
連結におけるインサイド・ベイシスと� �
� アウトサイド・ベイシス：序説

小　塚　真　啓

Ⅰ．はじめに
Ⅱ．誰が投資調整殺したの？
　Ａ．�誰が連結納税制度殺したの？それは私，とグループ通算制度が言った
　Ｂ．�グループ通算制度の“弓”と“矢羽”
　Ｃ．�どうして投資調整殺したの？
Ⅲ．トレーシング法を使え！？
　Ａ．�投資調整型の投資簿価修正は死んだ！何故だ！？
　Ｂ．�投資調整で実は十分なんですよ。偉い人にはそれがわからんのです
　Ｃ．�トレーシング法は帰還できるか？
Ⅳ．今後の展望

Ⅰ．はじめに

　実現原則（Realization�Doctrine）（1）に立脚する所得課税（以下では，「実現

型の所得課税」という）の実装手段としては，通例，ベイシスの概念が用い

られる（2）。実現型の所得課税では，原則として，収入が発生した，あるいは，

発生したとみなされる時点において，その金額を基準に課税所得が算定され

る。しかし，時には，収入を獲得するために原資が投下されており，当該収

入を得ることで原資を回収しているに過ぎない場合がある。原資の回収を適

⑴　金子宏『租税法［第23版］』（弘文堂，2019年）337-338頁参照。See also�Joseph�Bankman,�
Daniel�N.�Shaviro,�Kirk�J.�Stark,�and�Edward�D.�Kleinbard,�FEDERAL�INCOME�
TAXATION,�at�230-231�（Wolters�Kluwer,�8th�Ed.,�2019）.

⑵　小塚真啓「所得課税におけるベイシスの意義 ― Carry-over�basis,�所得概念を中心
に」岡法68巻３・４号788頁，782頁（2019年）。See also�David�A.�Weisbach,�Implementing�
Income�and�Consumption�Taxes,� in�INSTITUTIONAL�FOUNDATIONS�of�PUBLIC�
FINANCE：ECONOMIC�and�LEGAL�PERSPECTIVES,�at�71,�Daniel�N.�Shaviro�&�
Alan�J.�Auerbach�eds.�（Harvard�University�Press,�2008）.�But see Id.�at�71-73.
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切に認めることは実現型の所得課税の根幹部分であるといえるが（3），この措

置を基礎づけ，その限度を画する概念がベイシスであり，この値は現金をは

じめとする様々な資産・負債について観念される（4）。

　ベイシスの重要性は，個人のみがプレイヤーとなる場合，すなわち，純粋

な個人所得税が実施される場合だけでなく，個人に加えて会社（Corporation）（3）

をはじめとするエンティティ（Entity）（6）がプレイヤーに加わる場合において

も変わらない。もっとも，エンティティも直接のプレイヤーとなる（7）場合に

は，個人のみがプレイヤーとなる場合にはない，ベイシスについての特有の

問題が生じることになる。

　収入の獲得や，費用の支出，資産・負債の保有といった事象はエンティティ

でも個人と同様に生じ，同様に問題となるのであり，その一環としてエン

ティティもベイシスを，当該エンティティの活動の直接・間接の担い手たる

個人（以下では，あるエンティティが別のエンティティの直接・間接の担い

⑶　Bankman�&�Shaviro�&�Stark�&�Kleinbard,�supra note�1�at�97-98；William�D.�Andrews,�
BASIC�FEDERAL�INCOME�TAXATION,�at�77�（Aspen�Publishers,�3th�Ed.,�1999）.

⑷　小塚・前掲注⑵761-760頁。
⑸　本稿において「会社」という用語は，法人格を有する「営利企業」を指すものとして，

また「営利企業」という用語は，エンティティ（Entity）のうち，当該エンティティの
活動を直接・間接に担うその構成メンバーに対し，当該エンティティが獲得した利益を
分配することを目的とするものを指すものとして用いる。

⑹　合衆国連邦所得税においては，“Entity” という用語は，一般に “separate” あるいは
“separate�from�its�owners” という修飾子とセットで，また，“whether�an�organization�is�
an�entity�separate�from�its�owners” という問いの存在からあきらかなように，“organization”
という集合のうちの，単なる人の集まりではない，その部分集合という意味で用いられ
る。See�Treas.�Reg.§302.7701-1⒜⑴.�本稿はこれに倣い，「エンティティ」という用語
を，「組織のうち，単なる人の集まりではないもの」という意味で用いる。

⑺　なお，本稿では，会社などを実現型の所得課税の納税義務者とする制度（たとえば，
法人税法４条）だけでなく，（アメリカ）合衆国の連邦所得税におけるパートナーシップ
課税（Partnership�Taxation）のような，エンティティたるパートナーシップそれ自体は
納税義務者とはしないが（I.R.C.§701），当該パートナーシップを収入や費用，資産・負
債の帰属主体としては認識した上で（I.R.C.§703），当該パートナーシップの

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

収入や費用
などについて，パートナーが将来のある時点で分配を受けたり負担したりする権利や義
務（The�Partner’s�Interest�in�The�Partnership）に対応して，それらの全部または一部
を当該パートナー自身の計算項目として取り扱わせる（I.R.C.§§702,�704）仕組みも含ま
れるような意味で，≪事業体がプレイヤーになる≫といった表現を用いる。
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手となる場合を含めて「構成メンバー」という）とは別に（8），自分自身のも

のとして認識し，その数値を管理する（9）。しかし，エンティティに関わるベ

イシスは，そのようなエンティティが主体となるものだけではない。

　エンティティは，プレイヤーとして認識される場合であっても，収入や費

用，資産・負債の帰属主体として，その当該エンティティの構成メンバーと

は別に課税ルールにおいて認識される，いわば収入などの受け皿である（10）。

また，構成メンバーたる地位が契約や相続などを通じて移転する場合であっ

ても，当該地位が旧構成メンバーから新構成メンバーに移転したに過ぎない

として，エンティティ段階の収入や費用などの計上には直接には何らの影響

も与えないように課税ルールが実装されることが多い（11）。そして，そのよう

⑻　但し，構成メンバーが当該エンティティによって直接に保有・管理される財産（以下
では「エンティティ財産」という）について持つ権益（Interest）を明示的に認識する形
で課税ルールが実装されることはあまりない。貴重な例外は，連邦所得税のパートナー
シップ課税におけるインサイド・ベイシス調整ルール（I.R.C.§743）であるが，その適
用があるのは，納税者側が明示的に適用を選択する場合，もしくは，相当額の“出資前”
未実現損失（substantial�built-in�loss）が存在する場合に限られている。なお，合衆国連
邦最高裁（the�Supreme�Court�of� the�United�States,�SCOTUS）は，Macomber におい
て，問題のエンティティが会社である場合でも，エンティティ財産に対する直接の権益
を明示的に認識する課税ルールを連邦議会が実装しうることを認めている。See�Eisner�v.�
Macomber,�232�U.S.�189,�219�（1920）.�また，小塚真啓「Macomber 判決再々考」岡法67巻
３・４号318頁，494-480頁（2018年）も参照。

⑼　E.g.�I.R.C.§§362,�723.
⑽　増井良啓「組合損益の出資者への帰属」税務事例研究49号47頁，49-31頁（1999年）が

いうように，日本の民法上の任意組合の下での財産関係 ― 一般に「合有」と呼ばれる
― でも，いわゆる「共有」とは異なり，組合財産の安易な分解を防ぐ種々の制限が存
在しており，かつ，（合衆国連邦所得税での用語法として）単なる人の集まりに過ぎない
組織― すなわち，エンティティではない組織― とされる典型例は，費用の共同負
担や資産の共同所有などに限定されることから（Treas.�Reg.§301.7701-1⒜⑵），少なく
とも私法上は任意組合もエンティティに当たるというべきであろう。もっとも，所得税
や法人税などにおいても，任意組合などが直接のプレイヤーたるエンティティとして位
置づけられているのかは必ずしもはっきりしない。なお，髙橋祐介「民法上の組合の稼
得した所得の課税に関する基礎的考察」税法学343号33頁，108頁（2000年）は「所得税
法上あるいは法人税法上，組合は納税義務者ないし所得計算主体とは認められていない
から，あくまで納税義務者たる組合員を基準にして所得の帰属を検討しなければならな
い」と述べる。

⑾　E.g.�I.R.C.§703.�もっとも，パートナーシップ課税においては，パートナーシップが稼
得した損益を，当該稼得の時点ではパートナーたる地位を有さなかったパートナーに配
賦することは，原則として認められない。See�I.R.C.§706⒟⑴.�これに対し，日本の組合
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な場合には，当該地位それ自体について，構成メンバーがベイシスを認識し，

その数値を管理することとなる（12）。なぜなら，そのような課税ルールを採用

するのならば，当該地位それ自体についても，土地などの財産と同様に損益

を生み出す存在であると認識して，分配や譲渡収入などを手にしたのを機に

損益が実現したとして課税所得の計算に取り込むことが自然であるからであ

る（13）。それゆえ，エンティティはベイシスの主体であるだけではなく，当該

エンティティの構成メンバーがその地位に係るベイシスの主体となることを

通じて，ベイシスの客体ともなるのである。

　このようなエンティティに関わる２種類のベイシスについては，エンティ

ティが主体となって土地をはじめとする財産（積極財産）や借入金などの負

　課税の取扱いは必ずしも明らかではないが，有限責任事業組合の場合について，年度途
中に組合員たる地位の“承継”（法形式的には組合員の脱退と加入との同時実行）が行わ
れる場合について，エンティティたる組合の収入・収益などの，構成メンバーたる組合
員への帰属（損益分配）を，その“承継”の時点で区切り，旧構成メンバーと新構成メ
ンバーとの間で按分的に行うと説明するものがある。成道秀雄「有限責任事業組合の税
務」税務事例研究90号１頁，24-26頁（2006年）参照。また，組合課税に関する個別的否
認規定の一つである租税特別措置法27条の２では，構成メンバーたる組合員の下での費
用や損失などの必要経費算入の上限を画する調整出資金額に関し，組合員たる地位の“承
継”があった場合について，その直前の（エンティティたる）組合の純資産帳簿価額を
基準に計算することが定められている。租税特別措置法施行令18条の３第３項参照。

⑿　E.g.�I.R.C.§§338,�722.�これに対し，民法上の任意組合などの持分の，日本の所得税・
法人税における取扱い（いわゆる組合課税）について，髙橋祐介は，詳細な調整規定の
欠如を根拠に，ベイシスは観念されていないと述べる。髙橋祐介『アメリカ・パートナ
ーシップ所得課税の構造と問題』（清文社，2008年）60頁。しかし，①連邦所得税初期の
連結申告では（損失が生じた場合についてさえ）投資調整が存在しなかったこと，②課
税上の利益の取引による移転を通じて同一の利益・損失に対する“二重課税”を解消す
ることは可能であるし，カナダのカーター報告書に含められた本格的なインテグレーシ
ョン提案でも採用されていること，③塩野義製薬事件の第一審判決において，東京地裁
がケイマン諸島のリミティッド・パートナーシップのリミティッド・パートナー持分そ
れ自体を，同パートナーシップを日本の組合に類似すると判断した上で，現物出資資産
と認めたこと（東京地裁令和２年３月11日判決（平成28年（行ウ）第393号））などを踏
まえると，説得力を欠く。なお，②については，小塚真啓「税法上の配当概念の展開と
課題」（成文堂，2016年）63-74頁を，③についても，小塚真啓「法人税法施行令にいう
『国内にある事務所に属する資産又は負債』の意義と“パススルー”」『令和２年度重要
判例解説』（有斐閣，2021年刊行予定）をそれぞれ参照。

⒀　E.g.�I.R.C.§§362,�723.�もっとも，ある課税ルールの内容が自然であるかということ
と，それが実現型所得課税の構成要素として相応しいものであるのかということは，
― 当然のことではあるが ― 別問題であることに注意。
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債（消極財産）に対して有する
3 3 3 3 3 3

ものは「インサイド・ベイシス」，エンティ

ティの構成メンバーによって有される
3 3 3 3 3 3 3

ものは「アウトサイド・ベイシス」と

呼ばれ，それぞれが互いの“写像”に過ぎない側面があるにもかかわらず，

一般に，どちらのベイシスも独立の概念として認識され，その数値が管理さ

れるという特徴がある。

　しかし，このような特徴は，実現型の所得課税にとって無害なものでは決

してなく，むしろ，その基盤を掘り崩してしまいかねないものである（14）。な

ぜなら，実現型の所得課税の下での利益または損失の金額（13）は，収入・収益

の金額とベイシス（のうち控除の対象と認められる部分）の金額との差額と

して算出され，課税所得計算に取り込まれ，その算出に伴い，当該ベイシス

の数値は増加または減少するのであるが（16），当該ベイシスがエンティティを

主体あるいは客体とするものである場合 ― すなわち，インサイド・ベイシ

ス，あるいはアウトサイド・ベイシスである場合 ― には，その写像たるも

う一方のベイシスは調整されず，その数値がそのまま維持される結果，１の

経済的な利益または損失が課税ルールの下で重畳的に計上されうることに

なってしまうからである。

　たとえば，値下がりした土地を保有するエンティティが，当該土地を時価

で売却し，その代金を保持する場合を考えよう。この場合には，損失の計上

に伴ってインサイド・ベイシスが減少する一方で，アウトサイド・ベイシス

は，当該エンティティの構成メンバーにとっては損失を実現させる収入・収

益が存在しないために ― すぐ後で触れる投資調整のような仕組みがない

限りは ― ，そのまま維持されるであろう。さらに，このような取扱いの結

果として，あるエンティティが別のエンティティの構成メンバーとなること

で際限なく膨張してゆき，最終的には他の納税者の課税所得を完全に喰いつ

⒁　David�A.�Weisbach,�The�Irreducible�Complexity�of�Firm-Level� Income�Taxes：
Theory�and�Doctrine�in�the�Corporate�Tax,�60�Tax�L.�Rev.�213,�237-238（2007）.

⒂　本稿では，特に断らない限り，「利益」，「損失」あるいは「損益」という用語は計算上
のものを指して用いる。

⒃　小塚・前掲注⑵786-784頁，769-761頁。
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くす事態が招来することすら全くの絵空事であるとはいえないのである。

　このような現象は，エンティティの内側と外側において，１の経済的な利

益あるいは損失の一部または全部を，インサイド・ベイシスとアウトサイ

ド・ベイシスという相互に独立な概念を用いて把握しようとすることに起因

する。したがって，その対処策としてもっとも自然な出発点となるのは，イ

ンサイド・ベイシスが増加（減少）すれば，経済的に対応する限りにおいて

アウトサイド・ベイシスを増加（減少）させる一方で，アウトサイド・ベイ

シスが増加（減少）した場合でも，経済的に対応する限りでインサイド・ベ

イシスを増加（減少）させるというものであろう（17）。

　ところが，そのような完璧なインサイド・ベイシスとアウトサイド・ベイ

シスとの調整（18）は，日本では見られないし，それどころか，世界の他の国々

でも見られない。たとえば，合衆国の連結申告制度には投資調整（Investment�

Adjustment）が存在するが，インサイド・ベイシスの増減をアウトサイド・

ベイシスにも反映されるというものに過ぎず，逆向きの調整は存在しない（19）。�

そして，調整の態様も，Ⅲ-Ｂで詳しくみるように，個別具体的な経済的な対

応関係は考慮されず，一定の仮定に基づいて大まかに実施されるものとなっ

ている。また，豪州連邦の連結税制では，連結を開始する時点でインサイド・

ベイシスを消去し，次いでグループ内の他の連結会社の発行済株式の所有も

無視することを通じ，インサイド・ベイシスとアウトサイド・ベイシスとの

間での調整の必要性をなくしてしまう「事業資産型（Asset-Based�type）」の

仕組みが採用されており（20），これは，実現型の所得課税を貫徹するために不

可欠な，実現があった時点での調整を最初から放棄したものとみることがで

きよう。果たして，このようなエンティティに関する２つのベイシスの間の

不調和が十分には解消されていない，という不完全性は何に起因するのであ

⒄　Weisbach,�supra note�14�at�238.
⒅　完璧な投資調整の一種である，トレーシング法に基づく規制を付した投資調整につい

ての具体的な分析はⅢ-Ｃにて行う。
⒆　Weisbach,�supra note 14�at�228-229.
⒇　Masui,�infra�note�23�at�42.�See�also�Ting,�infra�note�36.

連結におけるインサイド・ベイシスとアウトサイド・ベイシス

362

585

三
〇
一



ろうか。この問いの答えは，そもそも，その完全な解決が本当に可能なもの

であるのかという点を含めて，必ずしも明らかにされていない（21）。

　そこで，本稿では，この問いの答えを探る研究プロジェクトの第一段階と

して，「連結」という複数の会社の課税所得を何らかの形で合算して課税する

仕組みの下で，インサイド・ベイシスとアウトサイド・ベイシスとの間の調

整が，どのような特徴を備える形で具体的に実装されているのか，また，そ

のような具体的な実装の内容がどのような考慮から導出されているのかを明

らかにすることを目指す（22）。

　連結の具体例には，日本の法人税における「連結納税制度」や，同制度を

置き換えて導入することが予定されている「グループ通算制度」（以下，「通

算制度」という），あるいは，合衆国の連邦所得税における「連結申告制度」

などがあるが，それらの連結の仕組みに共通する特徴として，連結の仕組み

の外側 ― すなわち，連結の適用がない法人所得税の“世界” ― には手

を付けないまま，連結の仕組みの内側でのみ，インサイド・ベイシスとアウ

トサイド・ベイシスとを，一定の諸条件を満たす場合に限り，連動させよう

とする仕組みである点が挙げられる。そのため，連結の仕組みの外側と内側

には全く異なる“世界”が構築されているといえるのであるが，本稿が行う

考察にとって重要なのは，そのような２つの“世界”を跨ぐ移動が，ベイシ

スなどの，課税ルールの適用にあたって認識され，その数値が管理される種々

の計算項目を維持したまま行うことが許されるばかりか，むしろ原則化して

㉑　David�A.�Weisbach は，エンティティ内部にベイシスが付された資産が複数存在する
場合，および，エンティティ内部の資産として別のエンティティのメンバたる地位が存
在する場合を具体例として提示した上で，時価評価（Valuation）を相当に頻繁に行わな
ければならなくなるために，インサイド・ベイシスとアウトサイド・ベイシスとの完全
な調和は不可能であると論じるだけに止まる。See�Weisbach,�supra�note�14�at�227-228.

㉒　本稿は，ある課税ルール（a�tax�law）が一定の条件下でどのような帰結を生じさせる
のかに着目する課税ルールについての議論や検討を行うものであって，現時点で存在す
る制定法や判例を踏まえて課税ルールの内容を明らかにしようとする課税ルールの議論
や検討を行うものでないことに注意されたい。このような区別の意義や重要性について
は，小塚真啓「組織再編税制の濫用規制のゆくえ：濫用防止ルールの是非を中心に」税
法学378号33頁，67-69頁（2017年）を参照。
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いるということであろう。

　このことは，連結の外側と内側とは，それぞれパラダイムを異にする別の

“世界”であるにもかかわらず，“世界”を跨ぐ移動を通じて旧“世界”の事

情が新“世界”に持ち込まれうることを意味している。そのような状況を適

切に取り扱おうとすることに由来して，インサイド・ベイシスとアウトサイ

ド・ベイシスとの間の調整のあり方が歪んでしまっている可能性はあろう。

この可能性は，クラシカル・システムやパススルーのみを素材とした先行研

究では必ずしも捉えられてこなかった新たな側面であり，この点に光を当て

ることで新たな知見が得られることが期待される。

　以下，本稿は次のように構成される。

　Ⅱでは，連結納税制度を置き換える形での導入が予定されている通算制度

について，どのような考慮から導入が予定されているのかに触れた上で，通

算制度の下で適用されることとなる，新たな投資簿価修正の仕組みに着目し，

その仕組みによってインサイド・ベイシスとアウトサイド・ベイシスとの間

の調整のあり方がどのように変容する予定となっているのかを素描する。

　Ⅱ-Ｃで詳しく触れるように，新たな投資簿価修正の仕組みは，通算制度を

導入する主たる目的からストレートに出てくるものではないし，むしろ，通

算制度によって置き換えられることとなる連結納税制度の方に親和的であ

る。このことは，Ⅱ-Ｂで紹介する，通算制度を新たに導入する目的（といわ

れているもの）とは別に，政策立案者が今般の投資簿価修正の改正を通じて

解決しようとした課題が存在することを示唆する。そもそも，投資簿価修正

の仕組みを全く新しいものに改めることを通じて目指されているのは，連結

納税制度の導入当初から既に存在したが，その当時は適切に認識されていな

かった問題，あるいは，導入後に新しく生じた問題であるのかもしれない。

その解明にあたっては，類似の問題に直面したように思われる別の事例を参

照するほうがよいであろう。

　そこで，Ⅲでは，日本の連結納税制度の下での旧投資簿価修正の制度と類

似した仕組みである合衆国連邦所得税における連結申告制度の投資調整に関

連結におけるインサイド・ベイシスとアウトサイド・ベイシス
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する GU（General� Utilities）（23）廃止以後の改正の内容に注目して検討する。

GU 廃止は，連結の外側の“世界”と内側の“世界”とを決定的に断絶させ

るものであったのであり（24），GU 廃止から20年近く続いた論争（23）は，旧“世

界”の事情が新“世界”に持ち込まれることへの対処が課税ルールの実装に

際してどのように考慮され，その内容にどのように影響したのかを知るため

の貴重な手がかりとなると考えられる。

　そして，Ⅳでは，ⅡおよびⅢの内容を踏まえて，インサイド・ベイシスと

アウトサイド・ベイシスとの関係に関する一般的な理論の構築を進めていく

ための今後の課題について記述し，本稿を終えるものとする。

Ⅱ．誰が投資調整殺したの？

Ａ．誰が連結納税制度殺したの？それは私，とグループ通算制度が言った

　エンティティを納税義務者とする実現型の所得税制の実装にあたっては，

複数の会社のそれぞれを独立の納税義務者として租税債務を負担させるだけ

でなく，場合によっては，ある会社と関連会社とに共同して租税債務を負担

させるための特別な仕組みが設けられることがあり，そのような仕組みは「グ

ループ課税制度（Group TaxationRegime）」と呼ばれる（26）。比較法的にみ

て，グループ課税制度には，関連会社間の資産移転に伴って実現した損益に

ついて課税繰延べを認めるだけのものもあるが（27），ある会社の下で計上され

㉓　General�Utilities�&�Operating�Co.�v.�Helvering,�296�U.S.�200�（1933）.�
㉔　GU 廃止後の連邦所得税の法人課税の説明としては，たとえば，岡村忠生「法人清算・

取得課税におけるインサイド・ベイシスとアウトサイド・ベイシス」法学論叢148巻５・
６号193頁，199-201頁（2001年）参照。

㉕　この営みを紹介した日本における先行研究として，酒井貴子『法人課税における租税
属性の研究』164-226頁（2007年）参照。

㉖　IFA の2004年総括レポートでは，「法人納税者が連結（consolidated）または合算
（combined）に基づいて関連法人の租税債務を計算できるようにする一連のルール」と
いう意味で「グループ課税制度（Group�Taxation�Regime）」という用語が用いられてい
る。See�Yoshihiro�Masui,�General�Report� in�International�Fiscal�Association,�General�
Report：Group�taxation,�Cahier�de�droit�fiscal�international�Vol.�89b�（2004）,�at�21,�23.

㉗　Masui,�supra�note�26�at�31-33.
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た利益と別の会社の下で計上された損失とを何らかの形で合算させた上で，

それらの通算を認める「連結」もあり，日本の法人税においては，平成14年

度税制改正において，「グループを一つの納税単位とする新たな課税体系」と

して「連結納税制度」を設ける形で連結が明示的に認められてきた（28）。

　法的にはそれぞれ独立している複数の会社の損益を一体的に捉えて実現型

の所得課税を行おうという，連結の一種という視点からみたときの連結納税

制度の特徴を整理すれば，次のようになろう。第１に，この制度はあくまで

会社を起点として，株式による支配を通じて，当該頂点の会社を含む複数の

会社によって形成されるグループを対象とするものであって，平成22年度税

制改正で導入されたグループ法人課税制度（の一部）では対象に含まれてい

る，個人を起点とするグループは含まれないようになっていること（29）。第２

に，当該頂点の会社を，当該グループの下で生じた損益の全体について課税

される納税義務者にしようとするものであること。そして，第３には，確定

申告や納付は当該頂点の会社が行い，他の会社は当該頂点の会社の納付義務

について連帯納付義務を負担する以外には，自らの下で生じた損益について

さえ，主体的には租税債務を負担しないようになっていること，である。

　これら３つの特徴は，Ⅲで取り上げる合衆国連邦所得税の「連結申告制度」

にも基本的に妥当するが，第２の特徴を補完・充実する要素として，連結納

税制度には投資簿価修正という仕組みが存在する。投資簿価修正は，頂点の

会社の配下にあるすべての会社の下で発生した経済的な損益が，当該配下の

会社の事業活動などを通じて実現するのと同時に，当該頂点の会社などに

よって行われる当該配下の会社が発行する株式の売却などを通じても実現

し，１の経済的な損益が重畳的に課税所得などの計算に取り込まれてしまう

事態を防ぐ目的の仕組みである。すなわち，それは，当該配下の会社の下で

実現した損益の額について，当該損益の実現を条件に，当該株式の税務上の

帳簿価額であるアウトサイド・ベイシスを調整する仕組みであり，この点に

㉘　平成14年法律第79号第１条による改正。
㉙　法人税法４条の２，61条の13。
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おいても連結納税制度と連結申告制度とは共通する。しかし，日本の法人税

においては，連結納税制度が通算制度に置き換えられる予定であり，Ⅱ-Ｃで

詳しく論じるように，アウトサイド・ベイシスの調整を行う投資簿価修正も，

連結申告制度の下で用いられている投資調整と同種のものから，損益の発生

とは無関係に，常にインサイド・ベイシスと一致させるタイプのものに改め

られることとなっている。

　連結納税制度は，単体納税に代えて適用を受けることを申請し，その承認

を得たグループを対象とした一連の課税ルールであり，同制度の下では，当

該グループに属する会社 ― グループの頂点に位置する連結親法人と，当該

親法人に直接・間接に発行済株式を完全に所有される当該親法人以外の連結

法人 ― の下で発生した収益・費用は，グループという単位で観念される益

金・損金の額に算入され，これら２つの数値の差 ― より正確には，益金の

額が損金の額を上回る場合（30）における，益金の額から損金の額を控除した金

額 ― として当該グループの所得の金額（連結所得の金額）が計算される

（法人税法81条の３）。連結所得の金額は，税率を乗じられて，まず仮の法人

税額（各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額）が算出され（法人税法

81条の12），次いで，この仮の税額を出発点として，特定同族会社に係る特別

税率などによる加算，源泉徴収された所得税額や外国税額などの税額控除に

よる減算が行われて，当該グループが負担する租税債務の金額が算出される

（法人税法81条の13～81条の17）。

　さらに，連結親法人をはじめとする連結法人各社の収益・費用はグループ

単位での計算だけでなく，各社単体での所得の金額や，各社がグループの租

税債務について引き受ける負担あるいは享受する受益の金額を算出するため

にも用いられる。すなわち，各社は，単体納税制度の適用を受ける場合とほ

ぼ同じ計算ルールの下で，先のグループ単位での計算と同時並行的に，自社

の収益・費用から自社のみの益金・損金の額（個別益金額・個別損金額）を

㉚　損金の額が益金の額を上回っており，損金の額を益金の額から控除しきれない場合に
は，その残額が連結欠損金額となる。法人税法２条19号の２。
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計算し（法人税法81条の３），これらを用いて自社の所得の金額（個別所得金

額）や，「連結所得に対する法人税の負担額として帰せられ，又は当該法人税

の減少額として帰せられる金額」を算出することになるのである（法人税法

81条の18）。

　連結所得の金額や個別所得金額，あるいは，各連結事業年度の連結所得に

対する法人税の額などの，連結納税制度の下で算出される項目の計算につい

ては，単体納税制度の下で各社が行う（行っていた）計算と比較して，次の

ような特徴を指摘できる。第１に，複数の会社から構成されるグループを対

象として，益金不算入などの特別な取扱いの要件を充足しているか否かなど

を判定し，当該特別な取扱いについては，一義的にはグループ単位の計算の

段階で適用すること，第２に，グループ単位での計算の段階で適用された益

金不算入などの特別な取扱いを，対象となった収益などの金額に係る各社の

比を用いて，各社に配分すること，である。

　たとえば，他の内国法人からの配当（国内配当）は，単体納税制度の適用

を受ける場合と同様に，連結納税制度の適用を受ける場合でも，全部または

その一部を益金に算入しないこととされている。だが，各社の収益を ― そ

れぞれの個別益金額の算定を通じて ― グループ単位の益金の額へと積み

上げていく段階において，法人税法23条は準用対象外とされており，適用が

認められない（法人税法81条の３）（31）。その代わり，国内配当の額について

は，その基因となった株式に係るグループ全体での保有比率に応じて，益金

に算入されない部分が決定される（法人税法81条の４）。なお，ここでいう益

金不算入は，繰り返しとなるが，「連結法人の各連結事業年度の連結所得の金

㉛　たとえば，あるグループに属するＳ１社・Ｓ２社が，グループ外のＡ社の株式を，同社
の発行済株式割合のそれぞれ23パーセントに相当する分だけ保有している場合，仮に�
Ｓ１社・Ｓ２社それぞれ独立に判定するとすればＡ社株式は関連法人株式等（法人税法23
条６項）に該当せず，益金不算入率は30パーセントとなる。しかし，この帰結は，後述
する，グループそれ自体を「一つの法人であるかのようにとらえて法人税を課税する」�
というポリシーに反するであろう。そこで，各社が単独で益金・損金の額を計算し終え
た後に，益金不算入の割合をグループ単位での持分比率に基づいて判断し，益金不算入
の金額を算出するようになっている（法人税法81条の４）。
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額の計算」において認められるもの，すなわち，グループの単位で行われる

所得の金額の過程で実行されるものであり，単体納税制度の適用を受けると

仮定して「事業年度の所得の金額を計算する」（法人税法81条の３）局面で実

行されるものではない。

　連結納税制度の下での計算ルールの２つ目の特徴として既に指摘したよう

に，グループ単位での計算の段階で適用される特別な取扱いはグループ単位

での計算の段階のみでは完結せず，引き続き，各社個別の単位での計算の段

階においても配分された金額を各社が取り込むという形で実施される。国内

配当の益金不算入についていえば，益金に算入されない収益の部分の金額は，

各社の国内配当の金額の比を用いて，連結法人の間に配分される（法人税法

施行令133条の11）。なお，国内配当の金額については，各社個別の単位での

益金の額にその全額が一旦は算入された後に，グループ単位での計算におい

ては益金不算入となる金額の発生原因となり，さらに，当該国内配当の金額

から派生した当該益金不算入の額の配分額は各社個別の単位での計算に取り

込まれるのであるから，国内配当という項目は，いわば，投入の後，再投入

という処理を経ることになるのだともいえよう。

　しかし，このような投入・再投入という構造の処理の帰結は，その社の個

別所得金額を，その社に配分された益金不算入額だけ減じるという単純なも

のに留まらない可能性が高い。なぜなら，特別な取扱いの中には，特定連結

欠損金の損金算入（法人税法81条の９第１項１号）のように，その社の個別

所得金額などを基準としてその連結事業年度において損金に算入できる範囲

を決定しようとするものがあり，当該個別所得金額は，国内配当などの金額

の再投入によって発生した益金不算入などを適切に反映することでしか得ら

れないものだからである。

　すなわち，特定連結欠損金は，連結納税制度の適用を受ける前に発生し，

切り捨てられることなく各社が保持し，（連結欠損金額の各社の計算段階での

控除を行わずに計算された）その社の個別所得金額の範囲でのみ，グループ

の所得金額の計算において損金に算入される（法人税法81条の９第１項）（32）。
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しかし，国内配当に係る益金不算入額が ― たとえば，国内配当や負債利子

などの項目の記帳にあたって，誤った数値を用いてしまっていたところ，そ

の是正がなされるなどして ― 増減したとすれば，損金に算入される特定連

結欠損金の金額にも影響があるのはむしろ自然なことであろう。

　さらに，損金に算入される特定連結欠損金の金額の変化がさらなる変化を

誘発する可能性も否定できない。その一例は，連結納税制度の下での外国税

額控除の限度額であり，この数値は，グループ単位，あるいは，各社個別の

単位で算出される国外所得の金額などを用いて算出される（法人税法施行令

133条の28）。したがって，まず，国内配当の金額に係る誤りが是正されて，

各社個別での益金不算入の額が増減し，次いで，それに伴って個別所得金額

が増減して，当該金額を参照して決まる，特定連結欠損金のうち損金に算入

できる金額の範囲が変動し，さらに，国外所得の金額の算出にあたって損金

に算入される部分の特定連結欠損金の金額が増加し，その反面で外国税額控

除の限度額が減少して，グループとして負担する租税債務の金額やその各社

の負担額が増加する，といったシナリオがありうるのである（33）。

　上記２つの特徴については，連結納税制度の設計に関するポリシーという

観点からは，次のようにいうこともできる。第１に，連結納税制度は，グルー

プを構成する社それぞれに対して法人税を課税するのではなく，それらに

よって構成されるグループそれ自体を「一つの法人であるかのようにとらえ

て法人税を課税する」という発想に基づいて設計されたものであること（34）。

第２に，連結納税制度の適用を現に受ける社であっても，法人税のルールの

㉜　特定連結欠損金については，たとえば，酒井貴子「連結納税制度における損失控除制
限のあり方：米国連結財務省規則における SRLY ルールを巡る議論を主な題材として」
税大ジャーナル13号31頁，42-43頁参照。

㉝　特別な取扱いに全体としては影響しなくても，誤りの是正の効果は他に波及しうる。
たとえば，Ｓ１社について国外所得の金額の算出の過程で収益の計上漏れがあったが，
限度額に余裕があるため，グループ単位で認められる外国税額控除の金額に変動がない
という場合でも，Ｓ２社は修正を要求されるはずである。なぜなら，外国税額控除に係
る課税上の利益は，各々の国外所得の金額がその合計額に占める割合によって連結法人
の間に配分されるからである（法人税法81条の13，法人税法施行令133条の29）。

㉞　税制調査会「連結納税制度の基本的考え方」（2001年10月９日）１頁。
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適用上，それ自体を一つの独立の法人として取扱うという側面が継続するよ

うに，各社個別の単位での計算を行うことができるよう，様々な項目とその

算定ルールが設けられていることである。

　もっとも，連結納税制度の設計ポリシーとして，各社個別単位の計算の継

続を第２の方針であると措定することには少なからぬ異論が寄せられるかも

しれない。実際のところ，第２の“方針”は，第１のそれと同程度の明確さ

を持って打ち出されているとはいえない（33）。

　しかし，グループ単位での特別な取扱いを，法令で定めた基準に基づいて

各社に配分し，各社単位の計算に取り込むという，国内配当をはじめとする

連結納税制度の計算ルールは，グループを構成する会社それぞれでなく，複

数の会社から構成されるグループそれ自体に着目するという，第１の設計ポ

リシーから自然に出てくるものでは決してない（36）。連結の制度の代替的な設

計としては，たとえば，豪州連邦が採用している，法人税に係る計算におい

てはグループ内取引を完全に無視することとし，加入や離脱は合併や分割の

ように取り扱う事業資産モデルも存在しているのであり（37），そういった代替（38）

㉟　政府税調は， ― 連結納税制度のポリシーについての言及としては ― グループを
構成する会社それぞれが，結局のところは「法的には独立した権利義務の主体である個々
の法人」であって，（その存続期間において）グループへの加入やグループからの離脱が
起こりうる「流動的な存在である」ことに着目し，「構成メンバーについて加入・離脱が
生ずるといった流動性，不安定性を十分考慮に入れて，適正，公平な課税が実現される
ような仕組みを構築する必要がある」と述べるにとどまる。税制調査会・前掲注㉞２-
３頁。しかし，政府税調は「地域における受益と負担との関係等に配慮し，単体法人を
納税単位とするとともに，納税者及び課税庁双方の事務負担も十分に考慮」した結果と
して，法人事業税・法人住民税について「法人税の連結所得金額及び連結税額の計算過
程において連結グループ内の各法人に配分される所得金額又は税額を基にして課税標準
を算定する仕組みとすることが適当である」と述べて，あたかも単体納税の適用を受け
ていたかのように，独立した一つの法人として取扱いを継続する設計とすることを宣言
したのである。

㊱　この点についての理論的な考察としては，たとえば，寺嶋理「日本の連結納税制度に
おける適正な個別所得算出の意義に関する一考察」（https://www.sozeishiryokan.or.jp/
award/021/014.html）（2012年）参照。

㊲　E,g,�Masui,�supra�note�26�at�42.
㊳　詳細な議論は控えるが，事業資産モデル以外の代替設計として，たとえば，（配当益金

不算入などの）「連結所得金額及び連結税額の計算の過程において所要の調整を行うとき
のその調整金額［を］連結グループ内の各法人に合理的な基準により配分する」という

岡　法（70―３・４）

371

576

二
九
二



を採用しなかった点にこそ，設計上のポリシーとしての性格が強く現れてい

るとさえいえるのである。また，連結納税制度は，グループ単位での各項目

の算出を各社個別単位での算出に代えて行うものではなく，むしろ，後者だ

けであったところに前者を追加し，衝突なく共存できるよう，必要な調整を

行うこととしたものだといえるのではないか。

　しかしながら，13年以上にわたる連結申告制度の運用によって明らかに

なってきたのは，各社での個別単位の計算を，ほぼそのままの形でグループ

単位の計算と同居させるという２つ目の設計ポリシーは，計算の複雑化とい

う大きな代償を伴うということであった。先に具体的に指摘したように，国

内配当に係る益金不算入など様々に存在する特別な取扱いの間での相互依存

性や，その配分を単純頭割りのような絶対的な基準でなく，個別所得金額の

比などの相対的な基準に基づいて決定するという仕組みの存在によって，連

結納税制度の下で行われる租税債務の計算は，特に，誤りがあった場合の是

正という局面において，非常に複雑なものとなってしまうのである。

Ｂ．グループ通算制度の“弓”と“矢羽”

　税制調査会は，2019年８月に，連結納税制度に代えて通算制度を導入する

ことを答申した（39）。その後，答申の内容をベースとして，通算制度の具体的

な設計方針が同年末の与党・政府の税制改正大綱で示され，翌年１月から３

月にかけての国会審議において立法化された。

　昨年春の公表論文で述べたように，連結納税制度と比較した際の通算制度

の最大の特徴は，課税所得などの項目の計算の個別化にある（40）。たとえば，

通算制度の適用を受ける通算法人の１社について，受取配当益金不算入に係

る負債利子控除の計算の誤りが申告期限後に判明したとしよう。通算制度の

下では，後述するように，この誤りを犯した１社のみが過年度の修正をする

だけで済むと考えられるが，連結納税制度の下では，この１社だけでなく，

　要請を維持しつつ，明確性や執行上の簡便性という点での合理性を重視して ― 単純頭
割りなどで行うものと定めることもありうるようであろう。

㊴　税制調査会「連結納税制度の見直しについて」（2019年８月27日）。
㊵　小塚真啓「連結納税制度の改革を評価する」税研36巻１号47頁（2020年）。
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受取配当益金不算入の額の配分を受けていた他の社も過年度に係る修正を余

儀なくされた（41）。なぜなら，各社に配分される益金不算入の額は，グループ

全体で認められる益金不算入の額を各社の受取配当の金額の比で割り付けた

ものであって，問題の１社が負債利子控除の額の計上漏れを是正することに

より，配分の大本のグループ全体の益金不算入の額も減少してしまうからで

ある。このような波及効果により，その計上漏れと直接には関係のない社で

あっても，益金不算入の額の配分を得ている場合には，当該配分の減少とい

う形で自社の益金の額が増加する憂き目にあってしまうのである。

　これに対し，通算制度では，国内配当に係る受取配当益金不算入などの特

別な取扱いについて，要件充足の有無の判断も，益金不算入という具体的な

計算処理も，各社が独立に適用する（42）。このような建付けが可能となったの

は，連結の制度としての通算制度の設計ポリシーとして，「法人格を有する各

法人を納税単位として，課税所得金額及び法人税額の計算及び申告は各法人

が行う」という「個別申告方式」が採用されたことによる（43）。その結果，連

結納税制度では原則であったグループ単位での計算は，損益通算や外国税額

控除の控除限度額，試験研究開発費の税額控除などのごく一部の項目にしか

適用がない，例外的なものとなった（新法人税法64条の５，69条14項，新租

税特別措置法42条の４第８項３号）（44）。

　さらに，グループ単位での計算が存置された損益通算などについても，過

年度の誤りの是正の効果が他の社に波及することを抑止するべく，特別な取

扱いを行う金額の配分の基準となる数値を当初申告の値に原則として固定す

る措置も導入された。損益通算は，通算前に所得の金額を計上した通算法人

に，他の通算法人によって計上された欠損金額に対応する金額について損金

㊶　小塚真啓「連結納税改革2020の評価と展望：ポスト・コロナにおける『法人課税のク
ロノトポス』の変容可能性を探る」租税研究849号168頁，179-180頁（2020年）。

㊷　ただし，受取配当の益金不算入に係る株式保有比率の判定にあたっては，完全支配関
係のある他の法人の株式所有も合算される。新法人税法23条４項など参照。

㊸　税制調査会・前掲注㊴８頁。
㊹　名称に「新」を付したいずれの法律も令和２年法律第８号第２条による改正後のもの。

以下本稿において同じ。
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算入を認め（新法人税法64条の５第１項），同時に，欠損金額を利用させた通

算法人にはその範囲において益金を増加させて欠損金額を減少させることで

実施される（同条第３項）。

　しかし，所得の金額を計上する通算法人が複数存在する場合には，対象と

なる欠損金の合計額を，それぞれの所得の金額の比で各社に配分することと

なるし（同条第２項），反対に欠損金額を計上する通算法人が複数存在する場

合にも，損益通算によって減少した所得の金額の合計額を，それぞれの欠損

金額の比で各社に配分することとなる（同条第４項）。したがって，ある１社

の収益の計上漏れでも，上記のような固定措置がなければ，同社の所得の金

額または欠損金額が変化し，ひいては配分に用いる比も変化してしまう。そ

こで，配分のための比の決定にあたっては，問題の事業年度に関する当初の

申告書に記載された金額 ― ここでは，所得の金額あるいは欠損金額として

申告された数値 ― を，収益の計上漏れなどの是正によって所得の金額や欠

損金額が変化しても，使い続けることとして，是正の効果の波及を抑止する

のである。

　このような通算制度の特徴を，連結納税制度の設計ポリシーを出発点とし

て相対的に把握するとすれば，グループそれ自体を対象とするという，設計

ポリシーの第１点を放棄する一方で，連結納税制度の適用を現に受ける社で

あっても，それ自体を一つの独立の法人として取扱う側面を継続させるとい

う設計ポリシーの第２点は基本的に維持し，課税の公平が害されない（と立

案担当者が考えた）範囲において簡素化したとみることができよう。

　もちろん，申告期限後に誤りが判明し，これを是正しなければならなくなっ

ても，影響を受けるのは誤りを犯した社だけで，損益通算などの課税上の利

益の配分が変化しないという建付けには，最も自己に有利な移転を達成すべ

く，当初申告において，意図的に誤りを犯すインセンティブを納税者の側に

不可避的に働かせてしまい，制度を掘り崩す結果となるという懸念もある。

当初申告の値を使い続けることが不適切である状況が具体的に例示され，そ

のような場合には是正の効果を遡及させることが例外的に定められたのは
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（新法人税法64条の５第８項），― 実効性があるのかは必ずしも明らかでは

ないものの（43）― そのような事態を避けるために不可欠の要素であったと

いえるであろう。

Ｃ．どうして投資調整殺したの？

　通算制度が，連結納税制度との比較において，納税者と課税庁双方の事務

負担を相当に軽減させることはおそらく間違いがない（46）。連結納税制度の下

では，その適用を一旦は選択してしまった以上は，いずれの連結法人も欠損

とならなかったり，外国法人税のすべてを税額控除するための枠を生みだす

所得の金額がそもそも十分にあったり，などの理由で単体納税のままであっ

た場合と比較して課税上のメリットが特に出ない場合においてさえ，グルー

プ単位での計算を常に行わなければならない。しかし，通算制度の下でなら，

グループ単位での計算が必要となるのは，グループに属する通算法人に欠損

金額などのグループ単位での計算を行う項目の金額が発生した事業年度に限

られる（47）。しかも，それに誤りがあったとしても，グループ単位での計算を

やり直す必要は原則としてないのである（48）。

㊺　小塚・前掲注㊵30頁注13参照。
㊻　税制調査会資料（平31・２・14連２-１）として公開されている，日本経済団体連合会
「連結納税制度に関するアンケート結果概要」（2019年）によると，単体納税法人が連結
納税制度を適用しない理由として最も多いものは「連結納税の事務手続きの負担が大き
い」（全体の78パーセント）となっている。同11頁参照。

㊼　納税者については，親法人がグループ内の他の法人と（事業上は特に必要性がないに
もかかわらず）情報連携を密に行わなければならない局面が大幅に縮小されるなどの点
で納税者の側には利益があるであろう。また，このメリットが通算制度の利用を促進し，
近年の税制改正の目標である「持続的な経済成長の実現」に資する可能性もある。また，
課税庁の側でも，税制調査会資料（平31・２・14連２-３）として公開されている，国税
庁「説明資料〔連結法人の管理・調査の状況〕」（2019年）によると，「連結法人グループ
内の全法人に係る決議書等を作成する必要があり，単体法人と比べて多くの事務量が必
要」と報告されており（同５頁），ほとんど常にグループ全体が税務調査や課税処分の対
象となってしまうことで事務負担が過重となる状況があったことが窺われ，この状況が
解消されるように思われるから，適切で公平な税務執行が効率的に行われることに資す
るものと評価することが可能であろう。

㊽　但し，所得などの項目の計算の個別化という通算制度の設計ポリシーを細部まで改め
て眺めてみると，合理性や一貫性・整合性を欠く部分が多いという課題もみえてくる。
すなわち，そもそもグループ単位での計算を行わないようにする側面はともかく，グル
ープ単位での計算それ自体は維持しつつも，課税上の利益の配分基準として採用してい
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　しかしながら，通算制度によって“殺された”連結納税制度の中身につい

て，より詳しくみていくと，連結納税制度の下での投資調整型の投資簿価修

正の方が，通算制度の下での新しい投資簿価修正よりも，むしろ通算制度の

内容に整合的であるようにみえ，通算制度の下で新たな投資簿価修正を採用

することには，ブレーキとアクセルを両方同時に踏むというような側面があ

ることがわかってくる。このことは，あるグループが，巨額の含み益を抱え

た会社を，グループ外から，時価評価課税を受けない態様（新法人税法64条

の12第１項１-４号）で取得したものの，その後に事業環境の激変などが生じ

たため，買収からわずかな期間でその株式を売却し，グループ外に切り出し

た，というような場合に明らかである。

　比較のために，最初に，連結納税制度の下での取扱いを確認しよう。もっ

とも，この場合の投資簿価修正は，― グループに属している間に実現した

損益がないとすれば ― 実際には働かず，アウトサイド・ベイシスは当該グ

ループがグループ外から当初取得する際に費やした対価のベイシス（Cost�

Basis，取得費）のみから構成される（法人税法施行令119条１項）。たとえ

ば，現金対価の TOB によって対象法人の発行済株式の３分の２を取得し，

次いで，連結親法人などのグループ内の法人に現金のみを対価として吸収合

併させたとすると，― 当該吸収合併はいわゆるスクウィーズ・アウト税制

の導入によって，現金を交付しているにもかかわらず，適格合併となるよう

になっているから― アウトサイド・ベイシスの額は取得のために費やし

た現金の総額と一致し（同項１号，５号），株式譲渡によって実現する譲渡損

益は，値上がり・値下がりが共にないとすれば，ゼロとなるはずであろう。

　る所得の金額などの項目の値が誤りであったと判明された場合においてさえ誤った値を
使い続けるようにすることで執行コストを抑制するというやり方には相当に問題がある
ように思われるのである。また，当初申告をわざと誤って行うインセンティブが否認規
定によって十分に減じることができているのかは疑問であるし，手間を省くために誤っ
た値に基づく配分を維持するということは，課税上の利益を本来得るべき者が得られず，
それを別の者が得るという状況を限定的とはいえ正面から肯定してしまうことの弊害が
過小評価されているのではないか，との疑念は残る。もっとも，これらの点は本稿の目
的とは必ずしも関係がないので，ここではこれ以上論じない。なお，小塚・前掲注㊵も
参照。
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　これに対し，通算制度の下では，グループに属している間に子会社の下で

損益の実現が全くなかったとしても，新たな投資簿価修正の仕組みの作用に

より，アウトサイド・ベイシスはインサイド・ベイシスと等しくなる（新法

人税法施行令119条の３第５項）（49）。上述の例についていえば，株式譲渡の際

に受け取った対価の額から控除できるアウトサイド・ベイシスは，株式の時

価を大幅に下回るはずのインサイド・ベイシスの額に揃えられ，グループは

株式譲渡益の形で，一時的にグループに属しただけの社が保有資産について

有する含み益について課税を受けることとなるのである。

　このような課税結果の差異は，そのグループが，株式の譲渡によって，一

体何についての損益を実現させたとみるのか，という点に由来するものとい

うべきであろう。すなわち，連結納税制度の下では，実現した損益の金額の

算定にあたって用いられるアウトサイド・ベイシスの額が株式を取得するた

めに支出した現金の額である取得費の金額に設定され，それが譲渡の時点で

もそのまま維持されるのであるから，時価に等しい額の現金を対価に取得し，

次いで，同じ額の現金を対価に譲渡した株式の損益について，実現があった

ものとして取り扱われているといえる。

　通算制度の下でも，実現した損益が株式から生じたものという形式は確か

に維持されている。だが，その実現した損益の実質にも着目すると，もはや

それは，グループが外部から現金を対価に支払って取得した株式から生じた

損益であるとはいい難い。なぜなら，外部から取得するために対価として交

付した現金から成る本来のアウトサイド・ベイシスは，純資産から生じた損

益を正しく計測するためのインサイド・ベイシスに置き換えられてしまって

いるからである。

　もっとも，グループが問題の純資産について現金を対価とする取引を行っ

㊾　令和２年政令第207号による改正後のもの。以下，本稿において同じ。なお，ある通算
親法人との間で通算完全支配関係を有するようになった日から，当該日の属する当該通
算親法人の事業年度終了の日と，当該日から２か月先の日のいずれか早い日までに当該
通算完全支配関係を有さなくなった通算子法人は，初年度離脱通算子法人（新法人税法
施行令24条の３）となり，新しい投資簿価修正の適用を受けない。
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たとされているのは，（株式の売却を通じて）グループからの切り出しを行っ

た時点だけであり，（株式の購入を通じて）グループに取り込んだ時点には及

んでいないことには注意されたい。もし仮に，後者にも及んでいるとすれば，

グループに加入した時点でインサイド・ベイシスはグループが取得のために

支払った現金の額までステップ・アップしているはずであろう。しかし，実

際にはそのようなステップ・アップは認められておらず，その一方で，子会

社がグループを離脱する時には子会社の純資産に係る含み損益について実質

的に課税されるということからは，グループ（の頂点に位置する親会社）は，

適格合併などの適格組織再編によって，（譲渡時点では）非課税で子会社の純

資産を取得したものとみられているということができるのである（30）。

　このような通算制度の下での投資簿価修正については，グループ外の法人

の株式を時価取得した場合のプレミアムが切り捨てられてしまう点について

批判がある（31）。また，2019年８月の答申においても，その趣旨については

「恣意的な税負担の調整を防止する観点から［導入する］」との説明しか行わ

れておらず（32），なぜ投資簿価修正をこのような内容に改める必要があったの

か，それ以外の方法はありえないのか，といった点は必ずしも明らかになっ

ていないのである。

Ⅲ．トレーシング法を使え！？

Ａ．投資調整型の投資簿価修正は死んだ！何故だ！？

　Ⅱでは，日本の法人税における連結がどのように変容しつつあるのかを紹

介すると同時に，その変容の一環としてインサイド・ベイシスの変化に対応

してアウトサイド・ベイシスも変化させる投資簿価修正にも根本的な改正が

加えられたこと，しかし，その改正の内容は，通算制度の主たる設計ポリシー

㊿　税制調査会・前掲注㊴14頁も参照。
�　たとえば，heukocpa「グループ通算制度における投資簿価修正の改正に強く反対する」

（https://note.com/heukocpa/n/nb8396a8bae09）（最終確認2021年２月12日）参照。
�　税制調査会・前掲注㊴18頁。
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と理解できる，同制度の適用を現に受ける会社であっても，それ自体を一つ

の独立の法人として取扱うという側面を維持・継続するという建付けと整合

しないようにみえることを確認した。グループの外側において独立の存在で

あった会社が，ひとたび，あるグループに加入して通算制度の適用を受ける

ようになると，仮に，その会社が加入の直後に事業用資産や従業員なども一

切変化することがないまま当該グループから離脱したとしても，当該会社の

純資産に係る損益が実質的に実現したものとして当該グループに対して課税

されるのである。

　通算制度については，所得などの計算を各社個別の単位でのみ行うことを

原則とする設計ポリシーにのみ着目すると，ある会社が独立の存在としての

性格を保ったまま，あるグループに加入し，加入前から行っていた活動を基

本的には継続する，というようなパターンをその設計の基礎に据えているよ

うにみえるかもしれない。しかしながら，実際には，Ⅱ-Ｃでみたように，グ

ループを構成する会社が離脱する場合において，当該グループは，新しい投

資簿価修正の適用を通じて，法形式としては当該会社の株式の譲渡を行って

いるにもかかわらず，実質的には当該会社が有する有形・無形の資産を譲渡

したものとして課税を受けるのであり，むしろ，連結納税制度の設計ポリシー

であった「［会社によって構成されるグループそれ自体を］一つの法人である

かのようにとらえて法人税を課税する」を突き詰めたものとみるべきかもし

れない。

　新たな投資簿価修正の仕組みは，通算制度の適用対象外となる程度のごく

短期間のみしかグループに属さなかったという場合を除き（33），グループから

の離脱に必ず適用がある。さらに，子会社がグループに属している間では，

グループ内で子会社株式の譲渡があっても譲渡損益はゼロとされる（新法人

税法61条の11第８項）（34）。したがって，通算制度の下ではアウトサイド・ベ

�　新法人税法施行令24条の３。
�　税制調査会・前掲注㊴20頁には「子法人の株式について，資産として認識すべきかと

いった観点からも検討が必要であるとの意見もあった」とのみ記載されている。

岡　法（70―３・４）

379

568

二
八
四



イシスの概念は実質的には存在せず，子会社のそれはグループに“正式”に

加入した時点で消滅するということができる（33）。この点に注目すれば，通算

制度は，グループとしての一体性を極限まで重視する事業資産型の豪州連邦

の連結制度（36）に類似している（37）とさえ言えるのである。

Ｂ．投資調整で実は十分なんですよ。偉い人にはそれがわからんのです

　Ⅱ-ＣおよびⅢ-Ａの検討からは，通算制度の下での投資簿価修正について，

同制度の内容や，その背後にある設計思想と本来整合的であるはずの，投資

調整型が退けられていること，および，通算制度の下で現に採用された投資

簿価修正は，むしろ，連結納税制度の内容や設計思想に親和的なものであっ

たことが明らかになった。投資簿価修正については，連結納税制度から通算

制度という連結の制度の変容に際し，通算制度と整合的な仕組みから連結納

税制度と整合的な仕組みへの移行が生じたという一種のねじれが起きている

のである。

　しかし，この不可思議な状況については，その闇に光を当てようとする際

の突破口となりうる重要な点が存在する。そもそも，インサイド・ベイシス

とアウトサイド・ベイシスとの調和は，比較法的にみて不完全なものであっ

た。このことは，通算制度と親和的という特徴とは別に，重大で深刻な欠陥

が投資調整型の投資簿価修正には内在しているのかもしれず，その欠陥を治

�　なお，立案担当者は「通算制度の開始・加入及び離脱は，100％子会社化してその子法
人を親法人が吸収合併すること及び分割により法人を切り出すことと同様と考えること
が組織再編成との関係で整合することから，株式の帳簿価額に関する処理においても，
これと同様にすべきであると考えられる」と述べている。財務省『令和２年度税制改正
の解説』（2020年）948頁参照。

�　豪州連邦の連結制度では，制定法において「連結グループを構成する連結子会社を当該
グループの頂点たる親会社の一部として取り扱う［こと］」が「単一主体ルール（Single�
Entity�Rule）」の 内 容 で あ る と 明 言 さ れ て い る。See�Anthony�Ting,�Australian’s�
Consolidation�Regime：A�Road�of�No�Return? ,�2�British�Tax�Rev.�162,�167�（2010）.

�　豪州連邦の連結制度では，連結子会社の資産を連結親会社が直接に保有すると擬制さ
れており，グループ内株式譲渡も無視される。また，連結グループに加入しようとする
子会社のアウトサイド・ベイシスは，その値が（連結親法人が直接に保有すると擬制さ
れる）当該子会社の資産のベイシスに配分されて消滅してしまうのである。See�Ting,�
supra�note�36�at�168.
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癒した結果，表面的には捻じれが生じたように見えている可能性を示唆する。

　また，実際のところ，合衆国連邦所得税の連結申告制度の下での投資調整

については，その改善のための試みが20年近くにわたって繰り広げられたと

いう歴史もある。そこで，まず，投資調整の特徴を明らかにするべく考察を

すすめ，次いで，Ⅲ-Ｃにおいては，投資調整を改善するための苦悩について

検討を加えていくこととしたい。

　最初に，投資調整はそもそも何を目的として，何をするものであるのかを

改めて確認する。

　いまここで，あるグループの頂点にあるＰ社が当該グループの外部の（普

通株式のみを発行する）Ｓ社の発行済株式のすべてを購入した後，Ｓ社が当

該グループの中で会計上の利益を計上し，さらにその後にＰ社がＳ社株式を

すべて売却したとしよう。

　Ｓ社の利益は，グループとして支払うべき連邦所得税の税額などを決定す

る上で，Ｐ社をはじめとする同じグループに属する連結会社の損益と合算さ

れるが，当該利益が連邦所得税の計算に及ぼす影響はこれに尽きない。その

計上した利益に対応する経済的な利益は，Ｓ社株式の価値を上昇させ，未実

現のキャピタルゲインを生じさせるであろう。そして，当該キャピタルゲイ

ンは売却代金などによって構成される収入金額（amount�realized）とベイシ

ス（adjusted�basis）との差額たる譲渡利益として実現し，課税されることと

なるが，ベイシスの構成要素が取得費（cost�basis）だけであるのなら，当該

グループは，Ｓ社段階の利益計上への寄与とＰ社段階のキャピタルゲイン発

生（と実現）への寄与とが重なりあう限りにおいて，同じ経済的な利益につ

いて２度の課税を受けることとなってしまう。

　このような重畳的な課税所得への取り込みは損失においてもキャピタルロ

スの発生を通じて同様に発生するし，Ⅰで既に述べたように，損益の計上が

孫会社，ひ孫会社…というように親から遠く離れる場合には２度ならず３度，

４度と折り重なることさえありうるが，いずれにしても，複数の法人から構

成されるグループに対し，グループの経済的な損益をグループ単位で会計上

岡　法（70―３・４）
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の利益または損失として計測し，これを基準として課税を行うという連結申

告制度の目的と相容れるものではない（38）。そこで，利益が計上された場合に

はアウトサイド・ベイシスを増額し，損失が計上された場合には反対に減額

する投資調整を行い，キャピタルゲインやキャピタルロスが重ねて課税の対

象とされてしまわないようにしているのである（39）。

　しかし，投資調整はグループの経済的な利益や損失に対応した正確な課税

所得を計算するという目的にとって，常に有効な手段というわけではない（60）。�

その理由は，投資調整の背後に，（連結親会社以外の）連結会社の下で計上さ

れる損益は，①そのグループに経済的に生じた損益を反映したものだけで

あって，しかも，②当該会社の発行済株式を保有する者にその保有割合に応

じて按分的に経済的に帰属する，という仮定が（必ずしも妥当するとは限ら

ないにもかかわらず）存在していることにある。すなわち，先の例について

いえば，Ｓ社が利益を計上したとすると，Ｓ社株式のベイシス（Ｓ社のアウ

トサイド・ベイシス）は，どの連結会社が，どの時点から当該株式を保有し

ているか，といった実情にかかわらず，当該利益について当該株式の保有割

合に応じて按分的に増加するのである（61）。

　しかしながら，当該利益の全部または一部は，Ｓ社が当該グループに加入

する前に発生し，未実現であった（Ｓ社が保有する資産に係る）キャピタル

ゲインが実現しただけのものであるかもしれない（図１の左側）。その場合，

�　もっとも，初期の連邦所得税の連結申告制度では，経済的な損失が重畳的に計上され
る場合のみが問題視され，対処されていた。酒井・前掲注㉕141-132頁参照。

�　Treas.�Reg.§1.1302-32⒞⒤.�種類株式が存在する場合には，まず種類ごとに配分の総
額が決まり，その上で保有比率に応じて按分される。See�Treas.�Reg.§1.1302-32⒞ⅱ.�
Department�of� the�Treasury�&�Internal�Revenue�Service,�Unified�Rule� for�Loss�on�
Subsidiary�Stock,�72�Fed.�Reg.�2964,�2966�（2007）.�先行する日本の税法研究では，たとえ
ば，増井良啓は，グループと単一の会社との違いを「子会社株という金融資産がもう一
枚からんでいるところ」とみた上で，「単一の会社と同じように扱うために，この株式譲
渡損益の計上を否定する。その手段として，子会社株式の帳簿価額を修正する」と指摘
する。増井良啓「日本における連結納税制度の方向性 ― 投資修正は必要か？」租税研
究624号11頁，16頁（2001年）。また，酒井・前掲注㉕137-138頁も参照。

�　Treasury�&�IRS,�supra�note�39�at�2967-2968.
�　Treas.�Reg.§1.1302-32⒞⑵.
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（未実現であったキャピタルゲインに帰せられる限りにおいて）①は満たさ

れず，②も（その充足は①の充足を前提とするから）満たされない。した

がって，この場合の投資調整では，実際には存在しない経済的な利益が存在

しているかのように取り扱われ，その結果として，経済的な損失を反映した

ものではない株式譲渡損失が実現する原因となってしまうのである（62）。

　また，①が満たされても，グループ内の出資や分配に起因して②が満たさ

れない場合もありうるが（63），そのような状況は出資や分配について課税繰延

べを認める・認めないにかかわらず生じることに注意されたい（64）。たとえ

ば，Ｓ社が過去に生じたキャピタルゲインを実現させて譲渡利益を計上する

場合であっても，キャピタルゲインの発生がＳ社のグループ加後の事象であ

る限り①は充足される。だが，キャピタルゲインの発生とその実現との間

に，たとえば，同じグループに属するＡ社がＳ社に現金を出資し，それと引

き換えにＳ社株式を新規に取得していたとすると，キャピタルゲインの発生

と実現が同じＳ社の下で起きているにもかかわらず，②は満たされないこと

になる（図１の右側）。

個人
株主Ｘ

Ｓ社 Ｓ社

Ｓ社

Ｐ社
Ｓ社株式

Ｐ社

Ａ社

Ｓ社資産・負債

Ｘの負担に帰せられるべき
時価評価課税なし IBは加入の前後で変化せず

Ｓ社株式取得費をOBに

①および②が充足されない例 ②が充足されない例

Ｓ社資産・負債

Ｓ社資産・負債

Ｓ社株式

Ｓ社株式

Ｓ社株式

加入

現金の交付 現金の額をOBに

IBは出資の前後で変化せず
現金出資

�　Ｓ社が計上する譲渡利益と同額の（株式）譲渡損失をＰ社が計上できるとすると，キ
ャピタルゲインについて法人段階での連邦所得税の負担が生じない。このような課税結
果を意図して実行される取引はサン・オブ・ミラー・トランザクションと呼ばれる。酒
井・前掲注㉕174-176頁参照。

�　①は充足するが②は充足しない状況は，たとえば，I.R.C.§302⒜の適用を受けるよう
な非按分的分配によって生じるであろう。

�　本文とは異なり，Ｓ社に未実現のキャピタルゲイン（ビルトイン・ゲイン）がない場
合であっても，類似の状況は，I.R.C.§331の適用がある非課税出資を通じて（未実現で
あった）キャピタルゲインがＡ社からＳ社に移転する場合でも生じる。
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　Ｐ社とＡ社とが共同で保有するＳ社株式は，Ｓ社を連結グループの一員と

するために両社が一丸となって保有しているもので，その権利の内容も同一

である。しかし，キャピタルゲインが発生した時点ではＡ社はＳ社株式を保有

していなかったから，その実現を通じて計上された譲渡利益が経済的に帰属

するのは，その時点でＳ社株式を唯一保有していたＰ社だけである。そのた

め，このような現金出資があった場合であっても，投資調整は経済的には存

在していない利益を存在したものとして取り扱ってしまい，Ａ社の下で経済的

な損失を反映しない株式譲渡損失が計上される原因となってしまうのである。

　連結申告制度では，その許可を得るにあたってグループによる株式支配が

80パーセントという高い水準で求められている（63）。また，連結申告制度で

は，パートナーシップ課税のように損益の配賦が契約に基づいて原則として

自由に決められるといった建付けにもなっていない。したがって，税負担軽

減のみを目的として損益の法的な帰属を経済的な帰属と乖離させようとする

試みを抑止する（66）必要はないはずである（67）。

　また，連結子会社の下で実現した損益がグループにとっての経済的な損益

に対応したものでないケースと，対応したものであるケースとを量的に比較

すれば，後者が前者を圧倒することも間違いない。①および②を前提として

投資調整の制度を設計することには合理性はあるのである（68）。だが，そこに

は，課税結果と経済的な実態とを乖離させてしまう側面も確かに存在するの

�　I.R.C.§1304⒜.
�　パートナーシップ課税では，税負担軽減のみを目的とした，このようなタイプの納税

者の試みを抑止する趣旨から，いわゆる実質的経済的効果テストが導入されている。See�
I.R.C.§704⒝；Treas.�Reg.§1.704-1⒝.�紹介や議論については，髙橋・前掲注⑿17-33頁，
小塚真啓「日本版パススルー課税制度に向けた覚書」租税研究840号93頁，107-110頁（2019
年）参照。See also�George�K.�Yin�&�Karen�C.�Burke,�PARTNERSHIP�TAXATION,�at�
131-184�（Wolters�Kluwer,�4th�ed.�2020）.

�　もっとも，酒井貴子「法人グループの持株要件とその課税問題：『みせかけ連結（synthetic�
consolidation）』を素材として」税法学366号207頁（2011年）参照。また，連邦所得税額
ではなく，同税に関する負担や利益の配分を巡ってグループと少数株主との間で争いは
生じる。たとえば，酒井貴子「米国連結納税制度における租税債務割振方法についての
一考察」税大ジャーナル31号39頁（2019年）参照。

�　See also Treasury�&�IRS,�supra�note�39�at�2968.
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であり，その濫用による不当な税負担軽減を防止するための方策が必要とな

るのである。

Ｃ．トレーシング法は帰還できるか？

　Ⅲ-Ｂでの検討により，投資調整の仕組みには，その根幹に根差した脆弱性

が存在することが明らかになった。投資調整は，連結親法人以外の連結会社

が損益を実現させた状況やそれまでの経緯に関して，当該損益の（経済的意

味での）発生はグループに属するようになった後の出来事である ― すなわ

ち，当該損益の金額はすべてグループにとっての経済的な損益の存在と程度

を示すものである ― という仮定を置くことで，当該損益を全てアウトサイ

ド・ベイシスに反映させてしまってもよいと判断する推定型の仕組みである

ため（69），この仮定に背くような状況を納税者が意図的に創出することによ

り，不当な税負担軽減が可能となってしまうのである。

　この脆弱性の根本的な原因は，連結親会社以外の連結会社が実現させた損

益にはグループにとって非経済的であるものは存在しない，という仮定の妥

当性を疑うことなく，正しいと推定してアウトサイド・ベイシスの調整処理

をそのまま実行してしまう投資調整の仕組みの制度設計そのものに求められ

る。もっとも，実際の状況と仮定した状況とに食い違いがあったとしても，

不当な税負担軽減が常に起きてしまうわけではない。たとえば，Ｓ社が含み

損のある土地を保有しているときに，その発行済株式のすべてをＰ社が現金

を対価に取得することで，Ｓ社がＰ社を頂点とするＰグループにＳ社が加入

し，その後に，当該土地をグループ外の第三者に時価で売却したとしよう。

　このとき，Ｓ社の下で実現した損失の値はＰグループにとっての経済的な

損失を示すものではなく，Ｐ社がＳ社株式について実施する投資調整につい

ても，仮定の状況と実際の状況との食い違いは生じている。しかしながら，

この場合の投資調整によって不当な税負担軽減が起きるわけではない。むし

ろ，エンティティに関するベイシスの二面性により，連結の外に広がるクラ

シカル・システムの“世界”で生じていた１の経済的な損失の重畳的な把握

�　Treasury�&�IRS,�supra�note�39�at�2966.
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という問題（70）を解消するもの（71）として肯定的に評価することさえ可能であ

ろう。なぜなら，その後にＰグループ（Ｐ社）がＳ社株式を外部に売却すれ

ば，経済的な利益に対応しないキャピタルゲインを実現させて，これを認識

することとなるが，それは，Ｓ社が当該土地の売却によって実現させ，Ｐグ

ループが認識したキャピタルロスに対応するものだからである。

　したがって，投資調整の脆弱性を塞ぐ手法には，第１に，アウトサイド・

ベイシスの調整が行われる局面および程度を，経済的に損益がグループに帰

属する場合で，かつ，そのような帰属が認められる程度に限定する（72），と

いった何らかの仮定の妥当性を推定して処理を進める制度設計を放棄するも

のだけでなく，第２に，推定に基づいて処理を進める制度設計自体は維持し

つつ，特に弊害が大きいとの理由から，（連結親法人以外の）連結会社の株式

譲渡によってキャピタルロスが実現する場合にのみ，その控除を否認する，

�　この点について，クラシカル・システムは，１の経済的な利益の重畳的な把握を少な
くとも部分的には容認する“世界”であるから，同じ“世界”で生じる１の経済的な損
失の重畳的な把握をおよそ問題視することはできないとの批判がなされるかもしれな
い。しかし，非法人事業の利益は重畳的に把握されないが，法人事業の利益は重畳的に
把握される，というクラシカル・システムの“世界”で広くみられる，非連続的で普遍
的な差異を容認した時点において，そのような批判の基礎をなすと考えられる，同額の
利益と同額の損失とは対称的に扱われるべき，という主張は“いずれもゼロを起点とす
る距離は同じだから”といった直感的な理由では持ち出せないというべきであろう。な
お，岡村忠生「タックス・シェルターの構造と規制」法学論叢136巻４・５・６号269頁，
319-320頁（1993年）は，純粋な分類所得税の立場を正当化する手法として「所得源泉間
の損益通算も，究極的には源泉ごとの差異化政策を撹乱することとなり，一切許される
べきでないこと…は，たとえば，長期譲渡所得がそれ以外の所得の２分の１の実効税率
で課税されているとき，長期譲渡損失をそれ以外の所得からそのまま控除することを認
めるのは適当でないと，直観的に感じられることからも理解できよう」という類似の主
張を行う。

�　クラシカル・システムの“世界”を社会実装する最も有名な例である合衆国連邦所得
税では，ある個人が含み損のある資産をある C 法人に現物出資をして §331の適用を受
けたとしても，当該 C 法人が当該資産のベイシスに付すべき金額は，当該個人が出資前
に当該資産のベイシスに付していた金額ではなく，当該資産の出資時点での時価である
とされている。See�I.R.C.§362⒠.�See also�Howard�E.�Abrams�and�Don�A.�Leatherman,�
FEDERAL�CORPORATE�TAXATION,�at�36-38�（Foundation�Press�8th,�2020）.

�　その意義については「投資調整のルールの下で生じるプラスのベイシス調整を，当該
調整がビルトイン・ゲインの認識に対応する利益から生じている場合には無効にする」
とも説明される。See�T.D.�8294,�33�FR�9426,�9428�（1990）.

連結におけるインサイド・ベイシスとアウトサイド・ベイシス

386

二
七
七

561



といったものもありうる。実際，合衆国の連結申告制度では，納税者サイド

からの強い反発はあったものの，1986年の GU 廃止以降，ほぼ一貫して，LDR

（Loss�Disallowance�Rule）（73）と ULR（Unified�Loss�Rule）（74）という②の系譜

に属する手法が用いられてきたのである。

　これに対し，①の路線で投資調整の脆弱性に対処しようとすれば，その内

容は「連結子会社が利益または譲渡利益を認識したことに対応して連結会社

が享受できる連結子会社株式のベイシスの金額を，当該子会社の下で認識さ

れた項目の金額に限定する」というものにならざるをえない（73）。これは要す

るに，プラスのベイシスの調整項目がどの連結子会社から“やって来た”の

かを確認した上で，当該連結子会社の下で実現した計算項目はグループに

とっての経済的な損益を示すものであるのかを監視し，その調整をアウトサ

イド・ベイシスに反映させるかどうかを決めることを意味するから，①の路

線の諸手法はトレーシング法（Tracing-Based�Methods）と総称される（76）。

　トレーシング法のうち，最も単純，かつ，最も明解でもあるのは，「子会社

が認識した計算項目と株式のベイシスに含まれている未実現のキャピタルゲ

イン（appreciation）との関係性にのみ着目する」アプローチ（純粋トレーシ

ング法）である（77）。投資調整は，Ⅲ-Ｂでみたように，グループが享受ある

いは負担した経済的な損益を一度だけしか課税所得の計算過程に取り込まな

いようにすることで，算出されるグループの課税所得の正確性を高めようと

する趣旨のものであるのだから，純粋トレーシング法が，その趣旨に忠実な

（投資調整の）設計思想であることは間違いない。

　しかしながら，純粋トレーシング法の単純明快さは，実現可能性を大きく

犠牲にして得られたものであり，納税者サイドと財務省・内国歳入庁サイド

�　Old�Treas.�Reg.§1.1302-20,�T.D.�8294,�33�Fed.�Reg.�9426�（1990）,�modified by�T.D.�
8364,�36�Fed.�Reg.�47379�（1991）,�modified by�T.D.�8984,�67�Fed.�Reg.�11034�（2004）,�
removed by�T.D.�9424,�73�Fed.�Reg.�33934�（2008）.

�　Treas.�Reg.§1.1302-36,�T.D.�9424,�73�Fed.�Reg.�33934�（2008）.
�　Treasury�&�IRS,�supra�note�39�at�2970.
�　Id.�at�2970.�日本における先行研究としては，酒井・前掲注㉕177-186頁参照。
�　Id.�at�2970-2971.
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との間で生じた，投資調整の脆弱性への対処を巡る約20年にもおよぶ長い論

争（78）のごく初期においてさえ，いずれのサイドにおいても純粋トレーシング

法が現実の選択肢として取り上げられることはなかった（79）。

　そもそもトレーシング法は，連結子会社が損益を実現させる度に，当該損

益が連結子会社のアウトサイド・ベイシス（株式のベイシス）に既に含まれ

ているか否かを判断することで，経済的な損失と対応しない株式譲渡損失が

実現してしまったり，実現した株式譲渡利益の金額が経済的な利益の金額よ

りも過小となったりすることを防ごうとするものである。したがって，トレー

シング法を通じて脆弱性に完全に対処しようとすれば，投資調整のための準

備として，①-⒜連結子会社が，同法によるチェックを開始する時点で保有

し対象となる，資産・負債をすべて把握し，①-⒝対象の資産・負債の価値

をその時点で評価して資産・負債ごとに記録に残すだけでなく，①-⒞評価

額のどの部分がアウトサイド・ベイシスに反映済みであるのかまでも特定し

て記録に残す，という処理が必要となる。さらに，その後に損益が実際に実

現する際には，②-⒜当該損益が対象の資産・負債に基因して生じたもので

あるか否かを判断し，②-⒝該当する資産・負債が存在する場合には，当該

損益を生じさせた収入・収益の額から記録された評価額をベイシスとみなし

て計算した金額を控除して，加入後の損益の金額を算出し，その範囲でのみ

アウトサイド・ベイシスを調整する，という複雑な処理が必要となるのであ

る（80）。

�　納税者サイドの最大勢力は New�York 州法曹協会の Tax�Section（NYSBA�Tax�Section）
であったが，ULR 規則の策定提案の頃には，財務省・内国歳入庁のこれまでの努力を讃
えるまでになった。New�York�State�Bar�Association�Tax�Section,�Report�on�Proposed�
Consolidated�Return�Stock�Loss�Regulations,�at�1-2,�available at�https://nysba.org/app/
uploads/2020/03/1138-Report.pdf.

�　New�York�State�Bar�Association�Tax�Section,�Report�on�Built-in�Gains�and�the�
Investment�Adjustment�Rules�in�the�Consolidated�Return�Regulations,�at�6,�available at�
https://nysba.org/NYSBA/Sections/Tax/Tax%20Section%20Reports/Tax%20
Reports%201990/No.%20637%20Treas.%20Reg.%20Sec.%201.1302-20T.pdf.�See�also�T.D.�
8294,�33�Fed.�Reg.�at�9428.

�　NYSBA�Tax�Section,�supra�note�79�at�23；T.D.�8294,�33�Fed.�Reg.�at�9428.�See�also�
Treasury�&�IRS,�supra�note�37�at�2970.
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　具体的な処理も確認しよう。たとえば，Ｓ社には機械設備と土地という２

つの資産があり，前者は時価が100で，ベイシスが０であり，後者は時価が

100，ベイシスが100であるとする。また，Ｐ社はＳ社の発行済株式のすべて

をグループ外の第三者に対価200を支払って購入し，そのため，Ｓ社はＰ社を

頂点とするＰグループに加入したとしよう（81）。

　このとき，トレーシング法に基づく制限を導入した投資調整の処理は次の

ようになる。

　まず，Ｓ社が加入する時点において，①-⒜Ｓ社が対象資産として機械設

備と土地を保有していることを確認し，①-⒝対象資産それぞれについて，

時価評価を行い，それぞれの記録にその評価額 ― 機械設備と土地がそれぞ

れ100 ― を記入し，その上で①-⒞それぞれの評価額のうちにアウトサイ

ド・ベイシスに反映されている部分 ― ここでは，いずれも100 ― を記入

する。そして，その後にＳ社が機械設備と土地をそれぞれ100と123で売却す

ると，機械設備からは100の利益が，土地からは23の利益がそれぞれ実現する

が，②-⒜対象の資産・負債に基因して生じたものかの否かの判断が YES と

なるので，②-⒝機械設備と土地それぞれについて，加入後損益が計算され，

それぞれ０と23である。したがって，Ｓ社の下では合計で123の利益が実現し

ているが，アウトサイド・ベイシスの増加額は23だけとなる。

　しかし，以上の内容はトレーシング法に基づく投資調整の処理のアウトラ

インに過ぎず，現実の税制に実装するには，数多くの課題を技術的・社会的

に解決しなければならない（82）。

　第１に，グループの下で発生した経済的な損益を特定するために必要な評

価額の管理の問題がある。上の例では，機械設備と土地とのいずれも客観的

な時価が ― そのように例を作ったので ― 明らかになっていた。しかし，

現実においては，子会社のすべての資産・負債について時価評価を実施する

のは，時価の算定には少なからぬコストがかかるものである以上，非現実的

�　NYSBA�Tax�Section,�supra�note�79�at�26�（Example�3）.
�　See also�Id.�at�26-33.
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であろうし，時価を見出すことがそもそも困難なものもあるかもしれない。

さらに，上の例とは異なり，子会社が一回でなく複数回に分けて買収される

場合に備えて，①-⒞の処理を適切に行うために，過去の株式取得の時点で

の資産・負債の時価を推定する何らかの合理的な方法を考案しなければなら

ない。もし仮に過去の株式取得の時点での時価を非常に不正確にしか把握で

きないとすれば，資産・負債の加入時点での時価のうち，実際にはアウトサ

イド・ベイシスに反映されていない部分も反映されていることとされてしま

い，投資調整が極めて不十分にしか働かないこととなってしまうであろう（83）。

　第２に，評価時点での時価を意図的に低く見積もることでトレーシング法

に基づく投資調整の制限をなるべく回避しようとする試みにどのように対処

するのかが問題となろう。②-⒝の処理から明らかなように，連結子会社の

下で実現した利益で（グループにとって有利な）投資調整の対象外とされる

部分は，評価額が下がるほど少なくなる ― また，実現した損失で（グルー

プにとって不利な）投資調整の対象とされてしまう部分は，評価額が上がる

ほど多くなる ― ので，グループには時価を低めに見積もるインセンティブ

が常に生じるのである（84）。もっとも，買収先がグループと利害が共通しない

独立当事者である限り，子会社の買収価格が税負担軽減のみを目的として過

剰に低く見積もられる恐れはあまりないと考えられるから，子会社の資産・

負債をまとめて時価取得する時のベイシスの割振りと類似の手法で解決する

ことは可能かもしれない（83）。

　第３に，トレーシング法による投資調整の規制を損益が間接的に実現する

場合にも及ぼすべきかどうかということも問題となろう。上の例では，Ｓ社

の下での損益はもっぱら資産の売却によって実現しているから，②-⒜の処

理を行うことに困難はない。しかしながら，Ｓ社が機械設備を売却せずに，

�　NYSBA�Tax�Section,�supra�note�79�at�27-28.�But see Id.�28-29（アウトサイド・ベイシ
スが必ずしも時価でないことを前提として，その金額がインサイド・ベイシスに割り振
られたと仮定して計算する手法を示唆）．

�　Id.�at�29.
�　Id.�at�29-30.

連結におけるインサイド・ベイシスとアウトサイド・ベイシス

390

二
七
三

557



自らその経済的価値が失われるまでその事業に用いたとすると，グループに

加入した時点で既に生じていた100の利益は，設備機械がＳ社の事業に供され

る間にＳ社の事業利益の一部として徐々に実現することとなるはずである。

したがって，トレーシング法をより正確に実施するためには，設備機械の評

価額について“減価償却”を実施するなどして，Ｓ社の毎年の事業利益の一

部についても投資調整を制限しなければならないが，償却の方法をどうする

のか，どのような資産・負債を認識し，どのように買収対価を割り振るのか，

ということは，相当の難問となるに違いない。

　第４に，トレーシング法による規制の発動条件をグループに加入する時点

に限るべきか，ということも問われよう。すなわち，Ⅲ-Ｂでみたように，グ

ループに加入した後でも，グループ内で出資や分配が行われると，連結子会

社の下に存在する未実現の損益が同社の発行済株式の間に ― たとえ，株主

としての権利内容に全く差がないとしても ― 比例的に帰せられないこと

となるため，その後に実現する損益による投資調整の項目を比例的に割り振

ることができなくなるのである。そのため，トレーシング法による規制を貫

徹するには，グループ内の出資や分配があるたびに，グループ加入時と同様

に，①-⒜から①-⒞まで処理を行う必要があるが，時価を算定するコストの

点だけでなく，それらは純然たる内部取引である可能性が極めて高く，買収

価格のような適切な時価の算定を裏付けるものが全くない中で行わなければ

ならない点が大いに問題となろう。

　先に述べたように，合衆国の連結申告制度における投資調整の規制は，ほ

ぼもっぱら仮定の妥当性を推定して処理をすすめる制度設計を維持する形で

行われてきたのであるが，このようなトレーシング法に伴う課題の存在を踏

まえれば，むしろ当然であったということができるであろう。

Ⅳ．今後の展望

　本稿では，連結納税制度，通算制度，連結申告制度におけるインサイド・
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ベイシスとアウトサイド・ベイシスの調和について検討を加えてきた。グ

ループという１つの経済的な主体を構成する場合であっても，子会社のアウ

トサイド・ベイシスの概念を維持しつつ，その数値をインサイド・ベイシス

の数値の変化に合わせて調整する投資調整は，連結申告制度で導入され，

― おそらくはそれを参考にして ― 連結納税制度でも導入されたのであ

るが，その根幹には脆弱性が存在する。

　その脆弱性を完全に解消するトレーシング法の完全な実施は少なくとも現

時点で存在する技術では困難である。しかし，連結申告制度では，仮定の妥

当性を推定し，それに基づいて処理をすすめるという投資調整の設計を維持

したまま，脆弱性の濫用の余地を狭めるという対処が行われているのであり，

純粋トレーシング法の実現可能性がほぼ存在しないことは，投資調整を放棄

すべき理由としては不十分であろう。

　本稿では，連結申告制度の下の選択 ― 投資調整を維持するも，トレーシ

ング法は採用せずに，グループは株式譲渡損失を控除できないものとする

LDR などを採用するというもの ― が通算制度の下で採用されず，むしろ，

豪州連邦の連結制度の下での選択が採用されたことの背景を探り，またその

意義などを評価するまでには至らなかった。アウトサイド・ベイシスの数値

の変化をインサイド・ベイシスの数値の変化に反映させるという逆向きの調

整についての検討と併せて，今後とも研究を進めていきたい。

　【本研究は科学研究費補助金18H00793の助成を受けて行われたものである。】

連結におけるインサイド・ベイシスとアウトサイド・ベイシス

392

二
七
一

555


