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 日本国公認会計士 金澤 厚  
 

 
 

第59回 タイ国 ビジネス事例 アトランダム ㊹ IFRS ⑤ 
 

 

 

IFRSについてご紹介しています。 

今回は、IFRS と税務との関係についてご紹介します。 

 

（会計基準の国際化と税務） 

会計基準が国際化するに伴い、連結財務諸表に IFRS が任意適用されるようになり、日本の会計に 

潜在的にあった問題が顕在化してきたり、個別会計基準の中にも IFRS とのコンバージェンスが進み、 

日本では、法人税の課税所得計算について確定決算主義の見直しが議論されるようになりました。 

 

（確定決算主義とは？） 

日本の特徴的な制度である「確定決算主義」とは、どういうことでしょうか。これは、税務申告に際して、

確定した決算に基づいて一定の事項を記載した申告書を提出し（法人税法第 74 条 1 項）、企業会計に

基づく決算を基礎として法人税の課税所得計算を行うことを意味しています。「税務は会計に依拠してい

る」とも言えます。「確定決算」とは、株主総会の承認を得たという意味で、法的に確定したということです。 

この関係を図示すると以下のようになります。 

 
企業利益を算出する「収益の額」と「原価・費用・損失の額」に対して、それぞれ法人税法等で規定する

「別段の調整」を施し、「益金の額」、「損金の額」を算出し、法人税法上の「課税所得」を算出します。 

日本の確定決算主義には非常に長い歴史があるようです。形式的に法人税法の規定に確定決算  

主義が明文化されたのは昭和 22 年ですが、実質的な意味でこの考え方が採用されたのは明治 32 年の

法人課税の開始の時まで遡るとも言われています。 

 

（確定決算主義のメリット） 

長い歴史をもつ確定決算主義ですが、それは以下のようなメリットがあるからと言えます。 

① 課税所得計算の簡便化。必要最小限の調整だけで課税所得を算定することが出来ます。 

② 申告の正当性の確保。確定した決算を根拠にすることは極めて客観的といえます。 

③ 税制の簡素化。企業会計の基準に詳細な規定を設けて、税法の規定は簡素化が可能となります。                                                                                       

 

株主総会の承認等 

企業利益 ＝ 収益の額 － 

課税所得 ＝ 益金の額 － 損金の額 

原価・費用・損失の額 

一般に公正妥当と認められる会計処理の基準 

別段の定めによる調整 
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（確定決算主義と損金経理要件） 

法人税の課税所得を計算するときに、一定の費用・損失については、法人がその「確定した決算」にお

いて費用又は損失として経理すること（以降「損金経理」）を要件として損金の額に算入することが規定さ

れています。売上や仕入のような客観的、対外的取引はその事実に基づいて所得金額の計算が行われ

ます。これに対して、減価償却や資産の評価損のような内部取引や選択可能な費用や損失については

法人の意思を確認する手段として損金経理要件が課されています。 

損金経理要件により、課税の安定性・公平性が図られる、税収の安定性が図られる、税務執行上画一

的に規制することが出来るようになるなど多くの根拠が言われています。 

事実、確定決算主義と損金経理要件が一体となって、日本の課税制度を支えて来たといってもいいか

もしれません。 

（損金経理要件の問題点） 

しかし、IFRS とのコンバージェンスが進むなか、IFRS が求める「適正な財務諸表」による「企業利益」と、

日本の法人税法が求める「課税所得」との間の溝が大きくなり、時に法人税法の規定が財務諸表の適正

性を阻害するという、「逆基準性」の問題が発生しています。これは、税務メリットを追求することが IFRSの

適正な財務諸表にはつながらないことを意味します。固定資産の耐用年数を経済的耐用年数（例えば

20年）によるのか、法人税法上の法定耐用年数（例えば 10年）によるのかという選択の問題です。 

 

（財務会計と税務調整の関係－他国の状況） 

さて、日本や他の国では、財務会計と税務調整について、どういった関係にあるのでしょうか。 

【財務会計と課税所得計算】

日本 ドイツ 米国 タイ

財務会計 会社法・金商法 商法会計中心 証券取引法中心 会計法

税務調整

税務申告書

課税所得に利用する数値 独自に算定 独自に算定

確定決算方式 分離方式

会計の当期純利益に加減算する 会計と課税所得は別に計算

会計数値から算出

 
日本やドイツのように確定決算方式で、かつ、損金経理要件が明確に規定されているグループと、  

法人税と会計が分離している米国（損金経理要件はあるが極めて限定的）やタイ（損金経理要件は求め

られていない）というグループに区分できます。米国の場合、財務会計と税務が分離しており、コンバー 

ジェンスが税法に与える影響は限られると考えられています。 

 

（今後の方向） 

日本の中小企業にとっては帳簿作成、決算、申告に大きな労力を割くことが難しく、確定決算主義の 

メリットは非常に大きいといえます。その一方で IFRS を適用するような上場企業の財務諸表は将来指向

的な数値（例えば、将来キャッシュフローの予測値など）を得ることを最大の目的としています。課税の 

公平、見積り要素の排除という法人税法の理念とは基本的に相容れない関係にあるといえます。 

従って、日本では上場企業向けの会計と法人税法との乖離が進み、会計基準の二極化が進むのでは

ないでしょうか。対象を上場企業等に限定した損金経理要件の見直しの議論が進むことを期待する声も

あります。 

 

 

CREATIVE Management Consulting Co., Ltd. 
 

立ち上げ、会計、税務から各種調査・相談まで、タイに進出する現地法人の業務を強力に支援いたします。 
 

1.会社立ち上げ、2.開業後の管理支援、3.記帳、4.申告書作成支援・チェック 

【連絡先】日本国公認会計士 金澤 厚 

Mobile:+66 8 4708 2408 E-mail: kanazawa@cmcs.co.th 
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 日本国公認会計士 金澤 厚  
 

 
 

第60回 タイ国 ビジネス事例 アトランダム ㊺ IFRS ⑥ 
 

 

 

IFRSについてご紹介しています。 

今回も引き続き IFRS と税務との関係についてご紹介します。今回は、移転価格税制、税効果会計そ

の他税務に対する影響についてご紹介します。 

 

（移転価格税制） 

そもそも「移転価格」とは、企業間の「取引価格」のことを意味します。多国籍企業であれば、親子間や

グループの企業間で取引価格を調整することにより、グループ内の企業の利益を調整することを簡単に

行うことが出来ます。これによって、税率が低い国で利益を計上し、意図的にグループ全体で納税額を減

らすように調整することも可能となります。 

これに対して、税務当局からすれば、取引価格（＝移転価格）操作による所得移転を防止する必要が

あります。そこで、所得移転をした企業に対して、税務当局が独立企業間で行われた取引価格（独立  

企業価格）で取引したとみなして課税することが出来るように設けられた制度が、「移転価格税制」です。 

適正な価格との差額に対して追徴課税する制度ともいえます。 

この「独立企業間価格」の算定方法については、①独立価格比准法、②再販売価格基準法、③原価

基準法、その他として、④上記の基準３法に準ずる方法や利益分割法、ないし取引単位営業利益法等で

算定する方法が認められています。 

 

（IFRS導入と移転価格税制） 

例えば、上記④の利益分割法では、外国の関連企業の取引に係る利益を合計し、支出した費用の額、

使用した固定資産の額、その他利益の獲得に貢献した程度を推測するにたる要因に応じて配分し、独立

企業間価格を決めます。この場合、親会社の製品グループごとの損益情報（＝セグメント情報）が必要と

なり、同時に関連企業の財務諸表に関して製品グループごとの損益情報も必要となります。ここで、関連

企業の財務諸表が IFRS ベースで作成されているのか、セグメント情報が同じ基準で作成されているのか

によって、独立企業間価格が異なってくることが想定されます。 

また、取引単位営業利益率法では、当該製品に係る売上高営業利益率、総原価に対するマークアッ

プ率等を比較対象の製品と比較して移転価格の適正値を算定します。この方法においても、IFRS 導入

に伴って売上高営業利益率が変化すること、原価計算上構成要素の算定方法に変化が生じ原価率に変

化が生じることが想定されます。 

このように IFRS 導入によって利益計算に生じる変化が、長期的に移転価格税制の取り扱いに影響を

及ぼすことが考えられます。 

 

（税効果会計の適用） 

IFRS における税効果会計については、財政状態計算書の資産または負債の帳簿価額と税務基準額

の差異として一時差異及び税効果を認識する資産負債アプローチを採用しています。更に、IFRS にお

いては、連結財務諸表作成時におけるグループ内取引の未実現利益の消去に、繰延法ではなく、資産

負債アプローチを適用することがあります。 
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（繰延税金資産の回収可能性） 

繰延税金資産の回収可能性については、それが将来解消されるに足る十分な課税所得が発生する可

能性がある範囲において認識する必要があります。日本基準においては、一時差異解消時期のスケジュ

ーリング、過去の業績などをベースにして会社区分を行い、詳細な判断方法が定められているのに比較

すると、IFRSでは詳細な取り扱いの規定はありません。回収可能性を判断する指針は以下の通りです。 

 

・同一の税務当局、同一の納税主体において十分な繰延税金負債があり、それが繰延税金資産が解

消すると予測される期と同じ期、または税務上の欠損金が繰戻しまたは繰越が可能な期に解消すると予

測される範囲で繰延税金資産を計上すること 

・同一の税務当局、同一の納税主体において繰延税金資産が解消すると予測される期または税務上

の欠損金が繰戻し又は繰越される期に十分な課税所得が存在することが予測される範囲で繰延税金資

産を計上すること 

・実行可能なタックスプランニングの範囲で繰延税金資産を計上すること 

・企業が損失を計上している場合、十分な将来加算一時差異の範囲内、若しくは税務上の繰越欠損

金の対象となる十分な課税所得が見込まれる範囲内でのみ税務上の繰越欠損金に関する繰延税金資

産を計上すること 

・繰延税金資産の計上額は毎期末回収可能性を見直し再検討を行うこと 

 

（税務上の偶発事象） 

税務上の偶発債務・偶発資産について、IFRSでは引当金・偶発負債及び偶発資産の取り扱いに準じ

て以下の要件を満たす場合に引当て計上すべきと規定されています。 

・企業が過去の事象の結果として潜在的な債務を有していること 

・当該債務を解消するために、資源の流出が生じる可能性が高いこと 

・当該債務の金額について信頼できる見積りが可能であること 

 

（税務データの収集体制の構築） 

IFRS ベースで連結財務諸表を作成する場合、個別財務諸表の修正仕訳や連結修正仕訳が税効果

会計の対象項目となります。このため、このような修正仕訳に関連する項目を確実に抽出できる体制を構

築する必要があります。しかし、これらの項目は広範囲になることが予想されることから、タイムリーに漏れ

なく収集できるかがポイントになります。また、実効税率の差異分析もタイムリーに行う必要があります。 

 

（税務マニュアルの改正、教育体制） 

IFRS 導入を進めるうえで、税務関連のマニュアルも修正する必要があります。例えば、個別財務諸表

から IFRS を適用する場合には、IFRS ベースの基準と税務基準との差異を申告調整する必要があり、 

漏れが生じないよう大幅なマニュアルの改正が必要となるでしょう。 

また、このように会計と税務の不一致が拡大することが見込まれることから、税務チームに対する教育

は重要性を増すでしょう。税務チームは、税務基準と IFRS との差異を的確に認識し、当該差異について

税務上的確に調整することが求められます。このため、税務基準と IFRS を十分に理解することが求めら

れ、組織として対応できるように、十分な研修を実施し、税務チームの能力向上を図り、漏れが生じないよ

うマニュアルを完備することなどが必要です。 

 

 
CREATIVE Management Consulting Co., Ltd. 

 

立ち上げ、会計、税務から各種調査・相談まで、タイに進出する現地法人の業務を強力に支援いたします。 
 

1.会社立ち上げ、2.開業後の管理支援、3.記帳、4.申告書作成支援・チェック 

【連絡先】日本国公認会計士 金澤 厚 

Mobile:+66 8 4708 2408 E-mail: kanazawa@cmcs.co.th 
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 日本国公認会計士 金澤 厚  
 

 
 

第61回 タイ国 ビジネス事例 アトランダム ㊻ IFRS ⑦ 
 

 

 

IFRSについてご紹介しています。 

今回は IFRS と業務プロセスの変更についてご紹介します。 

 

（ＩＦＲＳ導入の影響） 

ＩＦＲＳを導入することは、全社的な業務プロセスの改革を伴う全社プロジェクトのひとつだという言い方

がされることがあります。それは、単に会計基準の変更ということに留まらず、会計基準の変更が及ぼす 

影響の範囲が極めて広いことを意味しています。つまり、業績や財政状態、そして税務への影響ばかりで

なく、業務プロセスや IT システムへの影響などの他、管理会計制度や業績評価制度の変更も伴うことが

あるということです。今回は、業務プロセスへの影響を考えてみましょう。ここで、業務プロセスとは会社の

業務の流れ、業務フローと同義と考えていいでしょう。 

 

（業務プロセス） 

現在採用している会計方針と IFRS に差異がある場合、IFRS の導入に伴い業務プロセスの変更が  

必要になることがあります。まず業務プロセスを以下のように区分してみましょう。 

① 決算・財務報告プロセス⇒更に、a）単体決算プロセス、b）連結決算プロセス、c）開示財務諸表の

作成プロセスと区分できます。 

② その他の業務プロセス⇒製造業のケースでは、購買、製造、固定資産管理、販売といった業務 

プロセスがあるでしょう。 

更に、こういった業務プロセスの変更に対応する主管部署により分類すると以下のようになります。 

ア） 主に経理部門だけの対応で済む業務 

従業員給付、金融商品など新たな計算作業の追加や計算方法の変更で対応できるものが想定さ

れます。 

イ） 主に現業部門の対応が必要な業務 

収益の認識基準について、出荷基準から検収基準に変更しなければならない場合でいうと、出荷

伝票ではなく、検収書を確実に回収して販売システムに売上データとして入力を行うといった業務

プロセスを変更する場合があります。 

ウ） 現業部門と経理部門の双方の対応が必要な業務 

固定資産の減価償却、研究開発などについては、経理部門が現場から必要な情報を収集したうえ

で会計処理を判断する必要があります。 

 

（業務プロセスの変更に当たっての留意事項） 

実際に業務プロセスを変更するとなると相応のコストが発生します。例えば、上記のイ）やウ）の現業部

門の対応が必要な場合、IT システムの変更が必要になったとか、変更後の業務の定着に非常に時間を

要したということも起こり得ます。このため変更するかどうかも含め以下の手順で検討することが望ましいで

しょう。 

① 影響が及ぶ範囲を詳細に把握すること。販売プロセスであれば、契約の種類の洗い出しを行い、

所有権移転の規定に関して実質的な拘束力の有無、輸送中の事故の実績、付保状況などを確認
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し、IFRS上、売上認識時点の変更が必要となる可能性がある取引形態を抽出します。 

 

② 業務プロセスを変更せずに対応可能かどうかも含め検討します。経理部門による対応だけで済ま

せることが出来るのであれば、IFRS 導入による影響は最小限で済ませることが出来るでしょう。   

例えば、以下のような例もあります。 

1） 期中は従来通り出荷基準、月次・四半期決算時に取引先の検収データを入手し、差異を調整

する方法。業務プロセスを変更する必要がありませんが、一方で、検収データをタイムリーに 

入手できるかどうかは取引先の協力度合いに依存してしまいます。 

2） 販売契約そのものを見直す方法。これは、出荷時点で収益認識が可能となるよう契約内容を

変更する方法です。つまり、出荷時点で、所有権や商品の破損滅失リスクを移転するような 

契約内容に変更するのです。業務プロセスの変更は要しませんが、取引先に不利となるような

場合には実現は難しいでしょう。 

3） 検収情報を入手して対応する方法。月次や四半期の決算ごとに検収情報を入手し、その情報

に基づき対応を行います。現場担当者間で認識のズレがない点がメリットですが、取引量が 

多い場合には手作業でデータ入力が出来るのか、すべての取引先から検収情報を入手する

ことが出来るのかなど事前に検討が必要です。 

4） 合理的な見積により対応する方法。出荷から納入までの期間を過去の実績から見積り、「見積

り納入日」基準で売上を計上する方法です。業務プロセスを変更する必要がなく、導入コスト

が極めて低いです。しかし、「客観的な見積り方法」があるのかどうか、あったとしても監査人が

合意するかどうか不確実と言えます。 

 

③ 担当部署を決定します。これは、業務プロセスの変更が必要となる場合に新たに発生する業務の

主管部署を決めることです。例えば、固定資産の場合、定期的に残存価額、耐用年数、減価償却

方法が資産の実際の状況に合致しているかどうか確認を行う必要があります。現状の予測に重要

な変更があれば、会計上の見積りの変更として処理することが必要となります。減損処理に影響す

ることもあり、影響が極めて大きい場合もあります。すべての固定資産について経理部門が実施す

るのか、若しくは現場の固定資産管理部門に責任を負わせるのか決める必要があります。工場に

施設管理部門があるような場合にはそういった部署を担当とすることは可能でしょう。 

 

④ 入手することが必要な情報を特定して、入手方法、フォーマット作成を行います。具体的には必要

な事項を網羅したチェックリストを作成する方法があります。例えば、固定資産のように、税法の基準

と IFRS の基準が異なる場合には 2 系統の情報を収集する必要がありますので、留意が必要です。 

 

⑤ 全社的なコスト削減につながるかどうかという観点からの検討も望まれます。これは、IFRS の導入が

単に会計上の問題としてではなく、業務プロセスの在り方そのものを見直すことによって、プロセス

全体の効率性が向上するかどうかという観点から検討することです。例えば、収益認識上着荷基準

に変更が必要という場合、個別商品の識別に IC タグの導入につながり、これが商品事故が発生し

た場合の対応を迅速に行うことが可能となり、顧客の信頼性の向上に役立つことも考えられます。 

 

 

 
CREATIVE Management Consulting Co., Ltd. 

 

立ち上げ、会計、税務から各種調査・相談まで、タイに進出する現地法人の業務を強力に支援いたします。 
 

1.会社立ち上げ、2.開業後の管理支援、3.記帳、4.申告書作成支援・チェック 
 

【連絡先】日本国公認会計士 金澤 厚 

Mobile:+66 8 4708 2408 E-mail: kanazawa@cmcs.co.th 



MOTHER BRAIN MONTHLY REPORT                                       31 AUGUST  2017 

 

 

TG - 5 

 
テラスグループ各社のサービスのご案内、各社の地図、月報購読・Q&Aサービスのお申し込みはこちらから→ http://www.tellusgp.com 

 

 

 

 

 
 

 日本国公認会計士 金澤 厚  
 

 
 

第62回 タイ国 ビジネス事例 アトランダム ㊼ IFRS ⑧ 
 

 

 

IFRSについてご紹介しています。 

今回は IFRS と管理会計制度について、また包括利益など IFRSに特徴的な概念をご紹介します。 

 

（ＩＦＲＳ導入と管理会計制度検討の必要性） 

IFRS とは、International Financial Reporting Standards のことで、「国際財務報告基準」という名称で 

あることは以前触れた通りです。財務報告に関する基準であり、企業の管理会計について直接規定して

いるものではありません。 

また、IFRS の目的は、「現在及び潜在的な投資者、融資者その他債権者」が「財務報告に基づいて 

意思決定を行う際にもっとも有用となる可能性の高い情報」を提供することと言っています（概念フレーム

ワーク）。この目的に沿うべく、IFRS では開示すべき業績指標、業績指標の基礎となる貸借対照表（財政

状態計算書）、損益計算書（包括利益計算書）の様式、その構成要素の認識・測定の基準が詳細に決め

られています。 

これに対して企業の管理会計制度は各企業、そのグループ企業のマネジメントの目的に即して、構築、

運用されるべきものといえます。従って、IFRS 導入によりこれまでの業績評価の指標の中身がこれまでと

違ったものになることが想定されます。企業としては、マネジメント環境の変化と前向きに捕らえて、IFRS

導入に即した管理会計制度の構築を検討する必要があるといえるでしょう。 

 

（IFRS が KPI に与える影響）（KPI＝Key Performance Indicator） 

以下のような影響が考えられます。 

① 財政状態計算書重視：IFRS の特徴のひとつに「資産・負債アプローチ」があります。損益計算より

も公正価値測定による財政状態の計算を最大の目標としています。ROE(return of equity)、

ROA(return of asset)などを通じて、財政状態計算書項目を使用していましたが、IFRS 導入後は 

これまで以上にこういった項目が重視されることが想定されます。 

② 包括利益の導入：上記の財政状態重視の結果、包括利益の計算と表示が導入されました。但し、

包括利益概念の導入は、「企業活動の成果についての情報の全体的な有用性を高めることを  

目的とする」（「包括利益の表示に関する会計基準」、以下「会計基準」という）とされています。 

③ 段階利益に与える影響：IFRS による開示では、経常損益、特別損益項目が区分されなくなり、  

営業利益項目も必須の項目名ではなくなります。IFRS ベースの連結損益計算書の開示例では、

「収益合計」、「売上総利益」、「営業利益」、「継続事業からの税引前利益」、「継続事業からの  

当期利益」というケースがありました。企業としては、営業活動の成果を開示するという趣旨で、 

「営業利益」項目を設ける選択も可能です。 

 

（包括利益、クリーンサープラス、OCI、リサイクリング） 

IFRS に特徴的な概念として、包括利益、クリーンサープラス、OCI、リサイクリングがあります。これまで

の会計にはなかった概念です。 

① 包括利益(=Comprehensive Income)とは、「ある企業の特定期間の財務諸表において認識された 

純資産の変動額のうち、当該企業の純資産に対する持分所有者との直接的な取引によらない部分

をいう」とされています（「会計基準」から）。つまり、資本取引以外の純資産の変動額ということです。 
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更に、同「会計基準」には、「包括利益＝当期純利益±その他包括利益」という記載もあります。 

IFRS は、損益計算書について、「純損益及びその他の包括利益計算書」という名称を推奨してい

る通り、包括利益を算出することが最終の目的です。包括利益計算書は、「当期純利益にその他

の包括利益の内訳項目を加減して包括利益を表示する」ことを目的としています。 

 

② その他包括利益（=OCI, Other Comprehensive Income）とは、「包括利益のうち当期純利益に含ま

れない部分をいう」と上記「会計基準」には定義されています。その内訳として、 

(ア) その他有価証券評価差額金に関する組替調整 

(イ) 繰延ヘッジ損益に関する組替調整 

(ウ) 為替換算調整勘定に関する組替調整 

(エ) 持分法の適用における被投資会社のその他の包括利益に対する投資会社の持分相当額 

といった項目があります（税効果を控除した額で表示される）。 

 

③ クリーンサープラスとは、「ある期間における資本の増減（資本取引による増減を除く）が当該期間

の利益と等しくなる関係をいう」と定義されています（上記「会計基準」）。 

簡単にいえば、損益計算書の利益と貸借対照表の純資産変動額（増減資、配当を除く）が一致 

するという関係です。 

未実現利益の計上を禁止する取得原価主義会計のもとではこの関係は維持されていました。   

しかし、時価主義の進展によりこの関係が崩れる局面が増えて来ました。 

例えば、上記②(ｱ)のその他有価証券評価差額金を見てみましょう。金融商品会計において、その

他有価証券は時価評価することが求められています。時価評価により評価増しする場合で言いま

すと、この評価増し相当額は、事業の成果ではないという理由で、損益計算書には計上しません。

この結果、損益計算書を経由せず、直接、貸借対照表の純資産を増加させていました。 

これをやってしまうと、「クリーンサープラス」関係は崩れてしまいます。 

取得原価主義会計のもとで当たり前に維持されていた「クリーンサープラス」関係が、進歩したはず

の時価主義会計のもとで崩れてしまったということです。 

この点、IFRS は新しい利益概念を創出することで対応を図ろうとしました。資本取引以外の純資産

の変動額を新しい利益概念で捕らえようとしました。それが、「包括利益」です。 

これは、IFRS が公正価値測定という時価主義を追求した結果生まれたものと言ってもいいでしょう。 

では、なぜ「包括」利益といって、純利益と区別しているのでしょうか。純利益算出の過程は、棚卸

資産の会計処理、有形固定資産の減価償却など伝統的な取得原価主義会計を反映したものとい

えます。しかし、「包括」利益は、純利益に「その他包括利益」という調整項目を加減して算定すると

いう意味で、これまでの純利益と区別しています。 

 

④ リサイクリングとは、過去にその他包括利益として計上したものを、その後純利益として計上し、  

同額をその他包括利益から控除するという調整のことをいいます。先のその他有価証券の評価増

しの例では、当該有価証券を売却した時点で、時価変動額が純利益に計上されることから、その

他包括利益についてはマイナスの調整が必要となります。このように純利益と包括利益という異な

る利益概念の調整をリサイクリングと言っています。 
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