎と
する税金の代わりに支払われる税金（従量税など）は対象と
なりません。会計上の税引前利益を基礎とする必要はあり
ませんが、何らかの形で収益から費用を控除した純額を基
礎としたものでなければ法人所得税となりません。賦課金
は、税金と称されることが多いのですが、IAS第37号の範囲
に含まれることがアジェンダ決定（2006年 3月および 2009
年 5月）されました。その後、IFRS ICは賦課金の会計処理を
明確化するIFRIC第21号「賦課金」を開発しました。

不確実な税務ポジションに関しては、IAS第 37号の範囲
とするのが適切であるという考えもあり、実務においてある
程度の多様性が存在していました。IFRS ICは、2014 年、
不確実な税務ポジションは法人所得税であり、IAS第 37号
の範囲に含まれないことを確認しました。この結論は、今後
公表予定の法人所得税の不確実性に関するIFRS ICの解釈
指針で再確認される見込みです。

④企業に損失が生じている場合の繰延税金資産の認識（2014
年5月）

IAS第 12号は、繰延税金資産が回収可能かどうかを検討
する際に、企業に対し、まず将来加算一時差異について検
討し、次に課税所得の稼得の可能性を評価し、最後にタック
スプランニングの機会が利用可能かどうかを検討することを
要求しています。IFRS ICは、企業に損失が生じる見込みで
ある場合に、将来加算一時差異を根拠として繰延税金資産
を認識することが適切かどうか、検討するよう要請されまし
た。

IFRS ICは、企業に損失が生じる見込みである場合でも、
同じ性質の繰延税金負債が認識される範囲で、繰延税金資
産を認識すべきであることを明確にしました。繰延税金負債
は、貸借対照表上で認識された将来の課税所得の発生源で
あるため、企業が将来の繰延税金負債の戻入れと同じ期間
に損金算入を生じさせる繰延税金資産を有する場合には、
繰延税金資産を認識しなければなりません。

⑤未払当期税金の割引（2004年6月）
IFRS ICは、企業が税金を 12カ月以上の期間にわたって

支払うことを認められている場合、未払法人所得税を割り引
くべきかどうかについて、検討するよう要請されました。
IFRS ICは、概して、割り引くことを支持していましたが、当
期税金を割り引くことが、当時の IAS第 20号「政府補助金の
会計処理及び政府援助の開示」の規定と矛盾する可能性が
ある点を懸念しました。この論点が議論された当時、IAS第
20 号では、市場よりも低利の政府からの借入金について、
追加的な金利の帰属計算をしてはならないことが規定され
ていました。しかし、当時、IASBが、IAS第 20号を廃止する
よう暫定決定していたため、この矛盾は解決される見込みで
した。IAS第 20号が廃止されれば、この論点は不明瞭では
ないとIFRS ICは考えました。その上で、IFRS ICは、重要性
が高い場合には未払当期税金を割り引かなければならない
ことに言及しました。

しかし、その後、IASBは、IAS第 20号を廃止しないことを
決定し、さらにIAS第 20号を修正し、市場より低利の政府か
らの借入金について金利の帰属計算を行うよう要求しました

（2009年 1月1日以後開始する期間から将来に向かって適
用）。これにより、割引を支持する方向で解決されることが
期待されたのですが、一方で、2009年1月に、IASBとFASB
による法人所得税のコンバージェンスプロジェクトが佳境に
入り、同月に開催された合同会議において、両審議会は当
期税金の割引に関する論点について見解を公表しないこと
を決定しました。このプロジェクトは最終的に中止となりまし
たが※、IASBが当期税金の割引に関する見解を示すことを
控えたという事実により、実務における多様性は存続するこ
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とになりました。PwCの見解は、会計方針としての選択が可
能であり、企業は当期税金の割引を選択することができる
が、要求はされないというものです。

トピック 結論概要

資産の評価
（2002年2月）

資産の公正価値の変動は将来加算一時差異と繰延税金負債を生じさせるか？

IFRS ICは、IAS第12号が十分なガイダンスを提供しているとして、議題としないことを決定した。

実効税率
（2002年2月）

収益の一部が免税であることなどにより、実効税率が低くなっている場合に、使用すべき実効税率は？

IFRS ICは、IAS第12号が十分なガイダンスを提供しているとして、議題としないことを決定した。

非減価償却資産／減価償却資産
（2002年8月）

ファイナンス・リースで保有している投資不動産※ 2に係る繰延税金資産または繰延税金負債を計算する際に用いる税
率は？

IFRS ICは、SIC第 21号※ 1、IAS第 16号「有形固定資産」、および IAS第 12号が適切なガイダンスを提供しているとして、
議題としないことを決定した。

利益分配に係る繰延税金※3

（2003年2月）
資本性金融商品の認識時に繰延税金資産を認識すべきか否か？ また、法人所得税に関する税務上の便益は収益と資
本のどちらで認識すべきか？

2003年4月、IASBは、配当による税務上の帰結は、配当の支払負債が認識される時点で認識することを確認した。

連結納税システムに基づく会計処理※3

（2003年4月）
100%子会社が連結納税グループを離脱する際の税金資産および税金負債の認識および測定に関する論点について。

IFRS ICは、この論点が個別財務諸表のみに関連すること、税法が各法域において異なるために全法域で適用可能な
ガイダンスを提供することは困難であることから、この論点を却下した。

未払当期税金の割引
（2004年6月）

＜本文内⑤で詳しく説明しています＞

未払当期税金は割引くか？

IFRS ICは、影響が重要である場合には割引かなければならないことを言及した。現在、会計方針の選択が可能であ
る。

利息および課徴金の分類
（2004年6月）

＜本文内①で詳しく説明しています＞

税金債務の未納により発生する利息および課徴金をどのように分類し表示するか？

IFRS ICは、IAS第 12号および IAS第 1号の開示要求事項により透明性が十分に確保されているとして、この論点を却下
した。

税務上の欠損金および
税額控除の繰越し

（2005年6月）

税務上の欠損金および税額控除の繰越しから生じる繰延税金資産の認識に関して発生可能性要件を適用する際に、
その総額に適用するのかその一部に適用するのか？

IFRS ICは、一般的に総額の一部に対して発生可能性要件が適用されることに同意した。

ファイナンス・リースに
関連する繰延税金

（2005年6月）

ファイナンス・リースにより生じる資産と負債に関連する繰延税金の取扱いは？

IASB/FASBのコンバージェンスプロジェクト※4の範囲の内容であったため、議題として却下された。

償却していない無形資産
（2005年8月）

償却していない無形資産に対するIAS第12号の適用に関する各種質問。

IASB/FASBのコンバージェンスプロジェクト※ 4の範囲に含まれる内容であるため、議題として却下された。また、IFRS 
ICは、SIC第21号※1の範囲が限定されており、この論点に対処していないことを言及した。

単一資産法人
（2005年11月）

＜本文内②で詳しく説明しています＞

この論点は、IASB/FASBのコンバージェンスプロジェクト※4で取り上げられていたことから、議題として却下された。

法人所得税の範囲
（2005年12月および2006年3月）

＜本文内③で詳しく説明しています＞

IAS第12号が対象とする税金は、必ずしも会計上の利益そのものの値を基礎とする必要はないこと、また、「課税所得」
という用語は、総額ではなく純額であるという見解を示すことが確認された。

本国に未送金の国外支店の利益
（2007年7月）

本国に未送金の国外支店の利益による一時差異に係る繰延税金負債の認識に関する質問。

子会社、支店、関連会社および共同支配企業に対する投資に関連する一時差異に係る繰延税金負債が IASB/FASBの
コンバージェンスプロジェクト※4で取り上げられていたため、議題として却下された。

輸送会社による従量税の分類
（2009年5月）

＜本文内③で詳しく説明しています＞

法人所得税は、総収入ではなく、純所得の測定値を基礎とする税金である。従量税は、営業の成果の総測定値を基礎
とする税金である。

IFRS ICは、IAS第12号のガイダンスが明確であるとして、アジェンダに追加しなかった。

表1：IAS第12号に関するIFRS IC却下通知の要旨

会計／監査

※ 法人所得税に関するIASB/FASBのコンバージェンスプロジェクトについては、2009年3
月に公開草案が公表された。しかし、2009年10月にコメントレターを分析した後、IASB
はこのプロジェクトを進展させないことを決定した。
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トピック 結論概要

回収方法を決定するための
反証可能な推定

（2011年11月）

公正価値で測定される投資不動産の帳簿価額は売却を通じて回収されるという推定は、IAS第 12号第 51C項に記載の
事例以外の場合でも反証可能か？

IFRS ICは、十分な証拠が入手可能であれば反証可能であることを言及した。

新しい租税制度による
市場価格の上昇の会計処理

（2012年7月）

税法改正による資産の市場価格の上昇に関する会計処理の明確化の要請。

IFRS ICは、当該価格上昇が関連する資産の「税務基準額」を調整し、将来減算一時差異を発生させること、繰延税金資
産はIAS第12号第24項の認識要件を満たす範囲において、認識しなければならないことを確認した。

内部的な再編が、のれんに関連する
繰延税金の金額に与える影響

（2014年5月）

内部的な再編による繰延税金の計算に関するガイダンスの要請。

連結グループ内における会計上ののれんの移転は、当初認識の例外に該当しない（当該資産が連結財務諸表上で以
前から存在していたため）として、IFRS ICは、既存の要求事項およびガイダンスで十分であると結論付けた。

企業に損失が生じている場合の
繰延税金資産の認識および測定

（2014年5月）

＜本文内④で詳しく説明しています＞

将来の税務上の欠損金の発生に関する企業の予測にかかわりなく、適切な期間に既存の将来加算一時差異の解消が
見込まれる範囲で（全ての制約を考慮した上で）、未使用の税務上の繰越欠損金の繰越しについての繰延税金資産を
認識する。IFRS ICは、解釈指針も基準の修正も不要であると結論付けた。

不確実な税務ポジションに係る
当期法人所得税の認識

（2014年7月）

＜本文内③で詳しく説明しています＞

不確実な税務ポジションは、IAS第 37号ではなくIAS第 12号が、関連するガイダンスを提供している。IFRS ICは、既存
のガイダンスで十分であると言及した※5。

単一資産法人の単一資産に
関する繰延税金の認識

（2014年7月）

＜本文内②で詳しく説明しています＞

IAS第 12号は、企業に対し、単一資産法人の資産への投資から生じる、「投資先内部に係る一時差異（内部基準差異）」
および「投資に係る一時差異（外部基準差異）」の両方を認識することを求めている。IFRS ICは、内容が広範囲にわたる
ものであることを理由に、この論点を議題としない決定をし、IASBに対して法人所得税に関するリサーチ・プロジェク
トでこの論点を検討するよう提言した。

関連会社への投資に関連する
繰延税金の測定に用いる税率

（2015年3月）

複数の税率がある法域の関連会社への投資に関連する繰延税金を測定する際に用いる税率は？

IFRS ICは、一時差異の一部が配当として受け取られ、別の部分は売却または清算による回収が見込まれている場合、
予想される回収の方法と整合するよう一時差異の各部分に異なる税率を用いることを言及し、既存の要求事項および
ガイダンスで十分であると結論付けた。

※1 2010年におけるIAS第12号の修正によりSIC第21号は廃止され、SIC第21号のガイダンスはIAS第12号に組み込まれた。
※2  このIFRICリジェクションの公表日以降、IAS第12号が修正され、公正価値で計上される投資不動産は売却を通じて回収されるという反証可能な推定が記載された。
※3 当時のIFRIC Updateには記載されなかったが、“A Guide through IFRS Standards” （基準書等がクロスレファレンスやIFRIC リジェクションとともに収められたもので、冊子がグリーンである

ことから「グリーンブック」と呼ばれる）に記載された。
※4 法人所得税に関する IASB/FASBのコンバージェンスプロジェクトについては、2009年3月に公開草案が公表された。しかし、2009年10月にコメントレターを分析した後、IASBはこのプロ

ジェクトを進展させないことを決定した。
※5 その後、IFRS ICは、法人所得税の不確実性の会計処理に関するより広範囲のプロジェクトを進める決定を下し、このプロジェクトにより関連する基準はIAS第12号であるという結論が確認さ

れる見込みである。
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