
 
 

2009年7月31日  

 

国際会計基準審議会 

30 Cannon Street  

London EC4M 6XH  

United Kingdom  

 
 

国際財務報告基準公開草案第X号「法人所得税」に対するコメント 

 

我々は、法人所得税プロジェクトに関する国際会計基準審議会（IASB）の長年の努力に

敬意を表するとともに、国際財務報告基準公開草案第X号「法人所得税」(以下「本公開草

案」という。)に対するコメントの機会を歓迎する。以下の見解は、企業会計基準委員会

（ASBJ）の中に設けられた国際対応専門委員会のものである。 

 

我々は法人所得税に関する会計基準について、米国会計基準SFAS第109号との差異を解消

し、より原則に基づく、より簡潔な規定とすることの意義を理解している。その点で、本

公開草案における検討の方向性について支持する。 

一方、我々は、税務ポジションの不確実性に関して、認識における蓋然性規準を削除し

て発生確率による加重平均値による測定を行うこと（これについては、IAS第37号「引当金、

偶発債務及び偶発資産」修正案に対する我々のコメントでも反対している）など、その運

用に対する詳細には賛成できない点がある。税務ポジションの不確実性を財務諸表に反映

させるにあたっては、さらに情報の信頼性及び実務上の対応可能性を考慮した検討がなさ

れるべきである。 

本レターの別添では、本公開草案で示されている個別の質問に対する我々の回答を示し

ている。 

 

我々のコメントが今後のIASBの議論に貢献することを希望する。 

 

新井武広 

国際対応専門委員会 専門委員長 

企業会計基準委員会 常勤委員 
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別添 質問に対する回答 

質問 1‐Tax Basis(税務基準額)及び Temporary Difference(一時差異)の定義について 

本公開草案では、Tax Basis(税務基準額)の定義を変更することを提案しており、これに

より Tax Basis が資産の回収や負債の決済について経営者の意図に依存しないことになる。 

また、Temporary Difference(一時差異)の定義についても、課税所得に影響を与えないと想

定される差異を除く形での変更を提案している（結論の根拠 BC17 項-BC23 項参照）。 

 提案された定義に同意するか？その理由は？ 

1.  我々は、Tax Basis(税務基準額)の定義について、解釈の曖昧さを回避する観点からも

本提案について同意する。また、Temporary Difference(一時差異)の定義についても、

繰延税金資産及び負債との関係を明確にする観点からも、課税所得に影響を与えない

と想定される差異をその範囲から除外する本提案について同意する。 

2.  しかしながら、測定の局面において適用される税率については、公開草案第 26 項及

び B28 項から B30 項において、企業に資産又は負債の帳簿価額を回収または決済する

と予想する方法で適用される税率で測定することを求めている。一見すると税務基準

額の定義と測定との考え方が整合しない点について、BC22 項で説明を試みているもの

の、誤解を招かないようさらに十分な説明を付記することが必要であると考える。 

 

質問 3‐当初認識に関する除外規定 

本公開草案では、IAS 第 12 号にある当初認識に関する除外規定を削除することを提案し

ている。その代替として、当初帳簿価額と異なる税務基準額の資産及び負債の当初測定に

ついての提案を提示している。そのような資産及び負債は(a)企業に固有の税効果を除いた

資産及び負債(b)企業に固有の税務上の有利及び不利とに分解できる。前者は、適用しうる

基準（IFRS）に従い認識され、（後者の）繰延税金資産及び負債は結果としての帳簿価額と

税務基準額の間の一時差異に基づき認識される。企業結合や会計上の利益又は課税所得に

影響を与える取引以外では、支払額や取得額と資産や債務の総額（繰延税金を含む）の差

額は引当額やプレミアムとして区分され、関連する繰延税金資産や繰延税金負債の変化に

比例して包括利益が認識される。企業結合では、そのような差異はのれんに影響を与える

（結論の根拠 BC25 項‐BC35 項参照）。 

提案に同意するか？その理由は？ 
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3.  我々は、一時差異アプローチの例外的な適用を極力排除することを意図したこの見

直しについて評価する。企業結合や会計上の利益又は課税所得に影響を与える取引以

外では、当初認識により資産負債を認識した時点で生じた引当額またはプレミアム額

を繰延税金資産・負債に加減することでより取引の実態に適合した会計処理がされる

ことになることから、提案について同意する。 

 

 

質問 4‐子会社、支店、関連会社及びジョイント・ベンチャーに対する投資 

IAS 第 12 号では、企業が一時差異の解消の時期及び予測可能な将来での解消の可能性を

コントロールできるか否かに基づいて、子会社、支店、関連会社及びジョイント・ベンチ

ャーに対する投資の一時差異アプローチの除外規定を置いていた。本公開草案では、本質

的にその期間が永続的である海外の子会社及びジョイント・ベンチャーへの投資の税務基

準額と財務報告上の帳簿価額との差額に関して、この定めを SFAS 第 109 号や APB 第 23 号

「法人所得税－特別の分野」の定めに置き換える予定である。そのような投資に関連する

繰延税金資産及び負債は認識されない。支店に関連する投資の一時差異は、子会社に対す

る投資の一時差異と同じ方法で取り扱われる。関連会社への投資に関する IAS 第 12 号の除

外規定は削除される予定である 

審議会は一時差異アプローチの除外規定を提案する。その理由は、ボードはこのような

一時差異から生じる繰延税金資産及び負債の測定の信頼性が時として確保されないことを

認識しているからである（結論の根拠 BC39 項‐BC44 項参照）。 

提案に同意するか？その理由は？本質的にその期間が永続的である海外の子会社及びジ

ョイント・ベンチャーへの投資の税務基準額と財務報告上の帳簿価額との差額による一時

差異から生じる繰延税金資産及び負債の測定の信頼性が、時として確保されないことに同

意するか？審議会はこのような場合の投資のタイプを定義づける他の方法を選択すべき

か？もしそうであれば、どのように定義づけるか？ 

 

4.  本公開草案における提案は、一時差異アプローチの例外を極力排除する観点から評

価できるため、基本的には同意する。 

5.  本公開草案における提案では、予測可能な将来において、投資先からの配当もしく

は投資先の売却により一時差異が解消することが実現するか否かは繰延税金資産およ

び負債を認識するか否かの判断には影響を及ぼさないことを示しており、海外の子会

社及びジョイント・ベンチャーに対する投資のみその対象から除外していることの理

由を、BC43 項のとおり税効果計算の複雑さに置いている。 

6.  しかしながら一方で、B5 項において繰延税金資産および負債を認識しない場合とし

て示されている二つの要件は、予測可能な将来において一時差異の解消見込みがない
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と想定されることを示しているものと考えられる。例えば国内の子会社に対する投資

等においては海外の子会社に対する投資と同様、予測可能な将来に回収見込みがない

と考えられるものが存在しうると考えられる。 

7.  また、海外の関連会社に対する投資においては、その税効果計算が複雑であったと

しても、本公開草案のもとでは繰延税金資産及び負債の認識を求めているものと考え

られる。繰延税金資産及び負債を認識しない理由、をより明確に示すことが求められ

る。 

 

 

質問 7‐税務ポジションの不確実性 

IAS 第 12 号では課税当局が報告された額について受け入れるか否かについての不確実性

の会計処理方法について言及していない。本公開草案では、当期税金、繰延税金資産及び

負債は、企業によって報告された金額、すべての知識及び関連するすべての情報に基づき

課税当局により検査された仮定ですべての起こりうる結果の可能性に応じた加重平均額で

評価されるべきであることを提案している。（結論の根拠 BC57 項-BC63 項参照）。 

この提案に同意するか？その理由は？ 

 

8.  我々は、税務上の不確実性について、すべての知識及び関連するすべての情報に基

づき課税当局により検査されたという仮定で、当期税金及び繰延税金の計算に織り込

むことには基本的に賛成する。しかしながら、認識における蓋然性基準を削除し、第

26 項に示すように不確実性を確率に基づく加重平均値として測定すること（期待キャ

ッシュ・フロー法）に関しては、次の理由から反対する。 

9.  確率の見積りの信頼性は、事象の発生頻度の大きさや、取引の母集団の大きさに左

右される。税務調査や税務訴訟において課税当局との間で頻繁に争われ、類似の事案

が多く存在する税務ポジションに関しては、信頼性のある見積りを行うことは可能で

ある。しかしながら、たとえば企業結合や移転価格に関する税務事案は個々の案件ご

とに性質・内容がそれぞれ異なっていることが多く、確率の見積りに基づいて信頼性

の高い見積りを行うことが困難な場合が多い。そのような場合には、ある程度発生確

率が高い場合に限って負債を認識する方法が、利用者にとっての情報有用性、あるい

は関係者のコスト負担の観点からみて適当と考える。発生確率が高いケースにおいて

は、期待キャッシュ・フロー法よりもむしろ も発生が見込まれる結果に基づく測定

の方が有用な情報の提供となると考えられる。たとえば、企業結合において欠損金 100

が引き継がれる可能性が 90%の場合には、欠損金 100 に対する税効果を見た後に繰延

税金資産の回収可能性を判断するほうが、欠損金 90 に対する税効果を見た後に繰延税

金資産の回収可能性を判断するよりも有用な情報の提供となり、また、関係者のコス
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ト負担の観点からも適切であると考える。 

10.  本公開草案では、税務の不確実性の問題は、追加納税債務に関する不確実性の問題

なので IAS37 改訂案の考え方と整合させるべきであると述べられている（BC58 項）。

この記述から、税務の不確実性は租税債務の側のみを念頭においていると推測される

が、例えば移転価格税制の場合には、連結グループ内に租税債務の不確実性と租税債

権の不確実性がミラーの関係で同時に存在するので、租税債権及び租税債務の双方を

取り扱うことが望ましいと考える。 

 

 

質問 9‐売却税率（sale rate）または使用税率（use rate） 

企業が資産の帳簿価額を回収する方法によって別々の税率が適用される場合、IAS 第 12

号では、繰延税金資産及び繰延税金負債の測定にあたり、予想される回収方法と整合する

税率を用いて測定することを求めている。本公開草案では、その税率を税務基準額を決定

する損金算入額（例えば資産の売却により利用可能となる損金算入額）と整合させること

を提案している。もしそれらの控除が資産の売却の場合にのみ利用可能であるならば、売

却税率を使用し、資産の使用によっても同じ損金算入が利用可能であるならば、予想され

る資産の回収方法と整合した税率を使用する（結論の根拠 BC67 項-BC73 項参照）。 

この提案に同意するか？その理由は？ 

 

11. 我々は、本公開草案に同意する。繰延税金資産及び負債を 善の見積りに基づき測定

するにあたり、将来の予測に基づき実際に適用されるであろう税率を見込んで適用す

るのは当然であると考える。 

12.  ただし、本公開草案では、税務基準額の定義をその回収方法に依存しない形で提案

（質問 1 参照）しており、BC71 項にもあるように、測定の局面では実際の回収方法を

考慮して税率を決定することと不整合が生じているという指摘がある。 

13.  BC72 項では、このような状況にもかかわらず、予想される回収方法と整合する税率

の採用を支持する背景を記述しているが、税務基準額の定義に基づく一時差異の認識

と、繰延税金資産及び負債の測定との関係について、更に誤解のない説明を追記する

ことが必要と考える。 
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質問 13‐包括利益及び資本の要素への税金の配分 

IAS 第 12 号及び SFAS 第 109 号は、当期中に継続事業の外で認識された項目の税効果を

継続事業の外に配分することを要求している。しかし、IAS 第 12 号と SFAS 第 109 号は、

過年度に継続事業の外で認識された項目に関する税金の配分に関しては異なっている。そ

のような項目は課税当局への報告額の不確実性の影響による変化や、繰延税金資産の回収

の調査による変化や、税率、税法、企業の課税状態の変化によるかもしれない。IAS 第 12

号ではそのような税金を継続事業の外に配分することを求めているのに対して、SFAS 第

109 号では、特定の例外を除いて、継続事業に配分することを求めている。IAS 第 12 号の

アプローチは遡及追跡を要求するものとして、SFAS 第 109 号は遡及追跡を禁止しているも

のとして説明されることがある。 

本公開草案では、包括利益及び資本の構成要素への税金の配分にあたり、SFAS 第 109 号

要求を適用することを提案している。（結論の根拠 BC90 項-BC96 項参照）。 

質問 13A 

この提案されたアプローチに同意するか？その理由は？ 

本公開草案は、包括利益及び資本の構成要素への税金の配分を第 29 項から第 34 項で扱

っている。当審議会は、これらの項は SFAS 第 109 号で示されている規定と整合的であると

考えている。 

質問 13B 

これらの項は、SFAS 第 109 号によって得られる結果との重要な相違を生じるか？もしそ

うであれば、その結果は SFAS 第 109 号により提供される情報より利用価値が高いか低い

か？その理由は？ 

 

本公開草案は、IAS 第 12 号の規定に若干の修正を加えたものに基づくアプローチも示し

ている（結論の根拠 BC97 項参照）。 

質問 13C 

そのようなアプローチは、第 29 項から第 34 項で提案しているアプローチよりもより有

用な情報を提供すると考えるか？あなたの慣れ親しんでいる課税地域で整合的に適用でき

るか？その理由は？ 

質問 13D 

IAS 第 12 号の規定に基づくアプローチに対する追加の提案は、そのアプローチのより整

合的な適用を実現するのに役立つか？その理由は？ 

 

14.  我々は、基本的には、第 29A 項から第 34A 項に示されている代替的アプローチを支

持する。 
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15.  本公開草案では、SFAS 第 109 号と同様のアプローチを提案するとともに、IAS 第 12

号に若干の修正を加えた代替的アプローチを示している。本公開草案は、過去に遡及

して一時差異の発生原因を追跡するという取扱いについて恣意性が介入すること、配

分が複雑になることを理由に代替的アプローチを棄却し、SFAS 第 109 号にあるように、

継続事業に配分することを求めている。これは明瞭かつ簡便な会計処理を可能にする

提案であると考える。 

16.  しかし、例えば過去に OCI 項目で認識された繰延税金資産および負債について、税

率の変更等による変動額を継続事業に反映させるのは、リサイクリング前の OCI 項目

の変動を純利益に影響させないという純損益計算の基本的な考え方と整合していない

といえることから、直観に合致しない。 

17.  BC93 項で述べられている、繰越欠損金の発生源が複数の構成要素に分かれている場

合の配分の困難性については、OCI 項目は繰越欠損金の発生源にも課税所得の発生源に

もなっていないので、OCI 項目には関係がない。あくまで継続事業からの利益と廃止事

業からの利益との間の配分だけの問題であると考えられる。 

18.  そのような観点から見ると、SFAS 109 方式を OCI 項目にまで適用することは必然で

はないと思われる。評価性引当額の変動に関しては、次のように区分して会計処理を

行うべきであると考える。 

(1) 税率の変更のように、当期純利益と OCI 項目の両方に影響を与える評価性引当額

の変動については、代替的アプローチに従い、それぞれの評価性引当額について当

初認識した区分に対応させて認識する。 

(2) 過去において生じた繰越欠損金の回収可能性の見直しのように、OCI には影響を

与えず、当期純利益内の複数の事業にのみ影響を与える評価性引当額の変動につい

ては、SFAS 109 方式に従い、一括して継続事業で認識する。 

19.  なお、質問 13C に対しては、我が国においては、その他包括利益に関する一時差異

の捕捉が可能であることから、代替案を採用することに障害はないと考えられる。ま

た、質問 13D に掲げる追加的ガイダンスは、より明瞭な会計処理を示す観点でその効

果は期待できるものと考えられる。 

 

 

質問 15‐繰延税金資産及び繰延税金負債の分類 

本公開草案では、繰延税金資産及び繰延税金負債を、関連する財務諸表上の税金に関連し

ない資産負債の分類に基づき流動及び非流動に分類することを提案している（結論の根拠

BC101 項-BC102 項参照）。 

この提案に同意するか？その理由は？ 
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20.  我々は、本公開草案における分類する提案に同意する。財政状態変動表において、

資産負債を流動と非流動に分類して表示する以上、その回収、決済までの期間を考慮

して繰延税金資産及び負債も流動と非流動に区分して計上するべきである。 

 

質問 17‐開示 

本公開草案では、財務諸表をより有用なもの追加的な開示を提案している（結論の根拠

BC104 項-BC109 項参照）。 

この提案に同意するか？その理由は？ 

審議会は、未分配の外国での所得に関する可能で追加的な開示も検討した。追加的な開示

要求を提案しないこととした（結論の BC110 項参照）。 

この事項に関する追加的で有用な開示について特別な示唆があるか？もしあるならば提供

してほしい。 

 

21.  本公開草案 40 項から 49 項に掲げられる開示事項は、それぞれ情報に一定の有用性

が認められることから、我々は掲げられている事項について異論はない。 

22.  しかしながら、第 49 項に掲げる不確実性の説明については、実務的には、不確実性

の存在する可能性について企業が自ら公にすることで、企業にとって課税当局に対し

て税務上不利な問題を提示する可能性が生じることが考えられる。この点は、利用者

への情報開示によるメリットと、無用な税務リスクの創出に対する懸念やコスト負担

によるデメリットの比較考量によって検討されるべきである。IAS 第 37 号「引当金、

偶発負債及び偶発資産」第 92 項で定められている、不利な状況をもたらすと予想され

る場合の開示の免除と同様の配慮を踏まえた検討を行ってはどうか。 

以 上 


