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1　はじめに

　平成18年度に、欠損等法人に関する規定が、
法人税法に新たに導入された。本稿では、この
欠損等法人が適格合併を行った場合の条文につ
いて、法解釈を試みることにする。それと言う
のも、それらの条文が、明確になっている、と
は必ずしも言い難いからである。
　本稿では、先ず最初に、条文を、実線で囲ん
で掲げることにする。次いで、条文をそれぞれ、
①、②等々の番号をつけて、分割することにす
る。この分割の部分は、点線で囲むことにする。
分割の際には次のようにする。
・ 本稿の論旨に関連するもののみを取り上
げ、他は省略する。

・ 条文の中では省略してあるものも、場合に
よっては、内容を明確にするために、重複
して、明示することもある。

　しかし、何を取り上げ何を省略したか、又、
何を重複させたか、について、一々、説明する
ことは、煩瑣を極めるので、又、説明するまで
もなく明確と思われるので、省略する。
　このような分割の後に、①、②等の番号を付
した部分を明示しつつ、又、順序を入れ替える
こともしつつ、法解釈を試みることにする。そ
の際に、条文自体を引用する際には、必ず、カ
ギ括弧をつけて、引用することにする。尚、こ
の際にも、条文の一部を省略するが、そのこと
を、一々、説明しないことにする。
　以下、2において、欠損等法人が合併法人で
ある場合について、又、3において、それが被
合併法人である場合について、それぞれ述べる

ことにする。又、2においても3においても、何
れも同じく、先ず、適用事業年度前について、
次いで、以後について、述べることにする。最
後に、4において、本稿の結論を述べることに
する。

2　欠損等法人が合併法人の場合
2-1　適用事業年度前

2-1-1　被合併法人

法人税法

（特定株主等によつて支配された欠損等法人
の欠損金の繰越しの不適用）
第五十七条の二　内国法人で他の者との間に
当該他の者による特定支配関係（当該他の者
が当該内国法人の発行済株式又は出資（自己
が有する自己の株式又は出資を除く。）の総
数又は総額の百分の五十を超える数又は金
額の株式又は出資を直接又は間接に保有する
関係その他の政令で定める関係をいい、政令
で定める事由によつて生じたものを除く。以
下この項において同じ。）を有することとな
つたもののうち、当該特定支配関係を有する
こととなつた日（以下この項において「支配
日」という。）の属する事業年度（以下この項
において「特定支配事業年度」という。）にお
いて当該特定支配事業年度前の各事業年度に
おいて生じた欠損金額（前条第二項又は第六
項の規定により当該内国法人の欠損金額とみ
なされたものを含むものとし、同条第一項の
規定の適用があるものに限る。以下この条に
おいて同じ。）又は評価損資産（当該内国法人
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が当該支配日において有する資産のうち当該
支配日における価額がその帳簿価額に満たな
いものとして政令で定めるものをいう。）を
有するもの（内国法人のうち各連結事業年度
の連結所得に対する法人税を課される最終の
連結事業年度終了の日において第八十一条の
九の二第一項（特定株主等によつて支配され
た欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不
適用）に規定する欠損等連結法人（以下この
条において「欠損等連結法人」という。）であ
つたものを含む。以下この条において「欠損
等法人」という。）が、当該支配日（当該欠損
等連結法人にあつては、政令で定める日。以
下この項及び次項第一号において「特定支配
日」という。）以後五年を経過した日の前日ま
で（当該特定支配関係を有しなくなつた場合
として政令で定める場合に該当したこと、当
該欠損等法人の債務につき政令で定める債務
の免除その他の行為（第三号において「債務
免除等」という。）があつたことその他政令
で定める事実が生じた場合には、これらの事
実が生じた日まで）に次に掲げる事由に該当
する場合には、その該当することとなつた日
（第四号に掲げる事由に該当する場合にあつ
ては、同号に規定する適格合併等の日の前日。
次項において「該当日」という。）の属する事
業年度（以下この条において「適用事業年度」
という。）以後の各事業年度においては、当該
適用事業年度前の各事業年度において生じた
欠損金額については、前条第一項の規定は、
適用しない。
一　当該欠損等法人が当該特定支配日の直前
において事業を営んでいない場合（清算中の
場合を含む。）において、当該特定支配日以後
に事業を開始すること（清算中の当該欠損等
法人が継続することを含む。）。
二　当該欠損等法人が当該特定支配日の直前
において営む事業（以下この項において「旧
事業」という。）のすべてを当該特定支配日以

後に廃止し、又は廃止することが見込まれて
いる場合において、当該旧事業の当該特定支
配日の直前における事業規模（売上金額、収
入金額その他の事業の種類に応じて政令で定
めるものをいう。次号及び第五号において同
じ。）のおおむね五倍を超える資金の借入れ
又は出資による金銭その他の資産の受入れ
（合併又は分割による資産の受入れを含む。
次号において「資金借入れ等」という。）を行
うこと。
三　当該他の者又は当該他の者との間に政令
で定める関係がある者（以下この号において
「関連者」という。）が当該他の者及び関連者
以外の者から当該欠損等法人に対する債権で
政令で定めるもの（以下この号において「特
定債権」という。）を取得している場合（当該
特定支配日前に特定債権を取得している場合
を含むものとし、当該特定債権につき当該特
定支配日以後に債務免除等を行うことが見込
まれている場合その他の政令で定める場合を
除く。次号において「特定債権が取得されて
いる場合」という。）において、当該欠損等法
人が旧事業の当該特定支配日の直前における
事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ
等を行うこと。
四　第一号若しくは第二号に規定する場合又
は前号の特定債権が取得されている場合にお
いて、当該欠損等法人が自己を被合併法人又
は分割法人とする前条第二項に規定する適格
合併等（次項第一号及び第四項において「適
格合併等」という。）を行うこと。
五　当該欠損等法人が当該特定支配関係を有
することとなつたことに基因して、当該欠損
等法人の当該特定支配日の直前の役員（社長
その他政令で定めるものに限る。）のすべて
が退任（業務を執行しないものとなることを
含む。）をし、かつ、当該特定支配日の直前に
おいて当該欠損等法人の業務に従事する使用
人（以下この号において「旧使用人」という。）
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の総数のおおむね百分の二十以上に相当する
数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなつ
た場合において、当該欠損等法人の非従事事
業（当該旧使用人が当該特定支配日以後その
業務に実質的に従事しない事業をいう。）の
事業規模が旧事業の当該特定支配日の直前に
おける事業規模のおおむね五倍を超えること
となること（政令で定める場合を除く。）。
六　前各号に掲げる事由に類するものとして
政令で定める事由

法人税法

第五十七条の二
① 内国法人で他の者との間に当該他の者に
よる特定支配関係を有することとなつたもの
のうち、
② 特定支配関係（当該他の者が当該内国法人
の発行済株式又は出資（自己が有する自己の
株式又は出資を除く。）の総数又は総額の百
分の五十を超える数又は金額の株式又は出資
を直接又は間接に保有する関係その他の政令
で定める関係）
③ 当該特定支配関係を有することとなつた
日（「支配日」）の属する事業年度（「特定支配
事業年度」）において
④ 当該特定支配事業年度前の各事業年度に
おいて生じた欠損金額を有するもの（「欠損
等法人」）が、
⑤ 又は評価損資産（当該内国法人が当該支配
日において有する資産のうち当該支配日にお
ける価額がその帳簿価額に満たないもの）を
有するもの（「欠損等法人」）が、
⑥ 当該支配日（「特定支配日」）以後五年を経
過した日の前日までに
⑦ 次に掲げる事由に該当する場合には、
⑧ その該当することとなつた日（「該当日」）
の属する事業年度（「適用事業年度」）以後の
各事業年度においては、
⑨ （第四号に掲げる事由に該当する場合にあ

つては、同号に規定する適格合併等の日の前
日。「該当日」）の属する事業年度（「適用事業
年度」）以後の各事業年度においては、
⑩ 当該適用事業年度前の各事業年度におい
て生じた欠損金額については、
⑪ 前条第一項の規定は、適用しない。

第五十七条の二第1項
　①「内国法人で他の者との間に当該他の者に
よる特定支配関係を有することとなったものの
うち」、④「特定支配事業年度前の各事業年度
において生じた欠損金額を有する欠損等法人
が」、⑤「又は評価損資産を有する欠損等法人
が」、⑧⑨「該当日の属する適用事業年度以後の
各事業年度においては」、⑩「当該適用事業年度
前の各事業年度において生じた欠損金額につい
ては」、⑪「前条第一項の規定は、適用しない」。
　さしあたり、欠損等法人は、⑧⑨「該当日の
属する適用事業年度以後の各事業年度において
は」、⑩「当該適用事業年度前の各事業年度にお
いて生じた欠損金額については」、⑪「前条第一
項の規定は、適用しない」、つまり、後で見るよ
うに、「所得の金額の計算上、損金の額に算入す
る」、ということはしない、というのが、欠損等
法人の基本的特徴である。

法人税法

第五十七条の二
2　欠損等法人が該当日（第八十一条の九の
二第一項に規定する該当日を含む。）以後に
合併、分割又は現物出資を行う場合には、次
の各号に掲げる欠損金額又は連結欠損金個別
帰属額（前条第六項に規定する連結欠損金個
別帰属額をいう。以下この条において同じ。）
については、それぞれ当該各号に定める規定
は、適用しない。 
一　欠損等法人が自己を合併法人又は分割承
継法人とする適格合併等を行う場合における
当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法
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人の当該適格合併等の日の前日の属する事業
年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は
各連結事業年度において生じた欠損金額又は
連結欠損金個別帰属額（当該適格合併等が当
該欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事
業年度（第八十一条の九の二第一項に規定す
る適用連結事業年度をいう。以下この条にお
いて同じ。）開始の日以後三年を経過する日
（その経過する日が特定支配日以後五年を経
過する日後となる場合にあつては、同日）後
に行われるものである場合には、当該欠損金
額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これら
の生じた事業年度又は連結事業年度開始の日
が当該適用事業年度又は適用連結事業年度開
始の日前であるものに限る。）　前条第二項、
第三項及び第七項 
二　欠損等法人が自己を合併法人、分割承継
法人又は被現物出資法人とする前条第五項に
規定する適格合併等を行う場合における当該
欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度に
おいて生じた欠損金額　同項

法人税法

第五十七条の二
2
① 欠損等法人が該当日以後に合併、分割又は
現物出資を行う場合には、次の各号に掲げる
欠損金額については、それぞれ当該各号に定
める規定は、適用しない。
② 一　欠損等法人が自己を合併法人又は分
割承継法人とする適格合併等を行う場合にお
ける
③ 当該適格合併等に係る被合併法人又は分
割法人の
④ 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において生じた欠損金
額
⑤ （当該適格合併等が当該欠損等法人の適用
事業年度開始の日以後三年を経過する日後に

行われるものである場合には、当該欠損金額
のうち、これらの生じた事業年度開始の日が
当該適用事業年度開始の日前であるものに限
る。）
⑥ （（その経過する日が特定支配日以後五年
を経過する日後となる場合にあつては、同日）
後に行われるものである場合には、当該欠損
金額のうち、これらの生じた事業年度開始の
日が当該適用事業年度開始の日前であるもの
に限る。）
⑦ 前条第二項、
⑧ 前条第三項
⑨ 二　欠損等法人が自己を合併法人、分割承
継法人又は被現物出資法人とする
⑩ 前条第五項に規定する適格合併等を行う
場合における
⑪ 当該欠損等法人の適用事業年度前の各事
業年度において生じた欠損金額
⑫ 同項

法人税法

第五十七条
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
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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。

法人税法

第五十七条
2
① 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（「合併類似適格
分割型分割」）が行われた場合において、
② 当該適格合併等に係る被合併法人又は分
割法人（「被合併法人等」）の
③ 当該適格合併等の日前七年以内に開始し
た各事業年度（「前七年内事業年度」において
生じた欠損金額（「未処理欠損金額」）がある
ときは、
④ 当該適格合併等に係る合併法人又は分割

承継法人（「合併法人等」）の当該適格合併等
の日の属する事業年度（「合併等事業年度」）
以後の
⑤ 各事業年度における前項の規定の適用に
ついては、
⑥ 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、
⑦ 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
⑧ 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。
⑨ 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、（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。

　法第五十七条の二第2項第一号において、②
「欠損等法人が自己を合併法人とする適格合併
等を行う場合における」③「被合併法人の」④「当
該適格合併等の日の前日の属する事業年度以前
の各事業年度において生じた欠損金額」につい
ては、⑦「前条第二項」は①「適用しない」と規
定されている。
　この⑦「前条第二項」とは、法第五十七条第
2項のことであり、ここにおいては、①「適格合
併等が行われた場合において」②「被合併法人
の」③「当該適格合併等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がある
ときは」④「合併法人の当該適格合併等の日の
属する事業年度以後の」⑤「各事業年度におけ
る前項の規定の適用については」⑧「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」、と規定されている。
　第五十七条第2項を、「適用しない」というこ
とは、②「被合併法人の」③「欠損金額」は⑧「合
併法人の欠損金額とみなす」ことはしない、と
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いうことである。
　ただ、この法第五十七条の二第2項第一号に
おいては、①「適用しない」規定としては、単に
⑦「前条第二項」だけでなく、⑧「前条第三項」
も挙げている。次に、この点について考察する。

法人税法

第五十七条
3　適格合併等に係る被合併法人等と合併法
人等（当該合併法人等が当該適格合併等によ
り設立された法人である場合にあつては、当
該適格合併等に係る他の被合併法人等。第一
号において同じ。）との間に特定資本関係（い
ずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式
又は出資（当該他方の法人が有する自己の株
式又は出資を除く。）の総数又は総額の百分
の五十を超える数又は金額の株式又は出資を
直接又は間接に保有する関係その他の政令で
定める関係をいう。以下この項及び第五項に
おいて同じ。）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五年前の日以後に
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
令で定めるものに該当しないときは、前項に
規定する未処理欠損金額には、当該被合併法
人等の次に掲げる欠損金額を含まないものと
する。
一　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
業年度をいう。次号において同じ。）前の各事
業年度で前七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（当該被合併法人
等において第一項の規定により前七年内事業
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。次号において同じ。）

二　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七年内事業年度に該
当する事業年度において生じた欠損金額のう
ち第六十二条の七第二項（特定資産に係る譲
渡等損失額の損金不算入）に規定する特定資
産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分
の金額として政令で定める金額

法人税法

第五十七条
3
① 適格合併等に係る被合併法人等と合併法
人等との間に特定資本関係があり、
② 特定資本関係（いずれか一方の法人が他方
の法人の発行済株式又は出資の総数又は総額
の百分の五十を超える数又は金額の株式又は
出資を直接又は間接に保有する関係）
③ かつ、当該特定資本関係が当該合併法人等
の
④ 当該適格合併等に係る合併等事業年度開
始の日の五年前の日以後に生じている場合に
おいて、
⑤ 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で定めるものに該当
しないときは、
⑥ 前項に規定する未処理欠損金額には、
⑦ 当該被合併法人等の次に掲げる欠損金額
を含まないものとする。
⑧ 一　当該被合併法人等の特定資本関係事
業年度前の各事業年度で
⑨ 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）
⑩ 前七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
⑪ 二　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
⑫ 前七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
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⑬ 第六十二条の七第二項（特定資産に係る譲
渡等損失額の損金不算入）に規定する特定資
産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分
の金額として政令で定める金額

　先の⑧「前条第三項」とは、法第五十七条第
3項のことであるが、ここにおいては、⑤「適格
合併等が共同で事業を営むための適格合併等に
該当しないときは」⑧「一　被合併法人等の特
定資本関係事業年度前の各事業年度」⑩「にお
いて生じた欠損金額」と⑪「二　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」⑫
「において生じた欠損金額のうち」⑬「特定資産
譲渡等損失額に相当する金額」とは、⑥「前項
に規定する未処理欠損金額には」⑦「含まない
ものとする」、と規定されている。要するに、こ
の第3項によると、⑦「含まないものとする」の
は、⑧「特定資本関係事業年度前の」⑩「欠損金
額」と⑪「特定資本関係事業年度以後の」⑫「欠
損金額のうち」⑬「特定資産譲渡等損失額に相
当する金額」である。
　これに対して、先に見たように、第五十七条
の二第2項第一号において、⑦「前条第二項」①
「は、適用しない」とするのは、④「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
において生じた欠損金額」である。かくして、
この⑦「前条第二項」①「は、適用しない」場合
の方が、⑧「前条第三項」を適用する場合より
も、欠損金の繰越控除額は小さく、つまり、所
得計算上は所得が大きく、課税上は重課にな
る。⑧「前条第三項」①「は、適用しない」とい
うことは、軽課は選択させない、ということで
ある。
　法第五十七条第3項には、⑤「適格合併等が
共同で事業を営むための適格合併等に該当しな
いとき」、という条件がついている。従って、第
五十七条の二第2項第一号の、②「一　欠損等
法人が自己を合併法人とする適格合併等を行
う場合」において、⑧「前条第三項」を①「適用

しない」ということも、この条件を充足するこ
とを必要とする。逆に、この条件を充足しない
と、つまり、⑤「適格合併等が共同で事業を営
むための適格合併等に該当」するときは、法第
五十七条の二第2項第一号の、⑧「前条第三項」
は①「適用しない」ことはない、ということに
なり、①「適用しない」のは⑦「前条第二項」だ
け、ということになる。
　「適格合併等が共同で事業を営むための適格
合併等に該当しないとき」は、⑧「前条第三項」
を適用できる条件があるが、このときは、必ず、
⑧「前条第三項」は①「適用しない」こととし、
⑦「前条第二項」は①「適用しない」こととする。
「該当」するときは、⑧「前条第三項」を適用す
る余地はないから、そのときは、⑦「前条第二
項」を①「適用しない」のは当然である、という
ことになる。

2-1-2　合併法人としての欠損等法人

法人税法

第五十七条
5　第一項の内国法人と特定資本関係法人（当
該内国法人との間に特定資本関係がある法人
をいう。以下この項において同じ。）との間で
当該内国法人を合併法人、分割承継法人又は
被現物出資法人とする適格合併、適格分割又
は適格現物出資（以下この項において「適格
合併等」という。）が行われ、かつ、当該特定
資本関係が当該内国法人の当該適格合併等の
日の属する事業年度（以下この項において「合
併等事業年度」という。）開始の日の五年前
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
等として政令で定めるものに該当しないとき
は、当該内国法人の当該合併等事業年度以後
の各事業年度における第一項の規定の適用に
ついては、当該内国法人の同項に規定する欠
損金額（第二項又は次項の規定により当該内
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国法人の欠損金額とみなされたものを含み、
この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。以下この項において同じ。）
のうち次に掲げる欠損金額は、ないものとす
る。
一　当該内国法人の特定資本関係事業年度
（当該内国法人と当該特定資本関係法人との
間に当該特定資本関係が生じた日の属する事
業年度をいう。次号において同じ。）前の各事
業年度で前七年内事業年度（当該合併等事業
年度開始の日前七年以内に開始した各事業年
度をいう。以下この項において同じ。）に該当
する事業年度において生じた欠損金額（第一
項の規定により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。次号におい
て同じ。）
二　当該内国法人の特定資本関係事業年度以
後の各事業年度で前七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
等損失額に相当する金額から成る部分の金額
として政令で定める金額

法人税法

第五十七条
5
① 第一項の内国法人と特定資本関係法人（当
該内国法人との間に特定資本関係がある法
人）との間で
② 当該内国法人を合併法人、分割承継法人又
は被現物出資法人とする適格合併、適格分割
又は適格現物出資（「適格合併等」）が行われ、
③ かつ、当該特定資本関係が当該内国法人の
④ 当該適格合併等の日の属する事業年度（「合
併等事業年度」）開始の日の五年前の日以後に
生じている場合において、
⑤ 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で定めるものに該当
しないときは、
⑥ 当該内国法人の当該合併等事業年度以後
の各事業年度における第一項の規定の適用に
ついては、
⑦ 当該内国法人の同項に規定する欠損金額
のうち
⑧ 次に掲げる欠損金額は、
⑨ ないものとする。
⑩ 一　当該内国法人の特定資本関係事業年
度（当該内国法人と当該特定資本関係法人と
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
⑪ 前七年内事業年度（当該合併等事業年度開
始の日前七年以内に開始した各事業年度）に
該当する事業年度において生じた欠損金額
⑫ 二　当該内国法人の特定資本関係事業年
度以後の各事業年度で
⑬ 前七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
⑭ 第六十二条の七第二項に規定する特定資
産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分
の金額として政令で定める金額

法人税法

（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の
繰越し） 
第五十七条　確定申告書を提出する内国法人
の各事業年度開始の日前七年以内に開始した
事業年度において生じた欠損金額（この項の
規定により当該各事業年度前の事業年度の所
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（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
基礎となつたものを除く。）がある場合には、
当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業
年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入
する。ただし、当該欠損金額に相当する金額
が当該欠損金額につき本文の規定を適用しな
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いものとして計算した場合における当該各事
業年度の所得の金額（当該欠損金額の生じた
事業年度前の事業年度において生じた欠損金
額に相当する金額で本文又は第五十八条第一
項（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）の規定により当
該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額
に算入されるものがある場合には、当該損金
の額に算入される金額を控除した金額）を超
える場合は、その超える部分の金額について
は、この限りでない。

法人税法

第五十七条
　確定申告書を提出する内国法人の各事業年
度開始の日前七年以内に開始した事業年度に
おいて生じた欠損金額がある場合には、当該
欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度
の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

　法第五十七条の二第2項第二号においては、
⑨「二　欠損等法人が自己を合併法人とする」
⑩「前条第五項に規定する適格合併等を行う場
合における」⑪「当該欠損等法人の適用事業年
度前の各事業年度において生じた欠損金額」に
ついては、⑫「同項」は①「適用しない」と規定
されている。
　ここで⑫「同項」つまり⑩「前条第五項」とは、
法第五十七条第5項のことであるが、この規定
においては、②「内国法人を合併法人とする適
格合併が行われ」る場合において、⑩「一　当
該内国法人の特定資本関係事業年度前の各事業
年度」⑪「において生じた欠損金額」と⑫「二　
当該内国法人の特定資本関係事業年度以後の各
事業年度」⑬「において生じた欠損金額のうち」
⑭「特定資産譲渡等損失額に相当する金額」は、
⑥「当該内国法人の当該合併等事業年度以後の
各事業年度における第一項の規定の適用につい
ては」⑨「ないものとする」、と規定されている。

　法第五十七条の二第1項において、④⑤「欠
損等法人」は⑧「適用事業年度以後の各事業年
度においては」⑩「当該適用事業年度前の各事
業年度において生じた欠損金額については」⑪
「前条第一項の規定は、適用しない」、と規定さ
れている。
　この⑪「前条第一項」とは、法第五十七条第1
項のことであるが、ここでは、「内国法人の各事
業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度
において生じた欠損金額がある場合には、当該
欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の
所得の金額の計算上、損金の額に算入する」、と
規定されている。
　かくして、法第五十七条の二第2項第二号に
おける⑪「当該欠損等法人の適用事業年度前の
各事業年度において生じた欠損金額」について
は、同条第1項において、⑧「適用事業年度以後
の各事業年度においては」、法第五十七条第1項
の「各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
額に算入する」という⑪「規定は、適用しない」、
と規定されている。
　第五十七条の二第2項第二号の方が、第
五十七条第5項よりも、所得の計算上は所得が
大きくなり、従って、課税上は重課となる。
　第五十七条の二第2項第二号では⑪「適用事
業年度前の欠損金額」であり、第五十七条第5
項では⑩「特定資本関係事業年度前の」⑪「欠
損金額」と⑫「特定資本関係事業年度以後の」
⑬「欠損金額のうち」⑭「特定資産譲渡等損失
額」である。

　法第五十七条第5項においては、⑤「当該適
格合併等が共同で事業を営むための適格合併
に該当しないときは」、という条件がついてい
る。従って法第五十七条の二第2項第二号にお
いて、⑫「同項」つまり⑩「前条第五項」を①
「適用しない」場合も、この条件を充足する必
要がある。つまり、⑤「当該適格合併等が共同
で事業を営むための適格合併に該当しないとき
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は」、⑩「前条第五項」を適用できる可能性があ
るが、そのときは、⑩「前条第五項」を必ず①
「適用しない」こととし、そのときは、第五十七
条の二第1項の規定に従って、④⑤「欠損等法
人」は⑧「適用事業年度以後の各事業年度にお
いては」⑩「当該適用事業年度前の各事業年度
において生じた欠損金額については」、「内国法
人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した
事業年度において生じた欠損金額がある場合に
は、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事
業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入
する」という⑪「前条第一項の規定は、適用し
ない」ことにする。もとより、⑤「当該適格合併
等が共同で事業を営むための適格合併に該当」
するときは、⑩「前条第五項」を適用する余地
はないので、当然のこととして、わざわざ断る
までもなく、⑪「前条第一項の規定は、適用し
ない」ことになる。

2-2　適用事業年度以後

法人税法

（特定株主等によつて支配された欠損等法人
の資産の譲渡等損失額の損金不算入）
第六十条の三　第五十七条の二第一項（特定
株主等によつて支配された欠損等法人の欠損
金の繰越しの不適用）に規定する欠損等法人
（同項に規定する欠損等連結法人にあつては、
同項に規定する特定支配日において第八十一
条の九の二第一項（特定株主等によつて支配
された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越し
の不適用）に規定する評価損資産その他政令
で定める資産を有していたものに限る。以下
この項及び次項において「欠損等法人」とい
う。）の第五十七条の二第一項に規定する適
用事業年度又は第八十一条の九の二第一項
に規定する適用連結事業年度（以下この項に
おいて「適用事業年度等」という。）開始の日
から同日以後三年を経過する日（その経過す

る日が第五十七条の二第一項に規定する特定
支配日（当該欠損等連結法人にあつては、第
八十一条の九の二第一項に規定する特定支配
日）以後五年を経過する日後となる場合にあ
つては、同日）までの期間（当該期間に終了
する各事業年度において、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）若しくは第六十一条の十二第一項
（連結納税への加入に伴う資産の時価評価損
益）又は第六十二条の九第一項（非適格株式
交換等に係る株式交換完全子法人等の有する
資産の時価評価損益）の規定の適用を受ける
場合には、当該適用事業年度等の開始の日か
ら第六十一条の十一第一項に規定する連結開
始直前事業年度若しくは第六十一条の十二第
一項に規定する連結加入直前事業年度又は第
六十二条の九第一項の規定の適用を受ける事
業年度終了の日までの期間。以下この項及び
次項において「適用期間」という。）において
生ずる特定資産（当該欠損等法人が当該特定
支配日において有する資産及び当該欠損等法
人が当該適用事業年度等の開始の日以後に行
われる第五十七条の二第一項に規定する他の
者を分割法人若しくは現物出資法人とする適
格分割若しくは適格現物出資又は同項第三号
に規定する関連者を被合併法人、分割法人若
しくは現物出資法人とする適格合併、適格分
割若しくは適格現物出資により移転を受けた
資産のうち、政令で定めるものをいう。以下
この条において同じ。）の譲渡、評価換え、貸
倒れ、除却その他これらに類する事由（以下
この項において「譲渡等特定事由」という。）
による損失の額（当該譲渡等特定事由が生じ
た日の属する事業年度の適用期間において生
ずる特定資産の譲渡又は評価換えによる利益
の額がある場合には、当該利益の額を控除し
た金額。第三項において「譲渡等損失額」と
いう。）は、当該欠損等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。
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法人税法

第六十条の三
① 第五十七条の二第一項（特定株主等によつ
て支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの
不適用）に規定する欠損等法人の
② 第五十七条の二第一項に規定する適用事
業年度（「適用事業年度等」）開始の日から同
日以後三年を経過する日までの期間（「適用
期間」）において
③ （その経過する日が第五十七条の二第一項
に規定する特定支配日以後五年を経過する日
後となる場合にあつては、同日）までの期間
（「適用期間」）において
④ 生ずる特定資産の譲渡、評価換え、貸倒れ、
除却その他これらに類する事由（「譲渡等特
定事由」）による損失の額は、
⑤ 特定資産（当該欠損等法人が当該特定支配
日において有する資産及び当該欠損等法人が
当該適用事業年度等の開始の日以後に行われ
る第五十七条の二第一項に規定する他の者を
分割法人若しくは現物出資法人とする適格分
割若しくは適格現物出資又は同項第三号に規
定する関連者を被合併法人、分割法人若しく
は現物出資法人とする適格合併、適格分割若
しくは適格現物出資により移転を受けた資産
のうち、政令で定めるものをいう。）
⑥ 損失の額（当該譲渡等特定事由が生じた日
の属する事業年度の適用期間において生ずる
特定資産の譲渡又は評価換えによる利益の額
がある場合には、当該利益の額を控除した金
額。「譲渡等損失額」）
⑦ 当該欠損等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。

　第六十条の三第1項
　①「欠損等法人の」②「第五十七条の二第一
項に規定する」該当日の属する事業年度である
「適用事業年度開始の日から同日以後三年を経
過する日までの適用期間において」あるいは③

「特定支配日以後五年を経過する日までの適用
期間において」⑤「欠損等法人が特定支配日に
おいて有する資産及び欠損等法人が適用事業年
度等の開始の日以後に行われる適格合併により
移転を受けた資産」である④「特定資産の譲渡
等による損失の額は」⑦「欠損等法人の各事業
年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入し
ない」。
　要するに、⑦「欠損等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」の
は、⑤「欠損等法人が特定支配日において有す
る資産」については②「適用事業年度開始の日
から」であり、⑤「移転を受けた資産」について
は⑤「適用事業年度等の開始の日以後に行われ
る適格合併」の日から、である。

法人税法

第六十二条の七
5　第一項の内国法人が欠損等法人であり、
かつ、特定適格合併等が第六十条の三第一項
に規定する適用期間内に行われるものである
ときは、当該内国法人が有する資産について
は、当該特定適格合併等に係る第一項の規定
は、適用しない。

法人税法

第六十二条の七
5
① 第一項の内国法人が欠損等法人であり、
② かつ、特定適格合併等が
③ 第六十条の三第一項に規定する適用期間
内に行われるものであるときは、
④ 当該内国法人が有する資産については、
⑤ 当該特定適格合併等に係る第一項の規定
は、
⑥ 適用しない。

第六十二条の七第5項
　①「第一項の内国法人が欠損等法人であり」
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②「かつ、適格合併等が」③「行われるときは」
④「当該内国法人が有する資産については」⑤
「当該適格合併等に係る第一項の規定は」⑥「適
用しない」。

法人税法

（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）
第六十二条の七　内国法人と特定資本関係法
人（当該内国法人との間に特定資本関係（第
五十七条第三項（青色申告書を提出した事業
年度の欠損金の繰越し）に規定する特定資本
関係をいう。以下この条において同じ。）があ
る法人をいう。）との間で当該内国法人を合
併法人、分割承継法人又は被現物出資法人と
する特定適格合併等（適格合併、適格分割又
は適格現物出資のうち、第五十七条第五項に
規定する共同で事業を営むための適格合併
等として政令で定めるものに該当しないもの
をいう。以下この条において同じ。）が行われ
た場合において、当該特定資本関係が当該内
国法人の当該特定適格合併等の日の属する事
業年度（以下この項において「特定適格合併
等事業年度」という。）開始の日の五年前の日
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
日から同日以後三年を経過する日（その経過
する日が当該特定資本関係が生じた日以後五
年を経過する日後となる場合にあつては、そ
の五年を経過する日）までの期間（当該期間
に終了する各事業年度において第六十一条の
十一第一項（連結納税の開始に伴う資産の時
価評価損益）若しくは第六十一条の十二第一
項（連結納税への加入に伴う資産の時価評価
損益）又は第六十二条の九第一項（非適格株
式交換等に係る株式交換完全子法人等の有
する資産の時価評価損益）の規定の適用を受
ける場合には、当該特定適格合併等事業年度
開始の日から第六十一条の十一第一項に規定
する連結開始直前事業年度若しくは第六十一

条の十二第一項に規定する連結加入直前事業
年度又は第六十二条の九第一項の規定の適用
を受ける事業年度終了の日までの期間）をい
う。）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。

法人税法

第六十二条の七
① 内国法人と特定資本関係法人との間で
② 特定資本関係法人（当該内国法人との間に
特定資本関係（第五十七条第三項（青色申告
書を提出した事業年度の欠損金の繰越し）に
規定する特定資本関係）がある法人）
③ 当該内国法人を合併法人、分割承継法人又
は被現物出資法人とする
④ 特定適格合併等が行われた場合において、
⑤ 特定適格合併等（適格合併、適格分割又は
適格現物出資のうち、第五十七条第五項に規
定する共同で事業を営むための適格合併等と
して政令で定めるものに該当しないもの）
⑥ 当該特定資本関係が
⑦ 当該内国法人の
⑧ 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
五年前の日以後に生じているときは、
⑨ 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三年を経
過する日までの期間）において
⑩ 当該内国法人の適用期間（（その経過する
日が当該特定資本関係が生じた日以後五年を
経過する日後となる場合にあつては、その五
年を経過する日）までの期間）において
⑪ 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。
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法人税法

第六十二条の七
2　前項に規定する特定資産譲渡等損失額と
は、次に掲げる金額の合計額をいう。
一　前項の内国法人が同項の特定資本関係法
人から特定適格合併等により移転を受けた資
産で当該特定資本関係法人が当該特定資本関
係が生じた日（次号において「特定資本関係
発生日」という。）前から有していたもの（政
令で定めるものを除く。以下この号において
「特定引継資産」という。）の譲渡、評価換え、
貸倒れ、除却その他これらに類する事由によ
る損失の額の合計額から特定引継資産の譲渡
又は評価換えによる利益の額の合計額を控除
した金額
二　前項の内国法人が特定資本関係発生日前
から有していた資産（政令で定めるものを除
く。以下この号において「特定保有資産」と
いう。）の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その
他これらに類する事由による損失の額の合計
額から特定保有資産の譲渡又は評価換えによ
る利益の額の合計額を控除した金額

法人税法

第六十二条の七
2
① 前項に規定する特定資産譲渡等損失額と
は、次に掲げる金額の合計額をいう。
② 一　前項の内国法人が
③ 同項の特定資本関係法人から
④ 特定適格合併等により
⑤ 移転を受けた資産で
⑥ 当該特定資本関係法人が当該特定資本関
係が生じた日（「特定資本関係発生日」）前か
ら有していたもの（「特定引継資産」）
⑦ の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他こ
れらに類する事由による損失の額の合計額か
ら
⑧ 特定引継資産の譲渡又は評価換えによる

利益の額の合計額を控除した金額
⑨ 二　前項の内国法人が
⑩ 特定資本関係発生日前から有していた資
産（「特定保有資産」）
⑪ の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他こ
れらに類する事由による損失の額の合計額か
ら
⑫ 特定保有資産の譲渡又は評価換えによる
利益の額の合計額を控除した金額

第六十二条の七第1項
　③「内国法人を合併法人とする」④「適格合
併等が行われた場合において」⑨「適格合併等
事業年度開始の日から同日以後」の⑨⑩「当該
内国法人の適用期間において」⑪「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」。
　この第1項も、先の、第六十条の三第1項も、
「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」点においては、同じである。異
なるのは、前者は、⑨「合併等事業年度開始の
日から同日以後」なのに対し、後者は、該当日
の属する事業年度である②「適用事業年度開始
の日から同日以後」、という点である。
　しかるに、直ぐ前で見たように、第六十二条
の七第5項においては、⑤「第一項の規定は」⑥
「適用しない」と規定されている。実は、⑤「第
一項の規定は」、適格合併の中の特定適格合併
なのである。特定適格合併とは、第1項におい
て、⑤「適格合併のうち、共同で事業を営むた
めの適格合併に該当しないもの」と規定されて
いる。
　従って、第5項は、次のように規定されてい
るのである。①「内国法人が欠損等法人であり」
②「かつ、特定適格合併等が」③「行われるもの
であるときは」⑤「特定適格合併等に係る第一
項の規定は」⑥「適用しない」。
　従って、適格合併が、特定適格合併等である



－   90 －

ときは、第六十条の三第1項が適用されるので
ある。つまり、この第1項における適格合併で
は、必ずしも特定適格合併に限定されないが、
この適格合併が、特定適格合併の場合には、こ
の第1項が適用されることになる。適格合併で
あり、かつ、第六十二条の七第1項⑤「共同で
事業を営むための適格合併に該当しないもの」
という条件がついた場合には、第六十二条の
七第1項は、適用されず、この第六十条の三第
1項が適用されることになる。具体的には、特
定資産譲渡等損失額を、「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」のは、
第六十二条の七第1項の⑨「合併等事業年度開
始の日から同日以後」ではなく、第六十条の三
第1項の②「適用事業年度開始の日から同日以
後」、である、ということになる。
　尚、第六十二条の七第1項④「特定適格合併
等が行われた場合」ではない場合は、当然、こ
の第1項は適用されないから、第六十条の三第
1項が適用される。

3　欠損等法人が被合併法人の場合
3-1　適用事業年度前

3-1-1　適格合併

法人税法

第五十七条の二
4　内国法人が欠損等法人又は欠損等連結法
人との間で当該内国法人を合併法人又は分割
承継法人とする適格合併等を行う場合には、
当該欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事
業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度
又は各連結事業年度において生じた欠損金額
又は連結欠損金個別帰属額については、前条
第二項、第三項及び第七項の規定は、適用し
ない。

法人税法

第五十七条の二
4
① 内国法人が欠損等法人との間で
② 当該内国法人を合併法人又は分割承継法
人とする適格合併等を行う場合には、
③ 当該欠損等法人の適用事業年度前の各事
業年度において生じた欠損金額については、
④ 前条第二項の規定は、適用しない。
⑤ 前条第三項の規定は、適用しない。

第五十七条の二第4項
　①「内国法人が欠損等法人との間で」②「内
国法人を合併法人とする適格合併等を行う場合
には」③「欠損等法人の適用事業年度前の各事
業年度において生じた欠損金額については」④
「前条第二項の規定は、適用しない」。
　これは、この第4項の条文の用語を使用して
言えば、①「内国法人が欠損等法人との間で」
②「内国法人を合併法人とする適格合併等を行
う」ようになっても、直ぐ後で見る第五十七条
第2項の条文を使用して言えば、②「被合併法
人等の」⑥「前七年内事業年度において生じた
未処理欠損金額は」⑧「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」ことはし
ないで、第五十七条の二第1項の条文の用語を
使用して言えば、④⑤「欠損等法人」は⑩「適用
事業年度前の各事業年度において生じた欠損金
額については」、⑧「適用事業年度以後の各事業
年度においては」、第五十七条第1項の条文の用
語を使用して言えば、「所得の金額の計算上、損
金の額に算入する」ことはしない、ということ
になる。

第五十七条第2項
　①「適格合併等が行われた場合において」②
「被合併法人等の」③「適格合併等の日前七年以
内に開始した各事業年度」⑥「前七年内事業年
度において生じた未処理欠損金額は」⑦「それ
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ぞれ当該未処理欠損金額の生じた前七年内事業
年度開始の属する」⑧「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」。

第五十七条の二第1項
　①「内国法人で他の者との間に当該他の者に
よる特定支配関係を有することとなったものの
うち」の④⑤「欠損等法人」に⑧「該当日の属す
る適用事業年度以後の各事業年度においては」
⑩「当該適用事業年度前の各事業年度において
生じた欠損金額については」⑪「前条第一項の
規定は、適用しない」。

第五十七条第1項
　「内国法人の各事業年度開始の日前七年以内
に開始した事業年度において生じた欠損金額
がある場合には、当該欠損金額に相当する金額
は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損
金の額に算入する」。

3-1-2　特定適格合併

第五十七条の二第4項
　①「内国法人が欠損等法人との間で」②「内
国法人を合併法人とする適格合併等を行う場合
には」③「欠損等法人の適用事業年度前の各事
業年度において生じた欠損金額については」⑤
「前条第三項の規定は適用しない」。

第五十七条第3項
　⑤「適格合併等が共同で事業を営むための適
格合併等に該当しないときは」⑥「前項に規定
する未処理欠損金額には」⑧「被合併法人等の
特定資本関係事業年度前の各事業年度」⑩「に
おいて生じた欠損金額」と⑪「被合併法人等の
特定資本関係事業年度以後の各事業」⑫「にお
いて生じた欠損金額のうち」⑬「特定資産譲渡
等損失額」⑦「を含まないものとする」。
　要するに、第五十七条の二第4項の条文の用
語を使用して言えば、①「内国法人が欠損等法

人との間で」②「内国法人を合併法人とする適
格合併等を行う場合に」、第五十七条第3項の条
文の用語を使用して言えば、⑤「適格合併等が
共同で事業を営むための適格合併等に該当しな
いときは」⑥「未処理欠損金額には」⑧「被合併
法人等の特定資本関係事業年度前の」⑩「欠損
金額」と⑪「特定資本関係事業年度以後の」⑫「欠
損金額のうち」⑬「特定資産譲渡等損失額」⑦
「を含まないものとする」という、第五十七条の
二第4項の条文の用語を使用して言えば、⑤「規
定は適用しない」で、同条第1項の条文の用語
を使用して言えば、④⑤「欠損等法人」は⑩「適
用事業年度前の各事業年度において生じた欠損
金額については」⑧「該当日の属する適用事業
年度以後の各事業年度においては」、第五十七
条第1項の条文の用語を使用して言えば、「所得
の金額の計算上、損金の額に算入する」ことは
しない、ということである。

3-2　適用事業年度以後

法人税法

第六十条の三
2　欠損等法人がその適用期間内に自己を被
合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後
設立法人とする適格合併、適格分割、適格現
物出資又は適格事後設立（以下この条におい
て「適格組織再編成」という。）によりその有
する特定資産（第五十七条の二第一項に規定
する評価損資産に該当するものに限る。）を
当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承
継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人
（以下この条において「合併法人等」という。）
に移転した場合には、当該合併法人等を前項
の規定の適用を受ける欠損等法人とみなし
て、同項の規定を適用する。
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法人税法

第六十条の三
2
① 欠損等法人がその適用期間内に
② 自己を被合併法人、分割法人、現物出資法
人又は事後設立法人とする適格合併、適格分
割、適格現物出資又は適格事後設立（「適格組
織再編成」）により
③ その有する特定資産（第五十七条の二第一
項に規定する評価損資産に該当するものに限
る。）を
④ 当該適格組織再編成に係る合併法人、分割
承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法
人（「合併法人等」）に移転した場合には、
⑤ 当該合併法人等を前項の規定の適用を受
ける欠損等法人とみなして、
⑥ 同項の規定を適用する。

第六十条の三第2項
　①「欠損等法人がその適用期間内に」②「自
己を被合併法人とする適格合併により」③「そ
の有する特定資産を」④「合併法人に移転した
場合には」⑤「合併法人等を前項の規定を受け
る欠損等法人とみなして」⑥「同項の規定を適
用する」。
　要するに、⑤「合併法人等を前項の規定を受
ける欠損等法人とみなして」⑥「同項の規定を
適用する」とすれば、第1項の条文の用語を使
用して言えば、②「適用事業年度開始の日から
同日以後の適用期間において」④「生ずる特定
資産の譲渡等特定事由による損失の額は」⑦「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」、ということである。

法人税法

第六十二条の七
4　第一項に規定する特定資本関係法人又は
前項に規定する被合併法人等が特定適格合併
等の直前において第六十条の三第一項（特定

株主等によつて支配された欠損等法人の資産
の譲渡等損失額の損金不算入）に規定する欠
損等法人（次項及び第六項において「欠損等
法人」という。）であり、かつ、当該特定適格
合併等が同条第一項に規定する適用期間内に
行われるものであるときは、第一項の内国法
人が当該特定資本関係法人又は当該被合併法
人等から当該特定適格合併等により移転を受
けた資産については、当該特定適格合併等に
係る同項（前項において準用する場合を含む。
第六項において同じ。）の規定は、適用しない。

法人税法

第六十二条の七
4
① 第一項に規定する特定資本関係法人又は
前項に規定する被合併法人等が
② 特定適格合併等
③ の直前において
④ 第六十条の三第一項（特定株主等によつて
支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
の損金不算入）に規定する欠損等法人であり、
⑤ かつ、当該特定適格合併等が
⑥ 同条第一項に規定する適用期間内に行わ
れるものであるときは、
⑦ 第一項の内国法人が
⑧ 当該特定資本関係法人又は当該被合併法
人等から
⑨ 当該特定適格合併等により
⑩ 移転を受けた資産については、
⑪ 当該特定適格合併等に係る同項の規定は、
⑫ 適用しない。

第六十二条の七第4項
　①「第一項に規定する特定資本関係法人が」
④「欠損等法人であり」⑦「第一項の内国法人
が」⑧「特定資本関係から」⑩「移転を受けた資
産については」⑪「特定適格合併等に係る同項
の規定は」⑫「適用しない」。
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　要するに、第1項の条文の用語を使用して言
えば、⑪「特定資産譲渡等損失額は、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」のは、⑤「共同で事業を営むための適格合
併等に該当しない」④「特定適格合併等が行わ
れた場合において」は、⑨「特定適格合併等事
業年度開始の日から同日以後において」とする
のではなく、第六十条の三第1項の条文の用語
を使用して言えば、②「適用事業年度開始の日
から同日以後において」とする、ということに
なる。

4　おわりに

　本稿の骨子は次の通りである。
1． 欠損等法人が特定適格合併を行った場合、欠
損金額等については、合併事業年度の前と以
後の規定ではなく、適用事業年度の前と以後
の規定が、適用される。

1． 欠損等法人が特定適格合併ではなく単に適
格合併を行った場合、欠損金額等について
は、適用事業年度の前と以後の規定が、適用
される。
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