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みなし規定で損金算入・欠損金引継等を
制限
組織再編税制の２５年度改正の概要と実務ポイント
税理士法人トーマツ
パートナー 税理士 西村 美智子
シニアマネジャー 税理士 中島 礼子
平成 25 年度税制改正において、特定適格組織再編成等が行われた場合の特定資産譲渡等損失額の損金
算入制限規定、欠損金の引継・使用制限規定につき、改正が行われた。これは、一言で言えば、グループ内
適格組織再編成等が行われた場合に、過去のグループ内組織再編成により受け入れた資産につき、当該受
入法人において保有していたものとみなして特定資産譲渡等損失・欠損金制限規定を適用するというもので、
グループ内の多段階組織再編成を通じて発生し得る課税もれ（あるいは潜脱行為）を防止するという趣旨の
改正である。
本稿では、本改正の概要および実務上の留意点について解説を行う。

改正前の問題点
改正内容を理解するには、改正前の問題点、つまり
「何を変えたかったか」を理解するのが近道だ。以
下、簡単な事例に基づいて、改正前の問題点につ
いて解説する。
図表 1 を参照してほしい。P 社が S1 社グループを
買収、その後 S1 社を合併法人、S2 社を被合併法
人とする合併（合併①）を行い、さらに、P 社を合併
法人、S1 社を被合併法人とする合併（合併②）を行
ったとする（いずれも 100％グループ内合併。いず
れの合併もみなし共同事業要件を満たさない）。

これは、グループ外法人の含み損をグループ内に
取り込んでから顕在化、グループ内の利益と相殺す
ることによる租税回避を防ぐという趣旨の措置であ
る。
一方、改正前においては、S2 社が買収前から保有
していた資産（図表 1 の資産 A）について、合併①に
より S1 社に移転後、合併②により P 社に移転した
場合において、P 社がこれを売却して譲渡損が発生
したとしても特定資産譲渡等損失額の損金算入制
限の対象とはならなかった。なぜなら「特定引継資
産」の定義上、「当該支配関係法人（この場合 S1 社）
が支配関係発生日前から有していたもの」とされて

仮に、買収前から S1 社が保有していた資産を、P

いるところ、S1 社は支配関係発生日において資産

社が合併により受け入れ、その後売却を行い譲渡

A を保有していないからである（旧法法 62 の 7②）。

損失が発生した場合には、当該譲渡損失について
は特定引継資産に係る譲渡等損失として、損金算
入制限の対象となる。

つまり、この部分が課税上のループホール（抜け穴）
となっていたわけである。
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（図表 1） 平成 25 年度税制改正前における問題点
【前提】
・ 買収： P社がS1社グループを買収（S1社株式を100％取得）。S1社は、当該買収前よりS2社株式を100％保有
↓
・ 合併①： S1社を合併法人、S2社を被合併法人として合併（適格合併（完全支配関係者間）。グループ化後5年超に
つき特定資産譲渡等損失損金の算入制限等なし）
↓
・ 合併②： P社を合併法人、S1社を被合併法人として合併（適格合併（完全支配関係者間）。グループ化後5年内に
つき特定資産譲渡等損失損金の算入制限等あり）
特定資産譲渡等損失額の損金算入制限規定の適用期間（※）
支配関係発生日
X1/2/1 X1/3/31

X2/3/31

X3/3/31

P社
合併①

買収

資産A

含み損
100

資産A売却
（売却損100）

適格合併
による移転
合併②

S1社

資産A

含み損
100
適格合併
による移転

【改正前】
資産A売却損100
⇒S1社が支配関係発生日
において資産Aを保有して
いないため、特定資産譲渡
等損失額に該当せず、損
金算入制限の対象とならな
い

S2社
資産A
含み損
100
（※） 特定資産譲渡等損失額の損金算入制限規定の適用期間
始期： 特定組織再編成事業年度開始の日（X2/4/1）
終期： 以下のいずれか早い日（X5/3/31）
・「始期」から3年を経過する日
・支配関係発生日後5年を経過する日

問題点
S1社を経由して
資産を移転するこ
とによる租税回避
が可能

改正内容
(1)

(2)

概要

対象となる資産

POINT：対象となる資産

前記の問題点に対応するため、今般の改正では、

・前 2 年以内の前特定適格組織再編成等による移転

内国法人（前述P社）が支配関係法人（前述S1 社）

・関連法人が関連法人支配関係発生日前から保有
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から特定適格組織再編成等 により移転を受けた資
産のうち、支配関係法人（前述S1 社）が後述の一定

前述（1）のみなす規定が適用されるのは、次の 2 つ

の組織再編成により移転を受けた資産があるとき

の要件を満たす資産である（法令 123 の 8⑫）。

は、これを支配関係法人（前述S1 社）が支配関係
発生日前から有していたものとみなして特定引継資

・当該特定適格組織再編成等（前述合併②）の日以前 2

産による譲渡等損失額の計算をすることとされた

年以内の期間に行われた別の特定適格組織再編成等

（法令 123 の 8⑫）。

（「前特定適格組織再編成等」）により、関連法人（前述
S2 社）から支配関係法人（前述 S1 社）に移転が行われ

つまり、図表 1 の資産 A の譲渡損失は、P 社におけ

ているもの

る特定資産譲渡等損失額の損金算入制限の計算

・関連法人（前述 S2 社）が関連法人支配関係発生日前

上、特定引継資産に係る譲渡損失として取り扱うと

から有していたもの

いうことである。
除外資産

これと同様のみなす規定が、特定保有資産につい

(3)

ても整備されている（法令 123 の 8⑮）。

次の資産については「みなし特定引継資産」、「みな
し特定保有資産」に含めない（法令 123 の 8⑫一～
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特定適格組織再編成等：支配関係者間の適格合併、適
格分割、適格現物出資、適格現物分配、完全支配関係者
間非適格合併で譲渡損益調整資産が移転するもので、み
なし共同事業要件を満たさないものをいう。

三・⑮）。
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①

前 2 年以内の次の適格組織再編成等により

損失額をゼロとし、含み損を有する場合は当該含み

移転を受けた資産

損の範囲内で損金算入制限等を行うという特例が

・共同事業要件を満たす適格組織再編成（グルー
プ外適格組織再編成）
・グループ内適格組織再編成で、みなし共同事業
要件を満たすもの
②

③

前 2 年以内の（完全支配関係者間）非適格合

みなし特定引継資産・みなし特定保有資産について
も、これと同様の特例が設けられた。具体的には、
関連法人支配関係事業年度（関連法人支配関係発
生日の属する事業年度）の前事業年度終了の時に

併により移転を受けた資産で、譲渡損益調整

おいて関連法人（前述 S2 社）が会社全体として含

資産に該当しないもの（=時価による移転が

み損を有さない場合は、関連法人（S2 社）からのみ

行われた資産）

なし特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額は

関連法人支配関係発生日における帳簿価額
または取得価額が 1,000 万円未満の資産

④

設けられている（法令 123 の 9①）。

関連法人支配関係発生日の時価が帳簿価

ゼロとし、含み損を有する場合には当該含み損の
範囲内で、関連法人（S2 社）からのみなし特定引継
資産についての譲渡等損失額の損金算入制限を行
うこととされた（法令 123 の 9④）。

額を下回っていない資産（申告要件あり）

欠損金引継制限、欠損金使用制限との関係
(4)

経過措置

(1)

欠損金引継・使用制限におけるみなし規定

この改正は平成 25 年 4 月 1 日以後に内国法人（前

グループ内適格合併が行われた場合で一定の場合

述 P 社）との間に支配関係があることとなった支配

には、欠損金引継・使用制限が課されることとなる。

関係法人（前述 S1 社）との間で行われる特定適格

ここで引継・使用制限が課される欠損金は、支配関

組 織 再 編 成 等（ 前 述 合 併② ）に つい て 適 用す る

係事業年度前の事業年度の欠損金および支配関

（H25 改正令附則 6）。

係事業年度以後の事業年度の欠損金額のうち特

(5)

特例計算

定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部
分の金額である(図表 2 色つき部分)。ここにおける

従来より、特定資産譲渡等損失額の損金算入制限

「特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る

の計算においては、支配関係事業年度（支配関係

部分の金額」の計算に関しても、前述「改正内容」（1）

発生日の属する事業年度）の前事業年度終了の時

と同趣旨の改正が行われた。

において支配関係法人（前述 S1 社）が会社全体と
して含み損を有さない場合には、特定資産譲渡等
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（図表 2） 欠損金引継制限における「特定資産譲渡等損失額相当額」
支配関係発生日
合併

合併法人

支配関係事業年度前の事業年度

支配関係事業年度以後の事業年度

被合併法人

欠損金
欠損金全額切捨

欠損金のうち特定資産譲渡
等損失相当額につき切捨

「特定資産譲渡等損失額相当額」の計算において、
「改正内容」 （1）と同様のみなし規定

（図表 3） 欠損金引継制限額の計算例
【前提】
・ 買収： P社がS1社グループを買収（S1社株式を100％取得）。S1社は、当該買収前よりS2社株式を100％保有
↓
・適格合併①： S1社を合併法人、S2社を被合併法人として合併（適格合併（完全支配関係者間）。グループ化後5年
超につき欠損金引継制限等なし。期首合併）
↓
・適格合併②： P社を合併法人、S1社を被合併法人として合併（適格合併（完全支配関係者間）。グループ化後5年内
につき欠損金引継制限あり。期首合併）
・資産A、BはS2社が支配関係発生日前から保有。資産Bは適格合併②によりS1社に移転
・P社、S1社、S2社いずれも3月決算法人
・X2年3月期、S2社は資産Aを譲渡、譲渡損10。X2年3月期のS2社の欠損金は計50。X2年3月期にS1社にて発生し
た欠損金なし
・X3年3月期、S1社は資産B を譲渡、譲渡損20。X3年3月期のS1社の欠損金は計30。
・資産A、B以外には、特定資産の譲渡なし

2年以内

欠損金

支配関係
発生日

その他の欠損金 40
その他の欠損金 10

P社
（内国法人）
X1/3/31
欠損金

その他の欠損金 40

X4/3/31

X3/3/31

欠損金引継
（40のみ）

Aの譲渡損相当額 10

S1社
（支配関係法人）

欠損金引継
（10のみ）

欠損金
引継

その他の欠損金 10
Bの譲渡損相当額 20

適格合
併②（欠
損金引
継ぎ制
限あり）

その他の欠損金 5

B

欠損金

S2社
（関連法人）
A B

X2/3/31

その他の欠損金 5

欠損金
引継

B譲渡損 20

その他の欠損金 40
Aの譲渡損相当額 10

適格合併①
（欠損金引継制限なし）

A
A譲渡損 10
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(2)

欠損金引継制限額

欠損金の引継制限額の計算については、具体的事
例に即して解説したほうがわかりやすいと思われる
ので、以下、図表 3 の事例に即して解説する。図表
1 の事例と同様、P 社が S1 社グループを買収後、

目して、含み損の範囲内で欠損金の切捨額を計算
するという特例が設けられている（法令 113⑧）

実務上のポイント
(1)

グループ内組織再編成時には最近 2 年間の
グループ内組織再編成をチェック！

S1 社－S2 社が適格合併（合併法人＝S1 社、適格
合併①）、その後 S1 社－P 社が合併（合併法人＝P

「みなし特定引継資産」、「みなし特定保有資産」の

社、適格合併②）したとする。

規定は、特定適格組織再編成等が行われた日以

今回の改正により変更されたのは、適格合併②に
伴い、P 社が S1 社から欠損金を引き継ぐ際、特定

前 2 年以内に、別の特定適格組織再編成が行われ
ていた場合に適用されることとなる。

資産譲渡等損失額に相当する金額として切り捨て

したがって、5 年内グループ内組織再編成（グルー

られる金額の計算方法である。

プ化後 5 年以内に行うグループ内組織再編）でみな

まず、S1 社の欠損金のうち S2 社から引き継いだ欠
損金 50 について、S2 社が支配関係発生日前から
有する資産の譲渡等損失額から成る部分の金額
（A の譲渡損相当額 10）については、特定資産譲渡

し共同事業要件を満たさないものを実行する場合に
は、組織再編成予定日以前 2 年以内に別の特定適
格組織再編成等が行われていたかどうか、確認し
ておく必要が生じる。

等損失額に相当する金額から成る部分の金額とし

グループ内で小規模な事業を分割承継した場合や、

て取り扱う（法令 112⑥）。

現物分配により特定の資産のみ移転を受けた場合

次に、S1 社において発生した欠損金のうち、S2 社
から引き継いだ資産で S2 社が支配関係発生日前
から有する資産の譲渡等損失額から成る部分の金
額（B の譲渡損相当額 20）についても、特定資産譲

には、組織再編成が行われたこと自体、失念されが
ちだ。「2 年以内に特定適格組織再編成等が行われ
たか否か」の確認は慎重に行うことが必要だろう。
(2)

渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額と

組織再編成の時期で課税関係が大きく変わる
ことがある

して取り扱う（法令 112⑦）。
前述のように、本件みなし措置は、前特定適格組織
結果、合計 30 の欠損金（水色部分）が切捨てられ、

再編成等が、今回の特定適格組織再編成等の日

55 の欠損金が引き継がれることとなる。

以前 2 年以内に行われていた場合に適用される。

これらは、いずれも税制改正前においては「特定資
産譲渡等損失額に相当する金額」として取り扱われ
ていなかったものである。
(3)

経過措置

換言すると、2 年超経過していれば、本件みなし措
置の適用はないということだ。
たとえば次項図表 4 の例の場合、合併②の合併期
日を X3 年 9 月 1 日とした場合には、欠損金引継・
使用制限、特定資産譲渡等損失額の計算上、本件

特定資産譲渡等損失額の計算における「みなし特

みなし措置が適用される一方、合併期日を X3 年 10

定引継資産」、「みなし特定保有資産」の規定と同様、

月 1 日とした場合には、本件みなし措置の適用はな

平成 25 年 4 月 1 日以後に内国法人（前述 P 社）と

されない。

の間に支配関係があることなった支配関係法人（前
述 S1 社）との間で行われる特定適格組織再編成等
（前述適格合併②）について適用される（平成 25 年
改正法令附則 5）。
(4)

特例計算

この欠損金引継・使用制限額の計算においても、前
述「改正内容」（5）同様、会社全体の含み損益に着

グループ内組織再編成においては、本件みなし措
置を踏まえて組織再編成日を決定する必要も生じ
るだろう。
(3)

申告実務はより煩雑に

本改正により、みなし共同事業要件を満たさない 5
年内グループ内組織再編成が行われた場合におい
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て、前 2 年以内に別のグループ内組織再編成が行

定を適用する場合には「含み損はあったのか」につ

われていた場合には、組織再編成時の欠損金引

いても確認を行う必要がある。

継・使用制限金額の計算および、組織再編成後の
特定資産譲渡等損失の損金算入制限額の計算が

前回の組織再編成が合併である場合には、合併に
伴い各種書類も移転しているため、これらの情報入

非常に煩雑になることが想定される。

手作業もそれほど困難ではないだろう。しかしなが
①

「みなし特定引継資産」、「みなし特定保有資

ら前回の組織再編成が事業／資産の一部を移転す

産」を特定することの煩雑さ

る再編（分割、現物出資、現物分配）である場合に

再編当事者自身が支配関係発生日に保有していな

は、これらの情報が引き継がれておらず、情報入手

い資産まで、「保有していたこととみなす」わけであ

に手間取るケースも想定される。関連法人（図表 5

るから、（関連法人支配関係発生日に関連法人が）

の S2 社)につき、その後グループ外の企業に売却し

「保有していたのか否か」を特定するという作業が必

ているようなケースについてはなおさらだ。

要となる。さらに、前述「改正内容」（3）④の除外規

（図表 4） 合併期日による課税関係の違い
支配関係発生日
X0/4/1 X1/3/31

X1/9/16

X3/3/31 X3/9/1

X2/3/31

X3/10/1

P社
（内国法人）
合併②
S1社
（支配関係法人）
合併①

S2社
（関連法人）

2年以内
2年超

P社、S1社ともにX1年3月期
以後の欠損金あり

合併②をX3/9/1とするか、
X3/10/1とするかにより、
課税関係が大きく変わる

（図表 5） 関連法人の資産の保有状況を確認することの困難性
支配関係発生日

2年以内
当期

P社
（内国法人）
A

A
資産A売却

S1社
（支配関係法人）

適格合併

A

適格現物分配

S2社
（関連法人）
？？？

関連法人支配関係発生日に資産Aを保有していたか不明

当期の資産A売却損失の取扱いが確定できない
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②

特例計算では関連法人ごとにの時価純資産

織再編成、前回のグループ内組織再編成ともに「特

の計算が必要に

定適格組織再編成等」に該当する場合である。換言

従来、特定資産譲渡等損失額の損金算入制限、欠

すれば、5 年内グループ内組織再編成であっても、

損金引継・使用制限の特例（会社全体の含み損益

今回・前回の組織再編成等のいずれかがみなし共

に着目した特例）を適用する場合、特定保有資産の

同事業要件を満たすものである場合には、本件措

譲渡等損失・欠損金使用制限に関しては内国法人

置の適用はない（法法 62 の 7①、法令 123 の 8⑫

2

（P社）の時価純資産・簿価純資産価額 を、特定引
継資産の譲渡等損失・欠損金引継制限に関しては
支配関係法人（S1 社）の時価純資産・簿価純資産
価額

2

を計算すれば事足りた（法令 113、123 の 9

①）。

一）。
また、関連法人から 2 年内の複数のグループ内適
格組織再編成を経て移転を受けた資産については、
それら適格組織編成のうち 1 つでもみなし共同事業
要件を満たすものがあれば、本件措置の適用はな

改正により、関連法人から移転を受けた資産につい
て、関連法人の含み損益に着目した特例を適用す
る場合には、関連法人の時価純資産・簿価純資産
3

価額 を計算することが必要となった（法令 113⑧・
⑪、123 の 9④）。過去に複数の関連法人を当事者
とする組織再編成を行っている場合、関連法人の数
だけ時価純資産価額・簿価純資産価額を計算のう
4

え、別表 14（5）付表 3 （を作成し、特定資産譲渡等
損失額の損金算入制限の特例計算を行う必要があ
る。

い（法法 62 の 7⑫一）
さらに、今回の適格組織再編成がグループ外適格
組織再編成（共同事業要件を満たす組織再編成）
や、組織再編成事業年度期首において 5 年超支配
関係のある支配関係者間の適格組織再編成である
場合については、もともと特定資産譲渡等損失額の
損金算入制限等はないわけであるから、本件措置
の適用がないことはいうまでもない（この結果、組織
再編成の順番により、この「みなす規定」の適用要
否が変わることもある。

その他適用上の留意点

これは、格言すれば、2 段階組織再編成が予定され
ている場合、その順番による課税関係の相違を分

以下、今回の改正の適用上の留意点についていく

析する必要があることを意味する）。

つか解説する。
(3)
(1)

組織再編成の種類

適用期日
本稿の事例では、「合併」のケースに即して説明を

前述「改正内容」（4）にて説明したごとく、本改正は

行った。しかしながら、前述のように、「特定適格組

平成 25 年 4 月 1 日以後に支配関係が生じている場

織再編成等」には、支配関係者間の適格合併のほ

合について適用される（平成 25 年改正附則 5、6）。

か、（i）適格分割、（ii）適格現物出資、（iii）適格現物

基準となるのが支配関係発生日であり、組織再編

分配、（iv）完全支配関係者間の非適格合併で譲渡

成日ではない点、注意が必要だ。
(2)

みなし共同事業要件を満たすグループ内組織
再編成については適用なし

本件措置が適用になるのは、今回のグループ内組

損益調整資産の移転があるものも含まれる。（i）～
（iii）に関していえば、合併以外の組織再編成で、そ
れが小規模な場合、何かと見過ごされやすいため
注意が必要だ。また、（iv）については、非適格合併
はすべて「特定適格組織再編成等」に該当しないと
いう思い込みから処理を誤ることがあるため注意が

2

いずれも支配関係発生事業年度の前事業年度終了時の
価額。
3
関連法人支配関係発生事業年度の前事業年度終了時の
価額。
4
関連法人支配関係発生日における時価が帳簿価額を下
回っていない資産並びに時価純資産価額及び簿価純資
産価額等に関する明細書。

必要だ（法法 62 の 7①）。
(4)

特定保有資産、欠損金使用制限

本稿の事例では、特定引継資産・欠損金の引継に
着目して説明を行っているが、特定保有資産に係る
特定資産譲渡等損失額の損金算入制限、合併法

7

人等における欠損金の使用制限についても同様の

産にあっては（今回の）特定適格組織再編成等の日、

措置がある。移転してくる資産、引き継がれる欠損

特定保有資産にあっては（今回の）特定組織再編

金については注意を払っておきながら、もともと持っ

成事業年度開始の日において、帳簿価額または取

ている資産（特定保有資産）、自社の欠損金につい

得価額が 1,000 万円未満である資産だ（法令 123

て、うっかり見落としていたということがないよう留意

の 8③四、⑮）。

したい。
両者の判定基準となる日を混同しないよう留意した
(5)

1,000 万円基準の判定は関連法人支配関係
発生日

前述「改正内容」（3）③の「みなし特定引継資産」等
から除外する「帳簿価額または取得価額 1,000 万
円未満」の判定期日は、関連法人支配関係発生日
とされている（法令 123 の 8⑫三イ）。
一方、従前より特定資産譲渡等損失額の損金算入
制限の計算から除外されているのは、特定引継資

い。

おわりに
今回の改正は、理論的には至極妥当な改正である
と思われるが、改正の結果、実務上は非常に煩雑
になるケースや、適用を失念してしまうケースも想定
される。
グループ内適格組織再編成を行う際には、今まで
以上に慎重な対応が望まれる。
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