
はじめに

（平成 ）年の独占禁止法の改正による持株会社制度の復活や、同年 月の銀行持株

会社整備法 ）、同じく同年 月の銀行持株会社創設特例法 ）の成立などに伴い、ベンチャー

企業のように設立当初赤字が見込まれる会社とか既存の赤字会社などとの持株統合を円滑化

するために、連結納税制度の創設を求める声が徐々に産業界に高まっていった。大蔵省（現

財務省）は、当初は、税収減少への危惧から本制度の導入に難色を示していたが、結局はこ

のような産業界の要望を受け入れる形で連結納税の実施に踏み切った。

すなわち、連結納税制度は、 （平成 ）年 法人税法等の一部を改正する法律 （平

成 年法律第 号）の施行に伴い、同年 月 日以降に始まる連結事業年度から実施され

た。本制度実施当初の 年間は、時限措置として ％の連結付加税が上乗せされたが、この措

置は税制改正により （平成 ）年 月 日以降に始まる連結事業年度からは廃止された。

ここで連結納税制度（ ））とは、法律上の

独立法人である個々の企業を課税対象とするのではなく、経済的支配従属関係にある複数の

企業から構成される企業集団そのものを課税対象と考える税制度である。つまり、本制度

は、連結企業集団に属する特定の企業群の損益を合算して納税額を算出する税制度である。

それは、事業形態の選択により課税上の有利不利が生じないことを企図した、課税上の中立

性を目的とした納税制度であるといわれている。

本制度の対象は国内の普通法人であるが、親会社については医療法人や協同組合なども含

むとされている。つまり、親会社については、内国法人である普通法人、中小法人の他に、
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山 本 誠

）正式名称は、 持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律 （平成 年
月 日法律第 号）。
）正式名称は、 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律 （平成 年
月 日法律第 号）。
）連結納税制度は、正式には企業集団課税制度とよばれている。



特定医療法人、協同組合などもなることができるが、連結子法人については内国法人である

普通法人に限定されている。さらに、本制度の対象となる連結子法人は、国内の ％所有

子会社（完全子会社）に限定されている ）。したがって、連結納税制度が対象とする組織体

は、連結会計でいうところの連結企業集団と区別して、ここでは連結納税グループとよぶこ

とにする。

企業グループが連結納税（ ）を選択採用する場合には、その適用の方式

は、グループ内の対象子会社個々への選択的な適用ではなく、グループ内の対象子会社すべ

てをカバーする形での一括的な適用となる。したがって、同一企業グループ内の 子会社は

個別納税であるが、 子会社は連結納税であるというような納税形態は容認されない。

連結納税制度における法人税の申告ならびに納付の主体は、親会社である。ただし、最終

的には、連結納税グループ内において親会社、各子会社それぞれが負担すべき税額の割り振

りがなされ、合理的な税額調整が行われる。連結納税の対象は、あくまで国税である法人税

であって、事業税、法人住民税などの地方税は対象外である。また、消費税も対象外であ

る。

連結納税を行うかどうかは親会社の自由裁量となるが、いったん連結納税を採用した場合

には原則として継続的採用が義務づけられている。したがって、連結納税を取りやめる場合

には、国税庁長官の事前承認が必要となる。

連結納税の申告納付期間は、連結事業年度終了日から ヶ月以内である。これは、単体納

税の場合の取り扱いと同じである。なお、連結納税の申告については申告期限の ヶ月間の

延長が例外的に認められているが、納付については期限延長は認められていない。したがっ

て、申告を延長したときには、納付も延長することになるため、これに対し延滞金が賦課さ

れる。連結納税の申告は、連結納税申告書（ ）や各種計算書類等を提

出して行う。

連結納税申請の承認後は、親会社は連結親法人、連結納税グループに属する子会社は連結

子法人とよばれる。しかし、ここでは、一般的に使用されている親会社、子会社という用語

を用いることにする。

小稿では、連結納税の原理と手順を中心に考察し、そこから導かれる問題点を指摘した

い。
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）連結納税の対象範囲を完全子会社に限定することをめぐっては、次のような議論があることが指摘され
ている。
また、連結の範囲に ％未満の子会社を含めると少数株主の利益をどう保護するかという問題が生

じる。少数株主の利益保護は本来税制が責任を負うべき問題ではないが、配当等における会社の手続や計
算を複雑にしかねないため、少数株主の問題の生じない ％子会社に連結の範囲を限定するという考え
方もあり得る。
一方、連結範囲を ％に限定すると、社員持株会や不明株主が障害となって連結納税が適用できない
ケースが出てくる。また、ストック・オプションの利用にも制約が生じるほか、転換社債、ワラント債な
どの発行も同様の問題が生じることに留意しなければならない。
注記 この引用文中の連結の範囲というのは、連結納税の対象範囲という意味で使用されている〔（筆

者・山本加筆）〕。
連結納税制度の問題点について 租税調査会研究報告第 号（中間報告）、日本公認会計士協

会、 年 月。
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．連結納税の原理

連結納税の原理は、図 のようになる。

親会社と子会社がそれぞれ個別納税申告をする場合には、納税額は親会社が 万円、子

会社がゼロとなり、連結納税グループ全体としては計 万円の納税額となる。一方、連結

納税申告にすれば、連結納税グループ全体の利益は親会社の 万円と子会社の 万円（欠

損額）を合算して 万円となり、連結納税グループ全体としての納税額は 万円となる。

したがって、他の事情にして等しければ、このケースでは個別納税よりも連結納税が選択さ

れることになる。このような損益通算ができることが、連結納税の最大の特長である。

この他に、連結納税のメリットとしては、連結納税グループ全体の法人税を一括管理して

一括納付することにより、法人税の統制管理を一元化し事務効率を高めることができる。

連結納税において対象となる子会社は国内の ％所有子会社（完全子会社）であるが、

その資本所有関係は図 のようなパターンがある。

のパターンは、親会社が子会社の議決権（株式会社の場合には、議決権を有する発行済

株式総数）の全部を直接保有する場合。

のパターンは、親会社と完全子会社が共同して別の会社の議決権の全部を共有する場合。

のパターンは、親会社の支配下にある完全子会社を通じて別の会社の議決権の全部を間

接保有する場合。

これら 様のパターンのいずれかに該当する子会社は、連結納税の対象である連結子法人

となる。

なお、ここで留意すべきは、連結納税はどの財務諸表をもとに行われるかという点である。

利益の合算を行う場合、親会社、完全子会社の個々の個別財務諸表をベースにするのか、

図 連結納税の原理

（単位万円）



あるいは連結納税グループの連結財務諸表をベースにするのかによって、利益合算額が異

なってくる。それは、連結財務諸表においては、内部取引に伴う内部利益などが消去された

後の利益が表示されるからである。

連結納税において税額算定の基礎資料となるのは、連結財務諸表ではなく、親会社、子会

社がそれぞれ作成する個別財務諸表である。それは、連結納税グループが法的実体ではな

く、あくまで経済的実体であることを顧慮してのことである。つまり、法的実体は個々の企

業であり、その活動成果が個別財務諸表に集約されているのである。つまり、課税は法律行

為であるから、それは法的実体としての個別企業の個別財務諸表に準拠すべきであるという

ことになる。

連結納税の計算において子会社の事業期間が親会社の事業期間と相違するときには、親会

社の事業期間をもって子会社の事業期間と見なすことになっている。これを、みなし事業年

度という。つまり、連結納税の申告ならびに納付の主体は親会社であるので、親会社の事業

年度が連結納税の申告事業年度となる。

子会社が、たとえば完全子会社でなくなって連結納税グループから離脱することになった

ときには、離脱したときの連結事業年度の期首に離脱したものとみなされる。なお、離脱し

た子会社については、連結納税グループへの再加入は、離脱したときの連結事業年度以降

年間は認められない。

また、連結納税開始時の計算においては、簿価と時価との乖離が大きいときには、連結納

税グループに属する子会社の固定資産、有価証券（ただし、売買目的有価証券は除く）、繰

延資産などに対して時価評価が行われることになっている ）。このときには、多額の評価損
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）時価評価については、適格合併などによって子会社が連結納税グループに加入することになった場合な
どは除外される。

図 連結納税制度における親会社・完全子会社間の支配従属関係
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益が生じる場合があることに留意しなければならない。

評価益が生じるときには、連結納税グループに加入する前に課税が行われる。逆に、評価損が

生じるときには、損失として処理されるが、この損失は次期以降に繰り延べることはできない。

このように子会社の時価評価を行うことの意義は、一つには、子会社が多額の含み資産を

抱えている場合には、その含み益に対して徴税することにある。また、逆に、子会社が資産

の含み損を多額に抱えている場合には、そのような会社を連結納税グループの一員とした後

に、資産売却などを通じてその含み損を売却損として顕現化させるような租税回避行為を防

止するためでもある。

わが国の連結納税における法人税率は、親会社の種類と規模により表 のように分類される。

．連結納税の計算手順

連結納税の計算方法としては、次の 方式がある。

損益通算方式（所得通算方式）

アメリカ、フランスなどで採用されている方式で、親会社、子会社の各個別所得を内

部利益などの控除調整を行ったうえで合算し、連結納税グループ全体の税額を算出す

る。この税額は、一定の方法に従って各社に按分される。

個別損益振替方式（損益振替方式）

イギリス、ドイツなどで採用されている方式で、赤字会社の欠損額を黒字会社の所得

に振り替えた後、各社の税額を算出する。

これら 方式の原理を簡単に説明すれば、図 の〔ケース 〕のようになる。

表 連結納税における法人税率

（ 年 月現在）

法 人 形 態 法 人 税 率

普通法人
（資本金または出資金の額が 億円超のもの）

％

中小普通法人
（資本金または出資金の額が 億円以下のもの）

年 万円以下の課税所得部分については

％、それを超える部分については ％

その他普通法人
（資本または出資を有しないもの）

年 万円以下の課税所得部分については

％、それを超える部分については ％

協同組合
年 万円以下の課税所得部分については

％、それを超える部分については ％

特定協同組合

年 万円以下の課税所得部分については

％、年 万円超 億円以下の部分につい

ては ％、 億円超の部分については ％

特定医療法人
年 万円以下の課税所得部分については

％、それを超える部分については ％



いま個別の課税所得が親会社 万円、子会社 万円（欠損額）、子会社 万円とす

る。

損益通算方式では、これらの所得を合算して連結納税グループ全体の税額を算出するの

で、税額は 万円となる。

他方、個別損益振替方式では、赤字の子会社 の欠損額を親会社の所得に振り替えた後に

各社の個別税額を算出し、それらの税額を合算するので、税の合計額は 万円となる。
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図 連結納税における税額計算方法

（単位万円）

〔ケース 〕

損益通算方式（所得通算方式）

個別損益振替方式（損益振替方式）

〔ケース 〕

損益通算方式（所得通算方式）
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なお、ここで、もう一つのケースを見てみよう。

〔ケース 〕では、個別の課税所得が親会社 万円、子会社 万円（欠損額）、子会

社 万円とする。

損益通算方式では、税額はゼロとなる。

他方、個別損益振替方式では、税額は 万円となる。

これら 方式のうち、わが国の連結納税制度は、損益通算方式に準拠したものである。

この方式は、まさに連結ベースでの税額計算方法であり、連結納税という呼称にふさわしい

内容を具えている。つまり、この方式は、連結納税グループ全体を一つの課税単位に見立て

る単一主体論（ ）に立脚しているのである。

一方、個別損益振替方式は、内容的には個別納税に近い計算方法である。それは、連結納

税グループ内で欠損の振替処理を行って各社の税額調整をし、それによって課税の中立性の

確保を図るのである。

損益通算方式に準拠したわが国の連結納税制度では、連結納税額算出の手順は次のように

行われる。

連結納税グループに属する各社の単体所得額の算出

単体所得に係わる連結所得調整の実施

内部取引に係わる内部損益の繰延

子会社株式譲渡損の損金不算入

受取配当金の益金不算入

寄附金の控除など

連結所得調整後の各社の単体所得額の合算

連結所得に係わる連結所得調整の実施

連結ベースでの繰越欠損金の控除

連結ベースでの受取配当金の益金不算入

連結ベースでの寄附金の控除など

連結所得額の算出

（調整前）連結税額の算出

（調整前）連結税額の各社への配分

単体ベースでの連結税額調整の実施

連結税額調整後の各社個別税額の合算

個別損益振替方式（損益振替方式）



連結ベースでの連結税額調整の実施

（調整後）連結税額の算出

（調整後）連結税額の各社への配分

これらの手順を図式化したものが、図 である。
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連結税額の算出にいたるプロセスで特に注意を要する事項としては、次のものがあげられる。

．内部取引に係わる内部損益の繰延

連結納税グループに属する会社相互の棚卸資産や固定資産の売買取引は内部取引とみな

し、当該取引において付加された損益は、それらが外部に売却されて実現化するまでは繰

り延べる。

このような内部取引については、その価格は市場価格で行なうことになる。もし、取引

価格の値付けが市場価格でないときには、その取引は寄附行為とみなされ、その全額が損

金不算入の扱いとなる。

．二重課税、二重控除の問題

所得連結の際、子会社の所得に対しては課税算入が、逆に子会社の欠損に対しては連

結所得からの控除が実施される。それゆえ、子会社株式の譲渡に際し、譲渡益への課税や

譲渡損の控除がそのままの形で行われると、課税や控除の重複計上が生じることになる。

このような事態を回避するには、損益の重複算入を防ぐ処理が必要となる。つまり、子

会社株式を譲渡する際、譲渡損益の計算において子会社の所得金額もしくは欠損金額が二

重算入されるのを回避するために、子会社株式の帳簿価額を修正する処理が求められるの

である。この手続を一般に投資修正（ ）とか株式簿価修正とい

い、それは図 のように行われる。

いま、課税所得が親会社 万円、子会社 万円とする。

子会社株式を譲渡するに際し、子会社株式の譲渡益への二重課税を回避するには、子会

社株式の帳簿価額の計算において子会社の課税所得を付加することが必要である。つま

り、子会社株式の帳簿価額は 万円から 万円に修正することが必要となる。かく

して、子会社株式の譲渡益は 万円となる。

また、図 に示したもう一方の例においては、課税所得が親会社 万円、子会社 万

円（欠損額）とする。

子会社株式を譲渡するに際し、子会社株式の譲渡益からの税の二重控除を回避するに

は、子会社株式の帳簿価額の計算において子会社の欠損額を控除することが必要である。

つまり、子会社株式の帳簿価額は 万円から 万円に修正することが必要となる。

かくして、子会社株式の譲渡益は 万円となる。

．受取配当金の益金不算入

連結納税においては、連結納税グループ内で授受される受取配当金は全額が益金不算入

となる。これに対し、単体納税の場合には、受取配当金から負債利子を控除した額のみが

益金不算入となる。

そのため、課税所得の計算においては、連結納税の方が有利になる。

．寄附金の控除

連結納税グループ内における寄附金の授受は、その全額が損金不算入となる。これは、

黒字会社から赤字会社への寄附金拠出という形での逋税操作などを防止することを考慮し



ての措置である。

つまり、寄附金が損金算入される場合には、黒字会社にとっては寄附金額だけ課税所得

が減少することになり、その分節税効果を享受することができる。他方、寄附を受ける赤

字会社にとっては、受贈した寄附金の額が当期純損益加減後の繰越欠損金残額の範囲内で

あれば、両者を相殺することにより課税を免れることができる。

このように、寄附金の授受が逋税の手段となりうるのを防ぐためにも、連結納税グルー

プ内での寄附金支出は損金不算入とすることが必要なのである。

．繰越欠損金の取り扱い

連結納税グループに加入が予定されている子会社が抱える繰越欠損金については、以前
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はそれを利益と相殺することは禁止されていた。

しかし、 （平成 ）年 月 日からは、この繰越欠損金については、一定の要件を

満たす子会社については、当該子会社の個別所得額の範囲内で損益通算することが認めら

れた。

その要件とは、次のような内容に当てはまる場合であって、以下の項目の一つに該当す

る子会社（特定連結子法人という）については、繰越欠損金の損益通算が容認される。

親会社により 年を超えて所有されている完全子会社

親会社やその完全子会社により、単独もしくは共同で設立された完全子会社

親会社を合併法人等として適格合併等が行われたときに、その合併対象である被合併

法人等により 年を超えて所有されている完全子会社

その他

．交際費の取り扱い

交際費は、親会社の資本金額（会社以外の場合には、親法人の出資金額）を基準にして

連結納税グループ全体の損金算入限度額が確定する。

親会社の資本金額（会社以外の場合には、親法人の出資金額）が 億円超の場合

連結納税グループの交際費全額が損金不算入となる。

親会社の資本金額（会社以外の場合には、親法人の出資金額）が 億円以下の場合

連結納税グループの交際費額もしくは 万円のいずれか少ない方の額に ％を乗じ

た金額が損金算入限度額となる。つまり、この損金算入限度額を超えた金額部分について

は、損金不算入となる。

したがって、連結納税グループを構成する個々の法人への損金不算入の個別帰属額は、

次のようになる。

親会社の資本金額（会社以外の場合には、親法人の出資金額）が 億円超の場合

個別帰属額 各法人の個別の交際費額

親会社の資本金額（会社以外の場合には、親法人の出資金額）が 億円以下の場合

個別帰属額 連結納税グループの交際費の損金不算入額
各法人の個別の交際費額
連結納税グループの交際費額

おわりに

連結会計制度は、連結企業集団を一つの経済体とみなして、企業集団全体の収益力を財務

諸表を開示することを通じて主に投資家の投資意思決定に資することを目的としている。し

たがって、そこでは会社間の支配従属関係を基準にして連結企業集団の範囲が決定される。

これに対し、連結納税制度は、連結納税グループ所属の連結子法人（完全子会社）が企業

の事業部などに経営内容的には匹敵する組織であることから、連結納税グループそのものを

一つの企業体に相当するものとみなして課税・徴税をなす制度である。

日本公認会計士協会の租税調査会は、 同調査会研究報告第 号（中間報告） 連結納税

制度の問題点について において、次のように述べている。



現在のグループ経営は、資本価値の最大化を目標として、経営の効率化と責任の明確化

を目指している。それぞれが得意とする事業に特化した企業が複数集まってグループを形成

し、あたかも単一の企業であるかのような経営を行うものである。 しかし、これまでの

税制では、このような分社化した経営を行うと税負担が重くなる。 この結果、単一企業

で複数の事業を行う企業（事業部制を行う企業）と複数企業でグループ経営を行う企業グ

ループとで、税制上の有利不利が生じる場合があった。それを解消することが連結納税制度

導入の趣旨である。 ）

つまり、連結納税制度の主目的の一つは、組織体の外形上の相違による課税上の不公平や

不合理を回避して、企業間の課税上の公平性や合理性を貫徹することにある。そのため、連

結納税制度が対象とする連結納税グループに所属する子会社は完全子会社でなければならな

いのである。

さらに、連結納税制度は、企業再編の円滑な運用を後押しして、グローバル化した現代経

済において企業の効率的な組織運営に資することを期待されている。

このように、連結会計制度と連結納税制度は、名称は似ているものの、制度目的が異なる

ことから、制度上の手続や処理の内容がかなり相違している。このことにより、連結会計に

より算定された連結企業集団の利益と連結納税制度により確定した課税所得（利益）に大き

な差が生じる場合には、投資家や債権者、消費者など諸々の利害関係者に対し企業の財務構

造への理解を混迷化させることになるかもしれない。

また、わが国の連結納税制度のもとでは、これまで、繰越欠損金の繰り延べについては原

則的に禁止措置が講じられてきた。しかし、 （平成 ）年 月 日からは、子会社の個

別所得の範囲内で繰越欠損金を繰り延べることが認められた。

もともと、繰越欠損金の繰り延べを禁止してきたのは、租税回避行為を防止することにそ

の目的があった。

たとえば、繰越欠損金の繰り延べが自由であれば、連結納税制度のもとでは、巨額な欠損

金を持つ会社を完全子会社化して連結納税グループに加入させることにより、大きな節税効

果を享受することが可能となる。そこで、このような事態を防ぐための防波堤として、繰越

欠損金の繰り延べ禁止措置が講じられてきたのである。

しかし、税制改正により、子会社の個別所得の範囲内という縛りはあるものの、この禁止

措置が上述したように部分的に緩和されることになった。もし、将来、この縛りそのものも

撤廃されることになれば、連結納税制度そのものの根幹にかかわる重大な影響をもたらすこ

とになる。税制の推移を注意深く見守ることが必要である。
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