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繰越欠損金制度の改正と企業の利益調整行動
－繰越欠損金の解消可能性を考慮した検証－

堀　好一
要　　旨

　本稿では，2011年度の繰越欠損金制度の改正が企業の利益調整行動に与える影響について検証した。
本改正は，改正前には全額控除可能であった繰越欠損金について，控除限度額を設け，その一部を課税
対象とするものである。そこで，改正直前期に繰越欠損金があると見込まれる企業は，改正後にこれが
控除不能となる危険性があるため，改正前に有効利用する誘因が働く。ただし，改正直前期末の繰越欠
損金の解消可能性が低い企業は，改正の有無に関わらず期限切れになる繰越欠損金が見込まれているた
め，その誘因が小さくなる可能性がある。そこで，本稿では，これらの企業が改正直前期に増加型の利
益調整を行う可能性について，繰越欠損金の解消可能性を考慮して検証した。分析の結果，改正直前期
において，繰越欠損金があると見込まれる企業では，増加型の課税対象利益の調整が行われている可能
性があることが明らかになった。また，繰越欠損金の解消可能性が低い企業では，その利益調整の誘因
が小さくなる可能性があることが明らかになった。
キーワード：繰越欠損金制度　改正　控除限度額　利益調整　解消可能性

Eff ect on Earnings Management of Revision to the Japanese Tax Loss 
Carryforwards System

An Empirical Study Considering Potential for Deductibility of Tax Loss 
Carryforwards

Yoshikazu Hori

Abstract
This paper examines the eff ects upon earnings management of the fi scal 2011 revision to the system 
for tax loss carryforwards (TLCs). The revision set limits on the tax deductibility of loss carryfor-
wards that were fully deductible before the revision. Companies that expected negative taxable in-
come in the fi scal year preceding the revision were incentivized to deduct as many TLCs as possible 
because there was a risk that some TLCs might not be deductible after the revision. However, there 
was little incentive to deduct TLCs in companies where the potential for TLC deductibility was al-
ready limited, because it had always been expected that TLCs would expire, regardless of the revi-
sion. This paper considers TLCs deductibility potential to examine the probability that companies 
managed their earnings upwards. The results of the analysis suggest the probability that companies 
expecting negative taxable income in the fi scal year preceding the revision managed their taxable 
earnings upward. The results also suggest the probability that, where there was already limited po-
tential for deductibility of TLCs expected to remain at the end of the fi scal year preceding the revi-
sion, this incentive to manage earnings upward may have been small.
Key Words: Tax loss carryforwards system, revision, limit on tax deductibility, earnings management, 

potential for deductibility of tax loss carryforwards
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１．はじめに

　2011年度の法人税制改正により，2012年４月１日に開始する事業年度（以下「2013年３月期⑴」

といい，他の事業年度も同様に表示する。）から資本金１億円超の普通法人⑵について，その繰

越控除をする事業年度の課税所得（繰越控除前のものをいい，以下も同様とする。）の80％が繰

越欠損金の控除限度額と定められた〔法人税法第57条第１項（以下「法57①」とする。）但書〕。

改正前まで繰越欠損金は７年間全額控除可能であったが，改正により多額の繰越欠損金があって

も，控除限度を超える部分の金額は課税対象になる。

　企業にとって法人税はコストであるため，経営者はこれを最小化させるように行動することが

想定される（税コスト仮説）。多くの先行研究では，法人税率の変更の場面で，その直前期にお

ける税コスト仮説に基づく利益調整の有無が検証されてきた（Guenther 1994；鈴木・岡部 

1998；太田・西澤 2008；Yamashita and Otogawa 2008）。繰越欠損金制度の改正（以下「本改正」

という。）による控除限度額の設定は，その直前期末に繰越欠損金があると見込まれる企業にとっ

ては，将来の税コストの増加要因となる。したがって，経営者には，直前期に利益を移転してで

きるだけ多くの繰越欠損金を有効利用する誘因が働くことが想定され，これを成川（2015）が検

証している。しかし，成川（2015）は，サンプルを連結財務データから選定しているため，法人

税の課税単位の原則（法４①）に従い，個別財務データで検証する必要がある⑶。また，同じ繰

越欠損金でも，その構成内容や解消可能性は企業によって様々である。例えば，繰越欠損金の繰

越控除可能期間は７年であるが（旧法57①）⑷，その構成内容は，企業によって新旧様々なもの

があり，古い期のものは一般的に解消可能性が低い。また，比較的新しい期の繰越欠損金であっ

ても，将来の繰越控除期間を通じて課税所得が十分でない場合には，やはり解消可能性が低くな

る。

　そこで，本稿では，本改正による控除限度額の設定を対象として，改正直前期の企業の利益調

整行動について，繰越欠損金の解消可能性を考慮して，個別財務データを用いて検証する。なお，

法人税は，会計上の利益に税法固有の調整をして課税所得を計算し，これに法人税率を乗じて算

出されるため，法人税制の改正が直ちに利益調整行動に結びつかない場合もある。そこで，本稿

では Calegeri（2000），山田（2012），成川（2015）を参考にして，裁量的会計発生高のうち課税

対象となる部分，すなわち，裁量的課税計算対象発生高を推定し，これに基づき利益調整の有無

を検証する。

　本稿をつぎのように構成する。第２節では，先行研究を考察する。第３節では，2011年度の法

人税制改正の内容について考察する。第４節では，これらの考察を踏まえ，本改正と利益調整行

動に関するに関する仮説を設定する。第５節では，仮説の検証を行い，第６節では，検証結果を

示す。第７節では，追加検証として業種の偏りを考慮した検証および本改正直前期の前期に係る

検証を行い，最後に第８節で総括と今後の課題を示す。
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２．先行研究

2. 1.　法人税率の変更と利益調整に関する先行研究

　法人税制の改正と利益調整に関する先行研究としては，法人税率の変更と裁量的会計発生高に

よる利益調整行動に関するものが多く見られる。これらは，改正後の税コストが直ちに変動する

ことを予想した企業の利益調整について検証しているものである。一方，本稿の繰越欠損金制度

は，将来の課税所得から当期の欠損金を控除するものであり，繰り越した欠損金を控除できるか

否かは当該企業の将来の課税所得の十分性に依存している。したがって，繰越欠損金制度の改正

前に利益調整を行っても，それが税コストに反映されるか否かは，繰越控除期間を通じた当該企

業の業績に左右される。このように，法人税率の変更場面よりも，繰越欠損金制度の改正場面の

方が税コストへの影響が不確実なため，利益調整の誘因は後者の方が低くなる。しかし，既存の

法人税制の改正を契機とした税コスト仮説に基づく利益調整行動という点で，法人税率の変更に

関する先行研究と本稿の検証は関連する。

　Guenther（1994）は，1986年の米国法人税制改正で法人税率が引下げられたことを対象とし，

その直前期において米国企業の経営者が，税コストを最小化するような減少型の利益調整を行う

可能性を検証している。そこで，まず，Manzon（1992）や Choi et al．（1991）に従い，会計発

生高（Total Accruals：TA）を固定会計発生高（Non-Current Accruals：NCA）と流動会計発

生高（Current Accruals：CA）に分類した。NCA は減価償却費など，長期にわたって税効果が

発現するもので，Jones（1991）の非裁量的会計発生高（Non-Discretional Accruals ：NDA）と

同一の概念に基づくものである。CA は売掛金や買掛金など，短期間で税効果を発現するもので，

Jones（1991）の裁量的会計発生高（Discretional Accruals ：DA）と同一の概念に基づくもので

ある。Guenther（1994）は，税制改正の場面では，短期的な CA のみが利益調整に用いられる

ものとし，これを Jones（1991）の DA 推定方法に依拠して推定し，その増減をもって利益調整

行動の有無を検証している。また，Guenther（1994）は，企業規模，長期負債割合または経営

者の持株割合と CA の関係を検証し，税率引下げ直前期において，規模の大きい企業は CA が減

少し，長期負債割合が高い企業は CA が減少しないことを明らかにしている。しかし，経営者の

持株割合と CA の関係は明らかにできなかった。

　わが国では，鈴木・岡部（1998）が，財務報告優先型企業（以下「FR 企業」という。）と税

務計画優先型企業（以下「TP 企業」という。）の裁量的会計発生高を推定している。ここで，

FR 企業とは，課税所得が負か繰越欠損金を抱える業績不振企業であり，税務計画よりも財務報

告の重要性が増している企業である。また，TP 企業とは，業績優良企業であり，税務外の帰結

のもつ意義が後退し，税務上の帰結が重要性を増している企業である。そして，法人税率引下げ

直前期の1989年３月期とその適用開始期の1990年３月期の FR 企業と TP 企業の裁量的会計発生

高を比較したが，FR 企業のみならず TP 企業についても直前期における減少型の利益調整⑸は
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見られなかった。そこで，裁量的会計発生高を被説明変数とし，TP 企業なら１そうでなければ

０とする TP ダミー変数ならびに企業規模，レバレッジおよび株主支配力をコントロール変数と

する回帰分析を行った。分析の結果，TP 企業において，直前期には減少型の利益調整が，また，

適用開始期には反転して増加型の利益調整が，それぞれ行われていることを明らかしている。

　また，太田・西澤（2008）は，税コスト仮説を検証するため，わが国で行われた1981年度の法

人税率引上げと1990年代後半の法人税率引下げを対象として，裁量的会計発生高の調査および個

別発生項目の調査を行っている。分析の結果，裁量的会計発生高の調査については，法人税率引

上げ直前期に増加型の利益調整を行い，一方で，法人税率引下げ直前期に減少型の利益調整を行っ

ていることを明らかにしている。また，個別発生項目の調査では，一般的に経営者によって行わ

れやすい掛売，掛仕入以外の手段で利益調整が行われている可能性があり，その手段として，生

産量を調整して固定製造費の棚卸資産への配賦額を増減させている可能性を示唆している。

　Yamashita and Otogawa（2008）も，わが国で行われた1990年代後半の法人税率引下げを対象

として，経営者による課税所得の低税率期への移転可能性について検証している。分析の結果，

法人税率引下げ直前期の課税所得を下げるべく，減少型の利益調整を行っていることを明らかに

している。以前から米国では，会計利益と課税所得が一致する場合には，課税所得を減少させる

ために会計利益も減少させなければならず，利益調整が抑制されるのではないかという議論が

あった。しかし，Yamashita and Otogawa（2008）は，この米国の議論に対して，確定決算主義

を採用するわが国のように会計利益と課税所得の結びつきが強い場合でも，利益調整が行われる

ことが明らかにしている。したがって，Yamashita and Otogawa（2008）は，会計利益と課税所

得を一致させることが必ずしも利益調整の抑制になるわけではないという実質的な証拠を提供し

ていることになる。

　一方，山田（2012）は，わが国で行われた1998年度と1999年度の法人税率引下げを対象として，

企業の利益調整行動を検証しているが，他の先行研究と異なり，わが国における確定決算主義と

いう会計利益と課税所得の関係を，その分析に反映させている点に特徴がある。具体的には，

Calegeri（2000）に従い，裁量的会計発生高を課税対象のものと課税対象外のものに分けて，そ

れぞれがどのように利益調整に用いられているかを分析している。分析の結果，予想利益を達成

している企業は，法人税率引下げ直前期に課税対象の裁量的会計発生高を減少させるが，課税対

象外のそれについては減少させないことを明らかにしている。

2. 2.　欠損金制度の改正と利益調整に関する先行研究

　近年では，法人税制改正のうち，欠損金制度の改正と利益調整についての先行研究も散見され

る。例えば，Albring et al.（2011）は，1997年度の米国法人税制改正によって，欠損金の繰戻期

間が３年から２年に短縮されたことと企業の利益調整との関係を検証している⑹。分析の結果，

改正後に損失が予想される企業では，当該損失を前倒しで計上するため，改正直前期に減少型の
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利益調整が行われていることを明らかにしている。欠損金の繰戻制度は，欠損金が生じた場合に

遡って過年度の課税所得から控除し，法人税等の還付を受けるものであるため，制度改正前に利

益調整を行うと直ちに税コストに反映される。一方，繰越欠損金制度の改正前の利益調整行動の

場合は，上記2.1「法人税率の変更と利益調整に関する先行研究」に記載したとおり，税コスト

への影響は不確実である。このように，欠損金の繰戻制度の改正場面よりも，繰越欠損金制度の

改正場面の方が税コストへの影響が不確実なため，利益調整の誘因は後者の方が低くなる。

　また，成川（2015）は，2011年度の繰越欠損金の制度改正とその直前期の企業の利益調整行動

との関係について検証している。同年度の法人税制の改正では，法人税率の引下げも行われてお

り，成川（2015）は，双方の改正の影響を考慮している。具体的には，法人税が課税されるのは，

正の課税所得がある場合のみであることに着目し，利益調整前の繰越欠損金控除後の課税所得状

態を示す課税変数（ダミー変数）を用いて，各改正が影響する場面を区分して検証している。ま

た，成川（2015）は，Calegeri（2000），山田（2012）に従い，裁量的課税計算対象発生高を用

いて，利益調整行動の有無を検証している。分析の結果，改正直前期に繰越欠損金控除前の課税

所得が正で，その金額が期首繰越欠損金よりも大きくなるケースでは，法人税率の引下げの影響

を受けて減少型の利益調整が行われる可能性があることを明らかにしている。一方，繰越欠損金

控除前の課税所得が期首繰越欠損金よりも小さいケースでは，繰越欠損金の制度改正の影響を受

けて増加型の利益調整が行われる可能性があることを明らかにしている。成川（2015）は，本稿

と共通している部分もあるが，本稿とは，つぎの①から⑤の点において大きく異なる。まず，前

記１「はじめに」に記載したとおり，①本稿は，個別財務データを用い，②繰越欠損金の解消可

能性をコントロールして検証している。つぎに，③本稿は，裁量的課税計算対象発生高を法人税

等から推定する際に，課税所得に関係なく課税される地方税均等割や外形標準課税などがあるこ

とを考慮していること。具体的には，成川（2015）のように一律に法人税等を実効税率で除して

課税所得を推定するのではなく，推定期間の各期末の繰越欠損金の有無によって場合分けしてい

る。そして，それがない場合には，法人税等を実効税率で除して課税所得を推定するが，ある場

合には，期首の繰越欠損金の減少分をもって課税所得を推定している。④本稿は，本改正直前期

（2012年３月期）の課税所得状態をコントロールする際に，上記③と同様の理由により，期末繰

越欠損金の有無で場合分けして課税所得を推定している。したがって，⑤本稿は，上記④の課税

所得を推定するに当たり，成川（2015）のように７期前に遡り，改正直前期まで順次期末繰越欠

損金の推定を重ねるということはしていない。その理由は，当期の課税所得は当期末の繰越欠損

金がある場合にはゼロ，ない場合には当期の法人税等を用いて推定するほうが合理的であると考

えたためである。
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３．2011年度法人税制改正の概要

　2011年度の法人税制改正のおもな内容は，①繰越欠損金の控除限度額が定められたこと，②繰

越控除期間が延長したこと，および③法人税率が引下げられたことである。これらの改正の概要

は，つぎのとおりである。

3. 1.　繰越欠損金の控除限度額の設定

　繰越欠損金とは，確定申告書を提出する内国法人の各事業年度開始の日の前７年以内に開始し

た事業年度において生じた欠損金のことをいう（法57①）⑺。この繰越欠損金について，2011年

度の税制改正により，2013年３月期から資本金１億円超の普通法人は，その繰越控除をする事業

年度の繰越控除前の課税所得の80％が控除限度額と定められた（法57①但書）。これにより，多

額の繰越欠損金があっても，控除限度を超過する部分は課税されることになった。なお，控除限

度額の設定については，2015年度の税制改正で2016年３月期から繰越控除前の課税所得の金額の

65％が控除限度額となった。さらに，2015年12月24日付の2016年度の税制改正大綱では，2017年

３月期からは控除限度額が60％へ，2018年３月期からは55％へ，2019年３月期からは50％へそれ

ぞれ引下げられることとなっている。したがって，繰越欠損金の控除限度額の設定と企業の利益

調整に関する考察は，今後，さらに重要になるものと思われる。

3. 2.　繰越欠損金の繰越期間の延長

　2011年度の法人税制改正では，繰越欠損金の控除限度額の設定と同時に繰越期間も延長された。

なお，繰越期間については，過去にも改正されており，2004年度の税制改正では，2005年３月期

から，2001年４月１日以後に終了した事業年度に遡って，それまでの５年から７年に延長されて

いる。そして，今回の改正で，2013年３月期から，2008年４月１日以後に終了した事業年度に遡っ

て９年に延長された（法57①本文）。なお，2015年度の税制改正により，2018年３月期以後の欠

損金については，その繰越期間が10年に延長されることになっている。この繰越期間の延長につ

いては，これにより将来控除できる可能性が高まるため，控除限度額の設定とは反対の方向に利

益調整を行う誘因が働くことも想定される。しかし，繰延税金資産の回収可能性に関する監査委

員会報告（日本公認会計士協会，1999）第66号５ ⑴ ③は，繰越欠損金を含む将来減算一時差異

について，「将来の合理的な見積可能期間（おおむね５年）内の課税所得の見積額を限度として」

回収可能性を判断するとしている⑻。したがって，この基準に照らせば，繰越期間が７年からさ

らに９年に延長されても企業の利益調整に影響する可能性は低いものと考える。

3. 3.　法人税率の引下げ

　繰越欠損金制度に関する改正と同時に，2013年３月期から法人税率が30.00％から25.50％へ引
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下げられ（法66①），実効税率は，東京都の場合で改正前の40.69％から35.64％へ下がった⑼。法

人税率の変更もこれまで何度か行われており，1989年度の税制改正では，従来の42.00％から

40.00％へ引下げられ，翌1990年度の改正では，37.50％へ引下げられた。さらに，1998年度の税

制改正では34.50％へ，翌1999年度の改正では30.00％へ引下げられた。1999年度以後は，10年以

上維持されてきたが，2011年度の税制改正で再び引下げられた。なお，2015年度の税制改正では，

2016年３月期から23.90％へさらに引下げられている。一方，2011年12月２日に公布された特別

措置法では，復興法人特別税が創設されている。復興法人特別税は，2013年３月期から法人税額

に10％を上乗せして課税されるものである。したがって，2011年度の税制改正による法人税率が，

実質的に25.50％から28.05％へ引上げられ，また，実効税率も35.64％から38.01％へ上がった。なお，

この復興法人特別税は2015年３月期から，当初の予定より１年前倒しで廃止されている。

４．仮説の設定

　本改正により，課税所得の80％が繰越欠損金の控除限度額と定められたことで，その使用が一

部制限されることになった（法57①但書）。したがって，改正前に繰越欠損金がある企業では，

将来の課税所得を改正直前期に移転させることによって，繰越欠損金を有効に利用しようとする

誘因が働くことが想定される。もっとも，業績好調等の理由で直前期の利益調整前の繰越欠損金

控除後課税所得⑽が負にならないと見込まれる企業（以下「非欠損企業」という。）では，利益

を増加させると当期の法人税コストを増加させてしまう可能性がある。とりわけ，本改正では同

時に法人税率が引下げられているため，課税所得が正になると見込まれる企業では，これを引下

げ後の低税率期に移転すべく，直前期に減少型の利益調整が行われる可能性がある。したがって，

本改正直前期に増加型の利益調整が行われる可能性のある企業は，利益調整前の繰越欠損金控除

後課税所得が負になると見込まれる企業（以下「欠損企業」という。）である。このような欠損

企業には，前期末に繰越欠損金があり，これを当期の繰越欠損金控除前課税所得から控除しきれ

ない場合や当期に欠損金が生じた場合で，期末に繰越欠損金があると見込まれる企業が該当する。

ここで，会計利益は，会計発生高を裁量的に増減させて行われることが，DeAngelo（1986）や

Jones（1991）などの先行研究で明らかになっている⑾。ただし，会計利益と課税所得は異なるた

め，後者の増減要因が直ちに前者の増減に結びつかない場合もある。そこで，本稿では，

Calegeri（2000），山田（2012），成川（2015）などの先行研究に従い，会計利益のうち課税対象

となる部分を課税計算対象発生高とし，その裁量的な増減の有無によって利益調整の有無を検証

することとする。したがって，本改正により，直前期末に繰越欠損金があると見込まれるような

欠損企業では，課税計算対象発生高を裁量的に増加させるような増加型の利益調整が行われる可

能性がある⑿。そこで，仮説１を設定する。

　仮説１ 　繰越欠損金制度の改正直前期において，利益調整前の繰越欠損金控除後課税所得が負
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になると見込まれる企業では，課税計算対象発生高を用いた増加型の利益調整が行われ

る。

　ただし，本改正直前期末に見込まれる繰越欠損金について，その解消可能性が低い場合には，

改正の有無に関わらず切り捨てられる可能性が大きいため，本改正の影響が少なくなることが想

定される。ここで，繰越欠損金の解消可能性が低い場合とは，古い期に発生したものが含まれて

いるケースや，繰越控除期間を通じて全体的に課税所得が十分でないケースなど，期限切れにな

る可能性が高い場合などが考えられる。これらのケースでは，欠損企業であっても，改正直前期

に利益を増加させる誘因が小さくなることが予想される。そこで，仮説２を設定する。

　仮説２ 　繰越欠損金制度の改正直前期末に見込まれる繰越欠損金の解消可能性が低い場合，増

加型の利益調整を行う誘因が小さくなる。

５．仮説の検証方法

5. 1.　裁量的課税計算対象発生高の推定

　仮説を検証するため，本改正直前期の2012年３月期を検証期間とし，当該期間のサンプル企業

の裁量的課税計算対象発生高（Discretional Book Tax Accruals：DBTAit）を Calegeri（2000），

山田（2012），成川（2015）を参考にして，つぎのとおり推定する。なお，添え字は，i 企業，t

期を示す。

　まず，課税計算対象発生高（Total Book Tax Accruals ：TBTAit）をつぎの⑴式で求める。

　　TBTAit ＝ TAit －（NEBTit － IBLit） ⑴　　　　

　各変数の定義は，つぎのとおりである。

　　①　TAit：会計発生高（Total Accruals）

　　　　本稿では，太田・西澤（2008）にしたがい，TAit をつぎのとおり計算する。

　　　　TAit ＝ （⊿流動資産－⊿現金・預金－⊿投資・財務活動に関する流動資産項目（※１））

＋⊿固定資産から控除される貸倒引当金－（⊿流動負債－⊿投資・財務活動に

関する流動負債項目（※２））－⊿固定負債から控除される引当金＋損益計算書

からの非キャッシュ項目（※３）－減価償却費実施額－繰延資産償却額

　　　※１　⊿有価証券，⊿短期貸付金，⊿金銭の信託の合計額とする。

　　　※２ 　⊿短期借入金，⊿コマーシャル・ペーパー，⊿一年以内返済の長期借入金，⊿一年

以内償還の社債・転換社債，⊿設備関係未払金の合計額とする。

03　堀好一氏.indd   3403　堀好一氏.indd   34 2017/11/09   15:56:352017/11/09   15:56:35



繰越欠損金制度の改正と企業の利益調整行動

― 35 ―

　　　※３ 　営業外収益に属する資産処分益・評価益から営業外費用に属する資産処分損・評価

損を控除した金額とする。

　　②　NEBTit：税引前当期純利益（Net Earnings Before Tax）

　　③ 　IBLit：繰越欠損金控除前の課税所得（Estimated Taxable Income Before Tax Loss 

Carryforwards）

　　　 　IBLit は，つぎの⑵式または（2’）式のとおり場合分けをして求める⒀。その理由はつぎの

ⅰおよびⅱのとおりである。なお，繰越欠損金そのものは財務諸表上に現れないため，本

稿では，注記に記載された税効果会計の対象となる繰越欠損金（以下「注記上の繰越欠損

金」という。）を用い，これを法定実効税率で除した金額をもって繰越欠損金を推定する⒁。

　　　 　ⅰ　当期末の注記上の繰越欠損金がない場合（TLCit ＝０の場合）は，繰越欠損金控除

後の課税所得が負でないため，原則として法人税・住民税および事業税（以下「法人税等」

という。）が課税される。したがって，⑵式のとおり，法人税等を実効税率で除して推定

した繰越欠損金控除後の課税所得（TAXit ／TRt）に，前期末の注記上の繰越欠損金を法

定実効税率で除した推定した繰越欠損金（TLCit －１ ／TRt －１）を加算したものが，繰越

欠損金控除前の課税所得（IBLit）になると考えられる。

　　　 　ⅱ　一方，当期末の注記上の繰越欠損金がある場合（TLCit ＞ ０の場合）は，繰越欠

損金控除後の課税所得が負のため，地方税均等割等を除き法人税等が課税されない。した

がって，（2’）式のとおり，推定した繰越欠損金の減少分（TLCit －１ ／TRt －１－ TLCit ／

TRt）が当期の繰越欠損金控除前の課税所得（IBLit）になると考えられる。

　　　　　TLCit ＝ ０の場合，IBLit ＝ TAXit ／TRt ＋ TLCit －１／TRt －１ ⑵　　　　

　　　　　TLCit ＞ ０の場合，IBLit ＝ TLCit －１／TRt －１－ TLCit／TRt （2’） 　　　

　　　

　　　各変数の定義は，つぎのとおりである。

　　　　⒜　TAXit：法人税・住民税および事業税（Tax）

　　　　⒝　TRt：法定実効税率（Tax Rate）

　　　　⒞　TLCit ：当期末の注記上の繰越欠損金（Tax Loss Carryforwards）

　裁量的課税計算対象発生高（DBTAit）は，つぎの⑶式の課税計算対象発生高（TBTAit）と非

裁量的課税計算対象発生高（Non Discretional Book Tax Accruals ：NDBTAit）との差額として

認識される。その推定方法は，まず，太田・西澤（2008）に従い，⑷式のとおり Dechow et al．（1995）

が提唱した修正 Jones モデルを用いて，検証期間（2012年３月期）の NDBTAit を推定する。推

定期間は2001年３月期から2010年３月期までで，業種別⒂のパネルデータを用いる。DBTAit は，

NDBTAit を推定する際の TBTAit との予測誤差（εit）として推定される。なお，推定期間を
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2010年３月期までとする理由は，⑶，⑷式の変数を算出する際に２期分の業績差額が用いられる

ことがあるため，2011年３月期の業績が推定期間と検証期間の両方に影響することを排除するた

めである。

　　DBTAit ／Ait －１ ≒ TBTAit ／Ait －１－ NDBTAit ／Ait －１ ⑶　　　　

　　ND BTAit ／Ait －１＝α＊FIRMi ／Ait －１＋β１
＊（⊿ SALESit －⊿ RECit） 

／Ait －１＋β２
＊PPEit ／Ait －１＋εit  ⑷　　　　

　なお，不均一分散を緩和するため，定数項を含むすべての変数は，前期末総資産額でデフレー

トする。また，式中の⊿は期中増減額を示している（次式以下も同様とする。）。

　⑴式のものを除く各変数の定義は，つぎのとおりである。

　　④　DBTAit：裁量的課税計算対象発生高（Discretional Book Tax Accruals）

　　⑤　Ait －１：前期末総資産額（Total Assets）

　　⑥　NDBTAit：非裁量的課税計算対象発生高（Non Discretional Book Tax Accruals）

　　⑦　FIRMi：企業ダミー変数（Firm Dummy）

　　⑧　⊿ SALESit：売上高（Sales）の増減額

　　⑨　PPEit：償却性固定資産取得原価総額（Gloss Property， Plant， and Equipment）

　　⑩　⊿ RECit：売上債権（Receivable）の増減額

　　⑪　εit：NDBTAit の推定に伴う誤差項

5. 2.　課税所得状態の推定

　本改正直前期に増加型の利益調整が行われる可能性のある企業は，仮説１の設定過程で考察し

たとおり，欠損企業，すなわち，利益調整前の繰越欠損金控除後課税所得（Estimated Taxable 

Income After Tax Loss Carryforwards Before Earnings Management：IALBMit）が負になる

と見込まれる企業である。その理由は，課税所得が負にならないと見込まれる非欠損企業では，

利益を増加させると当期の法人税コストを増加させてしまう可能性があるためである。とりわけ，

課税所得が正になると見込まれる企業では，本改正と同時に行われた法人税率の引下げの影響も

あって，減少型の利益調整が行われる可能性がある。そこで，本稿では，このような非欠損企業

の影響をコントロールするため，利益調整前の繰越欠損金控除後課税所得の状態を示すダミー変

数を用いることとする。

　そのため，まず，本改正直前期の利益調整後の繰越欠損金控除後課税所得（Estimated 

Taxable Income After Tax Loss Carryforwards After Earnings Management：IALAMit）を推

定する。その方法は，当期末の繰越欠損金の有無に応じて，つぎの⑸式または（5’）式のとおり場

合分けをして推定する。
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　　TLCit ＝０の場合，IALAMit ＝ TAXit ／TRt ⑸　　　　

  　TLCit ＞０の場合，IALAMit ＝０ （5’） 　　　

　

　つぎに，⑹式のとおり，推定された IALAMit を前期末総資産で除した値から，裁量的課税計

算対象発生高（DBTAit）を前期末総資産で除した値を控除して，IALBMit ／Ait －１を推定する。

　　IALBMit ／Ait －１＝ IALAMit ／Ait －１－ DBTAit ／Ait －１ ⑹　　　　

　

　本稿では，この IALBMit ／Ait －１が０以上なら１，それ以外なら０とするダミー変数を課税所

得ダミー（Dummy Variable of Estimated Taxable Income After Tax Loss Carryforwards Before 

Earnings Management：DIALBMit）として用いる。

5. 3.　繰越欠損金の解消可能性の推定

　仮説２の設定過程で考察したとおり，欠損企業であっても，繰越欠損金の解消可能性が低い場

合には，利益を増加させる誘因が小さくなる可能性がある。そこで，本稿では，そのようなケー

スをコントロールするため，代理変数として繰延税金資産に係る評価性引当額を当該繰延税金資

産で除して求めた評価性引当率（Valuation Allowance Tax Loss Carryforwards Ratio：VALRit）

を用いる。なお，評価性引当額は，必ずしも繰越欠損金に係る繰延税金資産のみを対象とするも

のではないが，繰越欠損金の解消可能性が繰延税金資産の回収可能性に強く影響することは，

Miller and Skinner（1998）や Frank and Rego（2006）などによって実証されている。

5. 4.　裁量的課税計算対象発生高の差の検定

　本改正直前期において，課税所得ダミー（DIALBMit）が０の欠損企業では，当期の法人税が

課税されないと見込まれる。そのような欠損企業は，期末に存すると見込まれる繰越欠損金を少

なくするため，増加型の利益調整が行われるはずである。一方，DIALBMit が１の非欠損企業で

は，原則として当期の法人税が課税されると見込まれる。そのような非欠損企業は，法人税率引

下げ後の低税率が適用される期へ課税所得を移転するため，減少型の利益調整が行われるはずで

ある。そこで，仮説１の予備的検証として，欠損企業と非欠損企業における裁量的課税計算対象

発生高（DBTAit）の平均値および中央値を比較し，平均値の差については t 検定を，中央値の

差については Mann-Whitney U 検定を行う。

5. 5.　検証モデル

　仮説１および２を検証するため，本改正直前期の裁量的課税計算対象発生高（DBTAit）を被

説明変数とし，課税所得ダミー（DIALBMit）および評価性引当率（VALRit）を説明変数とする
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回帰分析を行う。その際には，税コスト以外の要因を考慮する必要がある。そこで，本稿では，

⑺式のとおり，Decho et al．（1995），Kothari et al．（2005）などに従い，企業業績を考慮する

ため，収益性および成長性の影響をコントロールする。また，Scholes et al．（1992），Guenther

（1994），岡部（1998）などに従い，財務報告コストも考慮する。財務報告コストの代表的なもの

として，政治コストおよび負債契約コストがあるため（成川，2015），これらの影響をコントロー

ルする。さらに，本稿では，鈴木・岡部（1998）などに従い，株主支配力の影響もコントロール

する。

　　DBTAit ／Ait －１＝α0＋α1
＊ DIALBMit ＋α2

＊VALRit ＋α3
＊ROAit ＋α4

＊⊿ SALESit

　　　　　　　　　　＋α5
＊SIZEit ＋α6

＊DEBTRit ＋α7
＊SHAREit ＋εit ⑺　　　　 

各説明変数の定義および予想符号は，つぎのとおりである。

　①　DIALBMit ：課税所得ダミー

　　 　課税所得状態を示す説明変数で，本稿では，⑹式で推定した利益調整前の繰越欠損金控除

後課税所得（IALBMit ／Ait －１）を用いる。この値が０の場合は欠損企業に該当するため，

仮説１によれば増加型の利益調整が行われる可能性がある。したがって，DBTAit とは負の

関係が予想される。

　②　VALRit：評価性引当率

　　 　繰越欠損金の解消可能性を示す説明変数である。本稿では，前記5.3「繰越欠損金の解消

可能性の推定」で求めた評価性引当率（VALRit）を用いる。VALRit が大きい場合，繰越欠

損金の解消可能性が低く，利益を増加する誘因が小さくなると想定されるため，DBTAit と

は負の関係が予想される。

　③　ROAit：総資産営業利益率（Return on Assets）

　　 　企業業績としての収益性を示すコントロール変数である。収益性の高い企業は，引き続き

高い利益水準を維持すべく増加型の利益調整を行う可能性がある。したがって，収益性でコ

ントロールする必要がある。本稿では，収益性の代理変数として Guenther（1994），Lopez 

et al, （1998），太田・西澤（2008）に従い，営業利益を当期末総資産で除した総資産営業利

益率を用いる。もっとも，収益性と課税所得との関係では，収益性の高い企業は，課税所得

が大きくなる可能性があり，税コストを抑えようとする誘因が働くため，DBTAit とは負の

関係が予想される。

　④　⊿ SALESit：売上高（Sales）成長率

　　 　企業業績としての成長性を示すコントロール変数である。成長性の高い企業は，投資資金

を借入で調達することが多く，債権者に対する財務制限条項を充足するため，一定の利益水

準を維持すべく増加型の利益調整を行う可能性がある（Calegeri，2000； 山田，2012）。し
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たがって，成長性でコントロールする必要がある。本稿では，成長性の代理変数として，

Calegeri（2000），山田（2012），成川（2015）を参考にして，前期と当期の売上高の差額を

当期末総資産で除した売上高成長率を用いる。先行研究に従えば，DBTAit とは正の関係が

あることが予想される。

　⑤　SIZEit：当期末総資産の自然対数

　　 　財務報告コストとしての企業規模を示すコントロール変数である。企業規模が大きい場合，

例えば，市場や政府による規制が厳しいため，政治コスト仮説に基づき，これを回避するた

めに減少型の利益調整を行う可能性がある。反面，企業規模が小さい場合はそれらの規制が

緩くなるため増加型の利益調整を行う可能性がある（Watts and Zimmerman， 1986）。した

がって，企業規模でコントロールする必要がある。本稿では，企業規模の代理変数として，

Scholes et al．（1992），Guenther（1994），鈴木・岡部（1998），太田・西澤（2008），成川（2015）

などに従い，当期末総資産の自然対数を用いる。先行研究では，DBTAit との関係は一様で

ないため，本稿でも符号予想は行わない。

　⑥　DEBTRit：有利子負債比率（Debt Ratio）

　　 　財務報告コストとしての負債比率を示すコントロール変数である。負債比率の大きい企業

は，債権者に対する財務制限条項に拘束されがちで，一定の利益水準や分配可能額を維持す

るため，増加型の利益調整を行う可能性がある（Watts and Zimmerman， 1986； Guenther， 

1994）。したがって，負債比率でコントロールする必要がある。本稿では，負債比率の代理

変数として，Leftwitch（1983），Guenther（1994），鈴木・岡部（1998），太田・西澤（2008），

成川（2015）などを参考にして，有利子負債を当期末総資産で除した有利子負債比率を用い

る。なお，有利子負債は短期借入金，コマーシャル・ペーパー，一年以内返済長期借入金，

一年以内償還社債，長期借入金および社債の合計額とする。先行研究では，DBTAit との関

係は一様でないため，本稿でも符号予想は行わない。

　⑦　SHAREit：安定株主比率（Stable Shareholder Ratio）

　　 　株主支配力を示すコントロール変数である。株主は株主価値の増大，すなわち税引後キャッ

シュ・フローの増加に最大の関心があるため，株主支配力の強い企業では，報告利益の優先

度が低下する（鈴木・岡部， 1998）。したがって，株主支配力でコントロールする必要がある。

本稿では，株主支配力の代理変数として，太田・西澤（2008）に従い，上位10大株主の保有

株数を発行済株式総数で除した安定株主比率を用いる。先行研究に従えば，DBTAit とは負

の関係があることが予想される。

5. 6.　サンプル 

　法人税法は，個別財務諸表に基づいて個々に課税所得を計算し，これに法人税率を乗じて法人

税等を算出するのを原則とする（法４①）⒃。そこで，本稿では，分析に用いるサンプルの財務デー
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タを個別財務諸表から収集する。

　裁量的課税計算対象発生高（DBTAit）の推定期間は，2001年３月期から2010年３月期までの

10年間とし⒄，検証期間は，本改正直前期の2012年３月期とする。サンプルは，検証期間に東証

１部で上場している金融を除く企業をベースとして，推定期間中の10年間で欠落のない企業を選

定する。財務データは，選定したサンプルから抽出し，異常値の影響を緩和するため，外れ値検

定＝スミルノフ・グラブズ検定（有意水準１％）を行う。データソースは，財務情報は日経

NEEDS FAME WASEDA 版から，株主情報は東洋経済新報社会社四季報 CD-ROM からそれぞ

れ抽出する。また，注記情報はプロネクサス eol 企業情報データベースから有価証券報告書の注

記情報を収集して抽出する。

６．検証結果

6. 1.　サンプルの選定結果

　表１は推定に用いた2001年３月から2010年３月までのサンプルおよび検証に用いた2012年のサ

ンプルについて，その選定過程を示したものである。まず，全サンプルから連続していないサン

プルを除き，つぎに，東証１部以外および３月決算以外を除き，さらに金融業を除いたサンプル

を選定した結果，各年とも1,116社を得た。また，異常値の影響を排除するため，各年について，

スミルノフ・グラブズ検定を行った。その結果，推定期間については合計で10,688社を選定し，

検証期間については1,081社を選定した。

表１　推定および検証に用いたサンプルの選定過程

期間
分類 年度 全サンプル 欠落サンプル

を除外
東証１部かつ３月で

金融を除外
異常値
を除外

推定
期間

2001 5,000 3,180 1,116 1,067
2002 5,084 3,179 1,116 1,053
2003 5,111 3,175 1,116 1,074
2004 5,040 3,175 1,116 1,068
2005 5,006 3,175 1,116 1,067
2006 4,992 3,173 1,116 1,054
2007 4,949 3,174 1,116 1,065
2008 4,704 3,176 1,116 1,060
2009 4,603 3,176 1,116 1,083
2010 4,474 3,175 1,116 1,097

小計 48,963 31,758 11,160 10,688
検証期間 2012 4,256 3,157 1,116 1,081

※１　日経 NEEDS FAME WASEDA 版データベースから抽出して作成した。
※２　異常値はスミルノフ・グラブズ検定で有意水準を１％として除外している。
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6. 2.　推定期間のサンプルの変数の記述統計量および推定結果

　表２は推定に用いたサンプルの変数の記述統計量を示したものである。課税計算対象発生高

（TBTAit：前期末総資産でデフレートしたもの。以下，表中の変数は同様の表記とする。）の平

均値および中央値は，いずれも負の値をとっており，負のサンプルの割合が高いことが想定され

る。一方，売上高の増減額と売掛金の増減額との差額（⊿ SALESit －⊿ RECit）の平均値およ

び中央値は，いずれも正の値をとっており，正のサンプルの割合が高いことが想定される。

表２　推定期間のサンプルの変数の記述統計量

変数 平均値 最小値 第１四分位 中央値 第３四分位 最大値 標準偏差
TBTAit －0.024 －0.342 －0.057 －0.024 0.008 0.276 0.062
△ SALESit

－△ RECit
0.003 －0.786 －0.037 0.006 0.052 0.422 0.111

PPEit 0.171 0.000 0.089 0.149 0.225 0.722 0.117

※ TBTAit，⊿ SALESit －⊿ RECit，PPEit は前期末総資産でデフレートしている。

　表３は推定モデル⑷式に基づく推定結果を示したもので，⊿ SALESit －⊿ RECit の係数の平

均値は，t 検定の結果が１％水準で有意に正，また，PPEit の係数の平均値は，１％水準で有意

に負となっている。これらの結果は，Jones（1991）や DeFond and Jiambalvo（1994）などの推

定結果と整合的である⒅。自由度修正済み決定係数（修正済 R２）の平均値は小さいが，これは，

業種によっては修正済 R２が小さく，負の値をとるものもあり，これらを含んでいるためである。

表３　推定モデル⑷式の推定結果

変数 平　均 中央値 最小値 最大値 標準偏差
△ SALESit

－△ RECit
0.027 *** 0.052 *** －0.288 0.347 0.073

PPEit －0.104 *** －0.102 *** －0.332 0.750 0.111
修正済 R2 0.045 0.030 －0.083 0.201 0.072

※１　検証期間の各変数の係数を推定した結果を示す。
※２　＊＊＊は t 検定の結果が１％水準で統計的に有意であることを示す。

6. 3.　検証期間のサンプルの変数の記述統計量

　表４は，検証期間のサンプルについて，その変数の記述統計量を示したもので，サンプルサイ

ズは1,081社である。課税計算対象発生高（TBTAit），売上高の増減額と売掛金の増減額との差

額（⊿ SALESit －⊿ RECit），償却性固定資産取得原価総額（PPEit）の平均値および中央値は，

いずれも推定期間のものよりも小さくなっている。また，裁量的課税計算対象発生高（DBTAit）

の平均値および中央値は，いずれも負の値をとっているため，サンプル全体としては，減少型の

利益調整が行われている可能性がある。これは，本改正と同時期に法人税率の引下げがあったた

め，その影響による減少型の利益調整行動が，本改正の影響による増加型の利益調整行動を上回っ
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ているためであると考える。

表４　検証期間のサンプルの変数の記述統計量

変数 平均値 最小値 第１四分位 中央値 第３四分位 最大値 標準偏差
TBTAit －0.032 －0.260 －0.065 －0.030 0.003 0.220 0.061
△ SALESit

－△ RECit
0.000 －0.352 －0.034 －0.001 0.031 0.340 0.082

PPEit 0.155 0.000 0.078 0.128 0.197 0.648 0.116
DBTAit －0.007 －0.270 －0.039 －0.008 0.029 0.232 0.063
サンプルサイズ 1,081

※ TBTAit，⊿ SALESit －⊿ RECit，PPEit は前期末総資産でデフレートしている。

6. 4.　検証結果

　表５は，課税所得状態別の裁量的課税計算対象発生高（DBTAit）の平均値と中央値を比較し

た結果を示したものである。サンプルサイズは，課税所得ダミー（DIALBMit）が１の非欠損企

業が796社，DIALBMit が０の欠損金業が285社で，欠損金業が非欠損企業の半数以下となってい

る。DBTAit の平均値，中央値とも非欠損企業が負，欠損企業が正の値をとり，また，平均値の

差の検定および中央値の差の検定の結果は，いずれも１％水準で有意となっている。したがって，

欠損企業では，本改正前に繰越欠損金を有効に使うため，増加型の利益調整が行われている可能

性があることが示唆される。

表５　繰越欠損金制度の改正直前期における課税所得状態別DBTAの比較

期 統計量 DIALBMit=1 DIALBMit=0 t 値 z 値 P 値 判定

2012.3
DBTA（平均値） －0.027 0.049 20.794 － 0.000 ＊＊＊

DBTA（中央値） －0.022 0.041 － 18.797 0.000 ＊＊＊

サンプルサイズ 796 285 －

※１  DIALBMit ＝１は非欠損企業，DIALBMit ＝０は欠損企業を示す。
※２  ＊＊＊は１％水準で統計的に有意であることを示す。

　表６は，検証モデル⑺式の各変数の記述統計量を示したもので，サンプルサイズは1,064社で

ある。サンプルが表３から表５までのものよりも少ない理由は，⑺式の各変数について異常値を

除外したためである。DBTAit の平均値および中央値は，いずれも負の値をとっており，負のサ

ンプルの割合が高いことが想定される。課税所得ダミー（DIALBMit）の平均値は0.704と高く，

非欠損企業（DIALBMit ＝１）が多いことを反映している。したがって，多数を占める非欠損企

業が法人税率引下げの影響により，その直前期に減少型の利益調整を行った結果，DBTAit が負

のサンプルが多くなっているものと考える。また，評価性引当率（VALRit）の平均値は0.358，

中央値は0.263と比較的低いサンプルが多いことがわかる。
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表６  検証モデル⑺式で用いるサンプルの各変数の記述統計量

変数 平均値 最小値 第１四分位 中央値 第３四分位 最大値 標準偏差
DBTAit －0.007 －0.270 －0.039 －0.008 0.029 0.232 0.061
DIALBMit 0.704 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.457
VALRit 0.358 0.000 0.073 0.263 0.580 1.000 0.327
ROAit 0.034 －0.089 0.012 0.029 0.053 0.182 0.035
⊿ SALESit 0.014 －0.344 －0.021 0.008 0.051 0.349 0.084
SIZEit 11.442 7.589 10.432 11.216 12.177 16.533 1.386
DEBTRit 0.206 0.000 0.040 0.172 0.330 0.828 0.182
SHAREit 0.449 0.064 0.343 0.431 0.547 0.856 0.139
サンプルサイズ 1,064

※１　サンプル企業は，繰越欠損金制度の改正直前期（2012年３月期）のものである。
※２　評価性引当率（VALRit）は，注記上に評価性引当額の記載がないものを０とみなして算出している。

　表７は，表６と同じ変数について，変数間の相関係数を示したもので，上段がスピアマンの順

位相関係数（以下「スピアマン係数」という。），下段がピアソンの積率相関係数（以下「ピアソ

ン係数」という。）を示している。被説明変数の DBTAit と相関の高い説明変数は DIALBMit で，

ピアソン係数が－0.605，スピアマン係数が－0.671といずれも負の値をとっている。説明変数間

で相関の高いものは，DIALBMit・ROAit 間でピアソン係数が0.374，スピアマン係数が0.397であ

るが，多重共線性を疑うほど高いものではないと考える。

表７　検証モデル⑺式のサンプルの変数間の相関係数

変数 DBTAit DIALBMit VALRit ROAit ⊿ SALESit SIZEit DEBTRit SHAREit

DBTAit －0.671 0.037 －0.214 －0.107 0.002 0.032 －0.072
DIALBMit －0.605 －0.160 0.397 0.189 －0.022 －0.184 0.093
VALRit 0.035 －0.163 －0.324 －0.115 0.015 0.134 －0.097
ROAit －0.242 0.374 －0.340 0.296 －0.197 －0.320 0.196
⊿ SALESit －0.102 0.181 －0.114 0.272 －0.068 －0.053 0.030
SIZEit 0.020 －0.029 －0.056 －0.230 －0.055 0.271 －0.216
DEBTRit 0.069 －0.181 0.149 －0.303 －0.027 0.316 －0.221
SHAREit －0.095 0.089 －0.077 0.170 0.018 －0.229 －0.214

※ 上段はスピアマンの順位相関係数，下段はピアソンの積率相関係数を示す。

　表８は，検証モデル⑺式の分析結果を示したものである。自由度修正済み決定係数は0.372と

中程度であり，モデルの説明力はある程度認められるものと考える。DIALBMit および VALRit

の係数符号はいずれも負で予想と一致し，１％水準で有意となった。また，コントロール変数の

係数符号も ROAit が10％水準で有意に負，SHAREit が５％水準で有意に負と予想と一致し，

DBTERit も５％水準で有意となった。DIALBMit の係数が有意に負となったことは，DIALBMit

＝０の欠損企業において増加型の利益調整が行われている可能性があることを示すものである。

したがって，仮説１は支持されたものと考える。また，VALRit の係数が有意に負となったことは，
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評価性引当率が高い場合，すなわち，本改正直前期末の繰越欠損金の解消可能性が低い場合には，

利益調整の誘因が小さくなる可能性があることを示すものである。したがって，仮説２も支持さ

れたものと考える。

表８　検証モデル⑺式の分析結果

変数 予想符号 係数 t 値 P 値 判定
定数項 0.077 4.897 0.000 ＊＊＊

DIALBMit － －0.081 －22.771 0.000 ＊＊＊

VALRit － －0.015 －2.958 0.003 ＊＊＊

ROAit － －0.097 －1.884 0.060 ＊

⊿ SALESit ＋ 0.009 0.500 0.617
SIZEit ? 0.000 －0.345 0.730
DEBTRit ? －0.018 －1.983 0.048 ＊＊

SHAREit － －0.023 －2.030 0.043 ＊＊

修正済 R2 0.372 サンプルサイズ 1,064

※　＊＊＊，＊＊，＊はそれぞれ１％，５％，10％水準で統計的に有意であることを示す。

７．追加検証

7. 1.　業種の偏りを考慮した検証

　本稿では，繰越欠損金制度の改正直前期における欠損企業の利益調整行動を検証するため，課

税所得状態別の裁量的課税計算対象発生高（DBTAit）を推定し，その平均値や中央値の比較お

よび重回帰分析を行ってきた。推定期間および検証期間のサンプルは，様々な業種を網羅してい

るが，特定業種のサンプルが多くなるなどの偏りも見受けられた。そこで，本稿では分析結果の

頑健性を高めるため，欠損企業と非欠損企業のそれぞれについて業種別に DBTAit を推定し，業

種ダミー変数を加えたつぎの⑻式を用いて検証した⒆。なお，INDUSTRYt は，特定の業種に該

当した場合を１，その他の場合を０とする業種ダミー変数である。

　DBTAit ／Ait －１＝α0＋α1
＊ DIALBMit ＋α2

＊VALRit ＋α3
＊ROAit ＋α4

＊⊿ SALESit

　　　　　　　　＋α5
＊SIZEit＋α6

＊DEBTRit ＋α7
＊SHAREit＋α8

＊INDUSTRYt ＋εit  ⑻

　分析結果は，表９のとおりである。自由度修正済み決定係数は0.388で，表８とおおむね同程

度の説明力である。また，DIALBMit の係数は１％水準，VALRit の係数は５％水準で有意に負

となり，表８とおおむね同様の結果が得られた。コントロール変数についても表８と同様

ROAit，DBTERit，SHAREit が有意となっている。したがって，業種の偏りを考慮して検証し

ても，同様の結果が得られたため，検証結果の頑健性が高められたものと考える。
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表９　検証モデル⑻式の分析結果

変数 予想符号 係数 t 値 P 値 判定
定数項 0.087 5.171 0.000 ＊＊＊

DIALBMit － －0.081 －22.532 0.000 ＊＊＊

VALRit － －0.012 －2.386 0.017 ＊＊

ROAit － －0.121 －2.256 0.024 ＊＊

⊿ SALESit ＋ 0.007 0.377 0.706
SIZEit ? －0.001 －0.605 0.546
DEBTRit ? －0.029 －2.815 0.005 ＊＊＊

SHAREit － －0.024 －2.041 0.042 ＊＊

INDUSTRYt － yes yes yes
修正済 R2 0.388 サンプルサイズ 1,064

※　＊＊＊，＊＊はそれぞれ１％，５％水準で統計的に有意であることを示す。

7. 2.　繰越欠損金制度の改正直前期の前期の検証

　本稿では，繰越欠損金制度の改正直前期の利益調整行動を検証してきたが，頑健性を高めるた

め，それ以外の期の利益調整行動も検証し直前期のものと比較する必要がある。そこで，本稿で

は改正直前期の前期（2011年３月期）について，課税所得状態別の裁量的課税計算対象発生高

（DBTAit）の平均値の差の検定および中央値の差の検定を行った⒇。分析結果は，表10のとおり

である。DBTAit の中央値は，欠損企業が有意に正の値をとっており，直前期の前期においても，

直前期と同様の利益調整が行われているとも考えられる。しかし，平均値については，非欠損企

業も正の値をとっている。したがって，欠損企業だけが増加型の利益調整を行っていると考えら

れるのは，直前期のみであるため，相対的に検証結果の頑健性が高められたものと考える。

表10　繰越欠損金制度の改正直前期の前期における課税所得状態別DBTAの比較

期 統計量 DIALBMit ＝１ DIALBMit ＝０ t 値 z 値 P 値 判定

2011.3
DBTA（平均値） 0.013 0.060 4.099 － 0.000 ＊＊＊

DBTA（中央値） －0.028 0.034 － 15.259 0.000 ＊＊＊

サンプルサイズ 804 282 －

※１  DIALBMit ＝１は非欠損企業，DIALBMit ＝０は欠損企業を示す。
※２  ＊＊＊は１％水準で統計的に有意であることを示す。

８．おわりに

　本稿では，2011年度の法人税制改正によって，繰越欠損金の控除限度額が設定されたことが，

企業の利益調整行動にどのように影響するかについて検証した。本改正は，課税所得が負になる

と見込まれる欠損企業にとって，繰越欠損金の使用が一部制限されるものであるため，改正前に

利益を増加させ，できるだけ多くの繰越欠損金を利用するような誘因が働くことが予想される。
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そこで，本稿では，本改正直前期における欠損企業の利益調整行動について，先行研究を援用し

つつ，法人税法の課税単位に従い個別財務データを用い，つぎの方法を取り入れて検証した。ま

ず，繰越欠損金の解消可能性によって利益調整の誘因が異なることをコントロールするため，説

明変数に評価性引当率を加えて検証した。また，本稿では，裁量的課税計算対象発生高を用いて

検証したが，これを推定するための課税所得を法人税等から推定した。その際に，一律に法人税

等を実効税率で除して課税所得を求めるのではなく，課税所得に関係なく課税される地方税均等

割や外形標準課税などがあることを考慮して推定した。さらに，追加検証として，業種の偏りの

影響を考慮した検証と本改正直前期の前期の利益調整行動を検証した。

　分析の結果，欠損企業では，制度改正前に繰越欠損金を有効に利用して，改正後に控除限度を

超える額が発生することを回避するため，本改正直前期において増加型の利益調整が行われてい

る可能性があることが明らかになった。また，本改正直前期末の繰越欠損金の解消可能性が低い

場合には，その誘因が小さくなる可能性があることも明らかになった。

　残された今後の課題として，本稿では，裁量的課税計算対象発生高の推定について修正 Jones

モデルを用いているが，自由度修正済み決定係数が小さいため，Jones モデル，CFO 修正 Jones

モデル，Forward Looking モデルなど，他の推定モデルを用いて検証することも必要である。

また，推定にあたり，本稿ではパネルデータを用いているが，これでは個々の企業の裁量的課税

計算対象発生高を正確に推定できないため，時系列データによる推定も必要である。サンプルに

ついては，本稿では，10年間連続して上場している企業に限定している。しかし，サンプルをこ

のように淘汰されたものに限ることによって，生存バイアス（survivorship bias）がかかること

に留意し，脱落していった企業を含めた検証も必要である。課税計算対象発生高については，本

稿では，会計発生高から税引前当期純利益と繰越欠損金控除前の推定課税所得との差額を控除し

て算出している。しかし，税引前当期純利益と課税所得との差異には様々な要因があるため，税

効果会計に関する注記上の繰延税金資産の発生原因を分析してその要因を追求し，これを課税計

算対象発生高に反映させることも必要である。また，本稿では，重回帰分析の際に，収益性，成

長性，企業規模，負債比率および株主支配力の影響をコントロールしたが，成長性および企業規

模について有意な結果が得られなかった。したがって，これらの性質を示すコントロール変数を

見直し，説明力の高い分析モデルを再構築することも必要である。さらに，本稿では，会計的利

益調整行動について検証したが，実体的利益調整行動については検証していない。したがって，

これを検証したうえで両者の関係を分析することも必要であると考える。

注
⑴　本稿では，サンプル企業を３月決算法人（事業年度が１年未満を除く）とする。したがって，４月１日に開

始される事業年度から適用される法改正は，翌年３月末日に終了する事業年度に影響することになる。
⑵　普通法人とは法人税法が適用される法人等のうち公共法人，公益法人等，共同組合等および人格のない社団
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を除くものをいう（法２①九）。
⑶　成川（2015）も，個別財務データでも同様の結果が得られているとしているが，具体的な内容は明らかにさ

れていない。
⑷　本改正と同時期に繰越期間も７年から９年に変更されている（法57①本文）。
⑸　鈴木・岡部（1998）は，earnings management を利益数値制御と訳しているが，本稿では，利益調整で統一

した。
⑹　欠損金の繰戻しについては，Ericson et al．（2013）も欠損金の繰戻し還付請求可能最終期における利益調整

について検証しているが，これは制度改正に関連したものではない。
⑺　青色申告書を提出した事業年度の欠損金（法57）と青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失

金（法58）がある。しかし，後者はその要件が厳格であるため，本稿の分析対象は前者のみとする。
⑻　この点については，2015年12月28日付で企業会計基準委員会が，企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資

産の回収可能性に関する適用指針」を公表している。その中の「将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額
による繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い」において，企業の分類に応じた繰延税金資産の回収可能性
の判断基準が示されている。

⑼　引下げ前の実効税率40.69％の内訳は，法人税率30.00％，事業税率7.55％，法人住民税法人税割：法人税額×
20.70％である。また，引下げ後の実効税率35.64％の内訳は，法人税率25.50％，事業税率7.55％，法人住民税法
人税割：法人税額×20.70％である（いずれも東京都の場合）。

⑽　ここで控除する繰越欠損金は，前期末から繰り越されているものである。
⑾　利益調整には，会計的利益調整と実体的利益調整の２つがあるが，本稿では前者について検証する。
⑿　欠損企業が税コストを最も抑えるためには，改正後に繰り越される欠損金を少なくし，かつ当期の税コスト

が増えないように利益調整を行う必要がある。したがって，経営者は，増加させる利益を調整後の課税所得が
０になるところまでにとどめておくべきである。しかし，経営者は5.5「検証モデル」に記載するとおり，財務
報告コストなど，税コスト以外の要因も考慮しなければならないため，現実には正の課税所得または欠損金が
発生するような利益調整も行われるものと思われる。

⒀　IBLit について，成川（2015）は高橋・野間（2014）に従い，次式で推定している。
　　  IBLit ＝ TAXit ／TRt ＋ TLCit －１／TRt －１－ TLCit ／TRt　
　　この式で当期末の注記上の繰越欠損金がない（TLCit ＝０）場合には，右辺は TAXit ／TRt ＋ TLCit －１ ／

TRt －１となり，⑵式と一致する。また，当期末の注記上の繰越欠損金がある（TLCit ＞０）場合には，TAXit

が理論上０になるため，右辺は TLCit －１ ／TRt －１－ TLCit ／TRt となり（2’）式と一致する。したがって，IBLit

の推定方法について，本稿と成川（2015）は同じようにも見える。しかし，実際には課税所得に関係なく課税
される地方税均等割，外形標準課税があるため，本稿の⑵，（2’）式と成川（2015）の上記式では計算結果が異な
る。

⒁　注記上の繰越欠損金については，利益調整の有無が明らかでない。しかし，繰越欠損金に係る利益調整の有
無を法人税申告書で確認することは現行の開示制度上困難である。また，成川（2015）も繰越欠損金控除前の
課税所得を推定する際に，注記上の繰越欠損金を用いているため，本稿でもこの注記上の繰越欠損金を用いる
こととする。

⒂　業種分類は，日経業種分類中分類に従う。
⒃　例外として，連結納税制度適用会社は，完全支配関係（100％親子関係）のある企業集団を一体とみなし，連

結法人所得を課税所得としてこれに法人税率を適用する（法４の２）。
⒄　ただし，サンプル企業のデータ収集の始期は，変数の一部に２期の業績の差額を用いて算出しているものが

あるため，2000年３月期となる。
⒅　本稿の修正 Jones モデルは，Jones（1991）や Defond and Jiambalvo（1994）の Jones モデルと異なり，収益

操作の代理変数として，売上高の増減額（⊿ SALES）ではなく，これから売掛金の増減額（⊿ REC）を控除し
たものを用いている。しかし，⊿ SALES －⊿ REC も Jones モデルの⊿ SALES と同様操作されにくい。したがっ
て，本稿では，この変数の係数の符号についても Jones モデルと同様，有意に正になるものと想定している。

⒆　⑻式による分析の前に，業種別の課税所得状態別 DBTAit の平均値および中央値の差の検定も行っている。
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その結果は，31業種中22業種で表５と同様，欠損企業の DBTAit の平均値および中央値は正，非欠損企業の
DBTAit の平均値および中央値は負となり，また，その差も有意なものとなっている。

⒇　DBTAit の推定期間は，2001年３月期から2009年３月期までとする。その理由は，5.1「裁量的課税計算対象発
生高の推定」に記載したとおり，変数の推定に２期分の業績を用いているため，2010年３月期までを推定期間
とすると，当該期間の業績が推定期間と検証期間の両方に影響してしまうためである。
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