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4.対象となる取引とは？

　前号において、完全支配関係がある法
人グループに適用されるグループ法人税
制の対象となる取引のうち、資産の譲渡
損益の繰延べについて説明しました。
　今回は、グループ法人税制の「対象と
なる取引」の続きとして、完全支配法人グ
ループ間で配当を行った場合及び寄附金
を支払った場合などについて説明します。

　内国法人が、配当等の計算期間の開
始の日から末日を通じて継続して完全支
配関係があったグループ法人内における
他の内国法人から受ける受取配当等に
ついては、その全額が益金不算入（※１）
となります。
　なお、期の途中で完全支配関係を有す
ることとなった場合（配当等の計算期間を
通じて継続して完全支配関係に無かった
場合）においては、その期末における持株
割合に応じて、一定の計算方法によって
算出される金額が益金不算入となります。

（※１）益金不算入とは、決算書上は収益に計上

されていますが、税金計算上はその金額

を所得金額から減額することを言います。

　完全支配関係にある内国法人間にお
いて、寄附金の受払いがあった場合に
は、支出した内国法人では寄附金が損金
不算入（※２）となると同時に、受け取った

内国法人における受贈益についても、益
金不算入となります。

（※２）損金不算入とは、決算書上は費用に計上

されていますが、税金計算上はその金額

を所得金額に加算することを言います。

①グループ法人税制における寄附金の
損金不算入（受贈益の益金不算入）の
対象となるケース（法人による完全支配
関係あり）は以下の通りとなります。

【ケース1】

図1 所得計算

においては、その全額が受贈益として益
金に算入されます。
　これらの所得計算を示すと、　　　　
　　　　　　　　　　　　　    の通り
となります。
　なお、Ｅ社においては、受贈益200万円
は雑収入に計上済みであり、Ｙ社では受贈
益・支払家賃共に未処理です。また、Ｄ社、
Ｘ社では寄附金を費用計上し、当期利益を
算出しています。（寄附金の損金不算入額
は、税法上の計算式に当てはめると、Ｄ社で
は190万円、Ｘ社では587万円となります。）

個人による完全支配関係がある
法人間では対象としない理由

　個人による完全支配関係にもグルー
プ法人税制による寄附金制度を適用し
てしまうと、法人間の資金や利益移転を
通じて、実質的に個人株主間の財産・利
益移転を無税で行うことが可能となってし
まいます。
　例えば、図３のケースにおいて、Ｙ社で
受贈益が益金に算入されないということ
になると、Ｘ社からＹ社に、法人税が課され
ることなく資金（経済的価値）が移転され
ることになり、このようなことが行われると、
Ｘ社の価値（株価）が下がり、相続税・贈
与税を不当に減少させることにもなるた
め、個人による完全支配関係の場合に
はグループ法人税制における寄附金の
規定を適用させないようになっています。

　Ａ社・Ｂ社・Ｃ社は法人間で完全支配関
係があるため、グループ法人税制の寄附
金の規定が適用されます。このためＡ社
では寄附金200万円が、Ｂ社では寄附金
600万円が損金不算入となります。
　Ｃ社においても、Ａ社からの受贈益200
万円が益金不算入となります。また地代
家賃600万円は損金に算入されますが、Ｂ
社からの受贈益600万円が益金不算入と
なります。
　これらの所得計算を示すと、
　　　 　　 の通りとなります。

（Ｃ社において、期中で受贈益200万円の
みを雑収入に計上しています。）

完全支配関係にある親会社が、子会
社が負担すべき家賃（月額50万円・
年額600万円）を負担している場合

▶親会社への影響
　負担している年額600万円は、完全支
配法人グループ間での寄附金に該当す
るため、その全額が損金不算入となりま
す。つまり、親会社としての益金が600万
円増えることになります。
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（３）寄附金の損金不算入・受贈益の
益金不算入

（２）受取配当等の益金不算入

【寄附金に注意！】
　法人税法上の寄附金の額は、原則とし
て、損金不算入となります。また、法人税
法上の寄附には、金銭の寄附だけに留ま
らず、金銭以外の資産や経済的な利益
の贈与（相手の経費を負担するなど）又は
無償の供与も含まれます。（広告宣伝費
や交際費等に該当するものを除きます。）
　例えば、資産の譲渡等が行われた場
合において、譲渡対価が時価よりも低い
ときは、その譲渡対価と時価との差額の
うち、実質的に贈与又は無償の供与を
受けたと認められる金額も、寄附金に含
まれます。
　このように、寄附金の範囲は広いため、
寄附金とは意識せずに行った行為が後か
ら寄附金と認定される場合もあります。
　また、この寄附金には、一定の計算に
基づく「損金算入限度額」がありますが、
完全支配法人グループ内での寄附金に
該当した場合には、その全額が損金不算
入となるため、注意が必要です。

【ケース１】
個人ａがＡ社を100％支配している。
そのＡ社が、Ｂ社、Ｃ社をそれぞれ
100％支配している関係で、Ａ社から
Ｃ社に現金200万円の寄附を行い、
またＢ社がＣ社の家賃600万円を負
担している。

事
例

	 A社	 B社	 C社	 グループ合計
　　当期利益 1,000万円 1,000万円 1,000万円 3,000万円

受贈益 ＋ 0万円 ＋ 0万円 ＋ 600万円 ＋ 600万円　計上漏れ

支払家賃 － 0万円 － 0万円 － 600万円 － 600万円　計上漏れ
受贈益の － 0万円 － 0万円 － 800万円 － 800万円　益金不算入

寄附金の ＋ 200万円 ＋ 600万円 ＋ 0万円 ＋ 800万円　損金不算入

　　所得金額 1,200万円 1,600万円 200万円 3,000万円

加
算

減
算

加
算

	 X社	 Y社	 グループ合計
　　当期利益 1,000万円 1,000万円 2,000万円

受贈益 ＋ 0万円 ＋ 600万円 ＋ 600万円　計上漏れ

支払家賃 － 0万円 － 600万円 － 600万円　計上漏れ
受贈益の － 0万円 － 0万円 － 0万円　益金不算入

寄附金の ＋ 587万円 ＋ 0万円 ＋ 587万円　損金不算入

　　所得金額 1,587万円 1,000万円 2,587万円

加
算

減
算

加
算

	 D社	 E社	 グループ合計
　　当期利益 1,000万円 1,000万円 2,000万円

受贈益 ＋ 0万円 ＋ 0万円 ＋ 0万円　計上漏れ

受贈益の － 0万円 － 0万円 － 0万円　益金不算入

寄附金の ＋ 190万円 ＋ 0万円 ＋ 190万円　損金不算入

　　所得金額 1,190万円 1,000万円 2,190万円

加
算
減
算
加
算

図２ 図３ 

個人b

D社 E社

100％100％

寄附金200万円

X社 Y社

寄附金600万円

個人甲（親） 個人乙（子）
100％ 100％

▶子会社への影響
　親会社に負担してもらっている家賃相当
額600万円が受贈益として発生し、それと
同額の支払家賃600万円も発生します。
　グループ法人税制ができる前は、子会社
において受贈益・支払家賃の計上をしてい
ない（未処理の）場合でも、受贈益と支払
家賃が相殺されることで所得金額には影
響がないため、問題はありませんでした。
　しかしながら、グループ法人税制が適用
されると、完全支配関係にある内国法人
から受けた受贈益の額は益金不算入とな
ります。このため、会計において受贈益・
支払家賃を計上していない（未処理の）場
合には、支払家賃600万円を所得金額か
ら減算する（損金を600万円増やす）調整
を行う必要があります。この調整を行わず
に申告をしてしまった場合には、更正の請
求を行う必要が生じることがあります。

▶法人グループ内への影響
　親会社の益金が600万円増え、子会
社の損金が600万円増えることになるた
め、完全支配法人グループ内での所得
金額の総額はプラスマイナスゼロとなりま
すが、実際には親会社又は子会社それぞ
れの所得金額等に違いがあるため、税額
計算等には少なからず差額が生じる場合
があります。

※この規定は、法人による完全支配
グループ間での寄附金が対象とな
るため、個人による完全支配関係が
ある法人間においては、寄附金の損
金不算入・受贈益の益金不算入の制
度は適用されません。

②次のケースでは、個人による完全支配
関係となるため、グループ法人税制に
おける寄附金の規定の対象とはなら
ず、法人税法上の「一般の寄附金」と
して、一定の計算に基づく限度額まで
が損金に算入されます。

【ケース2】
図２：個人ｂがＤ社とＥ社を100％支配

している関係で、Ｄ社からＥ社に
現金200万円の寄附を行った
場合

図３：個人甲（親）がＸ社を、個人乙
（子）がＹ社を100％支配してい
る関係で、Ｘ社がＹ社の家賃600
万円を負担している場合

　個人による完全支配関係であるため、
グループ法人税制は適用されず、寄附を
行ったＤ社及びＸ社では、通常の寄附金
として損金算入限度額計算を行います。
　また、寄附金200万円をもらったＥ社及
び600万円の家賃負担をしてもらったＹ社

次号では、現物分配等について説明します。

個人a

寄附金
200万円

A社

B社 C社

100％

100％100％

家賃負担（寄附金）600万円
（C社では受贈益・支払家賃共に計上していない）

図1 

【ケース1】図1 所得計算

【ケース2】図2 所得計算 【ケース2】図3 所得計算

【ケース2】

図2 所得計算 【ケース2】図3 所得計算
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