【 新設】（新た な事業の開 始の意義 ）
２ －15

法第 57 条第８項《欠 損金の繰 越し 》に規 定する「新た な事業を開 始した 」とは 、

同項の通算法人が当該通算法人において既に行っている事業とは異なる事業を開始し
た ことをい うのであ るから、例えば、既に行っ てい る事業に おいて次 のよう な事実が あ
っ ただけで はこれに 該当し ない。
⑴

新た な製品を 開発し たこと

⑵

その 事業地域 を拡大 したこと

【 解説】
１

グループ通算制度の開始又はグループ通算制度への加入に伴う欠損金の持込み制限の要
件 について は、組 織再編税 制におけ る欠損金 の引継 ぎ・使用制限の 要件と整 合的な要 件とし
て 定められ ており 、具体的 には、通 算法人 で時価評 価除外法 人（法 64 の 11①各号 又は法 64
の 12① 各号） に該当する ものが通 算承認の 効力が 生じた日 の５年前 の日又 はその通 算法人
の設立の日のうちいずれか遅い日からその通算承認の効力が生じた日まで継続してその通
算 法人に係 る通算親 法人（ その通 算法人が 通算親法 人である 場合には 、他の 通算法人 のいず
れ か）との 間に支 配関係が ある場合 に該当し ない場 合で、か つ、そ の通算法 人につい て通算
承認の効力が生じた後にその通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合に該当し
な い場合に おいて 、その通 算法人が 支配関係 発生日 以後に新 たな事業 を開始 したとき は、そ
の通算法人のその通算承認の効力が生じた日以後に開始する各事業年度においては、その
通算法人のグループ通算制度の開始又はグループ通算制度への加入後に持込み可能な欠損
金額は、その通算法人の支配関係事業年度以後の事業年度に係る欠損金額のうち特定資産
譲 渡等損失 額（法 64 の 14②）から 成る部分 の金額 以外の金 額に限定 するこ ととされ ている
（法 57⑧ ）。

２

ここで、この「新たな 事業を開 始した」の 意味 するとこ ろについ ては、換言 するな らば、
その法人自身が既に行っている事業とは異なる事業を開始したということであり、本通達
の 本文前半 において このこ とを明ら かにして いる。

３

また、本 通達の本 文後 半並びに 本通達の ⑴及び ⑵では、こ の「新たな事 業を開始 した」こ
と に該当し ない事実 の具体 例につい て、そ の法人が 既に行っ ている事 業にお いて、①新たな
製 品を開発 したこと 、②そ の事業地 域を拡大 したこ と、の ２つを示 すことに より明ら かにし
て いる。つ まり、この２つ に該当す る事実し か認め られない 場合には 、上記 １の欠損 金額の
切 捨ての対 象とはな らない というこ とであり 、また 、あく までこれ らの事実 は例示に 過ぎな
い ため、これら以 外にも、例えば 現在は休 業中とな っている 事業を再 開した ような事 実があ
っ た場合や 、本通 達に例示 した事実 に該当し なくて もその他 の事実関 係に照 らして「新たな
事 業を開始 した」とは認め られない ような場 合には 、上記 １の欠損 金額の切 捨ての対 象とは
な らないと 考えられ る。
このよ うに、本要 件に 該当する か否かは、あく まで当該 通算法人 の行っ ている「事 業」に
係 る個々の 具体的事 情を総 合勘案し て判定さ れるも のである から、本通達で は、日 本標準産
業 分類など の統計分 類に基 づく事業 単位・事業区分 などを基 にした本 要件に 係る判定 指標・
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判定方法や、売上金額や事業所数などに基づく事業規模の推移などに関する数値基準など
と いった、本要件の 該当性 を判定す るに当た っての メルクマ ールを示 したり はしてい ない 。
４

このほ か、法 人税法第 64 条 の 14《 特定資産譲 渡等損失 額の損金 不算入 》にお いても 、同
様 の制度設 計・同 様の規定 振りとさ れており 、本通 達と同様 の取扱い となる ことから 、グル
ー プ通算通 達におい て同条 に係る取 扱いとし て、本 通達の準 用通達を 定めて いる（ グ通通２
－ 60⑶）。
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