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第 66 条《 各事業年度 の所得に 対する法 人税の 税率》関 係

【 新設】（大通 算法人であ るかどう かの判定 の時期 ）
２ －61

法第 66 条第６項《各事業 年度の所 得に対 する法人 税の税率 》に規 定する大 通算法

人 に該当す るかどう かの判 定（以下 ２－ 61 におい て「大通 算法人判 定」と いう。）は、
当 該通算法 人及び他 の通算 法人（当該 通算法人 の同 項の規定 の適用を 受けよ うとする 事
業 年度（以 下２－ 61 にお いて「適 用事業年 度」と いう。）終了 の日におい て当該通 算法
人 と の 間 に 通 算 完 全 支 配 関 係 が あ る 法 人 に 限 る 。） の 適 用 事 業 年 度 終 了 の 時 の 現 況 に よ
る のである が、通算親 法人 の事業年 度の中途 におい て通算承 認の効力 を失っ た通算法 人
の その効力 を失った 日の前 日に終了 する事業 年度の 大通算法 人判定に ついて も、同様と
す る。
【 解説】
１

グルー プ通算制 度の創 設に伴い いわゆる 中小法 人の軽減 税率（法 66） における 中小法人
の 範囲の見 直しが行 われ、通算法 人である 普通法人 のうち 、大通算 法人に該 当するも のは、
こ の中小法 人に該当 しない こととさ れている （法 66⑥）。
ま た、グル ープ通 算制度適 用法人の 法人税率 は、通 算法人ご とに適用 するこ ととされ（法
66、措法 67 の２ 、68）、こ の通算法 人のうち 中小通 算法人の 軽減対象 所得金 額（法 66⑦ ）
以 下の所得 の金額に 対して は、中 小法人の 軽減税率 と同様 、軽減税 率を適用 すること とされ
て いるが 、この中 小通算法 人とは 、大通算 法人以外 の普通法 人である 通算法 人をいう ことと
さ れている （法 66⑥ ）。

２

ここで 、この 大通算法 人とは 、通算法 人である 普通法人 又はその 普通法 人の各事 業年度終
了の日においてその普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうち、いず
れかの法人が次の法人に該当する場合におけるその普通法人をいうこととされている（法
66⑥）。
⑴

当該 各事業年 度終了 の時にお ける資本 金の額 又は出資 金の額が １億円 を超える 法人

⑵

当該各 事業年度 終了の 時におい て次の法 人に該 当する法 人
イ

相 互会社

ロ

大法人（資本 金の額又 は出資金 の額が５ 億円以 上である 法人、相互会社 、外国相 互会
社 及び法人 課税信託 に係る 受託法人 をいう。以下同 じ。）との間 にその大法 人による 完
全 支配関係 がある普 通法人

ハ

普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を
その全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてその
いずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係
が あること となると きのそ の普通法 人

ニ
３

法 人課税信 託に係 る受託法 人

このよ うに、中小法人 の軽減税 率の適用 を受け ることが できる法 人は、大通算 法人以外 の
普 通法人に 限られる のであ り、この 大通算 法人に該 当するか どうかの 判定（ 以下「 大通算法
人 判定」という 。）をどの ように行 うかが重 要とな ってくる 。グ ループ通算 制度適用 法人に
係るこの大通算法人判定は、通算グループ内の他の通算法人も含めて行う必要があるとこ
ろ 、この具 体的な判 定の時 期につい て、本通 達にお いて明ら かにして いる。
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４

まず 、本通達 の前半に おいて 、当該通 算法人（ 自ら ）の大通 算法人 判定 に当たっ ては、当
該 通算法人（自ら）の適用 事業年度（法人税 法第 66 条 第６項《各事業年 度の所得 に対する
法 人税の税 率》の規定の適 用を受け ようとす る事業 年度をい う。以下同じ。）終了の時 にお
け る当該通 算法人（自 ら）と他 の通算 法人（通算グ ループ内 の他の通 算法人）の 現況に よる
こ とに言及 している 。この 適用事業 年度終了 の時を その判定 の時期と するこ とについ ては 、
一事業年度を通じた所得の金額に対して中小法人の軽減税率を適用することや、上記２の
と おり大通 算法人の 定義に ついて法 令上「 各事業年 度終了の 時におけ る」と 規定され ている
こ とからも 明らかで はある が、法 令上「 通算法人で ある普通 法人又は ……他 の通算法 人のう
ち 、いずれ かの法 人が」と 規定され ているこ とから 、その適 用事業 年度終了 の時にお ける他
の通算法人（通算グループ内の他の通算法人）の現況も確認するという取扱いとなること
を 、念のた め明らか にした ものであ る。
こ こで、他の通算 法人（通 算グルー プ内の他 の通算 法人）について 、通 達上 、
「（当 該通算
法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度……終了の日において当該通算法人と
の 間に通算 完全支配 関係が ある法人 に限る 。）」旨の 限定を付 している が、こ れは、損 益通算
（法 64 の５）などのグル ープ通算 制度の規 定が適 用される のはその 事業年 度が当該 通算グ
ル ープの通 算親法人 の事業 年度終了 の日に終 了する 法人に限 られてお り、上 記２のと おり 、
「当該普通法人の各事業年度終了の日において当該普通法人との間に通算完全支配関係が
あ る他の通 算法人 」と規定 されてい ることか ら、当 該通算法 人に係る 大通算 法人判定 の対象
に 含める法 人の範囲 につい ても念の ため明ら かにし ているも のである 。
こ れらのこ とから 、当該通 算法人（ 自ら）の期末時 において 大通算法 人に該 当する法 人が
通算グループ内に１社でもいる場合には、そのグループ内の通算法人全てが大通算法人に
該当することになり、当該通算法人は中小法人の軽減税率の適用を受けられないこととな
る。ま た、通算グ ループ内 に当該通 算法人の 適用事 業年度（＝ 通算親法 人の 事業年度）の中
途で通算グループから離脱するなどして通算完全支配関係を有しなくなった他の通算法人
が いる場合 には、当 該他の 通算法人 は判定対 象に含 める必要 はない。

５

ところで、通算親法人の事業年度の中途において通算グループから離脱した等により通
算 承認の効 力を失っ た通算 法人（ 以下「中途 離脱法 人」と いう 。）について は、そ の通算 承
認の効力を失った日の前日に当該中途離脱法人の事業年度は終了することとされていると
こ ろ（法 14②④ 二）、当該 中途離脱 法人は当 該前日 の属する 事業年度 におい て通算法 人ステ
ータスを満たしていたことに変わりはないことから、当該中途離脱法人の当該前日の属す
る 事業年度 における 大通算 法人判定 をどのよ うに行 えば良い のか、疑 問が生 ずる。
こ の点につ いては、上 記４ の取扱い と同様と なるこ と、すなわ ち、当該中途 離脱法人（ 自
ら）の 当該前 日の時点 にお ける当該 中途離脱 法人（自ら）及び他の 通算法人（通 算グル ープ
内 の他の通 算法人 ）の現況 によるの であり 、その時 点で大通 算法人に 該当す る法人が 通算グ
ループ内に１社でもいる場合には、当該中途離脱法人は大通算法人に該当するということ
に なり、中 小法人 の軽減税 率の適用 を受けら れない というこ とになる 。この ことを、本通達
の 後半で明 らかにし ている 。

６

この大 通算法人 につい ては、上記の中 小法人の 軽減税率 のほか 、以下の 各制度に 措置され
ている中小企業向け措置についても適用しないこととされているところ、これら各措置に

39

お いても 、本通達 で定める 大通算法 人の判定 の時期 に係る取 扱いは適 用され ることに 、併せ
て 留意が必 要である 。

７

⑴

貸倒 引当金（ 法 52①②）

⑵

欠損 金の繰越 し（法 57⑪一イ）

⑶

特定 同族会社 の特別 税率（留 保金課税 ）（法 67①）
なお、 欠損金の 繰越し （法 57）に おけるいわ ゆる新設 法人（設 立後７ 年以内の 法人、法

57 ⑪三）につい てもこの 大通算法 人と同様 の制度 設計・同様の 規定振 りと されてお り、そ
の判定の時期についても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 法人税法第 57 条《 欠損 金の繰越 し》に係る取扱 いとして 、本 通達と同様 の通達を 定めて
い る（グ通 通２－ 16）。
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