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企業会計基準公開草案第59号	
「法人税、住民税及び事業税等に	
関する会計基準（案）」の概要
　　　　 　

有限責任 あずさ監査法人

会計プラクティス部
シニアマネジャー　吉田　貴富

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2016年11月9日に、企業会計基準公開草案第59号
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準（案）」（以下「本公開草案」）を公表

しました。なお、本公開草案に対するコメントは、2017年1月10日に締め切られてい 
ます。
我が国における税効果会計に関する会計基準として、「 税効果会計に係る会計基準 」
があり、日本公認会計士協会（JICPA）から実務指針が公表されています。ASBJでは、
当該実務指針（会計に関する部分）について、JICPAからASBJに移管するための審議
を続けており、監査保証実務指針第63号「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 」も税効果会計に関連するため、ASBJの会計基準として開発するこ
ととされました。
本公開草案では、税金の会計処理及び開示について、基本的に従来の内容を踏襲し
た上で表現の見直しや考え方の整理等を行うことを提案しており、実質的な内容の
変更は意図していないとしています。本稿では、本公開草案の具体的な内容につい
て解説します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

 

吉田　貴富
よしだ　たかとみ
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Ⅰ.	公表の経緯

我が国における税効果会計に関する会計基準として、「税効
果会計に係る会計基準」があり、これを受けて日本公認会計士
協会（JICPA）から実務指針が公表されています。ASBJでは、
当該実務指針（会計に関する部分）について、JICPAからASBJ
に移管するための審議を続けており、2015年12月には、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」を先行して公表しました。また、2016年3月には、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」を公表しました。その後、これらの適用指針に含
まれない部分についても審議が行われていますが、監査保証実
務指針第63号「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」（以下、「監査保証実務指針第63号」）も税効果会計
に関連するため、ASBJの会計基準として開発することとされ
ました。

本公開草案では、監査保証実務指針第63号及びJICPA会計
制度委員会「税効果会計に関するQ&A」（以下「税効果Q&A」と
いう）における税金の会計処理及び開示に関する部分のほか、

実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分
の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（以下「実務
対応報告第12号」という）に定められていた事業税（付加価値割
及び資本割）の開示について、基本的にその内容を踏襲した上
で表現の見直しや考え方の整理等を行うことを提案しており、
実質的な内容の変更は意図していないとしています。

なお、ASBJでは、2016年2月より、JICPAにおける税効果会
計に関する実務指針のうち、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」、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」等について、適用指針の公開草案の公表に向けた検討
を行っていますが、ASBJが2016年12月6日に改訂した「現在開
発中の会計基準に関する今後の計画」によると、これらの公開
草案を公表するための目標時期は定まっていません。

【ポイント】

−	 	連結財務諸表及び個別財務諸表における次の事項に適用することを提案
している。

	 	①	法人税、地方法人税、住民税及び事業税に関する会計処理及び開示

	 	②	受取利息及び受取配当金等に課される源泉所得税に関する開示

	 	③	国内会社が納付する外国法人税に関する開示

−	 	会計処理及び開示について、従来の取扱いを踏襲した上で考え方を明確
化することを提案している。特に、当事業年度の所得等に対する法人税、
住民税及び事業税等の会計処理について、法令に従い算定した額を損益
に計上することが明示されている。

−	 	過年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等について、更正等
による追徴の可能性が高く、追徴税額を合理的に見積ることができる場
合には、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」における誤謬
に該当する場合を除き、追徴税額を損益に計上する。一方、還付について
は、還付されることが確実に見込まれ、還付税額を合理的に見積ること
ができる場合に、当該還付税額を損益に計上する。

−	 	適用時期は、公表日以後適用することとし、本会計基準の適用について
は、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更に該当しないものとするこ
とを提案している。
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Ⅱ. 本公開草案の概要

1.	適用範囲

（ 1 ） 監査保証実務指針第63号との関係
企業が支払う税金には様々な種類があり、どの税金を適用範

囲に含めるかについての検討が行われた結果、一定の整理が図
られています（図表1参照）。

具体的には、監査保証実務指針第63号の適用範囲について
は、「法人税、都道府県民税及び市町村民税、事業税、事業所税
並びに特別土地保有税」（１．はじめに）とされていましたが、本
会計基準への移管に際して、金額的な重要性や検討すべき課題
の有無等により、実務において会計上の取扱いを明らかにする
必要性が高いものとすることが検討されました。その結果、法
人税、住民税及び事業税等については、一般的に金額的な重要
性が高く、追徴税額や還付税額の取扱いを明らかにする必要性
が高いと考えられるため、適用範囲に含めることを提案してい
ます。これに伴い、事業税については、利益に関連する金額を
課税所得とする事業税（所得割）だけでなく、それ以外の事業
税（付加価値割及び資本割）も適用範囲とし、実務対応報告第
12号の内容を統合しています。

また、監査保証実務指針第63号において、法人税法等の税額
控除に関連し、受取利息及び受取配当金等に課される源泉所得
税の表示についても定められていたことから、当該記載内容を
踏襲し、適用範囲に含めています。さらに、親会社及び国内子
会社が外国の法令に従い納付する税金のうち外国法人税の表
示については、監査保証実務指針第63号及び税効果Q&Aの記
載内容を基本的に踏襲し、適用範囲に含めています（本公開草
案第2項）。

一方、事業所税及び特別土地保有税については、一般的に金
額的重要性が高いとは言えず、営業費用等で会計処理を行っ
ている実務が浸透しており、会計上の取扱いを明らかにする必

要性が高くはないことから、適用範囲に含めないこととしてい 
ます。

（ 2 ）  監査保証実務指針第63号に含まれていなかった税金の
取扱い

本会計基準の審議に際しては、監査保証実務指針第63号に
含まれていなかった税金についても適用範囲に含めるかどうか
が検討され、その結果、新たに適用範囲に含めることが提案さ
れた税金はありませんでした。

具体的には、消費税については、JICPAより、「消費税の会計
処理について（中間報告）」が公表されており、実務上、当該報
告に従って、一部の企業を除き、税抜方式で会計処理を行って
いる実務が浸透しており、会計上の取扱いを明らかにする必要
性が高くはないと考えられることや、検討中の収益認識に関す
る会計基準の開発にあたって論点となり得ることから、適用範
囲に含めないこととしています。また、固定資産税については、
一般的に金額的な重要性が高いとは言えないため、会計上の取
扱いを明らかにする必要性が高くはないと考えられるため、適
用範囲に含めないこととしています。

さらに、在外子会社や在外支店等が所在地国の法令に従い納
付する税金についても検討した結果、在外子会社の当該税金に
関しては、在外子会社の財務諸表が国際財務報告基準（IFRS）
または米国会計基準に準拠して作成される場合、実務対応報告
第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に
関する当面の取扱い」に基づき、当該財務諸表を連結決算手続
上利用できることから、当該税金もIFRSまたは米国会計基準に
従って処理されることが考えられるため、適用範囲に含めない
こととしています。また、在外支店等の当該税金に関しては、当
該税金の種類が多様であり、従来どおり、その会計処理を実務
の判断に委ねることが考えられるため、適用範囲に含めないこ
ととしています。

【図表1　監査保証実務指針第63号の適用範囲と本公開草案との関係】

法人税、住民税
及び事業税 
（所得割）

事業税 
（付加価値割 
及び資本割）
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受取配当金等に

課される 
源泉所得税

国内会社が 
納付する 

外国法人税
今後の予定

監査保証実務指針第63号 ○ ○ ○ ○ ○ JICPAに改廃の
検討を依頼

実務対応報告第12号 事業税のみ ○ − − − 廃止

税効果Q&A − − − − ○ （検討中）

È
本公開草案

◎
（会計処理を含む）

◎
（会計処理を含む）

− ○ ○
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2.	会計処理

（ 1 ）  当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業
税等

監査保証実務指針第63号では、法人税、住民税及び事業税の
会計処理に関する取扱いは記載されていなかったため、本公開
草案では、当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事
業税等についての会計処理に関する取扱いとして、「法令に従
い算定した額（税務上の欠損金の繰戻しにより還付を請求する
法人税額及び地方法人税額を含む）」を損益に計上する旨を明
示することを提案しています（同第4項）。

この点、審議の過程において、当事業年度の所得等に対する
法人税、住民税及び事業税等を損益に計上するにあたっては見
積りの要素が含まれ得ることを会計基準（結論の背景を含む）
に盛り込むことを求める意見も出ましたが、仮に見積りの要素
も含めて算定する場合でも、個々の企業の状況に応じて計上額
の適切性が判断されると考えられるため、上記のとおり「法令
に従い算定した額」との表現が使われています。

（ 2 ） 更正等による追徴及び還付
更正等による追徴及び還付について、監査保証実務指針第63

号の内容を基本的に踏襲しています。ただし、追徴の会計処理
については、どの時点で認識すべきかに関して明確な記載がな
かったため、偶発事象を負債として認識する場合の我が国にお
ける一般的な考え方を参考に、更正等により追加で徴収される
可能性が高く、当該追徴税額を合理的に見積ることができる場
合、誤謬に該当するときを除き、原則として、当該追徴税額を
損益に計上することを提案しています（同第5項）。

一方、還付の会計処理については、偶発事象を資産として認
識する場合の我が国における一般的な考え方を参考に、還付さ
れることが確実に見込まれ、当該還付税額を合理的に見積るこ
とができる場合、誤謬に該当するときを除き、当該還付税額を
損益に計上することとしています（同第6項）。

この点、国際的な会計基準（米国会計基準、IFRS）では、追徴
税額に関する負債の認識の閾値と還付税額に関する資産の認
識の閾値を同じものとしています。そのため、本公開草案の記
載は国際的な会計基準の記載と相違することとなりますが、今

回の会計基準の開発が監査保証実務指針第63号の移管を目的
としており、我が国のこれまでの会計慣行に照らした取扱いを
重視した結果、当該実務指針における取扱いを踏襲しています

（図表2参照）。
なお、追徴税額について課税を不服として法的手段を取る場

合の取扱いとして、監査保証実務指針第63号では、追徴税額を
費用として計上しないケースや納付税額を資産として計上する
ケースが排除されていないと考えられることから、この趣旨を
踏襲して、本公開草案第5項において、「原則として、当該追徴
税額を損益として計上する。」との表現を用いています。また、
監査保証実務指針第63号では、追徴税額の還付可能性の判断
について、「会社及び課税当局（国外を含む。）の主張」といった
監査上の観点から用いられてきたと考えられる表現があり、会
計基準としては馴染まない表現であると考えられるため、本公
開草案にはこの記載を踏襲していませんが、追徴に係る還付税
額を損益に計上するにあたっては、従来と同様に企業の置かれ
た状況を総合的に判断する必要があると考えられるとしてい 
ます。

3.	開示

本会計基準の適用範囲に含められた税金の開示について、従
来の取扱いを踏襲することを提案しています。

具体的には、法人税、地方法人税、住民税及び事業税（所得
割）については、損益計算書の税引前当期純利益（または損失）
の次に、法人税、住民税及び事業税などその内容を示す科目を
もって表示することとしています（同第8項）。また、事業税（付
加価値割及び資本割）については、原則として、損益計算書の
販売費及び一般管理費として表示しますが、合理的な配分方法
に基づきその一部を売上原価として表示することができること
としています（同第9項）。

さらに、法人税、住民税及び事業税等のうち納付されていな
い税額は、貸借対照表の流動負債の区分に、未払法人税等など
その内容を示す科目をもって表示することとしています（同第
10項）。一方、法人税、住民税及び事業税等の税額が還付される
とき、当該還付税額のうち受領されていない税額は、貸借対照
表の流動資産の区分に、未収還付法人税等などその内容を示す
科目をもって表示することとしています（同第11項）。

このほか、受取利息及び受取配当金等に課される源泉所得税
のうち法人税法等に基づき税額控除の適用を受けない税額は、
原則として、損益計算書の営業外費用として表示することとし
ています（同第12項）。また、外国法人税のうち法人税法等に基
づき税額控除の適用を受けない税額について、利益に関する金
額を課税標準とする税額は、法人税、地方法人税、住民税及び
事業税（所得割）に含めて表示し、それ以外の税額は、その内容

【図表2  還付税額及び追徴税額の認識要件に係る会計基準の 
比較】

本公開草案
還付税額に係る	
資産の認識の	
閾値

＞
追徴税額に係る	
負債の認識の	
閾値

国際的な会計基準
（IFRS、米国会計基準）

還付税額に係る	
資産の認識の	
閾値

＝
追徴税額に係る	
負債の認識の	
閾値
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に応じて、損益計算書の売上原価、販売費及び一般管理費また
は営業外費用として表示することとしています（同第13項）。

さらに、法人税、地方法人税、住民税及び事業税（所得割）の
更正等による追徴税額及び還付税額は、重要性が乏しい場合を
除き、法人税、地方法人税、住民税及び事業税（所得割）を表示
した科目の次に、その内容を示す科目をもって表示することと
しています（同第14項）。事業税（付加価値割及び資本割）の更
正等による追徴税額及び還付税額は、原則として、損益計算書
の販売費及び一般管理費として表示しますが、合理的な配分方
法に基づきその一部を売上原価として表示することができるこ
ととしています（同第15項）。

4.	適用時期

本公開草案は、監査保証実務指針第63号等における税金の
会計処理及び開示に関する部分について、基本的にその内容を
踏襲した上で表現の見直しや考え方の整理等を行うことを提
案しており、実質的な内容の変更は意図していないとされてい
ます。そのため、本会計基準は、公表日以後適用することを提
案しています（同第18項）。また、同様の理由により、本会計基
準の適用については、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更
に該当しないものとして取り扱うことを提案しています（同第
19項）。

Ⅲ.	おわりに

「Ⅱ　本公開草案の概要」に記載したとおり、今回の提案内容
は基本的に従来の取扱いを踏襲しているため、提案内容に沿っ
た形で会計基準が承認された場合には、企業の実務に重要な影
響は及ぼさないと考えられます。

一方、「Ⅰ　公表の経緯」でも触れましたが、今回の会計基準
の開発は、税効果会計に関する一連の実務指針をJICPAから
ASBJに移管する作業の一環であり、これらの実務指針に代替
する適用指針の公表に向けては、まだ検討中の論点があるた
め、今後の議論の経過に留意する必要があると考えられます。

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部
シニアマネジャー　吉田　貴富
TEL：03-3266-7580（代表番号）
takatomi.yoshida@jp.kpmg.com
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