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組織再編成に係る行為計算否認規定（法人税法 132 条の 2） 

を適用した新たな否認事案の検討 

Ⅰ. はじめに 

Ⅱ. 繰越欠損金の引継ぎとその否認について 

Ⅲ. 本事件の概要 

Ⅳ. 本事件における税務上の論点 

Ⅰ.  はじめに 

本ニュースレターでは、近時、新聞や税務専門誌において取り上げられその存在が明

らかとなった、企業グループ内の繰越欠損金の引継ぎに関する新たな否認事案（以下「本

事件」といいます。）をご紹介します。 

新聞報道等1によれば、ゴルフ場運営などを手掛けるパシフィックゴルフマネージメ

ント（PGM）の子会社である PGM プロパティーズが、約 57 億円の繰越欠損金を有す

る PGM グループの他の会社を吸収合併して当該繰越欠損金を引き継いだところ、東京

国税局が、組織再編成に係る行為計算否認規定である法人税法 132 条の 2 を適用し、当

該引継ぎを否認した、とされています2。 

本事件は、これまでの同種の否認事案（後述するヤフー事件及び TPR 事件）ととも

に、企業グループ内における繰越欠損金の活用が、どのような場合に、課税当局に問題

視され、また裁判において課税当局による否認が是認されるのか、という点の検討に大

変有益と考えられます。 

Ⅱ.  繰越欠損金の引継ぎとその否認について 

1. 企業再編における合併消滅会社の繰越欠損金の引継ぎ

グループ内再編や M&A 等の企業再編において、合併や分割等の組織再編行為を用

いることはごく当たり前のこととなっています。これらの組織再編行為が税務上の適

1 本ニュースレター記載の事実関係は、以下の新聞報道及び税務専門誌の記事における事実並びに関連

する開示資料等を参照して記載しております。裁決等の一次情報にはアクセスしておりませんのでご留

意ください。 

・「PGM 系、企業再編巡り 50 億円申告漏れ 不服で提訴」『日本経済新聞』、2021 年 5 月 11 日、

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC10CLF0Q1A510C2000000/ （2021 年 6 月 20 日アクセス） 

・「新たな 132 条の 2 適用事例の全容」T&A master No.883 4 頁 
2 報道等によれば、本事件の納税者は、2021 年 4 月に、東京地方裁判所に課税処分の取消訴訟を提起し

たとのことです。 
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格組織再編成（適格合併、適格分割等）に該当する場合、対象会社・対象事業の含み

益は組織再編行為時に認識されず、将来に繰り延べられるという税務上のメリットを

受けられます。 

さらに、適格合併においては、合併の消滅会社の繰越欠損金を存続会社に引き継ぐ

ことができ、当該繰越欠損金を合併後の会社において活用することが可能とされてい

ます（法人税法 57 条 2 項）。 

但し、グループ内の適格合併の場合（親会社が子会社を合併する場合等）の繰越欠

損金の引継ぎは、①合併の日の属する事業年度開始の日の 5 年前の日（又は当事会社

の各設立日のいずれか遅い日）から継続して当事会社間の 50%超の支配関係がある

こと（5 年超の支配関係継続要件）、又は②いわゆる「みなし共同事業要件」を満たす

ことのいずれかを満たす場合に限定されています（法人税法 57 条 3 項）。 

 

2. 法人税法 132 条の 2 による否認 

 

（1）法人税法 132 条の 2 の概要 

上記のとおり、適格合併においては、一定の条件の下で消滅会社の繰越欠損金の

引継ぎが認められています。 

しかし、これらの条件を満たしたとしても、課税当局は、繰越欠損金の引継ぎに

より不当な税負担の減少があることを理由に、組織再編成に係る行為計算否認規定

である法人税法 132 条の 2 を適用して、繰越欠損金の引継ぎを否認することが可能

とされています。すなわち、適格合併による繰越欠損金の引継ぎについては、常に、

法人税法 132 条の 2 による否認の可能性があるということになります。 

法人税法 132 条の 2 の適用要件（すなわちどのような場合に同条を適用して納税

者の行為計算を税務上否認できるか）は、条文上、「法人の行為又は計算で…これを

容認した場合には…法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの

がある」場合とされています。 

この意味について、いわゆるヤフー事件の最高裁判決3は、同条の「法人税の負担

を不当に減少させる結果となると認められるもの」は、以下のとおり判断すると判

示しています。 

「『法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの』とは、法人の

行為又は計算が組織再編成に関する税制（以下「組織再編税制」という。）に係る各

規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるもので

あることをいうと解すべきであり、その濫用の有無の判断に当たっては、①当該法

人の行為又は計算が、通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり、

実態とは乖離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどうか、②税

負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目

的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮した上で、当該行為又は計算が、

 
3 最高裁平成 28 年 2 月 29 日判決民集 70 巻 2 号 242 頁。 
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組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって、組織再編

税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの

又は免れるものと認められるか否かという観点から判断するのが相当である。」4 

 

（2）合併による繰越欠損金の引継ぎに対する法人税法 132 条の 2 の適用 

ヤフー事件最高裁判決の後の否認事案であるいわゆる TPR 事件においては、長年

保有していた子会社（上記Ⅱ.1.の①の 5 年超の支配関係継続要件を満たす子会社）

との適格合併により親会社が引き継いだ繰越欠損金が、課税当局により否認されま

した5。この TPR 事件では、一審判決・控訴審判決ともに納税者の主張が認められ

ず、最高裁が実質的判断をすることなく上告棄却等したため、課税当局の勝訴が確

定しています6。 

TPR 事件の控訴審判決7は、上記ヤフー事件最高裁判決の判断基準を踏襲しつつ、

適格合併及びこれによる繰越欠損金の引継ぎに関して、「組織再編税制は、組織再編

成による資産の移転を個別の資産の売買取引と区別するために、資産の移転が独立

した事業単位で行われること及び組織再編成後も移転した事業が継続することを想

定しているものと解され」るため、「完全支配関係がある法人間の合併についても、

他の 2 類型の合併8と同様、合併による事業の移転及び合併後の事業の継続を想定し

ているものと解される」と判示し、さらに、「（適格合併による繰越欠損金の引継ぎ

を認める）法人税法 57 条 2 項についても、合併による事業の移転及び合併後の事

業の継続を想定して、被合併法人の有する未処理欠損金額の合併法人への引継ぎと

いう租税法上の効果を認めたものと解される」と判示し、同事件における合併につ

いては、合併による事業の移転及び合併後の事業の継続が認められないとして、課

税当局による法人税法 132 条の 2 に基づく否認が是認されました。 

 

Ⅲ.  本事件の概要 

 

1. 事案の概要 

 

（1）2009 年の PGPAH6 の買収及び同社の事業再編 

パシフィックゴルフプロパティーズ（以下「PGP」といいます。）は、2009 年 4

月、大手商社から、ゴルフ場運営会社であるPGPAH6を買収して子会社化しました。

 
4 ヤフー事件最高裁判決の調査官解説によれば、上記①の行為・計算の不自然性と上記②の合理的な理

由となる事業目的等の不存在は、単なる考慮事情に留まるものではなく、実質的には、法人税法 132 条

の 2 の要件該当性を肯定するための必要な要素であることが強く示唆されております（法曹時報 69 巻

5 号 299 頁（徳地淳・林史高））。 
5 TAX LAW NEWSLETTER 2017 年 10 月号（Vol.27） 

（https://www.mhmjapan.com/content/files/00027671/20171024-072336.pdf）参照。 
6 前掲注 1・T&A master No.883 8 頁。 
7 東京高裁令和元年 12 月 11 日判決金商 1595 号 8 頁。 
8 50%超 100%未満のグループ内における適格合併（法人税法 2 条 12 の 8 ロ）及び共同で事業を行うた

めの適格合併（同号ハ）を指します。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00027671/20171024-072336.pdf
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その後、PGP は、PGPAH6 のゴルフ場運営事業を PGPAH6 の 100%子会社に会社

分割で移転させ、PGPAH6 をして、当該 100%子会社の株式を PGM グループの別

会社に譲渡させました（次頁の取引図の①～③参照）。 

PGP によれば、PGPAH6 では、当時元幹部の横領事件が発生していたことから、

債権者からの損害賠償請求リスクを抱えていたため、債権者からの損害賠償請求を

受けてゴルフ場が差し押さえられるなどという不測の事態が生じることがないよう

にすることを目的に、上記の会社分割及び株式譲渡を行ったとのことです。 

しかしながら、上記の株式譲渡により、PGPAH6 において多額の株式の譲渡損失

（過去の経営不振により生じていた事業の含み損に相当する損失）が生じたようで

す9。国税局より否認された約 57 億円の繰越欠損金の大部分は、この譲渡損失に起

因するものであるとされています。 

一方、ゴルフ場事業を切り出した後の PGPAH6 については、人員は配置せず、簿

外債務の管理や債権者対応などのために存続させることとなったとのことです。 

 

（2）2017 年の 2 つの合併による PGPAH6 の繰越欠損金の引継ぎ 

その後、2017 年になって、PGPAH6 は同じく PGP の 100％子会社である PGM

プロパティーズ 4（以下「PGMP4」といいます。）に吸収合併され（以下「第 1 吸収

合併」といいます。）、その PGMP4 は、PGP が 99.999%株式を保有する PGM プロ

パティーズに吸収合併されました（以下「第 2 吸収合併」といいます。）（次頁の取

引図の④⑤参照）。第 1 吸収合併及び第 2 吸収合併は、いずれも適格合併として税務

処理され、PGPAH6 の繰越欠損金について、PGMP4 を経由して PGM プロパティー

ズに引き継ぐ処理がなされました。 

今回の否認は、上記の PGM プロパティーズによる繰越欠損金の引継ぎを否認す

るものと考えられます。 

 

  

 
9 現行の法人税法においては、100%グループ内の株式譲渡は、グループ法人税制の適用により原則とし

て譲渡損益の認識が繰り延べられます（法人税法 61 条の 13）。しかし、上記の株式譲渡はグループ法人

税制が導入される前に実行されているため、PGPAH6 は株式譲渡損失を認識できたものと考えられます。 
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2. 国税不服審判所の判断 

 

国税不服審判所は、審査請求を棄却し、本件の否認を是認しました。 

国税不服審判所は、上記 TPR 事件控訴審判決において示された「完全支配関係が

ある法人間の合併についても、・・・合併による事業の移転及び合併後の事業の継続

を想定しているものと解される」という解釈を前提にして、「簿外債務管理や債権者

対応のためだけに存続している PGPAH6 の PGMP4 による吸収合併の適格性を、『事

業の継続性』の観点から否定した」とされています10。 

また、国税不服審判所は、「PGMP4 による PGPAH6 の吸収合併に伴う繰越欠損金

の引継ぎは、100%グループ内での適格合併について規定した法人税法 2 条 12 号の 8

イや、適格合併が行われた場合における繰越欠損金の引継ぎについて規定した同法57

条 2 項の趣旨に反するとの判断も示した」ようです11。 

 

  

 
10 前掲注 1・T&A master 8 頁。 
11 前掲注 1・T&A master 8 頁。 
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Ⅳ.  本事件における税務上の論点 

 

1. 各吸収合併の適格判定 

 

本事件において、PGM プロパティーズが、PGPAH6 を直接合併せず、第 1 吸収合

併により PGPAH6 を PGMP4 に吸収合併させてから、第 2 吸収合併により PGMP4

を PGM プロパティーズが吸収合併するという方法をとった理由は、PGP が PGM プ

ロパティーズの株式の 99.999%しか保有していなかった（少数株主が存在した）ため、

「吸収合併を税制適格として繰越欠損金を引き継ぐためには、50%超 100%未満のグ

ループにおける税制適格要件である事業継続要件と従業者継続要件を満たす必要が

あった」ものの、「PGPAH6 は既にゴルフ場を所有しておらず、簿外債務管理や債権

者対応のためだけに存続していた」（すなわち事業を行っていないと評価される可能

性があった）ことから「PGPAH6 が事業継続要件を満たすかどうかということに疑義

を抱いていたためであると推測される」と指摘されております12。 

一般に、複数の法人を被合併法人とする吸収合併が同日に行われる場合（以下「三

社合併」といいます。）については、国税庁のウェブサイト上で公表されている「三社

合併における適格判定について」と題する照会の回答13において、①「三社合併が行

われた場合には個々の合併ごとに適格判定を行うことになる」こと、及び②「三社合

併が行われた場合において、当該三社合併に係る個々の合併に順序が付されていると

きには、その順序に従って個々の合併に対する適格判定を行う」ことが示されており

ます。 

上記①及び②にしたがって、第 1 吸収合併及び第 2 吸収合併の適格性をそれぞれ検

討すると、第 1 吸収合併については、100%グループ内再編であり、条文上、事業継

続要件は不要となり（法人税法 2 条 12 の 8 号参照）、PGPAH6 が仮に事業を全く行

っていないと判断されたとしても、適格合併に当たります。また、第 2 吸収合併につ

いては、上記のとおり PGP が PGM プロパティーズの株式の 99.999%しか保有して

いないため、100%グループ内の適格要件ではなく、50%超 100%未満のグループ内

の適格要件が適用され、事業継続要件を満たす必要がありますが、PGMP4 は「ゴル

フ場運営という明確な事業を行って」いたようですので14、PGM プロパティーズにお

いてゴルフ場運営事業が継続することが見込まれている場合には、事業継続要件は充

足され、第 2 吸収合併も適格合併に当たることになります。 

  

 
12 前掲注 1・T&A master 6 頁。 
13 https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/090130/01.htm#a01  
14 前掲注 1・T&A master 6 頁。 

https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/090130/01.htm#a01
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2. 税務調査において課税当局が問題視したと考えられる点 

 

上記のとおり、個々の吸収合併は適格合併に当たるものと考えられますが、他方で、

課税当局が、適格合併であるにもかかわらず、繰越欠損金の引継ぎを不当と評価して

否認したのは、以下のような点に由来するのではないかと考えられます。 

 

（1）事業の切出しについて株式譲渡損失が生じるストラクチャーを敢えて選択し

たと課税当局が判断した可能性があること 

上記Ⅲ.1.（1）のとおり、2009 年における PGPAH6 からのゴルフ場運営事業の切

出しは、会社分割（分社型分割）と株式譲渡を組み合わせる手法により実行されま

した。その結果、当該株式譲渡により譲渡損失が生じ、これが繰越欠損金となった

と考えられます。 

他方で、そのような手法によらず、例えば、分割型分割の手法（PGPAH6 からそ

の兄弟会社に事業を分割により移転する手法）で事業の切出しを実現することも、

法的には可能であったようにも思われます。しかし、その場合には、分割型分割は

100%グループ内の適格分割に当たり、PGPAH6 は、譲渡損失を認識できなかった可

能性があると考えられます。 

このように、税負担の減少を生じない他の手法が存在するにもかかわらず、税負

担の減少を生じさせる手法を選択した場合、税務調査で、「事業上の合理的な理由が

ないにもかかわらず、租税回避の為だけに敢えて後者の手法を選択したのではない

か」との疑義を招き、ひいては否認に繋がる可能性があると考えられます。 

本事件について、課税繰延べとなる分割型分割等の手法ではなく、譲渡損失が生

じる分割と株式譲渡の組み合わせの手法を選択した積極的な理由等が PGM グルー

プに存在したかは報道等からは明らかではありませんが、一般論としては、手法の

選択について税負担軽減以外の理由がない取引については、税務調査により否認を

受ける可能性が高いといえるように思います。 

 

（2）繰越欠損金を延命させるためだけに PGPAH6 の法人格を存続させたと課税当

局が判断した可能性があること 

PGPAH6 は、2009 年におけるゴルフ場運営事業の切出しの後、少なくとも収益を

生む事業を行っていなかったと考えられます。そのような中で、切出しから 8 年後

の 2017 年になって他のグループ会社と合併し、事業を行っている他のグループ会

社に対して繰越欠損金を引き継いだ、ということから、課税当局は、PGM グループ

が、PGPAH6 を繰越欠損金を有したまま存続させておき、タイミングを見計らって、

当該繰越欠損金の使用期限が経過する前に他のグループ会社で活用することを当初

から検討していた、と考えた可能性があるように思われます。 
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（3）繰越欠損金を引き継げるよう「適格合併」とするために、敢えて 2 つの合併を

行ったと課税当局が判断した可能性があること 

最終的な存続会社である PGM プロパティーズは、いずれも適格合併である第 1

吸収合併と第 2 吸収合併を通じて、PGPAH6 の繰越欠損金を引き継ぎました。 

しかし、上記 1.のとおり、仮に PGM プロパティーズが直接 PGPAH6 を吸収合併

していたとすれば、当該合併が適格合併に当たり、それにより PGPAH6 の繰越欠損

金を引き継ぐためには、50%超 100%未満のグループ内合併の適格要件である事業

継続要件の充足が必要となるところ、PGPAH6 が行っていたとされる簿外債務管理

等の業務によって、事業継続要件を満たすことができるかについては、解釈上明確

ではありません。課税当局は、PGM グループが、かかる問題点を踏まえて、繰越欠

損金を引き継げる「適格合併」であることを確実にするために、PGM プロパティー

ズと PGPAH6 を直接合併させるのではなく、第 1 吸収合併と第 2 吸収合併という手

法を選択した、と判断した可能性があります。 

本事件において、かかる手法選択について積極的な理由等が PGM グループに存

在したかは報道等からは明らかではありませんが、一般論としては、税務上の要件

を満たすためだけに一般的でない手法を選択した場合には、否認を受ける可能性が

高いといえるように思います。 

 

3. まとめ 

 

上記 2.で指摘した点は、いずれも、ヤフー事件最高裁判決及び TPR 事件控訴審判

決において示された法人税法 132 条の 2 の解釈適用に、いずれも関係し得る点であ

ると考えられます。（但し、TPR 事件控訴審判決の上記Ⅱ.2.（2）の判示は、あくまで

高裁レベルでの判断であり、その判示の妥当性についての最高裁の実質的判断は示さ

れておりません。特に、条文に何ら明記されていないにもかかわらず、100%グルー

プ内の合併についても事業の移転及び合併後の継続が想定されている、という判示に

ついては疑問が呈されているところです15。） 

また、税務調査の現場においても、上記 2.で指摘した点のように、税務の観点のみ

に基づいて取引を実行したり、手法を選択したりした場合には、厳しい調査を受ける

ことが予想されます。 

この種の大規模なグループ内再編においては、プランニングの段階で、単に条文の

適用関係だけを確認するのでなく、法人税法 132 条の 2 のような行為計算否認規定

の適用についても注意して検討を進めていくことが必要です。本事件の存在を通じて

その重要性が改めて痛感されます。 

 

 

 

 
15 例えば、西本靖宏「組織再編成に係る一般的否認規定と欠損金の引継ぎ」ジュリスト 1548 号 105 頁。 



 
 
 

TAX LAW NEWSLETTER 

当事務所は、本書において法務・税務アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士又は税理士にご相談頂きますようお願

い申し上げます。 

© 2021 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

9 
 

 

文献情報 

➢ 論文    「非居住者・外国人に対する役務提供に係る消費税について」 

掲載誌 週刊税務通信 No.3658 

著者   小山 浩 

 

➢ 論文    「近時の企業実務上留意すべき租税裁判例・裁決例の解説」 

掲載誌 租税研究 第 859 号 

著者   小山 浩 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


