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FASB－企業集団内の資産の移転に
関する法人所得税の会計処理、及び
繰延税金の貸借対照表上の分類に
ついて変更を提案 
 

FASBは2015年1月、企業集団内の資産の移転にかかる税務上の影響をただちに認識するこ

と、及びすべての繰延税金資産及び負債を貸借対照表上、非流動に分類するよう企業に要

求する会計基準更新書（Accounting Standards Updates, ASU）案1を公表した。 

 

【主な決定事項】 

 1つめの改訂案は、企業集団内の資産の移転における売手と買手の双方に、その取引

の税務上の影響をただちに当期税金及び繰延税金として認識することを要求している。 

 2つめの改訂案は、貸借対照表が流動・非流動に区分して表示される企業においては、

繰延税金資産または負債を課税法域ごとに純額で非流動区分に表示することを要求し

ている。 

 このASU案に関するコメントの締切りは、2015年5月29日である。 

 

【主な影響】 

 企業集団内の資産の移転の税務上の影響をただちに認識するよう要求することは、企

業の税率に著しい影響を及ぼす可能性があり、また、当期純利益の変動性を大きくす

る可能性がある。特に無形資産の移転を行った企業に、このような影響が生じやすい。 

 すべての繰延税金を非流動区分に分類することにより、繰延税金資産または負債を課

税法域ごとに流動と非流動に分類する必要がなくなるため（評価性引当金の流動・非流

動への配分を含む）、企業の手続きが簡略化される可能性がある。 

 この提案が最終化された場合、これらのトピックに関してIFRS2とのコンバージェンスが

達成されることになる。 

 

                                                      

1  FASB会計基準更新書「法人所得税（Topic 740）：企業集団内の資産の移転及び繰延税金の貸借対照表上の分類」2015年1月22日 

www.fasb.org より入手可能。 

2  IAS第12号「法人所得税」及びIAS第1号「財務諸表の表示」 
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【企業集団内の資産の移転】 

連結財務諸表の作成にあたって、（企業集団内で移転された資産が企業集団内で保有され

続けている場合は）企業集団内の資産の移転に伴う債権・債務、取引及び損益は相殺消去さ

れ、利得または損失がただちに認識されることはない 3。ただし、企業集団内の資産の移転

（棚卸資産、償却資産または知的財産権の異なる課税法域間での売却等）は、原則として売

手にとっても買手にとっても課税事象となる（通常、売手にとっては課税所得が発生し、買手

にとっては買手の課税法域における新たな税務基準額となる）ため、現金収支を伴う税効果

を有している。 

現行のU.S. GAAPでは、企業集団内の資産の移転の税務上の影響をただちに認識すること

は禁止されている4。売手はいかなる正味税効果も繰延処理し、買手は買手の課税法域にお

いて新たに生じた移転資産の税務基準額と連結財務諸表に計上されている従前の帳簿価額

との間の差額に係る繰延税金資産を認識することはできない。これに対して、ASU案は、企業

にこれらの税務上の影響を取引が行われた期間において認識するよう要求している。税率が

売手の課税法域と買手の課税法域とで異なる場合には、ただちに当期純利益に影響を及ぼ

すこととなる。 

 

設例－企業集団内の資産の移転 

ABC社及びDEF社は、親会社Zの完全子会社である。ABC社とDEF社は、それぞれ別の課

税法域で課税申告書を提出している。ABC社は、帳簿価額及び税務基準額が100ドルの

棚卸資産をDEF社に150ドルで売却している。ABC社の課税法域での税率は20％で、DEF

社の課税法域での税率は40％である。ASU案に基づく場合、ABC社は企業集団内での売

却益に係る当期税金費用10ドル（総利益50ドルに税率20％を乗じる）を認識することにな

る（なお、この設例では、帳簿価額と税務基準額が同額であるため、解消すべき既存の繰

延税金はない）。 

DEF社における棚卸資産の税務基準額は、150ドルである。連結財務諸表上のその棚卸

資産の帳簿価額は、内部利益控除後の100ドルとなる。評価性引当金がないと仮定する

と、DEF社は、この一時差異について税務上の便益20ドル（一時差異50ドルに税率40％を

乗じる）を認識することになる。この企業集団内での棚卸資産の売却により、連結財務諸

表上、（繰延税金20ドルから当期税金10ドルを控除した）10ドルの純利益を計上することに

なる。 

 

FASBは、このASU案により、実務のばらつきが解消され、企業集団内の資産の移転の税務

上の影響をより忠実に表現することになると考えている。FASBは、移転が行われた期間にお

いて当期税金を認識することにより、財務諸表利用者が当期税金及び実効税率と法人所得

税の支払額とを比較する際に役立つ情報が提供されることになると指摘した5。 

                                                      

3  FASB ASC Topic 810「連結」 www.fasb.org より入手可能。 

4  FASB ASC 810-10-45-8項及び740-10-25-3(e)項 www.fasb.org より入手可能。 

5  FASB ASU案「法人所得税（Topic 740）：企業集団内の資産の移転」BC7項 www.fasb.org より入手可能。 

 

 

以下の事項については、経営者によ

る財政状態及び経営成績の検討と分

析（MD&A）及び収支報告で詳細な説

明が必要となる可能性がある。 

 実効税率及び1株当たり利益の

変動性 

 財務諸表利用者の理解に資す

ることを目的とした、企業集団内

の資産の移転の事業上の目的 
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KPMGの所見 

連結に関する一般原則において、企業が企業集団における内部取引による利得または損失

を連結財務諸表に含めることが禁止されているため、企業集団内の資産の移転の税効果を

（法人所得税に関するガイダンスで定める例外を除き）当期に認識することを企業に要求する

ことは、連結ガイダンスに例外規定を設けることになる。FASBの今回の提案は、1987年に

FASBが公表した基準書第96号の規定と整合している。ただし、1992年にFASBは基準書第

109号を公表し、企業集団内の資産の移転に関するガイダンスを含む基準書第96号の一部

を改訂している 6。FASBは基準書第109号で、買手の資産の税務基準額が連結財務諸表に

計上されている金額を上回る部分が一時差異の定義を満たしていても、その超過額を一時

差異として取り扱うことは、内部取引の影響の相殺消去に関する連結ガイダンスのもとでは

認識されない項目の税効果を認識することになると結論付けている。 

 

【繰延税金の表示】 

このASU案により、課税主体が納税を行う課税法域ごとに、すべての繰延税金資産及び負債

（評価性引当金を含む）を相殺し、繰延税金の純額を単一の非流動項目として表示すること

が要求される。 

現在は、企業が貸借対照表を流動・非流動に区分して表示している場合、課税法域ごとに流

動の繰延税金資産・負債の純額と、非流動の繰延税金資産・負債の純額とを表示している。

流動または非流動項目への分類は、原則として原資産または原負債の財務報告上の分類を

基礎としている。財務報告の対象となる資産または負債に関連しない繰延税金資産及び負

債は、一時差異の解消が見込まれる日を基礎として分類する。評価性引当金は、課税法域

ごとに流動繰延税金資産と非流動繰延税金資産とに比例配分する。 

財務諸表作成者は、現行の規定を遵守するのはコストがかかるうえに、繰延税金の分類が、

それらの解消または清算が見込まれる時期と整合するとは限らないため、開示される情報が

財務諸表利用者にとって有用ではないという旨をFASBに指摘していた。FASBはこの指摘に

同意し、コストと複雑性を削減するモデル案を開発した7。FASBは、繰延税金資産及び負債を

それらの課税所得への算入が可能となることが見込まれる時期に基づいて分類するよう企業

に要求する代替案についても審議したものの、複雑でコストを要するうえに手続の簡略化を

目指すFASBの意図にも反するため、その代替案は却下された。 

                                                      

6  FASB基準書第96号「法人所得税の会計処理」は、FASB基準書第109号「法人所得税の会計処理」に差し替えられている。いずれも

www.fasb.org より入手可能。 

7  FASB ASU案「法人所得税（Topic 740）：繰延税金の貸借対照表上の分類」BC4項 www.fasb.org より入手可能。 

 

 

このASU案により、繰延税金項目を、

その元となった項目の性質ごとに追跡

管理するコストの削減や、評価性引当

金を比例配分するという規定の削除に

伴う複雑性の緩和が見込まれる。 
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FASBは、すべての繰延税金資産及び負債を非流動に分類する案は理論上完全に正しいわ

けではないことを認識しているものの、この改訂案により、財務諸表利用者に提供する情報

の有用性を損なうことなくコストと複雑性を削減することになると考えている。現行のU.S. 

GAAPの基準書第109号のガイダンスの公表に先立つ審議においても、FASBはすべての繰

延税金を非流動に分類することを検討していた 8。しかし、当時のFASBは、すべての繰延税

金を非流動区分に表示することは、財務諸表利用者を混乱させ、流動比率を不適切なものに

すると考えたため、この代替案を採用しなかった。今回の提案が最終化される場合、FASBは

追加的な開示の要否について審議する予定である9。 

 

【移行措置及び適用日】 

企業集団内の資産の移転に関する会計処理の変更にあたっては、この改訂を適用する最初

の会計期間の期首利益剰余金に、この改訂を遡及適用したことによる累積的影響額を反映

する。繰延税金残高の貸借対照表上の分類の変更は、将来に向かって適用される。 

このASU案は、公開企業については、2016年12月16日以後に開始する事業年度及び同日以

後に開始する事業年度に含まれる期中会計期間より適用され、早期適用は認められない予

定である。公開企業以外の企業については、このASU案は2017年12月16日以後に開始する

事業年度及び2018年12月16日以後に開始する事業年度に含まれる期中会計期間より適用

される。公開企業以外の企業については早期適用が認められるが、2016年12月16日より前

に適用することは認められず、かつ企業集団内の資産の移転及び繰延税金の表示に関する

両ASU案を同時に適用する場合にのみ認められる。 

 

                                                      

8  FASB基準書第109号「法人所得税の会計処理」 www.fasb.org より入手可能。 

9  FASB ASU案「法人所得税（Topic 740）：繰延税金の貸借対照表上の分類」BC6項 www.fasb.org より入手可能。 
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この文書はKPMG LLPが発行しているDefining Issues®  

Jan. 2015 No. 15-3をベースに作成したものです。 

 

上記の記述及び要約を、SECレギュレーション及び潜在的また

は現行の規定の代用として取り扱わないようにご注意願いま

す。U.S. GAAPを適用する企業またはSECへのファイリングを行

う企業は、関連する法規制及び会計規定の原文を参照するとと

もに、自社の特定の状況を検討し、会計及び法律顧問に相談さ

れることをお勧めいたします。 

 

本ニューズレターの内容に関しご質問等がございましたら、エン

ゲージメント・チームの担当者までご連絡ください。 
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