
第64回 税理士試験

法人税法試験で求められているものは、税理士としての資質

第2問を通じて求められているものを理解していきましょう。



第64回 税理士試験 法人税法 第2問 棚卸資産

●１．問題

甲株式会社（以下「甲社」 という。）は、製造工程の省力化等に資す
る機械装置の研究開発及び製造を行う法人である。甲社の以下の資
料に基づき当期（平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年
度をいう。）の所得金額又は欠損金額を計算過程を示しつつ求めなさ
い。

なお、解答に際し、適用可能な処理が複数あると考えられる場合に
は、甲社にとって最も有利となる処理方法を選択することとし、特に指
示があるもの以外は、所得税、復興特別所得税及び消費税等他の税
目並びに税効果会計に係る処理は考慮外とする。また、税務上の調整
が不要である場合には、その旨を明記するとともに、調整不要となる理
由を簡記しなさい。
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第64回 税理士試験 法人税法 第2問 棚卸資産

【資料1】 甲社の概要

１．資本金の額 80,000,000円

２．甲社の会計処理方法 法人税法第22条第4項に規定する「一般に公正妥当と認めら

れる会計処理の基準」により処理が行われている。
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【資料2】 甲社の前期及び当期の計算書類（抜粋）

１．2期間比較貸借対照表（平成26年3月決算・平成27年3月決算） （単位：円）
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借 方 貸 方

科目名 平成26年3月期 平成27年3月期 科目名 平成26年4月期 平成27年4月期

現金預金 168,684,000 162,428,000 支払手形 32,017,000 34,751,000

受取手形 54,938,000 66,285,000 買掛金 117,235,000 122,994,000

売掛金 262,768,000 227,335,000 未払法人税 （ ） （ ）

貸付金 2,370,000 1,770,000 未払消費税等 7,809,000 8,554,800

貸倒引当金 △2,560,608 △2,422,640 建物減価償却 85,419,410 92,552,170

累計額

有価証券 102,500,000 131,450,000 機械装置減価償却 91,093,569 107,885,278

累計額

原材料 11,409,600 17,268,000 長期借入金 244,643,000 264,539,000

製品 98,524,000 104,896,800 資本金 80,000,000 80,000,000

建物 342,800,000 342,800,000 資本準備金 15,000,000 15,000,000

機械装置 265,000,000 265,000,000 利益剰余金 1,440,000 1,440,000

長期前払費用 2,500,000 1,200,000 その他利益剰余金 271,309,729 （ ）

（ う ち 繰 越 利 益

剰余金）
(266,098,300) （ ）
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２．平成27年3月期決算にかかる個別注記項目（抜粋）

（1） 重要な会計方針に係る事項に関する注記

① 資産の評価基準及び評価方法

イ 有価証券の評価基準及び評価方法について

（イ） 有価証券は、総平均法による原価法を採用している。

（ロ） 棚卸資産は、先入先出法による原価法を採用している。

② 固定資産の減価償却方法

イ 有形固定資産：定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物については定額法）を採用している。

ロ 長期前払費用：著作権法により保護される出版権で、平成25年10月1日に取得したものであり、その存続期

間について特に定められていない。

③ 引当金の計上

貸倒引当金は、貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の 規定に基づく法定繰入率を

差額補充法により計上している。

④ リース取引については、賃貸借処理により支払リース科を費用処理している。なお、未払リース料

は、23,025,000円である。

⑤ 消費税等の会計処理は、税抜経理によっている。
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第64回 税理士試験 法人税法 第2問 租税公課

（2） 貸借対照表に関する注記

① 未決済の割引手形残高は、8,000,000円である。

（3） 株主資本等変動計算書に関する注記

① 当期の末日における発行済株式の数 1,600株

② 当期中に行った剰余金の配当に関する事項

平成26年5月26日の定時株主総会において、次のとおり決議された。

配当の総額 2,400,000円

配当の原資 利益剰余金

一株当たりの配当額 1,500円

基準日 平成26年3月31日

効力発生日 平成26年5月27日

③ 当期の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

配当の総額 3,200,000円

配当の原資 利益剰余金

一株当たりの配当額 2,000円

基準日 平成27年3月31日

効力発生日 平成27年5月26日
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【資料3】 平成27年3月期の株主資本等変動計算書（抜粋）
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（単位 :円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金
その他資本

利益準備金
その他利益剰余金

剰余金 特別償却準備金 繰越利益剰余金

前期末残高 80,000,000 15,000,000 1,440,000 3,771,429 266,098,300
当期変動額
剰余金の配当 240,000 △2,640,000
当期純利益 79,506,100

特別償却準備金の積立 （ ） △13,695,696

特別償却準備金の積立
取崩し

（ ） 1,057,142

当期変動額合計 240,000

当期末残高 80,000,000 15,000,000 1,680,000 （ ） （ ）
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【問題】

今回の申告作業に当たって判明した事項

棚卸資産のうち、原材料について次のことが判明した。K材料3,510,000円は、甲社製品の仕様変更

により、今後、製造工程に投入されることはないため、転売するしか処分の方法はない。相場の回復
も見込まれないことから、取得価額の40%相当額の低価評価損を計上し、原材料勘定から減額した
後の金額を計上している。
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第64回 税理士試験 法人税法 第2問 棚卸資産

（資産の評価損の計上ができる事実）

令第68条

法第33条第2項 （特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入）に規定する政令で定める事実は、

物損等の事実（次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたこと
により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたものをいう。）及び法的整理の事実（更生手続に
おける評定が行われることに準ずる特別の事実をいう。）とする。

一 棚卸資産 次に掲げる事実

イ 当該資産が災害により著しく損傷したこと。

ロ 当該資産が著しく陳腐化したこと。

ハ イ又はロに準ずる特別の事実
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（棚卸資産の著しい陳腐化の例示）

9－1－4

令第68条第1項第1号ロ《評価損の計上ができる著しい陳腐化》に規定する「当該資産が著しく陳腐化したこ
と」とは、棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値
が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあることをいうのであるから、例えば商品に
ついて次のような事実が生じた場合がこれに該当する。（昭55年直法2－8「三十一」、平17年課法2－14「九」
により改正）

⑴ いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往
の実績その他の事情に照らして明らかであること。

⑵ 当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発
売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。

（棚卸資産について評価損の計上ができる「準ずる特別の事実」の例示）

9－1－5

令第68条第1項第1号ハ《棚卸資産の評価損の計上ができる事実》に規定する「イ又はロに準ずる特別の事
実」には、例えば、破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができない
ようになったことが含まれる。（平12年課法2－19「十三」、平17年課法2－14「九」、平19年課法2－3「二十一」、
平21年課法2－5「七」により改正）

（棚卸資産について評価損の計上ができない場合）

9－1－6

棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、令第68条第1
項第1号《棚卸資産の評価損の計上ができる事実》に掲げる事実に該当しないことに留意する。（平12年課法
2－19「十三」、平17年課法2－14「九」により改正）
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（棚卸資産の評価の方法）

令第28条

法第28条第1項（棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法）の規定による当該事業年度終了の時において有する棚
卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。

一 原価法（当該事業年度終了の時において有する棚卸資産（以下この項において「期末棚卸資産」という。）につき次に掲げる
方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末棚卸資産の評価額とする
方法をいう。）

イ 個別法（期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。）

ロ〜ヘ 省略

二 低価法（期末棚卸資産をその種類等（前号ヘに掲げる売価還元法により算出した取得価額による原価法により計算した価額
を基礎とするものにあつては、種類等又は通常の差益の率。以下この号において同じ。）の異なるごとに区別し、その種類等の同
じものについて、前号に掲げる方法のうちいずれかの方法により算出した取得価額による原価法により評価した価額と当該事業
年度終了の時における価額とのうちいずれか低い価額をもつてその評価額とする方法をいう。）

２ 以下省略

（棚卸資産の評価の方法の選定）

令第29条

第28条第1項（棚卸資産の評価の方法）に規定する棚卸資産の評価の方法は、内国法人の行う事業の種類ごとに、かつ、商品
又は製品（副産物及び作業くずを除く。）、半製品、仕掛品（半成工事を含む。）、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産
の区分ごとに選定しなければならない。

その他

平成23年度 改正

棚卸資産の切放し低価法の廃止
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(時価)

5-2-11

棚卸資産について低価法を適用する場合における令第28条第1項第2号《低価法》に規定する「当該事業年度終了の
時における価額」は、当該事業年度終了の時においてその棚卸資産を売却するものとした場合に通常付される価額
(以下5-2-11において「棚卸資産の期末時価」という。)による。

(注) 棚卸資産の期末時価の算定に当たっては、通常、商品又は製品として売却するものとした場合の売却可能価額
から見積追加製造原価(未完成品に限る。)及び見積販売直接経費を控除した正味売却価額によることに留意する。

【解説】

1 平成19年度の税制改正により、棚卸資産の期末評価について低価法を適用する場合における棚卸資産の評価額
が「当該事業年度終了の時におけるその取得のために通常要する価額」(いわゆる再調達原価)から「当該事業年度終
了の時における価額」に改められた(令28①二)。

「当該事業年度終了の時における価額」とは、いわゆる時価のことであり、一般的には正常な条件により第三者間で
取引されたとした場合における価額と解されている。

そこで、本通達において、棚卸資産について低価法を適用する場合における「当該事業年度終了の時における価
額」は、当該事業年度終了の時においてその棚卸資産を売却するものとした場合に通常付される価額であることを明
らかにしている。

2 企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」(平成18年7月5日企業会計基準委員会)(以下「棚卸資
産会計基準」という。)においては、通常の販売目的(販売するための製造目的を含む。)で保有する棚卸資産の期末に
おける正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とすること
とされている。この「正味売却価額」とは、売価(購買市場と売却市場とが区別される場合における売却市場の時価)か
ら見積追加製造原価及び見積販売直接経費を控除したものをいう(棚卸資産会計基準5)。

本通達の「棚卸資産を売却するものとした場合に通常付される価額」は、棚卸資産を商品又は製品等として売却す
るものとした場合において見込まれる売却価額であるから、通常は、この「正味売却価額」によることとなる。本通達の
注書においてこのことを明らかにしている。
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3 ところで、棚卸資産会計基準では、正味売却価額の算定に当たり、売却市場において市場価格が観察で

きないときには、合理的に算定された価額を売価とし、これには期末前後での販売実績に基づく価額や契約
により定められた一定の売価を用いる場合を含むこととされている(棚卸資産会計基準8)。法人がこのような

方法により合理的に算定された金額を棚卸資産の期末評価額として低価法を適用している場合には、税務
上も、当該期末評価額は法人税法施行令第28条第1項第2号の「当該事業年度終了の時における価額」とし
て取り扱われよう。

4 さらに、棚卸資産会計基準においては、企業の会計実務を考慮して、製造業における原材料等のように
再調達原価(購買市場の時価に、購入に付随する費用を加算したものをいう。)の方が把握しやすく、正味売

却価額がその再調達原価に歩調を合わせて動くと想定される場合には、継続して適用することを条件として、
再調達原価(最終仕入原価を含む。)によることができることとされている(棚卸資産会計基準10)。

製造業における原材料等のように製造工程に投下されていない棚卸資産については、未だ新たな付加価

値が付与されていないことから、当該原材料等の棚卸資産の正味売却価額はその最終仕入価額や再調達
原価とおおむね一致するものと考えられる。したがって、税務上も、法人がこのような棚卸資産に限り、いわゆ
る再調達原価により算出した金額を当該棚卸資産の期末評価額として低価法を適用している場合であっても、
これを法人税法施行令第28条第1項第2号の「当該事業年度終了の時における価額」として取り扱って差し支
えないものと考えられる。

5 なお、「棚卸資産を売却するものとした場合に通常付される価額」は、棚卸資産を商品又は製品等として

売却するものとした場合において見込まれる売却価額であるから、資産の評価損益の計上を行う場合におけ
る時価である「当該資産が使用収益されるものとしてその時において譲渡される場合に通常付される価額」
(法人税基本通達4-1-3、9-1-3)や、スクラップ等としての処分価額とは異なることとなる。
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第64回 税理士試験 法人税法 第2問 棚卸資産

棚卸資産評価基準

通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準

７．通常の販売目的（販売するための製造目的を含む。）で保有する棚卸資産は、取得原価をもって
貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正
味売却価額もって貸借対照表価額とする。この場合において、取得原価と当該正味売却価額との差'
額は当期の費用として処理する。

８．売却市場において市場価格が観察できないときには、合理的に算定された価額を売価とする。こ
れには、期末前後での販売実績に基づく価額を用いる場合や契約により取り決められた一定の売価
を用いる場合を含む。

９．営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産について、合理的に算定された価額に
よることが困難な場合には、正味売却価額まで切り下げる方法に代えて、その状況に応じ、次のよう
な方法により収益性の低下の事実を適切に反映するよう処理する。

⑴ 帳簿価額を処分見込価額（ゼロ又は備忘価額を含む。）まで切り下げる方法

⑵ 一定の回転期間を超える場合、規則的に帳簿価額を切り下げる方法

10.製造業における原材料等のように再調達原価の方が把握しやすく、正味売却価額が当該再調達
原価に歩調を合わせて動くと想定される場合には、継続して適用することを条件として、再調達原価
（最終仕入原価法を含む。以下同じ。）によることができる。

14



第64回 税理士試験 法人税法 第2問 棚卸資産

低価法による評価損（法29 令28）と資産の評価損（法33）の識別を問われた問題

選定が必要な評価損と不要な評価損の識別ができるか？

損金の額になるのかならないのか？

■ 損金の額に算入できる解答例

Ｋ材料は甲社製品の仕様変更により、今後、製造工程に投入されることはなく、転売するしか処分の方法はない価格の回復も見込まれないため低価評価損についての調整は不
要である。

一見よさげに見えますがあってないと思います。

■ 選定なしには損金の額にはならない

・著しい下落は50％以上なくて著しいとなるのか？

・基本通達9-1-4は、材料について適用はあるのか？

・仕様変更での材料自体に評価損が認められるのか？

→低価法の適用ならば可能だが評価損はできない。

→先入先出法による原価法（会計的には低価法を包括）を採用しているが、税務上は先入先出法による原価法による低価法を選定していないと低価評価損は認められない。

低価評価損と評価損の識別ができるかを問われている論点です。

損金の額にはならないという解答が出せるように棚卸資産評価基準を踏まえ検討できるようにしてください。

また、製品や商品以外の棚卸資産。具体的には材料や仕掛品に低価法の承認申請を実施すると税務署等から理由を問われることもあるはずです。明確な理由がなければ材料
や仕掛品を除いて承認申請を実施しているケースも多いはずです。材料や仕掛品に低価法が起こりうることは起きにくい業種もあるかもしれません。

監査会計実務では仕掛や材料であろうと低価法を測定するノウハウは出来上がっています。監査会計の視点もあれば、

「開発中の製品は受注金額を上回ることも起こりうること」

「投入されず長期滞留在庫になることも想定されること」等の理由も解答でき不用意に材料や仕掛品の承認申請を拒まれることもなくなるはずです。

問われる点は非常に高度だと思います。似ている言葉をつなげて作った解答は課税実務上は非常に大きなリスクになります。

低価評価損は認められないという解答を作るうえでの手順や論理性が重視されている設問です。
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