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Japan Tax Newsletter 

デロイト トーマツ税理士法人 

2019年 2月 1日号 

収益認識関連の法人税基本通達の趣旨説明の公表 

はじめに 

平成 30年 3月 30日、企業会計基準委員会から「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29号）（以下「収

益認識基準」）が公表されたことを受け、平成 30年度税制改正が行われ（平成 30年 3月 31日公布）、次いで 6月

1日に法人税基本通達等の改正（「平成 30年 5月 30日付課法 2-8ほか 2課共同「法人税基本通達等の一部改正

について」（法令解釈通達）」）が公表された（以下「本改正」）。これらの概要については、本ニュースレター2018年 7

月 1日号にて解説した。 

このたび、平成 30年 12月 27日に、この法人税基本通達等の解説（「平成 30年 5月 30日付課法 2-8ほか 2課

共同「法人税基本通達等の一部改正について」（法令解釈通達）の趣旨説明」）（以下「本趣旨説明」）が国税庁ウェブ

サイトに公表された。 

このニュースレターでは、本趣旨説明の内容の一部を紹介することとする。 

なお、全ての項目は紹介しきれないため、詳細は国税庁のウェブサイトをご覧いただきたい。 

本趣旨説明の注目ポイント紹介 

本趣旨説明における注目ポイントは各法人の置かれた状況により異なると思われるが、以下にいくつか紹介する。 

(1) 法基通 2-1-1（収益の計上の単位の通則） 

資産の販売等に係る収益の計上の単位については、本改正により原則として個々の契約ごとに計上することとされ、

また、収益認識基準による履行義務単位での計上を行った場合にはそれが認められることとされた。 

本趣旨説明においてはその考え方が収益認識基準の内容を踏まえて解説されているが、この中で一番注目すべき

なのは、本通達のメインの内容ではないが、その前置きである「資産の販売等」の定義についての解説と考えられ

る。 

本通達の最初は「資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供（2-1-1の 10及び 2-1-40の 2を除き、収益認識基準の

適用対象となる取引に限る。（以下この節において「資産の販売等」）に係る収益の額は、」（一部省略筆者）で始まっ

ており、この後の大部分の通達の適用対象を示す「資産の販売等」という言葉についての定義が置かれている。 

この「資産の販売等」は「2-1-1の 10及び 2-1-40の 2を除き、収益認識基準の適用対象となる取引に限る。」という

ことであるが、本趣旨説明において、以下のように解説されている。 

「ここでいう「適用対象となる」の意味するところは、資産の販売等には様々なものが該当するが収益認識基準に基づ

く会計処理が適用される取引に限るということである。具体的には、収益認識基準は、顧客との契約から生じる収益

に関する会計処理について適用されることとされ、金融商品に係る取引、リース取引、保険契約等については適用さ

れない（収益認識基準 3）。また、顧客とは、対価と交換に企業の通常の営業活動により生じたアウトプットである財

又はサービスを得るために当該企業と契約した当事者をいうこととされている（収益認識基準 6）ので、例えば、固定

資産は通常の営業活動により生じたアウトプットとはいえないため、固定資産の譲渡についても適用されない。このよ

うに通達の適用上は収益認識基準の適用対象とならない取引については資産の販売等の範囲には含まれないこと

としているのであり、収益認識基準を会計方針として採用しているかどうかにかかわらないことに留意が必要であ

る。」（下線筆者） 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/articles/bt/japan-tax-newsletter-july2018.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/articles/bt/japan-tax-newsletter-july2018.html
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/180530/index.htm
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/180530/index.htm
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「収益認識基準の適用対象となる取引」ということで、適用対象になり得る取引ということであり、このように読むと当

然のように感じるが、初めてこの「収益認識基準の適用対象となる取引に限る。」を読んだ場合、実際に収益認識基

準を採用して適用対象になった取引に限るという誤った読み方をしてしまう可能性があるため、それを注意的に示し

たものとなっている。 

適用対象取引の範囲は通達を読む上で重要であり、留意が必要である。 

(2) 法基通 2-1-1の 7（ポイント等を付与した場合の収益の計上の単位） 

本通達は、資産の販売等に伴い一定の自己発行ポイント等を付与した場合に、収益認識基準においては、その自己

発行ポイント等に相当する部分が独立した履行義務として識別され、収益の前受けとして処理される可能性があるた

め、そのような処理が行われた場合の税務上の取扱いが説明されている。 

不特定多数の者に自己発行ポイントを付与する場合には、本通達に示された一定の要件（以下の①～④）を満たす

場合には、継続適用を条件として、税務上も同様に当初の資産の販売等とは別の取引にかかる収益の前受けとして

処理することができることとされている。 

① 付与した自己発行ポイント等が当初資産の販売等の契約を締結しなければ相手方が受け取れない重要な権利

を与えるものであること 

② 付与した自己発行ポイント等が発行年度ごとに区分して管理されていること 

③ 法人がその付与した自己発行ポイント等に関する権利につきその有効期限を経過したこと等の当該法人の責

に帰さないやむを得ない事情があること以外の理由により一方的に失わせることができないことが規約その他

の契約において明らかにされていること 

④ 次のいずれかの要件を満たすこと 

a. 付与した自己発行ポイント等の呈示があった場合に値引き等をする金額が明らかにされており、かつ、将来

の資産の販売等に際して、たとえ 1ポイント又は 1枚のクーポンの呈示があっても値引き等をすることとさ

れていること 

b. 付与した自己発行ポイント等が当該法人以外の者が運営するポイント等又は自ら運営する他の自己発行

ポイント等で、aに該当するものと所定の交換比率により交換できることとされていること 

本趣旨説明においては、通達の内容について、以下のような解説が加えられている。 

 不特定多数の者にポイント等を付与する場合に限ることとしているが、これは、特定の得意先のみにポイント等

を付与するような場合には、交際費等に該当することが考えられ、そのような場合には収入の前受けとして取り

扱うのは適当ではないと考えられたことによる 

 会計上別の履行義務として区分せずに全額を収益に計上している処理を行っている場合（引当金処理を行って

いる場合も含む。）には、申告調整により、計上した売上の一部を否認し、前受金処理することは認められない 

 （上記③について）一定の告知期間を設けてポイント制度を終了することを規約等において明らかにしているも

のは、一方的に失わせることができないものに該当する 

 （上記④bについて）他社のポイント等と交換する際に、自己発行ポイント等を一定単位数要するものがあり、そ

うしたものはスタンプカードのようなものを排除している観点からは本通達の取扱いが認められないのではない

かと考える向きもあるが、このようなケースであっても他社のポイント等と交換できるという点において信用力の

裏付けが強固であることに鑑みれば、重要な権利を与えたといえるため、他社ポイント等と交換できることが現

実的なものであれば本通達の取扱いが認められる 

(3) 法基通 2-1-39（商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期） 

商品引換券等については、従来から法人税基本通達が設けられており、その発行時に収益計上することを原則する

一方、税務署長の確認を受けることを条件に、継続的に商品引渡し時に収益計上し、発行に係る事業年度終了日の

翌日から 3年を経過した日の属する事業年度終了の時における未引渡し残高を益金算入することも認められていた

（旧法基通 2-1-39）。 

今回の改正により、以下の 2点において取扱いが変更された（法基通 2-1-39）。 

 商品引渡し時に収益計上するのが原則となり、税務署長の確認については不要とする 

 10年経過日等（発行日から 10年が経過した日又は以下の事実が生じた日）の属する事業年度終了時におけ

る未引渡しの商品引換券等がある場合には、その対価の額を益金算入することとする 

① 法人が発行した商品引換券等をその発行に係る事業年度ごとに区分して管理しないこと又は管理しなくなった

こと 

② その商品引換券等の有効期限が到来すること 
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③ 法人が継続して収益計上を行うこととしている基準に達したこと 

そして、本趣旨説明においては、通達について取扱いの変更の趣旨の説明のほか、以下のような解説が加えられて

いる。 

 （上記①について）「商品引換券等をその発行に係る事業年度ごとに区分して管理する」ことの意味について

は、原則としては、いわゆる個別管理を行うことが前提であるが、実際には、極めて膨大な数量にのぼる商品

引換券等について厳密な個別管理をすることは必ずしも容易ではないと考えられる。そこで、例えば、回収され

た商品引換券等について、適正規模でサンプリング調査を行い、その結果に基づく発行年度別回収率を用いて

年度別管理を行うといった弾力的な取扱いも認められる 

 （上記③について）例えば、発行日から一定年数が経過したこと、商品引換券等の発行総数に占める未引換券

の数の割合が一定割合になったことその他の合理的に定められた基準のうち法人が予め定めたもの（会計処

理方針その他のものによって明らかとなっているものに限る。）が該当する。すなわち、最大 10 年経過すれば

益金算入する必要があるのであるが、法人が例えば５年経過とか回収率 90％といった自ら定めた基準で未回

収分を益金算入する方針であれば継続適用を条件にこれを認めるということである。旧通達 2-1-39 では、商品

引換券等を発行した日の属する事業年度の益金の額に算入することを原則的な取扱いとしていたが、法人が

発行日をこの基準として定める場合には、旧通達で定めていた原則の取扱いと同様となる 

 なお、同一法人が数種の商品引換券等を発行している場合には、その種類ごとに上記①の区分管理を行うか

行わないか選択すること、上記③の基準の内容を違えることも認められると考えられる。 

(4) 法基通 2-1-40の 2（返金不要の支払の帰属の時期） 

本通達においては、資産の販売等に係る取引を開始するに際して、相手方から中途解約のいかんにかかわらず取

引の開始当初から返金が不要な支払を受ける場合には、原則として取引開始の日の属する事業年度の益金の額に

算入することとされる一方、当該返金不要な支払が、契約の特定期間における役務の提供ごとに、それと具体的な

対応関係をもって発生する対価の前受けと認められる場合において、その支払を当該役務の提供の対価として、継

続して当該特定期間の経過に応じて収益の額を益金の額に算入しているときは、この処理が認められることとされた

（法基通 2-1-40の 2）。 

従来は、旧通達において、工業所有権等の実施権の設定対価として支払を受ける一時金その他について返還不要

になったときに収益を計上することとされていたため（旧通達 2-1-16（注）、2-1-17（注 3）、旧 2-1-12（注）、2-1-41）、

返還不要な支払を受けたときは、税務上はその時点で収益計上する向きがあった。本通達により、一定の場合には

期間の経過に応じた収益計上が認められることが明らかにされ、実務上、最も注目されている新通達の一つと思わ

れる。 

ポイントは当該返金不要な支払が、①契約により明示された特定期間の役務提供に対応しているか ②①の役務提

供と具体的な対応関係をもって対価が発生するかどうかということになる。 

この点については、本趣旨説明において以下にように解説されている。 

 契約の特定期間における役務の提供の対価」に該当するためには、契約書や約款等において、いつからいつ

までの間のどのような内容の役務の提供の対価として支払われる（前払い）対価であるか具体的に示されてい

る必要がある 

実務上は、この「具体的に示されている」かどうかがやはり判断に迷うことになる可能性があり、今後の実務の蓄積が

待たれるところである。 

 終わりに 

本ニュースレターでは本趣旨説明のうちいくつかの内容を紹介したが、国税庁ウェブサイトには基本的に全ての改正

通達が解説されているため、各法人の状況に応じ、通達と共に本趣旨説明も参考にして、収益認識基準への税務上

の対応を検討することが必要と考えられる。 

税務上の収益認識は、別段に定めるものを除き、基本的に公正妥当と認められる会計処理に基準に従うこととされ

ているため、収益認識基準適用の検討に当たっては、まずは現状の事実関係の把握と会計処理の検討が第一であ

り、それを踏まえて税務処理を検討していくことになると思われる。 

平成 33年 4月 1日以後開始事業年度の強制適用まで、まだ時間があるが、それなりに準備作業を要すると考えら

れるため、早めの検討が必要と考えられる。 

（東京事務所 大野 久子） 
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過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 

www.deloitte.com/jp/tax/nl/japan 
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