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はじめに
　2016年 3月 14日、企業会計基準委員会（ ASBJ）より、企
業会計基準適用指針公開草案第 55号「税効果会計に適用
する税率に関する適用指針」（以下「税率適用指針」という）
が公表されました。ここでは、税効果に適用する税率の考
え方が大きく変わる提示がなされています。
　従来、税効果会計に適用する税率は、「繰延税金資産又
は繰延税金負債の金額は、回収又は支払が行われると見
込まれる期の税率に基づいて計算するものとする。」（税効
果会計に係る会計基準（以下「税効果会計基準」という）第
二　二 2）と定められており、具体的には、「決算日現在にお
ける税法規定に基づく税率による」とされてきました（会計制
度委員会報告第 8号「個別財務諸表に係る税効果会計に関
する実務指針」（以下「個別税効果実務指針」という）18項）。
また、税率の変更があった場合には、「過年度に計上された
繰延税金資産および繰延税金負債を新たな税率に基づき
再計算するものとする」（税効果会計基準注解（注 6））とされ
ており、具体的には、税制改正などにより税効果会計に適
用される税率が変更された場合には、「改正税法が決算日ま
でに公布されており、将来の適用税率が確定している場合
には改正後の税率を適用する」ことが示されています（個別
税効果実務指針 37項）。
　しかしながら、この取り扱いについては、年度末直前に行
われる税制改正による税率確定のタイミングの遅延等によ
る実務上の課題が指摘されており、ASBJでは、この課題を
解消することを目標として税率適用指針の開発を検討してお
り、このたびこの適用指針の公表に至りました。
なお、本文中の意見に関する部分は筆者の私見であり、法
人としての見解ではないことをあらかじめ申し添えます。

1 概要

1．検討の経過

これまで、税効果会計については、企業会計審議会によ
り公表された税効果会計基準および同注解、ならびに日本
公認会計士協会（ JICPA）で公表している実務指針等に基づ
き財務諸表の作成実務は行われてきました。これについて、
2013年12月に開催された企業会計基準委員会において、
基準諮問会議により、これまで、JICPAで公表してきた税効
果会計に関する実務指針等（会計に関する部分）をASBJに
移管すべく審議を行うことが提言されました。これを受け
て、ASBJで審議を進めていくなかで、監査委員会報告第66
号「繰延税金資産の回収可能性に関する監査上の取扱い」に
対する問題意識が特に強く聞かれたことから、繰延税金資
産の回収可能性に関する適用指針を先行して開発すること
とし、2015年12月に「繰延税金資産の回収可能性に関する
適用指針」が公表されました。その後、引き続き、JICPAに
おける税効果会計に関する実務指針全体の移管について検
討されるなかで、税効果会計に適用する税率に関する実務
上の課題についても税効果会計に関する実務指針全体の移
管作業から切り離して早急に対応すべきとの財務諸表作成
者からの強い意見が寄せられたことを受けて、他の論点に
先行して税率適用指針を開発することになりました。

2．税率適用指針公表の背景

わが国においては、通常、年度単位で定期的な税制改正
が行われます。具体的には、毎年12月下旬に「税制調査会」
より税制改正大綱が公表され、3月末までに当該税制改正大
綱に沿った税制改正案が国会での議論を経て可決され、改
正税法が公布された上で、4月1日から施行されるという流
れになります。ここ数年、改正税法の成立および公布が3月
末日の直前に行われるという事態が毎年発生しています。
そのため、それに関連して、実務上、以下のようなことが
懸念されてきました。
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（1）わが国の税効果に関連する会計基準では、税率の変更
は改正税法が公布された時点で認識することとされて
いる。そのため、3月末直前で改正税法が成立する場合、
公布の有無を確認するまで待って税効果会計の適用税
率を決定することになるため、3月決算会社における決
算業務や業績予測等の実務に支障をきたしている。

（2）地方自治体行政の改革の議論を踏まえ、地方税に係る
課税のスキームが年々変化しており、繰り返し地方税
法の改正およびその税率を規定した条例の改正が行わ
れている。そのなかで、上記のとおり、3月末直前で改
正地方税法が成立・公布される場合があるため、いく
つかの地方自治体では、地方税の税率の見直しを行う
条例の改正が年度内に間に合わず、その改正年度に差
し掛かってしまい、税効果会計の適用の実務が混乱し
ている。

（3）そもそも、決算日後に確定した税制の改正（税率の変更
も含む）は修正後発事象に該当するのではないかとい
う議論がある。

これらの懸念を踏まえ、ASBJでは、税効果会計に適用す
る税率の考え方を整理し、実務上の問題を解決すべく、この
たび税率適用指針を公表しました。

2 適用指針のポイント

１．税率適用指針の概要

税率適用指針では、税効果会計基準および同注解、ならび
に個別税効果実務指針および連結財効果実務指針に記載さ
れている、税効果会計に適用する税率に関する取り扱いを
確認した上で、以下のポイントについて見直しが提示され
ています。
●	改正された税率の適用時期
●	住民税および事業税に関する税率
以下では、これらのポイントについて、それぞれ説明を行
います。

２．改正された税率の適用時期

ポイント：「公布日」基準から「成立日」基準へ

前述のとおり、これまで、税効果会計に適用する税率は、
改正税法が決算日現在で公布されており、将来の適用税率
が確定している場合には改正後の税率を適用する、いわゆ
る「公布日基準」によることとされていました（個別税効果
実務指針18項）。
しかしながら、国会での成立から公布までに数日間の時間
を要し、例年、改正税法の公布が3月末日直前に行われてい

るという事態が、「公布日基準」の適用を実務上煩雑なもの
としていました。
そこで、税率適用指針では、税効果に適用する税率につい
て、従来の「公布日」基準に替えて、「成立日」基準、すなわち、
国会で法律の改正が成立した日をもって改正税法に規定さ
れている税率を適用することとしています。これにより、決
算業務や次年度計画策定業務において改正法律の公布を待
たずして、税効果会計に適用する税率を確定することがで
きるようになります。
なお、国際財務報告基準（ IFRS）においても、報告期間の
末日までに実質的に制定されている税率を適用することとさ
れているため、この適用指針により、IFRSの取り扱いと整合
することになるものと考えられます。

３．住民税および事業税に関する税率

ポイント：住民税および事業税の改正条例が成立していない場合の	
	 取り扱いを明確化

住民税（法人税割）および事業税（所得割）（以下「住民税
等」という）の税率については、一般的に、地方税法で定め
る「標準税率」に、地方公共団体が独自に「超過税率」を上
乗せする形で税率が決められます。また、地方税法では、地
方公共団体で独自に上乗せできる「超過税率」の上限となる
「制限税率」も定めています。
この住民税等の地方税に係る税率の設定については、決
算日直前で行われる税制改正により税率が変更される場合、
その取り扱いがこれまでも議論になっていました。すなわ
ち、地方税法の改正が3月末までに国会で成立する一方で、
地方税法の改正を受けた条例等の改正については、各地
方公共団体の会議等での成立が3月末までに間に合わない
ケースがあったからです。
そこで、税率適用指針では、各地方公共団体における条例
等で税率が確定していない場合であっても、税率改正を含
んだ改正地方税法等が国会で成立しているのであれば、そ
れに規定される税率を税効果会計に適用する税率とするこ
とを明らかにしています（税率適用指針6項）。その上で、
改正地方税法が成立していて、かつ各地方公共団体で税率
改正の条例が成立していない場合の取り扱いについては、
税率適用指針では、それぞれの法律、条例の成立状況に合
わせた取り扱いを明らかにしています（表 1参照）。なお、
この取り扱いは、税率適用指針で新たに提示されたもので
はなく、これまでの実務上の取り扱いを踏まえた方法であ
るため、当該取り扱いが、過年度の財務諸表との比較可能性
を損ねるものではないと考えられます。
地方税法を改正するための法律が成立しているものの、
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改正税法を受けての条例の改正が未成立の場合には、地方
税法の改正を前提として、各地方公共団体が適用する税率
を過去の実績等を基礎として見積もることになります。
表１にあるように、例えば、地方自治体が、改正前の条例
において「標準税率で課税する」こととしているのであれば、
改正地方税の適用後も、同様に標準税率を適用することの
蓋然性が高いと考えられます。また、「超過税率で課税する」
こととしているのであれば超過税率を適用することになる
だろうと想定できます。その場合の超過部分の見積方法に
ついて、税率適用指針では、「超過税率による税率が改正直
前の地方税法等の標準税率を超える差分を考慮する」方法
をとして、以下の二つの方法が紹介されています（税率適用
指針第8項）。ただし他の合理的な方法を妨げるものではな
いとしています（税率改正適用指針21項）。
●		超過税率の部分をそのままスライドさせる方法（税率適
用指針8項（1））

●	標準税率に対する超過税率の上乗せ割合をそのままスラ
イドさせる方法（税率適用指針8項（2））

3 実務上の対応課題

1.  税率適用指針最終化の影響
税率適用指針は、平成28年3月末から適用する（詳細は

「 4適用時期等」を参照）こととなります。

上記 2の2.で説明した「改正された税率の適用時期」につ
いては、改正する法律が決算日までに成立したが、公布が決
算日後になったというようなイレギュラーな場合にその影
響が明確に現れます。
3月末までに、国会で地方税法等を改正するための法律が
成立している場合であっても、これを受けての各地方公共
団体における税率を定める条例の改正が3月末までに間に

合わない場合には、上記2の3.で説明した「住民税および事
業税に関する税率」の取り扱いが適用されることになります
ので、そのための準備も必要となります（詳細は「２．『平成
28年度税制改正』での適用」参照）。
　

２．「 平成 28 年度税制改正 」での適用
2015年12月に税制調査会より公表された、「平成28年
度税制改正大綱」では、法人税の税率が段階的に引き下げら
れることとともに、法人事業税、住民税の税率引下げも盛り
込まれています。また、地方特別法人税の廃止が盛り込ま
れています（表 2参照）。
上記のように、平成28年度税制改正大綱では、税率ととも
に税制の体系そのものも大きく変わっていることから、上記
2の3.で説明した「超過税率による税率が改正直前の地方税
法等の標準税率を超える差分を考慮する」方法が、実態とか
い離するおそれがあります。そのため、仮に地方税法を改
正する法律が成立しているが、それを受けた各地方公共団
体における改正条例が成立していない場合において、当該

表1　地方税の適用税率についての取り扱い（税率適用指針7項より）

決算日における国会の状況 決算日における地方公共団体の議会の状況 税率適用指針での取り扱い

地方税法を改正するための法律が未成立 決算日において成立している地方税法を基礎とした税率（すなわち改正前の税率）

地方税法を改正するための
法律が成立

改正税法を受けての条例の改正が成立 決算日において成立している地方税法を基礎とした税率（すなわち改正後の税率）

改正税法を受けての条例の改正が未成立 ①改正前の条例において標準税率で課税することが規定されているとき→改正後の
標準税率

②改正前の条例において超過税率で課税することが規定されているとき→改正直前
の超過税率分を考慮した税率（改正後の税率ベース）

出所：税率改正適用指針7項より筆者が作成

表2　平成28年度税制改正で盛り込まれている税率改正（税効果関連部分のみ）

改正前
改正案

平成28年度 平成29年度 平成30年度

法人税 23.9% 23.4% → 23.2％

事業税所得割（年800万円超の所得）* 6.0%（3.1％） 3.6%（0.7％） → →

制限税率割合 1.2倍 2.0倍 → →

地方特別法人税所得割（資本金1億円超の普通法人） 93.5% 414.2％ （廃止）

都道府県民税法人税割 3.2％ → 1.0% →

制限税率 4.2% → 2.0% →

市町村民税法人税割 9.7％ → 6.0％ →

制限税率 12.1% → 8.4％ →

地方法人税 4.4％ → 10.3％ →
＊下段のカッコ内の率は、地方法人特別税等に関する暫定措置法適用後の税率

出所：平成28年度税制改正大綱より筆者作成

特集：税効果会計の見直しについて

18 PwC’s View — Vol. 02. May 2016



特集：税効果会計の見直しについて

地方自治体が改正前の条例で超過税率を使用することとし
ている場合には、税効果に適用する税率の見積もり方法に
ついて、事前に検討しておくことが必要と考えられます。
なお、税制改正が税制改正大綱どおりに成立しますと、法
定実効税率は30％を割る水準になることになり、これに伴
い2016年3月期に、税率変更による繰延税金資産の取り崩
しが行われることになると考えられます。また、財務諸表上
税率変更に関する注記が必要になるものと想定されます。

3.税法そのものが変更された場合の取り扱い
「平成28年度税制改正大綱」では、繰越欠損金の控除限
度額の計算方法についても一部見直しが行われています。
そのため、繰延税金資産の回収可能性の評価における将来
減算一時差異等のスケジューリングにおいては、2016年度
税制改正における繰越欠損金制度の見直し部分を考慮する
か否かを検討する必要があります。
これまで会計基準等においては、税法そのものの改正を
税効果会計にどの時点で反映させるべきかという点を明示
したものはなく、実務においては、税効果会計の適用に当た
り、税率の改正と同様、公布日基準で改正税法の影響を反映
させるか否かの判断を行ってきたものと考えられます。今
回の税率適用指針では、あくまでも、現行の規定の範囲での
移行が想定されているため、この点については、これまでと
同様に判断が必要になるものと考えられます。

4 適用時期等
この税率適用指針は、「平成28年度税制改正大綱」に対応
した決算実務に間に合わせることを想定して、2016年3月
31日以後終了する連結会計年度および事業年度の年度末に
係る連結財務諸表および個別財務諸表から適用することと
されています（税率適用指針11項）。
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