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デロイト トーマツ税理士法人 

2020 年 6 月 1 日号 

グループ通算制度の重要ポイント その１（損益通算） 
～連結納税のメリットは維持しつつ、修更正の手間は軽減される制度へ～ 

1. はじめに 

令和 2 年度税制改正により、連結納税制度について抜本的な見直しが行われ、グループ通算制度として改組される

ことになった。令和 2 年度税制改正関連法 1は令和 2 年 3 月 27 日に可決成立し、31 日に公布された。 

平成 14 年に創設された連結納税制度は、100％の資本関係の内国法人のグループの所得・欠損を合算・相殺し、

その結果である連結所得について連結親法人が納税主体となって代表して申告納税（連結申告）する制度である。

グループ内の所得と欠損を相殺することができるため、グループ内の欠損を早期に生かして節税することができると

いう、いわゆる損益通算が最大のメリットとなっている。 

しかし、全体を合算・相殺し、また、一部の計算項目についての配賦計算が行われる仕組みであるため、税務調査等

による修正・更正（以下「修更正」）の際にも全社再計算が必要となり、国税当局・納税者共に手間となっていた。 

そこで、今回の改正により、損益通算のメリットを残しながら単体申告化するという抜本的見直しが行われることにな

り、名称も「グループ通算制度」に変更されることになった。グループ通算制度は約 2 年の猶予期間の後、令和 4 年

4 月 1 日以後開始事業年度から適用される。現行の連結納税制度を適用している企業グループも、それ以降は原則

としてグループ通算制度に自動移行する。 

また、この抜本的見直しに伴い、従来から連結納税制度選択の足かせとなっていた、子法人の時価評価課税・欠損

金の切捨てについて、組織再編税制の考え方が取り入れられ、その対象が縮小された。 

本ニュースレターでは、関連法の成立により明らかとなった、グループ通算制度への見直しの内容についての重要ポ

イントを解説することとし、その第 1 弾として、最も重要な特徴である損益通算について解説する。 

2. 損益通算とは 

損益通算とは、当年度のグループ内の損と益を相殺するということを意味するが、それだけでなく、当年度で相殺しき

れずに翌年度以降に持ち越された繰越欠損金の通算も認められている。グループ内で生じた損失をより早く、より確

実に生かしてグループ内の所得から引くことができ、税額を軽減することができる。 

この損益通算こそが、連結納税制度・グループ通算制度に共通する最大の意義であるといえる。 

連結納税ではグループ内の所得と欠損を相殺・合計することにより連結所得を計算し、連結申告をすることにより、そ

れを達成していたが、グループ通算制度では、全社計算の手間を簡略化するため単体申告化することとなったため、

「損益通算しながら単体申告」することが必要になった。 

3. 損益通算の具体的な仕組み 

連結納税制度においては、連結親法人が納税義務者となり、グループ内に所得の法人と欠損の法人が存在する場

合には、それらを合算・相殺したものを連結所得として連結申告することにより損益通算が行われていた。 

                                                           

1 所得税法等の一部を改正する法律（令和 2 年法律第 8 号）及び地方税法等の一部を改正する法律（令和 2 年法律第 5 号） 
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これに対し、グループ通算制度においては、納税主体はグループ内の各法人とされ、次のプロラタ計算により、欠損

法人の欠損金額を所得法人において損金算入することとされている（法法 64 の 5①～④）。 

① 欠損法人の通算前欠損金額の合計額（所得法人の通算前所得金額の合計額を限度）を所得法人の通算前所

得金額の比で配分し、所得法人において損金算入する 

② 損金算入金額の合計額を欠損法人の通算前欠損金額の比で配分し、欠損法人において益金算入する 

例えば、次の図のような計算になる。  

① 通算前欠損金額の合計額（400≦通算前所得金額 1,000）を通算前所得金額の比で配分し、損金算入 

A 社 400×200／1,000＝80 

B 社 400×800／1,000＝320 

② 損金算入金額の合計額を通算前欠損金額の比で配分し、益金算入 

C 社 400×200／400＝200 

D 社 400×200／400＝200 

4. 繰越欠損金の通算 

(1) 基本的な考え方 

繰越欠損金についても、基本的にグループ全体でとらえ、グループ内で通算される点については、連結納税制度と同

じである。 

具体的には、上記 3.の損益通算をしてもなお欠損金が残る場合には、これを 10 年間繰越控除し、基本的にグルー

プ全体の所得から控除できる（基本的に繰越欠損金の共有が可能であり、このようにグループ全体で共有使用され

る欠損金を「非特定欠損金」と呼ぶ）（法法 64 の 7①）。 

一方、グループ通算制度開始・加入前に発生した繰越欠損金のうち、通算グループに持ち込まれ「特定欠損金」とさ

れた金額については、その法人の所得を上限にしか使用できない（法法 64 の 7②）。 

以下、グループ通算制度における繰越欠損金控除の計算方法について説明するが、これらの計算に当たっては、当

事業年度開始日前 10 年以内に開始した親法人事業年度に対応する事業年度（以下「発生年度」）に発生した繰越

欠損金について、発生年度の古い順に、特定欠損金⇒非特定欠損金の順に控除計算を行う（法法 64 の 7①）。 

(2) 損金算入限度額 

その法人が更正法人等に該当する場合、又は通算グループ内の全社が中小法人等のみ又は新設法人のみである

場合を除き、欠損控除前所得金額（損益通算後）の 50％相当額（注 1）の合計額が繰越欠損金控除の上限（以下

「損金算入限度額」）とされる（法法 57①）。 

（注 1）更生法人等については、欠損控除前所得の金額の 100％（更生法人等の判定は各法人について行う）。また、通算グループ
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内の全て法人が中小法人等のみ又は新設法人のみである場合は、欠損控除前所得の金額の 100％（法法 57⑪）。 

(3) 特定欠損金の控除計算 

特定欠損金額（注 1）の控除額は、以下の算式により算出される（法法 64 の 7①三イ）。 

特定欠損金は、その法人の欠損控除前所得金額を上限に控除される限定付き欠損金であり、それぞれの①特定欠

損金残高（欠損控除前所得金額の残額を上限）を控除可能性のある金額として捉えた上、②通算グループ全体の損

金算入限度額合計の残額を①の比率で配分して控除額が決定される。 

（注 1）特定欠損金…その法人の欠損控除前所得金額を上限に控除される限定付き欠損金。主に、グループ通算制度開始・加入前

に発生した欠損金で、グループ通算制度開始・加入時に切り捨てられずに持ち込まれたものである（法法 64 の 7②）。 
（注 2）①括弧書及び③分母の中の「欠損控除前所得金額の残額」…欠損控除前所得金額からより古い発生事業年度の繰越欠損

金控除に使用された金額を控除した金額 
（注 3）「②通算グループ全体の損金算入限度額合計の残額」…(2)で求めた損金算入限度額の通算グループ全体の合計額からよ

り古い発生年度の繰越欠損金控除に使用された金額を控除した金額 

(4) 非特定欠損金の配賦・控除計算 

非特定欠損金については、通算グループ全体で共有して使用することを前提に控除額を算出する。 

まず、第 1 ステップとして、①非特定欠損金の通算グループ合計額を、②各通算法人の損金算入限度額の残額の比

で配賦する（法法 64 の 7①二ハ）。 

（注）「②当該通算法人の損金算入限度額の残額」…(2)で求めた損金算入限度額から、より古い発生年度の繰越欠損金控除及び

同じ発生年度の特定欠損金控除に使用された金額を控除した金額 

第 2 ステップとして、③通算グループ全体の非特定欠損金の合計額のうち、②通算グループ全体の損金算入限度額

合計の残額までの金額の比率を求め、これを非特定欠損金としての控除比率（非特定損金算入割合）として把握す

る。この非特定損金算入割合を、第 1 ステップで各法人に配賦された非特定欠損金額①に乗ずると、各通算法人に

おける非特定欠損金の損金算入金額が算出される（法法 64 の 7①三ロ）。 

5. 修更正時の処理 

連結納税制度における修更正は、連結納税グループ内のいずれか 1 社でも数字が変更になると全社やり直しになる

という点で手間がかかっていた。そのため、グループ通算制度においては、損益通算・繰越欠損金の通算によりグル

ープ内他法人と授受した金額は期限内申告書のものに固定し、修更正は対象法人 1 社についてのみにおいて行うこ

ととされた（法法 64 の 5⑤、64 の 7④⑤）。ただし、これらを悪用し、欠損金の繰越期間に対する制限を潜脱するた

め又は離脱法人に欠損金を帰属させるため、あえて誤った当初申告を行うなど、法人税の負担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、上記の取扱いを適用しないで、全体を再計算することができることとされて

いる（法法 64 の 5⑧、64 の 7⑧二）。 

6. 税効果相当額の授受 

連結納税制度においては、連結親法人がグループ全体の連結法人税額を納付するが、それぞれの法人の内訳とし

て連結法人税個別帰属額が計算されていた。そして、全体の金額を負担した連結親法人と各法人との間でその負担



4 

 

額の精算をするかどうかは任意とされており、それをグループ内で精算したとしても益金・損金を構成しないこととさ

れていた。 

これに対し、グループ通算制度においては、各法人が単体申告するため、連結法人税個別帰属額のような考え方は

ない。しかし、損益通算・欠損金の通算により他法人の欠損を自社の所得から控除することがあるため、その損益通

算・欠損金の通算の規定その他通算法人のみに適用される規定を適用することにより減少する法人税・地方法人税

の額に相当する金額として通算法人間で授受される金額（通算税効果額）については、従来同様に益金・損金を構成

しないこととされている（法法 26④、38③）。 

7. 考察 

以上のように、損益通算・欠損金の通算については、グループ通算制度においても連結納税制度と同様に、基本的

に損益通算も欠損金の通算も可能である。この点、連結納税における最大のメリットは維持されているといえる。 

一方、このことは、グループ通算制度において単体申告になってもなお、全社による配分計算が必要であり、単なる

単体申告とは異なることを意味している。 

前記 5.修更正時の処理にあるように、修更正においては他の法人の計算の影響が基本的に遮断され、その法人 1
社において計算が可能となり、全体計算のやり直しといった手間はなくなることが予想される。 

しかし、当初申告においては全体計算は維持されるということができる。単純に手間軽減とはなっていないため、注意

が必要である。 

 

（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。 
www.deloitte.com/jp/tax/nl/japan 
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