２

第 14 条《 事業年度の 特例》関 係

【 新設】（完全 支配関係法 人がある 場合の加 入時期 の特例の 適用）
２ －４

内 国法人と 他の内 国法人と の間に当 該内国 法人によ る完全支 配関係 （法 第 64 条

の ９第１項《 通算承認》に 規定する 政令で定 める関 係に限る。以下２－ 11 を 除き同じ 。）
が ある場合 において 、当該 内国法人 が法第 14 条第 ８項第１ 号《事業 年度の 特例》の 規定
の 適用を受 けるとき は、当 該他の内 国法人も 同号の 規定の適 用を受け るので あるから 留
意 する。

【 解説】
１

グルー プ通算制 度にお いては、内 国法人（通算 子法人と なる法人）が、通算 親法人 との間
に その通算 親法人に よる完 全支配関 係（ 法人税法第 64 条 の９第 １項《 通算 承認》に規定 す
る 政令で定 める関係 に限る 。以下 同じ 。）を 有する こととな り、又は親法人 の申請特 例年度
の期間内に親法人との間に親法人による完全支配関係を有することとなった場合には、次
の とおり事 業年度を 調整で きること とされて いる（法 14⑧、以 下「加入時 期の特例 」とい
う 。）。
⑴

通算 親法人又 は親法 人との間 に完全支 配関係 を有する こととな った日（以下「加入 日」
と いう。）か ら加入日 の前 日の属す る特例決 算期間（注１ ）の 末日まで 継続 してその 内国
法人と通算親法人又は親法人との間にその通算親法人又は親法人による完全支配関係が
ある場合……その内国法人及びその内国法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保
有 する他の 内国法人（注２ ）につい ては、加入日の 前日の属 する特例 決算期 間の末日 の翌
日 をもって 、事業年 度の特 例の規定 （法 14④ 一⑤ 二）を適 用する（ 法 14⑧一 ）。
（ 注）１

特例決 算期間と は、次 の期間の うちその 特例の適 用を受け る旨等 を記載し た書
類 に記載さ れた期間 をいう 。以下同 じ。

２

イ

上 記の内 国法人の 月次決算 期間

ロ

上記の 内国法人 の会計 期間

上記の内国法人の加入日からその特例決算期間の末日までの間にその通算親
法 人又は親 法人との 間に完 全支配関 係を有す ること となった ものに限 る。

⑵

上記⑴に該当しない場合（加入日から加入日の前日の属する特例決算期間の末日まで
の間に完全支配関係を有しないこととなった場合）……その内国法人及びその内国法人
が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の内国法人については、加入日の前
日 を事業年 度終了の 日とし ない（法 14⑧二 ）。
こ の加入時 期の特例 は、連 結納税制 度から設 けられ ていたも のである が、上 記⑴（注 １）

ロの会計期間に係る特例については、グループ通算制度において新たに設けられたもので
あ る。
２

ところ で、通算グ ルー プに加入 するパタ ーンと しては、複 数の子法 人（上記 １の「他の 内
国 法人」、い わゆる連 れ子 ）があ る加入法 人（ 上記 １の「 内国法人 」）をＭ ＆Ａによ り完全子
会 社にする ケースが あるが 、このケ ースに ついて、連結納税 制度で は、この 加入法人 及び連
れ 子が各々 この加入 時期の 特例の適 用を選択 するこ とが可能 となって いた。一方、グルー プ
通 算制度で は、上 記１⑴（ 注１）ロの会計 期間に係 る特例が 新たに措 置され て加入を 遅らせ
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る期間を最大１年とされることとなったこと等を機に、加入法人がこの加入時期の特例の
適用を選択した場合にはその連れ子について強制適用とされ、加入法人と同時期まで加入
を 遅らせる こととな ってい る。
このように、グループ通算制度においては、加入時期の特例に係る取扱い内容が変更さ
れ、上記のケースで加入法人がこの加入時期の特例を選択した場合にその子法人も強制適
用 となるこ とについ て、改 正後の法 令（法 14⑧一 ）の規定 振りから は若干 分かりに くいと
も 思われる ことから 、本通 達におい て留意的 に明ら かにして いる。
３

なお、上記２ のケース について 、加入 法人がこ の加入時 期の特例 を適用 しない（ つまり 、
原 則どおり 加入日に 通算グ ループに 加入する）場合 でも、連れ 子が上記 １の「内 国法人」と
し てこの加 入時期の 特例の 適用を選 択するこ とがで きること に、併せ て留意 が必要で ある 。
こ の場合の 連れ子に さらに 子法人（い わゆる連 れ孫）が あると きには、当該 連れ孫は、当該
連れ子がこの加入時期の特例の適用を選択したことに伴い強制適用とされることとなり、
当 該連れ子 と同時期 まで加 入を遅ら せること となる 。
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