６ 第 60 条の２《国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例》関係

【制度の概要】
こ の制度は 、青色 申告法人 で総合特 別区域 法の施行 の日（平成 23 年 ８月１ 日）から 平成
26 年３ 月 31 日ま での間に 同法の指 定を受け た指定 特定事業 法人に該 当する ものが、 国際戦
略 総合特別 区域内 において 行われる 特定国際 戦略事 業のうち 規制の特 例措置 等の適用 を受け
て 行われる 事業に 係る所得 の金額を 有する場 合には 、その指 定の日か ら５年 間、その 金額の
20％の所得 控除がで きると いうもの である （ 措法 60 の ２① ）。
た だし、国 際総合 戦略特別 区域にお いて 機 械等を取 得した場 合の特別 償却又 は法人税 額の
特 別控除（ 措法 42 の 11） との選択 適用とさ れてお り、また 、認定研 究開発 事業法人 等の課
税 の特例（措 法 60 の３）の 適用を受 ける法人 は、こ の制度の 適用を受 けるこ とができ ないこ
と とされる 。
なお、連 結納税制 度にお いても同 様の規定 が定め られてい る。
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【 新設】（軽減 対象所得金 額に係る 益金の額 ）
60 の 2－ 1

措 置法令第 36 条 の２第３ 項に規 定す る軽減対 象所得金 額（以 下「軽 減対象所

得 金額」という 。）を 計算す る場合の 益金の額 は、同 条第２項 に規定す る事業（以下「特
例 事業」と いう 。）に係る 収入金額 の合計額 による から、次 に掲げる ような 金額はこ れ
に 含まれな いことに 留意す る。
ただし、貸倒引 当金等 の引当金、準備金 の益金 算入額の うちこれ らの引 当金、準備 金
を 繰り入れ た事業年 度（そ の事業年 度が連結 事業年 度に該当 する場 合 には、当該連 結事
業 年度）において 軽減対象 所得金額（措置 法令第 39 条の 90 の２第 ３項に規 定する軽 減
対 象連結所 得金額を 含む。）の計 算上損 金の額に算 入された 繰入金額 に相当 する金額 は
当 該益金の 額に算入 する。
⑴

国庫補 助金、補 償金、 保険金そ の他これ らに準 ずるもの の収入に よる益 金の額

⑵

固定資 産又は有 価証券 の譲渡又 は評価に 係る益 金の額

⑶

受取配 当金、受 取利子 等の営業 外収益の 額

【解説】
１

本通達 では、 国際戦略 総合特別 区域にお ける指 定特定事 業法人の 課税の 特例 制度 におけ
る 所得の特 別控除 額の計算 上の軽減 対象所 得金額を 算定する 場合の益 金の額 の範囲を 明ら
か にしてい る。
法令上 、軽減 対象所得 金額とは 、総合特 別区域 法第２条 第４項 《 定義》 に規定す る規制
の 特例措置 又は当 該規制の 特例措置 に準ず るものと して内閣 総理大臣 が財務 大臣と協 議し
て 指定する 特例措置 の適用 を受けて 行われる 事業（以下「 特例事業」という 。）によ り生じ
た 所得のみ につい て法人税 を課する ものと した場合 に課税標 準となる べき当 該事業年 度の
所 得の金額 をいうこ ととさ れ ている （措令 36 の２ ②③）。この ため、当該 所得の金 額を算
定 する場合 の益金 の額も、 当然のこ となが ら、特例 事業に係 る収入金 額の合 計額によ るこ
と になる。 したが って、国 庫補助金 などの 収入によ る益金の 額や固定 資産又 は有価証 券の
譲 渡又は評 価に係 る益金の 額、受取 配当金 などの営 業外収益 の額は 、 軽減対 象所得金 額算
定 上の特例 事業に 係る 益金 の額に含 まれな いことと なる。本 通達の本 文及び ⑴から⑶ まで
に おいて、 このこと を明ら かにして いる。

２

ところ で、軽 減対象所 得金額の 算定 上の 特例事 業に係る 損金の額 につい ては、措 置法通
達 60 の ２－２《軽 減対象 所得金額 に係る損 金の額》に おいて、販 売費、一 般管理費 その他
の 費用及び 損失の額 がこれ に含まれ ることを 明らか にしてい る。これにより 、貸 倒引当金 、
特 別修繕準 備金等 の引当金 、準備金 の繰入 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 された 金額 につ いては、 軽減対 象所得金 額の算定 上も損金 の額に 算入され るこ
と となる。 したが って、そ の後の事 業年度 において これらの 引当金、 準備金 の益金算 入額
が 生じた場 合には 、その益 金算入額 のうち 繰入事業 年度にお いて軽減 対象所 得金額の 算定
上 損金の額 に算入 された金 額に相当 する金 額は、そ の益金算 入額が生 じた事 業年度に おけ
る 軽減対象 所得金額 の算定 上益金の 額に含ま れるこ ととなる 。本 通達の ただ し書 にお いて 、
こ のことを 明らかに してい る。

３

連結納 税制度に おいて も、同様 の通達（ 連措通 68 の 63 の２－１ ）を定 めている 。
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【 新設】（軽減 対象所得金 額に係る 損金の額 ）
60 の 2－ 2

軽 減対象所得 金額を計 算する場 合の損 金の額は 、特例 事 業に係 る収入金 額に

対 応する売 上原価の 額並び に販売費 、一 般管理費そ の他の費 用及び損 失の額 によるの で
あ るから、 次に掲げ る金額 はこれに 含まれる ことに 留意する 。
⑴

棚御資 産の評価 換えに よる損失 の額

⑵

減価償 却資産又 は繰延 資産の償 却費の額

⑶

減価償 却資産の 除却、滅失、評価換え 又は譲渡 による損 失の額（保 険金、補 償金そ
の 他これら に類する ものに より補 塡 される部 分の金 額を除く 。）

【解説】
１

国際戦 略総合 特別区域 における 指定特定 事業法 人の課税 の特例 制 度にお いて、軽 減対象
所 得金額と は、特 例事業に より生じ た所得 のみにつ いて法人 税を課す るもの とした場 合に
課 税標準と なるべき 当該事 業年度の 所得の金 額をい うことと されてい る（措令 36 の２③ ）。
し たがって 、この 場合の軽 減対象所 得金額 に係る損 金の額は 、①特例 事業に 係る収入 金額
に 対応する 売上原 価の額、 ②販売費 、一般 管理費そ の他の費 用及び損 失の額 によるこ とに
な る。
本通達 では、 このこと を本文に おいて明 らかに するとと もに、⑴ から⑶ までにお いて 損
金 の額に含 まれるも のを例 示として 掲げてい る。

２

連結納 税制度に おいて も、同様 の通達（ 連措通 68 の 63 の２－２ ）を定 めている 。
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【 新設】（申告 に係る損金 の額に算 入される べき金 額の意義 ）
60 の 2－ 3

措 置法第 60 条 の２第２ 項に規定 する「 申告に 係るそ の損金の額 に算入さ れる

べ き金額」 の意義に ついて は、 60－ ６の取扱 いを準 用する。
【解説】
１

本通達 では、措置法第 60 条 の２第 ２項《 国際 戦略総合 特別区域 におけ る指定特 定事業法
人 の課税の 特例》 に規定す る「申告 に係る その損金 の額に算 入される べき金 額」の意 義に
つ いては、 60－６ 《申告に 係る損金 の額に 算入され るべき金 額の意義 》 の取 扱いを準 用す
る 旨を明ら かにして いる。
すなわち 、本制 度におけ る「申告 に係る 損金の額 に算 入さ れるべき 金額」 とは、確 定申
告 書等（ 確定申告 書又は仮 決算をし た場合の 中間申 告書をい う。）に記 載さ れた損金 算入額
そ のものを いうの ではなく 、当該確 定申告 書等に記 載され た 事項を基 礎とし て計算す る場
合 に損金の 額に算 入するこ とができ る正当 額をいう のである 。したが って、 当該正当 額が
当 該確定申 告書等 に記載さ れた損金 算入額 を 超える 場合には 、その超 える部 分の金額 につ
い ては、更 正等に際 して 損 金算入す る ことが できる 。
しかし 、 所得 金額 等の 更正の結 果、 損金 算入さ れる べき 金額が増 加した としても 、それ
は 確定申告 書等に 記載され た事項を 基礎に 計算して 増加した ものでは ないか ら、その 増加
し た部分に ついて 損 金算入 すること は できな いこと になる。

２

連結納 税制度に おいて も、同様 の通達（ 連措通 68 の 63 の２－３ ）を定 めている 。
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