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取引についてご説明致します。

 

１１１１....    100%100%100%100%グループ内の法人間でのグループ内の法人間でのグループ内の法人間でのグループ内の法人間での

べべべべ    

 内国法人（以下、譲渡法人）が

益調整資産をその譲渡法人との間に完全支配関係

がある他の内国法人（以下、譲受法人）に譲渡し

た場合には、その譲渡損益調整資産に係る譲渡

益（損失）に相当する金額は、

年度の所得の計算上、損金（
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 譲渡損益の繰延べの対象となる譲渡損益調整資

産は次に掲げるものです。

1.固定資産 

2.棚卸資産たる

む） 

3.有価証券（売買目的有価証券を除く）

4.金銭債権 

5.繰延資産 
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たときには、
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    譲渡損益調整資産が譲受法人において減価償却

資産又は繰延資産に該当する場

により計算された金額を

は損金の額に算入します

は譲渡事業年度に選択した方法を継続適用

ればなりません。
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譲渡損益×
譲受法人における償却費の損金算入額

譲受法人の譲渡損益調整資産の取得価格
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譲渡損益×
譲受法人の譲渡損益調整資産の耐用年数

※繰延資産の場合には、

の及ぶ期間の月数」となります
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利益（損失）に相当する金額の全部又

は一部を譲渡法人において戻入益（

損金）の額に算入します。
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譲渡、償却、評価替え、貸倒れ、除却、その他こ

れらに類する事由が生じた場合

譲渡損益調整資産が減価償却資産・繰延資産譲渡損益調整資産が減価償却資産・繰延資産譲渡損益調整資産が減価償却資産・繰延資産譲渡損益調整資産が減価償却資産・繰延資産
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譲受法人の譲渡損益調整資産の取得価格

譲渡法人のその事業年度の月数

譲受法人の譲渡損益調整資産の耐用年数

繰延資産の場合には、

の及ぶ期間の月数」となります

譲渡損益の計上時期譲渡損益の計上時期譲渡損益の計上時期譲渡損益の計上時期    

譲受法人において譲渡損益の戻し入れ

日の属する事業年度の終了の

譲渡損益の戻し入れを行います

        

②ー譲渡損益の繰延べ

X 期 

3/31 3/31 

Y 期 Y＋

12/31 

譲渡 

小谷野小谷野小谷野小谷野会計グループ会計グループ会計グループ会計グループ
東京都渋谷区代々 木

代々木１丁目ビル

7435  FAX:03-

cpa.gr.jp
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の額に算入します。

譲渡、償却、評価替え、貸倒れ、除却、その他こ

事由が生じた場合 

譲渡損益調整資産が減価償却資産・繰延資産譲渡損益調整資産が減価償却資産・繰延資産譲渡損益調整資産が減価償却資産・繰延資産譲渡損益調整資産が減価償却資産・繰延資産
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譲受法人の譲渡損益調整資産の耐用年数

繰延資産の場合には、耐用年数は「支出の効果

の及ぶ期間の月数」となります。 

    

譲受法人において譲渡損益の戻し入れ

事業年度の終了の日

譲渡損益の戻し入れを行います。 

        （
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 3/31

Y＋＋1 期 

12/31 

再譲渡 

××××    

会計グループ会計グループ会計グループ会計グループ
東京都渋谷区代々 木1-22
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の額に算入します。 

譲渡、償却、評価替え、貸倒れ、除却、その他こ

譲渡損益調整資産が減価償却資産・繰延資産譲渡損益調整資産が減価償却資産・繰延資産譲渡損益調整資産が減価償却資産・繰延資産譲渡損益調整資産が減価償却資産・繰延資産

損益調整資産が譲受法人において減価償却
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は譲渡事業年度に選択した方法を継続適用しなけ
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譲受法人の譲渡損益調整資産の耐用年数�

耐用年数は「支出の効果
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しなけ
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