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「財務会計」（2007 年度夏学期）復習用問題（Part１）正解 
 

 
【１】 次の各用語の意味を説明せよ。必要に応じて専門用語による計算式を示せ。 
 
 （１）ダウン・ストリーム取引 
    連結グループ内で親会社から子会社へ財またはサービスを移転させる取引のこと。この場合、

親会社が子会社に移転させた商品等のうち期末時点で子会社の在庫となっている部分があれば、

それに見合う分だけ、親会社が内部取引で計上した損益が未実現ということになる。そこで、

連結財務諸表を作成するにあたっては、この未実現損益を消去するとともに、子会社の期末在

庫等を未実現損益相当額だけ加減する。この場合、親会社には少数株主持分は存在しないから、

未実現損益の全額を消去することになる。 
 
 （２）負ののれん 
    企業結合において取得企業が被取得企業に払った対価が、被取得企業から取得した純資産の

公正価値を下回る場合、その下回る額のことを「負ののれん」という。 
 
 （３）将来減算一時差異 
    一般には、企業会計上の収益・費用と課税所得計算上の益金・損金の期間帰属の差異のこと

を「一時差異」という。このうち、将来、課税所得を減少させる効果を持つ一時差異のことを

「将来減算一時差異」という。税務上の損金算入限度額を超える費用計上額や長期保有目的の

有価証券に生じた評価損などがこれにあたる。税務上の繰越欠損金も将来の課税所得を減少さ

せる効果を持つことから、将来減算一時差異に準じた扱いをする。 
 
 （４）タックス・プランニング 
    一般には税法の枠内で税負担額を 小にし、税引後の手取り額を 大にするような計画を立

案することをいう。税効果会計において言われるタックス・プランニングとは、将来減算一時

差異の解消年度や税務上の繰越欠損金の繰越期間内に含み益のある有価証券や不動産等を売却

することによって課税所得を発生させ、繰延税金資産等の税負担軽減効果を実現させることを

いう。 
 
 （５）法人税等調整額 
    税効果会計を適用して計上される繰延税金資産および繰延税金負債を相殺した差額の期首と

期末の増減額のことをいい、当期に納付すべき法人税等に対する控除（法人税等の前払い分）

または加算（法人税等の未払い分）として表示される項目のことを「法人税等調整額」という。

この中には当期に発生または減少した繰延税金資産および繰延税金負債の差額ばかりでなく、

税率の変更に伴う繰延税金資産または繰延税金負債の金額の修正や、過年度に計上された繰延

税金資産の回収可能性の見直しに伴う修正額も含まれる。 
   （下線の部分の問題点については、「税効果会計」講義用資料 4～7 ページを参照のこと） 
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   （例）不良債権の早期処理のため、税務上の損金算入限度額を超える償却をした時 
       （繰延税金資産） ××      （法人税等調整額） ×× 
                          法人税等の減額修正 
 
      上記の不良債権の貸倒れが確定し、それに伴う損失を税務上損金に算入することが認め

られた時 
       （法人税等調整額） ××      （繰延税金資産） ×× 
         法人税等の増額修正 
 

（６）推定的債務 
    法的債務以外の債務であって、①企業が負担を受諾する意思を明示し、②その結果、利害関

係者が当該企業はこれらの責務を負担するものと合理的に期待しているような状況の下で、当

該企業が将来負担する可能性が高い債務のこと 
    詳しい説明と適用例については、「負債の会計」講義用資料１～3 ページを参照のこと） 
 
 （７）（退職給付債務の）遅延認識 
    過去勤務債務、数理計算上の差異、会計基準変更時差異（   「負債の会計」講義用資料

p.6 を参照のこと）について発生年度に一時に償却せず、当期の退職給付債務から除いて繰り

延べた上、一定の年限にわたって償却する処理のこと 
 
 （８）出納整理期間 
    「公会計」講義用資料 p.2 に掲載した用語説明を参照すること 
 
 （９）債務負担行為 
    国や地方公共団体が次年度以降に予定される物件等の購入のために負担する可能性がある支

出額、あるいは債務保証により将来、代位弁済の義務を負う可能性のある金額のこと。地方公

共団体はこれらについて、その事項、期間、限度額を毎年度の予算に計上して議会に議決を求

めるよう定められている。このうち、発生の可能性が低いものは貸借対照表の欄外に注記する

ことになっているが、本体に計上すべき債務負担行為の範囲については明確な基準がないのが

現状である。 
 
 
【２】 次の各文章のうち、正しい内容のものには○を、誤りを含んだものには×を、

それぞれ文頭の〔  〕内に記入せよ。また、×を付けた文章については、誤っ

た部分（または全文）を改訂した文章を空欄に記載せよ。 
 
 （１） 〔 × 〕連結決算で未実現損益を消去する方法には、①親会社持分と少数株主持分に按分

する形で全額を消去する方法、②親会社持分にすべてを負担させる形で全額を消去する方法、

③親会社持分相当額だけを消去する方法、がある。親会社説に立てば②の方法が採用され、経

済的単一体説に立てば①が採用される。 
 
    親会社説に立てば③の方法が採用され、 
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 （２） 〔 × 〕税効果会計は企業会計上の収益・費用と課税所得計算上の益金・損金の計上金額

の一切の差異を調整し、税引前当期純利益とそれに課される法人税等を合理的に対応させるた

めの会計技法である。 
 
    の差異のうち、一時差異およびそれに準じる税務上の繰越欠損金 
 
 （３） 〔  〕長期保有を前提にする売買目的有価証券に生じた評価差益は将来加算一時差異の

一種として繰延税金負債に含められる。 
 
    その他有価証券 
 
 （４） 〔 × 〕過去の業績の水準に応じて将来の課税所得を見積もり、それを基礎に繰延税金資

産の回収可能性を判断する場合、スケジューリング（一時差異が解消する見込年度を見積もる

手続き）が不可能な将来減算一時差異に係る繰延税金資産は、当該企業の過去の業績がどの例

示区分に属する場合でも、回収不能と判断される。 
 
     例示区分１（期末における将来減算一時差異を十分に上回る課税所得を毎期（当期および

概ね過去 3 年以上）計上している会社）に属する会社を除き、 
 
 （５） 〔 × 〕タックス・プランニングに基づいて繰延税金資産の回収可能性を判断する場合、

売却を想定する資産の含み益等に係る金額は将来の売却時の時価の見積額に基づいて算定する

ことになっている。 
 
     有価証券については期末の時価、不動産については期末前おおよそ 1 年以内の不動産鑑定

評価額等の公正な時価（    「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱

い」６の（２）の②の(イ)、６の（２）の③の（イ）、６の④の(イ)を参照のこと） 
 
 （６） 〔 × 〕一般に負債とは、将来予想される取引または事象の結果として、企業が他の経済

主体に経済的資源を引き渡さなければならない回避不可能な義務と定義される。 
 
     過去の 
  
 （７）〔 × 〕過去勤務債務、数理計算上の差異等はそれが認識された時点で全額をいったん負債と

して計上し、即時償却することになっている。 
 
            この復習問題の前出の問題【１】の（７）の解答を参照すること   
 
 （８）〔 ○ 〕資産と負債を両建て計上する会計方法の採用例として、資産除却債務の会計処理のほ

か、ファイナス・リースの会計処理が挙げられる。 
 
 （９）〔 × 〕地方公共団体の単年度収支は、財政収支のゆとりに応じて調整される地方債の繰上償
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還額を含む点で当年度に固有の収支差を表すとはいえない欠陥がある。 
 

地方債の繰上償還額や内部振替収支にすぎない積立金への繰入、取崩額を含む点で 
 

（10）〔 ○ 〕一般に、公共部門が作成する貸借対照表では、貸方の正味資産（資産・負債差額）

は公共資産の形成のために過去の世代が負担した財源を表し、負債は将来世代の負担となる財

源を表すとみなされている。 
 
 

【３】次の各問に答えよ。 
 
 （１）甲社は当期中に連結グループ外の会社から商品Ａを単価 2,000 で 8,000 個仕入れ、そのうち

の 7,500 個を単価 2,400 で連結子会社乙社（甲の持株比率は 80％）に販売した。乙社は甲から

仕入れた商品Ａのうち 5,000 個を当期末までに単価 3,000 で甲・乙が属する連結グループ外へ

販売した。このとき、甲が作成する当期の連結損益計算書で計上される売上高と売上原価なら

びに連結貸借対照表に計上される期末棚卸高をそれぞれ示せ。その際は計算の過程も示すこと。

なお、ここでは甲、乙いずれの個別決算においてもＡ商品の期末在庫について棚卸減耗ならび

に評価減はなかったものとする。 
 
    連結ベースで当期の売上となるのは、乙社を通じて連結グループ外へ単価 3,000 で販売した

5,000 個分  3,000×5,000 個＝15,000,000 
 
    連結ベースでの当期の売上原価は、乙社を通じて連結グループ外へ販売した 5,000 個分に対

応する甲社の仕入原価  2,000×5,000 個＝10,000,000 
 
    連結ベースでの当期末棚卸高は、 
     ①甲社における在庫分  2,000×500 個＝1,000,000 
     ②乙社における在庫分  2,000×2,500 個＝5,000,000 
             乙社の個別決算上での期末在庫 2,500 個分の簿価（2,400×2,500 個＝6,000,000）に含

まれる未実現利益相当額【（2,400－2,000）×2,500 個＝1,000,000】を控除する。 
    ①＋②＝6,000,000 

                               正解： 
                                                  連結売上高    15,000,000 
                                 連結売上原価  10,000,000 
                                                  連結期末棚卸高  6,000,000 
 
 （２）下記は、Ａ社の 2007 年 3 月期の連結決算における繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発

生原因の内訳と評価性引当額を示したものである。このデータから、Ａ社の当期末連結貸借対

照表に計上される繰延税金資産の金額を計算過程を添えて示せ。（単位は百万円） 
     製品保証引当金（税法上の限度超過額）   70,364 
     その他有価証券評価差額金（評価益）      4,166 
     租税特別措置法上の諸積立金等 
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（益金算入繰延項目）           451,404 
退職給付引当金（税法上の限度超過額）     128,515 
税務上の繰越欠損金            56,141 
土地の評価差額（評価益）         78,917     
上記以外の繰延税金資産項目        499,960 
上記以外の繰延税金負債            182,082 
評価性引当額                        72,601 

 
     繰延税金資産小計： 70,364＋128,515＋56,141＋499,960＝754,980 ・・・・ ① 
     繰延税金資産合計： ①－評価性引当額＝682,379  ・・・・・・・・・・・・ ② 
     繰延税金負債小計： 4,166＋451,404＋78,917＋182,082＝716,569  ・・・・ ③ 
        繰延税金資産の純額： ②－③＝△34,190  
 
（３）下記は、Ａ社の 2007 年 3 月期の連結決算における退職給付債務に関する明細データである。

このデータから、Ａ社の当期末連結貸借対照表に計上される退職給付引当金の金額を、計算過

程を添えて示せ（単位は百万円）。△印は給付債務の増加要素を表す。 
    当期末退職給付債務          △1,273,725 ・・・・・・・・ ① 
    当期末年金資産（時価）         1,008,771 ・・・・・・・・ ② 
    未認識過去勤務債務           △54,049 ・・・・・・・・ ③ 
    未認識数理計算上の差異                  81,493 ・・・・・・・・ ④ 

     会計基準変更時差異の未処理額            89,822 ・・・・・・・・ ⑤ 
 
   ①＋②＝△264,954（年金資産で財源が裏付けされていない未積立退職給付債務）・・・・ ⑥ 
   ⑥＋（③＋④＋⑤）＝△147,688  

        正解： 147,688 百万円 
   （注）問題文の①の当期退職給付債務にも△を付す必要がありました。ここで訂正します。 
 
 （４）下記は埼玉県の 2004 年度の収支項目の決算額である。このデータにもとづいて、当年度の

埼玉県の実質単年度収支を、計算過程を添えて示せ（単位は百万円）。 
     歳入総額                1,557,104 ・・・・・・・・ ① 
     歳出総額                   1,543,069 ・・・・・・・・ ② 
     翌年度に繰り越すべき財源            10,663 ・・・・・・・・ ③ 
     前年度実質収支            3,677,640（3,677）に訂正）・・・・・ ④ 
     積立金繰入額                  1 ・・・・・・・・ ⑤ 
     地方債繰上償還額               32,700 ・・・・・・・・ ⑥ 
     積立金取崩額                    1,002 ・・・・・・・・ ⑦ 
 
   ①－②＝14,035（歳入歳出差額、形式収支） ・・・・・・・・・・・・・・ ⑧ 
   ⑧－③＝3,372（実質収支）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑨ 
   ⑨－前年度実質収支＝△305（単年度収支）  ・・・・・・・・・・・・・・  ⑩ 
   ⑩＋⑤＋⑥－⑦＝31,394（実質単年度収支） 

 正解：31,394 百万円 


