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「会計」（2006 年度冬学期）復習のための演習問題 
――考えるヒント（第 7 章～12 章）―― 

 
 
第７章 固定資産の原価配分と評価 
 ７－１  圧縮記帳は、国庫補助金等へのなし崩し的課税をする方法、と言われるわけを説明

せよ。 
 
   〔ヒント〕テキスト 134～136 ページ、265～267 ページ 
     １． 圧縮記帳とは、固定資産の取得財源に充てられた国庫補助金等に見合う金額だけ、

当該固定資産の取得原価を減額して、圧縮損と国庫補助金受領益を相殺する会計

処理のこと。 
     ２．その結果、当座の国庫補助金受領益に対する課税がされないことになる。 
     ３．しかし、取得原価を圧縮した分だけ、当該固定資産のその後の減価償却費は耐用

年数にわたって減少し、企業会計上の利益＝課税所得はその分だけ増加する。 
     ４．耐用年数内の毎期生じるこの増加所得は、 

圧縮記帳をしなかった場合の年々の減価償却合計額 
－圧縮記帳後の年々の減価償却合計額 
＝国庫補助金等受領益 

       となる。 
その結果、当座、回避された国庫補助金等への課税が耐用年数にわたって、上記

の増加所得への課税という形で、分散的なし崩し的に行われることになる。 
 

 ７－２  かつては、毎期の減価償却費の累計は「減価償却引当金」として表示されていたが、

今日では「減価償却累計額」と表示されている。引当金という科目名が採用されなく

なった理由を説明せよ。 
 
   〔ヒント〕テキスト 69、138、222 ページ 
     １．「引当金」の定義（→企業会計原則注解 18） 
        将来の特定の費用または支出に備えるもの 
     ２．受取債権に対する控除的評価勘定として貸倒引当金がある。貸倒引当金は対象債

権の一部につき、今後予想される貸倒れに備える控除的評価勘定という意味で、

評価性引当金と呼ばれる。 
     ３．では、同じ、（固定）資産に対する控除的評価勘定である減価償却累計額は上の「引

当金」の定義を満たしているか？ 貸倒引当金と同じ性格のものといえるか？ 
 
 ７－３  減損会計において、使用価値と正味売却価格を比べて大きい方を「回収可能見込額」

とするのはなぜか？ 
 
   〔ヒント〕テキスト 149～151 ページ 
     企業価値 大化を志向する経営者を前提にすると、 
      正味売却価格＜使用価値のとき → 資産（グル－プ）の使用を継続 
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使用価値＜正味売却価格のとき → 資産（グル－プ）を処分（清算） 
     という行動選択が想定される。これを敷衍すると、・・・・・ 
 
第８章 繰延資産等の会計処理 
 ８－１  研究開発費の会計処理について想定される複数の方法を、支出と費用の関係という

観点から説明せよ。 
 
   〔ヒント〕テキスト 165～167 ページ 
     テキストの上記箇所を復習すること 
 
 ８－２  税効果会計を採用することによって、採用しない場合に損益計算書および貸借対照

表に生じるどのような歪みが解消されるのか？  
 
   〔ヒント〕テキスト 172～173 ページ、175～176 ページ 
     損益計算書上での歪み 
      年度間で税引前当期純損益が同じであっても、それに対する税負担率に乖離が生じ、

税引前損益と法人税が適切に対応しないことになる。 
     貸借対照表上の歪み 
      純資産の当期増減変動とリンクする税引後損益が過大または過小に表示される結果、

期末の純資産が適正に表示されない。 
      また、「税効果資本」（現在の表示基準でいえば「税効果純資産」）に見合う繰延税金

資産の回収可能性を甘く評価すると、その分、純資産が過大に評価される結果にな

る（第 8 章の冒頭に掲げた『日本経済新聞』記事を参照のこと）。 
 
     【補論】では、現行の基準どおりに税効果会計を適用したら、税引前当期純損益と法

人税等は適切に対応すると言い切れるのかというと、そうではないという私見をま

とめた論文を 3 年ほど前に発表しました。その論拠を要約すると、過年度に計上し

た（未回収の）繰延税金資産の実現に見合う取崩額や回収可能性の変動額まで法人

税等調整額に加減している現行の会計基準に問題があるからだと指摘しています。

関心を持つ人は次の原文を一読してみてください。 
       醍醐聰「税効果会計と確定決算基準」『会計』2004 年 12 月 
        http://sdaigo-kougi.cocolog-nifty.com/tax_effect.pdf 
       図１ 都市銀行の税引前後の損益の推移 

http://sdaigo-kougi.cocolog-nifty.com/fg1.xls 
       図２ 地方銀行の税引前後の損益の推移 

http://sdaigo-kougi.cocolog-nifty.com/fg2.xls 
       図３ 地方銀行Ⅱの税引前後の損益の推移 

http://sdaigo-kougi.cocolog-nifty.com/fg3.xls 
       図４ 信託銀行の税引前後の損益の推移 
        http://sdaigo-kougi.cocolog-nifty.com/fg4.xls 
       表１ 評価性引当額の増減が法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異に及ぼした影響度の分布 
        http://sdaigo-kougi.cocolog-nifty.com/table1.xls 



       表２ みずほ銀行と福井銀行の税引前後の損益 
        http://sdaigo-kougi.cocolog-nifty.com/table2.xls 
 
 ８－３  三菱 UFJ フィナンシャル・グル－プは 2006 年 3 月期決算において、繰延税金資産

を約 4,800 億円積み増しした。これは旧 UFJ 銀行が統合前に取り崩した繰延税金資

産を復活させたものである。統合を機に、このような会計処理が行われることになっ

た理由を推論せよ。 
 
   〔ヒント〕 
      統合前にＵＦＪ銀行が将来の課税所得との見合いで回収不可能と判断して評価性引

当額（この用語の意味はテキスト 178 ページを参照すること）に繰り入れた額の一部

が、三菱銀行との統合により収益性が向上すると見込まれたことにより、繰延税金資

産に戻し入れたもの。 
これについては、三菱ＵＦＪ銀行の下記の発表文書を参照のこと 
http://sdaigo-kougi.cocolog-nifty.com/mitubishi_ufj_taxeffect.pdf 

 
 
第９章 金融商品の認識と評価 
 ９－１  関係会社株式の会計処理に原価法を用いると利益操作に使われる恐れがあると言わ

れるのはなぜか？ 
 
   〔ヒント〕テキスト 199 ページ 
      関係会社を支配する親会社（投資元会社）はその支配力、影響力（議決権行使など）

を通じて関係会社の配当の多少を調整できる。そのため、配当を基準にして関係会社

の損益を親会社、投資元会社の損益（受取配当金）に反映させる原価法では、関係会

社からの受取配当金を調整することによって親会社、投資元会社が自己の業績を操作

することが可能になる。 
 
 ９－２  国債 30 単位（単位あたり時価 99）の価格変動リスクをヘッジするために、債券先

物を 30 単位（単位あたり時価 101）売り建てた。その後の決算日時点の時価（単位

あたり）は国債が 97、債券先物が 99 であった。この場合、債券先物が国債の価格変

動によるリスクをヘッジすることを損益図で表せ。 
 
            利  
                     益                 国債（ヘッジ対象） 
                     +2 
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                      0   97      99       101 
                             債券先物（ヘッジ手段） 
           -2 
           損 
           失 



 
第 10 章 負債の認識と評価 
 10－１  退職給付債務がそのまま貸借対照表に計上される年金負債とならない理由を２つ

に分けて説明せよ。 
 
   〔ヒント〕テキスト 225～227 ページ 
     テキストの上記箇所を復習すること 
 
 10－２  テキスト 49 ページ以下で示した大阪府の貸借対照表にはどのような負債の計上漏

れがあると考えられるか？ 2 種類挙げよ。 
 
   〔ヒント〕テキスト 57 ページ以下 
     １．契約の相手方（土地開発公社）が履行済みで当方が未履行の債務、つまり、未払

金の不計上 → すでに公社から引渡しを受け、供用を開始していながら未払いの

債務 
     ２．契約の相手方（土地開発公社）も当方（大阪府）も未履行ではあるが、履行が確

実に要請される（事実上、回避不可能な）債務 → まだ公社から引渡しを受けて

いないが、大阪府の依頼を受けて公社がすでに購入済みの公共用地の引取りに要す

る金額（対価+管理費用・利息算入）。現行の会計基準、会計慣行では、この種の

未履行契約債務までオンバランスすることを要請していないが、こうした未履行契

約のなかには、本例のように回避することが事実不可能で、金額を合理的に見積も

れる債務もある。これらは履行を待たず、貸借対照表本体に負債として計上するこ

とで財状態の適正な開示が促されると考えられる。 
 
 
第 11 章 資本と利益の区別と測定（純資産の部の会計） 
 11－１  次の各項目のうち、純資産の部に計上されるのはどれか？ また、純資産の部のど

の区分に計上されるのか？ 
      ①繰延為替予約差益  ②創立 50 周年記念事業積立金  ③半成工事前受金 

④新株予約権  ⑤自己株式  ⑥未収収益  ⑦その他有価証券評価差額金 
 
    〔ヒント〕 
      ①は「繰延ヘッジ損益」と総称される。②は任意積立金、③は負債項目。⑤は自己

株式＝資本控除説を採る現行基準においては株主資本からの控除項目。⑥は資産項

目。⑦は税効果調整後の金額を純資産の部に計上 
     〔参考〕新会社法のもとでの純資産の部の表示区分は次のとおり 
 

純資産の部 
         Ⅰ 株主資本 
            １．資本金 
            ２．資本剰余金 
               資本準備金（株式払込剰余金） 
               その他資本剰余金 
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            ３．利益剰余金 
               利益準備金 
               その他利益剰余金（○○積立金） 
               繰越利益剰余金 
            ４．自己株式（控除項目） 
         Ⅱ 評価・換算差額等    
            その他有価証券評価差額金 
            繰延ヘッジ損益（繰延為替予約差益など） 
           ・・・・・・・ 
         Ⅲ 新株予約権 
         
 
 11－２ 自己株式処分差損益の会計上の性格を、自己株式に関する見方と関わらせて説明せよ。 
 
   〔ヒント〕テキスト 246 ページ 
     テキストの上記ページの【補論】自己株式の会計的性格、を復習しておくこと。 
 
 11－3  吸収合併に買収法を採用した場合と持分プ－リング法を採用した場合とでは、存続

会社の合併後の貸借対照表、損益計算書のどこに、どのような違いが現れるか？ 
 
   〔ヒント〕テキスト 252 ページ 
      テキストの上記ページの表 11－5 企業結合の３つの会計方法の比較、を復習して

おくこと。 
     （注意） 

①買収法で評価替えされるのは、被合併会社（消滅会社）の資産・負債に限られる。 
②国際会計基準や米国基準では、買収法を適用して＜のれん＞を計上しても、のれ

んについては減損検査法が適用されるのみで、規則的償却を行わない（テキスト

257 ページ参照のこと）。その限りで、合併後の存続会社の損益は買収法を採用し

てものれんの償却負担が発生しない分だけ、持分プ－リング法を採用した場合と

開きが生じない。（買収法では、減価償却性資産については評価替えした分もそ

の後の減価償却の対象に含まれるので、その限りで、持分プーリング法を採用し

た場合よりも合併後の損益は上下に変化することになる。） 
 
 
第 12 章 収益の認識 
 12－１  商品の輸出取引による売上を荷為替取組日基準で計上するとしたら、どういう問題

が起こると予見できるか？ 
 
   〔ヒント〕テキスト 287～288 ページ 
      テキストの上記箇所に収録した税務当局の指摘が参考になる。 
 
 12－2  債券先物取引に関わる損益を決済基準で認識するとしたら、利益操作に用いられや

すいといわれるのはなぜか？ 
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   〔ヒント〕テキスト 293～296 ページ 
      テキストの上記箇所に収録した【補論】、特にそのなかで紹介した税務当局の指摘が

参考になる。決済基準を適用する状況のなかで、特定のデリバティブについて、売り

のポジションと買いのポジションを同数同額保有していると、いずれかを任意に決済

することによって、当期の損益（あるいは未実現の状態で次期へ繰り越す損益）を容

易に操作できることになる。 
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