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法人が 売上 割戻しに ついて２ －１－ １の 11 の取扱 いを適用 しない場 合におい

て 、当該 売上割戻 しの金額 につき 相手方と の契約等 により 特約店契 約の解約 、災害 の発生
等 特別な 事実が生 ずる時ま で又は ５年を超 える一定 の期間 が経過す るまで相 手方名 義の保
証 金等と して預か ることと してい るため、 相手方が その利 益の全部 又は一部 を実質 的に享
受 するこ とができ ないと認 められ る場合に は、その 売上割 戻しの金 額につい ては、 ２－１
－ １の 12 にか かわらず、こ れを現 実に支払 った日（ その日 前に実質 的に相 手方にそ の利益
を 享受さ せること とした場 合には 、その享 受 させる ことと した日） の属する 事業年 度の売
上 割戻しと して取り 扱う。
【 解説】
１

本通達 は、 売 上割戻し について 、一定期 間が経 過するま で支払わ ない場 合には、 現実に
支 払った日 等の属 する事業 年度の売 上割戻 しとする 旧通達 ２ －５－２ 《一定 期間支払 わな
い 売上割戻 しの計上 時期 》の取 扱い につ いて平成 30 年 度税制改 正後も 同様 となる旨 を明ら
か にするも のである 。

２

旧通達 ２－５ －２ にお いては、 売上割戻 しを一 定期間支 払わない 場合の 取扱い を 設けて
い た。具体 的には 、 販売会 社等が特 約店と の取引を する場合 、その特 約店か ら売掛金 等の
債 権担保の 方法と して営業 保証金 等 を徴す るのが通 例である が、一時 に 多額 の保証金 を徴
す ることが 困難な 場合があ るので 、 各事業 年度に交 付すべき 売上割戻 しの全 部又は一 部を
相 手方から の保証 金として 一定期間 預かる という 商 形態も 見 受けられ た 。す なわち、 傘下
特 約店等に 対する 売上割戻 しにつき 通知だ けを 行い 、その支 払を一定 期間棚 上げする よう
な ケースで ある。
そ こで、法 人が売上 割戻し について 旧通達２ －５－ １（現行：基通２ －１－ １の 11）
《売
上 割戻しの 計上時 期 》の取 扱いを適 用しな い場合に おいて 、 当該売上 割戻し の金額に つき
相 手方との 契約等 により特 約店契約 の解約 、災害の 発生等特 別な事実 が生ず る時まで 又は
５ 年を超え る一定 の期間が 経過する まで相 手方名義 の保証金 等として 預かる こととし てい
る ため、相 手方が その利益 の全部又 は一部 を実質的 に享受す ることが できな いと認め られ
る 場合には 、その 売上割戻 しの金額 につい ては 、こ れを現実 に支払 っ た日（ その日前 に実
質 的に相手 方にその 利益を 享受させ ることと した場 合には 、その 享受さ せる こととし た日 ）
の 属する事 業年度の 売上割 戻しとし て取り扱 うこと が認めら れていた 。
す なわち、 保証金 等 として 預か って いると はいえ 、 あくまで 経理上 の手続だ けのこと で
あ って、そ の資金 は常に 他 に運用も 可能で あ るから 、販売会 社として は支払 わないこ とと
同 様である という実 態を踏 まえたも のである 。

３

収益認 識基準 において は 、売上 割戻しに ついて は 、変動 対価とし て 、売 上時にこ れを見
積 もって売 上高か ら控除す ることと されて おり 、税 法上も合 理的と認 められ る範囲で その
処 理を認め ることと されて いる （法 22 の２④⑤、 法令 18 の２ ①～③、基 通２－１ －１の
11）。し かしなが ら、収益認 識基準を 適用しな い場合 に おいて、上記２ のよう な 実態を 踏ま
え た従来の 会計慣行 があり 、こ れも一般 に公正 妥当 と認めら れる会計 処理の 基準とい える 。
し たがって 、一定 期間支払 われない 売上割 戻しにつ いて 、収 益認識基 準 の導 入前の公 正な
会 計慣行を 踏まえ た旧通達 ２－５－ ２の取 扱いを実 質的に存 続 するこ とと し たもので ある。

４

なお、 相手方 では、少 なくとも その預け ている 期間中は その割戻 しを受 けること による
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収 益を実質 的に享 受してい ないと考 えられ る にもか かわらず 、 課税だ けが行 われるこ とに
な るのは適 当では ないこと から 、現 実にこ の割戻し の金額 の 支払を受 ける ま では、相 手方
に おいては 益金算入 しない 取扱 いと している （基通 ２－５－ ２）。
５

連結納 税制度に おいて も、同様 の通達（ 連基通 ２－ １－ １の 13） を定 めている 。
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