ＰＴＢによるパチンコホール統一税務処理基準

総論
法人 税の 課税所得の計算に 当たって、収益並びに 売上 原価、販売費・一般管理
費その 他の 費用及び損失 の額 は、一般に公正妥当と 認められる会計処理の 基準に
従って計算される。
この 場合の一般に公正妥当 と認められる会計 処理 の基準には、企業 会計原則、
会社法 及び 金融商品取引 法に定 めら れた会計処理の 基準をは じめ、「PTB による
パチンコホール統一会計基準」も含まれ るものと解される。
パチ ンコ ホー ル企業の 税務処理に当たっては、「PTB によるパチンコホ ール統
一会計 基準」を含め、これら の会計処理の基準 に関 し法人税法等に別段の 定めが
あるも のを除き、一般に 公正妥当と認められる会計 処理の基準に従って処理する
ものとする。

一

売上
１

売上計上基準
客にパチンコ球又はスロットコイン（以下「遊技球」という。）を提供した
こと（以下「貸玉」という。）による売上は、その提供したときに収益として
認識し、その対価をもって収益の額とす る。（注１）

二

売上原価
１

定義
店舗の運営に関し 、収益を得るた めに直接要する費用 をも って売上 原価と
する。（注２）

２

構成要素
売上原価は、次のような費用から構成される。
(1)

景品原価

(2)

労務費

(3)

遊技機関連費用

(4)

設備費

(5)

運営経費

(6)

その他

1

３

景品原価
(1)

景品原価は、次の算式により計算する。
景品原価 = （期首景品棚卸高 ＋当期景品仕入高）－期末景品棚卸高

(2)

「期末景品棚卸高」の計算は、法人税の課税所得の計算上、法人が選定
している棚卸資産の評価の方法によって 行う。

４

５

労務費
(1)

労務費とは、店舗に係る従業員の労務の提供の対価をいう。

(2)

労務費は、次のような費用から構成される。

①

給料手当

②

雑給

③

賞与

④

退職給付費用

⑤

法定福利費

⑥

福利厚生費

⑦

その他店舗の従業員の労務に係る費用

遊技機関連費用
(1)

遊技機関連費用とは、遊技機（パチンコ遊技機又はスロット遊技 機をい

う。）の設置、運用、保管、除却等に関する費用をいう。
(2)

遊技機関連費用は、次のような費用から構成される。ただし、遊技機の

取得価額又は資本的支出とされるものを除く。
①

遊技機の賃借料（税務上、売買とされるリース取引に係る賃借料を除く。）

②

遊技機の設置に要する費用（注３）

③

遊技機の減価償却費（注４）

④

遊技機の機能維持に要する費用

⑤

遊技機の保管に要する費用

⑥

遊技機の除却・廃却に係る費用

(3)
①

遊技機の取得価額は、次のような費用の合計額である。
遊技機の購入 の代価（引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料等
の購入のために要した費用を加算した金額）

②
(4)

遊技機を事業の用に供するために直接要した費用の額（注５）
遊技機の資本的支出とは、修理 、改良その他いずれの名義をもってする

かを問わず、遊技機に対して支出 する費用で、次の金額のうちいずれか多
い金額である。

６

①

遊技機の使用可能期間を延長させる部分に対応する費用

②

遊技機の価額を増加させる部分に対応する費用

設備費
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設備費とは、遊技機以外の店舗設備等の維持管理等に要する費用をいい、

(1)

この場合の遊技機以外の店舗設備等とは 、次のようなものをいう。（注６ ）
①

店舗用地

②

店舗建物

③

駐車場用地及び駐車設備

④

営業用設備

⑤

事務用設備

⑥

その他店舗運営に供する設備 等
遊 技機以外の店舗設備 等の維持管理等 に要する費用は、次 のよ うな費用

(2)

から構成される。（注７）

７

①

固定資産税等の公租公課

②

減価償却費

③

賃借料（税務上、売買とされるリース取引に係る賃借料を除く。）

④

修繕費

⑤

営業用システムの使用料

⑥

遊技球の維持、管理費用

⑦

その他設備等の維持、管理費用

運営経費
運営経費とは，店舗の運営に要する費用をいい、次のような費用から構

(1)

成される。（注８）
①

水道光熱費

②

交際費、会議費

③

広告宣伝費

④

諸会費

⑤

営業用システムの運営費

(2)

運営経費は、店舗の運営に関し直接必要な費用をいうのであるから、い

わゆる本社経費はこれに含まれない。
したが って、宣伝広 告費でい えば、例えば店舗 の新装開店等 の新聞折込
広告料 は売上原 価となる運営経費に含まれるが、専ら企業イメージを高め
る ため に 行われ る 本社 に よる 広 告宣 伝 活 動に 係る 費用は 含 まれな い。（注
９）
８

その他の売上原価
３から７までに掲げた景品原価、労務費、遊技機関連費用、設備費、運営
経費以外の費用で、店舗運営に関し直接 必要な費用は、売上原価とされる 。
（注１０）
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三

プリペイドカード
１

自社発行型プリペイドカードの販売 に係る収益の帰属時期等
プリペイドカードの未使用残高の精算が行われている場合（注 11）

(1)
イ

プリペイドカードの販売時の処理
プリペ イドカ ード の未使用残高（貸玉を了していないカード残高 をい
う。）について日 々精算が 行われ ている場合には、当該プリ ペイドカー
ドの販売の対価として受領した金額は、貸玉に係る前受金等として処理
する。

ロ

プリペイドカードによる貸玉を行った時の処理
プリペイドカードにより貸玉を 行った時に売上を認識し、上記イの処理
による前受金等の額を減額する。
プリペイドカードの未使用残高の精算が行われていない場合（注 12）

(2)
イ

プリペイドカード販売時の処理
プリペイドカ ード の未使用残高につ いて 日々精算 が行われ ていない場
合には、当該 プリペイドカ ードの販売 対価として受領 した 金額は、当該
カードを販売した日の属する事業年度（ 以下「販売事業年度」という。）
の収益として計上する。
ただし、販売した プリペイドカードを販売 事業年 度ごと に管理して い
る 場合にお いて、所轄 税務 署長の確認 を受 けて販売事業年度終了の 日の
翌日から 3 年を経過した日の属する事業 年度終了の時に有するプリペイ
ド カード の未使用残 高を収益に計上することとしているときは、貸玉 を
行った時まで前受金等として処理することができる。

ロ

プリペイドカードによる貸玉を行った時の処理
プリペイドカ ード により貸玉 を行った時 に貸玉に係る売上 を認識し、
上記プリペイドカードの販売に係る収益 の額を減額する。
なお、上記イ のただし書によ り、プリペイド カードの販売 に係 る対価
の 額 を前受 金等として 処理 した場合 には、 貸玉を行 った時に売上を 認識
し、当該前受金等の額を減額する。

ハ

プリペイドカードの未使用残高に係る貸玉の提供費用の見積り計上

（注 13）
プリペイドカードの販売対価の額を収益に計上する場合において、各事
業 年度終了 の時に当該 カー ドの未使 用残高 があるときは、その未使 用残
高 に 係る 貸玉に要する 費用 の額とし て合理 的に見積 もっ た金額を当該 事
業 年度の 損金の額に 算入することがで きる 。この場合において、その 損
金 の 額に 算入した金額 に相当する金額は、 翌事業年度の益金 の額に 算入
する。

２

第三者発行型プリペイドカードの販売に係る収益の帰属時期等（注 14）
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(1) プリペイドカード購入時の処理
カ ード発行会社 から購入したプリペイドカードは、購入 時にその購入価
額（ 購入 に要 するカード発行手数料を加算した金額）をも ってプリ ペイド
カードの取得価額とする。
(2)

プリペイドカード販売時の処理
上記（1）により処理しているプリペイドカード勘定の金額からプリペイ

ドカード の購入単 価に販売カー ド数を乗じて 計算した 金額を控除する。こ
の場 合、 客から受領する対価の額（カー ド券面額）とプリ ペイドカ ード勘
定の 金額 から減額するカードの取得 原価との 差額（カードの取得価額に算
入さ れて いる カードの発行手数料の額）は、 発行 手数料として損金 の額に
計上する。
(3)

プリペイドカードによる貸玉を行った時の処理
プ リペイドカー ドにより貸玉を行った 時に 貸玉に係る売上を認識 し、そ

の売上金額はカード発行会社に対する営業未収金として計上する。
参考１
２

四

プリペイドカードの発行、販売等に係る仕訳例（注 15）
プリペイドカードの発行、販売時に係る消費税の取扱い（注 16）

貯玉
１

貯玉の基本的な性格
貯 玉は 、客 からの遊技球の預りであり、店舗について生ずる 再プレイ又は
景品等との交換に応じる債務である。（注 17）

２

債務の発生とその額の認識
店舗が負う貯玉に 係る 債務は、客による貯玉 によ って発生し、その 引出に
よって消滅する。
この場合の引出しとは 、客による貯玉制度からの遊技 球の引出 しを いい、
その用 途（ 再プレイ 又は景品等との交換 ）のい かんにか かわらず、貯玉の減
少をもたらす一切の行為をいう。（注 18）
貯玉によって店舗 が負 う債務の額は、当該貯玉に係る再プレイ又は 景品等
との交換に応じるための原価の額をいう。（注 19）

３

貯玉に係る処理
貯玉があった場合 には、これを債務と認識し 、合理的に見積もった債務の
金額を当該貯玉があった日の属する事業 年度の原価の額に算入する。
貯玉の引出しがあ った 場合には、当該貯玉に 係る債務 相当額を当該 債務の
額から控除するとともに、その額をもって原価の額の減少とする。
貯玉に係る債務につい ては、各事 業年度 末においてそ の貯玉数及びその額
の確認を行い、その実際残高をもって当該事業年度末の債務の額とする。
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また、長期間にわたりその出入りのない会員 分の貯玉 につ いては、 債務と
しての 性格 を有 しないも のとして、当該 長期間を経過した日の属する 事業年
度において 当該会員の貯玉に係る債務の 額を雑益として益金の額に算入する。
（注 20）

五

遊技機
１

遊技機の資産性
遊 技機 は、 減価償却資産として 、その法定 耐用年数に基づき 減価 償却を行
う。（注 21）

２

遊技機に適用される法定耐用年数
遊 技機 について適用される法定 耐用年数は、パチンコ機につ いては２年、
スロットマシン（回胴式遊技機）については３年である。
ただし、取得価額が 20 万円に満たな い固定資産については、一括償却資産
として償却を行うことができる。
また、少額減価償却資産に該当する ものについては、一時の損金とする。

（注 22）
３

遊技機の取得価額
遊技機の取得価額は、二の５の(3)に記載したところによる。

４

リース等による取得の場合
(1)

リース取引による取得の場合
リース取引（法人税法第 64 条の２に規定するリース取引をいう。以下
同じ。）によっ て資産を取得したものとみなされる場合には、当該資産を
売買により取得した場合と同様の処理を 行う。（注 23）

(2)

リース取引以外の賃貸借取引の場合
リース取引以外の賃貸借取引により遊技 機等を賃借し、事業の用に供し
た場合には、その遊技機に係る賃借料は賃貸借期間等に応じ、合理的に配
分したところにより損金の額に算入する 。
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ＰＴＢによるパチンコホール統一税務処理基準注解

一

売上計上基準

（注１）
店舗の貸玉による売上の計上基準については、貸玉の時点で収益を認識し、
その対価である金額をもって収益を測定 するグロス方式と、客が景品と交換し
た時点で収益を認識し、貸玉の対価であ る金額から客に提供した景品の取得原
価を減算した金額をもって収益を測定するネット方式とが考えられる。
店舗の経営実態や貸玉の対価であ る金額 を収受した時点にお いて収益は確定
していると認められることから、グロス方式により売上を計上するものとする。
二

売上原価

（注２）
店 舗の運営に関する売上原価は、収益に直接的に 対応する費用をいうのであ
るから、たとえ店舗へ配賦された費用であっても、役員給与、借入金の利子な
ど経営上の管理費は売上原価に含まれない。
５

遊技機関連費用

（注３）
遊 技機の設置に要する費用については、新規に 取得する 遊技 機の取得 価額に
算入される。したがって、売上原価となる遊技機の設置に要する費用としては、
例えばパチンコホールの模様替えのための遊技機の移設費用が該当する。
（注４）
遊技機の減価償却費には 、少額の減価償却資産の取得価額の損金算入の適用
を受けた損金算入額が含まれる。
（注５）
遊 技機 を事業の用 に供するために直接 要した費用の額には 、例 えば新規 に遊
技機を取 得した場合の、その設置のために要する 費用、Ａ Ｍマークの取得・貼
付に要する費用が該当する。
６

設備費

（注６）
遊技機 以外の店舗設備費等として例示された設備等のうち、⑥その他店舗運
営に供す る設備等 とは、パチンコ事業のサー ビス の一環として設けられている
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コーヒー ショ ップ 又は軽食堂の施設 （パチンコ事業と兼業 とし て営まれ ている
と認められるコーヒーショップ等は除く。）等が挙げられる。
なお、 コーヒーシ ョップ等が“パチンコ事業のサービスの一環として設けら
れているか又 は兼業として設けられてい るか”は 、当該施設の規模 、内容等か
ら専ら遊 技をする 客が利用するための施設であるかど うかにより判断すること
になる。
（注７）
遊技機 以外の店舗設備等の維持管理等に要する費用として掲げられた 費用の
うち、②減価償却費には、その取得価額が 10 万円未満であることにより、法人
税法施行 令第 １３３条の規定の適用 によ り、損金 算入をし た遊技球等の 取得費
用が含ま れ、 ⑥遊技球 の維持、管理 費用には 、遊技球の補充又は研磨費用等が
含まれる。
また、 ⑦その他設備等の維持、管理費用とは、例えばパチ ンコ事業の サービ
スの一環 とし て設 けられて いるコー ヒーショ ップ 等の維持 管理に要する 費用を
いう。
なお、 店舗に係る事業税又は設備の取得に係る借入金の利子については、売
上原価に算入しないことができる（法人 税基本通達 5-1-4 参照）。
７

運営経費

（注８）
例えば、システム運営会社から賃借しているシステムの使用料、データ管理
料等の店舗情報システムに係る費用は、⑤営業用システムの運営費としないで、
６の設備費として処理して差し支えない。
（注９）
宣伝広告費のうち、売上原価となる運営経費とは、店舗の新装開店等を宣伝
するための新聞折込広告又はチンドン屋等の役務提供の支払対価をいい、専ら
企業イメージを高めるために行なわれる 本社による広告宣伝費のようなものは
含まれない旨が明らかにされているが、 消費税に関しても運営経費となる店舗
の新装開店等の広告宣伝費は課税売上のみに要する仕入れとされ、一方、専ら
企業イメージを高めるために行なわれる 広告宣伝費のようなものは、課税・非
課税共通の仕入れとして取り扱われるものと考える。
８

その他の売上原価

（注 10）
３ か ら７までに掲 げた景品 原価、労務費、遊技機関連費 用、設備費、運営経
費 以 外 の費用 で、売上 原価に 該当する費用 かどうかは、公正妥当な会計処理の
基準に従い判断することになる。
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三

プリペイドカード
１．自社発行型プリペイドカードの販売に係る収益の帰属時期等

（１）プリペイドカードの未使用残高の精算が行われている場合
（注 11）
法人税基本通達 2-1-39《商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期》及び
2-2-11《 商品 引換 券等を発行した場合の引換 費用 》において、商品 引換券等を
発行し た場合の収益の帰属時 期等の取扱いが明らか にされている が、これ らの
通達でいう「商品引換券等」とは、
“商品の引渡又は役務の提供を約した証券等”
とされ ており、本プリペ イドカー ドも当該商品引換 券等に該当するものと 解さ
れる。 した がって、プリペイ ドカードに係る収益の帰属 時期等の 取扱いに つい
ては、自社発行型も第三者発行型も共に、基本的には法人税基本通達 2-1-39 及
び 2-2-11 により判断されることになる。
法人税基本通達 2-1-39 によれば、プリペイドカードを発行したことにより受
領した その対価の額は、確定収入であ ることから、原則とし て発行した日の属
する事業年度の益金の額に算入することとなる。
しかし、自社で発行したプリペイドカードの未使用残高については、公安委員
会から 客に対し日々精算するよう指導 されている。そこ で、店舗 がこ の指導に
従い精 算が行われて いる実態 があ る場合には、プリ ペイドカード の発行の際に
受領す る対価の額は確定収入 とは いえな いこと から、当該プリペイドカードの
販売対 価の額は、客からの前受金又は預り金等の負債として処理 する こととな
る。
（２）プリペイドカードの未使用残高の精算が行われていない場合
（注 12）
イ

基本的な考え方
プリ ペイドカードの未使用 残高につ いて、翌日以降の再プレイを可能として

精算が 行われている実態がない場合、そのカー ドの販売 対価とし て客から 受領
する金 額は、確定収 入という べき であり、原則とし て当該カードを販売した日
の属する事業年度（以下「販売事業年度」という。）の収益の額に算入すること
が相当 であ る。ちなみに、この処理は他のプリ ペイドカードに共通した取扱い
である（法人税基本通達 2-1-39 本文参照）。
ただし、法人がプリペイドカードの販売に係る対価の額のうち、貸玉によるカ
ードの 消費 額をその貸玉があった日の属する事業年度で収益 に計上（対価 の額
を売上 に振り替え）するほか 、販売事業年度終了の日の翌日 から ３年を経過し
た日の 属する事業年 度（販売 の日から 延べ５年目の事業 年度）終了の時におい
て有す るプリペイド カードの 未使 用残高を当該 事業年度の収益に 計上する こと
としている場合には、法人税基本通達 2-1-39 のただし書の取扱いにより、前受
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金等として処理することが認められる。
な お、 上述の「ただし書 」の適用は、カー ドの 発行・販売ごとの管理 が行わ
れてい ることが前提となるが 、発行・販売数が多く厳密な個別管理をすること
は必ず しも容易ではないので 、他の商品引換券 等の場合と同様に 、貸玉に交換
された カー ドについ て、適正規模でサンプル調査を行い、その結果に基づく販
売年度 交換率を用いて年度別 管理を行うというよう な方法も認められるものと
考える。
また、この「ただし書」を適用する場合には、法人税基本通達 2-1-39 に規定
してい るところに従い、あらかじめ所轄税務署 長（国税 局の調査 課所管法人に
あって は、所轄国税 局長）の 確認を受け、その確認 を受けた ところに より ３年
経過の未使用残高を継続して収益に計上 することを要することとなる。
ロ

貸玉に係る売上の認識
プ リ ペイ ドカード によ り貸 玉を行 っ た時点で 貸玉 に係る 売 上(パチ ン コ営業

売上)を認識し、｢イ｣で当該プリペイドカードの販売売上として計上した収益の
額を減額することになる。
なお、法人税基本通達 2-1-39 のただし書の適用により、プリペイドカードの
販売に係る対価の額を前受金等として処理した場合には、
（１）のプリペイドカ
ードの 未使 用残高の精算が行 われ ている場合と同様 に、プリ ペイドカ ード によ
り貸玉を行った時点で売上を認識し、上記 前受金等の額を減額することになる 。
ハ

プリペイドカードの未使用残高に係 る貸玉費用の見積り計上

（注 13）
「イ」 にお いて 、プリペ イドカードの販売対価 の額を収益に計上 して いる場
合には、法人税基本通達 2-2-11 の取扱いにより、収益に計上済のカードの未使
用残高に対応する原価の額（貸玉に係る 費用の額）の見積り計上ができる。
具 体 的には、 次の区分 に応 じ、それぞれ次 に掲げる金額 に相当 する金額 を各
事 業 年 度の原価の 見積額として 損金の額に算入する ことが できるもの と考える 。
な お、 この場合において 、その損金 に算入 した 金額に相当した金額は 、翌事
業年度の益金の額に算入することとなる。（洗替え処理を要する。）
（イ）未使用残高をその発行年度毎に区分して管理している場合
次の算式により計算した金額
（算式）
当該事業年度終了の時における未使用残高のうち、
事業年度及び当該事業年度開始の日前３年以内

×

に発行したものに係る対価の額の合計額
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原価率
（注）

（ロ） （イ）以外の場合

次の算式によ り計算した金額

（算式）
当該事業年度及び当該事業
年度開始の日前３年以内に
開始した各事業年度におい
て発行したプリペイドカー
ドに係る対価の額の合計額

―

左の各事業年度
において貸玉を
行ったプリペイ
ドカードに係る
対価の額の合計額

×

原価率
（注）

（注） 原価率は、未使用 のプリペイドカ ードが使用 され売上 金額に計上されたも
のと仮定した場合におけるその原価の割合をいうのであるが、当期における
「一の 1

売上計上基準」により計上され た売上金額を分母とし、この売上

金額に対応する売上原価の額を分子とす るなど、合理的な方法により計算す
る。
２

第三者発行型プリペイドカードの販売に係る収益の帰属時期等

（注 14）
購 入時、売却時 及び 貸玉 の提供時における各取 引の処理 は、基本 的に 会計上
の処理と異なるところはない。
な お、 第三者発行型 プリペイドカードの場合には、上記 自社発行型プリペイ
ドカー ドの場合と異なり、カードの未使用残高の精算が行われないこととされ
ている 。そこで、上述したよ うに、自社発行型プリ ペイドカード では販売 事業
年度終 了の日の翌日から３年経過した 日の属する事業年度において存する カー
ドの未 使用 残高は雑益として 益金の額に算入することとしている ことから、同
様の処理を要するかどうか問題となるが、第三者発行型プリペイドカードでは、
このよ うな 雑益計上の問題は 生じないものと考える 。すなわち、 顧客の権利放
棄とも いうべくカード未使用 額の債務 消滅利益は、カー ド運営会社がパチ ンコ
ホール から 請求を受けなくな るという点で、カード運営 会社に帰属するものと
考えられるからである。
（パチンコホールとしては、カード購入金額の全額につ
いてカ ード 運営会社に支払い 債務を有しており、顧客の権利 放棄 によ る利益を
受ける立場にないと解される。）
３

プリペイドカードの発行、販売等に 係る仕訳

（注 15）
プ リペイド カードの発行、 販売 等に係る税務処理(仕訳)はお おむね別紙 のと
おりになるものと解される。

４

プリペイドカードの販売に係る消費 税の取扱い
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（注 16）
プ リペイドカ ード が自社発行型であるか、第三者発行型であるかによ り、次
のとおり、課税売上割合の計算上差異が 生ずる。
①

自社発行型プリペイドカードの販売
自社発行 型プリペ イドカ ードの販売は、いわ ゆるプリ ペイド カード（物品
切手等 ）を発行したものと解され 、消費税の課税対象外 であ る不課税取引に
該当すること（消費税法基本通達 6-4-5 参照）となるが、他方、後述する第
三者発 行型プリペイ ドカードの販売は資産の譲渡（非課 税売上となる資産の
譲渡）に該当するものであるところから 、課税売上の計算上、差異がある。

②

第三者発行型プリペイドカードの販売
第三者発 行型プリペイドカードの販売は、消費税法別 表第一 第４号ハに規
定する物品切手等を 譲渡（非課税売上となる資産の譲渡 ）したものと して取
り扱われる。

四

貯玉
１

貯玉の債務性

（注 17）
貯 玉の受入は、店舗 にとっ て、あた かも金融機関における預貯金の受入と同
視 し 得 るもの である。すなわ ち、貯玉制度の会員は、遊技 当日において獲得 又
は購入した遊技球を当日において景品等と交換することが義務付けられ、かつ、
当 該 店 舗からの持出 しを禁じられているところ、その交換 に要する時間、その
他 の 事 情から当日 交換すべき ものを貯玉制度に 一時 的に 寄託ないしは預託をし 、
こ れ を 後日におい て貯玉制度 から引出しを して景品 等との 交換等（遊技球とし
てプレイすることを含む。）に充てることを予定しているものである。
し たがって、この遊技球 を寄託ないしは預託する行為の 法的 性格は、前述の
と お り 、金融機関 におけ る預金者がそ の金銭を預貯 金する 行為、 すなわち金銭
消 費 寄 託行為 に酷似 し、単 なる遊技球の保管の委託 には当たらず、いわ ば貯玉
相 当 額 の景品等の 預託に代 わる寄託行為である といえ る。この点 からして、貯
玉の受入は、基本的には債務の発生と解することが相当である。
こ のことは、受寄者 である店舗としては、将来 寄託者である会員 に対してそ
の 預 っ た遊技球の 価値相 当額の景品等又は同数量の遊技球を対価 を得ること な
く 、 給 付する 債務を負うこ ととな っており、このことだけ をもっ てして も、貯
玉の受入は債務の発生と解することが相当である。
こ れ に対し 、貯玉 が景品に 交換されるか、再 プレイに 利用されるかは顧客の
任 意 で 、必ずしも 景品に交換されるとは限らない等の理由 から、 貯玉は債務 で
な い と いう有力な 見解があ る。この見解によれ ば、貯玉に係る費用 の計上 は認
められないことになる。
こ の「 貯玉は債務でない 」という見解は、現在 課税当局 が採って いる見解で
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あ る が 、貯玉 は債務 である とする 見解とい ずれが相当かを 争点として、現在 訴
訟が提起されており（東京地裁係属中）、現段階ではいわゆる両論併記とせざる
を 得 な い状況 である。ただ し、貯玉は債務 であるとの見解 に従い 債務に係 る費
用 計 上 等を行 った場合、現時点 では、課税 当局から 修正を求めら れる可能性 が
あることを認識する必要がある。
２

貯玉の権利が消滅する一切の行為

（注 18）
貯 玉の減少は、通常 、会員による貯玉制度からの貯玉の引出しによってもた
ら さ れ るものであ るが、貯玉制度の運営上、会員が貯玉制度を長期間にわたっ
て利用しなかった場合における失効に伴う減少も含まれる。
こ の場合 の長期間とは 、貯玉制度の運営・管理状態の実情から 、概ね３年程
度が相当である。
３

貯玉に係る債務の額の算定方法

（注 19）
貯 玉に係る債務の額 は店舗の実情に応 じ、当該貯玉のう ち、① 再プレイに利
用される部分の原価は、
「二の２」に掲げた景品原価、労務費、遊技機関連費用、
設 備 費 等の費用の 額を基礎として合理的に算出した 額とし 、②景品交換に回さ
れる部分の原価は、売価相当額に当該店舗における景品原価率を乗じた額とし 、
その合計額によるのが本来である。
た だ し、当該 貯玉 が主とし て再プレイに利用 されるか、又は景品 交換に回さ
れ る か に応じ 、その 全ての 原価をこれらいずれ かの計算方法によ って算出 して
も差し支えないと考える。
なお、課税当局は、現在貯玉に係る債務の計上について、
「貯玉は債務でない」
という理由で、その計上を認めていないのは前述のとおりである。(注解 17 参
照)
４

長期間にわたり出入りのない貯玉

（注 20）
長 期間にわたり出入 りのない貯玉について、その債務の額を雑益 とし て益金
の額に算入する場合の長期間であるか否かの判定は、3 年とする。
五

遊技機
１

遊技機の資産性

（注 21）
遊 技 機は、耐用年数省 令別表第一（器具及び備品 ）に掲げる減価償却資産で
ある。
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２

少額の減価償却資産及び一括償却資産

（注 22）
使用可能期間が１年未満であるもの又は取得価額 10 万円未満の遊技機につい
ては、法人税法施行令第 133 条の規定により少額の減価償却資産としてその事
業 の 用 に供した日 の属する事業年度においてその取得価額を損金 経理すること
を条件として損金の額に算入することができる。
また、取得価額 10 万円以上 20 万円 未満の遊技機については、法人税法施行
令第 133 条の２の規定により一括償却資産としてその償却期間を３年とするこ
とができる。
３

リース取引によって取得した遊技機

（注 23）
法人税法第 64 条の２第３項に規定 するリース取引によるリース資産について
は 、 そ の法形式にか かわらず 、原則として当該資産に係る売買取引があったも
の と み なして 各事業 年度の所 得の金額を計算するのである が、その取引の経済
的 実 質 が、いわゆ るリースバックを目的として いるよ うな場合で 、これらの一
連 の 取 引が実質的 に金銭の貸借 であ ると認められるときには、当該資産の売買
は な か ったものと して 金銭の 貸付による損益を 取引 各当事者において認識する 。
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