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法人税・事業税

設立後５年内の連結子法人を合併法人とする
吸収合併における欠損金の取扱い
当社は下記概要の連結納税グループ（12月決算、当期：Ｘ６事業年度が連結納
税適用初年度）の連結子法人（Ｓ１）であり、当Ｘ６事業年度中（Ｘ６年７月１
日）に、事業統合の必要性から当社を合併法人、連結子法人（Ｓ２）を被合併法人
とする吸収合併（無対価）を行っています。Ｓ２には合併直前のみなし事業年度（Ｘ６年
１月１日〜６月 30日：単体申告）において発生した欠損金があります。当社は当該合併
の日の前日から５年内に連結親法人（Ｐ）によって新規設立された後、Ｐの事業の一部を
吸収分割により受け入れた法人ですが、欠損金の引継ぎに何らかの制限がありますか。ま
た、法人税（連結）と事業税（単体）で欠損金の取扱いに差異が生じるのでしょうか。
連結納税グループ

（法人税）Ｐによる連結完全支配
関係がある法人間の適格合併であ
るため、当該欠損金は当該合併の
日の属する連結事業年度において損金の
額に算入されます（法法 81の９④)。
（事業税）一定の場合には制限がかかり
ますが、本件においては原則どおり事業
税の繰越欠損金として引き継がれます
（地令 20の３②③、法法 57②)。

【解

説】

前提：
Ｓ１はＸ４年４月１日付でＰにより新規
設立され、それ以後Ｐとの完全支配関係が
継続しています。なお、Ｘ５年７月１日に
Ｐから事業の一部を適格分割により受け入
れています（Ｓ１が合併前に行っている適
格組織再編は、当該適格分割のみとなりま
す)。
Ｓ２はＸ０年１月１日付で設立され、同
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年７月１日にＰが第３者よりＳ２株式の

配関係を有する連結法人であり、当該吸収

100％を取得し、同日以後Ｐとの完全支配

合併は当連結事業年度の期中において行わ

関係が継続しています。

れているため、Ｓ２のみなし事業年度にお

吸収合併は適格合併に該当し、当連結事

いて生じた欠損金相当額は、当該吸収合併

業年度のＸ６年７月１日付で効力が発生し

の日が属するＳ１の連結事業年度の連結所

ています。

得の金額の計算上、損金の額に算入されま

Ｓ２には合併直前のみなし事業年度（Ｘ

す。

６年１月１日〜６月 30日：単体申告）で
発生した欠損金があるのみで、それ以前の

２

事業税

事業年度で発生した繰越欠損金はありませ

事業税には連結納税制度がないため、法

ん（Ｓ１も繰越欠損金は有しておりませ

人税の単体納税の場合と同様の取扱いとな

ん)。

ります。適格合併であれば原則として被合
併法人の事業税の繰越欠損金は合併法人へ

１

法人税

引き継がれることになりますが（地令 20

連結納税グループ内の法人間の適格合併

の３②、法法 57②）、支配関係（注１)が あ

については、繰越欠損金の引継ぎ（および

る法人間の適格合併については、⑴みなし

利用）の制限はありません（法法 62①、

共同事業要件、または、⑵合併法人の合併

62の２、81の９⑤一)。なお、期中合併の

事業年度開始の日の５年前の日、合併法人

場合、被合併法人の合併直前のみなし事業

もしくは被合併法人の設立日のいずれか遅

年度において生じた欠損金額は、繰越欠損

い日から支配関係が継続している、のいず

金として引き継がれるのではなく、合併法

れの要件も満たさない場合には、被合併法

人の当該合併の日の属する連結事業年度の

人の事業税の繰越欠損金について合併法人

連結所得の金額の計算上、損金の額に算入

への引継ぎに制限（注２)が課されます（地

されます（法法 81の９④)。これは、期中

令 20の３②、法法 57③)。

に連結納税グループ内で合併が行われた場
合、被合併法人は事業年度を区切り、単体

(注１) 支配関係とは、一の者が法人の発行済株式

申告を行うものの、被合併法人から移転す

総数（自己株式を除きます）の 50％超を直
接または間接に保有する関係として政令で定
める関係（「当事者間の支配関係」
）または一
の者との間に当事者間の支配関係がある法人

る資産等は連結納税グループ内に留まって
いることから、みなし事業年度（単体申
告）において生じた欠損金額について、実
質的に同一の連結事業年度において生じた
損金の額とすることとされていることによ
るものです。
したがって、合併法人（Ｓ１）と被合併
法人（Ｓ２）は共にＰとの間に連結完全支

相互の関係（法法２十二の七の五）をいいま
す。
(注２) 支配関係があることとなった事業年度（支
配関係事業年度）前の各事業年度の欠損金お
よび支配関係事業年度以後の各事業年度の欠
損金のうち特定資産譲渡等損失相当額は、引
き継ぐことができません。
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上記⑵の設立日からの支配関係が継続し

（Ｐ）を分割法人とする適格吸収分割で、

ている場合であっても、設立した法人を受

Ｓ２とＰとの間に最後に支配関係があるこ

皿として介するような一定の場合について

ととなった日（Ｘ０年７月１日）以後のＸ

は、制限が課されることとなるため、検討

４年４月１日付で設立された当該内国法人

が必要となります（法法 57③、法令 112

（Ｓ１）を分割承継法人とするものが行わ

④)。

れていた場合に該当しますが、ＰとＳ２の

合併法人（Ｓ１）の合併事業年度開始の

間に最後に支配関係があることとなった日

日の５年前の日（Ｘ１年１月１日）
、合併

（Ｘ０年７月１日）が当該５年前の日（Ｘ

法人の設立日（Ｘ４年４月１日）
、被合併

１年１月１日）以前であり、「同日が当該

法人の設立日（Ｘ０年１月１日）のいずれ

５年前の日以前である場合を除く」という、

か遅い日はＸ４年４月１日であり、Ｘ４年

括弧書の場合に該当するため、同号ハの対

４月１日から支配関係は継続していますの

象からは除外されます。

で、一定の場合に該当しなければ、欠損金

つまり、一定の場合には該当せず、被合

の引継ぎについての制限を課されないこと

併法人（Ｓ２）の事業税の欠損金はＳ１へ

となります。

引き継ぐことができます。

一定の場合とは、法人税法施行令 112条

上記要件は、合併法人を受皿法人として

４項２号イ〜ハに規定されていますが、合

設立、介在させることにより支配関係発生

併法人が設立されている場合であるハは、

前の被合併法人の欠損金等の利用が可能と

以下となります。

なることに一定の制限をかけているもので
ありますが、合併法人を受皿として利用し

ハ

当該被合併法人等との間に支配関

た他の法人と被合併法人が最後に支配関係

係がある他の法人を被合併法人、分

があることとなった日から５年超経過して

割法人、現物出資法人又は現物分配

いる場合には、そもそも設立した法人を介

法人とする法第 57条第４項に規定

在しなくても欠損金の引継ぎに制限が生じ

する適格組織再編成等で、当該内国

ないような状況であり、同号ハ括弧書によ

法人を設立するもの又は当該被合併

りその制限対象から除外されているもので

法人等と当該他の法人との間に最後

あります。

に支配関係があることとなった日以

したがって、本件は法人税法施行令 112

後に設立された当該内国法人を合併

条４項のうち２号に該当することとなるた

法人、分割承継法人、被現物出資法

め、一定の制限は課せられず、原則どおり

人若しくは被現物分配法人とするも

被合併法人（Ｓ２）の事業税の繰越欠損金

のが行われていた場合（同日が当該

は合併法人（Ｓ１）へ引き継がれることに

５年前の日以前である場合を除く。）

なります。
なお、合併法人（Ｓ１）の合併の日が属

本件にあてはめますと、被合併法人（Ｓ

する事業年度において、当該金額は法人税

２）と の 間 に 支 配 関 係 が あ る 他 の 法 人

の個別所得金額算定上既に減算済みである
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ため、事業税所得割の課税標準算定上、当

て、適格合併であれば被合併法人が有する

該金額を加算する必要がある点に留意が必

住民税の欠損金である控除対象個別帰属調

要です。また、合併直前のみなし事業年度

整額・控除対象個別帰属税額は合併法人へ

（Ｘ６年１月１日〜６月 30日）の欠損金は

引き継がれます（地法 53⑦⑩、321の８

合併法人の合併事業年度開始の日以後に開

⑦⑩)。合併直前のみなし事業年度におい

始した被合併法人の事業年度の欠損金であ

て生じた欠損金については、法人税の取扱

り、合併法人の前事業年度（Ｘ５年１月１

いにより、合併法人で損金算入されること

日〜12月 31日）の繰越欠損金となります。

となり（連結個別所得金額算定上減算）、
それを反映した連結法人税個別帰属税額が

３

住民税（参考）

住民税の課税標準とされることとなります

本件においては、被合併法人は住民税の
繰越欠損金を有していません。
（参

とし

（みなし事業年度（単体申告）では、住民
税の繰越欠損金は生じません)。

※ 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

《デロイト トーマツ税理士法人
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