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時価評価制度における時価評価資産の対象範囲の見直し
(1)

平成 29 年度税制改正による時価評価対象資産の変更

平成 29 年度税制改正により非適格株式交換等および連結納税開始/加入時の時価評価制度における時価評価資
産の対象範囲が見直される。具体的には、帳簿価額が 1,000 万円未満の資産が時価評価対象外資産に追加され、
平成 29 年 10 月 1 日後の株式交換等、平成 29 年 10 月 1 日以後に終了する連結開始前事業年度または連結加
入前事業年度から適用される。時価評価制度における時価評価の対象となる資産と、時価評価対象から除外される
資産について、現行法と改正内容を示すと下表のとおりである（法法 61 条の 11、62 条の 9、法令 122 条の 12、
123 条の 11）。
項目

時価評価の対象となる資産

時価評価の対象から除外され
る資産

(2)

現行法


固定資産



棚卸資産である土地（土地の上に存する権利を含む）



有価証券



金銭債権



繰延資産



含み損益が次のいずれか少ない金額に満たない資産
⇒ 資本金等の額の 2 分の 1 または 1,000 万円



売買目的有価証券



償還有価証券 など

改正内容
現行規定と同様

左記の時価評価対
象外となる資産に、
帳簿価額が 1,000
万円未満の資産を
追加

改正の趣旨

今回の改正は、従来 100％子会社化において実務上の障害となっていた自己創設のれんの課税問題（買収金額と
対象会社の時価純資産の差額が営業権に該当する場合の時価評価課税）を解消することが狙いの一つであるもの
と考えられる。今回の改正と期を同じくして一定の条件でのスクイ―ズアウト取引も時価評価制度に組み込まれるこ
ととなり時価評価対象取引が拡大するため、同時に自己創設のれんの評価問題の解消を図ったものと考えられる。
今回の改正によると、自己創設のれんの帳簿価額はない（零である）ため、自己創設のれんの時価評価は不要とな
る。改正前後の自己創設のれんの取扱いを連結納税加入時のケースで考えると次頁の図とおりとなる。
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連結納税加入前

連結納税加入後

A社

A社
株式取得

B社

B社

自己創設のれんの取り扱い
（改正前）
時価評価の対象
（改正後）
帳簿価額はないため、時価評価
の対象とならない

B社 B/S

資産

負債

1,500億円

自己創設のれん

純資産
2,000億円

2,000億円

B社純資産

買収価額3,500億円

A 社が B 社を買収して、A 社の連結納税グループに加入する場合、買収価額と B 社の純資産に差額 1,500 億円が
生じているので、改正前ではこれを自己創設のれんとして B 社側で評価益課税されると考えられているが、改正後
は評価益課税されないことになる。
実務に与える影響
本稿では、上記時価評価制度の見直しが実務に与える影響や留意点について考察してみたい。
(1)

連結除外法人の 100％子会社化

会社買収の局面においては、買収価額が純資産より著しく高くなる場合も少なくない。従来、連結納税適用会社が外
部から会社を買収する場合に、100％子法人とすることで時価評価の対象となることを懸念して数％を既存株主や役
員等に保有させたり、株式の一部を外国子会社に保有させるといったケースもあったと思われる。このようにして連結
納税に取り込まれていなかった子会社については、今後、自己創設のれんが時価評価の対象外であることが明らか
となるため、当該子会社が営業権以外の時価評価資産（土地や有価証券等）や繰越欠損金を有していない場合には
少数株式を買い取って連結納税に取り込む動きが出てくる可能性がある。
また、平成 29 年度税制改正により平成 29 年 10 月 1 日以降は発行済株式等の 2／3 以上を既に保有している場
合には現金交付型の株式交換も適格株式交換となり得るため、（自己創設のれんが時価評価の対象となるか否か
にかかわらず）金銭を対価として少数株主から株式を買い取る場合も適格再編により時価評価の適用を受けないで
連結子法人とすることも可能となる。
したがって、この点だけから見れば、今後は子会社の連結納税への取込みと除外の選択を阻害する要因が減少し、
恣意性の入る余地が拡大するようにも見える。ただし、一度連結納税から外れた法人は同一の連結親法人の連結納
税グループには 5 年間加入することができないとする制限がある（法令 14 の 6①四）。また、連結納税への加入や
除外を恣意的に行って租税負担を不当に軽減させたと認められる場合には連結法人に係る行為計算否認（法法
132 の 3）が適用される可能性があることにも留意しなければならない。
(2)

過去の時価評価による残存簿価がある場合

今回の改正で時価評価対象から除外されるのは帳簿価額が 1,000 万円未満の資産であり、逆に言えば帳簿価額
1,000 万円以上の営業権がある場合は引き続き時価評価を要する。たとえば、以前に時価評価を実施した自己創設
のれんの残存簿価が 1,000 万円以上ある会社を、別の会社が買収し、新たに別の会社の連結納税グループに加入
することになったケースである。今回の改正に従えば、この場合（下図ケース 1）の自己創設のれんの帳簿価額は
5,000 万円であるため、含み損益が 1,000 万円（もしくは資本金等の額の 2 分の 1）未満でない限り、時価評価資産
の対象になり、時価評価課税の問題が生じることになる。
(3)

持株会社を買収する場合

持株会社形態をとっているグループ会社全体を買収する場合も留意が必要である。次頁図ケース 2 はある持株会社
を株式交換完全子法人とする非適格株式交換を行ったケースである。この場合、持株会社（B 社）において、保有す
る資産について時価評価を行うことになる。親会社である持株会社自体には自己創設のれんがなくても、保有する子
会社株式（C 社株式・D 社株式）の評価額が帳簿価額より高く C 社・D 社に自己創設のれんが生じている場合には
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子会社株式の評価益課税という形で依然として課税がなされることになる。これは、100％子会社の株式であっても、
有価証券が従前の取扱い同様、時価評価資産の対象に含まれているためである。
ケース1

ケース2

連結納税グループA

B社株式

B社
株主

A社

連結納税グループB

B社

株式交換

A社

A社株式

株式取得

B社
(HD)

自己創設のれん（帳簿価額5,000万円）
→時価評価が必要

C社

保有しているC社株式、D社株式の
評価額が高い場合には、評価益課税

D社

今回の改正により自己創設のれんの評価は不要になるが、上記で考察したとおり時価評価制度に係る問題がすべ
て解消されたわけではない。具体的な企業買収等の場面を想定した場合、個々の状況に応じて議論されるべき論点
は異なるが、平成 29 年度税制改正により組織再編税制は大きく変化したため、これまでとは異なる観点からの分析
が必要となるケースも想定される。そのため、自己創設のれんの評価が不要となることで、事前の分析の重要性が
低下することはなく、実務上は、予見可能性を高める観点から、事前の分析を行うことは引き続き重要であると考えら
れる。
※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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