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第 64 条の ７《欠損金 の通算》 関係

【 新設】（特定 欠損金額の 損金算入 の順序及 び損金 算入額の 上限）
２ －26

一 の事業年 度にお いて生じ た法第 64 条の ７第１項 第２号イ《欠損 金の通算 》に規

定 する欠損 金額（以 下２－ 26 において「欠損金 額」と いう 。）のう ちに特定欠 損金額（同
条 第２項に 規定する 特定欠 損金額を いい、同条 第３ 項の規定 により当 該特定 欠損金額 と
み なされた 金額を含 む。以 下２－ 26 におい て「特 定欠損金 額」とい う。） が含まれ る場
合 における 同条第１ 項の規 定の適用 に当たっ ては、 次のこと に留意す る。
⑴

欠損 金額の一 部のみ が特定欠 損金額で ある場 合には、当 該特定欠 損金 額に相当 する
金 額から損 金算入を 行う。

⑵

同項第１号に規定する適用事業年度において損金算入できる特定欠損金額の上限
は 、たと え当該通 算法人が 法第 57 条第 11 項 第１号《欠損 金の繰越 し》に規 定する中
小 法人等以 外の法人 に該当 する場合 であって も、同 条第１項 ただし書 に規定 する損金
算 入限度額 に達する までの 金額では なく、法 第 64 条 の７第１ 項第３ 号イに 規定する
欠 損控除前 所得金額 に達す るまでの 金額を基 礎とし て計算し た金額と なる。

【 解説】
１

グルー プ通算制 度にお いては 、通算法 人の過年 度の欠損 金額の損 金算入 額の計算 は、欠 損
金 の繰越控 除の規定 （法 57① ）の適 用を受ける 事業年度 （以下「 適用事 業年度」 という 。）
開 始の日前 10 年 以内に開 始した各 事業年度 （以下 「10 年内事 業年度 」と いう。）のう ち最
も 古い事業 年度から 順に、 その 10 年内事 業年度ご とに計算 を行い、 その 10 年 内事業年 度
ごとに計算した損金算入額の合計額が、その通算法人の過年度の欠損金額の損金算入額と
な る（法 64 の ７①）。
その 10 年内事 業年度ごと の欠損金 額の損金 算入額 の計算は、まず、特定欠 損金額（法 64
の ７②③ 、以下 同じ 。）の 損金算入 額の計算 を行い（法 64 の ７①三 イ）、次 に、特 定欠損 金
額 以外の欠 損金額（ 以下「 非特定欠 損金額」という 。）の 通算グ ループ全体 の合計額 を各通
算 法人に配 賦して 、各通算 法人の非 特定欠損 金額を 計算し（ 法 64 の７ ①二 ロ～ニ ）、そ の非
特 定欠損金 額の損金 算入額 の計算を 行い（法 64 の ７①三ロ ）、 この特定欠 損金額の 損金算
入 額と非特 定欠損金 額の損 金算入額 の合計額 がその 10 年 内事業 年度ごとの 通算法人 の欠損
金 額の損金 算入額と なる（法 64 の７① 三）。

２

上記のとおり、特定欠損金額は非特定欠損金額より先に損金算入額の計算を行うのであ
る が、こ れは、連結納 税制 度におけ る特定連 結欠損 金額（ 旧法 81 の９ ③、以下同 じ。）の損
金算入と同様の取扱いであり、同一の連結事業年度において生じた連結欠損金額が特定連
結欠損金額とそれ以外から成るときにおける繰越控除の順序については、連結納税基本通
達 11－ １－１ 《繰越連結 欠損金の 損金算入 の順序 》におい て当該特 定連結 欠損金額 に相当
す る金額か ら先に損 金の額 に算入す る旨を留 意的に 明らかに している 。
グループ通算制度における特定欠損金額に係る繰越控除についても、この特定連結欠損
金額の繰越控除に係る規定と同様の規定振りとされ、その繰越控除の順序について同様の
取 扱いとな るところ 、本通 達の⑴で は、同 通達と同 様の取扱 いとなる ことを 留意的に 明らか
に している 。すな わち、一 の事業年 度におい て生じ た欠損金 額が特定 欠損金 額と特定 欠損金
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額 以外の欠 損金額（非特定 欠損金額 ）から 成るとき には、先 に特定 欠損金額 を先に繰 越控除
し た上で、その後 に特定欠 損金額以 外の欠損 金額（ 非特定欠 損金額 ）を繰越 控除する ことに
な る。
３

ところ で、特 定欠損金 額につい て損金の 額に算 入できる 金額（ 特定損金 算入限度 額）に つ
い ては、次 の算式（ 注１） により計 算した金 額とさ れている （法 64 の７① 三イ）。
（算式）
⑴
そ の通算法 人のその 10 年 内事
特 定損金算 ＝ 業 年度の特 定欠損金 額（欠 損控
入 限度額
除 前所得金 額（注２ ）を限 度）
（法 64 の７① 三イ柱書）

（ 注）１

⑵
各 通算法人 の適用事 業年度 に係る
損 金算入限 度額（注 ３）の 合計額
（ 注４）（法 64 の７ ①三イ ⑴）
×

⑶
各 通算法人 のその 10 年内 事業年
度 に係る特 定欠損金 額（欠 損控除
前 所得金額 （注２） を限度 ）の合
計 額（法 64 の ７①三イ⑵ ⑶）

⑵の金 額が⑶の 金額に占 める割合 が１を 超える場 合には 、その割 合を１と して計

算 し、⑶の 金額が零 の場合 には、そ の割合は 零とし て計算す る。
２

法人税 法第 57 条第１ 項《欠損 金の繰越 し》の 規定等を 適用しな いもの として計
算 した場合 における 適用事 業年度の 所得金額 から、 その 10 年 内事業 年度よ り古い
10 年 内事業年 度で生じた 欠損金額 とされた 金額で 法人税法第 57 条第１項 の規定に
よ り適用事 業年度の 損金の 額に算入 される金 額を控 除した金 額をいう 。

３

法人税 法第 57 条第１ 項ただし 書に規定 する損 金算入限 度額、す なわち 、その通
算 法人の所 得金額の 50％ に相当す る金額（中 小法 人等、更生法 人等及 びい わゆる新
設 法人（設 立後７年 以内の 法人をい う。）について は、所得 金額）を いう。

４

この合 計額から は、その 10 年内事 業年度より 古い 10 年内 事業年度で 生じた欠 損
金 額とされ た金額で 法人税 法第 57 条 第１項 の規定 により適 用事業年 度の損 金の額
に 算入され る金額の 合計額 を控除す る。

このと おり、損金算入 額の上限 に係る計 算方法 について は、グ ループ通 算制度を 適用しな
い 法人にお ける欠損 金の繰 越控除（法 57① ）では 、中小 法人等（法 57⑪ 一）以 外の法 人に
あ っては損 金算入限 度額（法 57①ただ し書）を限 度とする が、グル ープ通 算制度適 用法人
に ついては 、中小 法人等以 外の法人 にあって も上記 算式のと おりであ るなど 、同じ 個別申告
で ありなが ら、そ の計算方 法は大き く異なっ ている 。この 金額の具 体的な計 算につい ては、
法人税申告書別表７関係を基に行うこととなるのであるが、同じく自らの所得金額からの
み控除する仕組みでありながら計算方法がこのように異なることについて、本通達の⑵に
お いて留意 的に明ら かにし ている。

29

