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本事例における留意点

非上場子会社の株式に係る評価損について、過去の事業年度において申告加算していた場合、

その子会社株式の評価損が認められる状況であれば、子会社株式に係る評価損を申告減算によ

り損金算入できる。

事 例

当社の100％子会社であるＡ子会社は、電子部品の製造及び販売を主たる事業としていまし

たが、業績不振が続いていることから、製造事業を分離して第三者に譲渡することとしました。

その結果、Ａ子会社の事業は電子部品の販売事業のみになります。

ところで、Ａ子会社は業績不振が続いていたことから、過去において運転資金の確保のため

当社が増資を引き受けていました。そして、今回の製造事業からの撤退により、今後は販売事

業からの収益のみとなるため、Ａ子会社の業績が近い将来に回復することは想定できません。

また、Ａ子会社はこれまでの業績不振による累積赤字と今回の製造事業を第三者へ譲渡する

ことによる譲渡損については、今後の販売事業からの収益で補てんすることは難しいと えて

います。

したがって、Ａ子会社の事業が製造事業及び販売事業であったものが、販売事業のみになる

ことから、Ａ子会社株式の価額の評価及び将来の回復可能性を検討した結果、Ａ子会社株式の

価額の回復が見込まれないことから、Ａ子会社株式の評価損を損金の額に算入する予定でいま

す。

Ａ子会社株式については、過去において会計上は減損処理をしていましたが、増資直後に減

損処理したことやＡ子会社のその当時の事業計画では利益が予想されていたことから、法人税

の所得金額の計算においては、Ａ子会社株式評価損を損金算入せず、法人税確定申告書別表４

で申告加算し、別表５に留保していましたので、当期の法人税確定申告書別表４で申告減算す

ることを予定しています。この場合において、このような税務処理は認められますか。
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なお、Ａ子会社株式の１株当たりの純資産価額がその有価証券の取得時の純資産価額に比し

ておおむね50％以上下回る状況（取得時の純資産価額の20％相当額）であり、Ａ子会社株式

の価額がその帳簿価額のおおむね50％相当額を下回る状況（帳簿価額の10％相当額）です。

【概要図】

Ⅰ 本事例における法令等の検討

１ 有価証券の評価損の取扱い

資産の評価損を計上する場合には、その

内国法人が当該資産の評価換えをして損金

経理によりその帳簿価額を減額したときは、

その減額した部分の金額のうち、その評価

換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評

価換えをした日の属する事業年度終了の時

における当該資産の価額との差額に達する

までの金額は、これらの評価換えをした日

の属する事業年度の所得の金額の計算上、

損金の額に算入することとされています

（法法33②）。

また、有価証券について評価損を計上で

きる場合とは、次の事実が生じた場合（法

令68①二）であり、その計算については

銘柄ごとに行うこととされています（法基

通９―１―１）。

⑴ 上場有価証券等で企業支配株式等以外

のものについて、その価額が著しく低下

したこと

⑵ ⑴の有価証券以外の有価証券について、

その有価証券を発行する法人の資産状態

が著しく悪化したため、その価額が著し
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く低下したこと

⑶ ⑴又は⑵に準ずる特別の事実

上記⑵の有価証券を発行する法人の資産

状態が著しく悪化したかどうかは、法人税

基本通達９―１―９ 上場有価証券等以外

の有価証券の発行法人の資産状態の判定

において、次のように定められています。

⑴ 当該有価証券を取得して相当の期間を

経過した後に当該発行法人について次に

掲げる事実が生じたこと

イ 会社法の規定による特別清算開始の

命令があったこと

ロ 破産法の規定による破産手続開始の

決定があったこと

ハ 民事再生法の規定による再生手続開

始の決定があったこと

ニ 会社更生法又は金融機関等の更生手

続の特例に関する法律の規定による更

生手続開始の決定があったこと

⑵ 当該事業年度終了の日における当該有

価証券の発行法人の１株又は１口当たり

の純資産価額が当該有価証券を取得した

時の当該発行法人の１株又は１口当たり

の純資産価額に比しておおむね50％以

上下回ることとなったこと

この有価証券の価額が著しく低下した場

合とは、当該有価証券の当該事業年度終了

の時における価額がその時の帳簿価額のお

おむね50％相当額を下回ることとなり、

かつ、近い将来その価額の回復が見込まれ

ないことをいうものとされています（法基

通９―１―11、９―１―７）。

２ 上場有価証券の評価損に関するQ&A

国税庁の『上場有価証券の評価損に関す

るQ&A』（平成21年４月）において、

《株価の回復可能性の判断基準に該当した

場合の評価損否認金の取扱い》が明らかに

されています。

［Ｑ４］ 当社は、前事業年度において、

長期保有目的で所有する上場株式の

前事業年度末時点での時価（株価）

が帳簿価額の50％相当額を下回っ

ていたことから、会計上減損処理を

行いました。ただし、税務上の処理

については、株価の回復可能性を判

断した結果、合理的な判断基準に該

当しなかったことから、その会計上

減損処理した金額を申告調整により

所得金額に加算して申告を行ってい

ます。

ところで、この上場株式の株価は、

当事業年度末時点でも帳簿価額の

50％相当額を下回っていますが、

税務上の株価の回復可能性を改めて

判断した結果、合理的な判断基準に

該当したため、当事業年度において

評価損として損金算入できる状況に

あると えています。

このような過去の事業年度におけ

る評価損否認金のある上場株式につ

いて、その後の事業年度において、

損金算入できる合理的な判断基準に

該当することとなった場合には、損

金算入の処理や損金算入される金額

についてどのように取り扱えばよい

のでしょうか。

（Ａ) 評価損否認金の額（過去の事業年

度において有税で減損処理した金額を

いいます。）のある上場株式について、
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その後の事業年度で、税務上評価損を

計上できる状況になった場合には、評

価損否認金の額も含めて、その事業年

度の損金の額に算入することが認めら

れます。なお、この場合の具体的な取

扱いは、次のとおりとなります。

① 評価損否認金の額については、そ

の事業年度において申告調整により

損金の額に算入した金額を、評価損

として損金経理したものとして取り

扱うこととされています。

② 評価損として損金算入の対象とな

る金額は、その事業年度末における

帳簿価額と株価との差額となります。

税務上、評価損として損金算入

される金額は、あくまでも損金経

理した金額に限られますので、会

計上減損処理していないものは含

まれません。

【解説】

⑴ 評価損否認金については、過去の事業

年度において評価損として損金経理が行

われていること、会計上、一旦損金経理

されたものについて改めて評価損を計上

させる必要性も認められないこと等の理

由から、実際に税務上の合理的な判断基

準に該当することとなった事業年度にお

いて、申告調整により損金の額に算入し

た場合には、この処理をもってその事業

年度において評価損として損金経理した

ものとして取り扱うこととされています

（法基通９―１―２）。

⑵ この場合の税務上の合理的な判断基準

に該当することとなった事業年度におけ

る損金算入額は、その事業年度末におけ

る株価を基礎として算定することとなり

ますので、その事業年度末の帳簿価額と

株価との差額に達するまでの金額となり

ます。

例えば、当事業年度末の株価が、直近

の減損処理による会計上の帳簿価額を上

回るものの依然として帳簿価額の50％

相当額を下回っている場合は、当事業年

度末の帳簿価額と株価との差額が損金算

入の対象となります。

《具体例１》

帳簿価額 ：100A

直近の減損処理後の

会計上の帳簿価額 ： 40B

当事業年度末の株価 ： 45C

損金算入対象額 ： 55A－C

⑶ ただし、税務上、評価損として損金算

入される金額は、あくまでも損金経理し

た金額に限られますので、会計上減損処

理をしていない金額については、損金算

入することは認められないことになりま

す。

例えば、当事業年度末の株価が、直近

の減損処理による会計上の帳簿価額を更

に下回るものの、当事業年度において会

計上減損処理がされない場合は、帳簿価

額と直近の減損処理後の会計上の帳簿価

額との差額が損金算入の対象となります。

《具体例２》

帳簿価額 ：100A

直近の減損処理後の

会計上の帳簿価額 ： 40B

当事業年度末の株価 ： 35C

損金算入対象額 ： 60A－B

(国税庁ホームページより)
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Ⅱ 本事例における取扱いの検討

Ａ子会社株式は、上場有価証券以外の有

価証券であることから、Ａ子会社の資産状

態が著しく悪化したため、Ａ子会社株式の

価額が著しく低下したことに該当すれば、

貴社においてＡ子会社株式の評価損の損金

算入が認められますので、以下検討します。

１ Ａ子会社の資産状態が著しく悪化し

ているか

上記Ⅰ１に記載のとおり、Ａ子会社の資

産状態が著しく悪化した場合とは、『当該

事業年度終了の日における当該有価証券の

発行法人の１株又は１口当たりの純資産価

額が当該有価証券を取得した時の当該発行

法人の１株又は１口当たりの純資産価額に

比しておおむね50％以上下回ることとな

ったこと』とされています。したがって、

Ａ子会社の１株当たりの純資産価額がその

Ａ子会社株式の取得時の純資産価額に比し

ておおむね50％以上下回る状況（取得時

の純資産価額の20％相当額）であること

から、Ａ子会社の資産状態が著しく悪化し

ていると認められます。

２ Ａ子会社株式の価額が著しく低下し

ているか

上記Ⅰ１に記載のとおり、有価証券の価

額が著しく低下した場合とは、『当該有価

証券の当該事業年度終了の時における価額

がその時の帳簿価額のおおむね50％相当

額を下回ることとなり、かつ、近い将来そ

の価額の回復が見込まれないことをいう』

とされています。したがって、Ａ子会社株

式の価額がその帳簿価額のおおむね50％

相当額を下回る状況（帳簿価額の10％相

当額）であり、かつ、Ａ子会社は製造事業

を譲渡することにより、今後は販売事業か

らの収益だけとなることから、近い将来に

おいてＡ子会社株式の価額の回復が見込ま

れないものと認められます。

３ 損金経理要件について

上記Ⅰ２の記載のとおり、『評価損否認

金については、過去の事業年度において評

価損として損金経理が行われていること、

会計上、一旦損金経理されたものについて

改めて評価損を計上させる必要性も認めら

れないこと等の理由から、実際に税務上の

合理的な判断基準に該当することとなった

事業年度において、申告調整により損金の

額に算入した場合には、この処理をもって

その事業年度において評価損として損金経

理したものとして取り扱うこととされてい

ます（法基通９―１―２）。』とされていま

す。したがって、貴社の保有するＡ子会社

株式は上場株式ではなく、上場株式以外の

株式（非上場株式）に該当するものですが、

有価証券の評価損における評価損否認金を

申告減算することにより損金経理要件を満

たすものと えられます。

４ 結論

以上のことから、Ａ子会社株式の価額が

著しく低下した場合に該当し、かつ、近い

将来にその価額の回復が見込まれない場合

に該当すると認められることから、貴社の

法人税の所得金額の計算において、Ａ子会

社株式の評価損を申告減算した場合、その

申告減算した金額のうち、その直前のＡ子
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会社株式の帳簿価額と事業年度終了の時に

おけるＡ子会社株式の価額との差額に達す

るまでの金額は、これらの申告減算した日

の属する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と えられます。

なお、Ａ子会社は当期において製造事業

を譲渡したことから、それまでの電子部品

の製造事業及び販売事業から販売事業のみ

に事業内容を大幅縮小したものであり、そ

の結果として、Ａ子会社株式の価額が近い

将来に回復しないという客観性が認められ

たものであることから、当期における申告

減算によるＡ子会社株式の評価損は損金算

入されるべきものと えられますが、前期

若しくは翌期に申告減算することは恣意的

な利益調整とも えられますのでご留意く

ださい。

※ 平成22年９月20日付第6134号掲載

『子会社株式評価損の損金算入について』

もあわせて参照してください。

（了)
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