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１．はじめに

　本稿の課題は、適格合併における減価償却資
産と欠損金額それぞれの引継ぎを、利益積立金
額の引継ぎとの関連で明らかにすることであ
る。それと言うのも、この関連が、一般には明
らかにされていないからである。
　そもそも、利益積立金額が、一方では法人税
法・法人税法施行令において、他方では法人税
法施行規則別表五（一）において、それぞれ無関
係に触れられることはあっても、両者が関連づ
けられて論ぜられることは全くない。特に、利
益積立金額が規定されるのは前者においてで
あるが、実際に計算されるのは後者においてで
あるので、両者の関連を明確にすることは必要
不可欠である。にも拘らず、明確にされていな
い。結局、利益積立金額については、現在、全
く明らかにされていない、と言っても過言では
ない。
　このように利益積立金額が明らかにされてい
ないのであるから、その引継ぎが明らかにされ
えないのも当然の帰結である。従って又、この
引継ぎと、減価償却資産と欠損金額それぞれの
引継ぎとの関連が明らかにされえないのも、必
然である。本稿では、一方で減価償却と欠損金
額それぞれを、他方で利益積立金額を、それぞ
れ明らかにしつつ、前者と後者の引継ぎそれぞ
れを関連づけることを試みたい。
　本稿では法人税法の条文を引用する際、又、
他の論稿を引用する際、本稿の論点と無関係な

部分は省略するが、その省略することを、煩瑣
を極めるので、一々断わらないことにする。
　以下、２において、減価償却資産の引継ぎと
利益積立金額の引継ぎ、３において、未処理欠
損金額の引継ぎと利益積立金額の引継ぎ、をそ
れぞれ論じ、４において、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と利益積立金
額の引継ぎ

２－１　 減価償却資産の償却超過額・取得価
額・価額

適格合併における減価償却と欠損金額の引継ぎ
－利益積立金額の引継ぎとの関連で－

河 野 惟 隆

減価償却資産

　適格組織再編成において減価償却資産の
移転がなされた場合の取扱いについては、
要するに、①適格分社型分割等により減価
償却資産が移転された場合には、分割法人
等の株主に株式が交付されることがないた
め、株主総会もなされないので、事業年度
の変更はないものとされるが、分割等の日
の前日までの事業年度において生じた償却
費を、分割等のなされた同じ事業年度にお
いて、損金に算入することが認められる。
これに対して、②適格合併または適格分割
型分割（適格合併等）の場合には、被合併法
人または分割法人の株主に株式が交付され
るのであり、適格合併のなされる日の前日
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　上記においては、「被合併法人……から、減
価償却資産の移転を受けたものである場合に
は、その適格合併等の日の事業年度の損金経理
額については、その被合併法人等の適格合併等
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、各事業年度の所得の金額
の計算上損金の額に算入されず繰り越された金
額（償却超過額）を含むとされる（法税31条４
項）」、と条文を引用しつつ紹介している。しか
し、償却超過額が、被合併法人において、如何
なる形で存在し、それが如何ようにして、被合
併法人から合併法人への「減価償却資産の移転」
となるのか、ということについては、全く、触
れられていない。単に、被合併法人の償却超過
額が、合併法人の損金経理額に含められる、と
いうことが指摘されているだけである。従って、
含められることによって、被合併法人において
存在していた償却超過額が如何ようになるの
か、ということについても、全く言及されてい
ない。
　又、上記においては、「適格合併等により移
転を受けた減価償却資産の取得価額は、被合併
法人等が適格合併等の日の前日の属する事業年
度においてその資産の償却限度額の計算の基礎
とすべき取得価額である……（法税令54条１
項５号）」、と条文を引用し紹介している。しか
し、取得価額それ自体については、定義してい
ない。単に、条文を引用しているに止まってい
る。特に、この取得価額を、上の償却超過額、
ならびに、次の「被合併法人等が、減価償却資
産の価額として、適格組織再編成の直前に帳簿
に記載していた金額」と、関連づけて、言及する、

金額は、当該減価償却資産の適格組織再編
成の日の属する事業年度前の各事業年度の
損金経理額とみなすものとされる（法税31
条５項）。

水野忠恒［2005］431-432頁。

までを、みなし事業年度として適格合併ま
たは適格分割の事業年度とは別のものとさ
れる。この場合には、減価償却の対象とな
る取得価額の引継ぎと、適格組織再編成の
日の前後における償却額（償却超過額を含
む）の算定が重要である。
a）　 適格分社型分割等における償却額の算
定

b）　適格分社型分割等における取得価額
c）　適格合併等における償却額の算定　被
合併法人または分割法人から、減価償却資
産の移転を受けたものである場合には、そ
の適格合併等の日の事業年度の損金経理額
については、その被合併法人等の適格合併
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、各事業年度の
所得の金額の計算上損金の額に算入されず
繰り越された金額（償却超過額）を含むとさ
れる（法税31条４項）。
d）　適格合併等における取得価額
　適格合併等により移転を受けた減価償却
資産の取得価額は、被合併法人等が適格合
併等の日の前日の属する事業年度において
その資産の償却限度額の計算の基礎とすべ
き取得価額であるが、合併法人または分割
継承法人がその資産を事業の用に供するた
めに直接要した費用も含まれる（法税令54
条１項５号）。
e）　簿価切下げ額の損金経理
　これらの場合において、内国法人が適格
合併、適格分割、適格現物出資または適格
事後設立（適格組織再編成）により、移転を
受けた減価償却資産につき、その価額とし
て帳簿に記載した金額が、その被合併法人
等が、減価償却資産の価額として、適格組
織再編成の直前に帳簿に記載していた金額
に満たない場合には、その満たない部分の
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ということは全く行われていない。
　そして、上記においては、「内国法人が適格
合併……により、移転を受けた減価償却資産に
つき、その価額として帳簿に記載した金額が、
その被合併法人等が、減価償却資産の価額とし
て、適格組織再編成の直前に帳簿に記載してい
た金額に満たない場合」について、条文を引用
し紹介している。しかし、「被合併法人等が、
減価償却資産の価額として、適格組織再編成の
直前に帳簿に記載していた金額」が、合併法人
に如何にして、移転されるのか、ということに
ついて、直接的には何ら言及されていない。特
に、先の「被合併法人等の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、各事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入されず繰り越された金額（償却
超過額）」と関連づけて、この「被合併法人等が、
減価償却資産の価額として、適格組織再編成の
直前に帳簿に記載していた金額」が、如何にし
て移転されるのか、ということについて、直接
的には何ら言及されていないのである。
　論点を明確にするために、予め、結論から先
に述べておくが、そのための準備として、先ず、
「償却限度額の計算とすべき取得価額」を定義
しておくことにする。少くとも、これは、合併
法人が、被合併法人から資産を取得した時の、
実際の価額ではない。あくまでそれは、「償却
限度額の計算の基礎とすべき」ものである。「償
却限度額」とは、各事業年度において、損金算
入額として法定されている償却費の上限であ
る。結局、「適格合併等により移転を受けた減
価償却資産の取得価額」とは、被合併法人にお
いて、法定の取得価額から、各事業年度の償却
限度額以下の金額の合計を控除した後の残額、
つまり、未償却残高である。法定の未償却残高
である。
　このような取得価額に対して、「被合併法人
等が、減価償却資産の価額として、適格組織再
編成の直前に帳簿に記載していた金額」が満た

ない場合、その満たない金額が、「被合併法人
等の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、各事業年
度の所得の金額の計算上損金の額に算入されず
繰り越された金額（償却超過額）」なのである。
この償却超過額は、合併法人が引継ぐ、被合併
法人の利益積立金額を構成するものとして、存
在している。
　他方、「被合併法人等が、減価償却資産の価
額として、適格組織再編成の直前に記載してい
た金額」は、償却累計額と共に、合併法人に引
継がれる、被合併法人の移転資産の帳簿価額、
厳密に言えば、純帳簿価額である。
　かくして、被合併法人における、「償却超過額」
と、「減価償却資産の価額として、適格組織再
編成の直前に記載していた金額」ならびに償却
累計額とは、被合併法人の、利益積立金額と、
移転資産の帳簿価額、厳密に言えば、純帳簿価
額とに、存在していることになる。そこで、改
めて、これらについて見てゆくことにする。

２－２　 帳簿価額の引継ぎと利益積立金額の引
継ぎ

適格組織再編成による資産等の帳簿価額に
よる引継ぎ　内国法人が、適格合併・適格
分割・適格現物出資により、合併法人・分
割承継法人・被現物出資法人に、その有す
る資産および負債の移転をしたときは、合
併法人・分割継承法人・被現物出資法人に
移転をした資産・負債の、適格合併・適格
分割型分割に係る最後事業年度終了の時の
帳簿価額による引継ぎ、または、他の場合
における事業年度終了の時の帳簿価額によ
る譲渡をしたものとして、内国法人の各事
業年度の所得の金額を計算する（法税62条
の２、62条の３、62条の４）。いわば、適
格組織再編成の場合には、帳簿価額による
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　上記において、「内国法人が、適格合併……
により、合併法人……に、その有する資産およ
び負債の移転をしたときは……移転をした資
産・負債の、適格合併……に係る最後事業年度
終了の時の帳簿価額による引継ぎ……をしたも
のとして、内国法人の各事業年度の所得の金額
を計算する（法税62条の２……）。」、「被合併法
人が……当該合併法人……から、合併法人……
の株式を、当該適格合併に係る純資産価額に相
当する金額……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され
る（法税62条の２）。」、というように、法人税
法第62条の２を引用しつつ紹介し、資産・負
債の帳簿価額による引継ぎと、純資産価額に相
当する金額での株式の株主への交付とについて
述べている。しかし、これらと、利益積立金額
との関連については、触れていない。つまり、
この関連を規定している、法人税法施行令は明
示していない。いわば、法人税法第62条の２

引継ぎまたは帳簿価額による譲渡として、
損益計上の繰延べがなされるのである。適
格事後設立における資産・負債の移転につ
いては、譲渡資産と、取得した子会社株式
の帳簿価額の修正を行うものとされている
（法税62条の５）。

株主の課税　a）　適格合併や適格分割型分
割により、被合併法人や分割法人の株式は、
合併法人や分割承継法人の株式の交付を受
けることになる。この場合については、被
合併法人や分割法人が、当該合併法人また
は分割承継法人から、合併法人または分割
承継法人の株式を、当該適格合併に係る純
資産価額に相当する金額、または、当該適
格分割型分割により移転する資産等の純資
産価額に相当す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
したものとされる（法税62条の２）。

　適格合併や適格分割型分割の場合には、
株主の投資が継続しているものと認められ
るので、譲渡損益の計上が繰り延べられる
ものとされる。ただし、株主が、金銭等、
株式以外の資産の交付を受ける場合には、
投資の継続性が認められないものとして、
課税されることになる。
b）　合併または分割型分割において、合併
法人や分割承継法人の株式の交付を受けた
株主については、旧株の譲渡損益の課税と
ともに、分割法人や被合併法人の利益を原
資として新株の交付が行われたと認められ
る部分については、みなし配当課税の適用
があるかどうか検討しなければならない。
この点につき、①被合併法人や分割法人に
おいて、移転資産の譲渡損益の計上の繰延
べがなされず、資産の移転が、時価により
課税される場合には、法人が時価により資

産を移転することにより株式を取得し、そ
の株式を、法人の利益を原資として株主に
交付したと認められる場合には、適格組織
再編成には該当せず、みなし配当課税がな
されるものとされる。つまり、被合併法人
または分割法人の株主は、交付を受けた株
式・金銭等の額のうち、被合併法人の資本
等の金額または分割法人の資本等の金額の
うち、移転資産に対応する部分の金額を超
える部分の金額については、みなし配当課
税がなされる。
　他方で、②適格組織再編成のため、資産
の移転について、帳簿価額により引き継ぎ
がなされ、譲渡損益の計上が繰り延べられ
る場合には、利益積立金が、合併法人や分
割承継法人に引き継がれるため、配当とみ
なされる部分はないとされる。

水野忠恒［2005］427-429頁。
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と関連している法人税法施行令については明示
していない。
　なるほど、「適格組織再編成のため、資産の
移転について、帳簿価額により引き継ぎがなさ
れ、譲渡損益の計上が繰り延べられる場合には、
利益積立金が、合併法人……に引き継がれる」、
と指摘はしているが、単に指摘しているだけで、
法人税法施行令自体は明示していない。帳簿価
額による引き継ぎと、利益積立金額との関連に
ついて具体的に論を進めてはいない。

法人税法

（適格合併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によ
り合併法人にその有する資産及び負債の
移転をしたときは、当該合併法人に当該
移転をした資産及び負債の当該適格合併
に係る最後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
項の合併法人から当該合併法人の株式を
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
当該内国法人の株式等に交付したものと
する。
４ 　合併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

（適格合併における合併法人等の資産及び
負債の引継価額等）
第 百二十三条の三　法第六十二条の二第一
項（適格合併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、同項の適格合併に係る合併法人に
移転をした資産及び負債の当該適格合併
に係る同項に規定する最後事業年度終了
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、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。

法人税法施行令

第八条
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
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　上の法人税法ならびに法人税法施行令で基本
的な点を特記すれば次のようになる。
　
法人税法
第六十二条の二
２ 　……合併法人の株式を……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……

法人税法施行令
第百二十三条の三
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……第八条第一項第五号……に
規定する純資産価額に相当する金額とする。
第八条
五 　……純資産価額（……（適格合併の場合に
あっては、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。）
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
第九条
二 　……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

　これを定式化すると、次のようになる。

株式金額＝
純資産価額＝
移転資産の帳簿価額－（移転負債の帳簿価額＋
利益積立金額）

　この式の、第１辺と第３辺とから、次の式が
得られる。

株式金額＋利益積立金額
＝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、移転負債の帳簿価額は無い
ものとすると、上式は次のようになる。
　
株式金額＋利益積立金額＝移転資産の帳簿価額

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

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（「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の当該法人
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。
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
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　さらに簡単化のために、利益積立金額は無い
ものとすると、上式は、結局、次のようになる。

株式金額＝移転資産の帳簿価額

　簡単化のために、移転資産は減価償却資産だ
けであるとし、株式金額は被合併法人の設立時
のものであるとすれば、上式の右辺は次のよう
になる。
　
移転資産の帳簿価額
　　：未償却残高＋償却累計額

　簡単化のために、償却累計額は現金でのみ保
有するとすると、これは次のようになる。

移転資産の帳簿価額
　　： 未償却残高＋償却累計額（相当の現金残

高）

　減価償却は、法定の償却限度額合計を超過し
て行われたとすると、これらは、それぞれ次の
ようになる。

未償 却残高：法定の取得価額より償却超過額だ
け小さい。

償却 累計額（相当の現金残高）：法定の償却限度
額合計＋償却限度超過額

　そうすると、移転資産の帳簿価額は次のよう
に表せる。

移転資産の帳簿価額
　　：未償却残高＋償却累計額
　　＝未償却残高＋償却限度額合計
　　　＋償却累計額－償却限度額合計
　　＝ （未償却残高＋償却限度額合計）＋償却限

度超過額

　他方、償却限度超過額は、利益積立金額を構
成するが（この点については詳細は後述する）、
利益積立金額はこれしかないとする。

利益積立金額：償却限度超過額

　そうすると、直ぐ上の、株式金額＝移転資産
の帳簿価額、の式は、次のように、先の、利益
積立金額を加えた式になる。

株式金額＋利益積立金額
　　＝ （未償却残高＋償却限度額合計）＋償却限

度超過額

２－３　 利益積立金額の引継ぎと償却限度超過
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
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
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　上の条文について、以下、述べるが、詳細な
叙述は、河野惟隆［2007a］に譲ることにして、
簡単に述べることにする。
　法人税法第22条は次のように定式化できる。

所得金額
　　＝益金－損金
　　＝ （収益－益金不算入＋益金算入）
　　　　－（原価・費用・損失－損金不算入
　　　　　＋損金算入）
　　＝ （収益－原価・費用・損失）
　　　＋（損金不算入＋益金算入）
　　　－（損金算入＋益金不算入）
　　＝ 利益金
　　　＋（損金不算入＋益金算入）
　　　－（損金算入＋益金不算入）

　この式の第１辺と第５辺とについて考える。
第５辺の各項を、留保額と流出額に分割して右
辺と左辺を入れ替えると、次のようになる。

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
があっ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 　法人税として納付することとなる金額
並びに地方税法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
五 　剰余金の配当（株式又は出資に係るも
のに限る。）若しくは利益の配当若しくは
剰余金の分配（出資に係るものに限る。）
又は資産の流動化に関する法律（平成十
年法律第百五号）第百十五条第一項（中間
配当）に規定する金銭の分配の額として
株主等に交付する金銭の額及び金銭以外
の資産の価額の合計額
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利益金留保額＋利益金流出額
＋｛（損金不算入流出額＋損金不算入留保額）
　＋（益金算入留保額＋益金算入流出額）}
－{（損金算入流出額＋損金算入留保額）
　＋（益金不算入留保額＋益金不算入流出額）}
＝所得金額

　この式を変換し、両辺から法人税・地方税を
差し引くと、次のようになる。

利益金留保額＋（損金不算入留保額
　＋益金算入留保額）－（損金算入流出額
　　＋益金不算入流出額）－法人税・地方税
＝所得金額－［｛利益金流出額
　　＋（損金不算入流出額＋益金算入流出額）｝
　　－（損金算入留保額＋益金不算入留保額）］
　－法人税・地方税 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ⑴

　この式の右辺が、先の条文を定式化したもの
である。つまり、右辺は、利益積立金額を表し
ている。この右辺と、左辺は等しいので、当然、
左辺も利益積立金額を表している。法人税法・
法人税法施行令は、利益積立金額を、右辺のよ
うに規定しているが、実際は、右辺のようには
計算されない。実際は、左辺のように計算され
る。法人税法施行規則別表五（一）において、左
辺のように計算される。見られるように、両辺
の個々の項目は、ただ一つの法人税・地方税を
除いて、全く異なっている。異なっているにも
拘わらず、両辺は言わば同値なのである。
　この式は、被合併法人の、最終事業年度の期
末の利益積立金額を表しているとする。償却限
度超過額は、左辺にある、損金不算入留保額と
して、明示される。しかし、右辺においては、
明示されない。つまり、法人税法・法人税法施
行令は、償却限度超過額を、利益積立金額を構
成するものとしては、明示していない。しかし、
左辺には明示される。つまり、別表五（一）にお
いて、利益積立金額を構成するものとして明示

される。そして、被合併法人の利益積立金額が、
合併法人に引継がれるということは、単に、利
益積立金額のいわば合計が引継がれるというこ
とではなく、利益積立金額を構成する個々の項
目の全てが引継がれるということなので、つま
り、被合併法人の別表五（一）の全てが引継がれ
ることなので、償却限度超過額も、利益積立金額
が引継がれるという形で、引継がれるのである。

３． 未処理欠損金額の引継ぎと利益積立
金額の引継ぎ

３－１　 被合併法人の未処理欠損金額と合併法
人の特定資産譲渡等損失額

　上記においては、その末尾において、「前７
年内事業年度において生じた未処理欠損金額
は、それぞれ当該未処理欠損金額の生じた前７
年内事業年度開始の日の属する当該合併法人等
の各事業年度において生じた欠損金額とみなす
とされる（法税57条２項）」と、条文を引用し紹

適格合併等（合併および合併類似適格分割型分割）

における欠損金額　当該適格合併等に係る
被合併法人または分割法人、当該適格合併
等の日前７年内に開始した各事業年度（前
７年内事業年度）において生じた欠損金額
があるときは、適格合併等に係る合併法人
または分割承継法人（合併法人等）のその適
格合併等の日の属する事業年合併等事業年
度以後の、各事業年度においては、その前
７年内事業年度において生じた未処理欠
損金額は、それぞれ当該未処理欠損金額の
生じた前７年内事業年度開始の日の属する
当該合併法人等の各事業年度において生じ
た欠損金額とみなすとされる（法税57条２
項）。 水野忠恒［2005］437-438頁。
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介している。しかし、ここで紹介されているの
は、条文の一面でしかなく、他面は紹介されて
いない。ここで紹介されているのは、被合併法
人等の最後事業年度開始の日が、合併法人等の
合併等事業年度開始の日前

4

の場合である。しか
し、法57条第２項は、以後の場合も規定して
いる。前が一般的で、以後が例外的ということ
はなく、何れも一般的なので、前しか紹介しな
いのは、一面的なのである。改めて条文自体を
引用すると、次のようになっている。

　この条文の最後の方の括弧の中で、「当該合
併法人等の合併等事業年度開始の日以後に開始
した当該被合併法人等の当該前七年内事業年度
において生じた未処理欠損金額にあっては、当
該合併等事業年度の前事業年度」というように、
明確に、以後の場合が規定されているのである。

　又、上記が、法人税法第57条第２項しか紹
介していないのも、一面的である。と言うのは、
第57条第２項は全体として、合併法人等の最
も古い事業年度開始の日が、被合併法人等の最
も古い事業年度開始の日以前

4 4

である場合であ
る。しかし、後である場合も、施行令において
ではあるが、規定されている。この後である場
合を紹介していない限りにおいて、上記は条文
の紹介としては一面的である。

法人税法第57条

２ 　適格合併等（適格合併又は合併に類す
る分割型分割として政令で定めるものの
うち適格分割型分割に該当するもの（以
下この条において「合併類似適格分割型
分割」という。）をいう。以下この項及び
次項において同じ。）が行われた場合にお
いて、当該適格合併等に係る被合併法人
又は分割法人（以下この項及び次項にお
いて「被合併法人等」という。）の当該適
格合併等の日前七年以内に開始した各事
業年度（以下この項及び次項において「前
七年内事業年度」という。）において生じ
た欠損金額（当該被合併法人等が当該欠
損金額（この項又は第六項の規定により
当該被合併法人等の欠損金額とみなされ
たものを含み、第五項又は第九項の規定
によりないものとされたものを除く。次
項、第四項及び第八項において同じ。）の
生じた前七年内事業年度について青色申
告書である確定申告書を提出しているこ
とその他の政令で定める要件を満たして
いる場合における当該欠損金額に限るも
のとし、前項の規定により当該被合併法
人等の前七年内事業年度の所得の金額の
計算上損金の額に算入されたもの及び第
八十条の規定により還付を受けるべき金

額の計算の基礎となつたものを除く。以
下この項において「未処理欠損金額」と
いう。）があるときは、当該適格合併等に
係る合併法人又は分割承継法人（以下こ
の項及び次項において「合併法人等」と
いう。）の当該適格合併等の日の属する事
業年度（以下この項及び次項において「合
併等事業年度」という。）以後の各事業年
度における前項の規定の適用について
は、当該前七年内事業年度において生じ
た未処理欠損金額は、それぞれ当該未処
理欠損金額の生じた前七年内事業年度開
始の日の属する当該合併法人等の各事業
年度（当該合併法人等の合併等事業年度
開始の日以後に開始した当該被合併法人
等の当該前七年内事業年度において生じ
た未処理欠損金額にあつては、当該合併
等事業年度の前事業年度）において生じ
た欠損金額とみなす。
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　見られるように、条文は、上の前半部分にお
いて、「合併法人等の……最も古い事業年度開
始の日が……被合併法人等の……最も古い事業
年度開始の日後である場合」と、明確に、後で
ある場合を規定しているのである。

法人税法施行令

第百十二条
３ 　法第五十七条第二項の適格合併等に係
る同項に規定する合併法人等（以下この
項及び第七項において「合併法人等」と
いう。）の同条第二項に規定する合併等事
業年度開始の日前七年以内に開始した各
事業年度のうち最も古い事業年度開始の
日（以下この項において「合併法人等七
年前事業年度開始日」という。）が当該適
格合併等に係る被合併法人等の同条第二
項に規定する前七年内事業年度（以下こ
の項において「被合併法人等前七年内事
業年度」という。）で同条第二項に規定す
る未処理欠損金額が生じた事業年度のう
ち最も古い事業年度開始の日（二以上の
被合併法人等が行う適格合併等にあつて
は、当該開始の日が最も早い被合併法人
等の当該事業年度開始の日。以下この項
において「被合併法人等七年前事業年度
開始日」という。）後である場合（当該適格
合併等が法人を設立するもの（以下この
項において「新設適格合併等」という。）
である場合を含む。）には、当該被合併法
人等七年前事業年度開始日から当該合併
法人等七年前事業年度開始日（当該適格
合併等が新設適格合併等である場合にあ
つては、当該適格合併等の日の属する事
業年度開始の日。以下この項において同
じ。）の前日までの期間を当該期間に対応
する当該被合併法人等七年前事業年度開
始日に係る被合併法人等の被合併法人等
前七年内事業年度ごとに区分したそれぞ
れの期間（当該前日の属する期間にあつ
ては、当該被合併法人等の当該前日の属
する事業年度開始の日から当該合併法人
等七年前事業年度開始日の前日までの期

間）は、当該合併法人等のそれぞれの事
業年度とみなして、同条の規定を適用す
る。

適格合併等に係る被合併法人等の欠損金の
繰越控除　被合併法人等と合併法人等（当
該合併法人等が、適格合併等により設立さ
れた法人である場合にあっては、当該適格
合併等に係る他の被合併法人等）との間に
特定資本関係があり、かつ、当該特定資本
関係が当該合併法人等の当該適格合併等に
係る合併等事業年度開始の日の５年前の日
以後に生じている場合において、当該適格
合併等が、共同で事業を営むための適格合
併等として政令（法税令112条７項）で定め
る要件に該当しないときは、繰越控除の認
められる未処理欠損金額には、①当該被合
併法人等の特定資本関係事業年度（当該被
合併法人等と当該合併法人等との間に当該
特定資本関係が生じた日の属する事業年
度）前の各事業年度で、前７年内事業年度
に該当する事業年度において生じた欠損金
額、および、②当該被合併法人等の特定資
本関係事業年度以後の各事業年度で、前７
年内事業年度に該当する事業年度において
生じた欠損金額のうち、特定資産に係る譲
渡等損失額の損金不算入に規定する特定資
産譲渡等損失額（法税62条の７第２項）に
相当する金額から成る部分の金額について
は、控除される欠損金額には含まれないも
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　上記においては、「特定資本関係となったの
が５年以内の場合には、共同事業の要件を満た
さない限り、欠損金の繰越は認められないとさ
れるのである」、と条文を紹介している。しかし、
このような紹介は一面的である。と言うのは、
特定資本関係があるが共同事業の要件を満たさ
ないという条件の下でも、他の条件を充足すれ
ば、欠損金の繰越しが認められることを、法人
税法は、上の条文とは異なる、他の条文で規定
しているからである。前者の条件は、いわば下
位の条件であり、後者の、他の条件は、上位の
条件である、ということになるが、上記におい
ては、前者の、下位の条件のみが紹介されてお
り、後者の、上位の条件は全く触れられておら
ず、その限りで、条文の紹介としては、一面的
と言わざるをえない。

のとされる（法税57条３項）。

　組織再編成について、企業グループの要
件である特定資本関係

4 4 4 4 4 4

（直接間接に50％超
の株式保有関係）となったのが５年以内の
場合には、共同事業の要件を満たさない限
り、欠損金の繰越しは認められないとされ
るのである。企業グループ内の組織再編成
については、適格要件が緩和されるため、
欠損法人をグループ内の法人が取り込んだ
上で、適格組織再編成を用いると、容易に
繰越欠損金が利用されてしまうことが懸念
されたからであるとされる。

水野忠恒［2005］438頁。

法人税法施行令

（引継対象外未処理欠損金額の計算に係る
特例）
第 百十三条　法第五十七条第二項（青色申
告書を提出した事業年度の欠損金の繰越

し）に規定する適格合併等（以下この項及
び次項において「適格合併等」という。）
に係る同条第二項に規定する合併法人等
である内国法人は、次の各号に掲げる場
合に該当する場合には、当該適格合併等
に係る同項に規定する被合併法人等（以
下この項において「被合併法人等」とい
う。）の同条第三項各号に掲げる欠損金額
は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定めるところによることがで
きる。
一 　当該被合併法人等の法第五十七条第三
項第一号に規定する特定資本関係事業年
度（以下この項において「特定資本関係
事業年度」という。）の前事業年度終了の
時における時価純資産価額（その有する
資産の価額の合計額からその有する負債
（新株予約権に係る義務を含む。以下こ
の号において同じ。）の価額の合計額を減
算した金額を言う。以下この項及び次項
において同じ。）が簿価純資産価額（その
有する資産の帳簿価額の合計額からそ
の有する負債の帳簿価額の合計額を減算
した金額をいう。以下この項において同
じ。）以上である場合において、当該時価
純資産価額から当該簿価純資産価額を減
算した金額（次号において「時価純資産
超過額」という。）が当該被合併法人等の
特定資本関係前未処理欠損金額（当該特
定資本関係事業年度開始の日前七年以内
に開始した各事業年度において生じた欠
損金額（同条第一項の規定の適用がある
ものに限るものとし、当該特定資本関係
事業年度開始の時までに同条第二項又は
第六項の規定により当該被合併法人等の
欠損金額とみなされたものを含み、同条
第一項の規定により当該特定資本関係事
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　見られるように、特定資本関係はあるが共同
事業の要件を満たさないという条件の下にあっ
ても、時価純資産超過額と、特定資本関係事業

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たもの及び法第
八十条（欠損金の繰戻しによる還付）の規
定により還付を受けるべき金額の計算の
基礎となつたもの並びに当該特定資本関
係事業年度開始の時までに法第五十七条
第五項又は第九項の規定によりないも
のとされたものを除く。）をいう。以下こ
の項において同じ。）の合計額以上であ
るとき又は当該被合併法人等の特定資本
関係前未処理欠損金額がないとき。法
第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額
は、ないものとする。
二 　当該被合併法人等の特定資本関係事業
年度の前事業年度終了の時における時価
純資産超過額が当該被合併法人等の特定
資本関係前未処理欠損金額の合計額に満
たない場合　法第五十七条第三項第一号
に掲げる欠損金額は当該合計額から当該
時価純資産超過額を控除した金額（以下
この号において「制限対象金額」という。）
が当該特定資本関係前未処理欠損金額の
最も古いものから成るものとした場合に
制限対象金額に係る特定資本関係前未
処理欠損金額があることとなる事業年度
（当該被合併法人等の同項第一号の前七
年内事業年度（次号において「被合併法人
等前七年内事業年度」という。）に該当す
る事業年度に限る。）ごとにイに掲げる金
額からロに掲げる金額を控除した金額と
し、同項第二号に掲げる欠損金額はない
ものとする。
イ 　当該事業年度の制限対象金額に係る特
定資本関係前未処理欠損金額
ロ 　当該事業年度の特定資本関係前未処理
欠損金額のうち、法第五十七条第一項の
規定により当該特定資本関係事業年度か

ら当該適格合併等の日の前日の属する事
業年度まで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た金額及び当
該各事業年度において同条第五項又は第
九項の規定によりないものとされたもの
三 　当該被合併法人等の特定資本関係事業
年度の前事業年度終了の時における時価
純資産価額が簿価純資産価額に満たない
場合で、かつ、当該満たない金額（以下
この号において「簿価純資産超過額」と
いう。）が被合併法人等前七年内事業年度
のうち当該特定資本関係事業年度以後の
各事業年度（前条第八項に規定する対象
事業年度に限る。）において生じた同項第
一号に規定する欠損金額に係る同号に掲
げる金額（以下この号において「特定資産
譲渡等損失相当額」という。）の合計額に
満たないとき。法第五十七条第三項第一
号及び第二号に掲げる欠損金額は、それ
ぞれイ及びロに掲げる金額とする。
イ 　法第五十七条第三項第一号に掲げる欠
損金額
ロ 　当該簿価純資産超過額に相当する金額
が当該各事業年度における特定資産譲渡
等損失相当額のうち最も古いものから成
るものとした場合に当該各事業年度の当
該簿価純資産超過額に相当する金額に係
る特定資産譲渡等損失相当額となる金額
を、当該各事業年度ごとに、それぞれ前
条第八項第一号に掲げる金額とみなして
同項の規定を適用した場合に同項の規定
により計算される法第五十七条第三項第
二号に規定する政令で定める金額に相当
する金額
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年度の前事業年度以前の欠損金額の合計額との
大小関係如何によって、又、簿価純資産超過額
との大小関係如何によって、それぞれに欠損金
額を繰越しできる、と条文は明確に規定してい
るのである。

　上記においては、「共同事業を営むための適
格要件に該当しないもの…が行われた場合にお
いては、当該特定資本関係が、当該特定適格合
併等の日の属する事業年度開始の日の５年前の
日以後に生じているときは、当該内国法人の適

用期間において生ずる特定資産譲渡等損失額
は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の
計算上、損金の額に算入しないものとされる（法
税62条の７）」、と条文を引用し紹介している。
しかし、このような紹介は一面的である。と言
うのは、合併法人において、共同事業を営むた
めの適格要件に該当せず特定資本関係を生じて
いる、という条件があっても、他の条件が加わ
れば、特定適格合併等事業年度以後の合併法人
の適用期間における特定資産譲渡等損失額は、
その損金算入が認容される、と法人税法は他の
条文で規定しているからである。前者の条件は、
いわば下位の条件に当り、後者の、他の条件は、
上位の条件に当ることになり、上記は、前者の、
下位の条件のみを掲げており、後者の、上位の
条件については触れておらず、その限りで、一
面的と言わざるをえない。

特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入

　内国法人と、当該法人との間に、いずれ
か一方の法人が他方の法人の発行済株式ま
たは出資の総数の50％を超える数の株式
または出資を、直接または間接に保有する
関係、その他政令（法税令123条の８）で定
める関係（特定資本関係）がある法人との間
で、当該内国法人を、合併法人、分割承継
法人、または、被現物出資法人とする特定
適格合併等（適格合併、適格分割または適
格現物出資のうち、共同事業を営むための
適格要件に該当しないもの）が行われた場
合においては、当該特定資本関係が、当該
特定適格合併等の日の属する事業年度（特
定適格合併等事業年度）開始の日の５年前
の日以後に生じているときは、当該内国法
人の適用期間（当該特定適格合併等事業年
度開始の日から同日以後３年を経過する
日、または、その経過する日が当該特定資
本関係が生じた日以後５年を経過する日後
となる場合にあつては、その５年を経過す
る日）において生ずる特定資産譲渡等損失
額は、当該内国法人の各事業年度の所得の
金額の計算上、損金の額に算入しないもの
とされる（法税62条の７）。

水野忠恒［2005］428頁。

法人税法施行令

（特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特
例）
第百二十三条の九　法第六十二条の七第一
項（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不
算入）に規定する特定適格合併等（以下この
条において「特定適格合併等」という。）に
係る合併法人、分割承継法人又は被現物出
資法人である内国法人は、法第六十二条の
七第一項に規定する特定適格合併等事業年
度（以下この条において「特定適格合併等事
業年度」という。）以後の各事業年度（同項に
規定する適用期間（以下この条において「適
用期間」という。）内の日の属する事業年度
に限る。）における当該適用期間内の特定引
継資産に係る法第六十二条の七第二項に規
定する特定資産譲渡等損失額（以下この条
において「特定資産譲渡等損失額」という。）
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　上において、「法第六十二条の七第一項に規
定する……合併法人……は……特定適格合併等
事業年度以後の……適用期間内の特定引継資産
に係る法第六十二条の七第二項に規定する特定
資産譲渡等損失額は、次の各号に掲げる場合の
区分に応じ当該各号に定めるところによること
ができる。   一　時価純資産価額が簿価純資産
価額以上である場合　特定資産譲渡等損失額
は、ないものとする」、つまり、特定資産譲渡
等損失額は全額を損金算入してよい、「二　時
価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場
合　特定資産譲渡等損失額は、当該特定資産譲
渡等損失額のうち、その満たない部分の金額か
らイ及びロに掲げる金額の合計額を控除した金
額に達するまでの金額とする」、要するに、法
人税法第62条の７第１項において「特定資産譲
渡等損失額は、当該内国法人の各事業年度の所
得の金額の計算上、損金の額に算入しない」と
規定しているが、損金の額に算入しない、と規
定されているのは、特定資産譲渡等損失額のう
ち、「イ及びロに掲げる金額の合計額を控除し
た金額に達するまでの金額」であって、控除し
た後の残額については、損金に算入できる、と
条文は明確に規定している。全額であれ、部分

は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定めるところによることができ
る。
一 　法第六十二条の七第一項に規定する特
定資本関係法人（以下この項及び第四項
において「特定資本関係法人」という。）
の特定資本関係事業年度（当該特定資本
関係法人と当該内国法人との間に同条第
一項に規定する特定資本関係が生じた日
の属する事業年度をいう。次号において
同じ。）の前事業年度終了の時における時
価純資産価額（その有する資産の価額の
合計額からその有する負債（新株予約権
に係る義務を含む。以下この号において
同じ。）の価額の合計額を減算した金額を
いう。次号及び次項において同じ。）が簿
価純資産価額（その有する資産の帳簿価
額の合計額からその有する負債の帳簿価
額の合計額を減算した金額をいう。次号
において同じ。）以上である場合　当該適
用期間内の当該特定引継資産に係る特定
資産譲渡等損失額は、ないものとする。
二 　当該特定資本関係法人の特定資本関係
事業年度の前事業年度終了の時における
時価純資産価額が簿価純資産価額に満た
ない場合　適用期間内の日の属する事業
年度における当該事業年度の適用期間の
特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失
額は、当該特定資産譲渡等損失額のうち、
その満たない部分の金額（以下この号に
おいて「簿価純資産超過額」という。）か
らイ及びロに掲げる金額の合計額を控除
した金額に達するまでの金額とする。
イ 　当該内国法人が当該特定資本関係法人
に係る法第五十七条第三項各号（青色申

告書を提出した事業年度の欠損金の繰
越し）に掲げる欠損金額につき第百十三
条第一項（引継対象外未処理欠損金額の
計算に係る特例）の規定の適用を受けた
場合に同項第三号ロの規定において第
百十二条第八項第一号（特定資産譲渡等
損失相当額から成る欠損金額の算定）に
掲げる金額とみなした金額の合計額
ロ 　当該事業年度前の適用期間内の日の属
する事業年度の特定引継資産に係る特定
資産譲渡等損失額で当該簿価純資産超過
額に達するまでの金額とされた金額



－ 96 －－ 96 －

であれ、特定資産譲渡等損失額は、損金に算入
できる、というのが法人税法である。この点を
看過している点において、上記の条文の紹介は
一面的である、と言わざるをえないのである。

３－２　 未処理欠損金額の引継ぎと利益積立金
額の引継ぎ

　被合併法人の最終事業年度の期末つまり合併
前日現在の利益積立金額について以下、述べる。
　最終事業年度が、令第９条第１項の当該事業
年度に当たる。簡単化のため、被合併法人は、
当該事業年度には、適格合併は行わないものと
する。又、前七年内事業年度の欠損金額も損金
算入されず未処理であるとする。
　被合併法人の当該事業年度ならびに過去事業
年度の未処理欠損金額の合計は、先の２－３の
⑴式の右辺の所得金額が、この合計だけ小さい、
という形で現われていることになる。従って、
被合併法人の前七年内事業年度の未処理欠損金
額の合計は、この所得金額が、この合計だけ小
さい、という形で現われていることになる。
　⑴式の両辺はそれぞれ被合併法人の利益積立
金額を表しており、合併法人は、それぞれを引
継ぐが、前七年内事業年度の未処理欠損金額の
合計について言えば、この合計それ自体を引継
ぐのではなく、⑴式の右辺の所得金額について、
合計だけ小さいものを引継ぐ、という形で引継
ぐことになる。ただし、前七年内事業年度の未
処理欠損金額の合計は、簡単に計算できる。被
合併法人の、前七年内事業年度の各々の、別表
四の①欄の合計のうち欠損金額を、合計するだ
けである。しかし、これを、合併法人が引継ぐ
ということはない。利益積立金額を引継ぐ際
に、欠損金額の合計だけ小さい所得金額を引継
ぐ、という形で、引継ぐことになる。
　⑴式の右辺は、法人税法施行令第９条第１項
が規定している利益積立金額である。しかし、
この右辺の形で計算されることは、実際にはな
い。実際に計算されるのは左辺の形である。法

人税法施行規則別表五（一）において、左辺のよ
うに計算される。
　従って、被合併法人の利益積立金額が、合併
法人に引継がれるのも、左辺の形である。しか
も、その際、引継がれるのも、利益積立金額の
いわば合計だけが引継がれるのではなく、利益
積立金額を構成する個々の項目が、個々の項目
毎に引継がれることになる。利益金留保額はも
ちろんのこと、損金不算入留保額、損金算入流
出額、益金不算入流出額、益金算入留保額それ
ぞれを構成する個々の項目が、個々の項目毎に
引継がれることになる。個々の項目毎に引継が
れると共に、そのいわば合計が引継がれること
になる。
　この利益積立金額のいわば合計が、被合併法
人の前７年内事業年度の欠損金額の合計だけ小
さい、という形で、その欠損金額が合併法人に
引継がれることになる。と言うのは、先に見た
ように、被合併法人の前７年内事業年度の欠損
金額の合計は、⑴式の右辺の所得金額が、合計
だけ小さい、という形で現われるが、これは、
左辺の個々の項目の中にはなく、左辺の全体が、
それだけ小さいという形で、現われるからであ
る。つまり、左辺の利益積立金額のいわば合計
が、それだけ小さい、という形で現われるから
である。

３－３　 未処理欠損金額の利益積立金額への包
含

　適格合併において、合併法人は、被合併法人
の前７年内事業年度の未処理欠損金額を、条件
如何によって、自己の欠損金額とみなして、損
金算入して、利益積立金額を構成するものとし
てよい、と法人税法は規定している。これは、
被合併法人の未処理欠損金額の、合併法人によ
る他方の引継ぎである。すなわち、合併法人が、
被合併法人の利益積立金額を、前７年内事業年
度の未処理欠損金額の合計だけ小さい形で引継
ぐのを、未処理欠損金額の、一方の引継ぎとす
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れば、被合併法人の未処理欠損金額を、合併法
人が、自己の欠損金額として損金算入するのは、
未処理欠損金額の他方の引継ぎということにな
る。
　この欠損金額は損金算入の留保額であり、法
人税法施行令第９条第１項第１号において規定
されているように、利益積立金額を、プラスの
一項目として構成する。先の⑴で言えば、右辺
の、損金算入留保額に含まれる。
　しかし、利益積立金額は、この右辺のように
は計算されず、左辺のように計算される。つま
り、利益積立金額が実際に計算されるのは、法
人税法施行規則別表五（一）において、左辺の形
であり、この左辺には、欠損金額は明示されな
い。欠損金額が右辺にプラスの形で明示されて
いるので、左辺に含まれているのは確かである
が、明示されないのである。明示はされないが、
含まれている、ということで、被合併法人の未
処理欠損金額が、その相当額が、算入されてい
る、ということになる。
　ただ、この被合併法人の未処理欠損金額は、
合併法人の当該事業年度以後の、各事業年度に
おいて控除されうるので、別表四の③欄に、明
示はされる。その際、③欄ではなく、②欄が、
別表五（一）に移記され、その②欄には明示され
ていないので、五（一）にも明示されないのであ
る。

４．おわりに

　本稿の結論は次のようになる。
１ ．被合併法人の減価償却資産については、一
方で、その未償却残高と償却累計額が減価償
却資産の帳簿価額として、合併法人に引継が
れ、償却限度超過額は利益積立金額として合
併法人に引継がれる。後者の償却限度超過額
は、利益積立金額を構成するものとして、法
人税法・法人税法施行令においては明示され
ないが、法人税法施行規則別表五（一）におい

ては、明示される。
１ ．他方で、被合併法人の償却限度超過額は、
合併事業年度以後、合併法人の償却費として
計上することが認容される、という形で引継
がれる。この償却限度超過額は、被合併法人
から引継がれた利益積立金額から控除され
る、とは法人税法・法人税法施行令において
は明示されないが、法人税法施行規則別表五
（一）においては明示される。
１ ．被合併法人の未処理欠損金額は、一方で、
合併法人に引継がれるものとして明示はされ
ず、その大きさだけ、合併法人に引継がれる
利益積立金額のいわば合計が小さい、という
形で、引継がれる。ただ、被合併法人の前７
年内事業年度の未処理欠損金額は、被合併法
人の別表四の①欄の合計から算出することは
できる。
１ ．他方で、被合併法人の未処理欠損金額を、
合併法人は、合併事業年度以降において、自
己の欠損金額と見なして、損金算入してよく、
損金算入するという形で、引継がれる。この
損金算入は留保額として、合併法人の利益積
立金額をプラスの形で構成することを、法人
税法・法人税法施行令は規定している。しか
し、これは明示して実際に計算されることは
ない。つまり、法人税法施行規則別表五（一）
において、合併法人の利益積立金額に含まれ
るものとして計算されてはいるが、明示はさ
れないのである。

　ともあれ、適格合併における減価償却資産と
未処理欠損金額それぞれの引継ぎが、利益積立
金額の引継ぎを随伴する以上、利益積立金額を
明確にすることが必要不可欠である。特に、利
益積立金額を規定している法人税法・法人税法
施行令と、利益積立金額を実際に算出する法人
税法施行規則とで、ただ一つの法人税・地方税
を除いて、それを構成する項目が全く異なるだ
けに、両者の関係を、具体的には同値性を、明
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らかにすることが必要不可欠である。それなく
しては、一歩も先に進まないのである。

〈参考文献〉
岡村忠生［2004］『法人税法講義』成文堂。
金子　宏［2006］『租税法（第11版）』弘文堂。
河野惟隆［2001］『法人税法別表四の新解釈』税
務経理協会。

河野惟隆［2002］『法人税法減価償却の新解釈』
税務経理協会。

河野惟隆［2006a］「適格合併等における欠損金
繰越控除」『税経通信』2006年８月号。

河野惟隆［2006b］「適格合併等の欠損金繰越控
除の制限と緩和」『税経通信』2006年９月
号。

河野惟隆［2006c］「適格合併等における欠損金
繰越控除」税務会計研究学会『第18回大会
報告要旨集』2006年10月。

河野惟隆［2007a］「適格合併等における利益積
立金額の引継ぎ」『税経通信』2007年１月
号。

河野惟隆［2007b］「適格合併における減価償却
資産の引継ぎ＿＿利益積立金額の引継ぎと
の関連で＿＿」『税経通信』2007年２月号。

武田隆二［2005］『法人税法精説』森山書店。
中村利雄［1990］『法人税の課税所得計算』ぎょ
うせい。

水野忠恒［2005］『租税法（第２版）』有斐閣。


