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本資料の目的 

1.  本資料は、現在の日本公認会計士協会の実務指針から企業会計基準委員会の適用

指針への移管に関する、全体イメージの案、取扱いの見直しの審議を行う前及び審

議を行った後の対照表のイメージ案並びに移管しない部分を示す資料のイメージ

案を示すものである。 

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。
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移管に関する全体イメージの案 

（日本公認会計士協会の実務指針）  （企業会計基準委員会の適用指針案） 

個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針 

Ⅰ 個別財務諸表における税効果会計に関する実務

指針 

はじめに（1～1-5） 

税効果会計の意義（2～3） 

一時差異等（4～14） 

一時差異等に係る税効果の認識と会計処理 

（15～27） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の表示等 

（28～31） 

適用等（32～32-6） 

 

連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針 

Ⅰ 連結財務諸表における税効果会計に関する実務

指針 

はじめに（1～1-5） 

連結財務諸表における税効果会計の意義（2） 

連結財務諸表固有の一時差異（3～11） 

一時差異の会計処理（12～41） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の表示等 

（42～44） 

適用等（45～45-7） 

 

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 

１．はじめに 

２．繰延税金資産の回収可能性に関する監査上の 

基本的考え方 

３．繰延税金資産の回収可能性の判断に関する手順 

４．スケジューリングが不能な一時差異に係る 

繰延税金資産の回収可能性に関する判断指針 

５．将来年度の課税所得の見積額による繰延税金 

資産の回収可能性の判断指針 

６．タックスプランニングの実現可能性に関する 

判断指針 

７．重要性の乏しい連結子会社等における繰延税 

金資産の回収可能性の判断指針 

８．経営者確認書の入手 

９．適用時期 

 

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 

Ⅰ その他有価証券の評価差額 

Ⅱ 固定資産の減損損失 

Ⅲ 適 用 

  

 

 

 

 

 

 

税効果会計に係る会計基準の適用指針（案）（仮称）

目 的 

適用指針 

Ⅰ．範 囲 

Ⅱ．用語の定義 

Ⅲ．会計処理 

１．税効果会計の意義 

２．一時差異等 

（１）個別財務諸表における一時差異等 

（２）連結財務諸表固有の一時差異 

３．一時差異等に係る税効果の認識と会計処理 

（１）個別財務諸表における一時差異等に係る税

効果の認識と会計処理 

（２）連結財務諸表固有の一時差異の会計処理 

Ⅳ．開 示 

１．表 示 

（１）個別財務諸表における表示 

（２）連結財務諸表における表示 

２．注記事項 

（１）個別財務諸表における注記事項 

（２）連結財務諸表における注記事項 

Ⅴ．適用時期等 

Ⅵ．議 決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注1） 「税効果会計に関するＱ＆Ａ」の内容

は、適宜適切な箇所に規定することを想

定している。 
（注2） 見やすさのため、上向きの矢印を点線

で表示している。 

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。
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（日本公認会計士協会の実務指針）  （企業会計基準委員会の適用指針案） 

個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針 

Ⅱ 結論の背景 

税効果会計の方法（33～33-2） 

一時差異と繰延税金資産又は繰延税金負債及び

税金費用との関係（34） 

組織再編に伴い受け取った子会社株式等に係る

税効果の取扱い（34-2） 

修正申告及び更正決定等の取扱い（35） 

税効果会計の対象となる税金及び適用する税率

（36～37） 

積立金方式による諸準備金等の取扱い（38～39）

繰延税金資産の回収可能性と控除額（40～42） 

繰越外国税額控除の税効果（43～44） 

表示方法（45） 

税務申告上の取扱（46） 

 

連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針 

Ⅱ 結論の背景 

未実現損益（46～49） 

債権債務の相殺消去に関連する項目（50～51） 

子会社株式の取得に伴い発生したのれん又は負

ののれん（52） 

子会社への投資に係る一時差異（53～57-4） 

投資時における子会社の利益留保額（58～59） 

 

 税効果会計に係る会計基準の適用指針（案）（仮称）

結論の背景 

Ⅰ．検討の経緯 

Ⅱ．会計処理 

１．税効果会計の意義 

２．一時差異等に係る税効果の認識と会計処理 

（１）個別財務諸表における一時差異等に係る税

効果の認識と会計処理 

（２）連結財務諸表固有の一時差異の会計処理 

Ⅲ．開 示 

１．表 示 

Ⅳ．適用時期等 

 

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
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（日本公認会計士協会の実務指針）  （企業会計基準委員会の適用指針案） 

中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指

針 

Ⅰ 中間財務諸表等における税効果会計に関する実

務指針 

はじめに（1～1-3） 

中間財務諸表における法人税等の会計処理 

原則法（2～7） 

簡便法（8～12） 

中間連結財務諸表における法人税等の会計処理 

（13～13-2） 

中間財務諸表等における簡便法による場合の表

示方法（14） 

適 用（15～15-3） 

 

 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）（仮称） 

目 的 

適用指針 

範 囲 

用語の定義 

会計処理 

中間財務諸表における法人税等の会計処理 

原則法 

簡便法 

中間連結財務諸表における法人税等の会計処理 

開 示 

表 示 

注記事項 

適用時期等 

議 決 

Ⅱ 結論の背景 

中間財務諸表における法人税等の会計処理 

（16～21） 

中間連結財務諸表における法人税等の会計処理 

（21-2） 

中間財務諸表等における簡便法による場合の表

示方法（22） 

 結論の背景 

経 緯 

会計処理 

中間財務諸表における法人税等の会計処理 

中間連結財務諸表における法人税等の会計処理 

開 示 

表 示 

適用時期等 

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 

１．はじめに 

２．諸税金に関する会計処理及び表示 

(1) 法人税、住民税及び事業税 

(2) 利益に関連する金額を課税標準とする事業

税以外の事業税 

(3) 事業所税 

(4) 特別土地保有税 

３．適 用 

 「法人税、住民税及び事業税」等の会計処理に関す

る適用指針（案）（仮称） 

目 的 

適用指針 

範囲 

用語の定義 

会計処理 

追徴税額（利子税を除く加算税等を含む。）及び

還付税額の会計処理 

開 示 

表 示 

法人税、住民税及び事業税 

利益に関連する金額を課税標準とする事業税

以外の事業税 

事業所税 

特別土地保有税 

適用時期 

議決 

 

結論の背景 

経 緯 

（注3） 「税効果会計に関するＱ＆Ａ」の内容

は、適宜適切な箇所に規定することを想

定している。 

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
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取扱いの見直しの審議を行う前の対照表のイメージ案 

（日本公認会計士協会の実務指針） （審議前の適用指針案） 

  企業会計基準適用指針公開草案第●号 

税効果会計に係る会計基準の適用指

針（案）（仮称） 
平成●年●月●日 

企業会計基準委員会 

 

  
Ⅲ．会計処理 

１．税効果会計の意義 

個別税効

果実務指

針第２項

税効果会計の意義 

（税効果会計の仕組み） 

２．法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金（以

下「法人税等」という。）は、会計上、課税所得の源泉となる取引

又は事象が発生した期に認識すべき費用である（以下、費用とし

て認識した法人税等を「税金費用」という。）。税効果会計が適用

されない場合には、当期の法人税等として納付すべき額（申告納

付税額及び更正等に基づく追徴税額又は還付税額）が費用として

計上され、会計上の利益と課税所得との間に差異があるときは、

その差異の税額への影響が財務諸表に反映されない。これに対し

税効果会計の意義 

（税効果会計の仕組み） 

Ⅹ．法人税等は、会計上、課税所得の源泉となる取引又は事象が

発生した期に認識すべき費用である。税効果会計が適用されない

場合には、当期の法人税等として納付すべき額（申告納付税額及

び更正等に基づく追徴税額又は還付税額）が費用として計上され、

会計上の利益と課税所得との間に差異があるときは、その差異の

税額への影響が財務諸表に反映されない。これに対して、税効果

会計が適用された場合には、当期の法人税等として納付すべき額

及び法人税等調整額が損益計算書に計上されることになる。 

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
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（日本公認会計士協会の実務指針） （審議前の適用指針案） 

て、税効果会計が適用された場合には、当期の法人税等として納

付すべき額及び法人税等調整額が損益計算書に計上されることに

なる。 

 

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
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取扱いの見直しの審議を行った後の対照表のイメージ案 

（審議前の適用指針案） （審議後の適用指針案） 

企業会計基準適用指針公開草案第●号 

税効果会計に係る会計基準の適用指針

（案）（仮称） 
平成●年●月●日

企業会計基準委員会

 

企業会計基準適用指針公開草案第●号 

税効果会計に係る会計基準の適用指針

（案）（仮称） 
平成●年●月●日 

企業会計基準委員会 

 

Ⅲ．会計処理 

１．税効果会計の意義 

Ⅲ．会計処理 

１．税効果会計の意義 

税効果会計の意義 

（税効果会計の仕組み） 

Ⅹ．法人税等は、会計上、課税所得の源泉となる取引又は事象が発生し

た期に認識すべき費用である。税効果会計が適用されない場合には、当

期の法人税等として納付すべき額（申告納付税額及び更正等に基づく追

徴税額又は還付税額）が費用として計上され、会計上の利益と課税所得

との間に差異があるときは、その差異の税額への影響が財務諸表に反映

されない。これに対して、税効果会計が適用された場合には、当期の法

人税等として納付すべき額及び法人税等調整額が損益計算書に計上さ

れることになる。 

税効果会計の意義 

（税効果会計の仕組み） 

Ⅹ．法人税等は、会計上、課税所得の源泉となる取引又は事象が発生し

た期に認識すべき費用である。税効果会計が適用されない場合には、当

期の法人税等として納付すべき額（申告納付税額及び更正等に基づく追

徴税額又は還付税額）が費用として計上され、会計上の利益と課税所得

との間に差異があるときは、その差異の税額への影響が財務諸表に反映

されない。これに対して、税効果会計が適用された場合には、当期の法

人税等として納付すべき額及び法人税等調整額が損益計算書に計上さ

れることになる。 

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。
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企業会計基準委員会の適用指針に移管しない部分を示す資料のイメージ案 

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 

 
                              平成11年11月9日                    

日本公認会計士協会  
１．はじめに 

我が国における税効果会計は、平成10年10月30日付けで公表された企業会計審議会

の意見書及びこれに伴って改正された財務諸表等規則等並びに日本公認会計士協会

（以下「当協会」という。）が公表した実務指針等を受けて、平成11年４月１日以後

開始する事業年度から、全面的に適用されることとなるとともに、平成11年４月１日

以後に提出された有価証券報告書等に記載された財務諸表等及び平成11年１月１日

以後到来した決算期に関する計算書類から、既に一部早期適用が実施されている状況

にある。しかしながら、｢資産負債法｣を前提とした税効果会計は、我が国においては

初めて導入された会計制度であるため、実務上での適用に当たり、当協会にも多くの

質問が寄せられている。その中でも、繰延税金資産の回収可能性に対する考え方や実

務上の判断についての質問が特に多く見受けられる。 

そこで、本報告は、平成11年４月１日以後開始する事業年度における税効果会計の

全面適用に当たり、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、監査上留意すべき事

項を実務指針として取りまとめたものである。 

 

２．繰延税金資産の回収可能性に関する監査上の基本的考え方 

現在の我が国の法人税制の下では、税効果会計を適用した場合、一般的には将来加

算一時差異が認識されるケースよりも、将来減算一時差異が認識されるケースの方が

多い。この将来減算一時差異について繰延税金資産を計上できるか否かの検討に当た

っては、当該資産が将来の税金負担額を軽減する効果を有するか否かについての判断

が極めて重要となる。これは、税務上の繰越欠損金等について繰延税金資産を計上す

る場合も同様である。この判断を適切に行うためには、将来の課税所得の十分性やタ

ックスプランニングの存在等について、監査上慎重な検討が必要であるが、これらは

いずれも将来事象の予測や見積りに依存することとなるため、その客観性を判断する

ことが困難な場合が多い。また、繰延税金資産については、商法上配当制限の定めが

ないため、その回収可能性を十分に検討する必要がある。 

以上の状況から、監査人は、繰延税金資産については、一般的に監査上の危険性が

高いことを十分に認識しておかなければならない。したがって、将来減算一時差異又

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。



 
 

審議事項(5)-3

DT 2013-6
 

9 
 

は税務上の繰越欠損金等が、将来の税金負担額を軽減する効果を有していると見込ま

れる場合にのみ監査上繰延税金資産の回収可能性があると判断することができ、それ

以外の場合には、繰延税金資産の回収可能性があると判断することはできないことに

留意する必要がある。また、過年度に計上した繰延税金資産についても、その回収可

能性を毎期見直し、将来の税金負担額を軽減する効果を有していると見込まれなくな

った場合には、過大となった金額を適時に取り崩すことに留意する必要がある。 

 
３．繰延税金資産の回収可能性の判断に関する手順 

繰延税金資産の回収可能性の判断要件については、当協会の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「実務指針」とい

う。）の第21項に示されており、そこでは、収益力に基づく課税所得の十分性、タッ

クスプランニングの存在及び将来加算一時差異の十分性により繰延税金資産の回収

可能性を判断することとされている。その判断要件の具体的適用手順については、次

のとおりとなる。 

① 期末における将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリングを実施

する。 

② 期末における将来加算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリングを実施

する。 

③ 将来減算一時差異の解消見込額と将来加算一時差異の解消見込額とを、各解消見

込年度ごとに相殺する。 

④ ③で相殺し切れなかった将来減算一時差異の解消見込額については、その金額を

解消見込年度を基に、その税務上認められる欠損金の繰戻及び繰越期間（以下｢繰

戻・繰越期間｣という。）内の将来加算一時差異（③で相殺後）の解消見込額と相殺

する。 

⑤ 以上の手順によっても残る将来減算一時差異の解消見込額については、その金額

を将来年度の課税所得の見積額（タックスプランニングによる課税所得の発生見込

額を含む。）と、解消見込年度ごとに相殺する。 

⑥ ⑤で相殺し切れなかった将来減算一時差異の解消見込額については、その金額を

解消見込年度を基に、その繰戻・繰越期間内の課税所得の見積額（⑤で相殺後）と

相殺する。 

⑦ 以上①から⑥の手続の結果、相殺し切れなかった将来減算一時差異に係る繰延税

金資産については、その回収可能性がないと判断され、繰延税金資産から控除され

ることとなる。 

我が国においては、将来加算一時差異の金額が将来減算一時差異の金額を下回るケ

ースが多いことが見込まれるため、繰延税金資産の回収可能性を判断する上では、前

述⑤及び⑥における課税所得の見積額の妥当性の判断が重要となる。 
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８．経営者確認書の入手 

将来年度の課税所得の見積額の合理性、タックスプランニングの実現可能性及び一

時差異等のスケジューリングの合理性について、監査人が必要と認めた場合には、経

営者による確認書に記載を求めるものとする。 

 

９．適用時期 
本報告は、平成12年３月31日以後終了する連結会計年度、事業年度、中間連結会計

期間及び中間会計期間に関する監査から適用する。 

 
 

以 上 
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