２

第 42 条の 11 の３《 地方活力 向上地域 等にお いて特定 建物等を 取得し た場合の 特別償却
又 は法人税 額の特別 控除》 関係

【 新設】（通算 法人に係る 中小企業 者である かどう かの判定 の時期）
３ －４

通 算法人に 係る措 置法第 42 条の 11 の３第 １項又は 第２項《地 方活 力向上地 域等

に おいて特 定建物等 を取得 した場合 の特別償 却又は 法人税額 の特別控 除》の 規定の適 用
上、当該通算 法人が 措置法 令第 27 条の 11 の ３第１ 項第２号《 地方活 力向上 地域等に お
い て特定建 物等を取 得した 場合の特 別償却又 は法人 税額の特 別控除》に 規定 する中小 企
業 者に該当 するかど うかの 判定（同号 に規定す る適 用除外事 業者に該 当する かどうか の
判 定を除く 。以 下３－４に おいて「中小 判定 」とい う。）は 、当該 通算法人 及び他の 通算
法 人（次の⑴ 又は⑵の 日及 び次の⑶ の日のい ずれに おいても 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。）の当 該⑴及び⑵ の日の現 況による ものと する。
⑴

当該 通算法人 が措置 法第 42 条の 11 の３ 第１ 項に規定 する建物 及びそ の附属設 備並
び に構築物 の取得又 は建設 をした日

⑵

当該 通算法人 が当該 建物及び その附属 設備並 びに構築 物を事業 の用に 供した日

⑶

当該通算法人の同項又は同条第２項の規定の適用を受けようとする事業年度終了
の日
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 度におけ る中小 判定につ いても、 同様と する。

【 解説】
１

いわゆ る地方拠 点強化 税制にお ける投資 促進税 制（措法 42 の 11 の ３、以下「 本制度」と
い う。）にお いて、中小企 業者にあ っては 、その対 象資産で ある特定 建物等 の取得価 額合計
額 が 2,000 万 円以上 である こととす る要件 が 1,000 万円以 上である ことと されてお り、グ
ループ通算制度適用法人に係る中小企業者についてもこれと同様とされている（以下これ
を 「中小企 業者の特 例」と いう。）。
また、この中小企業者の特例におけるグループ通算制度を適用しない法人に係る中小企
業 者に該当 するかど うかの 判定（ 以下「中小 判定」という 。）に関 しては、この取 扱いに 係
る法令の明文規定が定められていない中、本制度が設備投資に対する税制上の優遇措置で
あることからみて、中小企業者であるという現況の下に対象資産の取得又は建設をして事
業 の用に供 すること を予定 している ものとい えるた め、従 来から「建物及び その附属 設備並
び に構築物 の取得等（注：取得又は 建設）をした日 及び事業 の用に供 した日 の現況に よる」
旨 の取扱い を定めて いる（ 措通 42 の 11 の３ －２）。

２

ここで 、グルー プ通算 制度適用 法人に係 る中小 企業者（ 措法 42 の４⑲ 七）につ いては 、
通算グループ内の法人のうちいずれかの法人が中小企業者に該当しない場合には、その通
算 グループ 内の法人 の全て が中小企 業者に該 当しな いものと されてい るとこ ろ（措令 27 の
４ ⑰）、グルー プ通算制度 適用法人 に係るこ の判定 の時期に ついて具 体的に どのよう な取扱
い になるの か、疑問 が生ず るところ である。

３

この点について、グループ通算制度適用法人においてもグループ通算制度を適用しない
法 人と同様 の取扱い となる こと、す なわち 、当該通 算法人（ 本制度 の適用を 受けよう とする
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自 ら）が 対象資産 の取得又 は建設を した日及 び対象 資産を事 業の用に 供した 日におけ る、当
該 通算法人（ 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 ること
を 、本通達 の前段並 びに本 通達の⑴ 及び⑵に おいて 明らかに している 。
ま た、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、
「（次の ⑴又は
⑵の日及び次の⑶の日のいずれにおいても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、グループ 通算制度 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ることから、
これと整合性が採れるよう、当該通算法人に係る中小判定の対象に含める法人の範囲を定
め たもので ある。
こ れらのこ とから 、当該通 算法人（ 自ら）の対象資 産の取得 又は建設 をした 日及び対 象資
産を事業の用に供した日において中小企業者に該当しない法人が通算グループ内に１社で
もいる場合には、その通算グループ内の通算法人全てが中小企業者に該当しないというこ
と になり 、当該通 算法人は 中小企業 者の特例 の適用 を受けら れないと いうこ とになる 。ただ
し 、通算 グループ 内に当該 通算法人 が本制度 の適用 を受けよ うとする 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この判定対象に含める必要はな
い。
４

ここで、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 おける中 小判定 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３ 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 ）が対 象資産の 取得又は 建設をし た日及び 対象資 産を事業 の用に供 した日 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、当該取得又は建設をした日及び事業の用に供した日において中小企業者に該当し
ない法人が通算グループ内に１社でもいる場合には、当該中途離脱法人の当該前日の属す
る事業年度については中小企業者に該当しないということになり、当該中途離脱法人は中
小 企業者の 特例の適 用を受 けられな いという ことに なる。この場合 でも、当 該中途離 脱法人
に 係る中小 判定の対 象に含 める法人 は、本 通達の⑶ により 、当該取 得若しく は建設を した日
又は事業の用に供した日に当該中途離脱法人との間に通算完全支配関係がある法人のうち
当 該中途離 脱法人が 本制度 の適用を 受けよう とする 事業年度 終了の日（すな わち、離脱によ
り通算承認の効力を失った日の前日）に当該中途離脱法人との間に通算完全支配関係があ
る 法人に限 られるこ とにな る。
本 通達の後 段におい て、こ のことを 明らかに してい る。

５

なお 、措置 法第 43 条 の３《 被災代 替資産等の 特別償却 》に おけるグル ープ通算 制度適用
法人に係る中小企業者等であるかどうかの判定の時期についても、本通達と同様の取扱い
を グループ 通算通達 におい て同条に 係る通達 として 定めてい る（グ通 通３－ ５）。
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