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何が問題となっているか？ 

IFRIC第21号「賦課金」は法人所得税以外の賦課

金を支払う債務の会計処理を取り扱っています。

本解釈指針の公表により、賦課金に係る負債の

認識が、とりわけ、特定の日の状況によって負債

が生じる場合には、現在よりも遅くなる可能性があ

ります。 

 
範囲と目的 

賦課金は、政府が法令に従って課すもので、しばし

ば、企業の収益や資産、負債を基準に測定されます

（たとえば、収益の1％など）。 

 
本解釈指針は賦課金を支払う負債を認識すべき

時期に関する実務上の多様性に対処しています。

実務においては、特に、賦課金を支払う債務の発

生日よりも前の期間に関連する財務データに基

づいて賦課金が測定される場合に多様性が生じ

ています。 

 
IFRIC第21号は、IAS第37号「引当金」に従って認

識される賦課金を支払う負債と、時期および金額

が確実な賦課金を支払う負債の会計処理に対応

しています。IAS第12号「法人所得税」の範囲に含

まれる法人所得税は除外されています。また、排

出権取引スキームから生じる負債への適用は任

意とされています。 

 
 
 

本解釈指針は、賦課金を支払う負債が資産または

費用を発生させるかどうかについては対応していま

せん。企業はそのような費用の会計処理を決定する

ためには、他の基準を適用する必要があります。 

 
主な規定 

IFRIC第21号は以下の論点を扱っています。 

 
賦課金を支払う負債を生じさせる債務発生事
象とはどのようなものか？ 

賦課金を支払う負債を生じさせる債務発生事象とは、

法令により特定された、賦課金を支払う債務を生じさ

せる事象です。 

 
企業が将来期間において営業を継続することを経

済的に余儀なくされている、あるいは、継続企業の

前提に基づき財務諸表を作成しているという事実は、

将来期間の営業から生じる賦課金を支払う債務を発

生させません。 

 

賦課金を支払う負債はいつ認識されるか？ 

賦課金を支払う負債は、債務発生事象が発生した

時点で認識されます。これは一時点で発生するかも

しれませんし、一定の期間にわたり徐々に発生する

かもしれません。 
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設例 1 

賦課金A － 企業が当期の1月1日時点で営業を

行っている場合に、当期の収益の1％の支払いを

求められる 

当期の収益の1％に相当する負債が収益の発生に

従い徐々に認識される。 

 
賦課金B － 企業が当期の1月1日時点で営業を

行っている場合に、前期の収益の1％の支払いを

求められる 

前期の収益の1％に相当する負債の全額が当期の1

月1日に認識される。 

 
賦課金C － 企業が当期の12月31日時点で営業

を行っている場合に、当期の収益の1％の支払を

求められる 

当期の収益の1％に相当する負債の全額が当期の

12月31日に認識される。 

 
本解釈指針は、最低限の閾値のある賦課金を支払

う債務を、閾値に達した時点で認識することも要求し

ています。 
 
設例 2 

賦課金D － 企業が当期の1月1日時点で営業を

行っており（この点は賦課金Aと同じ）、かつ、収益

が2,000万CU（CUは通貨単位）を超える場合に当

期の収益の1％の支払いを求められる 

閾値に達した時点で2,000万CUの1％に相当する負

債の全額が認識される。その後、収益が2,000万CU

を超過して発生するに従い負債が徐々に増加する。 

 

 

期中報告日の会計処理は期末日のそれと同じ
でなくてはならないか？ 

期中と年次の財務諸表には同じ認識の原則が適用

されます。年次財務諸表において債務の見越計上、

あるいは繰延処理を行わない場合には、期中財務

諸表においても行うべきではありません。 
 
本解釈指針では、賦課金を支払う負債の会計処理

を解説する設例が示されています。 
 
影響を受ける企業は？ 

IFRIC第21号は、IAS第12号の範囲に含まれる法人

所得税以外の賦課金が課せられる企業に影響を与

えます。このような賦課金は多くの国および産業

（たとえば、銀行や小売、運輸など）で一般的なも

のです。 

 
何をすべきか？ 

IFRIC第21号は、2014年1月1日以後開始する事業

年度より発効し、遡及適用しなければなりません。 

早期適用は認められます。 

 
経営者は本解釈指針が適用される賦課金の会計処

理を特定し、また、検討する必要があります。 
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