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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．日本公認会計士協会は、連結財務諸表に関する税効果会計の具体的方法について、国

際的な動向にも配慮して、平成10年５月12日に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（中間報告）」（以下「連結税効果実務指針」と

いう。）を取りまとめ公表したが、平成10年10月30日に「税効果会計に係る会計基準の

設定に関する意見書」（以下「税効果会計基準」という。）が企業会計審議会から公表さ

れたことにより、税効果会計が個別財務諸表にも適用されることとなったため、平成10

年12月22日に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「個別税効果実務指針」という。）を公表した。 

本報告は残されていた中間財務諸表及び中間連結財務諸表に係る税効果会計につい

て、「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」として取りまとめたもの

である。 

なお、本報告は、定義、用語等については、個別税効果実務指針を前提とし、その上

で、特に中間財務諸表及び中間連結財務諸表に固有の論点につき実務指針を示したもの

である。中間財務諸表等を作成する際には、連結税効果実務指針及び個別税効果実務指

針を併せて使用する必要がある。 

また、平成10年12月21日付けで「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則」（昭和52年８月30日大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という。）の一

部が改正されたが、本報告はその改正内容を反映したものである。 

1-2．本報告の平成19年の改正においては、企業会計基準委員会から平成19年３月に公表さ

れた企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（以

下「四半期会計適用指針」という。）で示された四半期連結財務諸表における未実現利

益の消去に係る税効果の取扱いとの整合性を図るとともに、会社法施行に伴う諸制度の

変更に対応するための見直しを行った。 

1-3．平成23年改正の本報告は、企業会計基準委員会から平成21年12月に公表された企業会

計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」及び企業会計基準適用

指針第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」に対応するた

めの改正を行った。 

1-4．平成28年改正の本報告は、企業会計基準委員会から平成27年12月に公表された企業会

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」（以下「回収可能

性適用指針」という。）及び平成28年３月に公表された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」（以下「税率適用指針」という。）に対応す

るための改正を行ったものである。 
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中間財務諸表における法人税等の会計処理 

原則法 

（原則法による税金費用の計算） 

２．中間財務諸表の作成上、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。また、費用として認識した法人税等を「税金費用」という。）

は、中間会計期間を一事業年度とみなして、中間会計期間を含む事業年度の法人税、住

民税及び事業税の計算に用いる税率に基づき、年度決算と同様に税効果会計を適用して

計算する（税効果会計基準二.二.５）。したがって、年度決算と同様の方法により税額

計算をして法人税、住民税及び事業税（以下「納付税額」という。）を算出するととも

に、当該計算により生じた将来減算一時差異に対しては繰延税金資産を、将来加算一時

差異に対しては繰延税金負債を計上し、両者の差額を期首と中間決算日で比較した増減

額を中間損益計算書上、法人税等調整額に計上することになる（「設例１」参照）。ただ

し、資産又は負債の評価替えにより生じた評価差額を直接純資産の部に計上する場合に

は、当該評価差額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債の金額を当該評価差額から控除

する。 

 

（税金費用の計算に用いる税率） 

３．繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率については、税率適用指針による

ものとする。この場合、税率適用指針の「決算日」については「中間決算日」に読み替

えるものとする。 

 

（税率が変更された場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の計上額の修正） 

４．税効果会計の計算に用いる税率が変更された場合には、当期首における繰延税金資産

及び繰延税金負債の金額を、中間決算日現在における改正後の税法規定に基づき、一時

差異の解消見込年度及び税務上の繰越欠損金の消滅見込年度に適用される税率を用い

て修正する。税率の変更が行われた結果生じた繰延税金資産及び繰延税金負債の修正差

額は、中間損益計算書上、税率変更日を含む中間会計期間の法人税等調整額に加減して

処理する（「設例６」参照）。 

ただし、資産又は負債の評価替えにより生じた評価差額を直接純資産の部に計上する

場合において、当該評価差額に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の金額を修正したと

きは、修正差額を評価差額に加減して処理するものとする。 

 

（事業年度において租税特別措置法上の諸準備金等について税務上加減算が見込まれる

場合の取扱い） 

５．圧縮積立金、特別償却準備金、その他租税特別措置法上の諸準備金（以下「諸準備金

等」という。）の積立ての原因となる会計事象が中間会計期間に生じ、年度決算に係る

剰余金の処分により税務上減算されることが確実なものは、中間決算において当該減算

見込額を考慮して、納付税額を算出する。当該計算により生じた将来加算一時差異に係

る税効果額を、中間貸借対照表上、繰延税金負債として計上するとともに、中間損益計

算書上、法人税等調整額として処理する（「設例２」参照）。 



- 3 - 

同様に、諸準備金等の取崩しにより事業年度において税務上加算される場合には、当

該取崩額を中間決算における税額計算において考慮する。 

なお、中間決算で諸準備金等の積立て又は取崩処理を行わず、諸準備金等を積立て又

は取り崩したものとみなして中間会計期間に係る税金費用を計算している場合には、そ

の旨を注記するものとする。 

 

（前期末に税務上の繰越欠損金がある場合の取扱い） 

６．前期末に税務上の繰越欠損金がある場合には、当該繰越欠損金を上期と下期の課税所

得に平均的に充当するのではなく、上期の課税所得から優先的に充当して納付税額及び

法人税等調整額の計算を行うこととする（「設例３」参照）。 

 

（中間決算における繰延税金資産の計上額） 

７．将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、回収可能性適用指

針第６項に従って検討した結果、当該将来減算一時差異（複数の将来減算一時差異が存

在する場合には、それらの合計）及び税務上の繰越欠損金の一部につき繰延税金資産が

回収されると見込まれる場合に、当該回収見込額を計上する。したがって、例えば、中

間会計期間において税務上の繰越欠損金に対して見積もられる繰延税金資産の計上額

が、事業年度末において予想される税務上の繰越欠損金に対して見積もられる繰延税金

資産の計上額より多額であったとしても、当中間会計期間後において税務上の繰越欠損

金の課税所得への充当が合理的に見込まれるのであれば繰延税金資産を計上すること

になる。 

  

簡便法 

（簡便法による税金費用の計算） 

８．中間会計期間に係る税金費用については、第２項の方法に代えて、中間会計期間を含

む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積

もり、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によることができる

（税効果会計基準二.二.５ただし書）。 

なお、当期首における繰延税金資産及び繰延税金負債については、第７項による繰延

税金資産の回収見込額を中間決算日時点で見直した上で、中間貸借対照表上に計上する

ことになる。 

 

（見積実効税率の算定方法） 

９．簡便法において用いられる見積実効税率は、原則として、以下のように予想年間税金

費用（予想年間税引前当期純利益の額と予想年間課税所得の額との差異のうち、一時差

異等に該当しない差異（個別税効果実務指針第14項参照）に係る税金費用を含む。）を

予想年間税引前当期純利益で除して算定した税率による（「設例１」参照）。この場合、

当期首において繰延税金資産を計上していなかった重要な一時差異等がある場合（例え

ば、税務上の繰越欠損金があり、それに対する繰延税金資産を当期首において計上して

いなかった場合）で当期又は将来に繰延税金資産が回収可能となったときには、当該見
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積実効税率の算定に当たり、繰延税金資産として計上していなかった税金の回収見込額

を下記の算式の分子の額から控除するものとする（「設例３」参照）。 

 

見積実効税率 ＝ 
予想年間税金費用（注） 

予想年間税引前当期純利益 

（注）予想年間税金費用 

＝(予想年間税引前当期純利益±一時差異等に該当しない差異)×法定実効税率 

 

（税率が変更された場合の取扱い） 

10．税効果会計の計算に用いる税率が中間会計期間中に変更された場合、見積実効税率は

第９項の（注）に示した算式に代えて、予想年間納付税額（法人税、住民税及び事業税

の年間予想税額）と予想年間法人税等調整額との合計額を使用して算出する。したがっ

て、中間会計期間における税率変更から生じる法人税等調整額への影響額を合理的に見

積もる必要がある（「設例６」参照）。 

なお、当期首の繰延税金資産及び繰延税金負債の大部分がそのまま当期末の繰延税金

資産及び繰延税金負債を構成するような場合において、まず税金費用を第９項の見積実

効税率を使用して計算し、次に当期首の繰延税金資産及び繰延税金負債を変更後の税率

により修正し、その修正額を当該税金費用に加減して処理したときはこれを認めること

とする。 

 

（見積実効税率が使用できない場合） 

11．簡便法を適用する場合であっても、以下の例示のように第９項の見積実効税率を用い

て中間会計期間に係る税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、

見積実効税率ではなく第12項の法定実効税率を使用する方法によるものとする（法定実

効税率の定義については、税率適用指針第３項(4)を参照のこと。）。 

(1) 予想年間税引前当期純利益がゼロ又は損失となる場合 

(2) 予想年間税金費用がゼロ又はマイナスとなる場合 

(3) 上期と下期の損益が相殺されるため、一時差異等に該当しない差異に係る税金費用

の影響が予想年間税引前当期純利益に対して著しく重要となる場合 

 

（法定実効税率を使用する方法） 

12．第11項により、見積実効税率が使用できない場合は、具体的には以下のとおりとする。 

(1) 上期が利益の場合 

税引前中間純利益に法定実効税率（中間会計期間を含む事業年度における納付税額

の算出基礎となる税率をいう。この項において以下同じ。）を乗じて税金費用を計算す

る。ただし、一時差異等に該当しない差異が重要な場合には、その金額を税引前中間

純利益に加減した上で法定実効税率を乗じるものとする（「設例４」参照）。 

(2) 上期が損失の場合 

税引前中間純損失に法定実効税率を乗じて税金費用を計算する。ただし、一時差異
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等に該当しない差異が重要な場合には、その金額を税引前中間純損失に加減した上で

法定実効税率を乗じるものとする（「設例５」参照）。 

税引前中間純損失に法定実効税率を乗じて計算した税金費用に対応する中間貸借対

照表上の資産の額は、第７項に従い、当期首における繰延税金資産の額とともに繰延

税金資産の回収見込額を計上する。 

本項の適用に当たり、中間会計期間中に適用税率が変更された場合には、当該中間会

計期間を含む事業年度の末日に存在すると見込まれる一時差異及び税務上の繰越欠損

金額を見積もり、税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正差額を上期及び

下期に合理的な方法により配分し、上期に配分した修正差額を中間会計期間における税

金費用に加減するものとする。 

 

中間連結財務諸表における法人税等の会計処理 

13．中間連結財務諸表における税金費用は、連結会社（親会社及び連結子会社）の個別財

務諸表上の税金費用と連結手続上の一時差異等に係る法人税等調整額に分けて計算す

る。すなわち、連結会社の税金費用については、連結会社を構成する会社ごとに原則法

又は簡便法を適用して計算し、また、連結手続上行われた個別決算の修正仕訳に係る一

時差異については、中間会計期間を含む事業年度の法人税、住民税及び事業税の計算に

用いる税率に基づき、年度決算と同様に計算する。 

 

（未実現利益の消去に係る税効果） 

13-2．中間連結会計期間の連結会社間での取引により生じた未実現利益を、中間連結決算

手続で消去するに当たって、当該未実現利益額が、売却元の年間見積課税所得額（簡便

法の場合には、予想年間税引前当期純利益）を上回っている場合には、未実現利益の消

去に係る一時差異の金額は、当該年間見積課税所得額（簡便法の場合には、予想年間税

引前当期純利益）を限度とする。 

ただし、簡便法の場合で、前期末に税務上の繰越欠損金が存在するときは、予想年間

税引前当期純利益から当該繰越欠損金を控除した額をもって、未実現利益の消去に係る

一時差異の限度額とする。 

 

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．簡便法により計算した中間会計期間における税金費用は、中間損益計算書上一括して

記載するとともにその旨を注記する（中間財務諸表等規則第52条第２項）。また、中間

貸借対照表計上額は、未払法人税等その他適当な名称を付した科目により、貸方残高の

場合は流動負債の区分に、借方残高の場合は流動資産の区分に一括表示する。 

なお、当期首における繰延税金資産及び繰延税金負債は、第８項の「なお書」又は第

12項に示す繰延税金資産の回収可能性及び第10項「なお書」又は第12項に示す適用税率

の変更による影響額の検討を行った後に中間貸借対照表に引き継ぎ計上することにな

る。 
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適 用 

15．本報告は、中間財務諸表については平成12年４月１日以後開始する中間会計期間に係

るものから適用する。ただし、平成12年４月１日前に開始する中間会計期間に係る中間

財務諸表のうち平成11年４月１日以後に提出される有価証券届出書及び半期報告書に

記載されるものについて、本報告を適用することができる。また、中間連結財務諸表に

ついては当該財務諸表の税効果会計に関する省令が適用される中間連結会計期間に係

るものから適用する。 

15-2．「会計制度委員会報告第11号「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」

の改正について」（平成19年４月19日）は、第13-2項及び第21-2項を除き、平成19年４

月19日以後終了する中間連結会計期間及び中間会計期間から適用する。第13-2項及び第

21-2項については、平成20年４月１日以後開始する中間連結会計期間から適用する。 

15-3．「会計制度委員会報告第11号「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」

の改正について」（平成23年１月12日）は、平成23年１月12日から適用する。 

15-4．「会計制度委員会報告第11号「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」

の改正について」（平成28年３月25日）は、平成28年４月１日以後開始する中間連結会

計期間及び中間会計期間から適用する。 
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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 

（原則法と簡便法による税効果の計算） 

16．中間財務諸表については、実績主義により作成されるため、中間財務諸表における税

効果会計も、原則的には中間会計期間を一事業年度とみなして、中間会計期間を含む事

業年度の法人税、住民税及び事業税の計算に用いる税率に基づいて年度決算と同様に計

算する。すなわち、年度決算と同様の方法により税額計算をして納付税額を算出すると

ともに、当該計算により生じた将来減算一時差異に対しては繰延税金資産が、将来加算

一時差異に対しては繰延税金負債が計上され、中間損益計算書上は、それらの差額を期

首と中間決算日で比較した増減額で法人税等調整額が計上されることになる。ただし、

資産又は負債の評価替えにより生じた評価差額を直接純資産の部に計上する場合には、

当該評価差額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債の金額を当該評価差額から控除す

る。 

しかしながら、法人税等は事業年度末において確定するため、上記の原則法に代えて、

中間会計期間を含む事業年度の見積実効税率を合理的に見積もり、税引前中間純利益に

当該見積実効税率を乗じて税金費用を計算する簡便法も認められている。 

 

（原則法における税率が変更された場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の計上額の修正） 

17．税効果会計の計算に用いる税率が中間決算日までに変更された場合には、中間決算日

現在における改正後の税法規定に基づき過年度に計上された繰延税金資産及び繰延税

金負債の金額を修正する。税率の変更が行われた結果生じた繰延税金資産及び繰延税金

負債の修正差額は、中間損益計算書上、税率変更日を含む中間会計期間の法人税等調整

額に加減して処理する。これは、中間財務諸表における税効果会計も、原則的には中間

会計期間を一事業年度とみなして、中間会計期間を含む事業年度の法人税、住民税及び

事業税の計算に用いる税率に基づいて年度決算と同様に計算することとされているた

め、個別税効果実務指針第19項と同様に取り扱うこととしたものである。 

 

（前期末に税務上の繰越欠損金がある場合の取扱い） 

18．前期末に税務上の繰越欠損金がある場合には、中間決算においても税務上の繰越欠損

金を充当することによって上期の課税所得を減算することができるが、中間決算におけ

る税務上の繰越欠損金の充当の方法については、上期と下期に平均的に充当する方法と

上期の課税所得から優先的に充当する方法が考えられる。この点に関しては、税務上の

繰越欠損金についても、中間会計期間を一事業年度とみなして年度決算と同様に処理す

るという考え方により、上期の課税所得から優先的に充当していくこととした。 

 

（簡便法による税金費用の計算） 

19．簡便法による場合は、中間会計期間を含む事業年度の税効果会計適用後の実効税率を
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合理的に見積もり、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて税金費用を計算する。 

この場合、税金費用は納付税額と法人税等調整額（税効果額）に区分することなく一

括して計算されるため、見積実効税率の算定に当たっては、第９項の算式にあるように

基本的に一時差異等を考慮する必要がない。これは、中間会計期間における一時差異等

の変動は税引前中間純利益に対する税金費用に影響を与えないためである。したがって、

見積実効税率の算定に当たり、税金費用に影響するものとして一時差異等に該当しない

差異のみを考慮すれば足りることとなる。 

しかし、例えば当期首に繰延税金資産を計上していなかった税務上の繰越欠損金を当

期又は将来に充当することが確実になった場合には、その予想充当額は、一時差異等に

該当しない差異と同様、税金費用に影響することとなる。同様に当期首に繰延税金資産

として計上していなかった一時差異等がある場合においても、当期又は将来にその全部

又は一部が実現すると確実に見込まれるときは、当該見積実効税率の算定に当たり、そ

の税金費用への影響を考慮する必要がある。 

 

（簡便法における税率が変更された場合の取扱い） 

20．簡便法では、年間の税金費用と税引前当期純利益を見積もるが、中間決算日時点にお

ける一時差異等は把握しないため、税率変更があったとしても原則法のように厳密にそ

の影響を計算することは想定されていない。このため、簡便法においては、税率の変更

を年間の税金費用の見積りに当たって適用される税率に影響させるべきか否かその取

扱いを明確にすることが必要となる。この点に関して、簡便法であっても原則法になる

べく近似させることが必要であるとの立場から、第10項では第９項の算式の分子として

次の２項目の合計額を使用することとした。 

① 予想年間納付税額 

予想年間税引前当期純利益に一時差異の予想年間増減額及び一時差異等に該当しな

い差異を加減して算出した予想年間課税所得に基づき計算した当事業年度における予

想納付税額の合計額 

② 予想年間法人税等調整額 

上記①のうち一時差異の予想年間増減額に当事業年度における納付税額の計算に用

いる税率（法定実効税率）を乗じて計算した税額及び当事業年度末に存在すると予想

される一時差異に係る税率変更の影響額との合計額 

 

（簡便法において法定実効税率を使用する場合） 

21．簡便法を適用する場合に用いられる見積実効税率は、予想年間税金費用を予想年間税

引前当期純利益で除して算定されるため、予想年間税金費用又は予想年間税引前当期純

利益が発生しない場合には見積実効税率は算定できないこととなる。また、見積実効税

率の算定における予想年間税金費用には一時差異等に該当しない差異の税額への影響

が反映されるが、上期と下期で損益が相殺されるため予想年間税引前当期純利益が上期

又は下期に計上される税引前純利益に比して著しく小さく、その結果、一時差異等に該

当しない差異に係る税金費用の影響が著しく重要となる場合には、例えば、見積実効税

率が100％を超過したり、又は０％に近くなったりすることも考えられ、このような見
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積実効税率では中間会計期間に係る適正な税金費用を計算できないこととなる。 

このため、簡便法の適用において、第９項の見積実効税率を用いて中間会計期間に係

る税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、中間会計期間に係る

税金費用を税引前中間純損益に法定実効税率を用いて計算しなければならないことと

した。上期と下期で損益が相殺されるような場合においては、中間会計期間に係る税金

費用を税引前中間純損益に法定実効税率を用いて計算し、上期に計上した税金費用は下

期に相殺されることにより、年度決算との整合性を図ることが適当と考えられるためで

ある。 

また、税率が変更された場合は、第20項と同様の考え方により、原則法になるべく近

似させるように取り扱うこととした。 

 

中間連結財務諸表における法人税等の会計処理 

（未実現利益の消去に係る税効果） 

21-2．平成19年改正前の本報告では、第13項において、連結手続上の一時差異の法人税等

調整額については、年度決算と同様に計算することとしていた。このため、連結税効果

実務指針第15項に基づき、中間連結手続上で消去した未実現利益額が売却元の中間連結

会計期間における原則法の場合に見積もられる課税所得額を上回っていれば、未実現利

益の消去に係る一時差異の金額は、当該課税所得額を限度とすることとしていた。 

平成19年３月に公表された四半期会計適用指針第22項及び第97項では、未実現利益額

に係る一時差異の金額の限度額について、売却元の年間見積課税所得額を上回っている

場合には、年間見積課税所得額とすることとしている。これは、実際の税金費用は年度

の課税所得をもって確定することから、四半期会計期間においても年間見積課税所得額

を一時差異の限度額として用いることによって年度との整合性を図ることにより、年間

の業績見通しに資する情報を提供することとなるという考え方に基づくものである。 

平成19年改正の本報告では、四半期会計適用指針における未実現利益の消去に係る税

効果の取扱いとの整合性を図り、中間連結会計期間の連結会社間での取引により生じた

未実現利益を、中間連結決算手続で消去するに当たって、当該未実現利益額が、売却元

の年間見積課税所得額を上回っている場合には、未実現利益の消去に係る一時差異の金

額は、当該年間見積課税所得額を限度とすることとした。 

 

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．中間財務諸表に係る税金費用を簡便法により計算する場合には、法人税、住民税及び

事業税（納付税額）と法人税等調整額（税効果額）が一括計算されるため、両者を区分

して表示することはできない。このため、当該税金費用に対応する中間貸借対照表上の

表示方法について指針が必要となる。 

当該税金費用の相手勘定が貸方残高の場合は、基本的には納付税額が主要部分を構成

するものと考えられるため、当該貸方残高は流動負債として一括表示することとした。 
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Ⅲ 設例による解説 

 

以下では、本報告による会計処理等について、理解を深めるために設例による解説を示

すこととする。 

設例は、本報告で示された全ての会計処理等を網羅しているわけではなく、前提条件に

示された状況に適合するものである。したがって、前提条件が異なれば、それに適合する

会計処理等も異なる場合があり、この場合には本報告で示されている会計処理等を参照す

ることが必要となる。なお、設例で示された金額や比率などの数値は、特別な意味を有す

るものではなく、説明の便宜のために用いられているにすぎない。 

設例１ 一般的な場合 

 

１．前提条件 

(1) 当中間会計期間に係る税引前中間純利益は1,000、将来減算一時差異（貸倒引当金損

金算入限度超過額等）の発生額は300、交際費（損金不算入）は100であるとする。当

該一時差異は、当中間会計期間において発生したものとする。 

(2) ① ケースＡ 

当中間会計期間を含む事業年度に係る予想年間税引前当期純利益は2,000、交際

費（損金不算入）は200であると予想する。 

② ケースＢ 

当中間会計期間を含む事業年度に係る予想年間税引前当期純利益は2,000、交際

費（損金不算入）は300であると予想する。 

(3) 法定実効税率は、40％とする。また、簡略化のため納付税額は、課税所得にこの法

定実効税率40％を乗じた金額と同額になると仮定する。 

(4) 税金費用は、法人税等調整額を含むことに留意する。 

(5) 前期末の一時差異等はないものとする。 

 

２．原則法による法人税、住民税及び事業税並びに繰延税金資産の計算 

(1) 法人税、住民税及び事業税の計算 

税引前中間純利益 1,000 

将来減算一時差異 300 

交際費損金不算入   100 

課税所得 1,400 

納付税率    40％ 

法人税、住民税及び事業税   560 
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(2) 繰延税金資産の計算 

将来減算一時差異残高（中間末） 300 

法定実効税率    40％ 

繰延税金資産（中間末）   120 

 

(3) 法人税等調整額の計算 

繰延税金資産（当期首） 0 

繰延税金資産（中間末）   120 

法人税等調整額（△貸方） △120 

 

(4) 仕  訳 

法人税、住民税及び事業税 560  未払法人税等 560 

繰延税金資産 120  法人税等調整額 120 

 

３．簡便法による税金費用及び繰延税金資産の計算 

(1) 見積実効税率の計算 

簡便法の場合には、税金費用は納付税額と法人税等調整額に区分されず一括して計

算されるため、基本的に一時差異は、税金費用と税引前当期純利益との比率に影響を

及ぼさない。このため、見積実効税率の計算に当たっては、一時差異等に該当しない

差異である交際費損金不算入のみを考慮する。 

 ケースＡ  ケースＢ 

予想年間税引前当期純利益 2,000  2,000 

交際費損金不算入（年間）   200    300 

補整後税引前当期純利益 2,200  2,300 

法定実効税率    40％     40％ 

税金費用   880    920 

見積実効税率    44％     46％ 予想年間税金費用÷ 

予想年間税引前当期純利益 

 

(2) 税金費用の計算 

 ケースＡ  ケースＢ 

税引前中間純利益 1,000  1,000 

見積実効税率    44％     46％ 

税金費用   440    460 
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(3) 仕  訳 

① ケースＡ 

法人税、住民税及び事業税 440  未払法人税等 440 

 

② ケースＢ 

法人税、住民税及び事業税 460  未払法人税等 460 

 

４．中間損益計算書 

 
原則法  

 
簡便法 

 (ケースＡ)  (ケースＢ) 

税引前中間純利益 1,000  1,000  1,000 

法人税、住民税及び事業税 560     

法人税等調整額 △120     

差 引   440    440    460 

中間純利益   560    560    540 

 

簡便法の見積実効税率の計算において考慮された交際費損金不算入の予想年間税引前

当期純利益に対する割合は、ケースＡでは10％、ケースＢでは15％となっており、ケー

スＡの場合には当中間期における実績による割合と同じであるため、原則法と簡便法（ケ

ースＡ）の計算結果は一致している。 

要するに、簡便法は一時差異等に該当しない差異（交際費損金不算入）に対応する税

金費用を税引前当期純利益の割合で上期と下期に按分するものであり、税引前当期純利

益に対する一時差異等に該当しない差異の割合が上期と通期で異なる場合には、原則法

と簡便法の計算結果は当該割合差（＊）だけ相違することになる。 

（＊）1,000×(15％－10％)×税率(40％)＝20 
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設例２ 年度決算において租税特別措置法上の諸準備金等の積立てが予定されている場合 

 

１．前提条件 

(1) 当中間会計期間に係る税引前中間純利益は1,000、将来加算一時差異の発生額（特別

償却に係るもの）は300、交際費（損金不算入額）は100であるとする。当該一時差異

300は、上期取得した固定資産に係る租税特別措置法の特別償却であり、当年度におい

て税務上の積立金を積み立てる予定である。 

(2) 当中間会計期間を含む事業年度に係る予想年間税引前当期純利益は2,000、交際費

（損金不算入）は200であると予想する。 

(3) 法定実効税率は、40％とする。また、簡略化のため納付税額は、課税所得にこの法

定実効税率40％を乗じた金額と同額になると仮定する。 

(4) 税金費用は、法人税等調整額を含むことに留意する。 

(5) 前期末の一時差異等はないものとする。 

 

２．原則法による法人税、住民税及び事業税並びに繰延税金負債の計算 

(1) 法人税、住民税及び事業税の計算 

税引前中間純利益 1,000 

将来加算一時差異 △300 

交際費損金不算入   100 

課税所得 800 

納付税率    40％ 

法人税、住民税及び事業税   320 

 

(2) 繰延税金負債の計算 

将来加算一時差異残高（中間末） △300 

法定実効税率    40％ 

繰延税金負債（中間末） △120 

 

(3) 法人税等調整額の計算 

繰延税金負債（当期首） 0 

繰延税金負債（中間末） △120 

法人税等調整額（借方）   120 

 

(4) 仕  訳 

法人税、住民税及び事業税 320 ／ 未払法人税等 320 

法人税等調整額 120 ／ 繰延税金負債 120 
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３．簡便法による税金費用及び繰延税金負債の計算 

(1) 見積実効税率の計算 

基本的に一時差異は税金費用と税引前当期純利益との比率に影響しないため、見積

実効税率の計算に当たっては、一時差異等に該当しない差異である交際費損金不算入

のみを考慮する。 

  

予想年間税引前当期純利益 2,000 

交際費損金不算入（年間）   200 

補整後税引前当期純利益 2,200 

法定実効税率    40％ 

予想年間税金費用   880 

見積実効税率    44％ 予想年間税金費用÷ 

予想年間税引前当期純利益 

 

(2) 税金費用の計算 

  

税引前中間純利益 1,000 

見積実効税率    44％ 

税金費用   440 

 

(3) 仕  訳 

法人税、住民税及び事業税 440 ／ 未払法人税等 440 

 

４．中間損益計算書 

 原則法  簡便法 

税引前中間純利益 1,000  1,000 

法人税、住民税及び事業税 320   

法人税等調整額   120   

計   440    440 

中間純利益   560    560 

 

租税特別措置法の特別償却準備金は、将来加算一時差異として税効果の認識対象とな

り、当該税効果額が法人税等調整額に借方記入される。他方、当該一時差異は納付税額

の計算では、課税所得から減算されるため、それらの合計額である税金費用には影響し

ないこととなる。また、当設例では、交際費損金不算入の税引前当期純利益に対する割

合が中間期と通期で一致している。このため、原則法と簡便法の計算結果は同一となっ

ている。 
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設例３ 税務上の繰越欠損金のある場合 

 

１．前提条件 

(1) 当中間会計期間に係る税引前中間純利益は1,000、将来減算一時差異（貸倒引当金損

金算入限度超過額等）の発生額は300、交際費（損金不算入）は100であるとする。前

期末時点の税務上の繰越欠損金残高は、1,000であった。しかし、それに係る税効果の

実現可能性が不確実であったため、繰延税金資産は認識していなかった。当中間会計

期間では、繰延税金資産の回収が確実に見込まれるようになった。 

(2) 当中間会計期間を含む事業年度に係る予想年間税引前当期純利益は2,000、交際費

（損金不算入）は200であると予想する。また、前期末時点の税務上の繰越欠損金残高

1,000は、全額、当中間会計期間を含む事業年度において予想年間課税所得の計算上控

除されるものと予想する。 

(3) 法定実効税率は、40％とする。また、簡略化のため納付税額は、課税所得にこの法

定実効税率40％を乗じた金額と同額になると仮定する。 

(4) 税金費用は、法人税等調整額を含むことに留意する。 

(5) 当期首の繰延税金資産及び繰延税金負債の貸借対照表計上額はないものとする。 

 

２．原則法による法人税、住民税及び事業税並びに繰延税金資産の計算 

(1) 法人税、住民税及び事業税の計算 

税引前中間純利益 1,000 

将来減算一時差異 300 

交際費損金不算入 100 

繰越欠損金 △1,000 

課税所得 400 

納付税率      40％ 

法人税、住民税及び事業税   160 

 

(2) 繰延税金資産の計算 

将来減算一時差異残高（中間末） 300 

法定実効税率    40％ 

繰延税金資産（中間末）   120 

 

(3) 法人税等調整額の計算 

繰延税金資産（当期首） 0 

繰延税金資産（中間末）    120 

法人税等調整額（△貸方） △120 

 



- 16 - 

(4) 仕  訳 

法人税、住民税及び事業税 160  未払法人税等 160 

繰延税金資産 120  法人税等調整額 120 

 

３．簡便法による税金費用及び繰延税金資産の計算 

(1) 見積実効税率の計算 

見積実効税率の計算に当たっては、前期に税効果を認識していない税務上の繰越欠

損金の予想年間充当額及び一時差異等に該当しない差異である交際費損金不算入を考

慮する。これらの項目は、納付税額の計算にのみ反映されるため、税金費用と税引前

当期純利益との比率に影響することによる。 

  

予想年間税引前当期純利益 2,000 

交際費損金不算入（年間） 200 

税務上の繰越欠損金（予想年間充当額） △1,000 

補整後税引前当期純利益 1,200 

法定実効税率    40％ 

予想年間税金費用   480 

見積実効税率    24％ 予想年間税金費用÷ 

予想年間税引前当期純利益 

 

(2) 税金費用の計算 

  

税引前中間純利益 1,000 

見積実効税率    24％ 

税金費用   240 

 

(3) 仕  訳 

法人税、住民税及び事業税 240  未払法人税等 240 

 

４．中間損益計算書 

 原則法  簡便法 

税引前中間純利益 1,000  1,000 

法人税、住民税及び事業税 160   

法人税等調整額 △120   

差 引    40    240 

中間純利益   960    760 

原則法の場合は中間会計期間を事業年度と並ぶ一会計期間とみた上で事業年度と同様

の会計処理基準を適用し、税務上の繰越欠損金を中間期に優先的に全額充当するのに対

し、簡便法の場合は税務上の繰越欠損金を通期に平均的に充当する結果となるため、両

者の計算結果は異なっている。 
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設例４ 上期が利益で下期が損失見込みの場合 

 

１．前提条件 

(1) 当中間会計期間に係る税引前中間純利益は1,000、将来減算一時差異（貸倒引当金損

金算入限度超過額等）の発生額は300、交際費（損金不算入）は100であるとする。当

該一時差異は、当中間会計期間において発生したものとする。 

(2) 下期において損失（△1,500）が見込まれるため、当中間会計期間を含む事業年度に

係る予想年間税引前当期純損失は△500、交際費（損金不算入）は200であると予想す

る。 

(3) 法定実効税率は、40％とする。また、簡略化のため納付税額は、課税所得にこの法

定実効税率40％を乗じた金額と同額になると仮定する。 

(4) 税金費用は、法人税等調整額を含むことに留意する。 

(5) 前期末の一時差異等はないものとする。 

(6) 当事業年度は損失見込みであるが、次期以降は利益が見込まれるため、当中間決算

日における繰延税金資産の回収可能性には問題がないものとする。 

 

２．原則法による法人税、住民税及び事業税並びに繰延税金資産の計算 

(1) 法人税、住民税及び事業税の計算 

税引前中間純利益 1,000 

将来減算一時差異 300 

交際費損金不算入   100 

課税所得 1,400 

納付税率    40％ 

法人税、住民税及び事業税   560 

 

(2) 繰延税金資産の計算 

将来減算一時差異残高（中間末） 300 

法定実効税率    40％ 

繰延税金資産（中間末）   120 

 

(3) 法人税等調整額の計算 

繰延税金資産（当期首） 0 

繰延税金資産（中間末）   120 

法人税等調整額（△貸方） △120 

 

(4) 仕  訳 

法人税、住民税及び事業税 560  未払法人税等 560 

繰延税金資産 120  法人税等調整額 120 
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３．簡便法による税金費用及び繰延税金資産の計算 

(1) 税金費用の計算 

予想年間税引前当期純利益が損失のため、見積実効税率でなく法定実効税率により

中間会計期間に係る税金費用を計算する。なお、一時差異等に該当しない重要な差異

である交際費損金不算入が発生しているため、その影響も考慮する。 

  

税引前中間純利益 1,000 

交際費損金不算入   100 

補整後税引前中間純利益 1,100 

法定実効税率    40％ 

税金費用   440 

 

(2) 仕  訳 

法人税、住民税及び事業税 440  未払法人税等 440 

 

４．中間損益計算書 

 原則法  簡便法 

税引前中間純利益 1,000  1,000 

法人税、住民税及び事業税 560   

法人税等調整額 △120   

差 引   440    440 

中間純利益    560    560 

 

この場合、原則法と簡便法は、税金費用を個別計算するか一括計算するかの違いでし

かなく、計算結果は一致している。 
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設例５ 上期が損失で下期が利益見込みの場合 

 

１．前提条件 

(1) 当中間会計期間に係る税引前中間純損失は△1,000、将来減算一時差異（貸倒引当金

損金算入限度超過額等）の発生額は300、交際費（損金不算入）は100であるとする。

当該一時差異は、当中間会計期間において発生したものとする。 

(2) 下期においては利益（1,200）が見込まれ、当中間会計期間を含む事業年度に係る予

想年間税引前当期純利益は200、交際費（損金不算入）は200であると予想する。 

(3) 法定実効税率は、40％とする。また、簡略化のため納付税額は、課税所得にこの法

定実効税率40％を乗じた金額と同額になると仮定する。 

(4) 税金費用は、法人税等調整額を含むことに留意する。 

(5) 前期末の一時差異等はないものとする。 

(6) 法人税法上、欠損金の繰戻還付規定は停止されているものとする。 

 

２．原則法による法人税、住民税及び事業税並びに繰延税金資産の計算 

(1) 法人税、住民税及び事業税の計算 

税引前中間純利益 △1,000 

将来減算一時差異 300 

交際費損金不算入額   100 

課税所得 △600  繰越欠損金相当額 

納付税率    40％ 

法人税、住民税及び事業税     0 

 

(2) 繰延税金資産の計算 

一時差異及び繰越欠損金相当額に係る税効果の繰延税金資産としての回収は確実で

あるとする。 

将来減算一時差異残高（中間末） 300 

繰越欠損金相当額（中間末）   600 

計 900 

法定実効税率    40％ 

繰延税金資産（中間末）   360 

 

(3) 法人税等調整額の計算 

繰延税金資産（当期首） 0 

繰延税金資産（中間末）   360 

法人税等調整額（△貸方） △360 
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(4) 仕  訳 

繰延税金資産 360  法人税等調整額 360 

 

３．簡便法による税金費用及び繰延税金資産の計算 

(1) 見積実効税率の計算 

この場合には、見積実効税率は、以下のように80％として計算される。これは、上

期と下期で損益が相殺されることにより、一時差異等に該当しない差異に係る税金費

用が見積実効税率に著しく重要な影響を与えていることによる。よって、この場合に

は、見積実効税率による税金費用の計算は適当でないこととなる。 

  

予想年間税引前当期純利益 200 

交際費損金不算入（年間）   200 

補整後税引前当期純利益 400 

法定実効税率    40％ 

予想年間税金費用   160 

見積実効税率    80％ 予想年間税金費用÷ 

予想年間税引前当期純利益 

 

(2) 税金費用の計算 

法定実効税率により中間会計期間に係る税金費用を計算する。なお、一時差異等に

該当しない重要な差異である交際費損金不算入が発生しているため、この影響を考慮

する。 

  

税引前中間純利益 △1,000 

交際費損金不算入   100 

補整後税引前中間純利益 △900 

法定実効税率    40％ 

税金費用 △360 

 

(3) 仕  訳 

繰延税金資産 360  法人税、住民税及び事業税 360 
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４．中間損益計算書 

 原則法  簡便法 

税引前中間純利益 △1,000  △1,000 

法人税、住民税及び事業税 0   

法人税等調整額 △360   

差 引 △360  △360 

中間純利益 △640  △640 

この場合、一時差異及び繰越欠損金相当額に係る繰延税金資産の計上額に原則法と簡

便法との間に差異はなく、両者の計算結果は一致している。 
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設例６ 中間会計期間において税率の変更があった場合 

 

１．前提条件 

(1) 当中間会計期間に係る税引前中間純利益は1,000、将来減算一時差異は300（貸倒引

当金損金算入限度超過額等、前期末残高200、当中間末残高500）、交際費（損金不算入）

は100であるとする。 

(2) 当中間会計期間を含む事業年度に係る予想年間税引前当期純利益は2,000、将来減算

一時差異は500（前期末（当期首）残高200、予想当期末残高700）、交際費（損金不算

入）は200であると予想する。 

(3) 当中間会計期間中に税率が変更され、法定実効税率は46％から40％になったが、当

事業年度における納付税額の計算には税率変更の影響はないものとする。また、簡略

化のため納付税額は、課税所得に税率変更前の46％を乗じた金額と同額になると仮定

する。 

(4) 税金費用は、法人税等調整額を含むことに留意する。 

 

２．原則法による法人税、住民税及び事業税並びに繰延税金資産の計算 

(1) 法人税、住民税及び事業税の計算 

税引前中間純利益 1,000 

将来減算一時差異 300 

交際費損金不算入   100 

課税所得 1,400 

納付税率    46％ 

法人税、住民税及び事業税   644 

 

(2) 繰延税金資産の計算 

将来減算一時差異残高（中間末） 500 

法定実効税率    40％ 

繰延税金資産（中間末）   200 

 

(3) 法人税等調整額の計算 

繰延税金資産（当期首） 92 （200×46％） 

繰延税金資産（中間末）   200 

法人税等調整額（△貸方） △108 

（注）以下の税率変更による影響額が含まれている。 

500（一時差異中間末残高）×（46％－40％）＝30 
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(4) 仕  訳 

法人税、住民税及び事業税 644  未払法人税等 644 

繰延税金資産 108  法人税等調整額 108 

 

３．簡便法による税金費用及び繰延税金資産の計算 

(1) 見積実効税率の計算 

中間会計期間に税率が変更された場合には、その影響を合理的に見積もる必要があ

るため、見積実効税率は、予想年間納付税額と予想年間法人税等調整額との合計額を

使用して計算する。 

① 予想年間納付税額の計算 

予想年間税引前当期純利益 2,000 

将来減算一時差異（年間） 500 

交際費損金不算入（年間）   200 

予想年間課税所得 2,700 

納付税率    46％ 

予想年間納付税額 1,242 

 

② 予想年間法人税等調整額の計算 

繰延税金資産（当期首） 92 （200×46％） 

繰延税金資産（当期末）   280 （700×40％） 

予想年間法人税等調整額（△貸方） △188 

（注）以下の税率変更による影響額が含まれている。 

700（将来減算一時差異期末残高）×（46％－40％）＝42 

 

③ 見積実効税率の計算 

予想年間納付税額 1,242 

予想年間法人税等調整額 △188 

合計（Ａ） 1,054 

予想年間税引前当期純利益（Ｂ） 2,000 

見積実効税率（Ａ／Ｂ）    52.7％ 

（注）税率変更がなかった場合には、見積実効税率は50.6％（（2,000＋200）×

46％÷2,000）となる。したがって、税率変更による影響率は2.1％となり、

影響額は42（2,000×2.1％）となる。この額は一時差異の当期末残高に対す

る影響額と一致する。 

 

(2) 税金費用の計算 

税引前中間純利益 1,000 

見積実効税率    52.7％ 

税金費用   527 
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(3) 仕  訳 

法人税、住民税及び事業税 527  未払法人税等 527 

 

４．中間損益計算書 

 原則法  簡便法 

税引前中間純利益 1,000  1,000 

法人税、住民税及び事業税 644   

法人税等調整額 △108   

差 引   536    527 

中間純利益   464    473 

 

税率変更による影響額を、原則法の場合は全て計上するのに対し、簡便法の場合は税

引前当期純利益の割合で上期と下期に按分するため、両者の計算結果は異なっている。 

 

原則法による税金費用 536  

簡便法による税金費用   527  

  差 額     9  

（簡便法による処理内容）   

・一時差異中間末残高に対する影響の繰延 △15 （500×6％÷2） 

・一時差異下期発生額に対する影響の繰上  6 （200×6％÷2） 

 

以  上  

 


