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はじめに
 
 
法人に関係する法令等の規定は会計や税法に限ったとしても膨大な量に及びま

す。税理士や会計士等の専門家でさえ、そのすべてを知っているという方は一

人もいないでしょう。ましてや専門家でなく、事業をなさっていて時間のかけ

られないみなさんがすべてを理解できるはずがありません。 
 
そんな中自力で決算・申告ができるのでしょうか。 
それは可能です。 
今は決算一巡の知識がなくても会計ソフトが決算書を作ってくれます。そして

法人税・地方税の申告書なら知識がなくても「全力法人税」が作成します。そ

ういう時代になってきています。 
 
しかしながら、いくら会計ソフトが決算書を作ると言っても 低限知っておく

べき会計の知識やミスをしたときに税額への影響の大きい税務についてまった

く知らないというのはやはり危険が伴います。 
 
そこで自力で決算・法人税等の確定申告を行おうという方に求められるのは、

実務に直結し、その中でも も大切なところを学ぶということです。 
それが本書を作成した理由です。 
 
私は税務署に 12 年間勤め、そのうち７年間を法人税等の調査に費やしました。

その間何百社という会社の調査を経験してきました。その経験から 低限決算

を組むにあたって知っておくべきポイントや法人税の税額に影響の大きいポイ

ント、わかりにくいポイントを厳選してピックアップし、本書に盛り込みまし

た。 
 
本業が忙しく、経理に多くの時間を割けないと思います。本書をご活用いただ

き、少ない時間で効果的に決算・申告を攻略していただければ幸いです。 
 

本書は「法人の決算、申告を自分でする人のための初心者マニュアル

【完全版】」の前半部分を抜き出したエッセンス版となっています。 
【完全版】は有料会員様のみ無料でダウンロードできます。 
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売上について第一に決めておかなければならないことがあります。	 

それは、売上をいつ計上するか。つまり自社のメインの売上がどのような状態になった

ときに、帳簿に売上として記録するかということです。	 

	 

	 

売上計上基準と売上計上時期の基礎知識
	 

売上計上の大原則	 

実現主義	 

売上は代金を受領した時に計上するものではありません。代金を受領した時に売上を計

上する方法を現金主義と呼びますが、店頭販売を除いてはそれでは遅すぎます。	 

会計では、売上が実現した時に計上すると一般的に言います。これを実現主義と言いま

す。例えば、物の引き渡しが必要な物は「引き渡しがあった日」、物の引き渡しが必要

でない役務の提供の場合は「役務の提供が完了した日」に実現したものとして売上に計

上します。	 

継続適用	 

売上の計上基準は毎期継続的に適用されなくてはなりません。	 

したがって、一度決めた基準は合理的な理由なく変えてはいけません。	 
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例えば、前期は出荷したときに売上を計上していたのに、今期は売上を遅く計上したい

がために、検収したときに計上するといった会社の都合で売上の計上時期が操作される

のを防ぐために継続適用が求められているのです。	 

それでは、売上の内容別に売上の計上基準を詳しく見ていきましょう。	 

	 商品・製品等を販売するときの計上基準	 

商品や製品を販売する場合には、商品や製品の種類や性質、その販売の契約内容等に応

じて次の４つの基準から選び、毎期継続して適用します。	 

１	 出荷基準	 

商品等を出荷したときに売上を計上する基準です。	 

商品等を出庫したとき、トラックや船に積み込んだとき、得意先の指定した場所に搬入

したときなどに売上を計上します。	 

物販業でよく採用されている基準です。	 

２	 納品基準	 

商品等を納品した日に売上を計上する基準です。	 

例えば納品書を相手に渡し、複写の納品書（控）または受領書に得意先から受領印をも

らうということをしているとすればその納品書の日付が売上の計上日になります。	 

商品、製品等を納品する場合に広く採用されている基準です。	 
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３	 検収基準	 

相手方が検収を完了した日に売上を計上する基準です。	 

納品は受けたが、依頼した仕様と違い修正が必要になるといった場合が多くあるような

業種で採用される基準です。製造業等で多く採用されています。	 

４	 使用収益基準	 

相手方がその商品等を使用でき、収益を獲得できるような状態になったときに売上を計

上する基準です。	 

土地・建物を販売する不動産業などで採用されています。「家の鍵を渡した日」という

ことがよく言われます。	 

５	 検針基準	 

検針等により販売数量を確認したときに売上を計上する基準です。	 

電気・ガス・水道等の販売で採用されます。	 

	 請負の計上基準	 

請負には物の引き渡しが必要なもの（建築請負等）と、物の引き渡しが必要でない役務

の提供だけのもの（運送、設計、エンジニアリング等）があります。それぞれ計上基準

は次のようになっています。	 
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物の引き渡しが必要な場合	 

６	 完成引渡基準	 

目的物の全部を引き渡した日に売上を計上する基準です。	 

建設工事等の引き渡した日がいつかについては、作業を結了した日、相手方の受入場所

へ搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとな

った日等建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的

であると認められる日になります。	 

この場合、その後に補修、追加工事等があったからといって引渡しが行われたかの判定

には関係しません。	 

７	 部分完成基準	 

法人が請け負った建設工事等が次のいずれかに該当する場合は、その建設工事等の全部

が完成しないときにおいても、その事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完

成した部分に対応する工事収入を売上に計上しなければなりません。	 

1. 一の契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、その引渡

量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合	 

2. 1 個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部

分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習が

ある場合	 

ちょっとややこしいので、余談として流してもらって構わないのですが、この部分完成

基準とは別に工事進行基準というものがあります。	 
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長期大規模工事といって、工事期間が１年以上だったり、請負の対価の額が 10 億円以

上といった工事を請け負った場合は一定の計算式で算出する工事完成割合に応じた売

上を計上しなければならないという規定です。ただ、10 億円以上の工事を小規模の法

人が請け負うことはかなりまれだと思いますので、ここではそんな規定もあるんだ程度

に流していただいて構いません。	 

物の引き渡しが必要でない場合	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

８	 役務完了基準	 

設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供を行ったことにより受ける報

酬の額は、原則としてその約した役務の全部の提供を完了した日に売上に計上します。	 

９	 部分完了基準	 

その技術役務の提供について次に掲げるような事実がある場合には、その支払を受ける

べき報酬の額が確定する都度その確定した日に売上に計上します。	 

(1)	 報酬の額が現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等により算定され、

かつ、一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなっている場合	 

(2)	 例えば基本設計に係る報酬の額と部分設計に係る報酬の額が区分されている場合

のように、報酬の額が作業の段階ごとに区分され、かつ、それぞれの段階の作業が完了

する都度その金額を確定させて支払を受けることとなっている場合	 

以上のように主な売上の計上基準を９つ列挙しました。この９つの中から、売り上げる

ものの種類や性質、契約の内容、取引の携帯などに応じて、自社の売上計上に も合理
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的と認められる基準を選択しましょう。誰かになぜこの売上計上基準を選択しているの

かを説明できるというのが合理的であるかどうかの一つの判断基準になると思います。	 

	 

	 

	 

決算で売上高を確定させる方法	 
	 

決算を組むにあたって、 初にすべきことは売上高を確定することです。	 

１	 売上を確定する	 

売上の計上時期を決める	 

当期の売上高を確定させるとは、自社の売上計上基準に基づいてどの売上までの分を当

期の売上にするかを決定するという作業になります。	 

例えば、売上を計上する時期を「納品したとき（納品基準）」にしているとします。す

るとその決算で計上すべき売上は、決算の開始日から終了日までに納品したすべての商

品ということになります。逆に出荷したけれど納品していないものは売上に計上しませ

ん。	 

今期の売上をすべて拾う	 

決算のときに、売上に関して行う作業は今期の「売上をすべて拾う」ということに尽き

ます。	 
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売上の計上を納品基準としている場合はその決算の開始日から終了日までに納品した

すべての商品を売上に計上する必要があります。	 

普段は得意先に差し入れる請求書の請求金額で売上を計上しているとします。その請求

書が 20 日締めだとすれば、通常月はその月の請求金額で売上を計上することになんら

問題はありませんが、決算月は違います。決算月では 21 日から月末までに納品した分

がその月の請求書には入っていないのでその分を拾わないといけません。たとえば売上

が商品や製品の場合は納品書（控）や受領書などから拾うことになるでしょうし、売上

が工事だとすれば、翌月の請求書で請求している工事の中で決算期末までに終わってい

る工事を拾う必要があります。	 

このように決算月には注意が必要です。請求書だけでなく、売上基準に則って売上とな

っているものを自社の書類からすべて拾うようにしましょう。もし税務調査があれば調

査官が必ず確認するポイントです。	 

売上の計上時期いかんによってどのような問題が起き

るか	 

売上の計上時期で一番問題になるのは税務調査のときです。	 

調査官が必ず確認する点が	 

次の決算期に計上されている売上で、今期に計上すべきものはないか。	 

です。	 

この点を確認するために、売上の計上基準を確認します。	 
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例えば不動産の売買など、単価の大きい売上について、来期に計上していた売上を今期

に計上すべきだという指摘を受けたとしましょう。その場合はその取引の利益分が課税

漏れとなります。	 

下の例でいけば税金 300 万円が追徴されるのに加えて加算税を 30 万円余計に支払うこ

とになります。	 

	 

	 

	 

	 

売上の単価が大きければ大きいほど誤った時の影響が大きいので注意を払う必要があ

ります。	 

ちなみに売上の計上時期の誤りを業界では「期ずれ」と呼んでいます。	 

このように税務調査では売上の計上時期を必ず確認します。	 

売上計上基準を疎かにしていると、税務調査で思わぬ出費を強いられるかもしれません。	 

【参考】売上の計上方法	 

売上は実現したときに売上を計上するので、請求をしたときに売上を計上するというの

が一般的です。このように請求ベースで売上を計上していれば、自社の売上をリアルタ

イムに近いタイミングで把握できるという利点があります。	 
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一方請求ベースで売上を計上するとその消し込みが必要になります。要するに請求どお

りに金額が入ってきたかを帳簿に記録する必要があります。これにより回収漏れを防ぐ

ことができますが、手間がかかるというデメリットもあります。	 

事務手数を省くという意味では、通常月の売上の計上は入金ベース（現金主義）で行い、

決算月には、売上の計上基準に則って実現している売上を拾うという手続きを取っても

なんら問題はありません。	 

２	 未収入金・未収収益を確定する	 

売掛金、未収収益、未収入金の区別	 

会計では、収入は発生しているが、代金を回収していないものを売掛金、未収入金と未

収収益に分類します。	 

売掛金とは	 

本業からの得た収入（＝売上高）のうち、代金が回収されていないものを「売掛金」と

呼びます。	 

上記１で決算月に売上を拾うという話をしていましたが、拾った売上の相手勘定科目は

売掛金になります。	 

未収収益とは	 

一定の契約に従って継続して役務の提供を行う場合、既に提供した役務に対していま

だその対価の支払を受けていないものを「未収収益」と呼びます。	 
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例えば、賃料を半年に一度６月と 12 月に受け取る契約をしていた場合に、３月末の時

点では代金はもらっていませんが、１月〜３月まではすでに貸しているので収入として

は発生していると考えます。その場合は未収収益を３ヶ月分計上することになります。	 

仕訳例	 

未収家賃	 900,000	 /	 受取家賃	 900,000	 

未収入金とは	 

本業以外から得た収入（＝雑収入など）のうち、物の引き渡しや役務の提供が完了して

いて債権として確定しているが、対価の支払いを受けていないものを「未収入金」と呼

びます。	 

例えば製造現場から出た鉄くずなどを売却したもので、代金が未回収のものや、車両な

どの固定資産を売って、代金が未回収のものなどが未収入金になります。	 

未収収益と未収入金の違いはわかりにくいかもしれません。勘定科目としては別のもの

ですが、実務では両方を収入にあげていればその収入の相手科目を未収入金と未収収益

に正確に区分できていなくても特に問題はありません。	 

今期の未収収益と未収入金をすべて拾う	 

売上以外の収入についても決算のときにすべて拾う必要があります。	 

未収収益の確認	 
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家賃収入や貸付金の受取利息などの一定の契約の下、代金は受け取っていないが、役務

の提供はしていて収入として発生している未収収益はないかを確認します。	 

未収入金の確認	 

本業以外の収入で未回収となっている未収入金についても売上同様、収入に計上する基

準を決め、その基準で収入として計上すべきものを拾い出します。	 

３	 売掛金（未収入金）の内訳書を作成する	 

売掛金、未収入金、未収収益をすべて拾い終わったら、法人税の申告書に添付する勘定

科目内訳明細書の売掛金（未収入金）の内訳書を作成します。	 

記入上の注意点	 

売掛金（未収入金）の内訳書には、これまで説明した売掛金、未収入金そして未収収益

の内容を記入します。	 

1. 売掛金、未収入金、未収収益から取引先別の残高を抽出します。	 

2. 残高が 50 万円以上のものについては、取引先ごとに、科目、取引先名、住所、

残高を記入します。（	 ただし、50 万円以上のものが 5 口未満のときは金額の多

いものから 5 口程度を記入）その他は一括して記入します。	 

3. 未収入金については、その取引内容を摘要欄に記入します。	 

勘定科目内訳書の共通する基本的な書き方については次に説明します。	 

貸借対照表との照合	 
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内訳書に記入された売掛金、未収入金そして未収収益の各科目の合計金額が貸借対照表

の各科目の金額と同じになっているか確認しましょう。	 

下の記載例の売掛金の合計は 3,200,000 円です。したがって、貸借対照表の売掛金も

3,200,000 円である必要があります。	 

	 売掛金（未収入金）の内訳書の記載	 

	 

決算で も重要なものの一つが収入を確定するということです。	 

今期の収入を拾いもれのないように決算時に十分に確認しましょう。	 

一度決算時に何の書類を確認すればよいかわかれば、来年以降も概ね同じ作業で収入を

確認することができますので、ルーティンワークにできるよう決算時に確認する書類を

控えておくと作業が効率的に進むかもしれません。	 

https://i2.wp.com/japanex.jp/book/wp-content/uploads/2016/08/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88-2016-08-22-18.10.03.png
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ここで法人税の申告書の添付書類である勘定科目内訳明細書について触れておきます。

この書類がどういう性質のものかがわかっていれば対処の仕方も自ずとわかってきま

す。	 

	 

	 

勘定科目内訳明細書とは	 
	 

	 勘定科目内訳明細書とは	 

そもそもこの書類はどういう性質のものなのでしょうか。	 

提出しなければいけないの？	 

はい。いけません。	 

その理由は以下のとおりです。	 

特にその理由を知らなくてもいいという方は少し長くなるので読み飛ばしてください。	 

法人税法第 74 条第 1 項の内容は次のような内容となっています。	 

“	 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から２月以内に、税務署長に対し、確定し

た決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。	 

ー中略ー	 

３	 第一項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他

の財務省令で定める書類を添付しなければならない。	 “	 
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そして「財務省令」は法人税法施行規則であり、その内容は以下のとおりです。	 

	 

“	 第 35 条	 法第 74 条第 3 項(確定申告書の添付書類)に規定する財務省令で定める書

類は、次の各号に掲げるもの(略)とする。	 

-中略-	 

三	 当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書に係る勘定科目内訳明細書	 “	 

とこの三号に挙げられていることから勘定科目内訳書の提出は法人に課された義務と

いうことになります。しかしながらこの規定には罰則がないと解されているため、提出

しなかったからといって罰則が適用されることはありませんが、税務署から提出を求め

られることとなる可能性は高いです。	 

提出義務があるということがわかりましたので勘定科目内訳明細書を作成することに

集中しましょう。	 

次に疑問に思うのがなぜこの書類を提出しなければいけないのか、というものかと思い

ます。	 

なんのために提出するの？	 

元国税調査官の立場から申しますと、勘定科目内訳明細書を提出する 大の理由は、税

務署が調査をする会社を選ぶ参考にするためです。また税務調査の際取引先の情報は取

引を確認する上で必要になします。そのため予め提出させることでお互いの手間を省く

という効果もあります。	 

では、具体的にどのように使用するかを言えるところで例をいくつか挙げてみましょう。	 

国税調査官は勘定科目内訳書をこう見ている	 
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買掛金（未払金・未払費用）の内訳書	 

まず会社が不正計算をする も多い方法の一つが架空外注費や架空経費です。要するに

請求書や領収書を偽造して、金銭を支出して自分の懐に入れるというパターンです。	 

それを想定して調査先を選ぶときにその法人の支払先がどのような法人かを調べます。

国税庁は日本中の申告を行っている法人の申告データを持っているのでその内容をも

ちろん確認できます。例えば A 社の内訳書に未払金 1,000,000 円	 B 社と記載されてい

たとしましょう。その B 社が申告書を提出していないということがわかったらどうでし

ょう。B 社が申告を免れているか、A 社が架空の支払いを計上しているかのどちらかと

いうことになりますね？	 

代表者勘定	 

勘定科目内訳明細書のうち貸付金や仮払金、借入金といった内訳書には「法人・代表者

との関係」という欄があります。不正計算を首謀するのは圧倒的に代表者やその親族で

あることが多いためこのような勘定科目に注目します。	 

例えば代表者借入金が多額で毎年変動しているとしましょう。そうすると調査官はこの

会社は現金勘定が合っていないなと判断します。それも現金の増加の相手勘定が不明で

あることが多い場合に特に注意を払います。借入金も収入も同じ貸方科目なので入れ替

えても帳簿上の貸借は合います。	 

通常会社は支払いは漏らさず計上します。他方売上の一部を帳簿に載せていなかったと

したらどうなるでしょう。支払いはあるけど収入がない場合、帳簿上現金が不足します。

税理士事務所の事務員が会社に聞きます。「現金がないのに支払いがあります。どうや

って支払えたのですか。」「さあ、どうでしょう。私が立て替えているかもしれません。」

「では社長さんからの借入金としておきます。」これで代表者借入金が増えているんだ



 

 20 

なとこのように調査官は筋書きを作ります。では調査でそこを確認しようとこうなるの

です。	 

税務署はこのように勘定科目内訳明細書を精査して調査先を選んでいるのです。	 

とこう書くとものすごく大事な書類じゃないかと思うかもしれません。しかし、ある種

の法人からすれば逆を返せば取るに足りない書類とも言えます。それはなぜでしょう。

また別の視点から勘定科目内訳書を見ていきたいと思います。	 

おおまかにですが、調査対象とならない法人を以下に挙げてみます。	 

調査対象とならない法人とは	 

• 売上が年間 3,000 万円に満たない小規模	 

• 赤字	 

• 設立から２年以下	 

この条件を同時に２つ満たせばかなりの確率で調査を受けることはないでしょう。（元

国税調査官の経験です。）	 

この条件に当てはまる法人であればどんな内容でこの明細書を出そうと税務署にとっ

ては感心の薄い存在ということになります。要するに内容について深く検討されること

がない。ひょっとしたら税務職員の誰の目にも触れないかもしれません。そうだとすれ

ば勘定科目内訳書の書き方で悩む必要があるでしょうか。	 

もし勘定科目内訳書の内容に誤りがあったとしたら	 

ここで私が言いたいのは上の条件に当てはまるような法人の場合は勘定科目内訳書を

難しく考えず、もっと軽い気持ちで作れますよということです。勘定科目内訳書に誤り
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があったところで税額が変わるわけじゃありません。肩肘張らずにやったらいいのでは、

ということです。だからと言って何一つ合っていなくていいと言っているわけではもち

ろんありません。正確に作成するに越したことはありません。しかし、この書類を作成

するのに頭を悩ませるのであれば、そこまで深く考えて作るほどの書類ではないですよ、

ということです。	 

ただ 近では融資の際金融機関が勘定科目内訳書の提出を求めるケースも増えてきて

いるので融資を必要としている法人の場合は金融機関の融資担当者がその書類の内容

を検討するのですから正確でなければ融資を受けられないなんてこともあるでしょう。

なのでその法人の規模や状況によってこの書類の重要度は変わってくると言えましょ

う。	 

	 勘定科目内訳書の書き方	 

これまでの内容で勘定科目内訳書との付き合い方が少しずつわかってきたのではない

かと思います。続いて、そもそもこの書類には何を書けばいいのかという も基本的な

ところを説明していきます。	 

このような書類を初めて見たときには情報量の多さに面食らってしまって、ああやっぱ

り専門的な知識がなければできないんだと気持ちがくじけてしまうかもしれません。し

かし、そんなことは一切ありません。	 

基本的には帳簿に書いてある内容を転記すればよいのです。	 

勘定科目の期末現在の残高を取引先ごとに転記する	 
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勘定科目内訳書の作業のほとんどは各内訳書の題目に記されている勘定科目（下の画

像でいえば「売掛金（未収入金）」）の決算期末現在の残高を取引先ごとに集計

してそれを１行１行転記していくという作業の繰り返しになります。	 

例えば売掛金（未収入金）を例に挙げてみます。次の貸借対照表をご覧ください	 

期末時点の売掛金の残高が 7,060,000 円で、未収入金の残高が 332,000 円であることが

わかります。合計が 7,392,000 円です。	 

	 



 

 23 

勘定科目内訳明細書は取引先ごとに残高を集計して転記していきますので、結果として

下の内訳書のサンプルのように期末現在高の計の欄が 7,392,000 円となり、貸借対照表

の 7,392,000 円と一致します	 

このように決算書の残高と内訳書の合計が一致することを確認します。	 

ここで取引先ごとの残高って？と初めて作成される方は思うかもしれません。そうなん

です。各勘定科目の残高を取引先ごとに集計する必要があるのです。	 

会計ソフトを使っている場合には、取引の多い相手先に補助科目を設定していると次の

サンプルのように補助元帳で取引先ごとの残高を確認することができます。サンプルで

はあいうえお商店株式会社の残高は 6,480,000 円であることがわかります。上の内訳書

のサンプルに転記されていることを確認してください。	 
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もし補助科目の設定をしていなかったという方は是非次の年度からはこの内訳書を作

成する前提で、会計ソフト入力時に頻繁に取引する相手先には補助科目を設定すること

をお勧めします。これにより申告時のこの書類の作成時間が大幅に減りますし、普段取

引先ごとに金額を確認したいときも補助元帳を見ればすぐにわかるというメリットが

あります。	 

また補助科目を設定していなくても別途支払い管理のために取引先ごとの売掛金や買

掛金などを毎月エクセルで表を作成している（売掛金台帳・買掛金台帳・受取手形記入

帳・支払手形記入帳など）という場合はその書類も使用できます。	 

もし、補助科目を設定していないし、取引先ごとに台帳や表も作っていないという場合

には改めて請求書を引っ張り出してきて取引先ごとの残高を集計する必要がでてきま

す。その場合にはエクセルなどの表計算ソフトを使うと良いでしょう。	 

というように実は勘定科目内訳書は難しいのではなく手間作業なのです。	 

日々の帳簿付けのときに勘定科目内訳書の作成を前提に作業するようにすることが申

告時の手間軽減につながっていきますので毎年工夫を重ね、効率的に作成できるように

していきましょう。	 
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ここで一つ安心材料を付け足しておきます。	 

取引先ごとの残高をすべて転記する必要はない	 

勘定科目内訳明細書には「（注）」という表現で次のような記入上の注意点が挙げられ

ています。	 

“	 相手先別期末現在高が 50 万円以上のもの（50 万円以上のものが５口未満の時は期

末現在高の多額のものから５口程度）については格別に記入し、その他は一括して記入

してください。	 “	 

このようにすべてを転記する必要はないのでこの注書きに則して必要 低限のものを

転記するようにしましょう。	 

	 

税務署への提出書類ということで、相手がどういう目的で収集しているかがわからない

とビクビクしてしまうものだと思います。しかし、勘定科目内訳書の性質を知ったみな

さんなら、かなり冷静にそしてリラックスして対処できるのではないかと思います。	 
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売上原価算出には、まず会社の支払い債務を確定させておく必要があります。	 

	 

	 

	 

買掛金・未払金・未払費用とは	 
	 

買掛金とは	 

本業の販売用の商品や製品製造に必要な材料などを掛けで仕入れたときの債務を買掛

金と呼びます。	 

【仕訳】（小売業）商品を 100 万円掛けで仕入れた	 

	 仕入	 100 万円	 ／買掛金	 100 万円	 

仕入をいつ計上するのか	 

仕入れた商品や材料をいつ計上するのかについては、chapter1 の売上で説明した売上

計上基準を仕入れる側から考えたときと同じ考え方になります。	 

つまり納品基準を採用するなら、商品が納品されたときに仕入を計上し、検収基準を採

用するなら商品の検収が完了したときに仕入を計上することになります。	 

未払費用とは	 

一定の契約に従って、継続して役務（サービス）の提供を受ける場合、すでに提供さ

れた役務に対して、まだ代金を支払っていないもののうち、支払期日が来ていないもの

を未払費用と呼びます。	 
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例として給料、地代家賃、水道光熱費、保険料、借入金の支払利息などが挙げられます。	 

例えば給料が月末締めの翌月 25 日払いの場合、翌月 25 日が到来するまでは給料の未払

分は未払費用ということになります。	 

【仕訳例】	 

月末締めの給与 100 万円が決算期末時点で支払日前のため未払いとなっている	 

給与	 100 万円	 ／未払給与	 100 万円	 

未払金とは	 

すでに債務として支払の義務があるが、支払期日が来ていないもので、買掛金以外のも

のを未払金と呼びます。	 

未払費用との違いは、一定の契約に従って継続して役務を提供するものでない点です。	 

つまり、契約に基づいた継続した取引でなく、商品や材料の仕入以外の債務を未払金で

処理するとお考えください。	 

例として、宣伝広告費、支払手数料や固定資産の購入代金の未払い等が挙げられ、買掛

金や未払費用に比べ幅広く使われます。	 

【仕訳例】	 

車両 200 万円が納品されたが、決算期末時点で未払いとなっている。	 

車両運搬具	 200 万円	 ／未払金	 200 万円	 
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未払費用と未払金は区別しなくても実務上問題ない	 

未払費用と未払金の区別がわかりにくいと感じた方は多いと思います。でもぶっちゃけ

た話をすると上場企業でもなければあまり気にする必要はありません。	 

相手が税務署であるならどちらも損金（法人税法上の経費。後述。）になるので実質ど

ちらでも良いのです。会計原則では区別しろと言っていますが区別してもしなくても税

金は変わりません。	 

ですから、あまり気にする必要はありません。それよりも次の要件をしっかり意識しま

しょう。	 

販売費及び一般管理費や営業外費用、特別損失をいつ計

上するか	 

売上原価となるもの以外の販売費及び一般管理費や営業外費用、特別損失となる取引は

次の要件を満たしたときに費用として計上します。	 

1. 会計年度末までに債務が成立していること。	 

2. 会計年度末までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が

発生していること。	 

3. 会計年度末までにその金額を合理的に算定することができるものであること。	 

給料を例にこの条件を考えてみましょう。	 

月末締めの翌月 25 日払いであった場合、月末まで雇用関係があれば１の債務として成

立しています。そして月末まで働いていれば２の具体的な給付をすべき原因となる労務

を提供しているという事実が発生しています。金額も雇用契約で決められた金額を支払

うわけですので３も合理的に算定できます。従って費用として計上することになります。	 
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簡単に言えば支払うべき債務が確定していてその金額も算出できるときに費用にしよ

うということを言っているわけです。発生主義という言葉を知っている方にとっては当

たり前のことに感じると思います。	 

	 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書を作成する	 

記入上の注意点	 

法人税の申告書に添付する勘定科目内訳明細書の買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

には、これまで説明した買掛金、未払金、未払費用についてそれぞれ次のように記入し

ます。	 

1. 買掛金、未払金、未払費用の取引先別の残高を抽出します。	 

2. 残高が 50 万円以上のものについては、取引先ごとに、科目、取引先名、住所、

残高を記入します。（	 ただし、50 万円以上のものが 5 口未満のときは金額の多

いものから 5 口程度を記入）その他は一括して記入します。	 

3. 未払金については、その取引内容を摘要欄に記入します。	 

貸借対照表との照合	 

内訳書に記入された買掛金、未払金、未払費用の各科目の合計金額が貸借対照表の各科

目の金額と同じになっているか確認しましょう	 

次の記載例の買掛金の合計は 3,400,000 円です。したがって、貸借対照表の買掛金も

3,400,000 円である必要があります。未払費用なら貸借対照表の未払費用が 1,000,000

円になっているということです。 
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	 買掛金（未払金・未払費用）の記載例	 

未払配当金勘定に残高がある場合はその支払いが確定した日ごとにその年月日と残高

を記入します。	 

また、未払いとなっている役員賞与があればその支払いが確定した日ごとにその年月日

と残高を記入します。なお、この役員賞与には使用人兼務役員の使用人職務分は含まれ

ません。（使用人兼務役員については後述。）	 
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債務の確定している買掛金、未払金、未払費用を拾い出すという作業も決算で も大切

なものの一つです。それによって原価を算出する作業に移れますし、原価以外の費用は

この作業で確定することになります。	 

また、この拾い出しもれがあると、費用が少なくなりますので税金を多く支払うことに

もなりかねません。	 

時間のかかる地味な作業ですが、確実に拾い出すようにしましょう。決算の時に毎年や

る作業なので、どの書類をどのように確認するかをマニュアル化するなどして効率的に

処理できるようにしましょう。	 

	 

	 

	 

売上原価の求め方	 
	 

	 

	 売上原価の計算式とは	 

結論から言いますと、売上原価は次の計算式で求めます。	 

【商品販売の場合】	 

期首商品棚卸高	 +	 仕入高	 ー	 期末商品棚卸高	 ＝	 売上原価	 

【製造業の場合】	 

期首製品棚卸高	 +	 製造原価	 ー	 期末製品棚卸高	 ＝	 売上原価	 
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売上に対応する原価だけを抜き出す	 

前述した債務が確定できたら次に、売上に対応する原価を抜き出します。これが今期の

売上原価になるわけです。	 

詳しく見ていきましょう。	 

【最重事項】費用収益対応の原則	 

会計の考え方の一つに「費用収益対応の原則」というものがあります。	 

費用収益対応の原則とは	 

ある会計期間に発生した費用のうちその会計期間の収益獲得に貢献した費用だ

けをその期間の費用とする	 

という考え方です。これは自力で経理をしていく上で 重要の会計の考え方になります

ので必ず覚えましょう。この考え方が常識となるまで染み込ませてください。	 

逆に表現すれば「今期の収益獲得に貢献しない費用は今期の費用から除く」ということ

になります。	 

売上に対応する原価だけを抜き出すとは、 初に記した計算式の期末棚卸高の部分を

差し引くことによって導きだせます。	 

	 期首商品棚卸高	 +	 仕入高	 ー	 期末商品棚卸高	 ＝	 売上原価	 

	 期首製品棚卸高	 +	 製造原価	 ー	 期末製品棚卸高	 ＝	 売上原価	 

具体的に説明しましょう。	 
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期首に商品が倉庫に 20 個あったとします。今期中に 110 個仕入れ、期末の時点で倉庫

に 30 個残っていたとします。商品の仕入値が 100 円の場合、当期の売上原価はいくら

になるでしょう。	 

答えはこうです。	 

今期中に売ることができた商品数は期首に倉庫にあった 20 個と今期中に仕入れた 110

個の合計 130 個です。これが全部売れたのでしょうか？	 

まだ倉庫に 30 個残っています。つまりこの 30 個は売れていないのですから売上に貢献

していません。したがって、この 30 個は売上原価から除かなくてはいけません。です

から当期中の売上原価は次のようになります。	 

(20	 +	 110	 –	 30	 )個	 ×	 100 円	 =	 10,000 円	 

このように売上原価は算出します。	 

また、会計をやっていくにあたって費用収益対応の原則の考え方はマストです。逆にこ

の感覚を持っていると経理処理の際にかなり役に立ちます。	 

例えば 10 年分前払した地代をすべて今期の費用として良いでしょうか？いや今期に関

係しない 9 年分は今期の売上に貢献していないのだから除かないといけない、と気づく

でしょう。実際は前払費用として資産計上するわけですが、この考え方はあなたの羅針

盤となり感覚的に気づくようになるのです。	 

	 

	 

	 

決算期末棚卸し	 
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そもそも棚卸しとは	 

一般的に棚卸しといえば在庫品を数えるというようなイメージではないかと思います。

まず始めに税務上の棚卸しとは何かを漠然とではなく、きちんと整理しておきましょう。	 

棚卸資産とは	 

棚卸資産の意義から確認していきましょう。	 

棚卸資産の定義は次のように表現されています。	 

棚卸資産は、商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等の資産であり、企業がそ

の営業目的を達成するために所有し、かつ、売却を予定する資産のほか、売却

を予定しない資産であっても、販売活動及び一般管理活動において短期間に消

費される事務用消耗品費等も含まれる。	 

	 

わかったようなわからないような感じかもしれません。文章で理解するよりも、棚卸資

産の代表例を押さえる方が分かりやすいと思います。	 

棚卸資産の種類	 

• 商品	 ・・・仕入れた商品在庫	 

• 製品	 ・・・自社で製造した製品在庫	 

• 原材料・・・自社で製造するために必要となる材料の在庫	 

• 半製品・・・自社で製造したもののうち製造中のもので、そのままでも販売で

きる在庫	 

• 仕掛品・・・自社で製造したもののうち製造中のもので、そのままでは販売で

きない在庫	 
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• 未成工事支出金・・・自社で行っている工事や建築で未だ完成していなもの	 

• 貯蔵品・・・事務用消耗品や消耗工具器具備品など	 

商品や製品は販売できる物なのでわかりやすいと思いますが、半製品や仕掛品などの製

造中のものにはその製造に必要な原材料以外にも製造に携わった人の工賃や外注費、動

力費などの経費等、物以外の役務やサービスも含まれていることに注意が必要です。未

成工事支出金も工事途中のもので同様です。	 

つまり、棚卸しは物品を数えればそれでいいというものではありません。製造業や建築

業などの場合には、その製造や建築に直接関係のある費用（材料、労務費、経費等）を

抽出する必要があるのです。	 

また貯蔵品については、少額なものなど重要性の乏しいものはわざわざ貯蔵品に振り替

えずに費用と処理しても構いません。	 

棚卸しをすべきものはおわかりいただけましたか。	 

それでは決算期末に棚卸しをするのはなぜでしょうか。	 

	 決算期末に棚卸しをするのはなぜか	 

それは今年度の売上原価がいくらなのかを知るためです。	 

売上原価は次の計算式で求めます。	 

	 期首商品棚卸高	 +	 仕入高	 ー	 期末商品棚卸高	 ＝	 売上原価	 

期末商品棚卸高とは、わかりやすいように決算期末に売れずに在庫となっている商品の

コストの総額と考えてください。会計では売上に貢献した費用しかその決算期の費用に
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できませんでしたね。売れていないものは売上に貢献していないのでその決算の費用に

してはいけません。	 

その決算期に売れていないものを除くと売上に対応する売上原価がわかります。	 

売れ残ったものを除くと売上原価がわかる。だから棚卸しをして売れ残りを把握するの

です。	 

	 期末棚卸高を算出する	 

売上原価算出のためには期末棚卸高を決めないといけませんでしたね。	 

その具体的な決定の手順は次のとおりです。	 

1. 実地棚卸をする	 

2. 棚卸資産の１単位あたりの価格を決定する（会計では評価するという。）	 

⒈	 実地棚卸	 

実地棚卸とは文字どおり、実際に商品や製品、原材料を数える作業をいいます。	 

実際には次の項目を記載した棚卸表を用意し、数えながら埋めていきます。	 

• 棚卸実施日	 

• 商品、製品、原材料等の名称	 

• 個数	 

• 単価	 

• 金額（個数×単価）	 

単価、金額は数え終わってから記入します。単価の決定方法については後述します。	 
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会社にはない他社への預け在庫も対象になります。自社のものはすべて棚卸しの対象に

なりますので、自社の在庫がどこにあるのかを把握するところから始めましょう。	 

実地棚卸は必ず行う	 

実地棚卸に対して帳簿棚卸という方法があります。商品や原材料の受け払いを帳簿等に

つけておき、常に在庫を把握しておく方法です。	 

しかし、この方法は記入漏れや商品が盗難にあっていたり、使い物にならない物があっ

た場合などに帳簿上の在庫数と実際の数との間にズレが生じる場合があります。	 

なので必ず決算期末には実地棚卸を行い、正確な在庫を把握し、正確な売上原価を算出

できるようにしましょう。	 

帳簿棚卸を行っている場合で実地棚卸とズレがある場合には、重点的に調べ原因を解明

しましょう。その結果解明できず、実地棚卸の方が少ない場合は「棚卸減耗損」を計上

します。	 

実地棚卸は決算期末日に行う	 

店を閉めて棚卸しをしているお店を見かけたりしますが、決算期末日に店を閉めて行う

のが も正確に棚卸し高を把握できるのでそれが理想です。ただ実情ではこのようには

なかなかできないこともあろうかと思いますが、決算期末日に実地棚卸はするようにし

ましょう。	 

⒉	 棚卸資産の評価	 

実地棚卸で個数を確定できたら次は単価がいくらかを知る必要があります。	 
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単価を決定して⒈で説明した棚卸表の「単価」と「金額」を埋めていきます。	 

単価の決定の方法はいくつもありますが、実務では「 終仕入原価法」という方法で決

めていきます。	 

終仕入原価法とは、決算期末から遡って一番 近仕入れた金額を単価にする方法です。	 

棚卸表をすべて完成させたら、「金額」を集計すればそれが期末棚卸高になります。	 

終仕入原価法についてもう少し詳しく見ていくことにしましょう。	 

棚卸資産の単価の決定方法（評価方法）は一般的には原価法と低価法に分けられ、原価

法は個別法、先入先出法、、、と説明されていきます。Google などで検索するとこの

ような説明ばかりです。しかしながら、簿記の試験を受けるのでもなければこのような

説明に意味はありません。	 

なぜなら実務では	 

	 通常の中小企業が取る評価方法は、大半が最終仕入原価法	 

だからです。	 

なぜ１つだけなのか	 

税務署への届出が必要	 

棚卸資産の評価方法のうち自社がどの方法で評価するかを、実は事前に税務署に届け出

ておく必要があるのです。	 

ちなみに期限は	 
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• 設立の年度・・・その年度の申告書提出期限まで（通常年度末から２ヶ月以内）	 

• 変更する年度・・・変更する年度の開始日の前日まで	 

設立の年度ならその年度の申告書の提出期限までに出せばよいので届出を提出しやす

いですが、それ以外の場合は、決算期末に棚卸資産を評価するときに選択するのでは遅

すぎるのです。	 

届出をしていない場合	 

届出をしていなかったり、期限に間に合わない場合はどうなるのでしょうか。普通の会

社さんは届出なんてしていませんのでみなさんこうお思いになると思います。	 

届出をしていなかった場合は次の方法で評価することになっています。	 

終仕入原価法	 

そうです、大半の会社さんは棚卸の評価方法について届出を出すほど暇ではないので

終仕入原価法を気づかないうちに取ることに実は決まっています。	 

だから学ぶのは 終仕入原価法についてだけで十分なわけです。	 

	 最終仕入原価法とは	 

終仕入原価法とは、期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の

同じものについて、その年度終了の時から一番近い時に取得した価額をその一単位当た

りの価額とする方法をいいます。	 

期末在庫となった部品 A の評価をするにあたって、決算期末に一番近いときに仕入れた

部品 A の価格で評価するということです。	 
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例えば、３月決算の法人で次の表のように３回仕入れたとしましょう。 終仕入原価法

で評価する場合の部品 A の単価はいくらになりますか？	 

	 

	 

	 

決算期末 3/31 に一番近い仕入日は 3/16 なので 920 円で評価します。部品 A が 100 個在

庫として残っていれば部品 A の期末棚卸高は 920 円×100 個=92,000 円となります。	 

万能な最終仕入原価法	 

このように 終仕入原価法は非常に把握が簡単な評価方法です。	 

実務では 終仕入原価法で棚卸資産を評価しておけばまず間違いないわけです。 終仕

入原価法では棚卸資産の評価ができないということはほぼないでしょう。私が税務署で

の現役時代も棚卸資産の評価の届出をしている会社さんをほとんど見た記憶がありま

せん。	 

例えば不動産販売会社においても、特に個別法を使わなくても、期末に残っている物件

を「その種類の異なるごと」を広く捉えて物件ごとに個別に評価すればいいですし、製

造業であれば税法上は原価計算を求めていませんので、例えば期末に在庫となった材料

を 終仕入原価法で評価し、期末材料費／期首材料費＋材料仕入高の割合を労務費やそ

の他経費に乗じることで仕掛品を計算しても継続適用していれば特に問題ないでしょ

う。	 
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このように 終仕入原価法で棚卸資産の評価はたいてい乗り切れます。そして簡単です。

したがって冒頭申し上げたとおり、棚卸資産の評価については、実務では「 終仕入原

価法」だけ知っていればいいのです。	 

	 棚卸資産の内訳書を作成する	 

期末棚卸高を算出できたら 後に法人の場合は申告書の添付書類の一つである「棚卸資

産の内訳書」を作ります。	 

棚卸資産の内訳書の記載例	 
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棚卸資産の内訳書の書き方	 

内訳書の下部の注意事項に次のような記載があります。	 

“	 「科目」欄には、例えば「紳士用革靴」のように記入し、それ以上細分して記入し

なくても差し支えありません。	 “	 

商品の種類が多い場合、棚卸表の内容をすべて転記すれば多くの労力を必要になります。

しかしながら、この書類は単なる申告書の添付書類なのでしたね。労力をかけずにまと

めて記入しましょう。	 

まとめて記載すると自ずと単価が違う物が混在しますので、その時は「数量」と「単価」

欄は空欄で構いません。	 

もし詳細を尋ねられた場合に答えられるように、棚卸表や棚卸表を集計した表などを保

存しておけば OK です。	 

	 

期末棚卸しについては、税務調査でも必ず確認するところです。棚卸資産が少ないと売

上原価が大きくなります。逆に棚卸資産が多いと売上原価が小さくなります。売上原価

が小さくなると利益が大きくなります。利益が大きくなると税金が多くなります。した

がって調査官は期末棚卸高が少なくないか調べます。そのときに棚卸表を提出してくだ

さい。と必ず言ってきます。	 

このように税務調査でも利益に直結するところなので必ず確認するような重要なとこ

ろです。ここで期末棚卸しについてはしっかり理解して、毎年１回の実地棚卸を正確か

つ効率的に行いましょう。	 
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現金預金	 	 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



 

 45 

	 決算時の現金と預金の確認方法	 
	 

	 

	 現金を確認する	 

実際に会社にある現金の合計額と、帳簿上の現金の残高は一致していなければなりませ

ん。そうでなければ、帳簿がすべての取引を記録していないことになってしまいます。

そこで期末時点で実際の現金有高と帳簿上の現金残高が一致することを 後に確認す

るのです。	 

確認の方法は、次のとおりで難しいことはありません。	 

１	 実際の現金の残高を実査する	 

期末日の取引がすべて終了した時点で、会社にあるすべての現金の有高を確認します。

金庫やレジにあるお金から他の部署が管理しているお金など、会社にあるすべての現金

の残高を確認します。	 

２	 帳簿の現金残高を確認する	 

会計ソフトを使用していれば、総勘定元帳の「現金」勘定の期末日現在の残高を確認し

ます。現金出納帳をつけていればその残高を確認します。	 

３	 実際の現金有高と帳簿残高を一致させる	 

実際の現金有高と帳簿残高が確認できたら両者を照合します。	 
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両者が一致しない場合は、現金取引の何かが記帳もれになっていますのでその原因を解

明します。実際の現金の方が多ければ入金の記録がされておらず、実際の現金の方が少

なければ出金の記録がされていないことになります。	 

どうしても原因がわからない場合は、実際有高の方が多ければ「雑収入」を、実際有高

の方が少なければ「雑損失」を計上して貸借を合わせます。	 

ただし、原因不明な現金取引が十万円を超えてしまうとどうしたんですか？と第三者な

ら思うところです。実務上は 終手段として代表者への貸付金や代表者からの借入金に

振り返るという処理を選択するという方法もあるかもしれません。このようなことにな

らないように毎日コツコツと経理処理をするように心がけたいものです。	 

	 預金を確認する	 

１	 実際の残高と帳簿残高を照合する	 

期末日現在の預金残高を、通帳や金融機関等の残高証明証等で確認します。そして、帳

簿上の残高を補助元帳などで確認し、実際の残高と帳簿上の残高を照合します。	 

一致しなければ記帳されていない取引があるということなのでその原因を解明し、帳簿

に記録しましょう。	 

利息計上の確認	 

一致しないときには預金利息が計上されているかを確認してみましょう。計上もれが多

い例です。	 

なお、入金される金額は所得税が控除された金額なので、仕訳は次のようになります。	 



 

 47 

	 普通預金	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1,694	 	 ／	 受取利息	 	 2,000	 

	 法人税・住民税及び事業税	 306	 

２	 当座預金について	 

当座預金の残高が合わない場合は、次のケースがありますので、期末日以降の取引を確

認し、このような事実がないか確認します。	 

• 未取付小切手：小切手を振り出しており、会社の帳簿上は支出の処理をしてい

るが、相手先が受け取った小切手を銀行で換金していないため、預金の残高が

多くなります。	 

• 未取立小切手：小切手を銀行に入金しているが、銀行がまだ取り立てていない

ため、入金がされていない場合。預金の残高が少なくなります。	 

このような事実があった場合に修正仕訳をする必要はありません。当座預金残高調整表

を作っておくと良いでしょう。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

https://i0.wp.com/japanex.jp/book/wp-content/uploads/2016/08/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88-2016-08-23-18.24.30.png


 

 48 

	 

また、当座借越契約により、当座預金口座の残高がマイナスになっている場合は「短期

借入金」勘定に振り替えます。	 

	 預貯金等の内訳書を作成する	 

預貯金等の内訳書の書き方	 

法人税の申告書に添付する勘定科目内訳明細書の預貯金等の内訳書を作成します。この

書類には、現金と、会社が持っている預金口座をその口座ごとに残高等を記入していき

ます。	 

預貯金等の内訳書の記載例	 
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現金と預金との照合確認作業は説明を聞けばなんてことのない作業ですが、実際帳簿と

一致しないと焦ります。何かが記録されていないということを意味しますので。記帳さ

れていない取引を探すのは実際手間です。	 

期末に記帳されていない取引を焦って探すことにならないように日々コツコツと経理

処理をしておきたいものです。	 
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chapter  4 
	 

法人税法の基礎知識	 	 
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	 損金と損金不算入	 
	 

損金とは	 

法人税について話す上で 初に頭に入れて置かなければいけない言葉があります。	 

それが「損金」です。損金とは平たく言うと法人税法上も費用となる金額を意味します。	 

法人税法上も費用？？と思われるかもしれません。	 

会計では利益を計算するのに次の計算式により求めます。	 

     収益	 ー	 費用	 ＝	 利益	 

一方、法人税法の場合は次の計算式で求めます。	 

   益金	 ー	 損金	 ＝	 所得	 

なぜこのように会計と法人税で利益の計算式を分けて考えるのでしょうか。	 

それは、日々帳簿をつける中で費用として経理したものが、そのまま法人税法上も所得

の計算で損金（会計でいうところの費用）として差し引けるかというと、そうではない

からです。	 

法人税法の規定は課税の公平や適正な税負担等を目的として定められています。会計は

正しい経営成績と財産状態を開示すること目的としています。両者は目的がそもそも違

うのです。	 

少しわかりづらいと思いますので例を出して考えてみることにしましょう。	 
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ある会社が決算期末になって利益が大きく出たのでこのままでは法人税を多く支払う

ことになってしまう。だったら役員に賞与を支給して法人税を少なくしよう、と考えた

とします。	 

これは会計上特に問題はありませんが、法人税法では利益を調整して法人税を少なくさ

れることを嫌います。そのため役員賞与に一定の条件をつける、という考え方が出てく

るわけです。それはずるい、不公平だ、だから規制しようということです。	 

会計上は費用だけど、法人税法上は費用にはしないぞ、となるわけです。	 

損金算入・損金不算入	 

このように法人税法上は費用としないことを「損金に算入しない＝損金不算入」と

呼びます。逆に法人税法上も費用とすることを「損金に算入する＝損金算入」と呼び

ます。この後も頻出する用語になりますので、ここで覚えてしまいましょう。	 

それでは次に損金不算入になるとどういうことになるかを考えていきたいと思います。	 

損金不算入になるとどうなる？	 

繰り返しになりますが、法人税法上の利益（本当は所得）の計算式は次のとおりです。	 

	 益金	 ー	 損金	 ＝	 所得	 

これは損金が多くなれば所得は小さくなり、逆に損金が小さくなれば所得が大きくなる

ことを意味しています。	 

100（益金）	 ー	 50（損金）	 ＝	 50（所得）	 

100（益金）	 ー	 30（損金）↓	 20Down	 ＝	 70（所得）↑	 20Up	 
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100（益金）	 ー	 80（損金）↑	 30Up	 ＝	 20（所得）↓	 30Down	 

続いて次の式を見てください。これは実際に支払うことになる法人税額を計算する式で

す。	 

	 所得	 ×	 税率	 ＝	 法人税額	 

つまり、所得が大きくなれば支払うべき法人税額は大きくなりますし、所得が小さくな

れば法人税額は逆に小さくなるわけです。	 

50（所得）	 ×	 20%（税率）	 =	 10（法人税額）	 

70（所得）↑	 Up	 ×	 20%（税率）＝	 14（法人税額）↑	 	 Up	 

20（所得）↓	 Down	 ×	 20%（税率）	 =	 4（法人税額）↓	 Down	 

となると、損金不算入はどういう結果になるでしょうか。	 

損金不算入は損金に算入しない、という意味なので損金が減るということですよね。と

いうことは所得が増えて、税額が大きくなります。	 

例えば下の図のように役員報酬 500万円のうち、200万円を損金に算入しないとすれば、

損金が 200 万円減ります。損金が 200 万円減れば売上から差し引く金額が 200 万円減る

わけなので、その分利益（所得）が 200 万円増えます。	 

https://i2.wp.com/japanex.jp/book/wp-content/uploads/2016/07/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88-2016-08-01-8.04.40.png
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損金不算入はその分利益を押し上げる結果となり、法人税額を増やす効果がある、とい

うことがわかっていただけたと思います。端的に言えば	 

損金不算入額	 ＝	 加算される利益の額	 

と覚えてもらってよいと思います。	 

損金不算入額が 200 万円だとすれば利益（所得）が 200 万円増えるので、税率が 20%だ

とすれば 200 万円×20%の 40 万円の税負担が増えると考えられるわけです。	 

	 

「損金」という言葉と「損金算入」「損金不算入」という言葉が出てきました。「損金」

という言葉が大切なのは、「損金不算入」という法人税独特の考え方があるからです。	 

要するに押さえるべきポイントは次のたった２つです。	 

1. 会計では費用となるものが法人税法で費用にならないことがある。	 

2. それを損金不算入と呼ぶという。	 

この二つの点を押さえれば法人税独特の法人税の基本的考え方をほぼ押さえることが

できたと言えると思います。	 

本書の中でもちらっと出てきた「益金」という言葉があります。これは損金とは逆に法

人税法上の利益となる金額です。所得の計算上加算される金額です。損金が分かってい

れば、益金も容易に想像がつくと思います。会計では利益になるものも法人税法上は利

益にならない場合があるということです。それを益金不算入と呼ぶわけですが、益金不

算入に規定は損金不算入の規定に比べれば微々たるものです。そのため、損金不算入を

押さえてしまえば法人税の基本的考え方の一番大事な点を押さえたと言えるのです。	 

	 



 

 55 

エッセンス版はここまでとなります。	 

完全版は有料会員様のみ無料でダウンロードすることができます。	 

完全版の内容については目次をご覧ください。	 
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