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第 69 条《 外国税額の 控除》関 係

【 新設】（進行 年度調整規 定の適用 に係る対 象事業 年度の意 義等）
２ －67

法第 69 条第 17 項 又は第 18 項《 外国税額 の控除》 の規定（ 以下２ －67 におい て

「 進行年度 調整規定」とい う。）は、同条第 17 項に 規定する 通算法人（ 以下 ２－68 まで
に おいて「 通算法人 」とい う。） の同項 に規定する 過去適用 事業年度 （以下 ２－68 まで
に おいて「 過去適用 事業年 度」とい う。）に係る 期限 内申告書 に記載さ れた同 項に規定 す
る税額控除額が誤っていたことが当該期限内申告書の法定申告期限後に判明した場合
に 適用があ るのであ るが、当 該進行年 度調整 規定の 適用に当 たっては 、それ ぞれ次の と
お りとする 。
⑴

当該 判明した 日（過 去適用事 業年度に 係る修 正申告書 の提出又 は更正 が必要と なる
場 合には、当 該過去 適用事 業年度に 係る修正 申告書 の提出又 は更正が 行われ た日。⑵
に おいて同 じ。）の属する 当該通算 法人の事 業年度 を同項に 規定する 対象事 業年度（ 以
下 ２－67 において 「対象 事業年度 」という 。）と して、当 該進行年 度調整 規定を適 用
す る。

⑵

当該判明した日が過去適用事業年度に係る期限内申告書の法定申告期限から５年
（当該期限内申告書に係る修正申告書の提出又は更正が次に掲げる規定に基づき行
わ れる場合 には、それぞれ 次に掲げ る期間 ）を経過 した日以 後である 場合に は、当 該
進 行年度調 整規定の 適用は ない。
イ

通 則法第 70 条第 ３項《国 税の更正 、決定 等の期間 制限》の 規定

同項の更 正の請

求 書の提出 があった 日から ６月
ロ

同 条第５項（第１ 号に係る 部分に限 る。）又は措置 法第 66 条の４第 27 項《国 外関
連 者との取 引に係る 課税の 特例》（措置法第 67 条の 18 第 13 項《国外 所得金 額の計
算 の特例》において 準用す る場合を 含む 。）の規定

当該過 去適用事 業年度 に係る期

限 内申告書 の法定申 告期限 から７年

(注)

⑵の取扱 いは、法第 69 条第 21 項又は第 22 項の規 定により 同条第 17 項又 は第 18 項

の 規定を準 用する場 合にお いても、 同様とす る。
【 解説】
１

外国税額控除におけるグループ調整計算の規定の適用を受けた事業年度の期限内申告に
つきいわゆる修更正事由が生じた場合には、当該修更正事由が生じている事業年度ではな
く 、いわゆ る進行 事業年度 において その増減 した金 額の調整 を行う旨 の規定（以下「進行年
度 調整規定 」と いう。）が 定められ ているが 、具体 的にはそ れぞれ以 下のと おり規定 されて
い る。
⑴

通算 法人（…… ）の 各事業年 度（ …「対 象事 業年度 」… ）におい て、過去適 用事業 年度
（ 当該対象 事業年度 開始の 日前に開 始した各 事業年 度で第 15 項 の規定の適 用を受け た事
業 年度をい う。… ）におけ る税額控 除額（ …「調整 後過去税 額控除額 」…）が過去当 初申
告 税額控除 額（当該 過去適 用事業年 度の第 74 条第 １項の規 定による 申告書 に添付さ れた
書類に当該過去適用事業年度の第１項から第３項までの規定による控除をされるべき金

41

額 として記 載された 金額… をいう。…）を超え る場合 には、税額 控除不 足額相 当額（…… ）
を 当該対象 事業年度 の所得 に対する 法人税の 額から 控除する （法 69⑰ ）。
⑵

通算法人の対象事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を
超 える場合 には、当該対象 事業年度 の所得に 対する 法人税の 額は、……法人 税の額に 、税
額 控除超過 相当額（ ……） を加算し た金額と する（法 69⑱ ）。
すなわち 、この 進行年度 調整規定 の意味す るとこ ろについ て、換 言すると 、過去適 用事業

年 度（修更 正事由 があった 事業年度 ）の外 国税額控 除額が異 なること が対象 事業年度（進行
事 業年度）におい て判明し た場合に は、当 該判明し た増減額 を当該対 象事業 年度（進 行事業
年 度）にお いて調整 する、 というこ とである 。
２

ここで 、進行 年度調整 規定につ いては 、法令上 は上記１ ⑴⑵のと おり規 定されて いるとこ
ろ 、この 対象事業 年度に関 して、その規定 振りから は文理上 以下の点 につい て明らか とは言
え ず、その 具体的な 取扱い について 疑問が生 ずる。
⑴

いわゆる進行事業年度を指すとされているが、具体的にいつの日の属する事業年度を
い うのか。

⑵

過去 適用事業 年度か らの経過 期間の制 限はあ るのか。
本通達 では、こ れらの 具体的な 取扱いに ついて 明らかに している 。

３

本通達 では、まず、上 記２⑴⑵ に係る具 体的な 取扱いに 言及する 前に、進行年度 調整規 定
の 基本的考 え方につ いて、その本文 におい て明らか にしてい る。す なわち、進行年度 調整規
定 は、上 記１⑴⑵ のとおり 、通算 法人の過 去適用事 業年度に 係る期限 内申告 書に記載 された
税 額控除額（ 外国税額 控除 額）が誤っ ていたこ と（つま り、正当額 が期限内 申告額と 異なっ
て いたこと ）が当 該期限内 申告書の 法定申告 期限後（つまり 、当該 期限内申 告書の提 出後）
に 判明した 場合に適 用され るもので ある、というこ とである 。この ことは、進行年度 調整規
定が実際に適用される場面を考えれば当然のこととも言えるが、法令の規定振りとは異な
る 角度から 、本通達 の冒頭 でいわば 確認的に 述べて いるもの である。

４

次に 、上記２ ⑴の対象 事業年度 に係る一 つ目の 疑問に対 する答え として 、本通 達の⑴を 定
め ている。そ の中では、進 行年度調 整規定が「 判明 した場合」に適用さ れる ものであ るとの
本 通達の本 文の定め に対応 して、そ の「判 明した日 」の属す る事業 年度を対 象事業年 度とす
る ことが基 本となる ことを 明らかに している 。一方 で、「 判明し た日」とす るのみで は、当
事者の内面の認識にのみ依拠する不安定なものとなってしまうことから、過去適用事業年
度 に係る修 更正が必 要とな る場合 、すなわ ち、納税 者による 修正申告 書の提 出や税務 当局に
よる更正処分といった具体的な行為を通じてその判明した日が外形的・客観的に明らかに
さ れるよう な場合に は、こ ういった 具体的な 行為が 行われた 日を「判明 した 日」として、そ
の「判明し た日」の属する 事業年度 を対象事 業年度 として、進行年 度調整規 定を適用 するこ
と としてい る。

５

さらに 、上記 ２⑵の対 象事業年 度に係る 二つ目 の疑問に 対する答 えとし て、本 通達の⑵ を
定 めている 。ここ では、国 税通則法 の規定に よる除 斥期間の 制限があ ること を明らか にして
お り、具体 的には次 のとお りとして いる。
⑴

原則 として 、判明し た日にお いて、過去適用 事業年度 に係る期 限内申 告書の法 定申告期
限 から５年 （通法 70①） を経過し ていない ことが 要件とな る。
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⑵

ただし、過去適用事業年度に係る期限内申告書に係る修正申告書の提出又は更正が次
の 規定に基 づき行わ れる場 合には 、判明し た日にお いて、それぞれ 次の期間 を経過し てい
な いことが 要件とな る。
イ

国 税通則法 第 70 条第３ 項《国 税の更 正、決定等 の期間 制限》の規 定

同項 の更正の

請 求書の提 出があっ た日か ら６月
ロ

国 税通則法第 70 条第５項 （第１号 に係る 部分に限 る。）の規定

過去適用 事業年度

に 係る期限 内申告書 の法定 申告期限 から７年
ハ

措 置法第 66 条の ４第 27 項《 国外関 連者と の取引に 係る課税 の特例 》
（ 措置法第 67 条
の 18 第 13 項《国外 所得金 額の計算 の特例》 におい て準用す る場合を 含む。）の規 定
過 去適用事 業年度に 係る期 限内申告 書の法定 申告期 限から７ 年

な お、こ の５の取 扱いは、法人税 法第 69 条第 21 項 又は第 22 項 の規定によ り同条第 17 項
又 は第 18 項の 規定を準用 する場合 において も同様 であり、本通達の 注書に おいてこ のこと
を 明らかに している 。
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