
 1

「財務会計」定期試験問題（2007 年度夏学期：担当 醍醐）正解 
 
 
【問題１】次の各問いに答えよ。 
 （問１）X 社は当期中に連結グループ外の会社から商品 A を単価 4,000 円で 10,000 個仕入れ、その

すべてを単価 4,500 円で連結子会社 Y 社（X 社の持株比率は 80％）に販売した。Y 社は X 社か

ら仕入れた商品 A のうち 8,000 個を当期末までに単価 6,000 円で連結グループ外へ販売した。こ

のとき、商品 A について X 社が作成する当期の連結損益計算書に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商品 A の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 Y 社の個別決算において商品 A 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。 
 
     売 上 高： 6,000 円×8,000 個＝48,000,000 円 
     売 上 原 価： 4,000 円×8,000 個＝32,000,000 円 
     期末棚卸高： 4,000 円×2,000 個＝ 8,000,000 円 
           
 （問２）下記は、A 社の×年 3 月期連結決算における退職給付債務に関連したデータを示したもので

ある。このデータをもとに当期末のA社の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）。各項目の金額の符号は各項目の記載内容（括弧内の記載

も含む）から判断すること。 
 
年金資産                                   400,000 
当期末現在の退職給付債務                            700,000 

     未認識過去勤務債務（給与水準の切り下げに起因する分）         30,000 
     未認識数理計算上の差異（年金資産の実際の運用収益が期待 

運用収益を下回った分）                      80,000 
 
     700,000－400,000－（－30,000＋80,000）＝250,000 百万円 
     （注） 

①給付水準の切り下げに起因して発生した過去勤務債務は、期末退職給付債務の減少要

素として処理されているが、ここでは遅延認識により、いったん、それを退職給付債

務に戻し加え、その後一定期間にわたる償却により退職給付費用のマイナス要素（退

職給付債務のマイナス要素）として処理していく。 
②年金資産の実際の運用収益が期待運用収益を下回ったことに起因して発生した数理計

算上の差異は、期末退職給付債務の増加要素として処理されているが、ここでは遅延

認識により、いったん、それを退職給付債務から控除し、その後一定期間にわたる償

却により退職給付費用のプラス要素（退職給付債務のプラス要素）として処理してい

く。 
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 （問３）下記は群馬県の 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

群馬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                           757,104 
     歳出総額                             742,593 
     翌年度に繰り越すべき財源                              13,193 
     前年度実質収支                                   1,439 
     積立金繰入額                                        706 
     地方債繰上償還額                                  2,698 
     積立金取崩額                                      1,300 
 
     757,104－742,593＝14,511（歳入歳出差引＝形式収支） 
     14,511－13,913＝1,318（実質収支） 
     1,318－1,439＝－121（単年度収支） 
     －121＋706＋2,698－1,300＝1,983（実質単年度収支） 
 
【問題２】下記の各用語を用いて（何回使ってもよい）、（１）繰延税金資産の発生から回収に至る会計

処理・表示、（２）税効果会計に不良債権の処理を促進させる効果が期待される理由とその効果

の限界、をそれぞれ説明せよ。 
 

将来の課税所得  評価性引当額  法人税等調整額  将来減算一時差異 
      １－法定実効税率  「有税償却」  損金算入  税引前当期純利益 
 
 
  （問１）例えば、企業が不良債権の「有税償却」を行った場合でも税務上は当該債権の貸倒れが確

定するまでは損金算入が認められない。その結果、企業会計上の費用と課税所得計算上の損金

の期間帰属にずれが生じる。このずれ（将来減算一時差異という）を調整し、税引前当期純利

益と法人税等が対応するよう（ただし、永久差異等が存在する場合は法定実効税率に合致した

対応にはならない）、将来減算一時差異に法定実効税率を乗じた金額を法人税等調整額という科

目で法人税等から控除するとともにそれと同額を繰延税金資産として処理する。 
     この繰延税金資産は、上の例でいうと、次期以降に当該債権の貸倒れが確定した年度に税務

上損金算入が認められ、税額減算効果が実現し、繰延税金資産が回収されたことになる。ただ

し、当該企業の将来の課税所得の見込額が減少した場合は繰延税金資産の税額減算効果は低下

するので、それに見合って回収不能と見込まれる繰延税金資産は評価性引当額に繰り入れ、減

額修正する。 
 
  （問２）上記のような税効果会計を導入すると、企業が不良債権の「有税償却」を加速させても法

人税等調整額をクッションにして税引後利益の落ち込みは回避され、それに見合って自己資本

（比率）の低下も回避できる。税効果会計はこのような機能により、財務業績や財政状態の表

示に悪影響を及ぼすことを嫌って「有税償却」を見合わせようとする経営者の誘因を取り除き、
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不良債権の処理を促す効果を期待できる。 
     ただし、税効果会計のこうした効果は法定実効税率の範囲に限定され、（１－法定実効税率）

に見合う分だけ有税償却をしない場合の方が税引後利益が大きくなるので、その限りでは税効

果会計が不良債権の処理を促進させる効果は減じられる。 
 
【問題３】 次の各問いに答えよ。 
 
  （問１）甲社は自社製品の購入者に対して販売時点から 1 年以内に起こった製品の欠陥について無

償で修理または交換をするという保証をしている。しかし、過去において販売後 1～3 年の間

に発生した製品の欠陥についても、自社ブランドの維持のため、無償の修理または交換に応じ

てきた。ただし、この事実を広く顧客に周知してこなかった。この場合、甲社は販売後１～3
年の期間に発生が見込まれる製品のトラブルの修理または交換に要する支出見込額についても

製品保証引当金に繰り入れる必要があるか? 根拠を添えて検討せよ。 
 
     （結論）必要はない。 
     （根拠）①甲社には、販売後 1～3 年の間に発生した製品の欠陥について修理または交換に

応じる法的責任はない。また、甲社は法的責任とは別に当該責務を引き受けると

公式に表明したこともない。 
         ②甲社が過去において販売後 1～3 年の間に発生した製品の欠陥についても、無償

の修理または交換に応じてきたことは甲社の製品の購入者に周知されていない。

したがって、甲社の製品購入者が、甲社は当該期間に発生した製品の欠陥の修理

または交換に応じてくれると合理的に期待しているとはいえない。 
 
  （問２）2006 年 1 月に最高裁は、貸金業者が利息制限法の上限金利を超え、出資法の上限金利以

下の貸出金利に基づく利息（いわゆる「グレ－ゾ－ン金利」）は、法令で定められた特定の要件

を満たさない限り無効とする判決を下した。この判決を契機に利息制限法の上限金利を超える

利息を支払った債務者から消費者金融会社等に対し、当該超過利息の返還を求める訴えが各地

で起こされている。また、今後もこうした請求の増加が予想される。なお、これらの請求のう

ち、一部はすでに和解に至っているが、その他については裁判が継続する見込みである。 
     こうした利息の返還請求について貸手の消費者金融会社等は会計上どのように対処すべき

か？ 
 
     問題文にある最高裁判決を受けて、消費者金融会社等からの債務者でいわゆる「グレーゾー

ン金利」相当の利息を払った債務者からは当該利息の返還を求める訴えが相次いで起こされる

ものと予想される。そして、裁判になった場合は最高裁判決により、債権者たる会社側が敗訴

する可能性が高い。 
     したがって、消費者金融会社等は収受済みの「グレーゾーン金利」相当の利息のうち、法令

で定められた特定の要件を満たす利息を除く金額を、今後の返還に備える引当金として負債に

計上する必要がある。 
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【問題４】 下記は、A 社の財務担当取締役Ｘ氏と同社の会計監査を担当する公認会計士Ｙ氏が期末決

算を控えた某年のある日に交わした会話の一部である。この会話を読んで後の各問いに答えよ。 
 
  Ｘ氏： 今期決算では期中で行った B 社の吸収合併をどう処理するか考えておかなければなりませ

ん。これに関して頭を痛めているのは B 社と合併の基本合意を交わした折に内々に了解し合

った合併後の B 社のリストラ計画について決算でどういう手当てをするかです。具体的にい

いますと、当社としては合併後ただちに B 社の不採算部門の閉鎖に着手したいと考えていま

す。そこで、当期の決算でリストラ費用を見越し計上しておく必要があるのではないかとい

うことです。 
  Ｙ氏：  というと、「リストラ引当金」といった負債を今から計上するということですか？ 

X 氏： そのとおりです。合併前の B 社には自社のリストラを見越した負債性の引当金は計上され 
ていません。あくまでも当社との合併を機に浮上した計画です。そこで、取得企業である当 
社の当期末決算で新たにそのような名称の引当金を計上しておかなくてもよいのか、お聞き

したのです。 
  Ｙ氏： 負債性引当金となると、Ｘさんもご存知のとおり、（ ① ）という負債の認識要件をクリ

アできるかどうかが問題ですね。まず、B 社との間でリストラ計画について、どこまで合意

ができているのですか？  
  Ｘ氏： 双方の社長ほか経営のトップレベルでは基本的な合意はできています。 
  Ｙ氏： 合併に先立って両社の取締役会で了承を得るには、それなりに具体的な経費の総額も見込

んだリストラ計画が固まっている必要があると思いますが・・・・。労組など利害関係者の

了解が得られる見込みも含めて。 
  Ｘ氏： 細部の詰めはこれからですが、閉鎖する事業所とラインのリスト、人員削減の大まかなプ

ランはできています。なにせ、対外的には「対等合併」と言っていますが、実態が当社によ

る B 社の救済合併であることは B 社の経営陣は百も承知です。それがわかっていれば抵抗は

ないはずです。 
  Ｙ氏： ただね、貴社や B 社の経営トップの意思だけで負債項目としてのリストラ引当金を計上で

きるわけではないですからね。そこが私ら会計監査人のつらいところですよ。近頃は「推定

的債務」なんて概念が現れて、負債の範囲を拡大する動きがありますが、これだって、もは

や回避できない将来の負担、という要件がかかっていますからね。 
  Ｘ氏： しかし、もし、今の段階でリストラ引当金を計上しないまま、合併後ただちにリストラに

着手したら、おかしなことになりませんか？ というのも、Ｂ社との合併交渉では同社が不

採算部門を抱えていることを織り込んで企業評価をし、合併比率を決定したわけです。とこ

ろが、いざ合併の会計処理になって、私が言うリストラ引当金を計上していなければ負のの

れんが生じてしまいます②。しかし、わが国では、負ののれんは（ ③ ）という会計方法

が指示されています。そうなると、リストラ費用は合併後直ちに発生するのに、それと表裏

一体の負ののれんを損益計算面で対応させられないことになりませんか？  
  Ｙ氏： おっしゃる意味はよくわかります。しかし、この問題は国際会計基準の検討の場でも議論

になっている点です。従来、国際会計基準では原則としてリストラ引当金は負債の要件を満



 5

たさないとされてきました④。ただし、企業結合の会計処理においては例外的に計上を容認

されてきたのですよ。しかし、最近はこの例外も廃止しようという意見が強くなっています。 
今のお話について言うと、リストラ引当金はのれんの会計処理と絡めて議論するのではな

く、あくまでもさきほどお話した負債の認識要件を満たすかどうかで厳密に解釈すべきだと

いう意見が予想されます。私どもも、そういった意見に答える用意が必要です。 
  Ｘ氏： それも一つの見方かと思います。しかし、収益費用の対応を合理的ならしめるということ

は企業会計の基本原則でしょう。いっそのこと、日本も負ののれんを国際会計基準のように

改めたら⑤、問題はなかったのにと思ったりします。 
  Ｙ氏： 今進められている会計基準の国際的差異の収斂化（コンバァージェンス）作業の中で、近

い将来、正ののれんの会計処理方法と併せて、そういった議論が出てくるかも知れません。

ただ、その場合でも、リストラ費用を負債性引当金として処理し、被取得企業の負債の評価

の問題として扱うのか、それとも合併後の期間費用の問題として扱うのかで、合併後の損益

計算に違った影響が出てくる⑥という点をどう考えるのか―――この問題も無視できません

ね。 
      いずれにしても、よく吟味する必要がありますので、持ち帰って検討させてもらいます。

その上で私どもの見解をお伝えします。 
 
  （問１）①の箇所について。ここでＹ氏が発言したと推定される内容を記せ。 
 
     過去の取引または事象の結果として、将来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現在の義務 
 
  （問２）②の箇所について。なぜこのように言えるのか、説明せよ。 
 
     企業結合の会計処理にあたって、負債項目としてリストラ引当金を計上しないとすると、そ

れだけ被取得企業の純資産の公正価値は大きくなる。その結果、取得企業であるＡ社が結合後

のリストラ損失を織り込んで支払った対価がＡ社が取得するＢ社の純資産を下回ることも考え

られ、負ののれんが生じることが想定されるから 
 
      リストラ引当金を計上しない場合  リストラ引当金を計上する場合 
 
               負 債              負 債  リストラ引当金 

資 産              資 産 
           
         純資産       負ののれん  純資産           合併対価 
 
        （注）ここでは、説明を平易にするため、正ののれんは生じないと仮定している。 
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  （問３）③の箇所について。ここで X 氏が発言したと推定される内容を記せ。 
 
     20 年以内の適切な期間にわたって、規則的に償却する 
 
  （問４）④の箇所について。なぜ、このように判断されたのか？ 
 
     一般にリストラ計画は企業の内部的意思にとどまり、対外的に企業が計画どおりの実行を確

約したものではない。したがって、計画通りに実行されることを合理的に期待する関係者が存

在するわけでもなく、今後、計画が変更される可能性が残っている。以上から、リストラ引当

金は負債の定義、認識要件を満たさないと判断されたものと考えられる。 
 
  （問５）⑤の箇所について。どのように改めることになるのか？ また、国際会計基準と日本の会

計基準で、負ののれんの会計処理方法に食い違いが生じた背景にある考え方の違いを説明せ

よ。 
 
     被取得企業の資産・負債を公正価値で適正に評価したうえでなお、残る負ののれんは割安購

入（バーゲイン・パーチェス）益とみなして、その全額を結合時の利益に算入する。 
   （考え方の違い） 

①日本基準は、負ののれんは特定不可能な様々な要因から発生するとみなしているのに対して、

国際会計基準は被取得企業の資産・負債を公正価値で適正に評価したうえで、なお残る負の

のれんは割安購入益とみなすほかないと考えている。 
②日本基準は、発生原因を特定できない負ののれんは、20 年以内に規則的に償却することにし

ている正ののれんと対称的に処理するのが合理的と考えているのに対して、国際会計基準に

は正負ののれんを対称的に会計処理するのが合理的であるという発想はない。また、国際会

計基準は正ののれんについて減損検査法を採用し、規則的償却不要説を採っている。 
 
  （問６） ⑥の箇所について。Y 氏が言わんとした違いはどのような内容か、わかりやすく説明せよ。 
 
     リストラ費用を負債性引当金として処理し、被取得企業の負債の評価に反映させた場合は、

合併後に実際にリストラを行って損失が発生しても、それを期間費用とすることなく、引当金

を取り崩して済むので、期間損益に影響を及ぼすことはない。しかし、リストラ費用を負債性

引当金として処理せず、被取得企業の負債の評価に反映させない場合は、合併後に実際にリス

トラを行って損失が発生した時点で、それを期間費用として計上することになり、その期の損

益に影響する。 


