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完全支配関係下にある子法人の清算課税の取扱い
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平成22年度税制改正においては、法人が清算した場合の課税関係につき、大幅な 
改正が行われました。具体的には、平成22年10月1日以後の解散には、現在の財産
法による課税に代わり、損益法による課税が適用されることになりました。また、完全
支配関係がある子法人が解散した場合の親法人における清算損の計上が廃止され、
その代わりに清算子法人の繰越欠損金が引き継がれることになりました。

このように清算課税の改正が行われたことから、完全支配関係がある子法人を、改正 
前に解散するのか改正後に解散するのかによって、課税関係が大きく異なる場合
があるため、税務上の観点から子法人の清算についても、早急かつ慎重に検討する 
必要があります。

本号では、完全支配関係がある子法人を清算した場合の取扱いについて、 
解説いたします。
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1. 清算法人の取扱い
内国法人が解散した場合においては、平成22年度税制改正前は、その解散後の課税は財産法となり、残余財産の価額からその解散の 
時における資本金等の額と利益積立金額等との合計額を控除した金額に対して課税が行われていました（旧法法92・93）。

一方、平成22年度税制改正後は、解散後においても、通常の所得計算と同様の損益法により課税が行われることになりました 
（図表1）。損益法による課税を行う場合、例えば、債務超過会社が清算時に債権放棄を受けるケースでは債務免除益が発生 
することになりますが、この債務免除益が繰越欠損金を超える場合には、その超える部分に対して課税が発生することになります。 
このように債務超過であるにも関わらず、債務免除益に課税されるようなケースが生じることが想定されることから、これを防ぐ
ため、残余財産がない（資産≦負債）と見込まれるときは、いわゆる期限切れ欠損金額が復活し、繰越欠損金を控除した所得金額
を限度として損金算入することが認められます（法法59③）。

また、清算時の残余財産の分配を金銭以外の資産として交付する（以下、「現物分配」）場合において、当該現物分配は適格現物 
分配（完全支配関係がある内国法人の間で行われるもの）に該当するため、親法人（被現物分配法人）に移転する資産はその適格 
現物分配直前の簿価により譲渡をしたものとして取り扱われます（法法62の5③）。なお、適格現物分配については、源泉税は 
課されないため、源泉徴収を行う必要はありません（所法24①）。

＜財産法による所得計算＞ 【改正】 
通常の所得課税 

（損益法）に移行

【改正後】 収益と期限切れ欠損金の相殺
 　　課税所得なし

【改正前】 残余財産なし
 　　課税所得なし

＜損益法による所得計算＞

青色欠損金 債務免除益

期限切れ欠損金

費用 収益

相  殺

相  殺

資産 負債

青色欠損金 （債務免除益相当額）

期限切れ欠損金 資本金

返  済

（図表1）

（出典） 財務省資料　社団法人 日本租税研究協会 会員懇談会 「平成22年度の法人税関係（含む政省令事項）の改正について」
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2. 清算法人の株主の取扱い
平成22年度税制改正前は、清算法人の法人株主が清算法人から解散による残余財産の分配を受けた場合には、その分配を受けた 
金銭等の額がその清算法人の資本金等の額のうちその交付の起因となった株式に対応する部分の金額を超えるときは、その 
超える部分の金額がみなし配当として認識され（旧法法24①三）、受取配当等の益金不算入の規定により、一定の金額は益金 
不算入とされていました（旧法法23）。また、その交付金銭等の額からみなし配当の額を控除した金額を、その清算法人株式の 
譲渡対価として、株式の簿価との差額を譲渡損益として認識していました（旧法法61の2①）。

平成22年度税制改正後においても、同様の方法によりみなし配当を計算することになり、そのみなし配当は完全子法人株式からの 
配当として、その全額が益金不算入になります（法法23・24、法令22の2①）。一方、清算法人株式の譲渡損益については、その 
清算法人株式を簿価で譲渡したものとして、譲渡損益（清算損）を認識しないことになります（法法61の2⑯）。

このように、税制改正後は、完全支配関係がある子法人の清算損を認識することができなくなりましたが、その代わりとして、清算
する子法人の残余財産の額が確定した場合において、その子法人に繰越欠損金があるときは、その繰越欠損金をその親法人で
引き継げるようになりました（法法57②）。なお、子法人の清算に伴う繰越欠損金の引継ぎについては一定の引継制限（5年超の
支配関係）があるため、留意する必要があります（法法57③）。

また、清算する子法人から残余財産を現物分配として受ける場合には、適格現物分配に該当し、その現物分配に係る収益は益金
の額に算入されず、簿価により取得することになります（法法62の5④・⑥、法令123の6）。適格現物分配についても、被現物分配 
法人において欠損金の利用制限（法法57④）や特定資産譲渡等損失の損金不算入の規定（法法62の7①）の適用があるため 
留意する必要があります。

3. 改正前と改正後の清算
上記の清算課税の改正は、平成22年10月1日以後に解散決議した場合について適用され、平成22年9月30日以前に解散した 
場合には、従前の取扱いを受けることになります（平成22年度改正法附則10①・②、21、平成22年度改正法令附則13②）。この 
ように解散した場合の課税関係が平成22年10月1日を起点として変わり、解散が改正前か改正後かによって、課税関係が異なる
ため留意する必要があります。

例えば、下記の設例1では、改正前及び改正後のいずれの場合も清算する子法人で所得は発生することはありません。株主では、 
改正前は清算する子法人株式に係る清算損5,000を計上するのに対して、改正後は清算損を計上する代わりに、繰越欠損金
1,000を引継ぎます。なお、期限切れ欠損金1,000については引き継ぐことはできません。このように、債務超過で投資簿価が 
資本金等を超えているなどの場合には、改正前に解散することを検討した方が良いと考えられます。

資産 2,000
（時価　2,000）

負債 4,000

繰越欠損金 3,000
期切欠損金 1,000

資本金等 2,000

（前提）
•	 100%直接保有
•	 子法人の含み損益なし
•	 子法人株式簿価 5,000
•	 繰越欠損金 3,000

期限切れ欠損金 1,000

【改正前】
•	 課税標準 

残余財産なし　∴　0
•	 清算損 

0（残余財産）－5,000（子株簿価）=△5,000

【改正後】
•	 課税標準 

2,000（免除益）－2,000（繰越欠損金*）=0 
* 繰越欠損金から先に使用

•	 清算損 
0

•	 繰越欠損金の引継 
△（3,000－2,000）=△1,000

（設例1）
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また、清算する子法人が含み益資産を有する場合には、改正前は、その含み益資産を換価した後の残余財産が資本金等の額 
及び利益積立金額等の合計を超える部分について課税されることになります。改正後は、現物分配する含み益資産は適格現物 
分配として簿価で譲渡されるものとして、課税が生じることはなく、清算時の含み益資産の課税を避けることができると考え 
られます。

以上のように、改正前か改正後に解散を行うのかについては、子法人株式の投資簿価と繰越欠損金額（繰越欠損金）の大小や 
含み益資産を現物分配する場合などによって異なるため、子法人の税務ポジション（繰越欠損金や含み損益の有無）、子法人 
株式の投資簿価などを考慮して、いつどのようにして清算するのかを十分に検討する必要があります。

4. 合併と清算
完全支配関係がある子法人の事業を整理する手法としては、合併する方法と清算する方法があります。それぞれを比較すると、
適格合併の場合（完全支配関係がある法人間の合併のため適格合併を前提）は、簿価により被合併法人の資産が引き継がれる 
ため、課税所得は発生しません（法法62の2①）。また、子法人株式の清算損は計上できず、その代わりに被合併法人の繰越欠損金 
を引き継ぐことになります。

一方、清算が税制改正後に行われる場合は、含み損益資産を換金処分する場合には清算する子法人において譲渡損益課税が 
生じますが、含み損益資産を現物分配する場合には簿価によりその資産が引き継がれることにより課税所得は発生しません。 
また、子法人株式の清算損は計上することができませんが、清算する子法人の繰越欠損金を引き継ぐことができます（法法57②、 
61の2⑯）。

このように、適格合併と清算（含み損益資産を現物分配することを前提）は、いずれも①含み損益資産の譲渡損益課税が行われ 
ない、②子法人株式の譲渡損益が計上できない、③繰越欠損金を引き継げる点で同様の課税関係になるといえます。

ただし、合併法人が被合併法人に対する債権を有する場合には、その債権は合併に伴い混同消滅するのに対して、清算の場合 
には清算する子法人で債務免除益を認識し、株主においては原則として債権放棄損を計上することができます。したがって、 
改正後に子法人を清算するか合併するかを検討する際には、子法人に対して有する債権の課税関係も考慮に入れる必要が 
あります。

上記の通り、近々にグループ法人の整理、再編等を予定している場合には、平成22年度税制改正前後の課税関係について、 
税務上の取扱い、清算法人や親法人の税務ポジション（清算法人の繰越欠損金額や清算法人株式の帳簿価額など）を前提に 
慎重に検討する必要があります。

また、改正後における清算は、適格合併と同様の課税関係になることから、事業整理の一手法として、適格合併の可能性について 
も検討する必要があるものと考えられます。

7月号　予告
• 平成22年度税制改正特集



Ernst & Young

アーンスト・アンド・ヤングについて
アーンスト・アンド・ヤングは、アシュアランス、税務、
トランザクション・アドバイザリー・サービスなどの 
分野におけるリーダーとして、全世界の14万4千人
の構成員が、共通のバリュー（価値観）に基づいて、
品質の高いサービス提供を行っています。私ども
は、クライアント、構成員、そして社会を支援し、各 
サービス分野において、皆様の可能性の実現を追求
し、プラスの変化をもたらすよう支援します。

「アーンスト・アンド・ヤング」とは、アーンスト・アン
ド・ヤング・グローバル・リミテッドのメンバーファーム
で構成されるグローバル・ネットワークを指し、各メ
ンバーファームは法的に独立した組織です。アーン
スト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の
保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供して
いません。詳しくは、www.ey.comにて紹介してい
ます。

新日本アーンスト アンド ヤング税理士法人に
ついて
新日本アーンスト アンド ヤング税理士法人は、長年
にわたり培ってきた経験と国際ネットワークを駆使
し、常にクライアントと協力して質の高いグローバル
なサービスを提供しております。企業のニーズに即
応すべく、国際税務、M&A、組織再編や移転価格な
どをはじめ、税務アドバイザリー・税務コンプライア
ンスの専門家集団として質の高いサービスを提供 
しております。詳しくは、www.eytax.jpにて紹介 
しています。

新日本アーンスト アンド ヤング税理士法人

ニュースレター全般に関するご質問・ご意見等がございましたら、
下記までお問い合わせ下さい。

新日本アーンスト アンド ヤング税理士法人
コーポレート・コミュニケーション部 Tax.Marketing@jp.ey.com

税制関連情報
平成22年6月30日までに関係省庁より公表された税制に関する情報のハイライトとなります。
以下ご参照下さい。

•	 財務省 「租税条約に関するプレスリリース」
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/kokusaiz.htm

•	 シンガポール共和国との租税協定を改正する議定書が発効します（平成22年6月14日）
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy220614si.htm

•	 国税庁 「法人税関係法令の改正の概要」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2010/01.htm

•	 国税庁 「『移転価格事務運営要領』の一部改正について（事務運営指針）」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/kaisei/100622/01.htm

•	 国税庁 「租税特別措置の適用額明細書の提出制度の創設について」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougakumeisaisho.pdf

•	 国税庁 「平成21年度 査察の概要」
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2010/sasatsu/index.htm

•	 国税庁 「平成22年4月1日以後に終了する事業年度（連結事業年度）分法人税申告書
一覧表」

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2010/01.htm

•	 内閣府 「税制調査会」
http://www.cao.go.jp/zei-cho/index.html

•	 金融庁 「新しい非居住者債券所得非課税制度について」
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100518-1.html
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Contact

トランザクション タックス部
関谷　浩一 パートナー +81 3 3506 2447 koichi.sekiya@jp.ey.com
上田　憲治 パートナー +81 3 3506 2467 kenji.ueda@jp.ey.com
金谷　雅子 パートナー +81 3 3506 2430 masako.kanaya@jp.ey.com
吉村　祥人 マネージャー +81 3 3506 2145 nagato.yoshimura@jp.ey.com

近年、日本では組織再編やM&Aの分野において大きな税制改正が行われ、トランザクションの
実行において税務インパクトを考慮し、税効果を最大化するストラクチャーを検討する必要性
が高まっています。

トランザクション タックス部では、以下のサービスを提供しております。
•	 税務デュｰデリジェンス
•	 M&A、グループ内再編におけるタックス ストラクチャリング アドバイス
•	 トランザクションにおける税務モデリング
•	 関係する契約書類等の税務的観点からのレビュー
•	 クロスボーダー取引に関する税務コンサルティング
•	 買収後の再編計画の策定と実施サポート
•	 組織再編において必要となる企業評価
•	 各種ファンド（不動産ファンド、プライベート エクイティ ファンド、ヘッジファンド等）の 

投資ストラクチャー策定に関する税務アドバイス


