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１ はじめに

本稿の課題は、組織再編税制において、先

ず、減価償却資産は如何にして引継がれるか、

ということを明らかにし、次に、利益積立金額

は如何なる場合に引継がれ、如何なる場合に引

継がれないか、ということを明らかにし、これ

らの場合にそれぞれ、減価償却資産の引継ぎは

如何ようになるか、ということを明らかにする

ことである。副次的には、資産及び負債の帳簿

価額と、減価償却資産の「帳簿に記載された金

額」との相違点を明らかにし、又、適格事後設

立それ自体を明らかにすることも意図してい

る。

本稿では、このような課題を果すために、そ

れぞれ最初に法律の条文を掲げ、それを検討す

るスタイルを取ることにする。条文は中途にお

いて省略することもあるが、煩瑣を極めるの

で、その省略することを、その度毎に断ること

はしないことにする。

以下、２では減価償却資産の引継ぎを検討

し、３では、利益積立金額の引継ぎを、引継が

れない場合も含めて検討し、併せて、引継がれ

ない場合も含めて、利益積立金額の引継ぎとの

関連で、減価償却資産の引継ぎに触れることに

する。４では簡単に本稿の結論を述べることに

する。

２ 減価償却資産の引継ぎ

２－１ 償却費の損金経理額および期中損金経

理額

法人税法

（減価償却資産の償却費の計算及びその償

却の方法）

第三十一条 内国法人の各事業年度終了の

時において有する減価償却資産につきその

償却費として第二十二条第三項（各事業年

度の損金の額に算入する金額）の規定によ

り当該事業年度の所得の金額の計算上損金

の額に算入する金額は、その内国法人が当

該事業年度においてその償却費として損金

経理をした金額（以下この条において「損

金経理額」という。）のうち、その内国法人

が当該資産について選定した償却の方法

（償却方法を選定しなかつた場合には、償

却の方法のうち政令で定める方法）に基づ

き政令で定めるところにより計算した金額

（次項において「償却限度額」という。）に

達するまでの金額とする。

２ 内国法人が、適格分社型分割、適格現

物出資又は適格事後設立（第四項までにお

いて「適格分社型分割等」という。）により

分割承継法人、被現物出資法人又は被事後

設立法人に減価償却資産を移転する場合に

おいて、当該減価償却資産について損金経

理に相当する金額を費用の額としたとき

は、当該費用の額とした金額（次項及び第
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四項において「期中損金経理額」とい

う。）のうち、当該減価償却資産につき当該

適格分社型分割等の日の前日を事業年度終

了の日とした場合に前項の規定により計算

される償却限度額に相当する金額に達する

までの金額は、当該適格分社型分割等の日

の属する事業年度（第四項において「分割

等事業年度」という。）の所得の金額の計算

上、損金の額に算入する。

法人税法

（事業年度の意義）

第十三条 この法律において「事業年度」

とは、法人の財産及び損益の計算の単位と

なる期間（以下この章において「会計期

間」という。）で、法令で定めるもの又は法

人の定款、寄附行為、規則若しくは規約

（以下この章において「定款等」という。）

に定めるものをいい、法令又は定款等に会

計期間の定めがない場合には、次項の規定

により納税地の所轄税務署長に届け出た会

計期間又は第三項の規定により納税地の所

轄税務署長が指定した会計期間若しくは第

四項に規定する期間をいう。ただし、これ

らの期間が一年を超える場合は、当該期間

をその開始の日以後一年ごとに区分した各

期間（最後に一年未満の期間を生じたとき

は、その一年未満の期間）をいう。

（みなし事業年度）

第十四条 次の各号に規定する法人が当該

各号に掲げる場合に該当することとなつた

ときは、前条第一項の規定にかかわらず、

当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人

の事業年度とみなす。

一 内国法人である普通法人又は協同組合

等が事業年度の中途において解散（合併に

よる解散を除く。）をした場合（第十号に掲

げる場合を除く。）その事業年度開始の日か

ら解散の日までの期間及び解散の日の翌日

からその事業年度終了の日までの期間

二 法人が事業年度の中途において合併に

より解散した場合（第十一号に掲げる場合

を除く。）その事業年度開始の日から合併の

日の前日までの期間

三 法人が事業年度の中途において当該法

人を分割法人とする分割型分割を行つた場

合（第十二号に掲げる場合を除く。）その事

業年度開始の日から分割型分割の日の前日

までの期間及び分割型分割の日からその事

業年度終了の日までの期間

法人税法における減価償却の規定を検討する

に先立って予め、次の点を指摘しておくことに

する。法人税法においては、減価償却との関連

で、損金経理額という用語が頻繁に使用されて

いる。この用語は、法人税法第３１条第１項にお

いて規定され、その後も頻繁に使用されてい

る。しかし、この定義も、又、その後の使用法

も、何れも、ミスリーディングである。と言う

のは、「損金経理額」は、法第３１条第１項にお

いて、「償却費として損金経理した金額」と規

定されているが、これは損金という法人税法の

計算上の用語が使用されているものの、税法の

計算上とは関係がない、会社計算上の費用処理

額だからである。つまり、この第１項で規定さ

れている「損金経理額」は、同じく第１項で規

定されている「所得の金額の計算上損金の額に

算入する金額」という規定の中の法人税法上の

「損金」とは無関係の、会社計算上の費用処理

額だからである。この「損金経理額」は、会社

計算上の費用処理額と言い替えられるのが相応

しい。しかし、この「損金経理額」という用語

は法人税法において頻繁に使用されており、ミ

スリーディングとすると、その度毎に訂正する

ことが必要になってくる。しかし、それではあ

まりにも煩瑣を極めるので、以下でも、「損金

経理額」という用語を使用することにするが、

あくまでミスリーディングであることを前提に

して使用することにする。（この「損金経理

額」という用語はミスリーディングである、と

いう指摘は、私のオリジナルではなく、帝京大
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学大学院経済学研究科の平成１８年度修士課程１

年在籍の野田和宏君のオリジナルである。「損

金経理額」を費用処理額と言い替えるのも同様

である）。

法３１条第１項において最も銘記すべき規定

は、「各事業年度終了の時において有する減価

償却資産につき」という規定であり、特に「事

業年度終了の時」という規定である。「内国法

人が当該事業年度においてその償却費として損

金経理をした金額」「損金経理額」は、あくま

で、「事業年度終了の時において有する減価償

却資産につき」である。「事業年度終了の時」

という規定は、減価償却に関する規定の、すべ

ての出発点である。

法３１条第２項が設けられているのは、組織再

編税制において移転される減価償却資産につい

て、移転される日の前日を期末とする、いわば

最終事業年度とすることが、適格合併等につい

ては法第１４条において規定されているが、適格

分社型分割等においては規定されていないから

である。すなわち、同条第２号においては適格

合併について、又、第３号においては適格分割

型分割について、それぞれ、みなし事業年度が

規定されている。従って適格合併等について

は、法第３１条第１の項において、「内国法人の

各事業年度終了の時において有する減価償却資

産につき」「その内国法人が当該事業年度にお

いてその償却費として損金経理をした金額」

「損金経理額」が規定されることになっている

のである。

しかし、適格分社型分割等における移転され

る減価償却資産については、移転される日の前

日を含む、いわば最終の期間が、事業年度とし

て規定されていない。そこで法第３１条第２項が

設けられているのである。この第２項で、「当

該減価償却資産につき当該適格分社型分割等の

日の前日を事業年度終了の日とした場合」と規

定されているが、これは詳しくは、仮定という

語句を補った、「……事業年度終了の日と」仮

定「した場合」という規定であって、あくま

で、みなし事業年度ではなく、仮定した事業年

度である。以下でも、仮定した事業年度と表現

して、この語句を使用することにする。

この第２項の末尾の、「前項の規定により計

算される償却限度額に相当する金額に達するま

での金額は、当該適格分社型分割等の日の属す

る事業年度（第四項において『分割等事業年

度』という。）の所得の金額の計算上、損金の額

に算入する」という規定における、「分割等事

業年度」は、分割法人等の事業年度である。分

割法人等は、減価償却資産を分割承継法人等に

移転しても、それ自体は存続するので、「適格

分社型分割等の日の属する事業年度」つまり

「分割等事業年度」が存在しうるのである。「適

格分社型分割等の日」は一般には、この「分割

等事業年度」の中途における日である。結局、

仮定した事業年度は、「分割等事業年度」に包

含される関係にある。

第１項では、「償却費として当該事業年度の

所得の金額の計算上損金の額に算入する金額」

である「償却限度額」は、「内国法人の各事業

年度終了の時において有する減価償却資産につ

き」規定されている。しかし、分割法人等は、

分割承継法人等に移転する減価償却資産を、一

般には「事業年度終了の時において有する」こ

とはない。「事業年度終了の時において有す

る」ことはないにも拘らず、仮定した事業年度

における償却限度額を、分割等事業年度におけ

る償却限度額として認容する、というのが、第

２項の規定の意味である。

しかし、この第２項の前半部分は、循環論法

に陥入っている。後半部分で初めて規定される

ことを、前半部分では前提しているからであ

る。すなわち、前半部分の「内国法人が、適格

分社型分割等により分割承継法人……に減価償

却資産を移転する場合において、当該償却資産

について損金経理額に相当する金額を費用の額

としたときは、当該費用の額とした金額（『期
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中損金額』という。）のうち」において、「損金

経理額」は、事業年度が規定され、その終了の

時が規定されることを前提としているからであ

る。いわば、仮定した事業年度が規定されない

と、この損金経理額は存在しえないのである。

結局、この前半部分は不要である。規定として

は穴漫になっているのである。

「期中損金経理額」という用語にしても、こ

の第２項の後半部分において、内容的には規定

されている。と言うのは、後半部分の「前項の

規定により計算される償却限度額に相当する金

額に達するまでの金額は、当該適格分社型分割

等の日の属する事業年度（『分割等事業年度』

という。）の所得の金額の計算上、損金の額に算

入する」という規定においては、前項つまり第

１項における「その内国法人が当該事業年度に

おいてその償却費として損金経理をした金額」

「損金経理額」の規定を、内包しているからで

ある。仮定した事業年度が規定されると、損金

経理額が規定されるからである。移転される減

価償却資産につき、仮定した事業年度におい

て、分割法人等が償却費とした金額が、「期中

損金経理額」なのである。

以下では、損金経理額のうち、償却限度額を

超過する部分は、償却限度超過額と称すること

にする。

２－２ 償却事業年度前および分割等事業年度

前の償却限度超過額

法人税法

（減価償却資産の償却費の計算及びその償

却の方法）

第三十一条

４ 損金経理額には、第一項の減価償却資

産につき同項の内国法人が償却費として損

金経理をした事業年度（以下この項におい

て「償却事業年度」という。）前の各事業年

度における当該減価償却資産に係る損金経

理額（当該減価償却資産が適格合併又は適

格分割型分割（以下この項において「適格

合併等」という。）により被合併法人又は分

割法人（以下この項において「被合併法人

等」という。）から移転を受けたものである

場合にあつては当該被合併法人等の当該適

格合併等の日の前日の属する事業年度以前

の各事業年度の損金経理額のうち当該各事

業年度の所得の金額の計算上損金の額に算

入されなかつた金額を、当該減価償却資産

が適格分社型分割等により分割法人、現物

出資法人又は事後設立法人（以下この項に

おいて「分割法人等」という。）から移転を

受けたものである場合にあつては当該分割

法人等の分割等事業年度の期中損金経理額

として帳簿に記載した金額及び分割等事業

年度前の各事業年度の損金経理額のうち分

割等事業年度以前の各事業年度の所得の金

額の計算上損金の額の算入されなかつた金

額を含む。以下この項において同じ。）のう

ち当該償却事業年度前の各事業年度の所得

の金額の計算上損金の額に算入されなかつ

た金額を含むものとし、期中損金経理額に

は、第二項の内国法人の分割等事業年度前

の各事業年度における同項の減価償却資産

に係る損金経理額のうち当該各事業年度の

所得の金額の計算上損金の額に算入されな

かつた金額を含むものとする。

第４項は、分量ではなく内容で判断すると、

「損金経理額には……各事業年度の所得の金額

の計算上損金の額に算入されなかった金額を含

むものとし」という前半部分と、「期中損金経

理額には……各事業年度の所得の金額の計算上

損金の額に算入されなかった金額を含むものと

する」という後半部分とに、二分割される。前

半部分は第１項を補足し、後半部分は第２項を

補足している。ここで引用した文中の、各事業

年度は、第１項の償却事業年度前
�

の各事業年度

であり、あるいは、第２項の分割等事業年度前
�

の各事業年度である。つまり、各事業年度に、
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償却事業年度自体は含まれないので、以前では

なく、前であり、又、分割等事業年度自体は含

まれないので、以前ではなく、前なのである。

後半部分の中の、分割等事業年度前の各事業

年度、という表現については若干のコメントを

しておく。先に第２項の検討の際に見たよう

に、期中損金経理額の期中とは、「当該減価償

却資産につき当該適格分社型分割等の日の前日

を事業年度終了の日と」仮定「した場合」の、

仮定した事業年度を意味する。従って、この期

中は、分割等事業年度のうちいわば前期の期間

であって、これを除く後期の期間は、期中損金

経理額が規定されている減価償却資産について

は存在しないものである。関係ないものであ

る。かくして、分割等事業年度前の各事業年

度、という表現は、補足して厳密に言えば、分

割等事業年度の
�

う
�

ち
�

仮
�

定
�

し
�

た
�

事
�

業
�

年
�

度
�

前の各事

業年度、という意味である。

しかし、この後半部分は、前半部分と実質的

には同じ内容になっている。丁寧と言えば丁寧

であるが、繰り返しである限りにおいて不要で

もある。と言うのは、先に、第２項において、

仮定した事業年度が定義されており、その限り

で、前半部分の冒頭の損金経理額は、この仮定

した事業年度の損金経理額をも包含しているか

らである。既に説明しているからである。

次に、第４項の前半部分の括弧の中について

述べる。この括弧の中は、「当該減価償却資産

が……損金の額に算入されなかった金額を」と

いう前半部分と、「当該減価償却資産が……損

金の額に算入されなかった金額を含む」という

後半部分とに、二分割される。前半部分の末尾

の、金額を、の後に、金額を」含み、というよ

うに、含み、という語句を挿入した方が分り易

い。

先ず、括弧の中の前半部分について述べる。

「適格合併等…により…被合併法人等…から移

転を受けたもの」とは、第１項で言う、合併法

人等が償却「事業年度終了の時において有する

減価償却資産」であり、これについて、第１項

で言う、「当該事業年度においてその償却費と

して損金経理をした金額（『損金経理額』とい

う。）」には、第１項で言う、「当該事業年度」

のうち適格合併等の日以後「においてその償却

費として損金経理をした金額」の他に、「当該

被合併法人等の当該適格合併等の日の前日の属

する事業年度以前の各事業年度の損金経理額の

うち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金

の額に算入されなかった金額」つまり償却限度

超過額を含む、ということになる。合併法人等

は被合併法人等の償却限度超過額を引き継ぐ、

ということである。合併法人等は、適格合併等

の日以後において、この減価償却資産について

償却限度不足額が生じた場合に、この償却限度

超過額を、自らの超過額として、償却限度額に

損金として算入することが、認容される、とい

うことである。

次に、括弧の中の後半部分について述べる。

「適格分社型分割等により…分割法人等…から

移転を受けたもの」とは、第１項で言う、分割

承継法人等が償却「事業年度終了の時において

有する減価償却資産」である。「及び」で並置

されているのは、「分割等事業年度の期中損金

経理額として帳簿に記載した金額」と、「分割

等事業年度前の各事業年度の損金経理額」との

両者である。従って、「分割等事業年度以前の

各事業年度」と規定し、「以前」となっている

のは、これら両者が、つまり期中と前の両者

が、特に前者が含まれているからである。かく

して、「適格分社型分割等により…分割法人等

…から移転を受けた」、第１項で言う、分割承

継法人等が償却「事業年度終了の時において有

する減価償却資産」について、第１項で言う、

「当該事業年度においてその償却費として損金

経理をした金額（『損金経理額』という。）」に
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は、第１項で言う、「当該事業年度」のうち適

格分社型分割等の日以後「においてその償却費

として損金経理をした金額」の他に、「当該分

割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額と

して帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前

の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年

度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金

の額に算入されなかった金額」つまり償却限度

超過額を含む、ということになる。分割承継法

人等は、分割法人等の償却限度超過額を引き継

ぐ、ということである。分割承継法人等は、適

格分社型分割等の日以後において、この減価償

却資産について償却限度不足額が生じた場合

に、この償却限度超過額を、自らの超過額とし

て、償却限度額に損金として算入することが認

容される、ということになる。

尚、上述の、「及び」で並置される部分につ

いてコメントしておく。前者の「分割等事業年

度の期中損金経理額として帳簿に記載した金

額」は、後者の「分割等事業年度前の各事業年

度の損金経理額」を、含んではいない。厳密に

言えば、前者の「期中損金経理額」は、後者の

「分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額」

のうち「各事業年度の所得の金額の計算上損金

に算入されなかった金額」は含んではいない。

だからこそ、両者は並置されているのである。

しかるに、同じ第４項の他の箇所では、含

む、と規定されている。すなわち、今検討して

いる括弧の中の後半部分の直後において、つま

り、第４項の全体を前半部分と後半部分とに二

分割した後半部分においては、含む、と規定さ

れている。次のように規定されているからであ

る。「期中損金経理額には、第二項の内国法人

の分割等事業年度前の各事業年度における同項

の減価償却資産に係る損金経理額のうち当該各

事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入

されなかった金額を含むものとする」。かくし

て、「及び」で並置されている部分、つまり、

「分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿

に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業

年度の損金経理額」というのは、次で規定する

期中損金経理額、という意味である。このよう

に規定する方が望ましい。

ともあれ、この第４項では、組織再編税制に

おいて償却限度超過額が引き継がれる、と規定

されている。これは、この超過額が、引き継ぎ

後に、損金として認容される、ということを意

味するのである。

２－３ 「帳簿に記載されていた金額」と「帳

簿に記載された金額」

法人税法

（減価償却資産の償却費の計算及びその償

却の方法）

第三十一条

５ 前項の場合において、内国法人の有す

る減価償却資産（適格合併により被合併法

人から移転を受けた減価償却資産、第六十

一条の十一第一項（連結納税の開始に伴う

資産の時価評価損益）の規定の適用を受け

た同項各号列記以外の部分に規定する時価

評価資産に該当する減価償却資産その他の

政令で定める減価償却資産に限る。）につき

その価額として帳簿に記載されていた金額

として政令で定める金額が当該移転の直前

に当該被合併法人の帳簿に記載されていた

金額、同条第一項の規定の適用を受けた直

後の帳簿価額その他の政令で定める金額に

満たない場合には、当該満たない部分の金

額は、政令で定める事業年度前の各事業年

度の損金経理額とみなす。

法人税法施行令

（損金経理額とみなされる金額がある減価

償却資産の範囲等）

第六十一条の三 法第三十一条第五項（減

価償却資産の償却費の計算及びその償却の

方法）に規定する政令で定める減価償却資

産は、次の表の各号の第一欄に掲げる資産
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とし、同項に規定する帳簿に記載されてい

た金額として政令で定める金額、同項に規

定する帳簿価額その他の政令で定める金額

及び同項に規定する政令で定める事業年度

は、当該各号の第一欄に掲げる資産の区分

に応じ、それぞれ当該各号の第二欄に掲げ

る金額、当該各号の第三欄に掲げる金額及

び当該各号の第四欄に掲げる事業年度とす

る。

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄

一 適格合併、適
格分割、適格現物
出資又は適格事後
設立（以下この号に
おいて「適格組織
再編成」という。）
により被合併法人、
分割法人、現物出
資法人又は事後設
立法人（以下この号
において「被合併
法人等」という。）
から移転を受けた
減価償却資産

当該資産
の移転を
受けた内
国法人に
より当該
資産の価
額として
その帳簿
に記載さ
れた金額

当該被合
併法人に
より当該
資産の価
額として
当該適格
組織再編
成の直前
にその帳
簿に記載
されてい
た金額

当該適格
組織再編
成の日の
属する事
業年度

この第５項で規定されている金額についてい

わば時間的前後関係は次のようになる。「内国

法人の有する減価償却資産（適格合併により被

合併法人から移転を受けた減価償却資産その他

の政令で定める減価償却資産に限る。）につきそ

の価額として帳簿に記載されていた金額として

政令で定める金額」と、「当該移転の直前に当

該被合併法人の帳簿に記載されていた金額その

他の政令で定める金額」とは、規定の順序とは

逆に、時間的には前者が後で、後者が前であ

る。前者においても、後者においても、何れに

おいても、同じく「帳簿に記載されていた金

額」と規定されている。

この第５項に関連して、令第６１条の３第１号

において、前者は「当該資産の移転を受けた内

国法人により当該資産の価額としてその帳簿に

記載された金額」と規定され、「帳簿に記載さ

れていた金額」ではなく、「帳簿に記載された

金額」と規定されている。時間的な前後関係を

考慮すると、第５項よりも、この第１号のよう

に、「帳簿に記載された金額」の方が望まし

い。以後、第５項については、この「された」

という用語を使用することにする。

後者は「当該被合併法人等により当該資産の

価額として当該適格組織再編成の直前にその帳

簿に記載されていた金額」と規定されている。

これは時間的に前、つまり、「直前」なので、

「帳簿に記載されていた金額」という規定が、

特に変更される必要もなく、適切である。

「満たない場合」が生じうるのは、上の前者

の「減価償却資産につきその価額として帳簿に

記載」「された」「金額として政令で定める金

額」が、第４項で規定されている「所得の金額

の計算上」つまり法人税法の計算上のものでは

なく、会社計算上のものだからである。同じ

く、後者の「適格組織再編成の直前にその帳簿

に記載されていた金額」が、「所得の金額の計

算上」つまり法人税法の計算上のものではな

く、会社計算上のものだからである。

この後者の金額は、「直前にその帳簿に記載

されていた金額」という規定から明らかなよう

に、適格合併等の場合はみなし事業年度の、

又、適格分社型分割等の場合は仮定された事業

年度の、何れにしても、いわば期末の未償却残

高である。組織再編成の日の前日を期末とすれ

ば、期末の未償却残高である。そして上述を考

慮に入れれば、会社計算上の期末の未償却残高

である、ということになる。

前者の「帳簿に記載」「された」「金額として

政令で定める金額」は、組織再編成の日の、い

わば引継ぎ現在の、会社計算上の未償却残高で

ある。

当然のことの確認でしかないが、前者の、引

継ぎ現在の会社計算上の未償却残高は合併法人

等あるいは分割承継法人等が「帳簿に記載」し

たのであり、他方、後者の、期末の会社計算上

の未償却残高は被合併法人等あるいは分割法人

等が「帳簿に記載」したのである。

「当該満たない部分の金額」が生じたのは、
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「組織再編成の日」であり、合併法人等あるい

は分割承継法人等の「当該組織再編成の日の属

する事業年度」の一般には中途の日である。

「政令で定める事業年度」は、令第６１条の３

第１号によると、「当該適格組織再編成の日の

属する事業年度」であるから、合併法人等ある

いは分割承継法人等の事業年度である。従っ

て、「政令で定める事業年度前の各事業年度」

も、同様に、合併法人等あるいは分割承継法人

等の事業年度なのである。

第４項の末尾において「みなす」と規定され

ているのは、「満たない場合」が生じたのは、

「政令で定める事業年度」つまり「当該適格組

織再編成の日の属する事度年度」においてであ

るにも拘らず、その「前の各事業年度」におい

て生じたものと擬制するからである。

２－４ 減価償却資産の取得価額

法人税法施行令

（減価償却資産の取得価額）

第五十四条 減価償却資産の第四十八条か

ら第五十条まで（減価償却資産の償却の方

法）に規定する取得価額は、次の各号に掲

げる資産の区分に応じ当該各号に定める金

額とする。

一 購入した減価償却資産 次に掲げる金

額の合計額

イ 当該資産の購入の代価（引取運賃、荷

役費、運送保険料、購入手数料、関税その

他当該資産の購入のために要した費用があ

る場合には、その費用の額を加算した金

額）

ロ 当該資産を事業の用に供するために直

接要した費用の額

五 適格合併、適格分割、適格現物出資又

は適格事後設立により移転を受けた減価償

却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次

に定める金額

イ 適格合併又は適格分割型分割（以下こ

の号において「適格合併等」という。）によ

り移転を受けた減価償却資産 次に掲げる

金額の合計額

� 当該適格合併等に係る被合併法人又は

分割法人が当該適格合併等の日の前日の属

する事業年度において当該資産の償却限度

額の計算の基礎とすべき取得価額

� 当該適格合併等に係る合併法人又は分

割承継法人が当該資産を事業の用に供する

ために直接要した費用の額

ロ 適格分社型分割、適格現物出資又は適

格事後設立（以下この号において「適格分

社型分割等」という。）により移転を受けた

減価償却資産 次に掲げる金額の合計額

� 当該適格分社型分割等に係る分割法

人、現物出資法人又は事後設立法人が当該

適格分社型分割等の日の前日を事業年度終

了の日とした場合に当該事業年度において

当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべ

き取得価額

法人税法施行令

（減価償却資産の償却の方法）

第四十八条 減価償却資産の償却限度額

（法第三十一条第一項（減価償却資産の償却

費の計算及びその償却の方法）の規定によ

る減価償却資産の償却費として損金の額に

算入する金額の限度額をいう。）の計算上選

定をすることができる償却の方法は、次の

各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に

定める方法とする。

一 イ

� 定額法（当該減価償却資産の取得価額

からその残存価額を控除した金額にその償

却費が毎年同一となるように当該資産の耐

用年数に応じた償却率を乗じて計算した金

額を各事業年度の償却限度額として償却す

る方法をいう。）

� 定率法（当該減価償却資産の取得価額

（既にした償却の額で各事業年度の所得の

金額の計算上損金の額に算入された金額が

ある場合には、当該金額を控除した金額）
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にその償却費が毎年一定の割合で逓減する

ように当該資産の耐用年数に応じた償却率

を乗じて計算した金額を各事業年度の償却

限度額として償却する方法をいう。）

以下では簡単化のために、移転を行う法人は

減価償却資産を購入したものとし、「当該資産

を事業の用に供するために直接要した費用の

額」は無いものとし、償却方法としては定率法

が採用されているものとする。

適格合併等

「適格合併等の日の前日の属する事業年度に

おいて」というのは厳密に言えば、「……事業

年度」終了の日つまり期末「において」という

意味である。「償却限度額の計算の基礎とすべ

き」という規定において、「償却限度額」は法

人税法の計算によるものであり、「べき」とい

うのは法人税法の計算によらなければならない

ということである。かくして「取得価額」と

は、減価償却資産の購入代金から、償却限度額

の累計額を控除した後の残額以上の金額であ

る。この金額は未償却残高であり、その残額は

未償却残高の下限である。法人税法の計算上

の、期末の未償却残高の下限である。

適格分社型分割等

「適格分社型分割等の日の前日を事業年度終

了の日とした場合」というのは、先に、法第３１

条第２項を検討した際に述べたように、「…事

業年度終了の日と」仮定「した場合」という意

味である。従って「当該事業年度において」と

いうのは、「当該事業年度」の仮定された「終

了の日」つまり期末「において」という意味で

ある。「償却限度額の計算の基礎とすべき取得

価額」とは、適格合併等と同様であり、購入代

価から償却限度額の累計額を控除した後の残額

を下限とし、その下限以上の未償却残高であ

る。

結局、法人税法の取得価額は、減価償却資産

を取得するために必要な価額ではなく、法人税

法で規定された償却限度額を算出するための、

未償却残高である。文字通りの取得価額は、先

に、２－３で見た、「帳簿に記載されていた金

額」である。この未償却残高である取得価額を

基準にして、先の、２－１と２－２において、

償却限度額が算出され、償却限度超過額が判断

され、同じことだが、２－３において、「帳簿

に記載されていた金額」が、この未償却残高と

等しいか否かが判断されるのである。

２－５ 小括

組織再編税制において、償却限度超過額が引

継がれ、再編以後の各事業年度において償却限

度不足額が生じた場合に、その不足額を上限と

して、引継がれた限度超過額の損金算入が認容

される。この限度超過額は、詳細な説明は河野

惟隆［２００７a］と河野惟隆［２００７b］とに譲るが、

被合併法人等あるいは分割法人等の利益積立金

額に含まれている。しかし、次の３で見るよう

に、組織再編税制のうち、全てにおいて、利益

積立金額が引継がれるとは限らない。償却限度

額は、全てにおいて、引継がれるが、利益積立

金額はそうではないのである。次に、この点を

見てゆくことにする。

３ 利益積立金額の引継ぎ

３－１ 適格合併等

３－１－１ 利益積立金額の引継ぎ

法人税法

（定義）

第二条 この法律において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

十八 利益積立金額 法人の所得の金額で
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留保している金額として政令で定める金額

をいう。

法人税法施行令

（利益積立金額）

第九条 法第二条第十八号（定義）に規定す

る政令で定める金額は、同号に規定する法

人の当該事業年度前の各事業年度（以下こ

の項において「過去事業年度」という。）の

第一号から第四号までに掲げる金額の合計

額から当該法人の過去事業年度の第五号か

ら第九号までに掲げる金額の合計額を減算

した金額に、当該法人の当該事業年度開始

の日以後の第一号から第四号までに掲げる

金額を加算し、これから当該法人の同日以

後の第五号から第九号までに掲げる金額を

減算した金額とする。

一 イからニまでに掲げる金額の合計額か

らホ及びヘに掲げる金額の合計額を減算し

た金額（当該金額のうちに当該法人が留保

していない金額がある場合には、当該留保

していない金額を減算した金額）

イ 所得の金額

ロ 法第二十三条（受取配当等の益金不算

入）の規定により所得の金額の計算上益金

の額に算入されない金額

ハ 法第二十六条第一項（還付金等の益金

不算入）に規定する還付を受け又は充当さ

れる金額（同項第一号に掲げる金額にあつ

ては、法第三十八条第一項（法人税額等の

損金不算入）の規定により所得の金額の計

算上損金の額に算入されない法人税の額及

び同条第二項第二号に掲げるものの額に係

る部分の金額を除く。）、法第二十六条第二

項に規定する減額された部分として政令で

定める金額、同条第三項に規定する附帯税

の負担額又は同条第四項に規定する附帯税

の負担額の減少額を受け取る場合のその受

け取る金額及び同条第五項に規定する還付

を受ける金額

ニ 法第五十七条（青色申告書を提出した

事業年度の欠損金の繰越し）、第五十八条

（青色申告書を提出しなかつた事業年度の

災害による損失金の繰越し）又は第五十九

条（会社更生等による債務免除等があつた

場合の欠損金の損金算入）の規定により所

得の金額の計算上損金の額に算入された金

額

ホ 欠損金額

ヘ 法人税（法第三十八条第一項第一号及

び第二号に掲げる法人税並びに附帯税を除

く。以下この号及び次条第一項第一号にお

いて同じ。）として納付することとなる金額

並びに地方税法（昭和二十五年法律第二百

二十六号）の規定により当該法人税に係る

道府県民税及び市町村民税（都民税及びこ

れらの税に係る均等割を含む。）として納付

することとなる金額

二 当該法人を合併法人とする適格合併に

係る被合併法人の当該適格合併の日の前日

の属する事業年度終了の時の利益積立金額

（当該被合併法人の株主等に対する法第二

条第十二号の八に規定する剰余金の配当等

として交付した金銭その他の資産がある場

合には当該金銭の額及び金銭以外の当該資

産の価額の合計額を控除した金額とす

る。）

三 当該法人を分割承継法人とする適格分

割型分割に係る分割法人の利益積立金額に

つき第九号の規定により計算した金額

九 適格分割型分割に係る分割法人の当該

適格分割型分割の日の前日の属する事業年

度終了の時（以下この号において「期末

時」という。）の利益積立金額（当該分割法

人の株主等に対する法第二条第十二号の八

に規定する剰余金の配当等として交付した

金銭その他の資産がある場合には当該金銭

の額及び金銭以外の当該資産の価額の合計

額を控除した金額とする。）に、イに掲げる

金額のうちにロに掲げる金額の占める割合

（当該割合に小数点以下三位未満の端数が

あるときは、これを四捨五入する。）を乗じ

て計算した金額

イ 当該分割法人の期末時の資産の帳簿価
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額から負債（新株予約権に係る義務を含

む。）の帳簿価額を控除した金額

ロ 当該分割法人の期末時の移転資産（当

該適格分割型分割により当該分割法人から

分割承継法人に移転した資産をいう。）の帳

簿価額から移転負債（当該適格分割型分割

により当該分割法人から当該分割承継法人

に移転した負債をいう。）の帳簿価額を控除

した金額（当該金額がイに掲げる金額を超

える場合には、イに掲げる金額）

以下でも、これまでと同様に、適格合併と適

格分割型分割とは、一括して、適格合併等と称

し、他方、適格分社型分割、適格現物出資そし

て適格事後設立は、一括して、適格分社型分割

等と称することにする。

上で引用した条文において、適格合併等にお

いては、被合併法人等から合併法人等に、利益

積立金額が引き継がれることが規定されてい

る。令第９条第１項のうち、上の部分を除く部

分は省略した。しかし、その省略した部分に、

適格分社型分割等に関する規定はない。つま

り、適格分社型分割等において利益積立金額が

引き継がれる、とは規定されていないのであ

る。

３‐１‐２ 資産等の帳簿価額による引継ぎと

株式・利益積立金額

法人税法

（適格合併及び適格分割型分割による資産

等の帳簿価額による引継ぎ）

第六十二条の二 内国法人が適格合併又は

適格分割型分割により合併法人又は分割承

継法人にその有する資産及び負債の移転を

したときは、当該合併法人又は分割承継法

人に当該移転をした資産及び負債の当該適

格合併又は適格分割型分割に係る最後事業

年度又は分割前事業年度終了の時の帳簿価

額として政令で定める金額による引継ぎを

したものとして、当該内国法人の各事業年

度の所得の金額を計算する。

２ 前項（適格合併に係る部分に限る。）の

場合においては、同項の内国法人は、前条

第一項後段の規定にかかわらず、前項の合

併法人から当該合併法人の株式（第六十一

条の二第三項（有価証券の譲渡益又は譲渡

損の益金又は損金算入）に規定する場合に

おいて同項の規定により同項に規定する株

式割当等を受けたものとみなされる当該合

併法人の株式を含む。）を当該適格合併によ

り移転をした資産及び負債の帳簿価額を基

礎として政令で定める金額により取得し、

直ちに当該株式を当該内国法人の株主等に

交付したものとする。

３ 第一項（適格分割型分割に係る部分に

限る。）の場合においては、同項の内国法人

が同項の分割承継法人から交付を受けた当

該分割承継法人の株式の当該交付の時の価

額は、当該適格分割型分割により移転をし

た資産及び負債の帳簿価額を基礎として政

令で定める金額とする。

４ 合併法人又は分割承継法人が引継ぎを

受ける資産及び負債の価額その他前三項の

規定の適用に関し必要な事項は、政令で定

める。

法人税法施行令

第百二十三条の三 法第六十二条の二第一

項（適格合併及び適格分割型分割による資

産等の帳簿価額による引継ぎ）に規定する

政令で定める金額は、同項の適格合併又は

適格分割型分割に係る合併法人又は分割承

継法人に移転をした資産及び負債の当該適

格合併又は適格分割型分割に係る同項に規

定する最後事業年度又は分割前事業年度終

了の時の帳簿価額とする。

２ 法第六十二条の二第二項に規定する政

令で定める金額は、同条第一項の適格合併

に係る第八条第一項第五号（資本金等の

額）に規定する純資産価額に相当する金額
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とする。

３ 法第六十二条の二第三項に規定する政

令で定める金額は、同条第一項の適格分割

型分割に係る第八条第一項第六号に規定す

る純資産価額に相当する金額とする。

４ 法第六十二条の二第一項に規定すると

きにおいては、同項の合併法人又は分割承

継法人は、同項に規定する資産及び負債の

同項に規定する帳簿価額による引継ぎを受

けたものとする。

法人税法

（定義）

第二条 この法律において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

十六 資本金等の額 法人が株主等から出

資を受けた金額として政令で定める金額を

いう。

法人税法施行令

（資本金等の額）

第八条 法第二条第十六号（定義）に規定す

る政令で定める金額は、同号に規定する法

人の資本金の額又は出資金の額と、当該事

業年度前の各事業年度（「過去事業年度」

という）の第一号から第十四号までに掲げ

る金額の合計額から当該法人の過去事業年

度の第十五号から第二十一号までに掲げる

金額の合計額を減算した金額に当該法人の

当該事業年度開始の日以後の第一号から第

十四号までに掲げる金額を加算し、これか

ら当該法人の同日以後の第十五号から第二

十一号までに掲げる金額を減算した金額と

の合計額とする。

五 合併により移転を受けた資産（イにお

いて「移転資産」という。）及び負債（ロに

おいて「移転負債」という。）の純資産価額

（当該株主等に交付した当該法人の株式、

金銭並びに当該株式及び金銭以外の資産

（当該合併に係る被合併法人の株主等に対

する法第二条第十二号の八に規定する剰余

金の配当等として交付した金銭その他の資

産及び合併に反対する当該株主等に対する

その買取請求に基づく対価として交付され

る金銭その他の資産を除くものとし、法第

二十四条第二項（配当等の額とみなす金

額）に規定する抱合株式に交付されるべき

これらの資産を含む。以下この号において

同じ。）の当該合併の時の価額の合計額（適

格合併の場合にあつては、被合併法人の当

該適格合併の日の前日の属する事業年度終

了の時のイに掲げる金額からロに掲げる金

額を減算した金額）をいう。）から当該合併

による増加資本金額等（当該合併により増

加した資本金の額又は出資金の額（法人を

設立する合併にあつては、その設立の時に

おける資本金の額又は出資金の額）並びに

当該合併により被合併法人の株主等に交付

した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株

式以外の資産の価額の合計額をいう。）を減

算した金額

イ 当該移転資産の帳簿価額

ロ 当該移転負債の帳簿価額及び当該適格

合併に係る第九条第一項第二号に掲げる金

額の合計額

株式の金額は、適格合併の場合は、法第６２条

の２第２項、そして令第１２３条の３第２項にお

いて、又、適格分割型分割の場合は、法同条第

３項、そして、令同条第３項において、何れも

同じく、次のように規定されている。

株式の金額＝純資産価額

この純資産価額は、適格合併の場合は、令第

８条第１項第５号において、そのロの第９条第

１項第２号は先に同号を見た際に明らかなよう

に利益積立金額であるので、又、適格分割型分

割の場合は、令同条同項第６号において、その

ロの第９条第１項第３号は先に同号を見た際に
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明らかなように利益積立金額であるので、何れ

も同じく次のように規定されている。

純資産価額＝移転資産帳簿価額－（移転負債の

帳簿価額＋利益積立金額）

結局、次のようになる。

株式の金額＝移転資産の帳簿価額－（移転負債

の帳簿価額＋利益積立金額）

この式を変換すると次のようになる。

移転資産の帳簿価額－移転負債の帳簿価額

＝株式の金額＋利益積立金額

簡単化のために、移転負債は無いとすると、

上式は次のようになる。

移転資産の帳簿価額

＝株式の金額＋利益積立金額

資産は減価償却資産だけであるとし、「帳簿

に記載された金額」は「帳簿に記載されていた

金額」と同じであるとすれば、上式は次のよう

になる。

帳簿に記載された金額＋償却累計額

＝株式の金額＋利益積立金額

さらに減価償却には限度超過額が生じてお

り、償却累計額には限度超過額が含まれている

とする。詳細な説明は、河野惟隆［２００７a］と河

野惟隆［２００７b］とに譲るが、限度超過額は利益

積立金額に含まれている。この点を考慮に入れ

て、上式を次のように変換する。

｛帳簿に記載された金額＋（償却累計額－償却限

度超過額）｝＋償却限度超過額

＝株式の金額＋利益積立金額

結局、左辺の第１項は右辺の第１項に、左辺

の第２項は右辺の第２項に、それぞれ、対応す

ることになる。

３－２ 適格分社型分割等

３－２－１ 適格分社型分割

法人税法

（定義）

第二条 この法律において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

十二の九 分割型分割 分割により分割法

人が交付を受ける分割承継法人の株式その

他の資産（次号及び第十二号の十一におい

て「分割対価資産」という。）のすべてがそ

の分割の日において当該分割法人の株主等

に交付される場合の当該分割をいう。

十二の十 分社型分割 分割により分割法

人が交付を受ける分割対価資産がその分割

の日において当該分割法人の株主等に交付

されない場合の当該分割をいう。

十二の十一 適格分割 次のいずれかに該

当する分割（分割型分割にあつては分割法

人の株主等に分割承継法人の株式以外の資

産（当該株主等に対する剰余金の配当等と

して交付される分割対価資産以外の金銭そ

の他の資産を除く。）が交付されず、かつ、

当該株式が当該株主等の有する分割法人の

株式の数の割合に応じて交付されるもの

に、分社型分割にあつては分割法人に分割

承継法人の株式以外の資産が交付されない

ものに限る。）をいう。

十二の十二 適格分割型分割 分割型分割

のうち適格分割に該当するものをいう。

十二の十三 適格分社型分割 分社型分割

のうち適格分割に該当するものをいう。

（適格分社型分割による資産等の帳簿価額

による譲渡）
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第六十二条の三 内国法人が適格分社型分

割により分割承継法人にその有する資産及

び負債の移転をしたときは、第六十二条第

一項（合併及び分割による資産等の時価に

よる譲渡）の規定にかかわらず、当該分割

承継法人に当該移転をした資産及び負債の

当該適格分社型分割の直前の帳簿価額によ

る譲渡をしたものとして、当該内国法人の

各事業年度の所得の金額を計算する。

２ 分割承継法人の資産及び負債の取得価

額その他前項の規定の適用に関し必要な事

項は、政令で定める。

法人税法施行令

（適格分社型分割における分割承継法人の

資産及び負債の取得価額）

第百二十三条の四 法第六十二条の三第一

項（適格分社型分割による資産等の帳簿価

額による譲渡）に規定するときにおいて

は、同項の分割承継法人の同項に規定する

資産及び負債の取得価額は、同項に規定す

る帳簿価額に相当する金額（その取得のた

めに要した費用がある場合には、その費用

の額を加算した金額）とする。

法人税法において、適格分社型分割は、「分

割により分割法人が交付を受ける分割対価資産

がその分割の日において当該分割法人の株主等

に交付されない場合の」分社型分割のうち、

「分割法人に分割承継法人の株式以外の資産が

交付されないものに限る」ものとして規定さ

れ、「当該分割承継法人に当該移転をした資産

及び負債の当該適格分社型分割の直前の帳簿価

額による譲渡をしたものとして、当該内国法人

の各事業年度の所得の金額を計算する」ものと

して規定され、そして、「分割承継法人の資産

及び負債の取得価額は」法第６２条の３第１項

「に規定する帳簿価額に相当する金額とする」

ものとして規定されている。

法人税法

（定義）

第二条 この法律において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

十六 資本金等の額 法人が株主等から出

資を受けた金額として政令で定める金額を

いう。

法人税法施行令

（資本金等の額）

第八条 法第二条第十六号（定義）に規定す

る政令で定める金額は、同号に規定する法

人の資本金の額又は出資金の額と、当該事

業年度前の各事業年度（以下この項におい

て「過去事業年度」という。）の第一号から

第十四号までに掲げる金額の合計額から当

該法人の過去事業年度の第十五号から第二

十一号までに掲げる金額の合計額を減算し

た金額に、当該法人の当該事業年度開始の

日以後の第一号から第十四号までに掲げる

金額を加算し、これから当該法人の同日以

後の第十五号から第二十一号までに掲げる

金額を減算した金額との合計額とする。

七 分社型分割により移転を受けた資産

（以下この号において「移転資産」とい

う。）及び負債（以下この号において「移転

負債」という。）の純資産価額（当該分社型

分割により分割法人に交付した当該法人の

株式その他の資産の当該分社型分割の時の

価額の合計額（適格分社型分割に該当しな

い分社型分割のうち法第六十二条の八第一

項に規定する非適格合併等に該当しないも

のにあつては当該分社型分割の時の当該移

転資産の価額から当該移転負債の価額及び

当該分割法人に交付した当該法人の株式以

外の資産の価額の合計額を減算した金額と

し、適格分社型分割の場合にあつては分割

法人の当該適格分社型分割の直前の当該移

転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿
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価額を減算した金額とする。）をいう。）から

当該分社型分割による増加資本金額等（当

該分社型分割により増加した資本金の額又

は出資金の額（法人を設立する分社型分割

にあつては、その設立の時における資本金

の額又は出資金の額）並びに当該分社型分

割により分割法人に交付した金銭並びに当

該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価

額の合計額をいう。）を減算した金額

「純資産価額」は「適格分社型分割の場合に

あっては分割法人の当該分社型分割の直前の当

該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿

価額を減算した金額とする」から、これは次の

ように定式化される。

純資産価額

＝移転資産の帳簿価額－移転負債の帳簿価額

適格分社型分割にあっては、分割法人は分割

承継法人に、資産と負債のみを移転し、それに

対して、株式のみを取得するから、上式は次の

ようになる。

株式の金額

＝移転資産の帳簿価額－移転負債の帳簿価額

右辺の純資産価額は資本金等の額であるか

ら、次のようにもなっているのである。

株式の金額

＝資本金等の額

３－２－２ 適格現物出資

法人税法

（定義）

第二条 この法律において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

十二の十四 適格現物出資 次のいずれか

に該当する現物出資（外国法人に国内にあ

る資産又は負債として政令で定める資産又

は負債の移転を行うもの及び新株予約権付

社債に付された新株予約権の行使に伴う当

該新株予約権付社債についての社債の給付

を除き、現物出資法人に被現物出資法人の

株式のみが交付されるものに限る。）をい

う。

（適格現物出資による資産等の帳簿価額に

よる譲渡）

第六十二条の四 内国法人が適格現物出資

により被現物出資法人にその有する資産の

移転をし、又はこれと併せてその有する負

債の移転をしたときは、当該被現物出資法

人に当該移転をした資産及び負債の当該適

格現物出資の直前の帳簿価額による譲渡を

したものとして、当該内国法人の各事業年

度の所得の金額を計算する。

２ 被現物出資法人の資産及び負債の取得

価額その他前項の規定の適用に関し必要な

事項は、政令で定める。

法人税法施行令

（適格現物出資における被現物出資法人の

資産及び負債の取得価額）

第百二十三条の五 法第六十二条の四第一

項（適格現物出資による資産等の帳簿価額

による譲渡）に規定するときにおいては、

同項の被現物出資法人の同項に規定する資

産及び負債の取得価額は、同項に規定する

帳簿価額に相当する金額（その取得のため

に要した費用がある場合には、その費用の

額を加算した金額）とする。

法人税法において、適格現物出資は、「現物

出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付さ

れるものに限る」ものとして規定され、「当該

被現物出資法人に当該移転をした資産及び負債
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の当該適格現物出資の直前の帳簿価額による譲

渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年

度の所得の金額を計算する」ものとして規定さ

れ、そして、「被現物出資法人の資産及び負債

の取得価額は」法第６２条の４第１項「に規定す

る帳簿価額に相当する金額とする」ものとして

規定されている。

法人税法

（定義）

第二条 この法律において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

十六 資本金等の額 法人が株主等から出

資を受けた金額として政令で定める金額を

いう。

法人税法施行令

（資本金等の額）

第八条 法第二条第十六号（定義）に規定す

る政令で定める金額は、同号に規定する法

人の資本金の額又は出資金の額と、当該事

業年度前の各事業年度（以下この項におい

て「過去事業年度」という。）の第一号から

第十四号までに掲げる金額の合計額から当

該法人の過去事業年度の第十五号から第二

十一号までに掲げる金額の合計額を減算し

た金額に、当該法人の当該事業年度開始の

日以後の第一号から第十四号までに掲げる

金額を加算し、これから当該法人の同日以

後の第十五号から第二十一号までに掲げる

金額を減算した金額との合計額とする。

八 適格現物出資により移転を受けた資産

の現物出資法人の当該移転の直前の帳簿価

額（当該資産と併せて負債の移転を受けた

場合にあつては、当該現物出資法人の当該

直前の当該資産の帳簿価額から当該負債の

帳簿価額を減算した金額）から当該適格現

物出資により増加した資本金の額又は出資

金の額（法人を設立する適格現物出資にあ

つては、その設立の時における資本金の額

又は出資金の額）を減算した金額

純資産価額は、「適格現物出資により」「当該

資産と併せて負債の移転を受けた場合にあって

は、当該現物出資法人の当該直前の当該資産の

帳簿価額から当該負債の帳簿価額を減算した金

額」であり、次のように定式化される。

純資産価額

＝移転資産の帳簿価額－移転負債の帳簿価額

適格現物出資にあっては、現物出資法人は被

現物出資法人に、資産と負債のみを移転し、そ

れに対して、株式のみを取得するから、上式は

次のようになる。

株式の金額

＝移転資産の帳簿価額－移転負債の帳簿価額

右辺の純資産価額は資本金等の額であるか

ら、次のようにもなっているのである。

株式の金額

＝資本金等の額

３－２－３ 適格事後設立

適格事後設立

法人税法

（定義）

第二条 この法律において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

十二の十五 適格事後設立 事後設立のう

ち、事後設立法人が被事後設立法人の発行

済株式等の全部を保有していることその他

の政令で定める要件に該当するもの（外国
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法人に前号に規定する政令で定める資産又

は負債の移転を行うものを除く。）をいう

法人税法施行令

第四条の二第十一項

四 事後設立による資産等の移転による譲

渡の対価の額が当該事後設立に係る被事後

設立法人を設立するために当該事後設立に

係る事後設立法人が払い込んだ金銭の額と

おおむね同額であったこと。

適格事後設立においては、先ず、事後設立法

人の保有する金銭と、被事後設立法人の発行す

る株式との交換が行われる。金銭との交換が行

われるので、この株式の価額は時価である。

次いで、被事後設立法人が保有するに至った

金銭と、事後設立法人が元々から保有する資産

および負債との交換が行われる。金銭との交換

が行われるので、この交換は、法第６２条の５の

見出しの称する「適格事後設立による資産等の

時価による譲渡」である。この譲渡は条文の中

では、事後設立法人については移転と称され、

被事後設立法人については取得と称されてい

る。

さらに、この時価は、条文の中では対価と称

されている。これに対して、事後設立法人が交

換に出す直前の資産および負債の帳簿価額は原

価と称されている。

この時価による交換は、交換の後に修正され

る。時価による交換それ自体が存在しなかった

とするのではなく、それは存在したという前提

の下で、修正される。以下、この点を条文に則

して述べることにする。

法人税法

（適格事後設立による資産等の時価による

譲渡と株式の帳簿価額修正益又は帳簿価額

修正損の益金又は損金算入）

第六十二条の五 内国法人が適格事後設立

により被事後設立法人にその有する資産の

移転をし、又はこれと併せてその有する負

債の移転をしたときは、当該移転による譲

渡の日の属する事業年度の所得の金額の計

算上、帳簿価額修正益（当該移転をした資

産及び負債の当該譲渡に係る原価等の額

（原価の額及びその他の費用の額の合計額

をいう。以下この項において同じ。）が対価

の額を超える場合における当該超える部分

の金額に相当する金額をいう。次項におい

て同じ。）又は帳簿価額修正損（当該移転を

した資産及び負債の当該譲渡に係る対価の

額が原価等の額を超える場合における当該

超える部分の金額に相当する金額をいう。

次項において同じ。）を益金の額又は損金の

額に算入する。

２ 前項の場合においては、同項の内国法

人の有する適格事後設立に係る被事後設立

法人の株式（出資を含む。次条第一項にお

いて同じ。）の前項に規定する譲渡の時の帳

簿価額に帳簿価額修正益に相当する金額を

加算し、又は、当該帳簿価額から帳簿価額

修正損に相当する金額を減算する。

３ 被事後設立法人の資産及び負債の帳簿

価額その他前二項の規定の適用に関し必要

な事項は、政令で定める。

事後設立法人の資産及び負債

法第６２条の５第１項

帳簿価額修正益＝原価－対価＞０の場合

修正後の移転資産の帳簿価額

＝移転資産の対価＋帳簿価額修正益

＝移転資産の対価＋（移転資産の原価－移

転資産の対価）

＝移転資産の原価 �
修正後の移転負債の帳簿価額

＝移転負債の対価＋帳簿価額修正益

＝移転負債の対価＋（移転負債の原価－移

転負債の対価）

＝移転負債の原価 �
先ず資産について述べる。条文の「帳簿価額
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修正益を益金の額に算入する」とは、�式の第
２辺のように、移転資産の対価に、帳簿価額修

正益を加算することである。つまり、「当該移

転をした資産の当該譲渡に係る原価等の額が対

価の額を超える」ので「当該移転による譲渡の

日の属する事業年度の所得の金額の計算上」、

損が生じているが、同額を益金に算入すること

によって損を益金で相殺し、時価による交換で

はなく、原価による交換が行われたように修正

するのである。�式の第１辺の修正後の移転資
産の帳簿価額を、第４辺の移転資産の原価に、

いわば戻すのである。

次に負債について述べる。条文の「帳簿価額

修正益を損金の額に算入する」とは、�式の第
２辺のように、移転負債の対価に、帳簿価額修

正益を加算することである。つまり、「当該移

転をした負債の当該譲渡に係る原価等の額が対

価の額を超える」ので、「当該移転による譲渡

の日の属する事業年度の所得の金額の計算

上」、益が生じているが、同額を損金に算入す

ることによって益を損金で相殺し、時価による

交換ではなく、原価による交換が行われたよう

に修正するのである。�式の第１辺の修正後の
移転負債の帳簿価額を、第４辺の移転負債の原

価に、いわば戻すのである。

帳簿価額修正損＝対価－原価＞０の場合

修正後の移転資産の帳簿価額

＝移転資産の対価－帳簿価額修正損

＝移転資産の対価－（移転資産の対価－移

転資産の原価）

＝移転資産の原価 �
修正後の移転負債の帳簿価額

＝移転負債の対価－帳簿価額修正損

＝移転負債の対価－（移転負債の対価－移

転負債の原価）

＝移転負債の原価 �
先ず資産について述べる。条文の「帳簿価額

修正損を損金の額に算入する」とは、�式の第

２辺のように、移転資産の対価から、帳簿価額

修正損を減算することである。つまり、「当該

移転をした資産の当該譲渡に係る対価の額が原

価等の額を超える」ので、「当該移転による譲

渡の日の属する事業年度の所得の金額の計算

上」、益が生じているが、同額を損金に算入す

ることによって、益を損金で相殺し、時価によ

る交換ではなく、原価による交換が行われたよ

うに修正するのである。�式の第１辺の修正後
の移転資産の帳簿価額を、第４辺の修正後の移

転資産の原価に、いわば戻すのである。

次に負債について述べる。条文の「帳簿価額

修正損を益金の額に算入する」とは、�式の第
２辺のように、移転負債の対価から、帳簿価額

修正損を減算することである。つまり、「当該

移転をした負債の当該譲渡に係る対価の額が原

価等の額を超える」ので、「当該移転による譲

渡の日の属する事業年度の所得の金額の計算

上」、損が生じているが、同額を益金に算入す

ることによって損を益金で相殺し、時価による

交換ではなく、原価による交換が行われたよう

に修正するのである。�式の第１辺の修正後の
移転負債の帳簿価額を、第４辺の移転負債の原

価に、いわば戻すのである。

事後設立法人の株式

法第６２条の５第２項

第２項の条文を、第１項の条文も引用しつつ

補足して敷衍すれば、次のようになる。「前項

の場合においては、同項の内国法人」つまり事

後設立法人「の有する適格事後設立に係る被事

後設立法人の株式の前項に規定する譲渡の時の

帳簿価額」つまり時価である対価「に」「当該

移転をした資産及び負債の当該譲渡に係る原価

等の額が対価の額を超える場合における当該超

える部分の金額に相当する金額」である「帳簿

価額修正益に相当する金額を加算し、又は当該

帳簿価額」つまり時価である対価「から」「当

該移転をした資産及び負債の当該譲渡に係る対
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価の額が原価等の額を超える場合における当該

超える部分の金額に相当する金額」である「帳

簿価額修正損に相当する金額を減算する」。

資産価額から負債価額を控除した後の残額を

純資産価額と定義すれば、「内国法人の有する

適格事後設立に係る被事後設立法人の株式の前

項に規定する譲渡の時の帳簿価額」とは純資産

価額の対価ということになる。純資産価額の対

価は資産価額の対価から負債価額の対価を控除

した後の残額であり、純資産価額の原価は、資

産価額の原価から負債価額の原価を控除した後

の残額である。そうすると、第２項は次のよう

に定式化される。

事後設立法人において。

帳簿価額修正益＝原価－対価＞０の場合

修正後の株式の帳簿価額＝譲渡の時の帳簿価額

（対価）＋帳簿価額修正益

＝純資産価額の対価＋｛（資産価額の原価－

負債価額の原価）－（資産価額の対価－負

債価額の対価）｝

＝純資産価額の対価＋（純資産価額の原価

－純資産価額の対価）

＝純資産価額の原価

帳簿価額修正損＝対価－原価＞０の場合

修正後の株式の帳簿価額

＝譲渡の時の帳簿価額（対価）－帳簿価額修

正損

＝純資産価額の対価－｛（資産価額の対価－

負債価額の対価）－（資産価額の原価－負

債価額の原価）｝

＝純資産価額の対価－（純資産価額の対価

－純資産価額の原価）

＝純資産価額の原価

何れにしても、次のようになっている。

修正後の株式の帳簿価額

＝純資産価額の原価

この式の右辺は、元々、次のように定義され

ているものである。

純資産価額の原価

＝移転資産の原価－移転負債の原価

＝移転資産の移転直前の帳簿価額－移転負

債の移転直前の帳簿価額

結局、先の式は、次のようになる。

修正後の株式の帳簿価額

＝移転資産の移転直前の帳簿価額－移転負

債の移転直前の帳簿価額

これは、先に見た、適格分社型の分割や適格

現物出資における、次の式と同じであり、適格

事後設立の場合も次の式のように表せる、とい

うことである。

株式の金額

＝移転資産の帳簿価額－移転負債の帳簿価額

被事後設立法人の資産及び負債

法人税法施行令

（適格事後設立における被事後設立法人の

資産及び負債の帳簿価額）

第百二十三条の六 法第六十二条の五第一

項（適格事後設立による資産等の時価によ

る譲渡と株式の帳簿価額修正益又は帳簿価

額修正損の益金又は損金算入）に規定する

ときにおいては、同項の被事後設立法人が

同項の適格事後設立により取得をした資産

及び負債の帳簿価額は、当該資産の帳簿価

額に同項に規定する帳簿価額修正益に相当

する金額を加算し若しくは当該負債の帳簿

価額から当該帳簿価額修正益に相当する金
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額を減算した金額又は当該資産の帳簿価額

から同項に規定する帳簿価額修正損に相当

する金額を減算し若しくは当該負債の帳簿

価額に当該帳簿価額修正損に相当する金額

を加算した金額とする。

この条文において、「当該負債の帳簿価額か

ら当該帳簿価額修正益に相当する金額を減算し

た金額」というのは誤りであり、正しくは、

「当該負債の帳簿価額」に「当該帳簿価額修正

益に相当する金額を」加算「した金額」であ

り、又、「当該負債の帳簿価額に当該帳簿価額

修正損に相当する金額を加算した金額」という

のは誤りであり、正しくは、「当該負債の帳簿

価額」から「当該帳簿価額修正損に相当する金

額を」減算「した金額」である。このように正

すということを前提にすれば、この条文は次の

ように定式化される。

被事後設立法人について。

帳簿価額修正益＝原価－対価＞０の場合

修正後の取得資産の帳簿価額

＝当該資産の帳簿価額＋帳簿価額修正益

＝取得資産の対価＋（取得資産の原価－取

得資産の対価）

＝取得資産の原価

修正後の取得負債の帳簿価額

＝当該負債の帳簿価額＋帳簿価額修正益

＝取得負債の対価＋（取得負債の原価－取

得負債の対価）

＝取得負債の原価

帳簿価額修正損＝対価－原価＞０の場合

修正後の取得資産の帳簿価額

＝当該資産の帳簿価額－帳簿価額修正損

＝取得資産の対価－（取得資産の対価－取

得資産の原価）

＝取得資産の原価

修正後の取得負債の帳簿価額

＝当該負債の帳簿価額－帳簿価額修正損

＝取得負債の対価－（取得負債の対価－取

得負債の原価）

＝取得負債の原価

被事後設立法人の資本金等の額

法人税法

（定義）

第二条 この法律において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

十六 資本金等の額 法人が株主等から出

資を受けた金額として政令で定める金額を

いう。

法人税法施行令

（資本金等の額）

第八条 法第二条第十六号（定義）に規定す

る政令で定める金額は、同号に規定する法

人の資本金の額又は出資金の額と、当該事

業年度前の各事業年度（以下この項におい

て「過去事業年度」という。）の第一号から

第十四号までに掲げる金額の合計額から当

該法人の過去事業年度の第十五号から第二

十一号までに掲げる金額の合計額を減算し

た金額に、当該法人の当該事業年度開始の

日以後の第一号から第十四号までに掲げる

金額を加算し、これから当該法人の同日以

後の第十五号から第二十一号までに掲げる

金額を減算した金額との合計額とする。

十 適格事後設立により法第六十二条の五

第一項（適格事後設立による資産等の時価

による譲渡と株式の帳簿価額修正益又は帳

簿価額修正損の益金又は損金算入）に規定

する資産の移転を受け、又はこれと併せて

同項に規定する負債の移転を受けた場合に

おける同条第二項に規定する帳簿価額修正

益に相当する金額

十八 適格事後設立により法第六十二条の
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五第一項に規定する資産の移転を受け、又

はこれと併せて同項に規定する負債の移転

を受けた場合における同条第二項に規定す

る帳簿価額修正損に相当する金額

この条文は次のように定式化される。

被事後設立法人において。

帳簿価額修正益＝原価－対価＞０の場合

修正後の資本金等の額

＝被事後設立「法人が」事後設立法人の

「株主等から出資を受けた金額」＋帳簿

価額修正益

＝株式の対価＋（純資産価額の原価－純資

産価額の対価）

＝純資産価額の原価

帳簿価額修正損＝対価－原価＞０の場合

修正後の資本金等の額

＝被事後設立「法人が」事後設立法人の

「株主等から出資を受けた金額」－帳簿

価額修正損

＝株式の対価－（純資産価額の対価－純資

産価額の原価）

＝純資産価額の原価

何れにしても、事後設立法人が被事後設立法

人に金銭を払い込み株式を取得した時点での、

被事後設立法人の資本金等の額は、資産と負債

が移転された直後には修正されて、純資産価額

の原価に、いわば戻されるのである。つまり、

事後設立法人が保有する株式も、資産と負債が

移転された直後に、純資産価額の原価に戻され

るが、これに対応して、被事後設立法人の資本

金等の額も、同額に修正されるのである。

３－２－４ 小括

適格分社型分割等の場合は結局、次のように

なる。

株式の金額

＝移転資産の帳簿価額－移転負債の帳簿価額

簡単化のために移転負債はないものとし、

又、右辺は純資産価額であり、これは資本金等

の額であり、そうすると上式は次のようにな

る。

株式の金額

＝移転資産の帳簿価額

＝資本金等の額

移転資産は減価償却資産だけとし、又、帳簿

に記載されていた金額と帳簿に記載された金額

は同じとすると、上式の第２辺は次のようにな

る。

移転資産の帳簿価額

＝帳簿に記載された金額＋償却累計額

さらに減価償却には限度超過額が生じてお

り、償却累計額には限度超過額が含まれている

とすると、上の式は次のようになる。

移転資産の帳簿価額

＝｛帳簿に記載された金額＋（償却累計額

－償却限度超過額）｝＋償却限度超過額

これを、先の式の第２辺に代入すると、先の

式は次のようになる。

株式の金額

＝｛帳簿に記載された金額＋（償却累計額

－償却限度超過額）｝＋償却限度超過額

＝資本金等の額

結局、上式の第２項の償却限度超過額が、適
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格分社型分割等においては、資本金等の額に組

み込まれているのである。適格合併等の場合

は、引継がれる利益積立金額の一部に組み込ま

れ、それが引継がれる、というようになってい

たが、適格分社型分割等においては、資本金等

の額を構成する形で、いわば引継がれているの

である。

４ おわりに

本稿の結論は次の通りである。

１．組織再編税制において、償却限度超過額が

引継がれ、再編以後の各事業年度において

償却限度不足額が生じた場合に、その不足

額を上限として、引継がれた限度超過額の

損金算入が認容される。この限度超過額

は、被合併法人等あるいは分割法人等の利

益積立金額に含まれている。

１．適格合併等においては、｛帳簿に記載され

た金額＋（償却累計額－償却限度超過額）｝

が株式の金額であり、償却限度超過額が利

益積立金額である。他方、適格分社型分割

等においては、これら両者の合計額が株式

の金額であり、償却限度超過額は、資本金

等の額に組み込まれている。 以上。
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