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本ニューズレターにおいては、会計税務の基礎として税効果会計について解説させて
いただきます。 

税効果会計は会計論点の中でも理解することが難しい論点の1つであると一般的には
考えられます。メキシコ日系企業においては経理のバックグランドを持たない駐在員
の方も多くいらっしゃると思われることから、本ニューズレターにおいて、税効果会計
の概要について共有させていただければと思います。 
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1. 税効果会計とは 

～ポイント～ 

 税効果会計は、企業会計と税務会計のズレを調整する会計上の手続きであること 

 

(1) 税効果会計とは 

税効果会計とは、企業会計上の収益または費用と税務会計（課税所得計算）上の
益金または損金の認識時点の相違等により、企業会計上の資産または負債の額と
税務会計（課税所得計算）上の資産または負債の額に相違がある場合において、
それらの相違に係る税金費用の額を適切に期間配分することを目的とする会計上
の手続きのことを言います。 

すなわち、会計上の利益に見合った税金費用が財務諸表において計上されるよう
に、企業会計と税務会計のズレを調整し、適切に期間配分する手続きを言います。 

(2) 税効果会計の目的 

会計上、なぜ税効果会計が必要となってくるかについて簡単な数値例を用いて見
ていきたいと思います。 

 

企業会計上、損益計算書（P/L）では、収益から費用を差し引いて、税引前利益が
計上されます。上記ケースにおいては、収益300から費用200を差し引いた100が、
税引前利益となります。 

仮に実効税率を30％とすると、税引前利益100に対して税金費用が30と税負担率
が30％となっており、税金費用の税引前利益に対する割合が実効税率と同じに
なっています。しかし、このケースのように、税金費用の税引前利益に対する割
合が実効税率と等しくなることは稀です。 

すなわち、以下のケースのように、X1年度およびX2年度の利益が同じ100の場合
であってもX1年度とX2年度で税金の金額が異なる場合がほとんどとなります。 

 

X1年度は税引前利益が100に対して、税金費用が40と税負担率が40％となってお
り、一方、X2年度は税引前利益が100に対して、税金費用が20と税負担率が20％

X1年度 X2年度
収益 300 300
費用 200 200
税引前利益 100 100
税金費用 30 30
当期純利益 70 70

30% 30% 利益と税金が30%で
対応している

X1年度 X2年度
収益 300 300
費用 200 200
税引前利益 100 100
税金費用 40 20
当期純利益 60 80

40% 20% 利益と税金が30%で
対応していない
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となっています。このようにX1年度およびX2年度ともに実際の実効税率30％か
ら乖離しているP/Lとなっており、同じ税引前利益にもかかわらず、X1年度の方が
業績が良く、X2年度の方が業績が悪いように見え、利益に見合った税金の負担に
なっていません。 

そこで、会計上、P/L上で税金費用の税引前利益に対する割合が実効税率と同じに
なるような調整を加えると以下のようになります。 

 

このように税金費用の金額を修正して税引前利益と税金費用が対応しているP/L

を作成することが税効果会計の目的となります。税効果会計を適用することで、
利益に見合った税金の負担となるP/Lを作成することができます。 

なお、会計上税効果会計を適用したとしてもそれはあくまでも会計上のP/Lに反映
されるにすぎず、納付する税金の額には影響を及ぼさない点、ご留意いただけれ
ばと思います。上述の例で言うと、X1年度に40、X2年度に20の税金を実際には納
付することとなります。 

 

  

X1年度 X2年度
税引前利益 100 100
税金費用 30 30
税金 40 20
税効果会計 -10 10
当期純利益 70 70

X1年度 X2年度
税引前利益 100 100
税金費用 40 20
税金 40 20
税効果会計 0 0
当期純利益 60 80

40% 20%

30% 30%

利益と税金が対応するように
P/Lを調整する

（税効果会計適用後）

（税効果会計適用後）
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2. 企業会計と税務会計の差異 

～ポイント～ 

 企業会計と税務会計はその目的が異なることから差が生じ、その結果として会計
上は税効果会計が必要となること 

 

(1) 税引前利益と税金費用が対応しない理由 

上述のように、通常税引前利益と税金の金額が対応しない、すなわち、”税引前利
益×実効税率≠税金”となってしまう理由としては、企業会計と税務会計のそれぞ
れの目的が異なることから企業会計と税務会計にズレが生じるためです。企業会
計では適正な期間損益計算を目的とするのに対し、税務会計では公平に課税する
ことを目的とするため、例えば、企業会計では費用として処理することが認めら
れる場合であっても、税務会計では費用として処理することが認められない場合
が生じ、結果として企業会計と税務会計にズレが生じます。 

 

なお、企業会計においては”収益”、”費用”、”税引前利益”という用語を使用する
のに対し、税務会計では、”益金”、”損金”、”課税所得”という用語が使用されま
す。そして、それぞれの目的の違いにより企業会計の収益と税務会計の益金、お
よび、企業会計の費用と税務会計の損金は、範囲や認識時点に差異があります。 

(2) 企業会計と税務会計で生じる差異 

上述のとおり、企業会計と税務会計においてはズレが生じますが、ズレが生じる
ケースは以下の4種類となります。 

 益金算入：企業会計上収益として認められないが、税務会計上益金として認
められるケース 

 益金不算入：企業会計上収益として認められるが、税務会計上益金として認
められないケース 

 損金算入：企業会計上費用として認められないが、税務会計上損金として認
められるケース 

 損金不算入：企業会計上費用として認められるが、税務会計上損金として認
められないケース 

（目的）
適正な期間損益計算

（目的）
公平な課税

企業会計 税務会計

≠
収益
費用

税引前利益

益金
損金

課税所得≠
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この4つのケースの中で、一番多いケースは損金不算入のケースと思われます。こ
の差異が発生する理由としては、企業会計においては一般的に費用を早めに計上
する傾向がある一方で税務会計では明確に損金と言えるものだけが計上を許され
ることから損金計上タイミングが企業会計の費用計上タイミングよりも遅くなる
ためです。具体的な例としましては、企業会計において売掛金の回収可能性が低
い場合に貸倒引当金を費用として認識することが認められますが、一方、税務会
計においては実際に売掛金が貸し倒れた場合に至って初めて税務上の損金となり
ます。 

（数値例） 

 

数値例のように費用に損金不算入項目である貸倒引当金50が含まれていると、課
税所得の方が税引前利益より50大きくなってしまいます。 

(3) 課税所得の算定方法 

上述のとおり、企業会計と税務会計には差がありますが、企業会計の税引前利益
と税務会計の課税所得はそれぞれ別個に計算されるわけではなく、企業会計と税
務会計には、以下のような関係があります。 

 

課税所得の算定方法は、”益金－損金”で計算されるのではなく、企業会計の税引

前利益を出発点として、税引前利益に企業会計と税務会計の差異（益金算入、益

金不算入、損金算入、損金不算入）を調整することにより計算されます。そして、

この課税所得に税率を乗ずることで、実際の税金金額が計算されることとなります。 

先程と同様、費用に損金不算入項目である貸倒引当金50が含まれている場合の課
税所得の算定方法は、以下のとおりとなります。 

  

収益 300
費用 150
費用（貸倒引当金） 50
税引前利益 100

益金 300
損金 150
課税所得 150

企業会計 税務会計

税引前利益
（＋） 益金算入
（－） 益金不算入
（－） 損金算入
（＋） 損金不算入

課税所得

税額
×税率

益金
（－） 損金

課税所得

企業会計 税務会計
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（数値例） 

数値例のように費用に損金不算入項目である貸倒引当金50が含まれていると、課
税所得の方が税引前利益より50大きくなってしまうため、納税すべき税金が45と
なります。その結果として、P/Lにおける税金費用の税引前利益に対する割合が
45%と実効税率30%と乖離する結果をもたらすこととなります。 

なお、企業会計と税務会計で差が生じる代表的な項目としては、賞与引当金や退
職給付引当金といった引当金関連項目や減損損失、棚卸資産の評価損や貸倒引当
金といった減損関連項目が挙げられます。 

本ニューズレターにおいては税効果会計の概要として”税効果会計とは何か”および” 

企業会計と税務会計の差異”について解説させていただきましたが、今後のニューズレ
ターにおいて本日のニューズレターにおいては解説しきれなかった税効果会計の概要
について解説させていただく予定となっております。

以上、最後までお読みいただきありがとうございます。 

収益 300
費用 150
費用（貸倒引当金） 50
税引前利益 100
税金 45
当期純利益 55

税引前利益 100
加算 50(*)
減算 0
課税所得 150
税金 45

税率
30%

(*) 貸倒引当金が損金不算入によることに伴う調整

企業会計 税務会計
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