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★収益認識基準の変更(2)★ 

税務当局は、2018 年 3 月 30 日に公表された、新たな「収益認識に関する会計基準」に

あわせて、法人税法を改正し、さらに法人税基本通達の改正を進めています。 

今月は、先月（収益認識の会計基準）に引き続いて、収益認識に関する税務上の改正であ

る法人税法並びに法人税基本通達（公表済み）について紹介させていただきます。 

なお、情報の内容が専門的でかつ細部にわたることから、わかりにくいところは御容赦い

ただけければ幸いに存じます。 

 

１、法人税法の改正 

（１）従来の規定 

法人税法 22 条では、収益の認識に関する規定として、「別段の定めがあるものを

除き、収益の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算する」

旨の抽象的な規定を置くのみで、具体的に規定していませんでした。 

また、収益認識の時期に関しては、原則として、収入すべき権利が確定したときに

益金に計上する権利確定基準又は実現主義を基本的な理念としてきました。 

（２）収益認識規定の改正 

    しかし、国際的に収益認識に関する会計基準が統一される中で、日本だけが収益認

識基準を有しないことは問題であることから、平成 30 年 3 月 30 日、新しい「収益

認識に関する会計基準」が新設され、平成 33 年 4 月 1 日以後開始する事業年度から

適用されることになりました（早期適用として平成 30 年 4 月 1 日以後に開始する事

業年度にも認められています）。この新会計基準の公表に合わせ、法人税法及び法人

税基本通達が改正（新設を含む。以下同じ）されています。 

   ①法人税法第 22 条の 2 の新設 

     この規定は、新会計基準に整合するように新設された規定です。この新設にとも

ない法人税法施行令第 18 条の 2 が新設されました。 

   ②法人税法基本通達の改正 

     法令の新設を受け、法人税法基本通達第 2 章（収益並びに費用及び損失の計算）

第一節（収益等の計上に関する通則）が改正されています。 

２、法人税法の改正内容 

法人税法及び法人税施行令の改正の概要は、次のとおりです。 

（１）収益の計上時期 

①会計基準の原則 



     収益の計上時期について、新基準では、「資産を移転することにより、履行義務

を充足した時（引渡し日）に収益を認識する」とし、「資産が移転するのは、顧客

がその資産に関する支配を獲得した時である」としています（新基準 35）。 

なお、履行義務とは、顧客との契約により、資産を移転する約束をいいます。 

     これまでの収益認識基準からは、検収基準が最もこれに近い基準と考えられま

す。しかし、新基準では、検収基準での認識は、数量や重量等の確認で、形式的な

ものであり、支配の時点に関する判断に影響を与えないものとしており（適用指針

��）、検収基準を収益認識の原則としていません（では、いつなのか不明です）。 

   ②近接日 

     また、新基準では、上記①にかかわらず、資産の引渡し日（支配を獲得した日）

に「近接する日」を収益計上の日とすることができるとしています。 

     出荷基準については、「商品の販売において、出荷時からその商品の支配が顧客

に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時から支配が移転

されるまでの一時点（例、出荷、着荷時）に収益を認識できる」として、出荷基準

による収益認識が認められています（会計基準の適用指針 98）。 

   ③法人税法 22 条の 2 の規定 

     法人税法においても、資産の引渡し日を基本としながらも、公正処理基準に従っ

て、引渡し日等に近接する日を収益計上の時期とすることが認められます。 

    イ、原則 

       収益計上の時期は、目的物の引渡し又は役務提供の日です（同法第 1 項）。 

      国税庁は、この例示として、出荷日、検収日、作業完了日、使用収益開始日 

      を原則方法としており、出荷日と検収日を同列で扱っています。 

    ロ、近接日 

       引渡し日等に近接する日でもって、収益認識することもできます（同 2 項） 

      国税庁は、この例示として、契約効力発生日、仕切清算書到達日、検針日を上

げています。 

    ハ、申告調整 

       別表 4 の申告調整により、収益の金額を近接する日の属する事業年度に計

上することもできます（同 3 項）。ただし、上記イ又はロにより、経理してい

る場合には、申告調整は認められません。 

（２）収益計上額 

   ①会計基準 

     取引価格とは、資産の顧客への移転と、交換により企業が権利を得ると見込む対

価の額をいいます（基準 47）。 

     取引価格の算定に当たっては、次のすべての影響を考慮します（基準 48～67）。 

    イ、変動対価（値引、割戻、貸倒、返品等） 



    ロ、重要な金融要素（金利相当分） 

    ハ、現金以外の対価（財又はサービス） 

    ニ、顧客に支払われる対価（クーポン等） 

②法人税法第 22 条の 2 

収益の金額は、原則として、資産の引渡し時の価額（時価）又は提供した役務に

つき通常得るべき対価の価額とされます（22 条の 2 第 4 項）。 

    イ、値引きや割戻 

       値引きや割戻は、時価をより正確に反映させるための調整とし、収益金額の

計算上、控除します（同 4 項）。 

    ロ、貸倒、返品等 

       なお、貸倒れ（回収不能）又は買戻し（返品）の可能性がある場合において

も、収益の金額の計算上、その影響を織り込むことはできません（同 5 項）。 

     （注）新会計基準との違いです。 

（３）返品調整引当金及び長期割賦販売等の特例廃止 

返品調整引当金及び長期割賦販売等の特例（ファイナンスリース取引を除く）が廃

止されました。この廃止に伴い、返品調整引当金等の取り崩しに関する経過措置が設

けられました。 

（４）現物配当 

    金銭配当に代え、現物配当する場合、無償による資産の譲渡と同様に、現物配当を

資産の譲渡と利益の分配の混合取引とし、資産の譲渡によるキャピタルゲインとし

て課税されることが明確化されました（第 22 条の 2 第 6 項）。 

    これは、課税が変更されたのではなく、規定により、課税が明確化されたものです。 

（５）法人税施行令 18 条の 2 

    新会計基準に従って、経理処理した場合、法人税法 22 条の 2 との規定との差異が

生じる場合があります。法人税施行令 18 条の 2 は、この調整を行う規定です。 

   ①収益の計上時期 

    イ、値引き、割戻の時期 

       当初の収益計上額に対し、値引きや割戻の金額を修正した場合、その修正処

理を行った日の属ずる事業年度の損益とされます（施行令 18 条の 2 第 1 項）。 

    ロ、申告調整による修正 

       上記イの修正は、別表 4 による申告調整もできます（同 2 項）。 

    ハ、値引きや割戻等が翌事業年度以降に生じた場合 

       上記イ又はロの適用がある場合を除き、商品引渡しの翌事業年度以降に値

引きや割戻等が生じた場合には、値引き等が確定した事業年度において、損益

計上します（同 3 項）。 

   ②収益の計上額 



貸倒や返品等の可能性を見込み、収益計上額を減算している場合には、貸倒・返

品等の見込み金額は、損金として認められず、収益に加算します（同 4 項）。 

３、法人税基本通達の改正 

   会計基準及び法人税法の改正を受けて、法人税基本通達も改正されています。 

（１）収益計上の単位 

   ①収益計上の単位の通則（改正） 

イ、原則 

       資産の販売等の収入金額は、原則として、個々の契約ごとに計上します。 

    ロ、例外 

     （イ）いくつかの契約を一つ単位とする場合 

いくつかの資産の販売を組み合わせて初めて単一の履行義務となる場

合には、複数契約を併せて、一つの単位として収益を計上します。 

        （例）大規模工事等 

     （ロ）1 つの契約を複数の単位とする場合 

1 つの契約に複数の履行義務が含まれている場合には、それぞれの履行

義務ごとに収益を計上します。 

（例）ソフト開発等 

   ②保証を行う場合の収益計上の単位（新設） 

保証内容が単に、契約で合意された仕様に従っているという保証のみである場

合には、その保証を別の取引の単位として計上することはできません。      

   ③ポイントを付与した場合の収益計上の単位（新設） 

     資産の販売等に伴い、ポイントを相手方に与える場合、次の 4 つの要件全てを

満たす場合には、継続適用を条件に、資産販売とは別に、ポイントについて、収入

の「前受金として」計上することができます。 

    イ、資産等の販売によるポイントであること 

    ロ、ポイントが年度別に区分管理されていること 

    ハ、ポイントに関する権利が、期限超過、契約違反等以外では失効しないものであ

ることが規約で明記されていること 

    ニ、ポイントの提示があった場合に、値引き又は他のものに交換できること 

   ④資産販売等の収益金額に含まれない利息相当分（新設） 

     資産販売等において、その販売契約に金銭の貸付けに準じた取引が含まれてい

る場合には、継続適用を要件に、利息相当額を資産の販売金額に含めないことがで

きます。 

（２）収益計上金額 

   ①変動対価（新設） 

値引きや割戻等（変動対価）により契約金額が変動する可能性のある場合で、一



定の要件を満たす場合には、その値引き、割戻等の金額を収益の金額から控除する

ことができます。 

   ②相手方に支払われる対価（新設） 

     資産等の販売契約において、取引の相手方に対し、リベート、財貨等の対価を支

払うことが条件となっている場合には、資産譲渡の日又はリベート等の支払日の

うちいずれか遅い日の属する事業年度において、収益の金額から控除することが

できます。 

（３）収益の帰属時期 

   ①役務提供の収益帰属の原則（新設） 

     役務提供に係る収益の額は、次の区分に応じて収益に計上します。 

    イ、一定期間にわたる役務の提供 

       役務提供の履行義務が、一定期間にわたり充足されるものに関しては、履行

義務が充足されていくそれぞれの日の属する事業年度において益金の額に算

入します。 

    ロ、一時点で充足されていく役務提供 

       役務提供の履行義務が一時点で充足される場合には、引渡しの日に益金に

計上します。 

   ②一定期間にわたる役務の提供の収益計上（新設） 

     役務提供の履行義務が、一定期間にわたり充足されるものに関しては、進捗度に

合わせて収益の金額を計算します。 

   ③請負に関する収益の帰属（新設） 

     請負（工事等）に関する収益の額は、次により収益を計上します。 

    イ、原則 

       原則として、請負に関する収益は、引渡しの日に収益を計上します。 

    ロ、進捗度の応じた計上 

       請負の履行義務が一定期間にわたり充足していくものに関しては、進捗度

に応じて、収益を計上することができます。 

   ④知的財産のライセンス供与（新設） 

特許や著作権等の知的財産のライセンス供与による収益計上は、ライセンスの

性質に応じて行います。 

    イ、履行義務が一定のライセンス期間にわたり充足される場合 

       一定期間の各事業年度にわたり収益を計上します。 

    ロ、ライセンス供与時点で、履行義務が充足される場合 

       供与時点で収益に計上します。 

   ⑤工業所有権等の使用料の帰属時期（改正） 

     特許等の工業所有権の使用料の収益に関し、上記④にかかわらず、法人は、継続



して使用料を受け取ることとなっている場合には、支払いを受ける日において収

益計上することができます。 

   ⑥商品引換券等の発行に係る収益の帰属時期（改正） 

     商品引換券等にかかる収益の計上時期は、次によります。 

    イ、原則 

       商品の引渡し等のあった日の属する事業年度において収益に計上します。 

    ロ、10 年を経過した商品引換券等 

       10 年を経過した日に、収益の金額に計上します。 

    ハ、一定の事実が生じた場合 

       次のいずれかの事実に該当する場合には、収益に計上します。 

     （イ）商品引換券等を年度ごとに区分して管理していない場合 

     （ロ）商品引換券等の有効期限が到来した場合 

     （ハ）商品引換券等に関し、法人の収益計上基準に達した場合 

         

★事務所から★ 

  米国と中国の貿易紛争、米国による関税・保護主義化が懸念されます。世界経済の今後

に、リスクが高まりつつあります。世界経済や各国の動向に十分留意して下さい。 

          （公認会計士辻中事務所、税理士法人みらい）   


