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はじめに
　企業会計基準委員会（以下、「ASBJ」。）は、2017年6月6日
に、次の4つの企業会計基準および企業会計基準適用指針
の公開草案（以下、「本公開草案」。）を公表しました。
●	企業会計基準公開草案第60号「『税効果会計に係る会計
基準』の一部改正（案）」（以下、「税効果会計基準一部改正
案」。）

●	企業会計基準適用指針公開草案第58号「税効果会計に
係る会計基準の適用指針（案）」（以下、「税効果適用指針
案」。）

●	企業会計基準適用指針公開草案第59号（企業会計基準
適用指針第26号の改正案）「繰延税金資産の回収可能性
に関する適用指針（案）」（以下、「回収可能性適用指針
案」。）

●	企業会計基準適用指針公開草案第60号「中間財務諸表
等における税効果会計に関する適用指針（案）」（以下、「中
間税効果適用指針案」。）

　ASBJでは、本公開草案に対するコメントを2017年8月7日
まで募集しており、寄せられたコメントを踏まえ、最終的な会
計基準等を公表する予定です。
　本稿では、本公開草案の公表の経緯、本公開草案におけ
る会計処理、表示および注記事項についての主な改正点を
中心に解説を行います。

1 公表の経緯

2013年12月に開催された第277回企業会計基準委員会
において、基準諮問会議より、日本公認会計士協会（以下、
「JICPA」。）における税効果会計に関する実務指針について
ASBJで審議を行うことが提言されました。この提言を受けて
ASBJでは、税効果会計専門委員会が設置され、2014年2
月より審議が開始されました。
審議の過程で、JICPAが当時公表していた監査委員会報
告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監
査上の取扱い」に対する問題意識が強く聞かれたことから、
2015年12月にまず、企業会計基準適用指針第26号「繰延
税金資産の回収可能性に関する適用指針」（以下、「回収可
能性適用指針（2015年12月公表）」。）が公表されました。ま
た、税効果会計に適用する税率の取扱いについては実務上
の課題があるため、先行して対応を図るべきとの意見が聞
かれたことから、2016年3月に企業会計基準適用指針第
27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」。）が公表されました。
本公開草案は、残りのJICPAによる税効果会計に関する
実務指針をASBJに移管するものです。本公開草案のうち税
効果適用指針案は、JICPA	会計制度委員会報告第6号「連
結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」（以下、
「連結税効果実務指針」。）および会計制度委員会報告第10
号「個別財務諸表におけ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」。）のうち、回収可能性適用
指針に定められる繰延税金資産の回収可能性に関する定め
以外の税効果会計に関する定めについて、基本的にその内
容を踏襲した上で、一部の会計処理について見直しが行わ
れたものです。なお、税率適用指針については、その内容
を税効果適用指針に統合し、廃止することとされています
（税効果適用指針案第66項）。
また、回収可能性適用指針（2015年12月公表）の公開草
案の公表前における審議の過程において、企業会計審議会
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「税効果会計に係る会計基準」（以下、「税効果会計基準」。）
および同注解では繰延税金資産の回収可能性に関連する
注記事項として、繰延税金資産の発生原因別の主な内訳
（以下、「発生原因別の注記」。）等が定められているものの、
財務諸表利用者から、計上されている繰延税金資産や評価
性引当額の内容を十分に理解することが困難であるとの意
見が聞かれたことから、税効果会計に関する表示および注
記事項の見直しについて検討が行われ、税効果会計基準一
部改正案として公開草案が公表されました。
さらに、JICPA	会計制度委員会報告第11号「中間財務諸
表における税効果会計に関する実務指針」（以下、「中間税
効果実務指針」。）の内容を踏襲した中間税効果適用指針案
も公表されました。
なお、JICPAによる税効果会計に関する実務指針と改正
後のASBJにおける主な会計基準等の関係は、図表1のとお
りになります。

2 会計処理に関する主な改正点

（1）税効果適用指針案

税効果適用指針案は、基本的に連結税効果実務指針、個
別税効果実務指針等をあわせて移管するにあたり、それら
の内容を基本的に踏襲し、表現の見直しが行われたもので
あるため、次の2つの会計処理以外の定めについては、実
質的な内容の変更は意図していないとされています（税効
果適用指針案第70項）。
●		個別財務諸表における子会社株式および関連会社株式（以
下、「子会社株式等」。）に係る将来加算一時差異の取扱い（留
保利益に係るものが配当により解消される場合を除く。）

●	子会社の利益のうち投資時に留保しているものに関する繰
延税金負債の取扱い

①	個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時
差異の取扱い
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時
差異の取扱いについては、次のとおり定めることが提案され
ています（税効果適用指針案第8項（2）①）。

8.（前　略）
（2）	個別財務諸表における繰延税金負債は、将来の会計期間における

将来加算一時差異の解消に係る増額税金の見積額について、次
の場合を除き、計上する。
①	企業が清算するまでに課税所得が生じないことが合理的に見
込まれる場合

②子会社株式等に係る将来加算一時差異（事業分離に伴い分離
元企業が受け取った子会社株式等を除く（結合分離適用指針
第108項）。）について、親会社又は投資会社（以下、「親会社
等」という。）がその投資の売却等を当該会社自身で決めること
ができ、かつ、予測可能な将来の期間に、その売却等を行う意
思がない場合

（注）上記「結合分離適用指針」とは、企業会計基準適用指針第 10号「企業結合会計基準及び
事業分離等会計基準に関する適用指針」をいう。

連結税効果実務指針では、連結財務諸表における子会社
に対する投資に係る将来加算一時差異について、原則とし
て、繰延税金負債を計上するが、親会社がその投資の売却
を親会社自身で決めることができ、かつ、予測可能な将来
の期間に、その売却を行う意思がない場合には、当該将来
加算一時差異に対して繰延税金負債を計上しないこととさ
れています（連結税効果実務指針第37項）。一方で、個別
税効果実務指針では、個別財務諸表における子会社株式に
係る将来加算一時差異について、将来の会計期間において
支払が見込まれない場合（個別税効果実務指針第24項）ま
たは組織再編に伴い受け取った子会社株式等に係る一時差
異のうち一定の要件を満たす場合（個別税効果実務指針第
24－2項）を除き、一律に繰延税金負債を計上することとさ
れています（個別税効果実務指針第16項）。
この点、連結財務諸表における子会社に対する投資に係

現行 改正後

税効果会計に係る会計基準（企業会計審議会） 税効果会計に係る会計基準（企業会計審議会）

「税効果会計に係る会計基準」の一部改正（案）

連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針 税効果会計に係る会計基準の適用指針（案）

個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針 税効果会計に適用する税率に関する適用指針

中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針

税効果会計に関するQ&A

繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い 中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針（案）

その他有価証券の評価差額及び固定資産の減損損失に係る
税効果会計の適用における監査上の取扱い

諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準

統合

図表1：JICPAによる税効果会計に係る実務指針とASBJにおける主な会計基準などとの関係
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（注）図表 1は、ASBJによる「コメント募
集及び本公開草案の概要」の（別紙 1）
を参考に作成している。なお、  
の実務指針等および適用指針は、す
でに廃止されているものまたは本公
開草案が最終化される際に JICPAに
改廃の依頼が予定されているものもし
くは ASBJで廃止が予定されているも
のである。また、図表 1には、連結納
税制度を適用する場合の税効果会計
に関する実務対応報告は含まれてい
ない。
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る将来加算一時差異と、個別財務諸表における子会社株式
に係る将来加算一時差異は、いずれも投資の売却または子
会社の清算により解消される点で共通していることから、こ
れらの取扱いについて整合性を図り、個別財務諸表におけ
る子会社株式に係る将来加算一時差異の取扱いを、連結財
務諸表における子会社に対する投資に係る将来加算一時差
異の取扱いに合わせることが提案されています。また、関連
会社に対する投資に関連する繰延税金負債についても、連
結税効果実務指針において「本報告の示した方法に準じて
処理するものとする」とされていたこと、および関連会社株
式は子会社株式と同様に一般的に事業投資としての性格を
有することから、子会社に対する投資に関連する繰延税金
負債の取扱いに合わせることが提案されています（税効果
適用指針案第93項から第96項）。

②	子会社の利益のうち投資時に留保しているものに関する繰
延税金負債の取扱い
連結税効果実務指針では、子会社の利益のうち投資時に
留保しているものについても、将来配当の可能性がある場
合で、配当受領時に親会社において受取配当金に係る追加
の税金負担が生ずると見込まれるときには、親会社は投資
時に税効果を認識し、繰延税金負債を計上することができ
るとされています（連結税効果実務指針第58項）。また、投
資時まで留保していた子会社の利益が後日親会社に配当送
金されると、投資の連結貸借対照表上の価額は配当金額だ
け減額されるが、個別財務諸表および税務上は受取配当金
として処理されるため、投資の連結貸借対照表上の価額と
個別貸借対照表上の投資簿価との間に新たに将来減算一
時差異が生じ、当該将来減算一時差異については、一定の
要件を満たす場合に限り、親会社において繰延税金資産を
計上するとされています（連結税効果実務指針第59項）。
しかしながら、本公開草案では、個別財務諸表における
子会社株式の取得原価についての記載は、当該事項が定め
られている金融商品に関する会計基準第17項、企業結合に
関する会計基準第23項、連結財務諸表に関する会計基準
第23項（1）等の定めと必ずしも整合しないこと、また、実務
において当該会計処理を適用している事例は稀であると考
えられるとして、当該会計処理の定めを踏襲しないことが提
案されています（税効果適用指針案第112項、第113項）。

（2）回収可能性適用指針案

①	（分類1）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能
性に関する取扱い
税効果適用指針案を審議する過程で、完全支配関係（法
人税法第2条12の7の6号）にある国内の子会社株式の評
価損のように、当該子会社株式を売却したときには税務上

の損金に算入されるが、当該子会社を清算したときには税
務上の損金に算入されないこととされているものについて、
当該子会社株式を将来売却するか、当該子会社を清算する
か等が判明していないときに、将来減算一時差異として取
り扱うか否かについて明確化すべきとの意見が聞かれまし
た。この点について、当該子会社株式を将来売却するか、
当該子会社を清算するか等が判明していない場合であって
も、個別貸借対照表に計上されている資産の額と課税所得
計算上の資産の額との差額は、当該差額が解消するときに
その期の課税所得を減額する効果を有する可能性があるこ
とから、将来減算一時差異に該当するものとして整理されて
います（税効果適用指針案第80項）。
この点に関連し、完全支配関係にある国内の子会社株式
の評価損について、企業が当該子会社を清算するまで当該
子会社株式を保有し続ける方針がある場合等、将来におい
て税務上の損金に算入される蓋然性が低いときに当該子会
社株式の評価損に係る繰延税金資産の回収可能性はない
と判断することも考えられることから、回収可能性適用指針
における（分類1）に該当する企業においても、当該繰延税
金資産の回収可能性がないものと判断する場合があること
になるため、次のとおり、「原則として、」との文言を追加する
ことが提案されています（回収可能性適用指針案第18項）。

18.	（分類1）に該当する企業においては、原則として、繰延税金資産
の全額について回収可能性があるものとする。

なお、現状では、将来において税務上の損金に算入され
る蓋然性が低いときに繰延税金資産の回収可能性がないと
判断されるケースは、完全支配関係にある国内の子会社株
式の評価損が想定されています（「コメント募集及び本公開
草案の概要」脚注2）。

3 表示に関する主な改正点

本公開草案においては、繰延税金資産及び繰延税金負債
の表示について、現行の税効果会計基準の「第三	繰延税金
資産及び繰延税金負債等の表示方法」1.および2.の定めを
次のとおり改正することが提案されています（税効果会計基
準一部改正案第2項）。

1.	 繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債
は固定負債の区分に表示する。

2.	 同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、双方を相殺して
表示する。

	 異なる納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、双方を相殺せ
ずに表示する。

現行の税効果会計基準	第三	1.では、繰延税金資産及び

会計／監査

24 PwC’s View — Vol. 10. September 2017



繰延税金負債の表示については、これらに関連する資産・
負債の分類に基づいて繰延税金資産については流動資産ま
たは投資その他の資産として、繰延税金負債については流
動負債または固定負債として表示しなければならないとさ
れています。
これに対して、国際会計基準（IAS）第1号「財務諸表の表
示」において、繰延税金資産（負債）を財政状態計算書に表
示する場合、流動資産（負債）として分類してはならないとさ
れていること、また、米国会計基準では、2015年11月に、
FASB	Accounting	Standards	Codification	Topic	740「法
人所得税」が改正され、繰延税金資産または繰延税金負債
を非流動区分に表示するとされていること、また、回収可能
性適用指針（2015年12月公表）の公開草案に寄せられたコ
メントで繰延税金資産及び繰延税金負債を全て非流動区分
に表示すべきとのコメントがあったことを踏まえ、流動又は
非流動区分に表示する取扱いを国際的な会計基準に整合さ
せるか否かについて検討が行われました。
この点、わが国の会計基準の取扱いを国際的な会計基準
に整合させることにより、一般的に財務諸表の比較可能性
の向上が期待されること、財務諸表作成者の負担が軽減さ
れること、分析の結果、変更による影響および流動比率に対
する影響は限定的であり財務分析に影響が生じる企業は多
くないと考えられることから、全てを非流動区分に表示する
ことが提案されています（税効果会計基準一部改正案第2項
1.、第12項から第16項）。なお、当該変更にあわせて、中
間財務諸表等および四半期財務諸表等における表示につい
ても同様の提案がされています（中間税効果適用指針案第
20項、税効果会計基準一部改正案	本会計基準の公表によ
る他の会計基準についての修正（1））。
また、現行の税効果会計基準	第三	2.では、「ただし、異
なる納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、原則とし
て相殺してはならない。」とされていますが、異なる納税主
体において繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示す
る実務は見られないと考えられることから、「原則として」と
いう表現を削除することも併せて提案されています（税効果
会計基準一部改正案第2項2.、第17項）。

4 注記事項に関する主な改正点

（1）検討の経緯および改正点

本公開草案においては、回収可能性適用指針（2015年
12月公表）の公開草案に寄せられたコメントを踏まえて検
討が行われたほか、財務諸表利用者が税効果会計に関連す
る注記事項を利用する目的やその分析内容、実際に利用し
ている情報を検討し、現状において不足している情報の検

討が行われました。財務諸表利用者が税負担率の予測の観
点および繰延税金資産の不確実性の評価の観点から分析
を行っていることに着目し、実際に利用している情報を検討
が行われた結果、①評価性引当額の内訳に関する情報およ
び②税務上の繰越欠損金に関する情報について注記事項
を追加することが提案されています（税効果会計基準一部
改正案第4項、第5項）。

4.税効果会計基準注解（注	8）の定めを次のとおり改正する。
	 (注8）繰延税金資産の発生原因別の主な内訳における評価性引当
額の取扱いについて
（1）繰延税金資産の発生原因別の主な内訳を注記するにあたって

は、繰延税金資産から控除された額（評価性引当額）（注5に係
るもの）を併せて記載する。繰延税金資産の発生原因別の主な
内訳として税務上の繰越欠損金を記載している場合であって、
当該税務上の繰越欠損金の額が重要であるときは、繰延税金
資産から控除された額（評価性引当額）は、税務上の繰越欠損
金に係る評価性引当額と将来減算一時差異等の合計に係る評
価性引当額に区分して記載する。

	 なお、将来減算一時差異等には、繰越外国税額控除や繰越可
能な租税特別措置法上の法人税額の特別控除等を含める。

（2）繰延税金資産から控除された額（評価性引当額）に重要な変動
が生じている場合、当該変動の主な内容を記載する。なお、連
結財務諸表を作成している場合、個別財務諸表において記載
することを要しない。

5.	税効果会計基準注解（注	9）の定めを次のとおり追加する。
	 （注9）繰延税金資産の発生原因別の主な内訳として税務上の繰越
欠損金を記載している場合であって、当該税務上の繰越欠損金の
額が重要であるときの取扱いについて

	 繰延税金資産の発生原因別の主な内訳として税務上の繰越欠損金
を記載している場合であって、当該税務上の繰越欠損金の額が重
要であるときは、次の事項を記載する。なお、連結財務諸表を作成
している場合、個別財務諸表において記載することを要しない。
（1）	繰越期限別の税務上の繰越欠損金に係る次の金額

①	税務上の繰越欠損金の額に法人税等の税率を乗じた額
②	税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産から控除された額	
（評価性引当額）
③	税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の額

（2）	税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上してい
る場合、当該繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由

（2）主な改正内容

①評価性引当額の内訳に関する情報
（a）評価性引当額の内訳に関する数値情報
現行の発生原因別の注記においては、評価性引当額の合
計額のみが記載されています。また、法定実効税率と税負
担率との差異が大きく、「税引前当期純利益又は税金等調
整前当期純利益に対する法人税等の比率と法定実効税率と
の間に重要な差異がある場合は、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳」に関する注記（以下、「税率差異の注
記」。）に評価性引当額の増減が記載されていたとしても、当
該評価性引当額の増減の内容の理解が困難となっていたた
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め、財務諸表利用者が税負担率の予測の観点から分析を行
う際に、これらの注記をもとに将来の税負担率に与える影響
の予測が困難となっていたとされています。この点につい
て、特に、税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産につい
て評価性引当額が計上される場合や計上されていた評価性
引当額が取り崩される場合に、税負担率の実績と予測が乖
離する原因となるため、当該税務上の繰越欠損金に係る評
価性引当額は有用な情報となるとされています（税効果会
計基準一部改正案第24項）。
また、財務諸表利用者が繰延税金資産の回収可能性に関
する不確実性の評価の観点から分析を行う場合、現行の発生
原因別の注記には、どの一時差異等に対する評価性引当額が
計上されているのかが記載されていないため、当該評価が困
難となっていたとされています。この点について、特に、税務
上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、他の将来減算一時
差異等に係る繰延税金資産よりも一般的に回収可能性に関す
る不確実性が高いため、当該税務上の繰越欠損金に係る評
価性引当額は、比較的、回収可能性に関する不確実性が高い
繰延税金資産の額を理解する上で有用な情報となるとされて
います（税効果会計基準一部改正案第25項）。
これらを踏まえ、発生原因別の注記として税務上の繰越欠
損金を記載している場合であって、当該税務上の繰越欠損
金の額が重要であるときは、現行の発生原因別の注記に記
載されていた評価性引当額の合計額について、税務上の繰
越欠損金に係る評価性引当額と将来減算一時差異等の合計
に係る評価性引当額に区分して記載する（図表2（A）の部分）
ことが提案されています（税効果会計基準一部改正案第4項
に定める税効果会計基準注解（注8）（1））。

（b）評価性引当額の内訳に関する定性的な情報
前述の評価性引当額の内訳に関する数値情報に加えて、
財務諸表利用者が評価性引当額の変動の内容を理解し、
税負担率に影響が生じている原因を分析することに資する
ように、定性的な情報として当該変動の主な内容（図表2
（B）の部分）を注記事項することが提案されています（税効
果会計基準一部改正案第4項に定める税効果会計基準注解
（注8）（2））。なお、当該変動の内容は企業の置かれている
状況によりさまざまであると考えられるため、具体的な記載
事項については、特段定められていません（税効果会計基
準一部改正案第32項）。
また、評価性引当額の変動内容の記載の要否に関する重
要性については、主として税負担率の分析に資する情報であ
ることを踏まえると、「重要な変動が生じている場合」には、
税負担率の計算基礎となる税引前純利益の額に対する評価
性引当額（合計額）の変動額の割合が重要な場合が含まれる
とされています。もっとも、企業が置かれた状況によって重

要性は異なり、一律に重要性の基準を定めることは適切では
ないため、当該考え方を目安として、企業の状況に応じて適
切に判断することとされています。なお、税負担率と法定実
効税率との間に重要な差異がなく、税率差異の注記を省略し
ている場合（例えば、当該差異が法定実効税率の100分の5
以下である場合）、当該変動の内容を注記することは要しな
いとされています（税効果会計基準一部改正案第33項）。

②税務上の繰越欠損金に関する情報
（a）税務上の繰越欠損金に関する数値情報
税負担率の実績と予測が乖離する原因として、税務上の
繰越欠損金に関連することが挙げられることが多く（ 4（2）①
参照）、特に、税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を
計上していない場合で、当該税務上の繰越欠損金の繰越期
限が到来するときに、将来の税負担率に与える影響の予測
が困難となっていたとされています。そのため、税務上の繰
越欠損金の繰越期間にわたって課税所得または税務上の欠
損金が生じたときの税負担率の予測に資するように、税務
上の繰越欠損金に関する数値情報、すなわち、①税務上の
繰越欠損金の額に法人税等の税率を乗じた額、②税務上の
繰越欠損金に係る繰延税金資産から控除された額（評価性
引当額）および③税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産
の額（図表2（C）の部分）を注記事項とすることが提案されて
います（税効果会計基準一部改正案第5項に定める税効果
会計基準注解（注9）（1））。
なお、税務上の繰越欠損金に関する数値情報を繰越期限
別に記載するにあたっての具体的な年度の区切り方につい
ては、企業が有している税務上の繰越欠損金の状況に応じ
て適切に設定することが考えられるため、特段定められてい
ません（税効果会計基準一部改正案第38項）。

（b）税務上の繰越欠損金に関する定性的な情報
繰延税金資産の回収可能性に関する不確実性の評価の
観点から、税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、他
の将来減算一時差異等に係る繰延税金資産よりも一般的に
回収可能性に関する不確実性が高いとされているものの（ 4

（2）①（a）参照）、現行の注記事項には、繰延税金資産の計
上額やその回収可能性の判断理由が記載されていないた
め、当該評価は困難となっていたとされています。そのた
め、税務上の繰越欠損金に関する繰越期限別の数値情報の
ほかに、財務諸表利用者による税務上の繰越欠損金に係る
繰延税金資産の回収可能性に関する不確実性の評価に資
するように、定性的な情報として当該繰延税金資産を回収
可能と判断した主な理由（図表2（D）の部分）を注記事項と
することが提案されています（税効果会計基準一部改正案
第5項に定める税効果会計基準注解（注9）（2））。なお、当
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該繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由は、企業の
置かれている状況によりさまざまであると考えられるため、
当該理由についての具体的な記載事項については、特段定
められていません（税効果会計基準一部改正案第42項）。
また、税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を回収可
能と判断した主な理由の記載の要否に関する重要性の判断
については、税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を回
収可能と判断した主な理由の注記が主として繰延税金資産
の回収可能性に関する不確実性の評価に資する情報である
ことを踏まえると、「税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延
税金資産を計上している場合」における「重要な」場合には、
純資産の額に対する税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資
産の額の割合が重要な場合が含まれるとされています。もっ

とも、企業が置かれた状況によって重要性は異なり、一律に
重要性の基準を定めることは適切ではないため、上記の考
え方を目安として、企業の状況に応じて適切に判断すること
とされています（税効果会計基準一部改正案第43項）。

③具体的な開示例
発生原因別の主な内訳として税務上の繰越欠損金を記載

している場合であって、当該税務上の繰越欠損金の額が重
要であるときの連結財務諸表における開示は、例えば、図
表2のようになると考えられます。

④個別財務諸表における取扱い
個別財務諸表においては、財務諸表利用者の連結財務諸

図表2：繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳の開示例（連結財務諸表）

	 	 前連結会計年度	 当連結会計年度
繰延税金資産	 	 	 	
	 税務上の繰越欠損金（注2）	 XXX	百万円	 XXX	百万円
	 退職給付に係る負債	 XXX	　〃　	 XXX	　〃　
	 減損損失	 XXX	　〃　	 XXX	　〃　
	 その他	 XXX	　〃　	 XXX	　〃　
繰延税金資産小計	 XXX	　〃　	 XXX	　〃　
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注2）	 △	XXX	　〃	 △	XXX	　〃　
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	 △	XXX	　〃	 △	XXX	　〃　
評価性引当額小計（注1）	 △	XXX	　〃	 △	XXX	　〃　
繰延税金資産合計	 XXX	　〃	 XXX	　〃　
繰延税金負債　（以下　略）

1.	繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

（A）

（注1）（繰延税金資産から控除された額（評価性引当額）に重要な変動が生じている場合、当該変動の主な内容を記載する。）
（注2）	税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

（B）
（C）

（D）

（前連結会計年度）
（単位：百万円）

X年以内 X年超
X年以内

X年超
X年以内

X年超
X年以内

X年超
X年以内 X年超 合計

税務上の繰越欠損金(注3) －	 －	 －	 －	 XXX XXX	 XXX

評価性引当額 －	 －	 －	 －	 △	XXX △	XXX	 △	XXX

繰延税金資産 －	 －	 －	 －	 XXX －	 XXX

（注3）	税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。

（当連結会計年度）
（単位：百万円）

X年以内 X年超
X年以内

X年超
X年以内

X年超
X年以内

X年超
X年以内 X年超 合計

税務上の繰越欠損金（注4） －	 －	 －	 XXX	 － XXX	 XXX

評価性引当額 －	 －	 －	 △XXX	 － △XXX	 △XXX

繰延税金資産 －	 －	 －	 XXX	 － －	 （注5）XXX

（注4）	税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。
（注5）（税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している場合、当該繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由を記載する。）

（注）税効果会計基準一部改正案における開示例を参考に作成している。

会計／監査

27PwC’s View — Vol. 10. September 2017



表における注記事項の理解に重要な影響が生じることは比
較的限定的であるため、コストと便益を考慮した結果、評価
性引当額の内訳に関する数値情報（図表3（A）の部分）につ
いては注記事項とすることが提案されていますが、（ア）評価
性引当額の合計額に重要な変動が生じている場合の主な変
動内容、（イ）税務上の繰越欠損金に関する繰越期限別の数
値情報および（ウ）税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税
金資産を計上している場合における当該繰延税金資産を回
収可能と判断した主な理由については、連結財務諸表を作
成している場合、個別財務諸表において当該注記事項の記
載は要しないとされています（税効果会計基準一部改正案
第4項、第5項、第45項から第47項）。なお、連結財務諸表
を作成している場合に、個別財務諸表において、発生原因
別の主な内訳として税務上の繰越欠損金を記載している場
合であって、当該税務上の繰越欠損金の額が重要であり、
かつ、前段の（ア）から（ウ）の注記事項を記載しないときの
開示は、例えば、図表3のようになると考えられます。

⑤実務上の留意点
本公開草案で追加が提案されている注記事項についての
情報（例えば、税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産
の繰越期限別の金額など）は、現在、連結子会社等から情報

を入手されていない場合もありうると考えられます。その場
合、仮に、本公開草案における注記事項の提案のとおり最終
化されたときには、当該注記情報の作成のための情報収集の
仕組みを構築する必要があると考えられます。また、税務上
の繰越欠損金に関する繰越期限別の数値情報の年度の区切
り方など、企業の置かれた状況により開示内容を決定する必
要があるものについては、開示の方法によって必要となる情
報の内容や粒度が異なることが想定されるため、期末決算前
にあらかじめ検討を行っておくことが望ましいと考えられます。

5 適用時期等

本公開草案は、2018年4月1日以後開始する連結会計年
度および事業年度の期首から適用されます。なお、表示およ
び注記事項の取扱いについては、公表日以後最初に終了す
る連結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財務諸表
及び個別財務諸表から早期適用することができるとされてい
ます。また、適用初年度に関する取扱いについては、図表4の
とおりとなります（税効果会計基準一部改正案第6項および第
7項、税効果適用指針案第65項、回収可能性適用指針案第
50－2項、中間税効果適用指針案第22項および第23項）。

図表3：繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳の開示例（個別財務諸表）

	 	 前連結会計年度	 当連結会計年度
繰延税金資産	 	 	 	
	 税務上の繰越欠損金（注2）	 XXX	百万円	 XXX	百万円
	 退職給付に係る負債	 XXX	　〃	 XXX	　〃　
	 減損損失	 XXX	　〃	 XXX	　〃　
	 その他	 XXX	　〃	 XXX	　〃　
繰延税金資産小計	 XXX	　〃	 XXX	　〃　
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	 △	XXX	　〃	 △	XXX	　〃　
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	 △	XXX	　〃	 △	XXX	　〃　
評価性引当額小計	 △	XXX	　〃	 △	XXX	　〃　
繰延税金資産合計	 XXX	　〃	 XXX	　〃　
繰延税金負債　（以下　略）

1.	繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

（A）

図表4：適用初年度に関する取扱い（注1）

項目 適用初年度に関する取扱い

会計処理（本稿 2（1）における税効果適用指
針案の2つの定めの変更および 2（2）におけ
る回収可能性適用指針案の定めの変更）

• 本公開草案を適用することにより、これまでの会計処理と異なることとなる場合、会計基準等の改正に伴う会計方針
の変更として取り扱う。

• 新たな会計方針を過去の全ての期間に遡及適用する。

表示 • 表示方法の変更として取り扱う。
• 表示する過去の財務諸表について、新たな表示方法に従い組替えを行う。

注記事項 • 表示方法の変更として取り扱う。
• 税効果会計基準一部改正案に定める注記事項については適用初年度の比較情報に記載しないことができる。（注2）

中間税効果適用指針案 • 会計方針等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱わない。
（注1）上記の図表は、ASBJによる「コメント募集及び本公開草案の概要」を参考に作成している。
（注2）繰延税金資産から控除された額（評価性引当額）の合計額については、適用初年度の比較情報に記載する。
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