【 改正】（ 国外 事業所等帰 属所得に 係る所得 の金額 の計算に おける 引 当金の 繰入額等 ）
16－3－15

国外事業 所等帰属 所得に 係る所得 の金額の 計算上 、法 の規定に 準じて計算 した

場合に損金の額となる引当金勘定への繰入額及び措置法の規定に準じて計算した場合
に 損金の額 となる 準 備金（特 別償却 準備金を 含む。以 下 16－３ －16 におい て同じ 。）の
積 立額は、国外事業 所等ご とに計算 を行うこ とに留 意する。この場合 におい て、次の こ
と は次によ る 。
⑴

法第 52 条 第１項《貸 倒引当金 》に規定 する 個 別評価金 銭債権（ 以下 16－３－ 15 に
お い て「 個 別評 価金 銭 債権 」 とい う。） に 係る 貸倒 引 当金 勘 定へ の繰 入 額 の う ち国 外
事 業所等帰 属所得に 係る所 得の金額 の計算上 損金の 額に算入 すべき金 額は、内国 法人
が国外事業所等に帰せられる個別評価金銭債権の損失の見込額として仮決算又は確
定 した決算 において 貸倒引 当金勘定 に繰り入 れた金 額（ 当該金額 が当該個別 評価金銭
債 権につい て令第 96 条第 １項 《貸 倒引当金 勘定へ の繰入限 度額 》の 規定に 準じて計
算 した金額 を超える 場合に は、その 超える部 分の金 額を控除 した金額 ）とす る。

⑵

法第 52 条 第２項に規 定する一 括評価金 銭債権（以下 16－３－ 15 にお いて「 一括評
価 金 銭債 権 」と いう。）に 係 る貸 倒 引当 金勘 定 への 繰 入額 の うち 国外 事 業所 等 帰属 所
得 に係る所 得の金額 の計算 上損金の 額に算入 すべき 金額は 、内国 法人が一括 評価金銭
債権の貸倒れによる損失の見込額として仮決算又は確定した決算において貸倒引当
金勘定に繰り入れた金額のうち国外事業所等に係るものとして合理的に計算された
金 額（ 当該 金額 が当該国外 事業所等 に帰せら れる一 括評価金 銭債権の 額の合 計額に国
外 事業所等 貸倒実績 率（当 該国外事 業所等が 内国法 人から独 立して事 業を行 う事業者
で あるとし て、令第 96 条 第６項に 規定する 貸倒実 績率を計 算した場 合の当 該貸倒実
績 率をいう 。以下 16－３－ 15 において 同じ 。）を乗 じて計算 した金額 を超え る場合に
は 、その超 える部分 の金額 を控除し た金額） とする 。

(注)１

内国法人が単に国外事業所等の帳簿に記帳した金額は、仮決算又は確定した決
算 において 貸倒引当 金勘定 に繰り入 れた金額 に該当 しないこ とに留意 する。

２

内国法人が国外事業所等の帳簿において貸倒引当金を記帳していない場合であ
っても、国外事業所等に帰せられる金銭債権につき仮決算又は確定した決算にお
いて貸倒引当金勘定への繰入れを行っているときは、当該金銭債権について、⑴
又 は⑵の適 用がある ことに 留意する 。

３

内国法人が、全ての国外事業所等につき、国外事業所等貸倒実績率に代えて同
項に規定する貸倒実績率により計算を行っている場合には、継続適用を条件とし
て これを認 める。

【 解説】
１

平成 27年度の税 制改正 により、内国法人 の外国 税額控除 における 国外所 得金額は 、
「 国外
事 業所等帰 属所得に 係る所 得の金額 」と「そ の他の 国外源泉 所得に係 る所得 の金額」 との
合 計額とさ れるとと もに、 国外事業 所等帰属 所得に 係る所得 の金額は 、国外 事業所等 を通
じ て行う事 業に係る 益金の 額からそ の事業に 係る損 金の額を 控除して 計算す ることと され

1

た （令141の２ 、141の３① ） 。
また、 国外事業 所等帰 属所得に 係る所得 の金額 の計算上 、益金の 額又は 損金の額 に算入
す べき金額 は、別段 の定め があるも のを除き 、国外 事業所等 を通じて 行う事 業につき 、 内
国 法人の各 事業年度 の所得 の金額の 計算に関 する 法 人税に関 する 法令 の規定 に準じて 計算
し た場合に 益金の額 となる 金額又は 損金の額 となる 金額とさ れている （令141の３ ②） 。
さらに 、国外事 業所等 帰属所得 に係る所 得の金 額の計算 は国外事 業所等 ごとに行 われる
こ とになる （基通 16－３－ ９の２ ）。
２

本通達 では、 国外事業 所等帰属 所得に係 る所得 の金額の 計算上、 法の規 定に準じ て計算
し た場合に 損金の 額となる 引当金勘 定への 繰入額及 び措置法 の規定に 準じて 計算した 場合
に 損金の額 となる 準備金の 積立額は 、上記 １ のこと から 、国 外事業所 等ごと に計算を 行う
こ とを留意 的に 明 らかにす るととも に、 個 別評価金 銭債権及 び一括評 価金銭 債権に係 る貸
倒 引当金勘 定への繰 入額に ついての 具体的な 取扱い を明らか にしてい る 。

３

まず 、個別評 価金銭債 権に係る 貸倒引当 金勘定 への 繰入 額につい て、法 人税法第 52 条第
１ 項《貸倒 引当金 》におい て 、「損 金経理 により貸 倒引当金 勘定に繰 り入れ た金額 」 のう
ち 、「当該 事業年 度終了の 時におい て 当該 個別評価 金銭債権 の取立て 又は弁 済の見込 みが
な いと認め られる 部分の金 額を基礎 として 政令で定 めるとこ ろにより 計算し た金額 」 に達
す るまでの 金額 は 、その事 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 いる。同 項のよ うに、損 金経理、 つまり 内国法人 の 仮決算 又は確定 した決 算におい て経
理 すること が法令 上の要件 とされて いる規 定を準用 する場合 には、 国 外事業 所等帰属 所得
に 係る所得 の金額 の計算に おいても 同様に 、内国法 人の 仮決 算又は確 定した 決算にお いて
経 理するこ とが必要 となる 。
ま た、個別 評価金 銭債権に 係る 貸倒 引当金 勘定への 繰入限度 額とな る 「政令 で定める と
こ ろにより 計算した 金額 」は、法人税 法施行令第 96 条 第１項各 号《貸倒 引当 金勘定へ の繰
入 限度額 》 に掲げ る事実の 区分に応 じ同項 各号に定 める金額 とされて おり 、 国外事業 所等
帰 属所得に 係る所 得の金額 の計算上 の 個別 評価金銭 債権に係 る 貸倒引 当金 勘 定への繰 入限
度 額は、こ れに準じ て計算 すること となる 。
本 通達の ⑴ では、こ れらの ことを明 らかにし ている 。

４

次に 、一括評 価金銭債 権に係る 貸倒引当 金勘定 への繰入 額 につい て、同 法第 52 条第 ２項
に おいて、「損金 経理によ り貸倒引 当金勘定 に繰り 入れた金 額 」のうち 、
「当該 事業年 度終
了 の時にお いて有 する一括 評価金銭 債権の 額及び最 近におけ る売掛金 、貸付 金その他 これ
ら に準ずる 金銭債 権の貸倒 れによる 損失の 額を基礎 として政 令で定め るとこ ろにより 計算
し た金額 」 に達す るまでの 金額は、 その事 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 る。よ って 、一括評 価金銭債権 について も個別評 価金銭 債権と同 様に 、
国 外事業所 等帰属 所得に係 る所得の 金額の 計算 にお いて 、内 国法人の 仮決算 又は確定 した
決 算におい て経理 す ること が必要と なる 。
な お、一括 評価金 銭債権 に ついて は 、貸倒 引当金勘 定への繰 入額と それぞれ の金銭債 権
と のひも付 き関係 はなく、 また、貸 倒引当 金勘定へ の繰入額 は、 上記 ２のと おり 国外 事業
所 等ごとに その計 算 を行う こととな るので ある から 、内国法 人が一括 評価金 銭債権に 係る
貸 倒引当金 勘定へ 繰り入れ た 金額の うち国 外事業所 等に対応 す る部分 の金額 として合 理的
に 計算され た金額 が、その 国外事業 所等 に 係る 「損 金経理に より貸倒 引当金 勘定に繰 り入
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れ た金額 」 となる 。 この合 理的に計 算され た金額と は、例え ば、 内国 法人が 一括評価 金銭
債 権の貸倒 れによ る損失の 見込額と して 損 金経理に より貸倒 引当金勘 定に繰 り入れた 金額
に 、その一 括評価 金銭債権 の帳簿価 額の合 計額のう ちに国外 事業所等 に帰せ られる一 括評
価 金銭債権 の額の合 計額の 占める割 合を乗じ て計算 した金額 をいう。
また、 国外事 業所等帰 属所得に 係る所得 の金額 の計算上 の 一括評 価金銭 債権に係 る 貸倒
引 当金勘定 への繰入 限度額 は 、同令第 96 条 第６項 に 準じて計 算 するこ とと な るのであ るが 、
こ の計算を 国外事 業所等ご とに 行う のであ るから 、 一括評価 金銭債権 に係る 貸倒引当 金 勘
定 への繰入 限度額 は、 国外 事業所等 に帰せ られる一 括評価金 銭債権の 額の合 計額に、 国外
事 業所等ご とに同 項の規定 に準じて 計算し た 国外事 業所等貸 倒実績率 を乗じ て計算し た金
額 となる。
本通達 の ⑵では 、これ らのこと を明らか にして いる。
５

本通達 の⑴及び ⑵ の計 算は 国外 事業所等 ごとに 行 うので ある から 、例え ば、内国法人 が、
国 外事業所 等の管 理のため 、又は現 地の法 令等の要 請に基づ きその国 外事業 所等又は 本店
等 において 作成 する 国外事 業所等の 帳簿に 貸 倒引当 金 を記帳 した場合 に、
「 内 国法人の 仮決
算 又は確定 した決 算におい て経理す る」 と いう 要件 が満たさ れること になる のか疑義 が生
ず る。この 点、そ の国外事 業所等の 帳簿へ の記帳が 、 記帳す る目的に よって は 内国法 人の
仮 決算又は 確定し た決算に 必ずしも 反映さ れるわけ ではない ことから すると 、その記 帳の
み をもって その要件 を満た すことに はならな い 。
本 通達の注 書の１で は、こ のことを 留意的に 明らか にしてい る。
また、 内国法 人が 貸倒 引当金 を 国外事業 所等 の 帳簿に記 帳してい ない場 合であっ ても、
仮 決算又は 確定し た決算に おいて経 理して いるとき 、つまり 、 内国法 人のそ の 事業年 度の
所 得の金額 の計算 上 貸倒引 当金 勘定 への繰 入額 を損 金の額に 算入して いると きは、 国 外事
業 所等帰属 所得に 係る所得 の金額の 計算上 も 、その 対応する 個別評価 金銭債 権又は一 括評
価 金銭債権 に係る 貸 倒引当 金勘定へ の繰入額 を計算 して 、損金の 額に算 入 す る必要が ある 。
本 通達の 注 書の２ で は、こ のことを 留意的に 明らか にしてい る。

６

国外事 業所等 帰属所得 に係る所 得の金額 の計算 上損金の 額に算入 される 一括評価 金銭債
権 に係る貸 倒引当 金勘定へ の繰入額 の計算 に当たっ ては、 国 外事業所 等ごと に国外事 業所
等 貸倒実績 率を計 算するこ との実務 上の負 担を踏ま え 、全て の国外事 業所等 につき継 続的
に 適用する ことを 条件に 、 国外事業 所等貸 倒実績率 に代えて 、内国法 人が所 得の金額 の計
算 において 用いてい る 同項 の貸倒実 績率を適 用する ことを 認 めている 。
本 通達の注 書の３で は、こ のことを 明らかに してい る。

７

連結納 税制度に おいて も、同様 の通達 改 正（連 基通 19－３ －15） を行 っている 。
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