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第二版はしがき

　本書は、平成 22 年度税制改正で措置されたグループ法人税制に関し
て、質問と回答という形式で解説をさせて頂くものです。
　これらの質問と回答に関しては、グループ法人税制に関する他の書籍
と比べて見て頂くと直ぐに分かるとおり、同制度の取扱いを解説するだ
けではなく、考え方を詳述し、問題点を掘り下げて明らかにするなど、
制度を深く理解するために必要となるものを多く記載しています。

　このグループ法人税制は、現在においても、十分な理解がされている
とは言い難く、未だに、中小企業においては、同税制の適用があること
自体が認識されていないというケースも見受けられます。このグループ
法人税制は、法人が他の法人の株式を保有している場合だけでなく、個
人とその親族が複数の法人の株式を保有している場合にも適用されます
が、特に、この後者の場合に、同税制が適用されることを失念している
という例が目立ちます。一般に、このグループ法人税制は企業グループ
を構成する大企業に適用されると解されているように思われますが、グ
ループ法人税制における問題は、むしろ中小企業に多く生ずることとな
るはずです。

　このグループ法人税制に関しては、これを上手く活用すれば大きなメ
リットを得られる一方で、その適用を誤って大きな損失を被ったり、そ
の適用があることを失念して大きなメリットを得る機会を失ったりする
ことが起こるおそれがあります。
　このため、本書においては、実務上の留意点に関して、極力、丁寧に
記述を行うことを心掛けています。

　また、本書においては、グループ法人税制のベースとなっている組織



再編成税制・資本等取引税制と連結納税制度の創設時にまで遡って、
これまであまり明らかになっていなかったこれらの立法の経緯等に
も触れ、近年の「グループ」に関する税制をその起源から説き起こ
しています。
　このような点から、本書は、グループ法人税制の解説書に止まら
ず、組織再編成税制・資本等取引税制と連結納税制度について、読
者の皆様方に他の類書にはない深度のある解説をお示しさせて頂く
ものとなっていると考えています。

　このような本書が、グループ法人の税務に携わる税理士と企業の
税務担当者の皆様方、「グループ」に関する税制の勉強を志す皆様方、
グループ法人の税務に関して税務調査・審理事務を担当する国税職
員の皆様方などの日々の実務や勉強等に僅かなりともお役に立つよ
うであれば、幸いです。

　最後になりましたが、本書第二版の校正にご尽力を賜わりました
武田和夫税理士、そして、本書第二版の刊行にご助力を賜りました
法令出版の皆様方に、厚く御礼を申し上げます。

平成 27 年２月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　執筆者・鼎談者を代表して　
日本税制研究所　代表理事　

税理士　朝長　英樹　

目　次

第１部　グループ法人税制質疑応答

　序章　グループ法人税制の創設趣旨等……………………………… 16
　　　１　グループ法人税制の適用対象グループ…………………… 17
　　　２　グループ法人税制の創設経緯等…………………………… 19
　　　３　グループ法人税制の構成…………………………………… 23
　　　４　グループ法人税制の基本的な考え方……………………… 27
　　　５　グループ法人税制と単体納税・連結納税制度との関係… 28
　　　６　グループ法人税制が100％グループ法人のみを対象と
　　　　する理由………………………………………………………… 30
　　　７　資本金等の額・利益積立金額の改正……………………… 32

　第１章　グループ法人税制の概要…………………………………… 36
　　　１　資本金等・利益積立金の増減処理が必要となる改正…… 36
　　　２　資本金等・利益積立金の改正……………………………… 47
　　　３　｢グループ｣とは……………………………………………… 80
　　　４　「完全支配関係」とは……………………………………… 82
　　　５　グループの中にグループがあるのか……………………… 90
　　　６　親が替わったら兄弟の完全支配関係はどうなるのか…… 92
　　　７　｢グループ税制｣なのか「法人間関係税制」なのか……… 96
　　　８　「いずれか一方の法人による完全支配関係」と「同一
　　　　の者による完全支配関係」とは（1）………………………… 100
　　　９　「いずれか一方の法人による完全支配関係」と「同一
　　　　の者による完全支配関係」とは（2）………………………… 103
　　　10　｢同一の者｣や｢一の者｣が個人である場合の支配関係・
　　　　完全支配関係の範囲…………………………………………… 108



　　11　「同一の者」が個人である場合の完全支配関係の具体例… 119
　　12　従業員持株会・株式持合いがある場合の「完全支配関
　　　係」の判定………………………………………………………… 135
　　13　グループ法人税制の各取扱いの対象法人…………………… 139
　　14　支配関係・完全支配関係を有することとなった日………… 143

第２章　グループ法人間の譲渡取引…………………………………… 146
　Ⅰ　譲渡損益調整資産に係る譲渡損益の繰延べ…………………… 146
　　１　譲渡損益繰延べの対象となる譲渡…………………………… 146
　　２　譲渡損益調整資産（1）………………………………………… 148
　　３　譲渡損益調整資産（2）………………………………………… 148
　　４　譲渡損益繰延べの対象資産（1）……………………………… 151
　　５　譲渡損益繰延べの対象資産（2）……………………………… 152
　　６　判定単位………………………………………………………… 153
　　７　営業権等の取扱い……………………………………………… 154
　　８　譲渡損益の計算………………………………………………… 155
　　９　譲渡に係る対価の額（原則）………………………………… 159
　　10　譲渡に係る対価の額（特例）………………………………… 161
　　11　交換により取得した資産の場合……………………………… 163
　　12　適用時期………………………………………………………… 164
　Ⅱ　譲受法人が譲渡損益調整資産の譲渡等をした場合の
　　譲渡法人における譲渡損益の認識………………………………… 166
　　１　譲渡損益調整額の認識………………………………………… 166
　　２　譲渡等事由が生じた場合（全部認識）……………………… 167
　　３　100％グループ内における再譲渡……………………………… 169
　　４　適格分割型分割による外部の分割承継法人への移転が
　　　あった場合（全部認識）………………………………………… 171
　　５　譲受法人が公益法人等に該当することとなった
　　　場合（全部認識）………………………………………………… 172

　　６　評価換えがあった場合（全部認識）………………………… 173
　　７　減価償却資産の減価償却があった場合（部分認識）……… 174
　　８　簡便法改正の意義……………………………………………… 177
　　９　繰延資産の償却があった場合（部分認識）………………… 179
　　10　同一銘柄の有価証券の譲渡を行った場合（部分認識）…… 181
　　11　償還有価証券の調整差損益の益金・損金算入を行った
　　　場合（部分認識）………………………………………………… 182
　　12　連結納税開始・加入時の時価評価損益の認識をした
　　　場合（全部認識）………………………………………………… 183
　　13　中間申告の場合………………………………………………… 183
　Ⅲ　完全支配関係を有しないこととなった場合の譲渡損益の認識…… 185
　　　完全支配関係がなくなった場合………………………………… 185
　Ⅳ　連結納税開始・加入時の時価評価の場合の譲渡損益の認識… 188
　　　譲渡法人が資産の時価評価を行う場合………………………… 188
　Ⅴ　完全支配関係のある内国法人と適格合併等をした場合の
　　取扱い………………………………………………………………… 190
　　１　譲渡法人が適格合併により解散した場合…………………… 190
　　２　譲渡損益調整勘定を負債又は資産に含む規定……………… 193
　　３　譲受法人が適格合併により解散した場合等………………… 196
　Ⅵ　譲受法人における取得価額……………………………………… 199
　　１　譲受法人における取得価額（原則）………………………… 199
　　２　譲受法人における取得価額（特例）………………………… 200
　Ⅶ　譲渡法人と譲受法人間の通知義務……………………………… 202
　　通知義務の概要と通知方法………………………………………… 202
　Ⅷ　グループ法人間の非適格合併等………………………………… 205
　〔１〕グループ法人間の非適格合併における譲渡損益調整資産
　　　の損益調整………………………………………………………… 205
　　１　譲渡損益調整資産の移転をした被合併法人の処理⑴……… 205
　　２　譲渡損益調整資産の移転をした被合併法人の処理⑵……… 206



　　３　合併法人における譲渡損益調整資産の取得………………… 210
　　４　被合併法人の株主における株式譲渡損益の不計上等……… 212
　　５　合併法人における資産調整勘定と負債調整勘定…………… 213
　　６　譲渡損益調整勘定を有する法人が非適格合併をした
　　　場合の処理………………………………………………………… 215
　　７　自己創設のれん………………………………………………… 216
　　８　欠損金の使用制限が課される非適格合併…………………… 217
　　９　非適格合併に係る合併法人における注意点………………… 218
　　10　譲渡損益調整勘定の合併法人への引継ぎの可否…………… 220
　　11　合併対価が譲渡損益調整資産である場合の譲渡損益の
　　　繰延べ……………………………………………………………… 231
　〔２〕完全支配関係法人間の非適格分割型分割における
　　　譲渡損益調整資産の損益調整…………………………………… 233
　　１　非適格分割型分割となる場合………………………………… 233
　　２　分割法人の株主に対する譲渡損益調整資産のみなし譲渡… 234
　　３　分割法人における譲渡損益調整資産の処理………………… 236
　　４　分割承継法人における分割資産の取得価額………………… 239
　　５　分割法人の株主における分割法人株式の譲渡に係る処理… 240
　　６　分割対価資産が譲渡損益調整資産である場合の
　　　分割法人の処理…………………………………………………… 242
　　７　分割対価資産が譲渡損益調整資産である場合の分割承継
　　　法人の処理………………………………………………………… 244
　　８　分割対価資産が譲渡損益調整資産である場合の分割法人
　　　の株主の処理……………………………………………………… 245
　　９　みなし事業年度の廃止の影響………………………………… 247
　　10　減少する資本金等の額及び利益積立金の額の計算………… 248
　〔３〕完全支配関係法人間における非適格株式交換等に係る
　　　完全子法人の有する資産の時価評価損益……………………… 250
　　１　制度改正の趣旨・背景………………………………………… 250

　　２　非適格株式交換及び非適格株式移転………………………… 252
　　３　時価評価資産を有する完全子法人…………………………… 254
　　４　完全親法人における完全子法人株式の取得価額…………… 255
　　５　完全子法人となる法人の株主における株式の譲渡損益
　　　の繰延べ…………………………………………………………… 256

第３章　グループ法人間の寄附………………………………………… 258
　　１　制度創設の理由………………………………………………… 260
　　２　「法人による完全支配関係｣とは……………………………… 266
　　３　寄附金・受贈益とは…………………………………………… 267
　　４　現金による寄附があった場合の処理………………………… 268
　　５　現金以外の資産による寄附があった場合の処理…………… 278
　　６　無利息貸付けが行われた場合の処理………………………… 281

第４章　配当・株式の譲渡損益の取扱い等…………………………… 284
　Ⅰ　完全子法人からの配当の益金不算入（負債利子控除の不
　　適用）………………………………………………………………… 284
　　１　「完全子法人株式等」の定義………………………………… 285
　　２　完全子法人からの配当の益金不算入の適用の可否（個
　　　人による完全支配関係がある場合）…………………………… 286
　　３　完全子法人からの配当の益金不算入の適用の可否（グ
　　　ループ内で株式の持ち合いがある場合）……………………… 287
　　４　配当計算期間の中途において株式を取得した場合………… 289
　Ⅱ　控除負債利子の計算における簡便法の基準期間……………… 294
　　簡便法における控除負債利子の計算の基準期間………………… 295
　Ⅲ　みなし配当の際の株式譲渡利益額・譲渡損失額の益金・
　　　損金不計上………………………………………………………… 297
　　１　個人による完全支配関係……………………………………… 298
　　２　株式の譲渡利益額・譲渡損失額の益金・損金不計上措置



　　　が適用される「みなし配当事由」……………………………… 299
　　３　みなし配当事由が生じた場合の具体的な処理方法………… 300
　　４　みなし配当事由による株式の譲渡利益額・譲渡損失額
　　　の益金・損金不計上（自己株式が低額で取引された場合）… 301
　　５　株式の譲渡利益額・譲渡損失額を不計上とすることへ
　　　の疑問……………………………………………………………… 305
　　６　資本金等の額を増減させることの妥当性…………………… 308
　Ⅳ　自己株式として取得が予定されている株式のみなし配当の
　　益金算入……………………………………………………………… 312
　　１　制度が導入された理由………………………………………… 312
　　２　適用の対象となる「自己株式の取得」と「取得されるこ
　　　とが予定されているもの」とは………………………………… 313
　　３　完全支配関係法人のない法人間の取引における適用の
　　　可否………………………………………………………………… 315

第５章　組織再編成税制………………………………………………… 318
　Ⅰ　現物分配税制……………………………………………………… 318
　　１　制度導入の理由………………………………………………… 320
　　２　現物分配と組織再編成の違い………………………………… 324
　　３　所得分配と適格現物分配……………………………………… 327
　　４　現物資産と金銭によって分配が行われた場合……………… 329
　　５　現物分配の処理の時期………………………………………… 333
　　６　資産とともに事業・負債が移転した場合…………………… 341
　　７　｢内国法人のみ｣とは…………………………………………… 345
　　８　現物分配と分割型分割………………………………………… 348
　　９　株式移転と適格現物分配……………………………………… 352
　　10　配当財産として自己株式を受領した場合の処理…………… 353
　　11　適格現物分配による資本の払戻しを行った場合の処理…… 355
　　12　適格現物分配に該当する資本の払戻しにおける資本金

　　　等の額……………………………………………………………… 359
　　13　非適格現物分配による自己株式取得を行った場合の処理… 377
　Ⅱ　無対価組織再編成………………………………………………… 381
　　１　無対価分割の明確化…………………………………………… 385
　　２　支配関係法人間等における無対価組織再編成……………… 389
　　３　無対価組織再編成の課税関係………………………………… 392
　　４　株主における課税関係………………………………………… 401
　　５　無対価非適格組織再編成の取扱いと寄附金課税…………… 410
　　６　旧法人税法62条の２第２項の規定の削除…………………… 426
　　７　「訓示的規定」の創設理由…………………………………… 431
　Ⅲ　分割型分割のみなし事業年度廃止に伴う整備………………… 438
　　１　みなし事業年度が廃止された理由…………………………… 438
　　２　改正後の分割型分割の処理方法……………………………… 443
　　３　平成22年度改正が分社型分割に与える影響………………… 446
　　４　分割型分割における資産等の譲渡・引継ぎの条文構成…… 447
　　５　資本金等の額の引継ぎと法人・株主間の取引の処理……… 449
　Ⅳ　非適格合併における抱合株式の譲渡利益額・譲渡損失
　　　額の不計上………………………………………………………… 453
　　１　抱合株式………………………………………………………… 454
　　２　抱合株式の譲渡損益の不計上………………………………… 455
　　３　抱合株式の譲渡損益を不計上とした理由…………………… 457
　　４　みなし配当課税………………………………………………… 459
　Ⅴ　適格合併等の欠損金引継・使用要件…………………………… 460
　　１　継続支配要件（５年要件）…………………………………… 460
　　２　｢支配関係が継続している場合｣から除かれる場合………… 462
　　３　グループ内で設立した法人が複数ある場合の検討………… 470
　　４　支配関係が継続しているか否かの判定……………………… 476
　　５　最後に支配関係があることとなった日……………………… 479
　　６　適格合併等があった場合の欠損金の引継・使用制限……… 485



　　７　完全支配関係がある内国法人の残余財産が確定した場合
　　　の欠損金の引継ぎ………………………………………………… 490
　　８　欠損金の帰属事業年度………………………………………… 493
　　９　欠損金の使用制限が課される組織再編成…………………… 496
　　10　事業を移転しない場合の特例………………………………… 498
　　11　譲渡損益調整勘定と特定資産との関係……………………… 501
　　12　期限切れ欠損金の取扱い……………………………………… 505

第６章　中小法人向け特例措置の不適用……………………………… 512
　　１　不適用措置の導入理由………………………………………… 512
　　２　対象法人………………………………………………………… 514
　　３　資本金の額の判定時期………………………………………… 515
　　４　孫会社等への適用……………………………………………… 516
　　５　制限の対象となる措置………………………………………… 520
　　６　法人税の軽減税率……………………………………………… 521
　　７　特定同族会社の留保金課税の不適用措置…………………… 522
　　８　貸倒引当金の繰入れ…………………………………………… 524
　　９　貸倒引当金の法定繰入率の選択……………………………… 525
　　10　交際費等の損金不算入制度における定額控除制度………… 526
　　11　欠損金の繰戻還付制度………………………………………… 527
　　12　欠損金の繰越控除制度の80％所得制限の不適用措置……… 528
　　13　適用時期………………………………………………………… 529
　　14　申告書別表の記載方法………………………………………… 530

第７章　連結納税制度…………………………………………………… 534
　Ⅰ　連結納税の承認申請……………………………………………… 534
　　　連結納税承認申請書の提出期限………………………………… 535
　Ⅱ　連結納税承認取消事由における解散の取扱い………………… 538
　　１　連結子法人が解散をした場合のみなし事業年度…………… 539

　　２　連結離脱法人の100％子法人の取扱い………………………… 540
　Ⅲ　加入時期の特例…………………………………………………… 543
　　１　加入時期の特例適用の可否⑴………………………………… 544
　　２　加入時期の特例適用の可否⑵………………………………… 546
　Ⅳ　完全支配日以後２か月以内離脱の場合の時価評価の特例…… 549
　　　連結加入時時価評価の要否判定及び連結納税の離脱日……… 550
　Ｖ　連結納税への欠損金の持込み…………………………………… 553
　　　連結納税への欠損金持込みの可否……………………………… 554
　Ⅵ　みなし連結欠損金及び特定連結欠損金の範囲………………… 557
　　　特定連結欠損金と非特定連結欠損金…………………………… 562
　Ⅶ　連結グループ外法人との合併・解散による未処理欠損金
　　額の引継ぎ等………………………………………………………… 565
　　　｢連結親法人と完全支配関係のある他の内国法人｣とは……… 566
　Ⅷ　連結欠損金の繰越控除…………………………………………… 568
　　１　連結欠損金の繰越控除の可否………………………………… 569
　　２　控除額等の計算⑴……………………………………………… 571
　　３　控除額等の計算⑵……………………………………………… 572
　　４　控除額等の計算⑶……………………………………………… 573
　Ⅸ　投資簿価修正……………………………………………………… 581
　　　投資簿価修正の方法……………………………………………… 583
　Ⅹ　連結法人間の寄附金と連結法人税個別帰属額………………… 587
　　　連結法人税個別帰属額の精算の必要性………………………… 588

第２部　【鼎談】
　　グループ法人税制の論点と実務対応……………………………… 593

第３部　＜資料＞　国税庁　質疑応答事例
　　平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例………………… 672
　　質疑応答事例（法人税）…………………………………………… 793



第1部

グループ法人税制
質疑応答

　　質疑応答事例（財産の評価）……………………………………… 814
　　タックスアンサー…………………………………………………… 816
　　文書回答事例………………………………………………………… 827



16　第１部　グループ法人税制質疑応答 序章　グループ法人税制の創設趣旨と意義等　17

序　章
グループ法人税制の創設趣旨等

　創設の背景

　近年、グループを構成する法人においては、一体的な経営が進展
しており、法人税制においても、このグループ法人の実態に即した
取扱いが求められることとなってきました。
　この一体的経営の進展という現象は、我が国のグループ法人に広
く認められる現象であり、連結納税制度の適用を選択するグループ
法人のみが一体的経営を行い、同制度を選択しないグループ法人は
一体的経営を行っていない、ということではありません。
　このため、広く、グループ法人の全体を対象として、各法人の所
得の金額や税額の計算等においてグループの一体性を反映した取扱
いとするべく、平成 22 年度改正において、さまざまな改正が行わ
れることとなりました。

１　グループ法人税制の適用対象グループ

問１�　グループを構成する法人は一体的経営を行っているといわれま
すが、「一体的」といわれるほどの状態にないグループもたくさ
んあるように思われます。

　　�　一体的経営を行っていないグループ法人も、グループ法人税制
の適用を受けることとなるのでしょうか。

【回答（要旨）】
　グループを構成する法人は、一体的経営を行っているのか否かにかか
わらず、グループ法人税制の適用を受けることとなります。

【解説】
　我が国において、近年、グループ法人の一体的経営が進展してきたと
いうことを否定する方々はほとんどいないと思われますが、ご指摘のよ
うに、「一体的経営が行われているか」と現状を問われると、“ＮＯ ” と
答える方々も少なくないかもしれません。
　そもそも「一体的経営」がどのような経営を指すのかということは必
ずしも明確ではありませんので、全く同じように経営を行っていたとし
ても、上記の問いに対しては、“ ＹＥＳ ” と答える方と “ ＮＯ ” と答え
る方の双方が出てくることになるものと思われます。
　また、グループ法人の中には、独立性を持たせるためにわざわざ別法
人として経営を行わせているというものも存在するはずで、そのような
場合には、「一体的経営」が行われているという指摘には、やや違和感
を感ずるということになるかもしれません。
　加えて、個人がグループのトップとなっている場合には、その個人の
親族の法人もそのグループの法人とされることになりますが、親族同士
は仲が良いとばかりは限りませんので、「一体的経営」が行われている
か否かはケースによって異なる、と言わざるを得ないように思われます。
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　このような点まで考えると、ご指摘のような現状認識にも十分な説得
力があると考えられます。
　しかし、少し視点を変えてみると、違って見えてきます。
　すなわち、グループ法人の標準的な状態を想定し、グループ関係にな
い複数の法人の集まりと比較してみた場合に、両者が同じということに
なっているかと問われると、どのような答えになるのでしょうか。ほと
んどすべての方が、“ＮＯ”と答えるのではないでしょうか。この問いに、
多くの方が “ＮＯ ” と答えるのであれば、グループ法人税制に関しては、
本当に平成 22 年度に慌しく創設しなければならない状況であったのか
という疑問はあるとしても、基本的には、創設すること自体には理由が
ある、ということになると考えられます（図表１－１）。

グループ法人
税制の創設

一体的経営

グループ

　図表１－１

　ところで、税制度は、納税者の個別の事情まで斟酌して作ることはで
きませんので、法人税法の中にグループ法人税制が作られるということ
になれば、基本的には、「一体的経営」を行っているか否かにかかわらず、
一律に適用されることとなります。
　グループ法人の「一体的経営」の程度に応じて取扱いや適用関係を変
えるというような制度も作ることができないわけではありませんが、そ
のような制度の企画・立案には相当の時間と労力が必要となり、税務執

行にもかなりの困難を伴うこととなるように思われます。
　平成 22 年度改正によって創設されたグループ法人税制には、そのよ
うな個別配慮の仕組みは設けられていませんので、ご質問に対する答え
としては、一体的経営を行っていないグループもグループ法人税制の適
用を受ける、ということにならざるを得ません。
　なお、将来的には、グループ法人税制の中に、ある程度、グループの
特殊性に配慮した仕組みを入れていく、ということも必要となるように
思われます。

（朝長　英樹）

２　グループ法人税制の創設経緯等

問�２　「グループ法人税制」は唐突に出てきたとの声が聞かれますが、
これはどういうことなのでしょうか。

【回答（要旨）】
　グループ法人税制が唐突に出てきたと言われるのは、平成 22年度改
正前に「グループ法人税制」に関する検討・議論が少なかったこと、そ
の検討と議論が外部に伝わりにくかったこと、税制の想定するグループ
の実態が現実のグループの実態とはやや異なったり納税者の実感に必ず
しも合致しない措置が講じられていることなどによるものと考えられま
す。

【解説】
　ご指摘のように、グループ法人税制に関しては、唐突に出てきたとい
う声が聞かれるわけですが、このような声が聞かれるのは、その創設経
緯等に次のような事情があるためと考えます。


