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 今回のCARES Actでは、TCJAで廃止された欠損金の繰り戻し制度が復

活することとなり、2017年12月31日後2021年1月1日前に開始する課税年度

において生じる欠損金を過去5年まで繰り戻しすることを認める改正が行わ

れました。また、TCJAでは2018年期中に決算期を迎えるFiscal Year（例え

ば2018年3月期や2018年9月期等）の法人に対する欠損金の繰り戻しルー

ルも廃止されていましたが、今回のCARES Actでは過去2年の繰り戻し申

請が可能となりました。 

CARES Act施工後の発生年度ごとの欠損金の取り扱いは下記の通りで

す。 

法人税率が現在よりも高い2017年度以前の課税所得に対して欠損金を

繰り戻すことで、2018年度以降の繰り戻し又は将来年度への繰り越しを行う

よりも大きな節税効果を得ることが出来ます。 

なお、欠損金の取り扱いに関する改正の他に、過大支払利子税制（内国

歳入法第163条（j））の損金算入制限の緩和、適格リース物件改良費

（Qualified Improvement Property）に 関 す る 改 正、代 替 ミ ニ マ ム 税

（Alternative Minimum Tax）に係る税額控除に関する改正も行われており

ます。 

▶移転価格 

COVID-19の世界的な蔓延に伴い世界経済が減速している環境下に

おいて、企業の利益率低下や米国政府の税収入の減少が予想され、こ

れらが移転価格潜在リスクの増加及びIRS移転価格調査の活発化を招く

可能性があります。米国子会社の利益率の検証を行う利益比準法（すな

わちComparable Profits Method or “CPM”）は、米国では一般的に使用さ

れている移転価格検証方法ですが、不況下においては、売上の減少や

ビジネス再編等の臨時的支出が生じることで、米国子会社がターゲットと

している利益率を達成できないケースや通常では有効な移転価格構造

が連結ベースの課税所得との兼ね合いで非効率となるケースが考えられ

ます。一般的なグループ全体での移転価格リスク管理の手法として、研

究開発や無形資産を一つの拠点に集中させて、その他の拠点はリスクの

限定的な拠点・ルーティンの拠点として比較的低位安定的な利益率を保

つ手法があり、多くの日系企業もこのモデルを使用していますが、そのよ

うなリスクの限定的な拠点・ルーティンの拠点であっても、比較対象企業

や利益指標の見直し、特殊調整の必要性の検討、「不可抗力」による契

約責任の免除などの関連者間契約書の見直しを行うことが必要となる可

能性があります。また、IRSは売上が$50ミリオン以下の企業でも調査に

入った実例があります。「累積で営業損失があるので、IRSに移転価格調

査に入られてもCash Taxは出ない」と考えられている場合でも、調査年度

以前の時効が成立している年度の営業損失がそもそも不適切な移転価

格により発生したものであるという理由で、移転価格更正の際に累積の営

業損失とのオフセットをIRSが認めない実例があり、十分な注意が必要で

す。                （文責： Deloitte & Touche LLP 沖 隆士） 
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は材料を揃えることからですが、粉の種類、イースト菌（パンを発酵させ

るために不可欠）の種類、それぞれ種類がとても多く、また馴染みがな

かったので、最初は何を買えばいいのか調べるだけでもとても時間がか

かってしまいました。思い付きで始めたので、ホームベーカリーなどの家

電は持っておらず、生地は手で捏ねて作っています。主に強力粉、水、

砂糖、塩、バターなどを混ぜて作るのですが、初めは両手に生地がくっ

つき、かなりベタベタします。当初は、生地がまとまってくるということが信

じられず、諦めてしまおうかと思うほどでした。それでも根気よく捏ねてい

ると不思議と生地はひとまとまりになります。その後発酵させると生地の

大きさが2倍ほどに膨れるのですが、私は何ともこの瞬間が好きで、毎回

大きくなった生地を見て、よく育ったなぁと、とても愛おしい気持ちになり

ます。手で捏ねると力も時間も、そして根気も要りますが、満足できるも

のが焼けたときの喜びはひとしおです。日本にいたころは当たり前に食

べていたあんぱんやカレーパン、食パンなど、アメリカに来ても食べた

かったものはたくさんあり、いつの間にか暇さえあればパン作りをすると

いうのが日課になってきていました。

また同じ材料・分量で作っても、その

日の気温や捏ね方によって違いが出

てくるので、何度も試してみたくなり、

今ではやめられない趣味となってい

ます。最近は自由に出掛けられない

状況で、友達にも会えず、気持ちが

塞ぎそうになる時もありましたが、この

先今ほど自分の趣味に時間をとれる

ことはないだろうと思い、今のうちに思

う存分に楽しもうと思っています。 

駐妻のヒューストン日記 

第192回 藤田 唯 さん 

 2019年4月にヒューストンに引っ越し、早1年と半年を迎えようとしていま

す。結婚するまで実家で暮らしていたため、この引っ越しが私にとっては

人生初の引っ越しとなりました。学生時代を含め、英語が得意だったわけ

でもなく、海外旅行といえばアジア圏内で、アメリカの地に降り立つのも初

めてでした。渡米前は運転免許も持っておらず、渡米決定後急いで教習

所へ通う手配をし、休みの日にはせっせと通ったことを今では懐かしく思

います。ヒューストンに来た当初は、言葉もわからない、運転にも慣れてい

ないという状況で、近所のスーパーに行くのも不安でした。どこへ行くにも

まずは夫に助手席に同乗してもらい、如何に車線変更をしないで済むか

（車線変更が大の苦手でした…）を確認し、運転の練習をすることからの

スタートでした。 

 初めは不安だらけのスタートでしたが、徐々に生活にも慣れてきたころ、

毎日時間があるので何か始めたい！と思い、始めたのがパン作りです。も

ともとパンがとても好きでよく買っていましたが、ヒューストンに来てからは

やはり日本のパン屋さんのものとは違ったので、パンを買うことは少なくな

り、日本の総菜パンや食パンが恋しいなぁと思っていました。そこで目に

ついたのがアパートに備え付けられている大きなオーブンでした。こんな

に素敵なオーブンがあるのに、好きなものに使わないのはもったいないと

思い、全くの初心者でしたが、パン作りに挑戦しようと思ったのです。まず
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