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1.

背景

平成 22 年度税制改正において連結子法人の連結納税加入に伴う繰越欠損金の切捨ての規定が緩和されたことに
伴い、近年グループ内における課税所得の相殺および欠損金額の利用等の税務メリットを享受するため連結納税を
適用する内国法人グループが増加の一途をたどっている。M&A の実務でも連結納税適用法人を対象にデューデリ
ジェンス（以下「DD」）を実施する機会が増加しており、今後さらに増えていくものと考えられる。
そこで本稿では、単体納税法人と比べ、連結納税適用法人を買収する時における留意点を、内国法人がストックディ
ールで 100％買収するケースに絞って検討する。なお、意見にわたる部分は筆者らの私見である点に留意された
い。
【連結納税適用法人のストックディールのイメージ図】
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2.

解説

(1)

事業年度

1)

取りやめおよび離脱時の事業年度

a)

連結事業年度の考え方

連結納税適用法人を買収する際の留意点として、まず税務特有の事業年度の論点が挙げられる。連結納税におけ
る事業年度は、連結納税グループ全体の法人について連結親法人の事業年度と一致させる必要があり、連結子法
人が連結親法人と異なる事業年度の場合、連結親法人の事業年度が税務申告用の事業年度とみなされることとな
る。連結納税の取りやめまたは離脱等における連結法人の事業年度についても、異なる納税単位についての課税所
得計算を区分する観点から、所定のみなし事業年度を設ける措置が設けられている。
連結子法人の買収の場合

b)

みなし事業年度
連結子法人を買収したことにより、連結親法人と連結子法人との間に連結完全支配関係がなくなった場合には、その
連結完全支配関係がなくなった日において当該連結子法人について連結納税の承認が取り消されたものとみなされ
る。この結果、当該連結子法人は、（i）「（従前の連結親法人の）連結事業年度開始の日から、その離脱の日の前日
までの期間」、（ii）「その離脱の日からのその連結事業年度終了日までの期間」、（iii）「その終了日の翌日から当該翌
日の属する連結子法人の原則の事業年度終了の日までの期間」についてみなし事業年度を設けることとなる。
【連結子法人離脱時のみなし事業年度のイメージ図】
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上記例で連結法人グループ内の連結子法人 S2 を買収する場合、S2 は、その離脱事業年度について連結法人とし
て単体申告を行った上で、連結納税グループを離脱する。買主の目線に立った場合、みなし事業年度についての税
務申告の事務負担が増えるだけでなく、買収後間もない状況で買収前の期間（みなし事業年度）についての税務申
告を行う義務が生じることから、DD レポート等を通じて過去の税務申告の状況や、処理方針について早期に把握し
ておくことが望まれる。なお、この連結法人としての単体申告については、あくまで単体申告であるため、当該連結子
法人（上記例の S2）が当該事業年度に係る申告納付等の義務を負うが、課税所得計算にあたっては一部連結法人
としての取扱いが適用される項目がある点にも留意されたい。
c)

連結親法人の買収の場合

連結親法人を買収したことにより連結納税が取りやめになった場合にも、上記連結子法人の買収のケースと同様み
なし事業年度を設けることとなるが、ストックディールにおける連結納税の取りやめ事由として、連結親法人が買主で
ある他の内国法人によりその発行済株式等を 100％取得されることにより、当該他の内国法人の 100％子会社とな
るケースが想定される。当該他の内国法人が単体納税を行っている場合、（i）「（従前の連結親法人の）連結事業年
度開始の日から、当該完全支配関係が生じた日（買主の 100％子法人となった日）の前日までの期間」をみなし事業
年度として区切り、最後の連結申告を行うこととなる。さらに、（ii）「当該完全支配関係が生じた日から連結事業年度
終了の日までの期間」、および（iii）「連結事業年度終了の日の翌日から、各法人の事業年度終了の日までの期間」
をそれぞれ事業年度とみなすこととされている。
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【連結納税取りやめ時のみなし事業年度のイメージ図】
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上記例で連結親法人 P を買収した場合、買収の日の前日までの期間について P、S1 および S2 で最後の連結申告
を行った上で、以後それぞれの法人で単体申告および納税を行うこととなる。さらに、買主側でも連結納税を採用して
いる場合には、最後の連結申告を行うみなし事業年度後に、買収法人の連結事業年度に基づいてみなし事業年度
を設けて、新たな連結納税グループに参加し納税申告を行うこととなる。
(2)

離脱時・買収時の特殊な課税

連結納税適用法人の株式を 100％買収する場合の特殊な課税のうち、特に留意すべきと思われる税務特有の課税
の取扱いの概要を以下に記載する。
1)

離脱時における時価評価の必要性

原則として法人が連結納税に連結子法人として新たに加入する場合には一定の資産について時価評価による課税
が発生するが、連結納税離脱時においてはそのような時価評価課税の規定はないため、ストックディールによる離脱
または取りやめについては考慮不要である。また、連結納税開始時または加入時に行われた時価評価による加算・
減算留保がある場合には、離脱時に取戻しが図られるといったことはなく、単体納税に引き継がれる。なお、買主で
ある内国法人も連結納税を採用している場合、100％対象会社の株式を取得すると再度連結納税グループに加入す
ることとなるため、別途買主側の連結納税への加入に伴う時価評価の問題を検討する必要がある。なお 2016 年 12
月 8 日に公表された平成 29 年度与党税制改正大綱によれば時価評価の対象となる資産の範囲の見直しがされる
との方針が示されており、今後この改正による影響が注目される。
2)

帳簿価額修正

連結納税適用法人の買収により連結納税を離脱し、あるいは取りやめとなる場合、その株主である連結法人におい
て帳簿価額修正を行う必要がある。この帳簿価額修正は、連結子法人株式の譲渡原価を調整することにより連結納
税下において課税済みである連結子法人の利益または他の連結法人の課税所得と相殺済みの損失について二重
課税または二重控除を排除する目的で行われる。連結子法人株式の買収の場合、帳簿価額修正はその株主である
連結法人（すなわち売主側）において行うべきもののため、基本的に買主側には影響はないが、売主側にどの程度
の帳簿価額修正が行われるかは、対象会社の株式価値を交渉する際に重要なファクターとなり得る。
他方、買主である内国法人が連結親法人を買収し連結納税が取りやめとなる場合においては、取りやめによりそれ
ぞれ別の納税主体となるため、連結子法人株式の帳簿価額修正を行い、その株主の利益積立金額を修正しておく必
要が生じる。したがって、連結親法人を買収すると、その連れ子である連結子法人について税務上の簿価が帳簿価
額修正の金額分だけステップアップ（あるいはステップダウン）することとなる。
3)

繰延譲渡損益の実現

連結子法人が連結納税離脱時に譲渡損益調整資産に係る繰延譲渡損益を有している場合には、離脱事業年度に
おいてその繰延譲渡損益を実現させる必要がある。一方で、離脱する連結子法人が譲渡損益調整資産を保有して
いる場合は、譲渡法人側でその譲渡損益調整資産に係る繰延譲渡損益を実現させる必要がある。
(3)

離脱時における繰越欠損金の取扱い

連結納税においては、連結法人各社における課税所得金額と欠損金額が相殺され、各連結事業年の連結課税所得
または連結欠損金額が計算される。連結欠損金については連結事業年度中に発生したものに加え、連結親法人ま
たは一定の連結子法人が連結納税グループに持ち込んだものまでが含まれる。買収する連結法人が連結納税グル
ープを離脱する際に有している連結欠損金個別帰属額は、原則として離脱後においても当該法人の固有の繰越欠
損金として引き継ぐことが認められているため、対象会社の繰越欠損金額が利用可能かを検証する作業が必要にな
るのは単体納税と同様である。
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(4)

連結納税下における租税債務

連結子法人は帰属する連結納税グループにかかる連結法人税について、連結親法人と共に連帯納付責任を負って
いるため、税務調査等により連結納税グループ参加時における連結法人税が増加した場合に、当該子法人が負担
すべき増加額（連結法人税個別帰属額の増加額）のみならず、納税義務の成立した連結法人税の全額について納
税負担を要求されることも理論的には可能である。
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