平成 29年１月 16日

第 6444号

疑 相
問 談

国

税

速

報

第３種郵便物認可 (37 )

法人税

特定引継資産である減価償却資産を
100％グループ内の法人に譲渡した場合の課税関係
内国法人Ａ社は、内国法人Ｂ社および内国法人Ｃ社（いずれも単体納税法人で３
月決算）の株式の 100％を保有しています。
このたび、Ａ社グループ内の事業再構築の一環として、Ｂ社が有する機械装置
（帳簿価額 3,000万円）をＣ社に移管するため、Ｂ社は当該資産をＣ社に時価相当の
2,000万円により譲渡し、Ｂ社において 1,000万円の譲渡損失が生じています。
譲渡した資産は、Ｂ社がX1．10．
１にＡ社グループ内の他の法人との適格合併により引き
継いだ資産ですが、Ａ社による当該他の法人買収後１年以内に実施された、みなし共同事
業要件を満たさない適格合併であったため、特定資産譲渡等損失の制限対象（制限期間は
４．
１〜X4．３．31）となる特定引継資産に該当します。
X1．
この場合、Ｂ社において生じた譲渡損失の当事業年度以後の取扱いを教えてください。
なお、譲渡を受けたＣ社は、当該資産を譲受後速やかに事業の用に供しており、減価償
却を通じてその償却費を以下のとおり損金の額に算入しています。

Ｂ社がＣ社に譲渡する資産は特
定引継資産に該当するとのことで
すが、同時に、譲渡損益調整資産
の譲渡に該当します。この場合、当該譲
渡損失 1,000万円は、この段階では特定
資産譲渡等損失の制限対象とはならず、

譲渡損益調整資産に係る損失として繰り
延べる（加算・留保）こととなります。
また、譲受法人であるＣ社において当該
資産に係る減価償却費が損金の額に算入
されている場合、上記において繰り延べ
られた損失のうち 100万円（譲渡損 失
1,000万円×償却費 200万円╱取得価額
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2,000万円）が認容（減算・留保）され

は、固定資産、土地（土地の上に存する

ますが、この部分は特定資産譲渡等損失

権利を含み、固定資産に該当するものを

の制限対象となるため、同額を加算（社

除く）、有価証券、金銭債権および繰延

外流出）調整する必要があります。

資産とされています。また、次の資産は

翌事業年度（X5．
３．31期）以 後 も 同
様に、譲受法人であるＣ社において当該

対象外とされています（法令 122の 14
①)。

資産に係る減価償却費が損金の額に算入

売買目的有価証券

されている場合、繰り延べられた損失の

その譲渡を受けた他の内国法人にお

うち 200万円（譲渡損失 1,000万円×償

いて売買目的有価証券とされる有価証

却費 400万円╱取得価額 2,000万円）が

券

認容（減算・留保）されますが、適用期

その譲渡直前の帳簿価額が 1,000万

間が経過しているため、特定資産譲渡等
損失の制限規定の適用はないと

えられ

ます。

【解
１

説】
100％グループ内の法人間の資産の譲渡

取引等（法法 61の 13）の概要
⑴ 譲渡損益の繰延処理
内国法人がその有する譲渡損益調整資
産をその内国法人との間に完全支配関係
がある他の内国法人に譲渡した場合には、
その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額
又は譲渡損失額に相当する金額は、その
譲渡した事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額又は益金の額に算入する、すな
わち、譲渡の時点においては譲渡利益額
又は譲渡損失額を計上しない（繰り延べ
る）こととされています。
⑵ 譲渡損益調整資産
上記の対象となる譲渡損益調整資産と

円に満たない資産
⑶

繰り延べた譲渡損益の実現
内国法人が譲渡損益調整資産につき上
記⑴による繰延制度の適用を受けた場合
において、その譲渡を受けた法人におい
て当該譲渡損益調整資産の譲渡、貸倒れ、
除却その他これらに類する事由等が生じ
たときは、当該譲渡利益額又は譲渡損失
額に相当する金額は、その内国法人の各
事業年度の所得の金額の計算上、益金の
額または損金の額に算入することとされ
ています（法法 61の 13②)。
当該譲渡損益調整資産が譲受法人にお
いて減価償却資産に該当し、その償却費
が損金の額に算入された場合には、次の
１）原則法または２）簡便法により計算
した金額を各事業年度の益金の額または
損金の額に算入することとされています

（法令 122の 14④三⑥一、法基通 12の
４―３―８)。

1) 原則法
譲受法人において償却費として損金の額に算入された金額
譲渡利益額また
×
は譲渡損失額
譲受法人における譲渡損益調整資産の取得価額
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2) 簡便法
譲渡法人の当該事業年度開始の日からその終了の日までの期間
譲渡利益額また
×
は譲渡損失額
譲受法人がその譲渡損益調整資産について適用する耐用年数 × 12
譲渡の日を含む事業年度については、譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期
間
なお、本事例では便宜上 1) 原則法

特定引継資産（合併法人等が被合併

を適用するものとして解説していきます。

法人等から適格合併等により移転を受
けた資産で、被合併法人等が支配関係

２

特定資産譲渡等損失の制限規定（法法

発生日前から有していた一定の資産）

62の７）の概要

の譲渡等による損失の額

⑴ 趣旨および概要

特定保有資産（合併法人等が支配関

適格合併等を行った場合、被合併法人

係発生日前から有していた一定の資

等の資産および負債は簿価で合併法人等
に引き継がれます（法法 62の２)。この

産）の譲渡等による損失の額
⑶

譲渡損益調整資産との適用関係

ため、含み損のある資産を有する法人を

上述のとおり、特定資産譲渡等損失額

買収合併し、適格合併等により簿価で引

には、譲渡等による損失の額が含まれま

き継いだ後に売却して実現させた含み損

すが、法人税法第 61条の 13により繰り

を合併法人等の所得と相殺するといった

延べられた譲渡損益は、法人税法上損金

租税回避行為が想定され得るため、これ

の額または益金の額に算入されていない

を防止する観点から、みなし共同事業要

ため、その段階では特定資産譲渡等損失

件を満たさず、かつ、被合併法人等と合

額の損金不算入の適用対象とならないこ

併法人等との間に一定期間以上の支配関

ととされています（法令 123の８④六)。

係の継続がなかった場合には、特定資産

よって、当該譲渡の後にグループ外に

譲渡等損失額の損金不算入が課されるこ

譲渡された場合や、譲受法人において償

ととされています。具体的には、合併法

却が行われたこと等により、当該譲渡損

人等の適用期間内において、特定資産の

益が実現したときの取扱いが課題となり

譲渡、貸倒れ、除却その他これらに類す

ますが、これらの繰延譲渡損益の実現に

る事由（以下「譲渡等」といいます）に

ついては、資産の譲渡と同視することが

より損失等が生じる場合には、当該損失

できることから、特定資産譲渡等損失額

等の額は損金の額に算入することができ

に含まれるとされています（法令 123の

ないとされています。

８⑤三⑨三)。

⑵ 特定資産譲渡等損失額の意義
特定資産譲渡等損失額とは、原則とし
て以下の金額の合計額とされています
（法法 62の７②)。

３
⑴

本件への当てはめ
当事業年度（X4．
３．
31期）
Ｂ社がＣ社に譲渡する資産は特定引継
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資産に該当するとのことですが、完全支

等損失の制限対象となるため、認容額と

配関係がある法人間の譲渡については、

同額を加算（社外流出）調整する必要が

譲渡損益調整資産の譲渡に該当し、上記

あります。

２⑶のとおりこの段階では特定資産譲渡

⑵

翌事業年度（X5．
3．31期）以後

等損失の制限対象とはならないため、当

上記⑴と同様に、譲受法人であるＣ社

該譲渡損失 1,000万円を、いったん、譲

において当該資産に係る減価償却が行わ

渡損益調整資産に係る損失として繰り延

れている場合には、繰り延べられた損失

べる（加算・留保）こととなります。

のうち 200万円（譲渡損失 1,000万円×

また、譲受法人であるＣ社において当

償却費 400万円╱取得価額 2,000万円）

該資産に係る減価償却が行われている場

が認容（減算・留保）されます。

合には、上記において繰り延べられた損
失 の う ち 100万 円（譲 渡 損 失 1,000万

ただし、X5．3．31期以後においては、
特定資産譲渡等損失の制限対象となる期

円×償却費 200万円╱取得価額 2,000万

間が経過しているため、法人税法第 62

円）が認容（減算・留保）されることと

条の７の制限規定の適用はなく、加算調

なりますが、この部分については、繰延

整は不要と

えられます。

損益が実現したものとして特定資産譲渡
※ 本文中、意見にわたる部分は筆者の私見であり、デロイト トーマツ税理士法人の公式見解では
ありません
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