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非上場有価証券の評価損計上に係る回復見込みの判断基準

内国法人Ｐは、海外で製薬ビジネスを展開するため、100億円の出資をしてＡ国

に研究開発子会社Ｓ（Ｓ社、純資産額100億円）を設立し、Ｓ社の発行済株式（Ｓ

社株式、非上場有価証券）を100％保有することとなりました。しかしながら、Ｓ

社の設立から10年経過した当事業年度終了の時点においても、Ｓ社は、研究開発事業に

おける成果を上げることができず、財務的にも債務超過の状態が続き、Ｓ社株式の価額も

零円の状態が続いていることから、内国法人Ｐは、金融商品会計に関する実務指針に基づ

き、Ｓ社株式の価額の回復見込みがあるとは認められないと判断し、また、①過去10年

間を通してＳ社株式の価額が下落するとともに低迷し続けていること、②Ｓ社が５年にわ

たり債務超過の状態となっていること、及び③Ｓ社の研究開発事業について過去10年間

の成果がなく、現在の市場環境が当該法人の今後の事業展開にとって有利な影響を及ぼす

とは想定し得ない事情を踏まえ、将来的にその事業状況や財務状況が好転する見込みがな

いことから、近い将来Ｓ社株式の価額の回復は見込まれないと判断し、Ｓ社株式の帳簿価

額100億円とその時の価額零円との差額100億円をＳ社株式の評価損として財務諸表に計

上するとともに、その判断の根拠となった証拠資料を整理及び保存しました。

この場合、内国法人Ｐが計上したＳ社株式の評価損100億円は、損金の額に算入するこ

とができるかご教示願います。

Ｓ社の１株当たりの純資産価額

が取得時に比して50％以上下落

するとともに、Ｓ社株式の価額が

その時の帳簿価額の50％相当額を下回

り、かつ、近い将来その価額の回復が見

込まれないことが証拠資料に基づく合理

的な判断基準により行われていると認め

られることから、財務諸表に計上された

Ｓ社株式の評価損100億円は、損金の額

に算入することができます。

【解 説】

１ 有価証券評価損に関する関係法令

内国法人の有する有価証券につき、上場

有価証券の価額が著しく低下した事実、ま

た、非上場有価証券について、その有価証

券を発行する法人の資産状態が著しく悪化

したため、その価額が著しく低下した事実

が生じた場合、その内国法人が当該有価証

券の評価換えをして損金経理によりその帳

簿価額を減額したときは、その減額した部

分の金額のうち、その評価換えの直前の当

疑
問
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該有価証券の帳簿価額とその評価換えをし

た日の属する事業年度終了の時における当

該有価証券の価額との差額に達するまでの

金額は、その評価換えをした日の属する事

業年度の所得の金額の計算上、損金の額に

算入されます（法法33②、法令68①二）。

２ 有価証券評価損に関する基本通達

⑴ 上場有価証券

上場有価証券の評価損の計上ができる

事実に規定する「有価証券の価額が著し

く低下したこと」（法令68①二イ）とは、

①当該有価証券の当該事業年度終了の時

における価額がその時の帳簿価額のおお

むね50％相当額を下回り、かつ、②近

い将来その価額の回復が見込まれないこ

とをいいます（法基通９―１―７）。

⑵ 非上場有価証券

非上場有価証券の評価損の計上ができ

る事実に規定する「その有価証券を発行

する法人の資産状態が著しく悪化したこ

と」（法令68①二ロ）とは、当該事業年

度終了の日における当該有価証券の発行

法人の１株当たりの純資産価額が当該有

価証券を取得した時の当該発行法人の１

株当たりの純資産価額に比しておおむね

50％以上下回ることとなったことをい

うものとし（法基通９―１―９）、また、

「有価証券の価額が著しく低下したこと」

（法令68①二ロ）の判定については、上

場有価証券における上記①及び②の判定

を準用します（法基通９―１―11）。

３ 回復見込みの判断基準

上場有価証券の事業年度終了の時におけ

る株価が帳簿価額の50％相当額を下回る

場合における評価損の損金算入に当たって

は、株価の回復見込みについての検証を行

う必要があり、回復見込みがないことにつ

いて法人が用いた合理的な判断基準が示さ

れる限り、その基準が尊重されることとな

ります。この点、株価の回復見込みの判断

のために画一的な基準を設けることは困難

であることから、当該有価証券を有する法

人側から、過去の市場価格の推移や市場環

境の動向、発行法人の事業状況等を総合的

に勘案した合理的な判断基準が示される限

り、税務上その基準は尊重されることとな

り、これらの合理的な判断がなされる事業

年度で有価証券の評価損の損金算入が認め

られることとなります。

なお、法人が独自にこの株価の回復見込

みに係る合理的な判断を行うことが困難な

場合には、発行法人に係る将来動向や株価

の見通しについて、専門性を有する客観的

な第三者の見解があれば、これを合理的な

判断の根拠の一つとすることも えられま

す（「上場有価証券の評価損に関するＱ＆

Ａ」国税庁・平成21年４月）。

４ 回復見込みの判断基準の準用

非上場有価証券の評価損の計上について

は、上記１のとおり、その有価証券を発行

する法人の資産状態が著しく悪化したため、

その価額が著しく低下した場合に認められ

るところ、その価額が著しく低下したと認

められる場合の判定は、上記２のとおり、

上場有価証券における判定を準用するため、

非上場有価証券の回復見込みの判断につい

ても、上記３を準用して、当該有価証券を

有する法人側から回復見込みについての合

(29 )国 税 速 報令和元年10月14日 第6579号 第３種郵便物認可



理的な判断基準が示される限り、その基準

が尊重されるものと えられます。

５ 東京地裁判決（平成26年４月25日）

非上場有価証券について、その帳簿価額

の50％相当額を下回った価額の回復が見

込まれないとする判断を「金融商品会計に

関する実務指針」に準拠して行ったことに

対して、同指針では、会計上の減損処理の

除外事由として回復見込みに係る基準が置

かれているに過ぎず、その基準に基づき回

復見込みがないとする判断をしたとしても、

それを税務上の回復見込みがないとする判

断として直ちに認めることはできないとし、

また、回復見込みがないと判断した証拠資

料の保存もないため、当該非上場有価証券

の評価損は認められないとされました。

６ 金融商品会計に関する実務指針91・92

株式の時価の下落について「回復する見

込みがある」と認められるときとは、時価

の下落が一時的なものであり、期末日後お

おむね１年以内に時価が取得原価にほぼ近

い水準にまで回復する見込みのあることを

合理的な根拠をもって予測できる場合をい

います。ただし、株式の時価が過去２年間

にわたり50％程度以上下落した状態にあ

り、株式の発行会社が債務超過の状態にあ

り、かつ、２期連続で損失を計上し翌期も

そのように予想される場合には、回復の見

込みがあるとは認められません。

７ 事例の検討

⑴ 判決要旨に基づく判断基準

金融商品会計に関する実務指針は、会

計上の株式評価損の除外事由として、回

復見込みがあるとは認められないことを

判断するための基準であるのに対して、

税務上の基準は、株式評価損を認める事

由として、回復見込みがないと認められ

ることを判断するためのものであり、そ

れぞれの趣旨が異なっていることから、

当該指針に基づく判断が、直ちに税務上

の判断として合理的であるとは認められ

ず、改めて、税務上の合理的な基準に基

づく判断を示す必要があります。

⑵ 資産状態の著しい悪化

非上場有価証券を発行する法人の資産

状態が著しく悪化したと認められるため

には、当該事業年度終了の日における当

該有価証券の発行法人の１株当たりの純

資産価額が当該有価証券を取得した時の

当該発行法人の１株当たりの純資産価額

に比しておおむね50％以上下回ること

が要件となります。

この点、当事業年度終了の日において、

Ｓ社は債務超過であるため、その純資産

価額は零円未満となっている一方で、内

国法人ＰがＳ社株式を取得したときのＳ

社の純資産価額は100億円であったこと

から、当事業年度終了の日における１株

当たりの純資産価額は、Ｓ社株式の取得

時におけるＳ社の１株当たりの純資産価

額に比しておおむね50％以上下回って

いることが認められます。

⑶ 株価の 50％下落

非上場有価証券の価額が著しく低下し

たと認められるためには、上記２①のと

おり、当該有価証券の当該事業年度終了

の時における価額がその時の帳簿価額の
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おおむね50％相当額を下回っているこ

とが要件されているところ、当事業年度

終了の時において、Ｓ社株式の帳簿価額

は100億円で、株価総額が零円であるた

め、この点において、当該要件を満たし

ているといえます。

⑷ 株価の回復見込み

A 非上場有価証券の価額が著しく低下

したと認められるためには、上記２②

のとおり、近い将来、当該有価証券の

価額の回復が見込まれないことが要件

となるところ、上記４のとおり、非上

場有価証券の回復見込みの判断につい

ては、上記３を準用して、法人側から

合理的な判断基準が示される限り、そ

の基準が尊重されます。

具体的には、当該有価証券を有する

法人の事業形態は区々としており、画

一的な基準を設けることが困難である

ため、発行法人の過去の事業状況や財

務状況が下降し続け低迷していること、

株価が下落基調にあり低額で推移して

いること及び現在の市場環境が当該法

人の今後の事業展開にとって有利な影

響を及ぼし得ないと想定されることな

どの事情を踏まえ、将来的にその事業

状況や財務状況が好転するとは見込ま

れないとする合理的な判断基準が示さ

れる場合には、税務上その基準は尊重

されることとなります。ただし、上記

⑴のとおり、金融商品会計に関する実

務指針に基づく判断については、税務

上、直ちに合理的な判断としては認め

られません。

B この点、内国法人Ｐは、金融商品会

計実務指針を基準として回復見込みの

判断をしており、この基準による判断

のみでは合理的な基準に基づく判断と

は直ちにいえないところ、内国法人Ｐ

は、当該指針による判断と併せて、①

過去10年間を通してＳ社株式の価額

が下落するとともに低迷し続けている

こと、②Ｓ社が５年にわたり債務超過

の状態となっていること、及び③Ｓ社

の研究開発事業について過去10年間

の成果がなく、現在の市場環境が当該

法人の今後の事業展開にとって有利な

影響を及ぼすとは想定し得ない事情を

踏まえ、将来的にその事業状況や財務

状況が好転する見込みがないことから、

近い将来Ｓ社株式の価額の回復は見込

まれないとする判断をしており、これ

は上記Aにおける将来的にその事業状

況や財務状況が好転するとは見込まれ

ないとする合理的な判断基準と整合的

であるため、税務上もその基準は尊重

され、Ｓ社株式の価額は、証拠資料に

基づく合理的な基準により、近い将来

回復が見込まれないものと認められま

す。

⑸ 結論

Ｓ社株式について、上記⑵のとおり、

当事業年度終了の日における１株当たり

の純資産価額が、その取得時における１

株当たりの純資産価額のおおむね50％

以上下回っており、また、Ｓ社株式の価

額が、上記⑶のとおり、その帳簿価額の

おおむね50％相当額を下回り、かつ、

同⑷のとおり、証拠資料に基づく合理的

な基準により、近い将来その価額の回復
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が見込まれず、Ｓ社株式の価額が著しく

低下していると認められるため、財務諸

表に計上されたＳ社株式の評価損80億

円は、当事業年度の所得の金額の計算上、

損金の額に算入することができます。

※ 本文中、意見にわたる部分は筆者の私見であり、デロイト トーマツ税理士法人の公式見解では

ありません。また、上記記載は掲載日現在有効な法令に基づくことに留意を要します。

《デロイト トーマツ税理士法人 タックス コントラバーシーチーム

ディレクター 野田 秀樹》
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