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Japan Tax Newsletter 

デロイト トーマツ税理士法人 

2021 年２月 1 日号 

グループ通算制度の重要ポイント その４（所得・税額計算の概要） 
～単体申告になったが、グループ全体計算も一部必要～ 

1. はじめに

グループ通算制度は、損益通算・欠損金の通算をするという特別な取扱いがある以外は、基本的に、各通算法人を納税主

体とする単体申告である。そのため、所得計算・税額計算における個別項目については、各法人において計算することを基本

的な考え方としている。ただし、一部の項目については通算グループ全体を加味するものもあり、通算制度特有の取扱いも一

部残されている。これらの項目については、単体申告をしながら通算グループ全体を考慮した計算となり、やや複雑な取扱いと

なるケースもあるため、それらの概要を説明する。 

なお、損益通算・欠損金の通算については本ニュースレターの Japan Tax Newsletter：2020 年 6 月 1 日号を参照された

い。 

2. グループ通算制度における所得・税額計算の流れ

グループ通算制度の最大の特徴は、通算グループ内の損益通算・欠損金の通算ができることであり、それ以外は、各通算法

人を納税主体とする単体申告である点で通常の単体申告と基本的に変わらない。そのため、基本的に各法人において通常

の単体納税と同じように計算する。 

しかし、通常の単体納税と完全に同じというわけではなく、一部の項目については通算グループ全体の数字を加味することとさ

れている（グループ通算制度特有の計算）。 

Executive Summary 

◼ グループ通算制度は、各通算法人を納税主体とするため、所得計算・税額計算における個別項目については、各法

人において計算するのが基本となっている。しかし、一部の項目についてはグループ全体を加味して計算することとされて

いる

◼ グループ全体の要素を加味する項目の中には、グループ法人税制によりグループ通算制度の適用の有無を問わず適用

される項目もあるが、これに加え、グループ通算制度特有の取扱いとして通算グループ全体を加味する項目がある

◼ グループ通算制度特有の取扱いとして通算グループ全体を加味する項目には、中小法人等の判定、外国税額控除、

試験研究費の税額控除等がある

◼ 通算グループ全体を加味する項目については、修更正時にグループ内の他の法人の所得・税額計算への影響を遮断

する措置が設けられているものもあるほか、計算方法の差により計算結果に影響があるため、取扱い内容の確認が必

要である

◼ 一部の租税特別措置については、グループ通算制度施行日である令和 4 年 4 月 1 日より前に適用期限を迎えるた

め、グループ通算制度を適用した場合の取扱いが未定となっているが、令和 3 年度税制改正に係る法案において、そ

の一部が明らかになったため、その主要項目（大企業についての一定の租税特別措置の停止）についても解説する。

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/articles/bt/japan-tax-newsletter-june2020.html
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また、完全支配関係のある法人グループのための税務上の取扱いとして、グループ法人税制がある。これは、法人グループによ

る選択などを経ずに、単体納税又はグループ通算制度であっても、完全支配関係のある法人グループについて、いわば強制的

に適用されるものである。グループ通算制度を適用している場合についても、完全支配関係のある法人グループであるため、グ

ループ法人税制の内容は適用されるが、グループ通算制度独特のものではない（グループ法人税制による取扱い）。 

グループ通算制度における所得計算・税額計算の流れは、次の図のようになる。 
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3. グループ通算制度特有の計算をする項目 

連結納税制度では、連結グループを一つの納税主体としていたため、比較的多くの項目が連結グループ全体で計算することと

されていた。グループ通算制度への移行に当たり、納税計算の簡便化の観点から、損益通算以外の項目はできる限り各法

人において計算する基本路線となったが、一部の項目については連結納税において全体計算のメリットが大きく、それを維持

させるため、また、租税回避の観点から、通算グループ全体を考慮した計算が残ることになった。 

損益通算・繰越欠損金の通算以外の項目で、グループ通算制度特有の計算をする主な項目は次のとおりである。 

(1) 中小法人等の判定 

連結納税制度においては、主に連結親法人の資本金の額により、法人税法・租税特別措置法における中小法人・中小企

業者等に該当するかどうかを判定することとされていた。これに対し、グループ通算制度においては、通算グループ内のいずれか

の法人が中小法人・中小企業者等に該当しない場合には、通算グループ内の全ての法人が中小法人・中小企業者等に該

当しないこととされた。すなわち、中小法人・中小企業者等のための課税の特例は、通算グループ内の全法人が中小法人・

中小企業者等に該当する場合のみに適用されることになる。 

この取扱いは、貸倒引当金（法法 52①）、繰越欠損金の控除上限（法法 57⑪）、軽減税率（法法 66⑥）、特定

同族会社の特別税率の不適用（法法 67①）、試験研究費の税額控除の特例（措法 42 の 4④）等に適用される。 

(2) 受取配当等に係る負債利子控除の上限 

受取配当等の益金不算入については、連結納税制度においては連結グループを一体として計算することとされていたが、グル

ープ通算制度においては、基本的に通常の単体申告同様に計算する（法法 23）。ただし、関連法人株式等に係る配当等

について、その 4％相当額を支払利子等として控除することとされたが、この控除金額について実際の支払利子等の 10％相

当額を上限とすることができる。この計算に当たり、グループ通算制度を適用している場合には通算グループ全体で計算するこ

ととされ、通算グループ全体の支払利子等の合計額の 10％相当額を配分した金額を上限とすることができることとされている

（法令 19②、④）。 

(3) 外国子会社配当等 

外国子会社配当益金不算入制度の適用対象となる外国子会社の判定は、通算グループ全体でその外国法人の発行済

株式総数の 25％以上の数を保有しているかにより判定を行う。その結果、保有している場合（かつ継続保有要件も満たし

ている場合）には、通算グループに属する各法人の保有割合にかかわらず、通算法人の全てに外国子会社配当益金不算

入制度が適用される（法法 23 の 2、法令 22 の 4）。 

連結納税制度においても、連結グループ内の法人の保有は合算して判定することとされており、（5）の外国税額控除につい

てのグループ全体計算が維持されたことに合わせ、従来の取扱いを踏襲した判定になっている。 

(4) 過大支払利子税制の適用除外の判定 

連結納税制度においては過大支払利子税制は連結グループ全体で計算することとされていたが、グループ通算制度において

は、基本的には、各通算法人において通常の単体申告と同様に適用することになった（措法 66 の 5 の 2①）。ただし、対

象純支払利子等の額が 2,000 万円以下であるときは適用除外となる点について、グループ通算制度を適用している場合に

は、通算グループ全体で対象純支払利子等の額の合計額から対象純受取利子等の額の合計額を控除した金額を算定し、

この金額が 2,000 万円以下であるかどうかにより適用除外の判定を行うこととされている。 

(5) 外国税額控除 

外国税額控除については、連結納税制度において連結グループ全体で計算することとされており、グループ通算制度において

も引き続き、通算グループ全体の数値を用いて計算することとされた（法法 69⑭、法令 148）。そのため、外国税額控除限

度額は、通算グループ全体の所得金額や通算グループ全体の法人税額など通算グループ全体の要素に基づいて計算され

る。具体的には、各通算法人の控除限度額を算出するに当たり、通算グループ全体の法人税額合計・所得金額合計及び

当該通算法人の国外所得金額を用いて調整前控除限度額を求めた後、その調整前控除限度額について、通算法人間で

授受する配分計算を行うことにより、当該法人の控除限度額を求めることになる。 

(6) 試験研究費の税額控除 

試験研究費の税額控除については、連結納税制度において連結グループ全体で計算することとされており、グループ通算制

度においても引き続き、通算グループ全体で計算することとされた（措法 42 の 4①⑧）。グループ通算制度における試験研

究費の税額控除の計算は、通算グループ全体で行い、税額控除可能額は各通算法人の調整前法人税額の比で各通算

法人に配分される（措法 42 の 4⑧三）。 
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(7) 特定同族会社の留保金課税のうち、通算グループ内配当等についての調整 

特定同族会社の留保金課税については、連結納税制度においては連結グループ全体で計算することとされていたが、グループ

通算制度においては原則として通算法人ごとに計算することになった（法法 67）。ただし、通常の単体申告と異なり、通算

グループ内で配当を行った場合について、一定の調整が必要とされている。 

(8) 租税特別措置の適用除外事業者の判定 

中小企業向けの租税特別措置のうち一定のものについては、中小企業者であっても適用除外事業者に該当する場合には、

その適用等が停止されることとされている（措法 42 の 4④）。 

適用除外事業者とは、当該事業年度の開始の日前 3 年以内に終了した各事業年度（以下「基準年度」）の所得の金

額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに 12 を乗じて計算した金額が 15 億円を超える法人をいう（措法

42 の 4⑲八）。 

この適用除外事業者について、連結納税制度では連結グループ全体で判定することとされていたのに対し、グループ通算制度

では、通算グループ内の「いずれか」の法人の前 3 事業年度の所得の金額の年平均額が 15 億円を超える場合に、通算グル

ープ内の全ての法人が適用除外事業者に該当することとされた。 

(9) 通算子法人株式の取扱い 

通算子法人株式については、グループ通算制度においては、租税回避防止等の観点から、以下については計上しないこととさ

れている（グループ通算制度の適用開始又は通算グループへの加入後、損益通算をせずに 2 カ月以内に通算グループから

離脱する法人及び通算親法人の株式を除く）。 

◼ 通算グループ内の子法人株式の評価損益(法法 25④、33⑤) 

◼ 通算グループ内の他の法人に対する子法人株式の譲渡損益 (法法 61 の 11⑧) 

また、通算グループから離脱する通算子法人株式について投資簿価修正を行うこととされている点については、本ニュースレター

の Japan Tax Newsletter：2020 年 10 月 1 日号を参照されたい。 

4. グループ法人税制によりグループ全体を考慮する項目 

グループ法人税制は、完全支配関係（法法２十二の七の六）のある法人グループに適用される取扱を総称したものであ

る。グループの選択により適用されるものではなく、強制適用になる。通常の単体納税であっても適用され、グループ通算制度

特有の内容ではないが、ご参考までに、主要な項目を紹介する。 

なお、令和 2 年度税制改正により、令和 4 年 4 月 1 日以後開始事業年度について、グループ通算制度導入と同時にその

内容が拡充されることとされている。 

(1) グループ内譲渡損益の繰延べ 

グループ法人税制により、完全支配関係のある内国法人間の資産の譲渡損益は繰り延べることとされており、通算法人間の

資産の譲渡損益についても繰延べが行われる（法法 61 の 11①）。そして、その資産をグループ外に譲渡したり、費用化し

たりした場合には、繰り延べた譲渡損益を戻し入れて計上する（法法 61 の 11②）。 

(2) グループ内受取配当等（令和 2 年度税制改正により一部拡充） 

グループ通算制度を採用しているか否かにかかわらず、内国法人が受けた完全子法人株式等に基因する配当等は、100％

の資本関係内での課税済利益の再配分であるため、その全額が益金不算入として取り扱われており、これはグループ法人税

制による取扱いとなっている（法法 23①）。 

また、関連法人株式等に係る受取配当等に該当するかどうかの判定のうち、発行済株式総数等の３分の１超を保有してい

るかどうかの判定に当たっては、その受取配当等を受領した法人と完全支配関係にある法人が保有するその内国法人の株

式等の数の合計数を用いる（法法 23④ 、法令 22）。この取扱いは、従来は連結納税を適用しているグループに限定され

た取扱いであったが、グループ通算制度への移行と同時に、グループ法人税制の中の取扱いとして位置付けられ、通常の単体

申告でも完全支配関係がある他の法人の保有株式等の数を合計して判定することとされた。 

(3) グループ内寄附金 

完全支配関係のある法人間の寄附金として、寄附金を支出した法人において全額損金不算入（法法 37②）、これを受

領した法人においては全額益金不算入（法法 25 の 2）となるが、この取扱いは、グループ法人税制の規定に基づくもので

あり、グループ通算制度の適用の有無を問わず適用される。 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/articles/bt/japan-tax-newsletter-1oct2020.html
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(4) グループ内貸倒引当金の不計上（令和 2 年度税制改正により拡充） 

従来は、連結グループ内の法人に対する金銭債権については貸倒引当金の設定対象から除外することとされており、連結納

税制度特有の取扱いとなっていたが、令和 4 年 4 月 1 日以後開始事業年度より、完全支配関係のある法人に対する金

銭債権は、グループ通算制度の有無を問わず、貸倒引当金の設定対象から除外されることとなった（法法 52⑨二）。 

5. 修更正における遮断措置 

グループ通算制度を適用している場合、納税義務者は各通算法人となるため、修正申告（通法 19）及び更正（更正の

請求（通法 23、法法 82）、税務署長による更正（通法 24））についても各通算法人毎に行う（以下：これらをまとめ

て「修更正」）。 

これまで見てきたとおり、グループ通算制度による当初申告について一部の項目について通算グループ全体を考慮した計算が

行われるが、そもそもグループ通算制度への移行の目的が申告作業等の簡素化にあるため、修更正においてはグループ計算

全体を考慮した計算のやり直しをしない特別措置が設けられている。これを、修更正における「遮断措置」と呼ぶ。 

なお、損益通算等の遮断措置を適用することにより、法人税の額を不当に減少させる結果となると認めるときは、税務署長

はこれらの遮断措置の規定を適用せず全体再計算をすることができることとされており（法法 64 の 5⑧、64 の 7⑧二）、ま

た、各制度において全体再計算をすることとされている場合もあるので、各制度詳細について確認が必要である。 

遮断措置が設けられている主な項目は次のとおりである（法法 64 の 5⑧、法令 131 の 7②）。 

◼ 損益通算の遮断措置（法法 64 の 5⑤） 

◼ 繰越欠損金の通算の遮断措置（法法 64 の 7④～⑦） 

◼ 中小法人の軽減税率の遮断措置（法法 66⑧） 

◼ 受取配当等の益金不算入のうち負債利子控除に関する遮断措置（法令 19⑤⑥） 

◼ 外国税額控除の遮断措置（法法 69⑮⑲） 

◼ 試験研究費の税額控除の遮断措置（措法 42 の 4⑧四～七、⑫⑭⑱） 

6. 令和 3 年度税制改正法案により予想される内容 

租税特別措置法による一部の措置は、令和 4 年 4 月 1 日より前に適用期限を迎えるため、グループ通算制度における取

扱いが明らかになっていない。令和 3 年 1 月 26 日に国会に提出された令和 3 年度税制改正関連法案（以下「法案」）

により、特に注目される内容について紹介する。 

(1) 大企業についての一定の租税特別措置の停止 

平成 30 年度税制改正により導入されていた、試験研究費の税額控除等の一定の租税特別措置の停止措置について、令

和 3 年度税制改正により、令和 6 年 3 月 31 日までに開始する事業年度まで適用期限が延長される。これに伴い、法案に

おいて通算制度における取扱いが明らかにされた。 

法案によると、この租税特別措置の停止のうち、試験研究費の税額控除についての適用停止が発動するかどうかについて

は、以下のように、通算グループ全体で判定することが予定されている。 

◼ 大企業に該当するかどうかについて 

ここでの大企業とは、法人から中小企業者（措法 42 の 4⑲七）（適用除外事業者（措法 42 の 4⑲八）を除

く）等を除いたものとされている。ここでの中小企業者は通算グループ内の法人すべてが中小企業者に該当し、また通

算グループ内に 1 社でも適用除外事業者があれば全社が適用除外事業者として扱われる。 

◼ 継続雇用者給与等支給額＞継続雇用者比較給与等支給額の判定 

当該通算法人と通算完全支配関係がある他の通算法人との合計値で判定する。 

◼ 国内設備投資額＞減価償却費総額×30％ 

当該通算法人と通算完全支配関係がある他の通算法人との合計値で判定する 

なお、試験研究費の税額控除以外の租税特別措置の停止については、一部の措置については適用期限が令和 4 年 3 月

31 日までに到来することからまだ明らかではないが、基本的には各法人において通常の単体申告と同様に判定することになる

見込みである。 

 

（東京事務所 大野 久子） 
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過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 
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