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「租税相談事例研修会講義録」発刊にあたって 

 

税制・税務委員会では、会員の皆様向けに様々な活動を行っています。 

その一環として、当該冊子「租税相談事例研修会講義録」を作成致しました。 

当該冊子には、昨年度の税制・税務委員会主催で開催しました租税相談事例研

修会の内容を収録しています。 

  

・「 近の相続税・贈与税の税制改正」  

（開催日）平成２６年１１月１９日（水）  

（講 師）本部租税相談員 安島 和夫 氏（資産税担当） 

 

・「 近の相談事例の中から～法人税を中心として～」  

（開催日）平成２６年１２月５日（金）    

（講 師）本部租税相談員 倉田 次男 氏（法人税担当） 

 

・「近年における国際課税の動向等と 近の相談事例について」  

（開催日）平成２７年１月２２日（木）    

（講 師）本部租税相談員 川田  剛 氏（国際租税担当） 

 

研修会当日の配布資料につきましては、近畿会ウェブサイト会員専用ページ 

「各種公表物」よりご確認下さい。（ＩＤ：kinki パスワード：harukas300） 

 

継続的専門研修制度において、「税務」に関する研修科目２単位が必須化さ

れたことに伴い、税制・税務委員会では税務に関する研修を数多く開催してい

ます。 

今回、会員の皆様のお役にたてればと考え、上記の研修内容について、小冊

子化を行いました。会員の皆様が税務に関する業務に関与するにあたって、当

該冊子がお役に立てれば幸いでございます。 
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租税相談事例研修会 

平成 26 年 11 月 19 日（水） 

 

【講演】 

「 近の相続税・贈与税の税制改正」 

本部租税相談員  安島 和夫 氏 

 

 ただ今、ご紹介いただきました安島和夫でございます。日頃は租税相談室で会員の先生

の皆さんには大変お世話になっております。高い席からではございますが、あらためて御

礼申し上げます。 

 今日は、「 近の相続税・贈与税の税制改正」ということでお話をさせていただこうと

思っております。 

ご承知のとおり、従来の税制改正は、秋になって、改正案が出てきて通常国会で可決・

成立し、４月１日から施行、場合によっては１月１日から施行ということで、年次、年次

できちっと整備されていましたが、 近の改正は、平成 25 年、26 年の改正が、施行は平成

27 年 1 月 1日からのものもあります。さらに、平成 26 年中の施行というような相続・贈与

税関係が、いつ施行になるのかというのが非常に複雑になっておりますが、来年になれば、

取りあえずは一通り施行になるということです。 

ご承知のとおり、平成 25 年に成立した法律においては、ほとんどが、平成 27 年 1 月 1

日が施行であり、あとひと月ちょっとになるわけです。そこで大幅な改正、どちらかとい

えば、税負担が多額になるというような改正が多々盛り込まれていますので、先生の皆様

方は、 近、クライアントからこういう税金が高くなるようだけれども、どうしたらいい

かといろいろ聞かれているのではないでしょうか。特に、相続税・贈与税というのは親族

間の問題が絡む話で、直ちにこうですよということで、１＋１＝２ですよという言い方は

非常に難しい場合もあるのではないかなという気もいたします。 

そういう家族問題は別と致しまして、今回の税制改正について、多少、従来の取扱いを

含めて、この税制改正に対応していくにはどうしたらよいかということも踏まえて、お話

をさせていただきたいと思います。今日は３時間ということで、長時間で申し訳ございま

せんが、よろしくお願い致します。 

まず、このお話に入る前に申し訳ないのですが、レジュメで字句の誤り等が３カ所ほど

ありますので、訂正させていただきます。 

まず、２ページを開けてください。２ページの一番上にゴシック括弧書きで「改正後の

法律」と書いてあります。この中の３行目です。「相続税法１条の３第二号（相続税）」

と書いてあります、この本文のところの「相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる

者であって、当該財産を取得したとき」という、この「とき」というのは平仮名でなく、

時間の「時」にしてください。これは法文ですから、やはりきちっと「とき」というのを
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時間の「時」で書かないといけないところを、私がうっかりミスってしまいましたもので、

申し訳ございません。ここのところの「とき」を時間の「時」に直してください。 

それから、次の３ページです。３ページの上から９行目になりますが、８行目に「留意

事項」というのがございます。そのすぐ下に「被相続人の数は」となっていますが、これ

は「法定相続人の数は」に直してください。被相続人ではございません。申し訳ございま

せん。これは「法定相続人の数」に直してください。 

あともう１カ所、22 ページです。22 ページの一番上に「改正法の適用期間」というのが

ございますが、ここのところで「平成 24 年 1 月 1日から」となっていますが、これは「平

成 25 年」にしてください。「25」に直してください。これはちょっと、私が条文を見間違

えて、本来の規定は 24 年 1 月 1日からこの特例が適用になるのですが、改正部分だけは平

成 25年からということであったものをうっかり間違えてしまいました。ここは「24」を「25」

と直してください。よろしくお願いいたします。 

一応、22 ページのこの「24」を「25」と、それから３ページの「被相続人」を「法定相

続人」と、それから２ページの「とき」を漢字の「時」に直して下さい。この３つが取り

あえず誤っておりますので、ご訂正をよろしくお願い致します。 

それでは、早速始めたいと思います。 

初は、平成 25 年度の税制改正を取り上げたものです。平成 25 年度の税制改正は項目

が非常にたくさんございます。目次を見ていただいてもお分かりのとおり、ほとんど相続

税・贈与税関係の大きなところがかなり改正になっているということで、さらにその後、

平成 26 年においてもかなりの改正があるということですので、今日はちょっと盛りだくさ

んになりますが、よろしくお願いいたします。 

それでは、まず１ページをお開けください。「平成 25 年度の相続税及び贈与税の税制改

正」ということで、第１点は「相続税・贈与税の納税義務の改正」という、税としては根

本的な改正が行われています。 

まず、この改正についてですが、先生方もご承知のとおり、 近はわが国においても国

際化してきたということは否めないのではなかろうかと思います。そうしますと、相続・

贈与の場合においても、国外財産を持っているという方もかなりいらっしゃるのです。そ

こで相続が発生した場合に、当然、日本国内に住所を有する方は無制限納税義務者ですか

ら、問題なく、国外財産であろうと、国内財産であろうと、すべての財産が、被相続人が

持っていたものは課税になるというのは、これは当たり前のことですが、今回の改正は、

国外財産を国内にいる人が所有しており、相続又は遺贈若しくは贈与によって取得した人

は国外にいるという場合です。国外財産を国外の人が取得したということになるわけです

よね。その場合、今までの相続税又は贈与税の納税義務規定においては、こういう方につ

いては日本では課税がされていなかったということがあったわけです。 

そこで、財産家の方は、そこをうまく利用しようということで、相続人又は受贈者を、

例えば外国、外国というとちょっとややこしいから、取りあえず、例えば、アメリカへ移
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住させ、日本国籍も離脱させてしまい、日本にいるお父さんがアメリカの土地を買って、

その国外に行った子どもに贈与するということをやると、日本の贈与税が全然課税されま

せん。また、亡くなった場合には、相続税が全然課税されないということで、まさに、納

税義務を免れることができるということが行われていたということです。節税策と言えば

聞こえがいいのですが、そういうことが行われていたわけです。 

そのようなことから、今回の改正においては、こういうケースについても相続税・贈与

税を課税しようではないかということで、大幅な改正といえば、大幅な改正だということ

ではなかろうかと思います。 

そこで、まずこの１ページの「改正前」というところを見ていただきたいのですが、括

弧書きです。相続又は遺贈若しくは贈与により財産を取得した者が、「日本国内に住所を

有せず、かつ、日本国籍も有しない場合は、日本国内に住所を有する者から、国外に所在

する財産を取得した場合には、日本の相続税又は贈与税が課税されません。」となってお

りました。 

先ほども申しましたように、こういう規定になっており、これを記述してみると、これ

は、お父さんということで例にしていますが、べつにお父さんに限りません。誰でもいい

のです。分かりやすく父という書き方をしたのですが。お父さんが国内に居住しており、

国外所在財産を相続又は遺贈若しくは贈与により子どもが取得したケースです。その場合

には、その下にあるとおり、日本の相続税又は贈与税は課税されませんでした。無論、子

どもは外国籍、国外居住というケースの場合には従前の法律では課税されませんでした。 

ところが、改正後を見ていただきますと、改正前に該当する場合においても、日本の相

続税又は贈与税が課税されることに改正されました。要は、国外所在財産を相続又は遺贈

若しくは贈与した場合であっても、これは取得した者に日本の相続税又は贈与税が課税に

なることに改正されたわけです。 

その具体的な法律は、２ページを見ていただきたいのですが、このような規定になった

わけです。相続税法１条の３第二号が相続税の納税義務規定ですが、本文は従来と変わり

がありませんけれども、「相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であって、当

該財産を取得した時において、この法律の施行地に住所を有しないもの」と。同号イが、

一般的な日本国籍を有する者の規定であり、ロは「日本国籍を有しない個人（当該相続又

は遺贈に係る被相続人が当該相続又は遺贈に係る相続開始の時において、この法律施行地

に住所を有していた場合に限る）」という規定が新たに盛り込まれたわけです。 

次の贈与税についても同じような規定です。ロは、「日本国籍を有しない個人（当該贈

与をした者が当該贈与の時において、この法律の施行地に住所を有していた場合に限る）」

と。このようなことで冒頭に申し上げましたとおり、国外財産で国外に住所、国籍がある

人が、日本国内に住所がある者から贈与を受けた場合又は相続若しくは遺贈によって財産

を取得した場合には、日本の相続税又は贈与税が課税されることに改正され、それだけ課

税の範囲が広がったといえば、広がったということではなかろうかと思います。 
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また、先ほども申しましたとおり、この規定がなかったことを利用して節税策を図ると

いうことができなくなったということになるわけです。節税策をした方はそうそう多くは

ないとは思うのですが、やはりこういうことをやる方は、どちらかと言えば財産家が多い

わけです。たくさん財産があって、将来の相続をどうするかということで、こういうこと

に気がつくというか、やられる方がいるということから、税金の課税の公平ということを

考えますと、こういう規定を設けざるを得なかったといえます。これもまさに日本の国際

化の一つの現れではないかと思います。 

以前は、国外に財産を所有している方は、そうそうはいなかったのですが、現在は非常

に国際化してきましたので、国外に財産を持つ方もかなり多くなってきています。おそら

く先生方のクライアントの方でも、国外に財産を持っている方もいらっしゃると思います

ので、そのような方がございましたら、こういう改正があったことを説明されることも必

要ではないでしょうか。 

ここで留意事項を入れておきました。住所というのが非常に大事な問題になっています

ので、住所について相続税法基本通達では、「住所」とは、各人の生活の本拠をいいます。

生活の本拠とは、客観的事実によって判定することになります。なお、同一人について２

カ所以上の住所はないものとします。 

さらに、留学や海外出張など、一時的に日本国を離れて国外に住んでいたとしても、こ

れはあくまで日本国内に住所があることになります。このような納税義務の改正は、平成

25 年 4 月 1 日以後の相続又は遺贈若しくは贈与について適用されます。したがって、もう

既に施行されております。ここのところは、施行日のところだけでも黄色いマーカーか何

かを引いておいてください。これから、いろんな施行日が出てきます。この規定だけは、

平成 25 年 4 月 1日以後施行ということです。 

それでは、次の改正は２ページの２です。「遺産に係る基礎控除額の引き下げ」です。

これにつきましては、一時、バブル時代で非常に地価が高騰したということもあって、相

続税負担が非常に多額ということで、基礎控除額の引き上げということが行われたわけで

すが、その後、地価が下落してきたということから、基礎控除額が多額ではないかという

ことで、租税負担の適正化ということから基礎控除額の引き下げが行われたわけです。 

２ページの表を見ていただきたいのですが、これで見るとよくおわかりになると思いま

す。昭和 63 年には、基礎控除額は「2,000 万円＋400 万円×法定相続人の数」だったわけ

です。昭和 63 年はまだバブルよりちょっと前の時代ですが、地価はもうかなり上がりかけ

ています。併せて、後で税率の話も出てきますので一括してここへ載せたのですが、 高

税率は 75％だったのです。随分高かったですね。 

さらに、平成６年１月ですと、もうバブル絶頂期からちょっと下がり始めたかなという

時代ですが、基礎控除額は「5,000 万円＋1,000 万円×法定相続人の数」ということです。

例えば、法定相続人が母親と子ども２人であれば、8,000 万円の控除があり、この控除が、
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ずっと現在まで続いているわけです。そこで、税率を見ていただきますと、 高税率は 70％

ということで、税率はかなり高いです。昭和63年以前の75％よりは若干減少しております。 

さらに、平成 15 年 1 月になりますと、基礎控除額は変わりませんが、 高税率はさらに

下がって、50％になりこれが現行法です。50％が 高税率という状態であったわけです。

これが平成 27 年 1 月からは基礎控除額が「3,000 万円＋600 万円×法定相続人の数」とい

うことで、現行法の約 60％になり、要は 40％減額されたことはかなり大きい基礎控除額の

減額ではなかろうかと思います。 

それと併せて 高税率についても、後ほど出てまいりますが、ここに書いてあるとおり、

55％ということは、税率もちょっと引き上げたというような 高税率で、相続税で見てみ

ますと、かなり相続税が課税になる方が増えることでしょう。これが 27 年 1 月 1日以降で

すので、だいたいあとひと月半経ってから亡くなった場合には、3,000 万円＋600 万円で計

算しなくてはいけないということになりますので、先ほど申しましたお母さんと子ども２

人だった場合には、4,800 万円しか控除できないことになります。一番高い時には 8,000 万

円控除になっていたのですが、それが 4,800 万円になってしまうと。4,800 万円といいます

と、普通の宅地を持っていて、預金、有価証券等を持っていると、5,000 万円ぐらいになる

方がかなり多いのではないかなと思うのです。したがって、課税対象者がかなり増えてく

るのではないかということです。 

後ほど出てくる居住用宅地については小規模宅地等の特例もありますから、一概には言

えませんが、いろんな書物等によりますと、都心部の住宅地に住んでいる人は、ほとんど

課税になってくるのではないかと言われております。小規模宅地等を使っても、まだ課税

になるというケースも出てくるのではないかということで、だいぶいろんな税関系の雑誌

で今話題になっていることは、先生方もご承知のとおりです。 

３ページをご覧ください。具体的な改正はここに算術計算で書いたとおり、改正前は

「5,000 万円＋1,000 万円×法定相続人の数」、改正後は「3,000 万円＋600 万円×法定相

続人の数」となります。この施行は平成 27 年 1 月 1日以後の相続又は遺贈です。あと、ち

ょうどひと月半程度経つと施行です。 

そのため、変な話ですが、亡くなるなら年内にというばかなことを言う人もいますけれ

どもね。そんな、むちゃなことはないですが。この数字だけを見ますと、そんなことも言

いかねないという方もいらっしゃるようです。 

あと、留意事項をここに載せておきました。これは一般的な、べつに税制改正とは関係

ないのですが、まず、法定相続人の数というのは、あくまで基本的には民法（民法第５編

第２章）に定める相続人の数をいうということは、先生方もご承知のとおりです。 

ただ、相続税の法定相続人の数については、養子がある場合には、一定の数が相続人と

なります。また、法定相続人の数については、相続の放棄があった場合でも、放棄がなか

ったものとして相続人の数にカウントすることから、法定相続人の数というところでは、

相続の放棄があったとしても、その数を入れて計算してもいいですよということです。 
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ただ、養子については制限がございまして、次の丸を見ていただきたいのですが、養子

がいる場合の相続人の数ということで、これはだいぶ前に相続税法が改正になったのです

が、これもやはり節税策が取られていたのです。ぼつぼつ親が危ないなと思った場合、お

嫁さんとか、お孫さんをみんな養子に入れてしまうわけです。それで、相続人の数を増や

すことによって、先ほどの法定相続人の数を増やします。例えば、いっとき前であれば、

実子が５人ぐらいはざらだったのです。ですから、かなり控除があるのに、それをさらに

増やして、あと５人増やそうということで、お嫁さんとか、孫、甥っ子、姪っ子をみんな

養子にしてしまうという節税策がはやったようです。 

そこで、民法上の養子という問題はさておきまして、相続税の計算上の法定相続人の数

については、これは限定しようではないかということで、べつに民法上の相続を認めない

というわけではなくて、法定相続人の数の計算上は認めませんよということで、相続税法

15 条第 2 項に特例が設けられたわけです。これは真ん中の丸にあるとおり、被相続人に実

子がいる場合には、養子が何人いても、１人しかカウントしないことになりました。 

それから、ロで実子がまったくいなかったといった場合には、養子の数は２人だけ認め

られます。これはあくまでも数の話です。民法上、相続人であることには変わりはありま

せんから。そこのところは誤解のないようにお願いします。 

ただ、養子という人にもいろいろなケースがありまして、養子のうち、次に該当する者

は実子とみなされますということで、養子関係についてもいろんなケースがありますので、

これをすべて単純に養子だから、１人又は２人と単純に判断せず、養子の事実関係を把握

する必要があります。具体的には、ここにイ、ロ、ハ、ニと書いてございます。 

まず、特別養子縁組よって養子となった人です。この人については、実子とみなします。

この特別養子縁組というのは、民法 817 条の 2 において特別養子縁組という制度がありま

す。特別養子縁組制度も昭和 62年に民法改正によってできた制度で、実親はいるのですが、

親がどうしても面倒を見られないというようなケースの場合、特別養子縁組をして養子に

迎えるということを、家庭裁判所の許可を取ってやるということができる制度なのです。

この養子については、単なる養子ではないということから、養子の数にはカウントせず、

実子としてカウントします。 

それからロは、被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった者ということで、は

っきり言えば、連れ子です。配偶者の前の婚姻関係で生まれた子供であり、この子供は、

親が離婚して、再婚したケースです。 

先生方はご承知のこと思いますが、甲、乙、丁がいて、乙と丁の婚姻関係においてＡが

生まれていたが、その後、離婚をしてしまったといった場合に、乙が今度、甲と再婚した

といった場合に、このＡさんを連れて養子縁組をするというケースです。こういうケース

が、ロです。配偶者の実子で被相続人甲の養子となった者というケースについては、やは

り同じ養子といえども、ちょっと事情が違うということから、実子と同じということです。 
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それから、その次はハです。被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者との特別養子縁組

により養子となった者で、婚姻後に被相続人の養子となった者です。これは、この方が特

別養子縁組だったというケースです。イである方です。何らかの事情で特別養子縁組をこ

の人と組んでいたというケースです。 

この特別養子縁組をした人が、その子供をこの人が引き取った場合。養子縁組をしたと

いったケースも特別の実子として見ましょうというケースです。これはあまり例はないと

思います。特別養子縁組制度そのものが、本来の家族関係で家族を構成しますよというこ

とで特別養子縁組が認められているのですが、例はあまりないと思うのですが、あった場

合には、こういうようなことになります。 

それからニは、実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始前に死亡し、又は相続権

を失ったため相続人となったその者の直系卑属です。すなわち、代襲相続ということです。

既に亡くなったといった場合には、その下に、仮に子どもがいる場合には、それを認めま

しょうということです。 

ちょっと複雑な制度ですが、こういう方についても実子と見ましょうということです。 

こんなふうに、養子については複雑な相続税の規定になっていますが、 近は非常に少

子化になったということもあって、場合によってはいろいろとケースがあるのではないか

と思います。 

それでは、次にまいります。その次は３ページの下から７行目の「相続税・贈与税の税

率構造の見直し」です。相続税の税率構造につきましては、先ほども表をご覧いただきま

したが、実質的に税率が昭和 63 年以降、基礎控除の引き上げと同様に、バブルの地価高騰

ということによって、かなり改正が行われてきています。ところが、 近、土地等の地価

が下落したということで、やはり税率構造も見直さなければいけないのではないかという

ことで、相続税の税率構造の見直しが行われました。 

４ページをご覧ください。４ページの（２）が、「相続税の税率構造の見直し」です。

この税率構造につきましては、 高税率が改正前は 50％だったのですが、改正後は 55％と

なり、さらに、その途中の３億円以下についても 45％となり、従来は 40％でしたが改正さ

れております。要は、段階が従来は６段階になっていたわけですが、今回の改正によって

８段階になって、 高税率が５％アップされました。どちらかといえば、財産額の多いと

ころについて、税率の改正がおこなわれたということです。 

留意事項にも書いておきました。６段階から８段階へと、２段階増加し、 高税率が 50％

から 55％ということで５％上昇し、課税が強化されました。この改正を見ますと、基礎控

除の引き下げ、税率の引き上げということで、相続税に限って言えば、かなり税負担が多

くなります。これは、ある程度の財産を持っている方ということになるかもしれませんが、

こういう改正が行われています。 

その次が、「贈与税の税率構造の見直し」です。これにつきましても、やはり贈与税と

いうのは相続税の補完税であるという観点から、相続税の税率を動かす以上、贈与税も動



10 
 

かしませんと、贈与のほうが安いのであれば、生きているうちに早く贈与してしまえとい

うことにもなりかねませんので、４ページの一番下が改正前ですが、５ページの一番上が

改正後です。これは、やはり 高税率が 55％ということで、贈与税についても、さらに６

段階から８段階というふうに改正がされたということです。 

この税制改正につきましても、相続税・贈与税の税率は、共に平成 27 年 1 月 1日以後の

相続又は遺贈若しくは贈与について適用になります。 

その次に５ページの「未成年者控除」です。未成年者控除というのは、ご承知のとおり、

税額控除です。これはここにも書いておきましたが、昭和 25 年のシャープ勧告において設

けられたもので、この頃は課税価格控除だったのですが、それが、昭和 33 年の大きな税制

改正によって税額控除方式に変わりました。当時の税額控除方式になった時は、控除額が

１万円ということのようです。昭和 33 年ですから、随分前のことです。 

ただ、その後、控除額は何回か改正されていますが、昭和 63 年に６万円に引き上げられ

てから、まったくその後は改正になっていなかったということで、改正前は 20 歳までの１

年につき６万円ということですが、改正後は 10 万円となりました。これは 20 年以上改正

になっておりませんでした。実質的には平成になってから、全然改正になっていないとい

うことなのです。そのまま据え置かれていたということです。これだけ長い間そのままに

なっていたということで、果たしてどうだったのかということもあるのですが、今回の改

正で６万円が 10 万円ということで倍まではいかなかったのですが、まあまあという引き上

げがおこなわれたということです。これにつきましても、平成 27 年 1 月 1日以後の相続又

は遺贈について適用されます。 

留意事項として、これは改正とは直接関係ありません。一般的な話です。まず、第１点。

未成年者控除の適用を受けることができる人は、相続人が被相続人の相続開始時において、

次のすべてに該当する者です。まず、日本国内に住所がある者又は日本国内に住所がない

者で、次のいずれにも該当する者です。日本国内に住所があれば、問題なく未成年者控除

の適用はあるのですが、住所がない場合には、この５ページから６ページにわたりまして、

まず、その者が日本国籍を有していること。それから、その者又は被相続人が、相続開始

前５年以内に日本国内に住所を有したことがあること。こういうような条件がありまして、

この要件を満たせば日本国内に住所がなくても、未成年者控除の対象となります。 

あと、（２）及び（３）は当たり前で、20 歳未満であること、又は法定相続人であるこ

とということで、この場合も相続の放棄があった場合には、なかったものとしますという

ことになっています。 

その次の留意事項ですが、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額から控除不

足が出るということは、未成年者に控除額の残額があった場合には、扶養義務者から控除

をすることができるということになっています。 
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その次の丸で、念のため、扶養義務者とはどういう人をいうかということで書いておい

たのですが、扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、３親等内の親族の

うち特別の事情があると家庭裁判所が認め、扶養義務を負わせた者をいいます。 

それから、未成年のうちに、例えば父親が亡くなって、その後、また、母親も亡くなっ

たというケースも場合によってはあるのではないかと思うのです。そういうケースの場合

には６ページの３つ目の丸ですが、既に未成年者控除を受けていた場合には、既に控除を

した残額が控除額になります。 

それから４つ目の丸は、これは単純な計算ですが、年齢の端数計算の話です。控除額計

算の算式を見ていただきたいのですが、７歳５カ月の方が相続によって未成年者控除の対

象となったといった場合には、20 歳から７歳５カ月を引きますと、12 歳 7 カ月になるので

すが、これを 13 年というふうに切り上げていただいて、13 年×改正後の 10 万円で 130 万

円という計算になります。切り捨てではありません。 

その次は、「障害者控除」です。障害者控除が設けられているのは、いまさら申し上げ

るまでもございませんが、障害者の方の生活の安定ということであり、どうしても生活費

がかなり掛かるということから、昭和 47 年以来、この障害者控除制度が設けられたという

ことです。今回の改正前は年齢 85 歳までについて、１年６万円。ただし、特別障害者につ

いては 12 万円ということになっております。これも平成になってから、一度も改正にはな

っておりません。改正後は、１年につき 10 万円、特別障害者については 20 万円となり、

この改正についても平成 27 年 1 月 1日以後の相続又は遺贈に適用になります。 

それから、７ページです。相続人が 85 歳未満で、次のすべての要件に該当する時は、相

続税の額から一定の金額を控除することができるということで、これはまさに障害者控除

の要件を書いたものです。日本国内に住所がある者で、障害者であって、かつ、法定相続

人であるいう、イ、ロ、ハの要件が必要です。 

それから、障害者控除につきましても、先ほどの未成年者控除と同じように、端数の月

数は切り上げて計算します。この例では 55 歳 7 カ月の方が障害者であって、控除の対象に

なったといった場合には、85 歳から 55 歳 7 か月を引くわけです。29 歳 5 カ月ですが、こ

れは 30 年と計算してください。 

それから、その後の一般障害者の範囲については、これは従来の取扱い通達です。これ

は後で読んでおいてください。 

次に、８ページの特別障害者です。これについても、規定に従った障害者だった場合に

は、特別障害者と一般障害者というふうに分けていますので、後でどういう方かというこ

とを読んで下さい。 

それから、８ページの真ん中辺、これも従来からある取扱いですが、一般障害者又は特

別障害者の規定とちょっと異なりまして、弾力的な取扱いです。これは障害者として取り

扱うことができるものということで、上に書いてある一般障害者、特別障害者というのは、

きちっと何らかの指定を受けた者又は手帳等の交付を受けている者という規定になってい
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るわけですが、この障害者として取扱いをすることができる人というのは、ここに書いて

あるとおり、相続開始の時において、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていないとか、

身体障害者手帳の交付を受けていないとか、戦傷病者手帳の交付を受けていないという方

が世の中にはおり、そんな制度は知らなかったという方も結構いらっしゃるわけです。そ

ういうことから、現実的にこういう方であった場合に、障害者控除の適用を受けられない

というのはいかがなものかということから、取扱いで８ページの（１）にあるとおり、障

害者の範囲を拡大したということで、（１）は障害者手帳、戦傷病者手帳とか、いろいろ

ございます。そういうものの交付の申請中に亡くなったというケースです。 

そのようなことから、手帳の交付を申請中だったとか、また（２）はいろんな規定があ

るわけですが、お医者さんの診断によって相続開始時の現況において、明らかに手帳に記

載されている障害があり、事実上障害があるという方だけれども、手帳の交付までは受け

ていなかったということで、そういう人については、これは実質上で認めましょうという

取扱いがあります。先生方も十分おわかりとは思うのですが、必ずしも手帳をきちっと持

っていなければ、直ちに適用にならないということではありませんということを頭の隅に

ちょっと置いておいていただいて、なかなか事実問題は難しいかもしれませんが、交付申

請中かどうかとか又はお医者さんに相談してみたらいかがですかということも、場合によ

っては、今は高齢化社会ですので障害を持っている方もかなりいらっしゃいますので、そ

の辺も頭の隅にちょっと置いておいていただければと思います。 

９ページへいきます。今の障害者の区分は別といたしまして、控除額のほうも平成 27 年

1 月 1日以後の相続又は遺贈について適用されます。 

それから９ページの６、「相続時精算課税の選択」ということで、これは贈与税の問題

ですが、贈与税は「暦年課税」と「相続時精算課税」の２つがあることはご承知のとおり

です。そこで、内容的に改正になったのは、真ん中のこの改正事項のところをご覧くださ

い。贈与をした者が 65 歳以上から 60 歳以上の者に引き下げられました。この施行も平成

27 年 1 月 1日以後ということになっています。 

それから、留意事項です。これは贈与者を 65 歳から 60 歳に引き下げた理由は、精算課

税ができて、いろいろ意見はあったのですが、ちょっと 65 歳というのは年寄りすぎるので

はないかという意見があったようなのです。そこで、早く資産を若い人に渡すことによっ

て経済の活性化を図ろうということにより精算課税制度はできた制度ですので、もうちょ

っと引き下げたほうがいいのではないかということで、60 歳に引き下げたということにな

ったわけです。 

留意事項は一般的なものですが、精算課税の適用を受けた贈与者が死亡した場合にどう

なりますかということです。それは相続税の課税価格に加算されるということは当然のこ

とですが、その場合の加算の価格は贈与時の時価によりますということで、ここが大事な

ところというか、難しいところなのです。精算課税は生きているうちに贈与するわけです

から、例えば極端な話を言いますと、時価高額時に、精算課税制度があったとしたら、例
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えば、地価が平米 50 万円していたとものが、今になったら 20 万円になっていたといった

場合に相続が発生した場合には、50 万円で相続税の課税価格に加算されてしまうわけです。 

逆もあるわけです。贈与時は 20 万円で贈与し精算課税の適用を受けたところ、10 年経っ

て亡くなったら、40 万円になっていましたといった場合には、この相続時の加算は 20 万円

で加算ということになります。このケースの場合には、大儲けと言ったらおかしいですが、

随分課税価格が違ってくるということもありますので、先生方が精算課税の相談を受けた

場合に、この辺をはっきりと言っておきませんと、精算課税というのはずっと先になって

課税関係が起きてくるので、あの時先生にそこまで聞いていたならばやっておくんだった

なとか、または、やらなきゃよかったなと言われないように、念のため、そういうことも

説明しておきませんと、精算課税というのは非常に将来の話です。 

それから２番目の丸は、精算課税というのは一度適用を受けた場合には、その方からの

贈与については全部精算課税に入っていくということで、たとえ１円をもらったとしても、

精算課税の対象になりますということをここに書いておきました。私はよく冗談半分に、

バスに乗ったら途中下車はできませんよ。精算課税というバスに乗ったら、途中下車はで

きませんからねという言い方をするのです。そういうのが精算課税です。 

それから、精算課税については先ほども言ったとおり、いろいろと問題はあろうかと思

うのですが、ここの９ページの一番下に書いてあるのは、早く若い人に財産を移転すると

いうこと、これについて、やはりメリットがあるということです。 

当面、精算課税については、2,500 万円の特別控除があるわけですが相続では精算しなく

てはいけません。2,500 万円の財産が、取りあえず税金の負担なくして若い人に渡せるとい

うこと。これは１つの大きなメリットではないかということです。 

それと、仮に超えた場合であっても、今、贈与税は 高税率が 50％ですが、取りあえず

20％の税率で納めればいいということですので、当面の税金負担は、精算課税にはかなり

メリットがあるということです。 

次に、10 ページの２番目の丸です。養子縁組の解消によって、特定贈与者の推定相続人

でなくなった場合においても、引き続き精算課税が適用されます。要は、養子縁組を解除

するということも養子の場合はあるのです。その場合でも、引き続き精算課税は残ります

ということですので、縁組解除後に贈与することはないとは思うのですが、それがないと

しても、この贈与した贈与者が亡くなった場合には、縁組解除をした場合でも、相続税の

申告に加わることになり、親族関係がちょっと、うん？というような家族関係の場合、あ

いつはうちから出ていったくせに、また加わらなくてはいけないのかと。おい、どうする？

ということで、精神的な問題かもしれませんが、精算課税にはこのようなこともあります。

例はあまりないとは思うのですが、そういうこともあります。 

それから、当然、精算課税は期限内申告ということが前提ですので、期限後申告の場合

には適用がありません。 
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その次の丸は、精算課税は先ほども言ったとおり、１円でも加算対象となりますという

ことですから、当然、暦年課税の 110 万円以下であっても、これは精算課税を選択した者

から贈与を受けたものはすべて加算になります。さらに、期限後申告になったといった場

合に、当然、20％の税率で計算するのですが、加算税、延滞税も賦課されるというケース

も出てくるということです。 

さらに、一番下の贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合のケースですが、たまたま

そういうケースもあろうかと思うのですが、贈与してからその年内に亡くなったというケ

ースの場合には精算課税の申告、贈与税の申告が必要です。これはいつするのかというと、

贈与税の申告か相続税の申告のいずれか早いほうで申告をしてください。いずれか早いほ

うで申告をしてくださいということですので、この辺もご注意していただきませんと、高

齢者が非常に多いことによって、精算課税がおこなわれるケースもございますので、その

辺も併せて見ていただく必要があるのかなと思います。 

次に、11 ページです。贈与者との養子縁組により、年の途中で贈与者の推定相続人にな

ることがあります。年初に贈与をし、贈与者が年末に亡くなった場合。すなわち、 初の

贈与後に養子縁組をし、養子縁組後に２回目の贈与をするというケースが場合によっては

あるかもしれません。このケースは、例えば、甲が贈与を受けて、贈与者が乙というケー

スの場合、年初にまず贈与を受けたとき、この時はまだ、乙とは何ら縁組関係はなかった。

ですが、その後、年内に乙と養子縁組をした場合は、当然相続人になるわけです。すなわ

ち、養子縁組前は精算課税の適用なく暦年課税になります。しかし、養子縁組後の贈与は

精算課税の適用を受けることができます。 

 例は少ないかもしれませんが、養子に迎えるような人ですから、養子に迎える前に財産

を少し、例えば、経営している会社の株式を少し贈与するということをやっている例もあ

ります。贈与したら、会社のために非常に頑張ってくれたという場合、いっそのこと、う

ちの養子にして会社を引き継がせるかということをやって、引き継いだ時点で、おまえは

今度は代表者をやれということで代表者になったなら、もっと株式を持っていないと社長

と言えないなというので、また贈与するということを、場合によってはやるケースもある

のではないでしょうか。 

 こういうケースの場合には、暦年課税と精算課税の２つになってしまいます。それが、

この 11 ページの上から３行目の、養子縁組によって、年の途中で推定相続人になった場合

です。 

その次は、「特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の非課税の改正」です。まず、

税制改正において、非課税額の改正が行われています。これにつきまして、6,000 万円の控

除が通常なのですが、さらに、非課税額の改正のところの括弧書きで、「特定障害者のう

ち特別障害者以外の者にあっては 3,000 万円」という２つに制度が分かれたということで

す。 
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「特定障害者」というのは、どういう者かということですが、ここに丸で書いておきま

したが、特定障害者とは、相続税法 19 条の 4第 2項に定める「特別障害者」及び同条項に

定める「障害者」（特別障害者を除く。）のうち、精神上の障害により事理を弁識する能

力を欠く状況にある者、その他の精神に障害がある者として、政令で定める者をいいます。

新たに「特定障害者」という制度が設けられていますので、ちょっとご注意していただく

必要があります。 

なお、12 ページに特定障害者扶養信託契約というのを結ぶ必要がありますので、それに

ついて書いておきましたので、これは後ほどご覧ください。 

それから、12 ページの８、「相続税の物納」です。物納制度というのは、これは相続税

に限った規定で、租税は一般的には金銭納付ということが通常ですが、物納は相続税が財

産課税であるということから認められていることはご承知のとおりです。ただ、物納でき

る財産について、一部改正が行われました。いわゆる、物納できない財産です。管理処分

不適格財産ということです。 

ここのところの８番の上から４行目、「しかし」というところで、暴力団員等が借地権

を有する土地や暴力団員を役員とする法人の株式を国が収納した場合には、一般競争入札

等により売却することが困難であり、物納財産を早期に換価処分することができません。

近では、暴力団員による不当な行為防止等に関する法律の一部改正の法律によって、国

の事務・事業に対する暴力団員等による不当な行為の防止・不当な影響の排除が国の責務

として定められているなどの流れの中で、これらの財産が物納されると、国自体が、暴力

団員等と賃借等の契約関係を締結すると。暴力団員等と何らかの関係を有する法人の株主

となると不当な影響を受けることも考えられ、今回改正されたということです。要は、管

理処分不適格財産になるということです。 

改正の内容としては、不動産と株式について、改正になっています。まず、12 ページの

下から 10 行目の不動産について。要は、地上権、永小作権、賃借権などの権利が設定され

ている場合に、次に掲げる者が権利を有しているものは、暴力団関係者（（１）、（２）、

（３））であることから、これらの人が権利関係に絡んでいた場合には管理処分不適格財

産ということで、その土地を物納することはできません。 

それから 13 ページにおいては、株式です。暴力団員等によりその事業活動を支配されて

いる株式会社又は暴力団員等を役員とする株式会社が発行した株式についても物納ができ

ません。この改正規定につきましては、平成 25 年 4 月 1日以後の相続又は遺贈について適

用されます。 

その後に書いておいたものは、べつに暴力団とは関係ございません。一般的な物納につ

いて、つけ加えさせていただいたものです。物納できる財産というのは、ここにあるイ、

ロの財産は物納をすることができます。ただし、ロについては、第１順位、第２順位、第

３順位の順で、物納が認められるということになっています。 
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次に、物納申請財産で後順位になっている物納財産については、税務署長が特別な事情

があると認めた場合に限られます。当然、物納は物納申請書の提出が必要です。13 ページ

の一番下ですが、場合によっては、物納申請書を何らかの事情で提出できない場合には、

延長届出書を提出できます。土地などの場合には、地積などを測って、場所を確定しませ

んと物納ができませんので、どうしても時間がかかるのです。そうすると、申告期限まで

に提出すべき書類が間に合わないということも場合によっては出てくるということもござ

いますので、そういう場合には、延長届出書を出すことができることになっています。 

さらに、14 ページです。税務署長の処置といたしまして、原則的には物納申請から３カ

月以内に許可又は却下をすることになっています。 

次に、物納の収納価額です。これは大事なことです。物納財産を国が収納する時の収納

価額は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額によります。し

たがって、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた相続財

産を物納する場合の収納価額は特例適用後の価額となります。小規模宅地等はご承知のと

おり、80％又は 50％の課税価格の控除があるわけですが、これを控除した後の価額の 20％

又は 50％で収納されてしまうということですから、物納を予定していた自宅は、例えばこ

の際、うちは別荘もあることだから、今住んでいるところの自宅を物納しようか又は小規

模宅地等も居住すればあるから、当面は居住するかなどいろいろ考えられます。 

ですから、物納しようかと考えていた場合に、小規模宅地などの適用を受けてしまうと、

20％で物納になってしまいますので、えらい大損になるということもありますので、物納

することはそうそうないかも知れませんが、このように小規模宅地等との絡みがあるもの

は、物納財産から外す必要があります。ですから、そのためには相続開始前から、どうし

ても物納をしなくてはいけない場合には、そういうことも考えておきませんと、うっかり

すると、とんでもないことになってしまいます。これは結局、物納できないなということ

になってしまうこともあります。 

その次に、ちょうど真ん中辺の特定登録美術品についての物納の特例です。これは、既

に特定登録美術品として指定を受けているものは、これはいずれ国が欲しいというような

美術品でございますので、これは順位等に係わらず、物納は直ちにできます。 

それから、物納の再申請により、管理処分不適格財産と判断されて物納が却下された場

合には、20 日以内に再申請をすることができます。さらに、延納によっても金銭で納付す

ることを困難とする事由がなく物納が却下された場合には、これを延納に変更することも

できます。 

また、相続又は遺贈により取得したものとみなされた財産で物納ができない財産という

ものがあります。生前贈与を受けて相続時精算課税又は非上場株式の贈与税の納税猶予の

適用を受けている場合には、その適用対象となっている財産は、贈与者の死亡によって相

続により取得したものとみなされますが、これらの財産は物納の対象とすることはできま

せん。精算課税とか、納税猶予の適用を受けている場合には、これは適用にならないとい
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うことですので、この適用を受ける場合の財産の選択。特に精算課税の場合には、生きて

いるうちの贈与ですから、その時に、将来、この財産を物納したいなというケースであっ

たらば、精算課税の適用を受けないほうが物納できるということになります。はっきり言

って、その辺はかなり長期の話でございます。難しいとは思いますが、場合によっては、

そういうことも気をつけておかなければいけないということです。 

その次に、14 ページの「小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例の改正」です。

これにつきまして、15 ページをご覧ください。 

まず、限度面積の拡大がされました。適用面積の拡大は平成 27 年 1 月 1日以後の相続又

は遺贈について適用されます。改正前は、特定居住用宅地等は 240 ㎡でした。改正後は、

特定居住用宅地等については、330 ㎡に拡充されました。これについて、やはり居住用宅地

の 330 ㎡というのは 100 坪ですよね。240 ㎡というと、70 坪ちょっとであり、ちょっと小

さいのではないかという意見がかなりあったようです。そのようなことから 100 坪にした

ようです。 

さらに、もう１つ大きな改正があります。適用限度面積の改正です。これも平成 27 年 1

月 1 日以後の相続又は遺贈について適用されます。これについては、改正前は、算式によ

った計算で 高が 400 ㎡の適用限度面積であったわけです。ところが、改正後は特定事業

用等宅地等については 400 ㎡、特定居住用宅地等には 330 ㎡について各々の適用が可能と

いうことです。ですから、両方受けた場合には、730 ㎡まで可能だということです。 

また、貸付事業用宅地等については従来の算術計算に似たような形ですが、 高が 200

㎡です。ですから、これでいきますと、特定事業用宅地等や特定居住用宅地等を適用限度

面積受けていた場合には、まず、貸付事業用宅地等の適用を受けることはできません。200

㎡をオーバーすることから、算術計算で外れます。ですが、多少は残っているというケー

スの場合には、こういう算術計算で貸付事業用宅地等の適用面積を計算することができま

す。これについても、平成 27 年 1 月 1日以後の相続又は遺贈について適用されます。 

小規模宅地等の改正とは関係ないのですが、一般的な話といたしまして、時価と控除面

積、これをうまく絡み合わせて検討いたしませんと、例えば、貸付事業用宅地等は東京の

銀座の一等地にあった場合で、ところが、自分の居住用は、極端な場合で田舎の山の中に

あったとした場合。場合によっては、この算術計算の 200 ㎡限度で適用を受けたほうが安

いかもしれないのです。安くなるというケースもありますので、やはり特定事業用宅地等、

特定居住用宅地等、貸付事業用宅地等について各々計算をやってみる必要はあると思いま

す。 

その上で、普通でいけば、事業用の方が面積も大きいから高額に決まっています。です

が、場所が非常に離れていて、親は北海道の山の中に住んでいますが、親は貸付宅地を東

京の銀座に持っていたというケースで、相続人は埼玉県に住んでいるというケースも場合

によってはあります。そうしますと、各々の評価課額を調べる必要があります。まず評価

をして、小規模宅地等の適用の価額を算定して、比較することをやりませんと、居住用か、
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これでいいよとうっかりやってしまうと、とんでもないことになることもありますので、

念のため、小規模宅地等もご注意していただく必要があるのかなということで、蛇足なが

ら申し上げたわけです。 

それから、16 ページ。これも大きな改正です。「一棟の二世帯住宅に係る小規模宅地等

の適用」です。改正前は、ここに書いてあるとおり、一棟の二世帯住宅で構造上区分のあ

るものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族

が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人が居

住していた部分に対応する部分のみが、特例の適用対象でした。 

単純に言えば、こういうケースです。一棟の建物で被相続人は１階に住んでおり、子供

は２階に住んでいた場合ですが、外階段で行き来できるようになっていて、家の中では各々

が一切行き来できないようになっているようなのが、一時ははやったようです。そういう

ケースの場合には、小規模宅地等は、被相続人が住んでいた部分だけを認めますというこ

とですから、この土地の半分ということになります。そういうことで、当然、他の要件は

取得者が満たさないといけませんが、居住していた部分としては、親族が住んでいても外

階段ではっきり分かれていますので、これは認めませんというのが従来の一棟の二世帯住

宅の典型的な例です。 

それが改正後は、一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びそ

の親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したそ

の敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対

応する部分が特例の適用対象となりました。今度は外階段でも構いません。外階段を作っ

て、実質一緒にいるのと同じではないかという意見もあったんでしょう。そういうことか

ら、これは認めましょうということになったわけです。この改正は平成 26 年 1 月 1日以後

の相続又は遺贈ですので、もう既に施行になっているということです。 

その次が、「老人ホーム入所に係る特定居住用宅地等の適用」です。今は高齢化社会で

すので、どうしてもホームに入らざるを得ないというケースも多々出てきています。特に、

配偶者が亡くなって１人になったというケースの場合、どうしても１人では生活ができま

せん。しかし、子供たちは独立して立派に生活をしているというケースの場合、なかなか

一緒に住めないというケースもあって、ホームに入らざるを得ない。そうすると、ホーム

に入ると、今まで住んでいた特定居住用宅地等があるわけですが、これの適用関係がどう

なるかということです。 

改正前においては、ホームに入ったという場合には、ホームに入った場合においても、

実質は入院したと同じではないかという考え方がありました。通常のホームですと、だい

たい住所も、ホームのほうに移転させられるのです。ですから、当然、主たる住居はホー

ムになってしまうのですが、そうはいうものの、すべてを否定するのはいかがなものかと

いうことで、16 ページの下から５行目にあるように、改正前は４つの要件があります。 
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（１）被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホー

ムへ入所することとなったものと認められること。これは当然入所となります。（２）被

相続人がいつでも生活できるよう、その建物の維持管理が行われていたこと。ですから、

空き家になっていても、いつ帰ってきても、おじいちゃん、お帰りなさいと住めるように

していないと駄目だというわけです。（３）入所後、新たにその建物を他の者の居住の用

その他の要に供していた事実がないこと。貸したりしているということです。それから、

17 ページの（４）そのホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によっ

て所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。要は、一生住め

る権利があるとか、または、所有権でホームの一角を買ったというケースも現実に今ある

のです。 

適用については、このような４つの要件がございまして、この要件を満たせば、老人ホ

ームに入っても認められるということですが、はっきり言って、これだけの要件はかなり

厳しいです。ホームの現状と比べますと、なかなかそうはいかないということで、今回改

正が行われたのは 17 ページの上から４行目の改正後です。 

老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の

用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前におい

て被相続人の居住の用に供されていたものとして特例の適用対象となりました。 

（１）被相続人に介護が必要なため入所したものであること。（２）当該家屋が貸付等

の用途に供されていないことという２つの要件で、従来の、先ほど読みました４つのうち

の（１）と（３）の２つの要件に絞られました。したがって、要件としては厳しさがだい

ぶ緩和されました。特に、ホームの所有権取得とか、終身利用権があったとか、そのよう

なことが理由で直ちに認めないというのはいかがなものかということで、実質的にホーム

に入らなければならないということがあった場合には、これは認めてもいいのではないか

というふうに、要件が緩和されたということです。 

それから留意事項としては、特例の不適用ということで、小規模宅地等の特例につきま

しては、当然のことですが、相続開始前３年以内に贈与により取得した宅地等、それから

精算課税で取得した宅地等については、小規模宅地等の特例の適用はありません。やはり

小規模宅地等の特例は、相続又は遺贈によって取得したものと法律的にきちっと規定され

てありますので、贈与により取得したものについては、みなし相続財産として加算はされ

ますが、贈与によって取得したものであるから、小規模宅地等の適用にならないというこ

とです。 

ですから、逆に言えば、３年以内の贈与とか、精算課税贈与財産を選択する時に、小規

模宅地等も併せて考えておきませんと、うっかりするととんでもないことになってしまう

ということです。 
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その次は、当たり前の話ですが、被相続人等というのは、被相続人又は被相続人と生計

を一にしていた被相続人の親族をいいます。「被相続人等」と書いてありますので、その

「等」とは何を意味するかというと、生計を一にしていた被相続人の親族をいいます。 

それから、「宅地等等」の「等」を１つ消してください。失礼しました。「宅地等」で

す。 

この「宅地等」というのを、意外に皆さん、当たり前だと思っているのではないかと思

うのですが、ご注意していただきたいのです。宅地等とは、土地又は土地の上に存する権

利で、建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。この辺が大事なのです。

単に土地では駄目ですから、建物又は構築物の敷地の用に供されていないといけないとい

うことです。無論、棚卸資産は該当しません。これは当たり前の話です。 

それから 17 ページの 10、「相続税及び贈与税の特例に係る修正申告書等の提出に係る罰

則」です。この罰則規定は、５年以下の懲役又は 500 万円以下の罰金ということで、さら

に、これを併科するということです。これについては、従来、ここに書いてある 17 ページ

の下から３行目、在外財産等の価額が算定可能となった場合の修正申告等とか、国に贈与

した場合の相続税の非課税の適用を受けていたもので修正申告をしなかったとか、18 ペー

ジで直系尊属から住宅取得等資金の贈与の修正申告、さらに、特定の贈与者から住宅取得

等資金の精算課税の修正申告というものについて修正申告がなかった場合には罰則規定が

あるわけですが、これにさらに追加されたわけです。 

これが 18 ページの改正後です。後ほど出てまいりますが、教育資金の贈与ということが

新たに特例として設けられましたが、これについての調書の提出等が不適切なものについ

て罰則規定が設けられたということです。これは 70 条の 13 の追加項目です。教育資金管

理契約について調書の提示又は提出に正当な理由なく応じなかったとか、偽りをしたとい

う場合に、罰則規定に加えられたということです。これについても、平成 27 年 1 月 1日以

後の相続又は遺贈について適用されます。 

ただ、留意事項で書いておきましたが、この相続税額又は贈与税額が 500 万円を超える

時は、宥恕によって、罰金が 500 万円を超えるときは、その免れた相続税額又は贈与税額

の範囲内とすることができます。これは税務署長の取扱い規定です。 

さらに、正当な理由がなくして修正申告書等を提出期限までに提出しなかった場合は、

１年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処せられます。これについても、情状によって、

その刑を免除することができる免除規定があります。これは一般の規定においても、かな

り免除規定が普通はありますよね。このようなことで、この改正は教育資金管理契約に係

る調書の提出等について、新たに罰則規定が設けられたということです。 

それでは、ここでちょっと休みましょうか。 

それでは、続きを始めます。18 ページをお開けください。18 ページの下の 11、「直系尊

属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例の創設」です。これが新しく設けられた贈

与税の税率制度です。これは、直系尊属から 20 歳以上の人が贈与を受けた場合には、贈与
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税の特例ということで、税率の特例が設けられたものです。この税率につきまして、 高

税率は同じですが、一般よりは若干低率になっていますが、こういうことによって、早く

若い人に財産を移転するということを考えた税制で、平成 27 年 1 月 1 日以後の適用です。 

19 ページをご覧ください。これについての留意点を整理しておきました。まず第１の留

意点は、年内の途中で養子縁組をしたというケースの場合には、先ほどの精算課税と同じ

ように、「適用なし」と「適用あり」と区分して計算しなければいけないということにな

っています。 

それから、その次の丸ですが、区分して計算するわけですが、暦年課税贈与と直系尊属

贈与と２つあった場合には、イとロを別々に計算するということで、贈与税の課税価格は

縁組前と縁組後の贈与の額を加算したものです。これに特例税率、いわゆる直系尊属の贈

与税率を乗じて、さらに、贈与財産の総額を分母、特例適用財産、いわゆる直系尊属から

もらった財産の価額を分子として贈与税額に乗じて算出します。 

それからロのほうでは、一般の贈与税の税率を乗じて税額を算出して、これを今度は一

般贈与財産の価額の割合で求めて算出します。このイとロの税額を合計したものが納付す

べき贈与税額となります。贈与税の計算としては若干複雑ではございますが、たまたま、

年内に２つの贈与があった場合には、こういう税金の計算をして下さい。そうそう例はな

いと思うのですが。 

20 ページに計算例を書いておきました。一般贈与財産額が 500 万円、特例贈与財産額が

1,000 万円というケースの場合です。特例贈与財産額に一般贈与財産額を加算した額から

110 万円控除をし、この額に特例税率 40％を乗じて計算します。 

それからロは、一般贈与財産を中心として税率はちょっと高くなっており 45％です。こ

ういうふうに計算したものを合計したものが納める贈与税額です。このように計算すると

いう計算例です。 

それから 12、「直系尊属から贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の創設」です。

先程来、精算課税をいろいろとお話ししていますが、これも新しい精算課税の特例で、贈

与をした者の孫で 20 歳以上という方が、60 歳以上の者から贈与を受けた場合に、精算課税

の適用を受けることができます。精算課税については、年齢は先ほども申したとおり、贈

与者は 60 歳以上ということに相続税法が改正されていますが、受贈者に孫までは入ってい

ませんでしたが、孫も受贈者に含まれますという特例が創設されたわけです。これは、平

成 27 年 1 月 1日以後の贈与について適用されます。 

留意事項については、年の途中で孫となった場合には、孫となる前は、この特例は適用

はありません。ですが、孫となった後は適用になりますということで、区分計算をする必

要があります。 

それから、21 ページです。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

措置の改正」です。これは従来からある特例ですが、これにつきましては、平成 24 年 1 月

1 日から平成 26 年 12 月 31 日までの間の贈与について適用があったわけです。ご承知のと
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おり、参考に書いておきましたが、住宅資金非課税限度額というのがございます。エネル

ギーの使用等に係る住宅用家屋の場合には、平成 26 年の場合は 1,000 万円。それ以外の住

宅ですと、500 万円という特例があるわけです。今回の改正後は、単なる手続の改正です。 

１は、耐震基準適合証明書について。この証明をできる人に住宅瑕疵担保責任保険法人

が加わりました。それから２は、既存住宅に係る地震に対する安全性に関する証明です。

既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類について、既存住

宅売買瑕疵担保保険に加入している一定の既存住宅が適用対象に加わりましたということ

で、書類の範囲が拡大されたということです。これはどちらかというと、添付書類の改正

ということで、大きな改正があったわけではございません。22 ページで、この改正後の適

用は平成25年 1月 1日以後から平成26年 12月 31日ということで時限立法的なものです。 

それから、留意事項としていくつか挙げておきました。この特定の贈与者から住宅取得

等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例についても、同様に証明様式が改正に

なっています。規定はまったく同じようなものです。 

それから、当然、この 1,000 万円の控除とか、500 万円の控除は既に適用を受けていた場

合には、残額が限度額になります。なお、省エネ住宅については、平成 26 年では 1,000 万

円控除があるわけですが、この省エネ住宅というのはここにも書いておきましたが、省エ

ネ等基準に適合する住宅用の家屋であることについて、住宅性能証明書や建設住宅性能評

価書の写し又は長期優良住宅認定通知書の写し、認定長期優良住宅建築証明書などを添付

して証明する必要があります。私はまだ具体的な書類を見たわけではありませんが、こう

いう証明を建築屋さんにしてもらうということのようです。 

その次に中段です。配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、配偶者の

親は直系尊属には該当しませんので、非課税の特例の適用を受けることはできませんとい

うことですが、あくまで直系ですから、配偶者の親からの贈与は適用がないということで

すから、これはうっかりすると誤解をするのではないかと思うのです。 

すなわち、配偶者の親から贈与を受けたものは適用がないということです。これは直系で

はなく、傍系ですから、配偶者がもらって、配偶者名義で建てる分にはいいのですが、あ

くまで直系の人がもらわないと駄目だということですので、そこのところをご注意してい

ただきたいと思います。ややもすると、住宅の取得等というのは甲が働いてるだんなさん

だったといった場合には、甲の名前で建てますよね。その場合に、配偶者乙の親も俺も援

助するよと言われてもらった場合に、これは直系ではありませんから特例の適用対象には

なりません。それを書いたものが、ここのところです。 

その次は、直系で祖父と父の両方から住宅取得等資金の贈与を受けた場合です。この場

合には、あくまで合計で 1,000 万円が非課税となるので、贈与者ごとに 1,000 万円が控除

になるというわけではありませんので、誤解のないようにしてください。 

それから、直系尊属から居住用の不動産の贈与を受けた場合ということで、この制度は

あくまで資金の贈与が前提ですので、仮に住宅用の敷地をもらったからといって、不動産
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ですから、それは非課税の適用対象にはなりません。あくまで金銭ということになってい

ます。 

さらに一番下で、ローン返済資金をもらったという場合も、借金返済のための資金です

から、これは住宅の取得のための直接の資金ではありませんので、これは適用がないとい

うことです。下から２つは、ややもすると、そういう贈与を受けることもあるかもしれま

せんが、住宅に確かに関連はしていますが、これは適用はありませんので、もらうことは

ご自由ですが、ご注意いただきたいと思います。 

それから、23 ページ。贈与を受けた後、３年以内に住宅取得等資金の贈与者が亡くなっ

た場合においても、相続税を計算する際に、非課税の特例の適用を受けた住宅取得等資金

は相続税の課税価格に加算する必要はありません。たまたま、贈与した人Ａが仮にぽっく

り亡くなって、相続人である甲が相続又は遺贈によって財産を取得した場合に、贈与は、

あくまで非課税ですので、適用を受けた額は加算されません。ただし、適用外の部分は加

算されます。ですから、課税価格の３年以内の加算はあくまで課税価格の加算ですので、

課税価格の対象にならないものは加算の対象にならないということです。 

その次です。「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の

創設」です。これは、まったく新しくできた教育資金の贈与についての特例です。いろい

ろなところで先生方も既にお聞き及びのことと思います。 

まず、教育資金の一括贈与。これは平成 25 年 4 月 1 日から平成 27 年 12 月 31 日までの

間の贈与で、しかも贈与を受ける者が 30 歳未満ということになっています。年齢は、やは

り教育を受けるというのは、一般的には大学院まで行ったとしても 30 歳未満で終わるでし

ょうということから、30 歳という制限をしたようです。 

教育資金に充てるためには、３つの方法がございます。まず、ここにも書いてあります

ように①として、その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づいて、信託の

受益権を取得した場合。すなわち、直系尊属が信託会社と教育資金管理契約を締結して、

その受益権をその教育を受ける者がもらうという方法です。 

それから②としては、直系尊属から書面によって金銭の贈与を受けて、その教育資金の

金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等に預金又は郵便局で貯金をするという方法です。 

それから③としては、教育資金管理契約に基づいて、直系尊属から書面による贈与によ

って取得した金銭を証券会社の営業所で有価証券を購入する方法です。こういうようなも

のについて、要は信託と預金と株券の購入、この３つの方法でいいですよということです。

この贈与により 1,500 万円までについては、贈与税の課税価格に算入しないということで

す。 

そこで、後ほど出てまいりますが、当然申告手続き等は必要です。さらに、なお書きで

教育資金管理契約が終了した場合。ということは、終了要件がいくつかあるのですが、こ

の場合には非課税拠出額。いわゆる、もらった額から現実に教育資金支出額を控除した残
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額がある場合には、その残額については、その終了した年の贈与税の課税価格となります。

ですから、全部教育資金に使ってしまえば、まったく課税関係は生じないということです。 

また、教育資金管理契約の終了とは、ここにイとロと書いておきました。まず、受贈者

が 30 歳に達した場合です。もらった人が 30 歳に達した場合には、先ほども申し上げまし

た、30 歳未満に限るとなっていますので、30 歳に達した時に仮に残額があれば、その年に、

その残額について贈与税が課税されます。 

さらにロについて、信託財産の価格がゼロとか、預金がゼロになったとか、有価証券が

ゼロになった。もう全部教育資金に使ったというケースです。当然、これも課税になりま

せん。教育資金管理契約の終了ということになりますので、当然、この場合は金融機関等

から通知がありますので、もう残額がありませんよということです。 

ここの留意事項で「金銭等」というのは、金銭又は公社債投資信託の受益証券の一定の

ものということで、証券会社では MRF や MMF なども入っているようです。 

それから、24 ページです。「非課税拠出額」と先ほど来申していますが、これは教育資

金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書に、教育資金の非課税の適用を受ける旨の

記載がされた金額をいいます。 

また、「教育資金支出額」というのは、取扱い金融機関等の営業所において、教育資金

の支払の事実が確認され、記録された金額をいいます。 

次に 24 ページの（２）です。これは申告手続ですが、これについては、適用を受けよう

とする受贈者が教育資金非課税申告書をその取扱いの金融機関、信託会社や銀行、証券会

社に非課税申告書を提出することになります。それによって、納税地の所轄税務署長に信

託会社等が提出するということになっています。ですから、教育資金非課税申告書は取扱

金融機関等に出せばよいということです。手続きとしては、この段階で受贈者は手続きが

済むということです。 

それから、教育資金として拠出した額は、払出及び教育資金の支払ということです。こ

れにつきまして、金融機関を例に取れば、仮に、預金として 高額の 1,500 万円を直系尊

属が入れてくれたという場合には、これを引き出すということになるのですが、その引き

出しというか、使い方というか、それがここの 24 ページの下から７行目ぐらいにあるイと

ロです。 

イは、教育資金を支払った後に、その実際に支払った金額を教育資金管理契約に係る口

座から払い出す方法です。いわゆる、実際に払っておいて、後から口座から引き出すとい

う方法です。それからロは、この後からでなく、直接口座から払い出して、それを教育資

金に充てる方法です。いずれも領収書等を提出することは当然のことです。イは、領収書

等に記載された支払年月日から１年を経過する日までに出さなければいけません。ロは、

口座から直接出していますので、領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年の 3

月 15 日までに提出することにより整理されるということです。 
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払い出しの方法としては、２つの方法がありますが、これを選択して、イとロのどちら

かを選択しなければいけないことになっています。片方を選択した場合に、イを選択した

人は、イでずっといかなければいけません。途中でロに変えることはできません。ロの人

が、イに変えることもできないということになっています。 

次は 25 ページです。それでは、具体的に教育資金とはどんなものをいうのかというのを

（４）で書いておきました。教育資金というのは、次のイ、ロの金銭をいいますというこ

とで、２つに分かれています。学校等に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭で一

定のものとは①から④です。学校等に入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費とか、

入学は入園のための試験の検定料とか、学用品の購入で学校に直接払うもの。修学旅行費

とか、学校給食費。これらも全部入ります。 

 学校等以外の者に支払われるものとは、教育に関する役務の提供として直接支払われる

金銭、その他の教育のために直接支払われる金銭で一定のものというのはどのようなもの

かというと、教育に関する役務の提供の対価とか、施設の使用料、スポーツ又は文化芸術

に関する活動、その他教養の向上のための活動に係る指導への対価として支払われる金銭。

それから、①の役務の提供、指導において使用する物品の購入、役務の提供又は指導を行

う者に直接支払われるもの。さらに、⑤で、④の金銭で、学生等の全部又は大部分が支払

うべきものと学校等が認めたものです。このようなものが学校には直接払われていないが、

現実に教育に使われるというものについては適用になります。 

ここの留意事項に書いておきました「学校等」というのは、学校教育法第１条に定める

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校です。盲学校、聾学校、

養護学校、幼稚園も入っています。さらに、この②は、保育所が施設に該当します。それ

から③は認定こども園です。それから④は、専修学校に相当する外国の教育施設とか、こ

ういうものも入ります。⑤は、特殊な大学ですが、水産大学校とか、海技教育機構の施設、

海技大学校とか、こういうものです。⑥は、職業能力開発総合大学校とか、職業能力開発

大学校、こういうものが該当するということです。 

具体的な学校の教育及び学校の範囲については、文部科学省で定めていますので、文部

科学省のホームページを見ていただくと、もっと具体的に書いてございますので、ご覧に

なっていただきたいと思います。この改正法は平成 25 年 4 月 1 日から平成 27 年 12 月 31

日までの教育資金の贈与ということです。 

それから 26 ページ、農地の贈与の問題です。農地の贈与のうち、営農困難時貸付の要件

緩和ということで、 近、特に地方においては、農地の集約化とか、又はなかなか農地を

耕作できないという人も増えてきています。そういうことから、農地の営農困難時貸付と

いうことが、既に猶予として認められているわけです。 

この営農困難時貸付の貸付事由がさらに追加されています。それが 26 ページの改正後で

す。一定の身体的障害により農業に従事することができなくなる故障として、市町村長又

は特別区の区長が認定したもの。身体障害になって耕作ができないというケース。 
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それから２は、１年以上の期間の入院とか、一定の施設等に入居又は入所することによ

り、農業に従事することができなくなることがあります。これには、市町村長又は特別区

の区長が認定したものです。 近、やはり高齢化社会ということから、こういうことも営

農困難ということで貸付を認めますと制度化されたものです。これについては、平成 25 年

4 月 1日以後の貸付について適用になります。 

その次が、「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の適用要件の改正」です。

非上場株式等についての納税猶予につきましては、相続税と贈与税の双方があるわけです。

この改正は双方に適用になります。 

そこで、この改正のうち、改正法の施行日と書いておきましたが、このうち、この下の

（１）については、既に平成 25 年 4 月 1日以後の贈与について適用されています。 

それから、（２）以下については、すべて、平成 27 年 1 月 1日以後の相続又は遺贈若し

くは贈与について適用されます。既に確認規定については施行されていますが、この辺に

ついては、贈与について事前に確認をするということは、なかなか煩瑣な手続きで難しか

ったということで、納税猶予制度の障害になっていたことから、これが廃止されたという

ことです。 

その次が（２）、「後継者に係る親族内承継要件の廃止」です。当然非上場会社ですか

ら、中小企業ということで、後継者には親族が一般的だということであったわけですが、

やはり 近の中小企業においては、なかなか後継者もいません。ですが、他人である人が

非常に一生懸命やってくれるということもございますので、遺贈によって取得することも

あるでしょう。贈与によって取得することもあるでしょう。そういう場合においても適用

になるように、親族制限が廃止されたということです。 

それから、「先代経営者に係る役員退任要件の緩和」です。従来の規定は贈与の場合に、

先代経営者は贈与をしたら役員から外れないと特例の適用対象にはならなかったというこ

とですが、やはり中小企業においては経営を譲ったからといって、前経営者の指導をいろ

いろ受けないと経営がうまくいかないということも多々あるということから、対外的には

役員として残っていないとうまくいかないということで、役員になっていてもいいですよ

と。ただし、28 ページを見ていただくとおわかりのとおり、今回の改正においては、役員

になってもいいが、代表権は持ってはいけませんというふうに改正になっています。 

その次、「役員に対する給与支給に係る不適用の緩和」です。役員に対して給与を支給

した場合には、これは適用にならなかったわけです。ですが、今回の改正で代表権は有し

ないが役員で残る以上、支給を受けるのは当然ではないかということから、給与支給が不

適用事由には該当しないということになりました。 

それから（５）が、雇用確保要件ということで、５年間・雇用の８割確保ということで

す。今までの適用は、毎年８割確保していなければいけなかったということですが、この

改正によって、５年間の平均で８割確保していればよいことになりました。ですから、多

少でこぼこがあってもいいですよというのは、80％を割ったこともあったけれども、80％
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を超えてまたやっていれば、結果的に５年間で平均して８割を確保していれば、雇用要件

は満たすということです。 

それから（６）、「再生計画の認可決定等があった場合の納税猶予税額の再計算の特例

の創設」です。民事再生計画に該当した会社というのは、もう資産内容もかなりめちゃく

ちゃになっているわけです。そのため、贈与税額の計算をすると、かなり低くなるという

ことから、そういうものについては、再計算をした残りについて猶予を認めましょうとい

うものです。従来適用を受けていた猶予税額と再計算した額との差額税額については免除

しますということで、中小企業の継続をバックアップしようということで、再生計画認可

を受けた会社等についても、引き続き適用が受けられるようにということでできたもので

す。 

それから（７）は、「納税猶予税額の計算方法の見直し」です。これは相続税の納税猶

予です。従来の計算は、株式の相続について計算する場合には、先に債務や葬式費用を引

きなさいという計算になっていたわけですが、改正によって、一般的な相続財産から債務

や葬式費用を先に控除してくださいということです。猶予税額が増える計算方法になった

ということです。 

29 ページの上をご覧ください。今回の税制改正において、納税猶予税額の計算について、

被相続人の債務及び葬式費用を相続税の課税価格から控除する場合には、非上場株式等以

外の財産の価額から先に控除することに納税猶予額の計算方法が見直しされましたという

ことです。 

それから（８）、「担保提供手続の簡素化」です。株券不発行会社、これは中小企業の

場合にはほとんど株券を発行していなかったことは当然ですが、こういうものについても

従来は株券を発行しなければ猶予が認められないということで、手間も掛かり、費用も掛

かり、大変な問題があったわけです。ですが、これも株券を発行しなくとも、一定の書類

を提出することによって、これを担保に換えますよということで、非上場会社の印鑑証明

や質権設定承諾書とか、そういうものを提出することによって認めますということになっ

ています。 

それから、「税務署への提出書類の簡素化」です。この制度は、経済産業省と国税と両

方が絡む話です。認可を取ったり、いろんな承認、認定を取ったりということがあり、書

類が複雑に絡み合っていますので、経済産業局に出した書類については税務署へ出す必要

はないことに改正がされました。 

それから（10）が、「雇用確保要件を満たさなかった場合における納税猶予税額に対す

る延納・物納の選択」です。雇用確保要件の８割を満たさなかったため税金を納めなけれ

ばならなくなった場合に、従来は即納しなければいけないということでしたが、相続税に

ついては延納又は物納、贈与税については延納をすることもできることに納税方法が緩和

されています。 
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それから（11）は、「事業継続期間を経過した場合における当該期間に係る利子税率の

特例」です。５年経過した後に、納税猶予税額が確定した場合には、利子税は免除するこ

とに改正されました。従来は２分の１免除だったのですが、これが全額免除となりました。

ただし、５年経ってからの話ですので、５年以内で確定した場合には納付することになり

ます。 

それから 30 ページの（12）、「認定会社が上場株式等を有する場合における納税猶予税

額の計算方法の見直し」です。いわゆる、計算除外の特例です。会社が上場株式等を持っ

ていた場合には、これを除外して納税猶予税額を計算しましょうということになっている

わけですが、今回の改正において、こういう上場会社の株式等を持っているというのは、

資産管理会社に該当するわけですが、上場株式等を保有していた場合においても、贈与税

額の計算については、これを除外して計算をしましょうということになって、会社によっ

ては、どうしても持っていなければいけないというケースもございますので、これが緩和

されたということです。 

さらに（13）、「資産管理会社に係る要件」です。資産管理会社というのは、一定の要

件に該当していないと適用されないわけです。従来はここに書いてあるイ、ロ、ハという、

商品販売等を行っていることとか、従業員が５人以上とか、事務所・店舗・工場等を所有

又は賃借していることが除外要件だったのですが、今回の改正において見直しがされて、

商品の販売・貸付を３年以上行っていることとか、親族以外の常時使用従業員が５人以上

とか、親族以外の常時使用従業員が勤務している事務所等を賃借しているということで、

ここのところはどちらかというと、厳しくなったという感じです。さらに、中小企業の場

合には、従業員というと、自分の子供を使っている場合も多いのですが、そういう者は従

業員としてカウントしないということですので、この辺はちょっと厳しくなったかなとい

うことです。 

次に、「納税猶予期限の確定事由の見直し」です。総収入金額の算定について、ここも

厳しくなった制度ですが、総収入金額の算定については、ゼロとなった場合ということに

なるのですが、今回の税制改正においては、確定事由である総収入金額がゼロとなった場

合の判定については、あくまで総収入金額の範囲から営業外収益や特別利益が除外されま

した。 

従来は、営業外収益でも特別利益でもあれば、一応総収入金額がゼロとは言えないとい

うことですが、今回の改正において、あくまで営業によって得た収入がなければ、これに

該当しませんということに改正になりました。こんなふうに、この２つの要件は若干厳し

くなったのですが、それ以外の 12 項目についてはいずれも、どちらかといえば弾力化され

又は廃止されたということです。 

次は、平成 26 年度の改正です。平成 26 年度の改正もかなりたくさんございます。大き

な改正も１つございます。 
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まず、31 ページです。退職手当金等の改正ということで、これはあまり影響はないとは

思うのですが、特殊なものでございまして、退職手当金等に含まれたものです。範囲の拡

大ということで、ここに（１）、（２）、（３）と書いていますが、国家公務員の遺族に

対する一時金又は公務遺族年金の受給権者が支給を受ける一時金、それから地方公務員の

一時金、さらに、私立学校法による遺族に対する一時金。こういうようなものも、一応、

みなし相続財産として退職手当金等に含まれますと範囲が拡大されたということです。 

したがって、当然、退職手当金の非課税限度額規定の適用も、この一時金についても適

用を受けることができます。これにつきましては、平成 27 年 10 月 1 日以後の適用です。 

その次が、「相続税の非課税財産の拡充」です。相続税法 12 条の非課税規定です。宗教、

慈善、学術その他公益を目的とする事業を行っている者に財産を与えた場合には、これは

非課税ということになっています。その非課税の事業者の範囲が、ここの（１）から（５）

にあるような事業が追加されたということです。家庭的保育事業とか、小規模保育事業、

事業所内保育事業、認定こども園を設置し運営する事業。こういうものについて、少子化

の時代で子どもを大事にしなければいけないということと、親が働かざるを得ないという

ケースもございますから、そういうことも踏まえて適用範囲の追加がされたということで

す。これについては、平成 28 年 4 月 1日までの間で政令で定める日以後ということで、確

実な日はまだ確認しておりません。「子ども・子育て支援法」の施行の日ということにな

っています。 

その次は、「相続税の連帯納付義務の拡充」です。税金は、本来、納税義務者本人が負

うわけですが、相続税については、相続税の計算方法も全体で計算する部分もあるという

ことから連帯納付義務制度があるわけですが、この連帯納付義務について、互いに連帯納

付義務を拡充しようということで、この改正は「医療法人の持分についての相続税の納税

猶予及び免除」の規定が創設されたわけですが、これについては、連帯納付義務には入り

ませんという整理がされました。 

他の規定においても連帯納付義務については、農地の納税猶予や山林の納税猶予、非上

場株式の納税猶予、非上場株式の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予。こういう納

税猶予については、みんな、連帯納付義務者から外しております。本来は、連帯納付義務

を負って拡大しないといけないのでしょうが、これは外しています。ということは、納税

猶予制度が不適用の関係になって、税法と税法で取り合いをするような形になってしまう

ことから連帯納付義務の対象にならないと整理がされたものです。 

その次が、「担保提供不適用の延納税額の改定」です。当然、延納を申請した場合には

担保を提供するということですが、延納税額が 50 万円未満であった場合で延納期間が３年

以下であった場合には、税務署長は担保を提供しなくてもいいと判断をすることができる

猶恕規定があります。これにつきまして 33 ページで、今回の改正においては、この 50 万

円が 100 万円に増額されたということで、税務署長の判断は 100 万円以下であれば担保を
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徴さなくてもいいですよと判断できることになっています。これについては、平成 27 年 4

月 1日以後の申請について適用になります。 

それから５は、「調書の提出方法等の改正」です。これは、いろいろな調書の提出をす

るわけですが、今は光ディスク等で提出するということが順調にだんだん伸びてきている

ということもあり、調書の提出について、今回の改正では（１）の上から６行目、今回の

改正は、調書を提出すべき者が所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該所轄税務署以

外の税務署に対し、当該調書に記載する事項を、電子情報処理組織を使用する方法又は光

ディスク等により提出する方法のいずれかの方法により提供できることとされました。な

お、所轄税務署の承認を受けるために調書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称、住

所、その調書に記載すべき事項その他一定の事項を記載した申請書を所轄税務署長に提出

することとなります。 

これは、現在は、電子申告時代になりましたから、こういうもので一括して本店がする

ことも認めてもいいのではないかということで、こういう整理がされました。これも、平

成 26 年 4 月 1日以後に提出する承認申請書から適用になります。ただし、あくまで税務署

長の承認ということではあります。 

それから、（２）は税務署長の話ですが、調書提出の承認申請書の提出があった場合、

２カ月を経過するまでに承認または不承認がなかった場合には、承認があったものとみな

しますとされました。 

それから６、「地方法人税の創設に伴う受益者等が存しない信託に係る課税の改正」で

す。これにつきましては、課税信託としての受益者等の存しない信託について、法人税が

課税されることになりますが、その場合に地方法人税も合わせて課税になるということで、

これらを整理したものが今回の改正です。今回の改正は地方法人税の創設によって、贈与

税又は相続税の額から控除する法人税との範囲に、法人税に加算して地方法人税の規定に

より計算された地方法人税が追加されたということで、地方法人税が新たに控除額に追加

されたということです。これは平成 26 年 10 月 1 日以後の相続又は遺贈若しくは贈与につ

いて適用になります。 

その次が、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の改正」です。先

ほども小規模宅地等については、面積、一棟の建物又はホームに入っている場合などいろ

いろと平成 25 年度に改正されておりますが、平成 26 年度の改正では、居住の用に供する

ことができない事由が明確にされました。 

１つは、要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が、次に掲げる住居又は施設

に入居又は入所していたことということで、（イ）から（ト）です。認知症対応型老人共

同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、

有料老人ホーム、介護老人保健施設、サービス付き高齢者住宅に入居していた者が、この

居住の用を供することができない事由に該当します。さらに、要支援区分の認定というこ
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とで、障害者支援施設又は共同生活援助を行う住居に入所しているものについても該当し

ます。 

それから、小規模宅地等について、69 条の 4 第 1 項で政令で定める用途という、事業の

用又は被相続人等の用に供するという規定が整理されています。これはあくまで入居の直

前において生計を一にしていて、かつ、その建物に引き続き居住している被相続人の親族

を含んだところで以外の者を判定しますということで、事業の用又は被相続人等以外の者

という除外規定なのですが、こういうものが整理されました。これはどちらかというと、

政令の定める用途の解釈的な要素に近いようなものでございます。これについても平成 26

年 4 月 1日以後に適用され、もう既に適用になっています。 

その次、35 ページです。「国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税の

改正」です。これは相続又は遺贈によって取得した場合に、取得した財産を国等に贈与し

た場合には非課税という規定があるわけです。この改正によって、業務を営む公益法人等

が追加されて明確にされています。 

その第１、（１）が追加です。贈与先である公益法人等の範囲に、博物館、美術館、植

物園、動物園、水族館の設置及び管理の業務を目的とする地方独立行政法人が加えられま

した。これについては、平成 26 年 4 月 1日以後の適用です。 

それから（２）については、贈与先である私立学校法３条に規定する学校法人の学校に、

学校教育法１条に定める学校のほか、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律２条７項に規定する幼保連携型認定こども園の設置を目的とする学

校法人が適用対象となることが明確にされました。これについては、平成 28 年 4 月 1日ま

での間において政令で定める日以後に適用になります。 

さらに、相続財産を拠出した場合には非課税制度の対象となる認定特定公益信託の範囲

に、幼保連携型認定こども園における教育及び保育に対する助成を目的とする特定公益信

託が加えられました。これも平成 28 年 4 月 1日までの間において政令で定める日以後とい

うことです。 

さらに、公益性の高い博物館や美術館については、地方独立行政法人となっているもの

に限られています。あとは、就学前の子どもの教育等を助成するということから、（２）、

（３）は新たに明確にされたということです。 

それから 35 ページの９、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の

非課税の改正」です。既存住宅用家屋の定義の改正ということで、これについては 36 ペー

ジで、「地震に対する安全性に係る規定または基準として政令で定めるもの」ということ

で、この政令の新たな改正です。木造 20 年以下、鉄筋は 25 年以下のものについては住宅

用家屋に該当しますということで、これが明確にされたわけです。 

それと、「建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるもの」というものが、

政令に盛り込まれています。これについては（イ）と（ロ）とございまして、一棟の家屋
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で 240 ㎡以下で 50 ㎡以上のものが該当します。ただ、区分所有家屋の場合には、区分ごと

で面積は判定します。 

（ロ）は、一棟の家屋で、木造 20 年、鉄筋 25 年に該当するものが適合します。今は非

常に地震等も多い時代ですので、このような見直しがされたということです。 

その次、「要耐震改修住宅用家屋についての適用の拡充」です。これも地震関係です。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の措置により、既存住宅取得をしたもの

で、要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をしており、

かつ、贈与の翌年 3月 15 日までに耐震改修によって、既に耐震基準に適合することとなっ

たことが証明された場合には、特例対象の既存住宅を取得したことにみなしますというこ

とに改正がされています。さらに、この適用については平成 26 年 4 月 1日以後の贈与につ

いて適用になります。なお、この耐震改修については、特定の贈与者から住宅資金の贈与

を受けた場合の相続時精算課税の特例についても、この改正が適用されます。 

その次、「農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の改正」です。農地等の贈与税

の納税猶予について、「農業の用に供している農地」という定義が改正になっています。 

従来は、特定市街化区域農地等に該当するもの及び農地法 32 条の規定による通知に係る

ものは除き、農地ではありませんとなっていたわけですが、今回の改正によって、（１）

の真ん中辺です。特定市街化区域農地等については従来どおり除外されますが、農地法が

改正になったことによって、利用意向調査に係るもののうち、利用意向調査に係る農地で

農地法 36 条 1 項に該当する農地は、除かれるという規定に改正されています。 

「利用意向調査」とは、ここの参考に書いておいたのですが、農業委員会が利用意向調

査の規定によって、利用状況調査の結果、次のイ、ロのいずれかに該当する農地がある時

は、農林水産省令で、農地の所有者に利用上の意向について調査を行うということのよう

です。 

利用意向調査を行う農地というのは、イで現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引

き続き耕作の目的に供されていないと見込まれる農地であり、ロは、農業上の利用の程度

がその周辺の地域における農地の利用の程度に比して著しく劣っていると認められる農地

をいいます。要は、もう農地に使っていないようなところです。そういうところについて、

利用意向調査を行うということが、この利用意向調査ということです。 

この利用意向調査につきましては、その結果、38 ページで「利用意向調査実施後の農業

委員会の措置」として、何だか分からないが耕作されていないという農地については、利

用意向調査の結果、この農地の所有者にイからホに該当するようなことがあるかどうかと

いうことを確認して整理することのようです。 

すなわち、イは、その農地の所有者等からその農地を耕作する意思がある旨の表明があ

った場合においては、先ほどの調査の結果、あなたのところは耕作していないですねと言

っても、いや、うちは使いますよというようなことを言った場合のことだろうと思うので

すが、それでも、その表明があった日から起算して６月を経過した日において、農地の農



33 
 

業上の利用の増進が図られていないときです。それからロは、権利の設定又は移転が行わ

れているときです。ハは、農業上の利用を行う意思がないときです。ニは、農地の農業上

の利用の意向についての意思の表明がないときです。ホは、農業上の利用の増進が図られ

ないことが確実であると認められるときです。 

このようなときには、農業委員会は農地中間管理機構に任せなさいということが言える

ようです。農地中間管理機構はきちっと耕すような人を見つけて、その人に耕させるとい

うことを斡旋するようです。斡旋と言っていいのかどうかちょっと疑問がありますが、そ

ういうような感じです。あくまで、土地の所有者と耕作は私がしますよということの中に

農地中間管理機構が入って整理をするようです。イやホに該当したような農地については

斡旋をして、耕作をきちっとしてもらうように整理がされたようです。これについては、

平成 26 年 4 月 1日以後の贈与について適用になります。 

その次に、「納税猶予の確定事由『耕作の放棄』の改正」です。「耕作の放棄」という

のは、農地法 32 条の通知又は権利の消滅があったという場合に、当然、耕作の放棄という

ことで納税義務が確定してしまうわけですが、今回の改正により、これも農地法の改正で、

農地法 36 条１項の先ほどの勧告に、こういうことをやっていて、あなたはやる気なのです

か、どうなのですかということで結果的に勧告があった場合、又は権利の消滅があった場

合には、これは耕作の放棄ということになります。あくまで農地の集約化と耕作の継続を

目的として整理がされたもので、今日、地方では結構耕作をしていないところがあるよう

なのです。 

それと、農地中間管理事業につきましては、38 ページから 39 ページに載せておきました

ので、参考のために後ほどご覧ください。 

それから（３）で、「納税猶予の適用を受けている農地等の譲渡等に係る代替農地等の

改正」です。適用を受けていた農地が収用等によって譲渡された場合にその代替農地を取

得した時は代替農地に該当しますということで、取得した時には対象の農地になっていな

かった場合においても、１年以内にこれが対象農地にきちっと整理されたという場合には

代替農地として認めましょうと整理がされたということです。これも平成 26 年 4 月 1日以

後の収用交換に適用になります。 

それから、もう１つ、これも収用交換の収用等の譲渡ですが、三大都市圏の特定市の特

例適用農地等を収用等で譲渡した場合、この場合に次のイからハに該当して、税務署長の

承認を受けた時には譲渡がなかったものとしますということで、あくまで市街化調整区域

の農地等や譲渡後１年以内に農地に該当するように改良されたということが前提ですが、

その場合には譲渡がなかったものとするもので、イの場合には譲渡はなかったものとする

ということですが、１年を経過しても、まだ何もやっていなかったというケースも場合に

よってはあるのではないかと思います。その場合には譲渡されたものとみなします。 



34 
 

ただ、ハですが、１年経過する日までに譲渡等の対価の全部又は一部で新たに取得して

いるというものについて、代わるものとして耕作しているというのであれば、これは認め

られます。これも平成 26 年 4 月 1日以後に収用交換等により譲渡したものです。 

次に農地等に関係する利子税の特例です。従来、利子税は、利子税の特例により２分の

１だったわけですが、これが収用交換等の譲渡の場合に限り全額免除が適用になりました。

これは、平成 26 年 4 月 1日以後の適用です。 

それから、次が納税猶予適用規定の特定貸付の特例です。これは特定貸付の特例の改正

と書いてありますが、これは法律の条文の中身は変わっていないのですが、条が変わった

ということでこういう改正になったということです。イのところは、特定貸付そのものが

大きく改正になったということではございません。 

ロはちょっと違います。ロは、贈与税の納税猶予が認められる特定貸付をすることがで

きる受贈者に、農地を贈与した場合の贈与税の納税猶予の適用を受けている受贈者が追加

されました。すなわち、贈与を既に受けている人が、特定貸付のできる受贈者に追加され

たわけです。この辺も農地の集約化の一つだろうと思います。 

その次に、41 ページを開けてください。「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等

の創設」です。持分のある医療法人についての新たな納税猶予制度ということで、これは

まったく新しくできた制度です。 

（１）は、「医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除」

です。いわゆる、医療法人の持分を持っていた人が持分を放棄した場合には、持分を有す

る他の人に実質的に利益が移るわけです。そうすると、他の持分の所有者は相続税法９条

により「その他の利益の享受」として株価が上がることから贈与税が課税されるわけです。 

しかし、それでは医業が継続できないということから、期限内に申告した場合には経済

的利益についての贈与税の納税猶予が適用されることになりました。無論、担保を提供す

ることを必要とします。納税猶予を認定移行計画の移行期限まで認めましょうということ

です。認定移行をしてしまえば、もう別ですが。そういう一つの制度だということです。 

これは、あくまで贈与税の出資持分を贈与した話ではございませんから、誤解のないよ

うにしてください。出資持分を持っている人が持分を放棄したことによって、他の人が受

けた「その他の利益の享受」についての納税猶予制度ということですので、誤解のないよ

うにしてください。うっかり出資持分を贈与してしまうと、これは贈与税が課税されるこ

とは従来どおりです。納税猶予がありませんから。その点は間違いのないようにしていた

だきたいと思います。 

次は、42 ページのニというところです。医療法人の持分についての贈与税の納税猶予の

期限です。持分の放棄を受けたことによって、経済的利益があったことにより贈与税が課

税されますが納税猶予の適用を受けることができます。ただし、納税猶予の適用を受けて

いた場合に、（イ）から（へ）に該当した場合には納付しなければいけません。猶予を受

けていた猶予税額を納付するということです。 
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（イ）は、出資持分について医療法人から払い戻しを受けた場合です。これは当たり前

ですよね。払い戻しを受けて現金にしたということです。それから（ロ）は、持分を譲渡

した場合です。（ハ）は、移行期限までに医療法人へ移行しなかった場合には、移行期限

がありますので、その移行期限内で移行しなかった場合には確定します。（ニ）では、厚

生労働大臣の認定が移行計画について取り消された場合です。（ホ）は、医療法人が解散

した場合です。（へ）は、合併によって消滅した場合です。このようなケースの場合には、

いずれも持分は実質的には持っていないというのと同じではないかと思います。そのよう

なことから、これらは認められません。 

それから、43 ページです。基金拠出型医療法人への移行において基金として拠出した場

合の贈与税の納税猶予の期限です。移行期限までに基金拠出型医療法人に移行したといっ

た場合に、経済的利益を受けた受贈者は、持分の一部を基金として拠出するというケース

があるわけです。基金拠出型医療法人への認可があった日に納付期限は確定します。すな

わち、基金としては本人が所有しているわけですから、まったく出資がなくなったわけで

はありませんから、確定事由になります。 

ここで参考に「基金拠出型医療法人」というのを書いておきました。これは、基金の拠

出者は医療法人に対して劣後債権に類似した権利を有するに過ぎません。いわゆる、拠出

額相当額の出資を返してもらえるという出資者だということです。 

それから、へは医療法人の持分についての贈与税の納税猶予に係る担保の提供です。当

然、贈与を受けた人は担保を提供しないといけないわけですが、これについては、この持

分を全部担保にすれば適用が受けられます。出資持分を全部担保にするということです。

それから、トは税務署長の問題です。変更命令に応じなかった場合には、繰り上げ徴収を

することができます。 

次に、44 ページです。認定移行計画に係る移行期限までに贈与税の納税猶予税額が免除

される場合です。その免除は、ここにある（イ）と（ロ）です。（イ）は、贈与を受けた

人が持分の全部を放棄したという場合です。これは持分をまったく持っていませんから、

当然贈与税が免除になります。それから、基金拠出持分を放棄した場合です。基金拠出型

で出資していたものを全部放棄したという場合には、これも免除になります。その免除を

受けるためには、下のところにある（イ）から（ニ）のような書類や届出をしてください。 

それから 44 ページのリ、贈与税の納税猶予税額の確定に係る利子税の納付ということで

す。この納税猶予税額が確定した場合には、利子税を年 6.6％で納付をしなければいけませ

んということになっています。 

それから 45 ページのヌです。これは納税猶予の手続きですが、これは当然、期限内に贈

与税の申告書に適用を受ける旨の記載をし、書類を提出するということです。それから、

ルは認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに適用を受ける受贈者が死亡

した場合です。移行するまでに死亡したといった場合には、その移行期限までに受贈者が
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死亡したのですから、当然、その受贈者の相続人が、この権利義務を承継するということ

になります。その結果、引き続き相続人が手続き等はしなければならないということです。 

ただ、ここに（イ）、（ロ）と書いてございますが、その承継にあたって、医療法人の

持分の遺産分割ができていれば、その分割の割合に従って承継することになります。ただ、

（ロ）で分割がまだできていない場合には、法定相続分によって承継したものとして義務

を承継します。これは相続においては当たり前の話ではなかろうかと思います。 

それから 46 ページの（２）は、「医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の

税額控除」です。医療法人について持分の一部を放棄したという場合には、当然、経済的

利益を受けた者が贈与税を納めなければいけないのですが、贈与税の申告の期限までに、

その持分の全部又は一部を放棄した場合には、その分の贈与税は税額控除として計算しま

すということで、一部分を放棄した場合には、差額だけは納めてくださいということにな

ります。 

46 ページの真ん中からちょっと下にＡ、Ｂとなっていますが、Ａが全部放棄、Ｂが一部

を基金として、放棄したという場合には、この割合に従って、放棄した部分だけは課税に

なりませんが、基金についての部分は課税になります。 

それから 47 ページのロは、医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控

除の適用を受けることができない場合です。この医療法人については、持分の払い戻し又

は譲渡をした場合には、税額控除の適用にならないということです。納税猶予税額も当然

適用を受けていたものが確定事由になりますが、税額控除の適用がありませんということ

です。それからハは、申告の手続きということです。 

さらに、（３）は、「個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があったものとみなされる場合の

特例」です。持分の所有者が死亡したことによって、贈与又は遺贈があったものとみなさ

れた場合においては、贈与というと死因贈与が一般的に考えられるのですが、こういうも

のについても、あくまで相続ではなくて、贈与とすべて読み替えて、贈与税の経済的利益

の享受があったものとして課税しますということですので、ここのところは、ちょっと一

般的な相続税・贈与税とは違いまして、遺贈などは贈与と読み替えてください。そのうえ

で、贈与としての課税関係を整理してくださいということですので、ご注意していただき

たいと思います。 

それから、48 ページです。今度は、「医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び

免除」です。今までは経済的利益を受けた者の贈与税の納税猶予ですが、これは持分を持

っていた人が死亡した場合です。これは持っていた人が亡くなって、持分を相続又は遺贈

によって承継した場合に、認定医療法人であることが前提になります。したがって、相続

税の期限内申告の提出期限において、認定医療法人でなくてはいけません。そこで、この

申告期限内に申告をして適用を受ける旨及び担保を提供した場合には、移行期限まで納税

猶予が適用になります。これは、贈与税の猶予の整理と同じですが、こういう特例になっ

ています。 
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なお、ロで適用が受けられない場合というのは、これも先ほどの贈与と同じような話で

す。相続開始日から申告期限までに持分の払い戻しを受けたとか、持分を譲渡したとか、

相続税の税額控除を受けたときは、適用がありません。 

それと、相続又は遺贈により取得した持分が未分割だったという場合には適用がありま

せん。 

それから、49 ページです。医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶

予及び免除規定の相続税への準用ということで、ここの（イ）から（へ）は先ほどいろい

ろと書いておきましたとおり、全部準用されますので、贈与とまったく同じ規定が適用に

なるということです。 

ニは、あくまで手続きですので、当然、相続税の申告書に適用を受ける旨の記載や一定

の書類の提出ということが必要ということです。 

それから、（５）の「医療法人の持分についての相続税の税額控除」です。これも贈与

税と同じです。申告書の提出期限までに持分の全部又は一部を放棄した場合は、その相続

税額を除外して差額を納付税額として計算をするということで、申告期限までに放棄をす

るということが条件です。 

それから 50 ページのロ、「医療法人の持分についての相続税の税額控除の不適用」です。

これも先ほどとまったく同じで、相続開始日から申告期限の間に持分の払い戻しを受けた

場合、譲渡した場合には適用を受けることができません。さらに、相続税の税額控除の適

用を受けるためには、相続税の申告書に適用手続を取ってくださいということです。 

このように相続税と贈与税は基本的なところは、まったく同じような規定です。後ほど、

比較して読んでいただければと思います。 

それから、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の改

正」です。東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈

与税の非課税措置が見直されています。その１つは、警戒区域設定指示等の対象区域内で

居住していた者に係る受贈期限が警戒区域設定指示等の解除後１年を経過する日に延長さ

れました。従来は３月でしたが、それが１年に延長されました。 

それから、51 ページです。贈与により住宅取得等資金の取得をした被災受贈者が、建築後

使用されたことのある住宅用家屋で一定のものを取得した場合には、当該要耐震改修住宅

用家屋の取得の日までに改修を行うことを申請し、かつ、贈与の翌年 3月 15 日までに適合

することになった場合には、特例の適用対象になります。これは先ほどの場合と同じよう

な改正になっています。このようなことで、要耐震に該当すれば適用になります。これら

はいずれも平成 26 年 4 月 1日以後の贈与について適用になるということです。 

ちょっと後半を急いで申し訳ございませんでしたが、後でもう一度お読みいただければ

と思います。どうもありがとうございました。 
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～法人税を中心として～ 
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租税相談事例研修会 

平成 26 年 12 月 5 日（金） 

 

【講演】 

「 近の相談事例の中から～法人税を中心として～」 

 

 本部租税相談員  倉田 次男 氏 

 

 ただ今、ご紹介いただきました倉田でございます。前年も今頃お邪魔して、３時間、お

話をさせていただいたと思います。連年というのは非常につらいものでございまして、い

ろいろな事例といっても、１年間、本部のほうで相談をいろいろ、電話あるいはファクス

等で質問を頂きまして、それに対してお答えさせていただいているわけでございます。近

畿会の方で何人かはおられたかなというように、今、思い出しております。 

 それで、27 年度改正はまだこれからで、来年１月に大綱が決まるということでしょうが、

１つは、大きな問題として消費税の軽減税率がございますよね。われわれもいろいろな情

報で見ていまして、軽減税率の対象品目をどのように特定していけるのかというのが一番

の問題で、もし導入されれば、納税者の方も大変でしょうし、また皆さん方も非常に苦し

むようになってくるのではないか。それを簡単に、皆さんが平易に計算できるシステムを

ぜひ考えていただかないと、大変なことになるのではないかと思っています。 

 昨今、税制委員とか、いろいろな方がヨーロッパなどに行きまして、軽減税率を適用さ

れている国の事情をいろいろ調査してきて、その話を聞いたりしますと、やはり区分が非

常に問題になっているというようなことも少し聞いております。どのようになっていくの

か見守っていきたいと思っております。 

 もう１つは、特定資産の買換えで土地建物等を売って、減価償却資産に買い換える事例

がありますよね。それが平成 26 年 12 月 31 日で、法律上適用期限が切れてしまうというこ

とで、それが延長になっていくのか。延長になるには、３月末で法案が通ること。通って、

もし適用になれば、1 月 1 日に遡って適用できることになるのだろうと思います。 

 法案の遡りというのは極めて少ないのですが、不利益で遡って、 高裁まで争った事例

もあると思います。本件の場合は、不利益ではなくて利益になるほうですから、まったく

争われないということになるものと思います。 

 皆さま方の１年間やられてこられた中で、税務調査等を経験され、立ち会い等をされて

こられた人がわりとおられると思います。その中でお困りになっている点とか、何かもし

ございましたら、 後のほうでも時間があれば、お聞かせ願えればなと思っております。

本件の中でも、税務調査を終わった後の説明のことで、事例 11 か何かでちょっと説明をす

るのですが、少し事例を挙げさせていただきました。 
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 それから、税務調査の件で、この間、実例で質問を受けたのですが、その方が面談に来

られたのです。東京の近いところにおられた公認会計士さんでしたので、面談ということ

でお会いしまして、税務調査を受けるのですが、役員給与について引き上げてきているの

ですが、その時の書類ですね、取締役会の議事録とか、どうやって決めていったのか、ど

うやってアップしていったのかということの書類を全く作っていないのでどうしたらいい

か。今から作っていいですかねということで質問がきました。 

 それで、作ってあるのが一番ベターなのですが、作っていないにしても、今から当時の

ことを遡って作って、そのまま指摘されたら、そのとおり、当時は作っていなかったけれ

ども、今はこういうことで、当時のことはこういう状態だったということの説明資料とし

て作られるのはいいし、本来ならば、その時その時で、そういう形式的な要件は整備して

おかれたほうがベターだなと。調査を受ける時に慌てて作成しますと、税務当局の心証を

悪くしたり、非常に困ってしまうことになってしまうと話しました。 

 もう１つは、役員退職金です。役員退職金についてもちゃんとした書類を作られ、どの

ように計算したか。計算できないというようなこともあるかもしれませんが、何らかの理

屈を付けて、どういうように計算をしていったかということで、取りあえず書類を作って

いくということにしないと、また、その時に慌てて作ったりしますと問題があったりしま

すので、そういうのは注意しておかれてほうがよろしいのではないかと話しました。 

 これから説明をさせていただきます事例ですが、自分で考えたり、あるいはいろいろな

ところで質問を受けたり、顧問先等から質問を受けた中で、自分としてこれがいいだろう

と思うものを選んできました。事例の中には、既に皆さま方も経験なさってご存じの方も

おられるかと思いますけれども、わかっておられる方はおさらいのつもりで、初めてかな

という人は、何かこの中の１つでもお持ち帰りいただいて、お役に立てていただければい

いなと思っております。 

 

 それでは、座らせていただいて説明させていただきます。 

 まずは１ページでございます。１ページは、「売買目的で取得した有価証券の評価」で

す。まずは、質問ということで読んでみます。 

 弊社は、従来から余剰資金の運用の一環として継続的に上場株式の売買を行ってきまし

た。このたび、株主総会において事業目的に投資運用業を追加する旨の定款変更決議を行

いました。売買目的で取得した上場株式については、会計上、「売買目的有価証券」とし

て区分経理するのが正当かもしれませんが、従来から資産の部で、「投資その他の資産」

の「有価証券」の勘定科目により経理しており、今後も変更する予定はありません。有価

証券の売買業務は、専担者を配置して行うような大規模なものではなく、今後も配置する

予定はありません。 

 従来から期末に保有する上場有価証券の評価は、「売買目的外有価証券」であり、法人

税法上の「売買目的外有価証券」として原価法により行ってきました。「売買目的外有価
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証券」は原価法ということに法律上決まっています。法人税法上、そうなっておりますの

で、そうやってきました。 

 そこで、余剰資金の運用の一環として継続的に行ってきた上場株式の売買について、今

回の定款変更、定款の事業目的を「投資運用業」を追加したことに起因して、税務上、「売

買目的有価証券」として取り扱われ、時価法により評価しなければならないのかという質

問だったのです。 

 では、どの程度の規模の有価証券の売買を行っているかというところまでは、ここに書

いておきませんでした。そんなに多くやっているとも思いません。ある程度の金額で、例

えば資金 5,000 万円の範囲内でやるとか、１億円の範囲内でやるとかという規模で、値上が

りしたら売って、安い時に買って、値上がりしたら売ろうと。そこでさやが稼げればいい

やというような、いわゆる預金にしておくよりいいだろうというところなんだろうと思う

のです。低めで買って、高めで売れたらいいなということでやっている。だから、一分一

秒を争うような売買をやっているわけではないということで、ある程度の会社でもあり得

ることかもしれません。それぐらいの運用をやっている法人もあると思います。 

 そういう法人で、今回、目的変更をしたのは、幅広い事業展開をしているか、外向けの

アピールだとは言っていましたが、そういう目的も入れて、いろいろなことをやっている

んだ。本業は広告宣伝業と言っていましたが、幅広くいろいろなことをやっているという

ことで、会社のアピールができるからというような意味で追加したと言っていました。 

 回答ですが、法人税法上の売買目的有価証券とは取り扱われることはないでしょうとい

うことです。定款変更をしたからといって、それが要件になるわけでもないということで、

影響はないという結論です。 

 解説のところをやっていきたいと思います。企業会計ではどうなのか、皆さま方の得意

とする会計の話です。会計上、まずどうなっているのかということについて、少しおさら

いということでやってみたい。 

 「金融商品に関する会計基準」というのがございます。もうご存じのとおりです。企業

会計基準第 10 号、平成 11 年 11 月 22 日付で公表されております。それによりますと、有

価証券については、４つの区分になるのだということを決めております。 

 ①が売買目的有価証券、次に②として、満期保有目的の債券、③として、子会社株式あ

るいは関連会社株式、④として、その他の有価証券というように区分をしておられて、①

については時価評価、これは当然ですよね。評価差額は損益に計上する。②と③は、取得

原価だと。あるいは償却原価法と。そういう取得原価法でいいだろうと。取得費が簿価に

なる。評価は不要であるということです。 

 それから、④のその他の有価証券は時価をもって評価すると。ここは会計独特なのです。

時価をもって評価する。会計上は、あくまでも時価評価というのを、昨今、相当打ち出し

てきていて、いろいろな分野に時価評価だ、時価評価だと言っていると。その他の有価証

券というのは、非上場株式とかも入りますからね。非上場株式とか、そういうものまでも
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時価評価をするのだというのは基本的には大変なのですが、時価をもって評価をまずして、

評価差額は洗替方式によって、次の（１）か（２）のいずれかの方法で処理をするのだと

いうことに決まっているのです。 

 （１）は、評価差額の合計額を純資産に部に計上する。これは損益に影響を与えないで

す。これを「全部純資産直入法」と言っている人もいますね。 

 （２）の２つ目の方法が、時価が取得原価を上回る場合、益になっている場合です。益

になっている分については、純資産の部に計上する。つまり、益の分については、評価損

益に影響を与えないようにする。時価が取得原価を下回っている場合、評価損は当期の損

失として処理する。 

 こういう（１）と（２）のいずれかの方法でやってくれということが、会計上の取扱い

です。これは「部分純資産直入法」と言っております。こういうことに、会計上はなって

いるということです。 

 これが平成 11 年に公表されたということで、２番目です。法人税においても、それの動

きを受けて、平成 12 年度改正で改正し、現行法どおりになっているわけです。 

 現行の法人税法はどうなっているかといいますと、平成 12 年度改正により、有価証券の

期末評価額は、売買目的有価証券については時価法による。それから、売買目的外有価証

券については原価法、取得原価で評価する。法人税法は、この２つの区分なのです。会計

は４つの区分ですが、法人税は２つの区分。 

 そして、その評価した結果、生じた評価益、評価損は、その年度の益金、損金の額に、

算入しなさい。翌事業年度はその反対で、益金に入れたら損金に入れる。損金に入れたら

益金に入れる。洗替えしなさい。こういう方法が平成 12 年度改正によってなりましたとい

うことです。 

 ３番目は、それを少し詳しく説明をしているところですが、「法人税法上の売買目的有

価証券」というのは、税法にどのように定義されるかということで、短期的な価格の変動

を利用して利益を得る目的で取得した有価証券で、次に掲げるものであるとなっています。 

 

（１） 短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的（短期的売買目的）で行う取引 

に専ら従事する者が、短期目的売買でその取得の取引を行ったもの（専担者売 

買有価証券） 

 （２）取得日に短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に記載した有価証券 

 

 

会計上は時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券、同じような区

分だなと、区分的には言えます。 

しかし税法は、売買目的有価証券は（１）あるいは（２）だと言っているわけです。（１）

は、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で行う取引に専ら従事する人がいる。
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短期目的売買でその取得の取引を行うもの。これを「専担者売買有価証券」ということを

言っていますが、こういう専担者を設けてやるのを「トレーディング」と言うのです。そ

ういうような証券会社とか、それに準じるようなところです。専担者でどんどん取引をや

っている。一分一秒を争うようなことでやっている。そういうところは当然、その保有す

る株式は売買目的有価証券となりましょう。 

 それから、通常の場合は（２）なのです。取得日に短期売買目的で取得したものである

旨を帳簿書類に記載した有価証券だけを、税法上は売買目的有価証券。この帳簿書類への

記載ですが、それを取得した時点で帳面に記入していくのですが、有価証券の取得に関す

る帳簿書類において、短期売買目的で取得した有価証券の勘定科目を「商品有価証券」、

要するに、短期売買の目的で取得したというものについて、新たな勘定科目を設ける。 

 例えば、「商品有価証券」というような勘定科目を設けて、短期売買目的で取得した有

価証券の勘定科目を、他の一般的な目的で取得したものと区分する。区分して商品有価証

券のほうに載せたものが、法人税でいう売買目的有価証券。 

 次が大切なところなのですが、この区分は取得時において法人が選択する。法人が選択

すればいいんだというのが、一番大事なところです。要するに、選択することとされてい

るので、短期的に売買し、または大量に売買を行っていると認められる場合の有価証券で

あっても、売買目的有価証券である旨の勘定科目を設定して、その勘定科目に計上してい

る場合を除き、単に「有価証券」というような勘定科目、従来型の投資その他の資産とか

というようなところで「有価証券」という勘定科目で処理しているような場合は、法人税

法上、「売買目的有価証券」として取り扱われません。法人の選択です。 

 だから、法人税法はどちらかといったら、取得原価でいいということです。そのため法

人が選択して、短期売買でやるんだから売買目的だというのであれば、そちらに区分経理

して、時価評価してください。そういうことがない限りは、みんな取得原価でいく、原価

法でいくんだというのが、税法の考え方です。 

 いろいろなところで出てきますけれども、企業会計、会計上は非常に時価に重きを置い

た評価をしているということです。税法は取得原価でいいというようなことで考えている

ということです。したがいまして、時価でいきたい時は選択しなさい。自分でそれはちゃ

んと手を挙げなさい。この有価証券はこっちだというふうにちゃんと区分経理しなさいと

いうことを言っているわけです。 

 ４、本件の場合、専担者を配置して行うような規模ではなく、今後位置する予定もない

ということですので、専担者売買有価証券には該当しない。いわゆる、売買目的有価証券

には該当しないことは明らかです。また今後も、「有価証券」という勘定科目で処理する

とのことで、短期売買目的で取得した有価証券の勘定科目、例えば「商品有価証券」など

の勘定科目を設けて、短期売買目的で取得した有価証券として区分しないということで、

法人税法上は、売買目的有価証券として捉えてはいない。 
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 質問者が危惧している定款変更してあるから、それをもって税務当局が、これは、あな

たはもう売買目的有価証券ということを選択したのではないかと言ったとしても、そんな

ことは要件になっていない。あくまでも帳簿書類に、これは短期売買の目的であるんだと、

そういう勘定科目を設けてやっている場合だけですから、特に定款変更をしたから、「投

資運用業」を追加したからといって、その区分が左右されるものではございません。 

 したがいまして、「その他の有価証券」に該当すると時価評価して、あるいは「売買目

的有価証券」に当たると納税者が考えて、時価評価することは、それはいいのです。そう

言っています。「１」のところで、その他の有価証券は時価をもって評価し、と言ってい

ますので、会計上は、その他の有価証券についても時価で評価してもいいわけです。 

 いいのですが、仮に評価して、評価損が発生して損失に計上をしたら、四表で加算する。

逆に評価益だったら損益に影響させないから、そのまま放っておけばいいということで、

税法上はそういうように割り切っているということですので、有価証券を取得して、その

法人が自ら売買目的であるんだということでやっていくならば、そういう科目を設けてや

れば、それは時価評価できるよということになります。 

 それで、質問に来た人は、「今回、定款変更したので、税務当局が来たら、これは時価

評価しなきゃいけないと言われるんじゃないか」ということを言っていましたが、「それ

は大丈夫ですよ。従来どおりの勘定科目でやっている限りはそういうことにはならない」

というように申し上げたところでございます。これが事例１でございます。 

 次は事例２です。「奨学金制度と給与課税」。ここは所得税のほうかもしれませんが。 

 質問。弊社は、即戦力となる国家資格等を有する者を雇用したいのですが、思うように

いきません。そこで、高校卒業予定者で某職業大学校に進学を希望する学生のうち、弊社

に入社を希望する者に対して、弊社から奨学金を貸与する制度を検討中です。奨学金の制

度は、おおむね次のようなものにしようということです。 

 対象者は先ほど申し上げましたとおり、某職業大学校を卒業後、弊社に入社を希望する

高校生。それから、貸与額。入学金及び２年間の授業料相当額を貸与する。これは無利子

にする。それから、返還方法。入社後、毎月一定金額を返済して、入社後４年勤務すると

残債は免除する。もう返さなくていいよということです。一括返済条項として、その職業

大学校を退学等した人、あるいは、成績が芳しくないというような人、入社しなかった場

合、４年以内に退社した場合には、その残債を一括返済してもらう。 

 そこで、入社後４年勤務した時点において残債を免除した場合に、その免除した金額は、

所得税基本通達 9-15（使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品）の取扱

いに準じて、給与以外の一時の損金として認められますかということになります。 

 ここは、原則的には給与課税になるんでしょうと。しかし、非常に微妙なところもある

のかなと考えまして、こういう微妙な時は、後で少し説明しますが、税務当局に「事前照

会」をする制度というのがございますので、そういうことをしてみたらどうかということ

です。 
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 解説のところです。関連する法令を掲示しました。 

 所得税法 9 条 1 項 15 号。これは非課税所得ということで、学資に充てるため給付された

金品は非課税になった。しかし、括弧書きで、給与その他対価の性質を有するものを除く。

それから給与所得とは、ここに書いてあるとおりの条文になっています。 

 

所得税法２８条１項（給与所得） 

給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係

る所得をいう。 

 

 それから（３）、所得税基本通達 9-14 と 15 があるのですが、まず 14 が使用者から役員

または使用人に対して、これらの者の修学のため、またはこれらの者の子弟の修学のため

の学資金等を支給した場合は給与課税ですということが決まっている。 

 それから 9-15 が、これは修学ではなくて技術の習得関連です。使用者が自己の業務遂行

上の必要に基づき、役員または使用人に当該役員または使用人としての職務に直接必要な

技術や知識を習得させ、または免許もしくは資格を取得させるための研修費、講習会等の

出席費用、あるいは大学等における聴講費用に充てるための費用を支給した。これらの費

用として適正なものに限って、給与課税として課税しなくて差し支えない。こういうのが

所得税基本通達で定められていますということをまず踏まえて、次のページの２にいきま

す。 

 ２、現に雇用等している使用人等を対象に、職務上直接必要な技術や資格等を習得また

は取得させるための費用は、基本通達 9-15 により、給与課税は行わなくて差し支えない。

本件の場合は少し違います。雇用する以前の段階において貸与していくというものです。 

 本件は、奨学金の貸与を受けた従業員が入社後４年間勤務した場合に、当該奨学金の残

債について債務免除を行うというものであって、このことは将来の役務の提供を条件に貸

与したものと言えますから、先ほどの所得税法 9 条 1 項 15 号、括弧書きに規定する非課税

とされない「対価の性質を有するもの」に該当するということになります。したがって、

債務免除した時点で経済的利益を与えたことになりますので、この時点で給与課税を行わ

なければなりませんということに原則的にはなるのだろう。この 9-15 は、直接的にこの本

件にあてはまらないということになります。 

 ３として、これは次のページに文書照会。先ほど申し上げました文書照会をされたもの

が公表されているのです。そのものを付けておきました。これは６ページを開いていただ

いて、この事例からまず見ていきたいと思います。 
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看護学生等に貸与した奨学金に係る債務免除益等の取扱いについて 

取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会 

照会 

照

会

者 

①（フリガナ） 

団体の名称 

（ドクリツギョウセイホウジンコクリツビョウインキコウ） 

独立行政法人国立病院機構 

②（フリガナ） 

代表者等 

（リジチョウ ヤザキ ヨシオ） 

理事長  矢崎 義雄 

照

会

の

内

容 

③ 照会の趣旨（法令解釈・

適用上の疑義の要約及

び照会者の求める見解

の内容） 

 別紙記載の項目 1 のとおり 

④ 照会に係る取引等の事

実関係（取引等関係者の

名称、取引等における権

利・義務関係等） 

 別紙記載の項目 2 のとおり 

⑤ ④の事実関係に対して

事前照会者の求める見

解となることの理由 

 別紙記載の項目 3 のとおり 

⑥ 関係する法令条項等 所得税法第 9 条第１項第 14 号、所得税基本通達 9－15 

⑦ 添付書類 
・独立行政法人 国立病院機構奨学金貸与規程 

・独立行政法人 国立病院機構奨学金貸与要領 

 

 

⑧ 回答年月日 平成 21 年 12 月 16 日 

⑨ 回答者 国税庁課税部長 
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回答 

⑩ 

回

答

内

容 

 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差

し支えありません。 

 ただし、次のことを申し添えます。  

) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内

容と異なる課税関係が生ずることがあります。 

) この回答内容は国税庁としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するも

のではありません。 

 

同じような事例だとみるのか、いや、これは全く違うとみる考え方、２つがありますね。 

 まず、１の「事前照会の趣旨」というところで、独立行政法人国立病院機構では、病院

に必要な看護師または助産師の確保を目的として、「独立行政法人国立病院機構奨学金貸

与規程」を定めて、平成 21 年 4 月から国立病院機構に属する全国 145 の病院すべてにおい

て、看護学生に対する「奨学金貸与要領」を設けて奨学金制度を実施しております。 

 この奨学金制度に基づき無利息で奨学金の貸与を受けた看護学生が、卒業後、奨学金の

貸与を受けた病院において、看護師等として、その貸与期間相当の期間、業務に従事した

時は奨学金の返還債務を免除するとしています。この場合の奨学金の無利息貸付け及びそ

の返還債務を免除したことによる経済的利益については、課税しなくて差し支えないもの

として取り扱ってよろしいか照会いたしますということです。 

 この回答がどこにあるのか。５ページの下のほうの⑩回答内容というところがあります。

標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支

えありません。これが答えなのです。今、私が申し上げた、取り扱ってよろしいか照会し

ますと。それでよろしいと言っているということです。これはもう典型的なフォーマット

が、このようになっています。 

 ６ページに戻りまして、ここで「事前照会に係る取引等の事実関係」として、本件貸与

規程は、国立病院機構が看護学校等に在籍する学生を対象とする奨学金の貸与について定

め、病院に必要な看護師等の確保を目的とするものですということで、奨学金の貸与対象

となる者は看護学校等に在籍する学生であって、卒業後、奨学金の貸与を受けた病院に常

勤職員として勤務することを希望する学生とし、その旨を記載した「奨学生誓約書」を出

させています。 

 奨学金の貸与期間は、奨学生になった日の属する年度から 長４年間で、貸与額は各病

院が定めている「奨学金貸与要項」によります。 

 奨学金は無利息で貸与し、奨学生が看護学校等を卒業後、奨学金の貸与を受けた病院に

おいて、常勤職員として引き続き貸与期間相当の期間、業務に従事した時は（１年以上業
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務に従事した場合は、１年につき１年間分）、奨学金の返還債務を免除します。いろいろ

な免除の仕方があるのですが、そういうやり方でここはやっています。 

 なお、奨学金の貸与額は、年間 40 万円から 80 万円だと言っております。この 40 万円か

ら 80 万円というのは、だいたい年間の必要な金額の範囲内であり、これを超えて貸与して

いるわけではない。例えば、お小遣いまで貸しているわけではないということでしょう。 

 次の７ページで、「事前照会者の求める見解となることの理由」ということで、この理

由が非常に良いことが書いてあるなと思っています。 

 中ほどのところですが、国立病院機構による奨学金制度は、看護師等の確保を目的とす

るものであって、病院が経済的合理性を踏まえ、その業務遂行上の必要に基づいて実施し

ているものであって、看護師等の資格は、病院の使用人としての職務に直接必要なもので

あります。 

 また、上記通達 9-15 は、既に雇用関係のある使用人等に対して支給する職務上必要な技

術・資格の取得費用についての取扱いを定めたものと考えられますが、本件の奨学金制度

に基づく奨学金の貸与は、看護学校等を卒業後、奨学金の貸与を受ける病院に常勤職員と

して勤務することを希望する学生を対象とし、将来の勤務を前提するものであるから、使

用人等に対して支給するものと特段の差異はないと、こういうように言っているのです。 

 さらに、奨学金の貸与及びその返還債務の免除は、本件貸与規程及び各病院の奨学金貸

与要領に基づき実施するものであって、特定の者に利益を与えることを目的とするなど恣

意的なものではないのではない。及び奨学金の貸与額について、上記２（注）のとおり、

看護学生が負担しなければならない在学費用を超えるものではないことからみて適正なも

のであるということです。 

 

上記２（注） 

看護学生が負担する在学費用については国立病院機構附属看護学校（以下「看護学校」と

いいます。）を例にとると、年間の授業料、教科書代、教育活動費その他実習費等の附属

看護学校に支払わなければならない金額は、年間約 90 万円であり、貸与額は在学費用の範

囲内とするようにしています。 

 

 以上のことから、奨学金の無利息貸付け及びその返還債務を免除したことによる経済的

利益については、所得税基本通達 9-15 に準じて課税しなくて差し支えないものとして取り

扱われるものと考えられます。こういうように説明している。それで差し支えないと言っ

ているわけです。 

 そうすると、本件の場合とどこが違うのかなと私は思うのです。本件の場合も、国立病

院とかそういう大きなものでもないのです。だけれども、この照会を私は受けたのですが、

ある程度の規模の会社なのです。だから、売上も、この会社は 100 億円を超えていると思

います。そういうような大きな規模の、従業員も 1,000 人ぐらいはおられるでしょうね。そ
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のような会社で、そういう規程を設けて、奨学金を出していくということにしようとして

いるんだけれども、どうかなということの相談を受けた。 

 ４ページに戻りまして、３のところですが、今のことを踏まえてさらに検討すると、無

資格者を雇用した後に、資格を取得させるために某職業大学校等に入学させ、そのための

費用を貴社が全額負担した場合には、基本通達 9-15 により、給与課税はされないことにな

るのではないか。 

 本件の場合は、即戦力となる有資格者を雇用するために、某職業大学校を卒業後、貴社

に入社を希望する者を対象に、某職業大学校へ納入することとなる入学金及び授業料に充

てるための資金を事前に貸与するというものであり、その 9-15 の定めの適用要件に直接的

には該当しない。まだ、採用している者ではないから。 

 しかしながら、本件の奨学金は、有資格者の雇用確保を目的にするものであって、業務

遂行上の必要に基づいて実施する施策であり、かつ、当該資格は職務上必要不可欠な資格

なんだということは先ほどと変わりません。 

 ②の貴社に勤務することを希望する者を対象にして、将来の勤務を前提とするものであ

るから、現に使用人等である者に支給するものと特段の差異はない。同じではないか。 

 ③として、奨学金の貸与及びその返還債務の免除は、社内規程を設けて実施するもので

あって、恣意的にやるものではない。 

 ④として、奨学金の金額が、その者が負担しなければならない在学費用を超える金額で

はないのですということです。 

 そういうことを考えれば、結論は同じになってもいいのではないか。債務免除した時点

で、残債について、あえてそこで給与課税しなければいけないのかというのは、私は非常

に疑問があって、その照会者、質問者には、事前照会をしたらどうですかと言いましたと

ころ、この制度は照会者の意向をくんではくれないと言われました。 

 ８ページの真ん中の近くの「文書回答手続の対象となる事前照会の範囲」というところ

の②、「次のことに同意していただけること」とある中のぽつの２つ目なのです。照会内

容及び回答内容が公表されることと書いてあるのです。括弧として、公表について関係者

の同意を得ることも含みます。だから、関係者も同意をしてもらわないと困るのですが、

そういうことがあるということは、１つネックがあります。公表される可能性があり、こ

れも公表されています。 

 そこの注１が事前照会者から申し出がない限り、事前照会者、その会社側は公表はしま

せん。だから、照会を誰がしてきたかということは公表しないけれども、中身を読むとわ

かってしまいそこも、私のところがこれをやると、みんな同じことをやるのではないかと。

そうすると、リクルートをみんな同じことをやって、また同じように採用困難になってし

まうというわけです。 

 これは給与課税をしておかないで、調査を受けて、そこでどうするかを考えてもいいよ

うな事例ではないかなと思われます。仮に、これが給与だといったら、そこから審査請求
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をして、審査請求が棄却になれば訴訟になるということで、やったら面白い事案かなと思

います。 

 この関係でもう１つ照会を受けたのは、今、盛んにそれを言われるのは、弁護士とか、

皆さま方公認会計士もそうなのですが、そういう資格を有している人を企業が雇うのです。

それは資格を持っている人を雇いますから、公認会計士なら公認会計士協会に年会費いく

らとか。会費を払いますよね。税理士会もそうなのですが。それを会社が負担したらどう

するんだと。会社が負担したら給与課税するのですか、一般の損金で認めてくれますかと

いう質問を、 近ちょこちょこと受けたのです。 

 それは個人の資格であるので、個人専属の資格になり、会費の徴収の宛先は個人名で届

くものです。皆さん、個人名で。私も自分のは自分の個人名で。 

 例えば公認会計士さんが、ある会社に勤めている。公認会計士協会に登録していると、

会費の支払先は個人名で来るので、請求は会社に絶対に来ないですよね。このことから、

会社が払うべき費用とならないのではないかと。もし、会社負担にしたら、資格手当など

が、会社ではこういう資格を持っていると、資格手当ということで給料を少し余分に出し

ますよと言っている世界と同じではないかなと僕は思っているのです。だから、給与課税

は免れないだろうなと思うのです。一回取得した資格を維持していくための費用であり、

それは個人が負担していくんだろうなと思うのです。それを会社が負担するという、給与

以外で負担するというのはちょっと無理かなと僕は思います。 

 今はちなみにコンプラといろいろ言っているから、弁護士を雇う。公認会計士の資格を

持っている、税理士の資格を持っている人は、経理とか、財務とか、資金担当として雇っ

ているというのもありますが。 

 その時は、採用される時に企業の条件で給与交渉でしょうね。その分がありますから、

給与をその分少し高く見ておかないと、それは資格を維持していくために外に行ってしま

うということで、そこで会社に負担してもらって給与課税を受けてもしょうがないけれど

も、会社負担をしてくれるのなら、してもらったほうが得ですからね。そっちのほうの採

用される時の交渉事かなと思うのです。何かこれから質問を受けて、あるいは悩んでいる

ことは、ご相談いただければと思っています。 

 事例３に移ります。事例３は「ホステスに対して支払われた金銭の給与性」ということ

で、質問のところです。 

 弊社は、各店長から、各ホステスに事前に、「就業システム」と題する書面により勤務

条件等の説明をさせて、出勤日とか、入退店時刻とか、固定給等を取り決め、日々、各ホ

ステスの入退店時刻をタイムカードにより管理しています。各ホステスへの支給額は、売

上バック制度や同伴バック制度等によって加算しますので、ホステスの技能とか、人気と

かで大きく変わってきます。各ホステスに対して支払うものは、給与所得には該当しない。

あくまでも 204 条 1 項 6 号に規定する報酬・料金に該当するとして源泉徴収をしています

が、認められますか。売掛金の回収義務は負わせていません。 
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 これはたまたま何かで裁判になった事例なのですが、こういう質問を受けたことがあり

ます。ある企業で、今まで報酬ということでやっていたんだけれども、給与だと言われた

と。報酬で源泉徴収していると企業にとってはそれほどの差はないようなのですが、何が

一番問題かというと、消費税なのです。仕入控除の対象になるか、ならないかの差が出て

くる。消費税に相当影響を与えるものである。そこで、税務当局が非常に関心を持って調

査をし、裁決など公表されているいろいろなものを見てみると、札幌局とか、あるいは関

信局等でも、こういう事例が審査請求になったりしているのです。 

 ホステスというと、何となくホステスということでホステス報酬。したがって、204 条の

報酬料金だというふうにみてしまうことが多いのですが、事実関係は実態の判断なのです。

ですから、一件一件がどういう約束でそこの店で働いているかということを見極めていか

ないと間違いが生じますという意味で、ここに取り上げさせてもらいました。 

 解説のところです。「関係法令」ということで、事業所得とは、各種の事業から生ずる

所得のことです。これは所得税法で決まっているのはご存じのとおりです。 

 ここからは 高裁の判例ですが、事業とは自己の計算と危険において営利を目的とし、

対価を得て継続的に行う経済活動のことであり、給与所得とは、勤労性所得のうち、雇用

関係またはこれに類する関係において使用者の指揮・命令に服して提供した労働の対価と

して使用者から受ける給付をいう。給与所得というのは、とりわけ、給与支給者との関係

において何らかの、ここはよく言いますね。空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし

断続的に労働または役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが

重視されなければならない。これがもう判例として、今でもずっとあります。いわゆる給

与所得か、事業所得か、いろいろな形態があります。給与か事業かというのは、いろいろ

なところで区分をされている。特に、先ほど申し上げた消費税についても入ってきて、な

おさらこんなにシビアになってきているということです。 

 では、204 条 1 項 6 号にはどのように規定がされているかというのは、次のフレームです。

キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンス

をさせ、または客に接待をして遊興もしくは飲食をさせるものにおいて、客に侍してその

接待をすることを業務とする。この「業務とする」というところに意味があるのです。業

務とするホステスその他の者のその業務に関すると規定しており、「業務」というところ

に意味があるんだろうということで、これに該当する人は事業所得だということです。 

 ２として、「事業所得か給与所得か」と。ところで、本件の各ホステスについてみると、

事前に「就業システム」と題する書面により勤務条件等の説明を受け、それに合意して就

労しているものと認められます。また、日々、各店長から出勤日や入退店時刻等の指示を

受け、入退店時刻はタイムカードにより管理されている。各店長の指揮命令に服して空間

的、時間的な拘束を受ける。ここで働きなさいというのはもう決まっていますよね、場所

は。継続的ないし断続的にやっている。 
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 自己の計算と危険において就労している事実は特にない。これは、今は売掛回収義務を

負わせているホステスというのは、あまり聞いたことがないのではないですかね。通勤費

は出さない、もう報酬の中に入っているとか、一切そういうものは、全部報酬の中に含ま

れている。あるいは衣装の問題とか。衣装も自分で手当しなさい。うちの管理者は衣装を

貸与しませんとか。結構、新人のホステスを雇う時には、もう店のほうで衣装はあって、

これを着ろ、あれを着なさいとなっているのです。自己負担をさせているようなことはな

いのです。だから、そういうものを一件一件みていって、それが給与所得か、事業所得か

を判断してもらうということになると思います。 

 そして、その労働の対価として、時間給に勤務時間を乗ずるなどして算出された金額を

日払い、あるいは、月払いになっているということであれば、もうそれは給与所得でしょ

うということです。 

 一般的にホステスと称される者に対する対価の支払は、報酬・料金と判断しがちですが、

税務当局は消費税法上の課税仕入れの当否の関係からも注目しています。就業実態等を見

極めてください。慎重に判断したほうがいいですよということをちょっと。あと、一番多

いのはホステスとか、そういう飲酒関係のところが多いのです。あとは、ある個人に対し

て業務委託料を払っています。月々定額で払っているということもあって、その時に時間

的や空間的、どういう拘束をしたのかというのも吟味しておかないと、業務委託料だから、

それは課税仕入れとして控除できると簡単には言えなくて、これは給与じゃないかという

こともあり得ますので、注意をしてください。 

 次は事例４です。「特定資産の買換特例の適用対象資産」。その１（事例４）とその２

（事例５）で、少し比較をしました。 

 質問のところです。弊社は、不動産賃貸業を営む法人です。昭和 48 年に 3,000 ㎡の土地

を取得し、その上に賃貸マンションを建設し、賃貸してきました。このたび、当該建物が

老朽化してきたことから、退去させて、取り壊して、そこにマンションを建設して分譲し

ようということにした。この場合、分譲に伴う土地部分に係る譲渡益については、特定資

産の買換特例ができるか。なお、当該土地は取得以来、固定資産として計上してきました。

今もそうなって、売るまでそうなっていました。その２（事例５）をみると、ここは難問

で、僕は非常に重要なことなのかなと思っています。事例４の場合は、特定資産の買換え

が認められるということです。 

 解説の１、特定資産の買換特例は、棚卸資産の譲渡には適用されない。括弧して、「棚

卸資産除く」と規定されますから、棚卸資産は買換特例は認められない。もうご存じのと

おりです。棚卸資産は販売等を目的として保有する資産であり、その譲渡益について圧縮

記帳による課税の繰り延べを認める必要がない。そうですよね。通常の本来の利益ですか

ら、それを繰り延べるという話はどこからも出てこないということです。 

 ２ですが、ところで、本件のように長い間固定資産として事業の用に供してきた土地の

上にマンションを建設して分譲するような場合には、その土地は、そもそも事業の用に供
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している土地としての固定資産ではなくなり、販売用の土地としての棚卸資産に実態が変

わり、その後に譲渡するのであるから、特定資産の買換特例は適用できないのではないか

という疑義があるということで、通達があります。 

 ３が通達のことです。法人が土地を保有するといってもいろいろな形態がありましょう。

一般の法人が土地や建物を保有する場合には、それを固定資産として使用している。不動

産売買業を営む法人が保有する土地や建物については、販売目的で保有するものは当然あ

りますが、それ以外に、土地・建物を自社の本社ビルの用地として使っていたり、自社の

事業に使用しているものとか、他に貸し付けているものとか、現に使用していないが、具

体的な使用計画に基づいて使用することを予定しているものなどいろいろなものがありま

しょう。 

 これらのものは、販売用として保有しているものは棚卸資産とは言えないでしょう。固

定資産そのものでしょうから、譲渡益は圧縮記帳の対象となる。いわゆる特定資産の買換

えです。その通達番号はここに書いてあります。措通 65 の 7(1)-1 ということで、これも念

のために書いてあるということです。 

 ４としまして、法人が従来固定資産として使用していた土地を譲渡する場合があると思

います。不動産売買業者でなくても、普通の法人が本社ビルを土地と共に売りたい、ある

いは何かで使った土地を売りたいということがあります。譲渡するに当たって、当該土地

にマンション等を建築して分譲する場合とか、区画形質を変更して分譲する場合などがあ

ります。広い土地だったら売りやすい面積に狭めていって、今まで１軒を建てていたのを

２軒で売るとか、よくやっていますよね。こういうケースで変更して分譲する場合など、

このように販売に当たり、当該土地に手を加えると、当該土地は販売することを予定して

保有していることになってしまう。それから、棚卸資産にならないのではないかなという

ように思いましょう。 

 しかしながら、マンションの建築や土地の形質は、土地を有利に譲渡するための一手段

にすぎないとみることができるということと、更地のまま譲渡した場合の譲渡益(キャピタ

ル・ゲイン)とマンション等を建築して譲渡した場合の当該土地に係る譲渡益とは、その土

地部分については、ほぼ同額でしょう。このような場合の土地の譲渡については、棚卸資

産の譲渡には当たらないものとして取り扱うということになっています。これが措通 65 の

7(1)-2 です。先ほどのが１（措通 65 の 7(1)-１）で、これが２（措通 65 の 7(1)-２）です。

この２つが特定資産の買換えの棚卸資産かどうかの判定のための通達です。 

 本件についてみると、本件土地は長年賃貸マンションの用地として使用してきたもので、

まさしく固定資産であり、今回更地のまま譲渡することに代えて、マンションとして譲渡

するということであれば、２番目の通達の定めのとおりで、棚卸資産ではなく、固定資産

に該当するから、特定資産の買換えは認められるであろう。これは私もそう思います。 

 次に、その２の事例（事例６）でやや同じなのですが、弊社は、大手企業の子会社で主

に不動産賃貸業を営んでいる法人です。昭和 48 年に 3,000 ㎡の土地を取得し、この辺はず
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っと同じです。壊して分譲マンションで販売するということで、分譲マンションの引渡時

期は、3,000 ㎡で結構広いですよね。それと、分譲マンションも結構大きいのが多々あるん

でしょうね。期間的には２年後になる。この分譲に伴う土地の譲渡益については認められ

ますか。 

 なお、この土地は取得時以来、「固定資産」として経理してきましたが、当該分譲計画

を決定した当該事業年度において、監査法人からの指導により、「販売用不動産」に振替

処理しました。「販売用不動産」に振替処理したのです。それは、監査法人からは、いろ

いろな会計のほうの規定に基づいて、そういうような指導があったんでしょう。私、これ

はどうかなと。私の個人的には、これはまず認められないのではないかなという感じがす

るのです。 

 その根拠となったのが、次の 12 ページからずっと書いてありますが、これは後で読んで

おいてもらいましょうかね。 

 その中で少し重要なところです。15 ページの下の２のところから少し読ませてもらいま

す。その 15 ページの上の（４）に、ここに下罫線を付けておきました。高裁もこれを支持

していますが、これは地裁の判決です。 

 本件通達２というのは、先ほどの１、２と言った２番目の通達のほうです。本件通達２

は、法人が従来固定資産として使用していた土地を譲渡するに当たり、譲渡を容易にし、

あるいはより有利な条件で譲渡するための手段として、集合住宅等を建築し、または当該

土地の区画形質の変更等を行って分譲した場合について、その実質において棚卸資産に該

当しない土地の譲渡と同視し得ることがあるとして、本件特例の趣旨に鑑み、当該譲渡を

棚卸資産の譲渡に該当しないものとして取り扱う旨を定めたものと解されるのであって、

その譲渡の時点において棚卸資産に当たる資産の譲渡についても、原告の主張するような

課税をすることを、その趣旨ないし目的とするものと解するのは困難と言わざるを得ない

と言っているのです。 

 それを受けて、下の２です。２の「控訴人の当審における補充主張についての判断」と

いうところですが、（１）、控訴人は、本件土地、特に 40 土地。40 土地というのは定義し

たのです。40 土地については、本件通達２に該当し、課税の繰延べができる場合に当たる

というべきであり、したがって、本件特例が適用されることになると主張する。控訴人は

そういうふうに言うのです。納税者はそう言っているのです。これは特例の適用になるん

だと言っている。 

 （２）が判断なのですが、ところで、本件特例は、当該資産の譲渡時点における性質に

基づいて、棚卸資産に該当する場合を適用対象から除外しているものであるが、従来固定

資産として使用してきた土地を、譲渡時点においては、形式的に法人税法上の棚卸資産に

区分して、集合住宅等を建築し、または土地の区画形質の変更を行って分譲した場合には、

今度は実質的ですね。実質的に棚卸資産に該当しない土地の譲渡と同視できる事情が認め

られるのであるから、本件特例の趣旨に照らしても、その適用を認めて、棚卸資産の譲渡
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に該当しないものとして取り扱うことには合理性があり、しかも、固定資産のままで譲渡

した場合との均衡を考慮すれば、固定資産の譲渡益と認められる部分以外の譲渡益、すな

わち付加価値部分を除いた部分について、本件特例による課税の繰延べの対象とすること

が措置法の解釈としても可能であるから、原判決も適切に説示しているとおり、本件通達

２は、この場合の上記のような取扱いが可能であることを明らかにした趣旨のものである

と解するのが相当であると言っているのです。 

 （３）については、本件土地の譲渡に至る経緯等については云々で、控訴人は本件土地

を含む○○の土地を取得した当初の段階で、建物を建築した上で賃貸して収益を挙げると

いう計画を有していた。 初は、昭和 48 年には、これは 3,000 ㎡を賃貸にしようとして取

得したのです。保有したものの、当初の計画が実際には実現せず、基本的には更地のまま

になっていた。その当初の計画を変更して、控訴人の不動産売買の業務の一環として、売

却、販売する計画が策定された。そのため当該法人は、本件土地を有形固定資産から棚卸

資産に振り替える会計処理をしたんだと、控訴人は。そして、付加価値を付けた上で譲渡

したのであるから、本件通達２が想定するような実質的な棚卸資産に該当しない土地の譲

渡と同視できる事情の存在が認められると解する余地はないということで、納税者は負け

たのです。やはりそれは適用できない。棚卸資産の譲渡だよということです。 

 ここで言っているように、棚卸資産に振替処理をした。振替処理をして、本件の場合は、

振替処理して５年とか 10 年ほど経っている事案なのです。だから、明らかに譲渡する時に、

それを５年も 10 年も棚卸資産だと決算上処理したことを、今さら固定資産かと、こういう

ことだったんだろうと思います。本件の場合は２年なのです。それで困ってしまうのです

が。 

 それで、16 ページの下は、今度は私も関わっているのですが、解説要旨です。 

 １、昭和 48 年以来、本件土地は供されてきたのは事実であり、この裁判時には固定資産

であった。本件土地上に、分譲マンションを建築して販売することとした事情及び計画内

容の詳細はわからないけれども、老朽化した建物を取り壊し、新たに分譲マンションを建

築して販売するとのことであり、本件通達２に定める内容に極めて類似する。質問してき

た人も、何となく本件の通達２にあてはまりそうだなということでしょう。 

 ３、ただ、ここで問題となるのは、貴社は当該事業年度において、本件土地を「固定資

産」から商品勘定である「販売用不動産」に振り替える経理処理を行っていることです。

すなわち、貴社が不動産の売買、斡旋業等を営んできた法人であるとすると、本件は賃貸

業なのですが、仮にこの貴社が不動産の売買業だというのであれば、当該事業年度におい

て、老朽化した建物を取り壊し、新たに分譲マンションを建築して販売するとの計画を策

定したことを受けて、本件土地を固定資産から販売用不動産に振り替える経理処理を行っ

たという事実です。当該分譲マンションを販売するといった行為は、２年後に販売するの

ですが、販売時点において､固定資産の譲渡と同視できる事情にあるとは言い難い状況にあ

って、事実的にどうかなと。ここは非常に悩むところです。 
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 次に４について、不動産売買業、斡旋業等を営んでいない、例えば製造業を営んでいる

法人が、従来から固定資産として自己の事業に供していた土地に分譲マンションを建築し

て販売するといった行為をする場合に、本件土地を固定資産から販売用不動産に振り替え

る経理処理を行うことは通常あり得ないのではないかと思うのです。 

 そうすると、譲渡時点において固定資産に計上されているはずであって、これを実質的

にみて、販売用不動産だということはないのではないか。棚卸資産だと言わないだろう。

製造業をやってきて、工場を閉鎖して売ろうとした時に、それは販売用不動産と言うのか

なと。もともと製造業なのです。そうすると、固定資産の処分というのが、本来、２の定

めからも相当でしょう。 

 ５について、本件の場合は、不動産売買、斡旋業等を営んでいない法人なのです。当該

事業年度に本件土地を販売用不動産に振り替える処理を行ったことをどのように評価する

かということになります。 

 貴社は、大手企業の子会社ということで、監査法人は当該事業年度において、本件土地

上にマンションを建築して販売する。譲渡を予定する。そういう方針に決定したというの

で財務諸表等規則に書いてあるのですが、会計上は販売の目的をもって所有する不動産に

転換したのであるから、棚卸資産に振り替えるべきである。このように公認会計士さん、

いわゆる監査法人は判断したのではないのかな。 

 ６です。これを前提に考えると、本件土地は、当該事業年度に固定資産から棚卸資産に

転換したものとみるのが相当である。換わったのではないかと。換えてしまったのではな

いか。 

 そして、本件土地上に分譲マンションを建築して数年後に販売するということであるか

ら、販売時点、すなわち本件土地の譲渡時点においては、固定資産を譲渡するというより

も、販売用資産を販売するとみるのが相当ではないかと。販売用不動産になってしまった

のだといって、特定買換の適用は認められないというように私は考えたのですが、皆さん

方ならどうされるかな。 

 私も 100％自信があるかというと、それもわからないですけれども、後のいろいろな事情

がわからないですよね。どのくらいの規模で、どのようにしたのかと。 

 だけれども、3,000 ㎡というので、大手の子会社というと、当然、大手のほうの監査法人

が当然入っています。そうすると、全部のグループ法人を見ますよね。販売用不動産に振

り替えるべきだとかと言って、そうなってしまったんでしょうね。 

 僕はその時に相談してきた人に言ったのです。「じゃあ、販売不動産にしなきゃよかっ

たじゃないですか。しなくて売ったら、まだ可能性があったんだよ」と。販売不動産では

なくて固定資産のままで売ったら、ちょっと違ってくるかもしれない。その企業自体が、

決算書上である帳面上で、固定資産ではなくて棚卸資産だと、もう言っているじゃないか

と。税法上も、販売する時点で決めればいい。販売する時点で固定資産なら固定資産、販

売する時点で棚卸資産なら棚卸資産でいいと。その「棚卸資産を除く」というのは、販売
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する時点でやればいいんだというのが高裁までの判決趣旨なのです。そうしたら、そこは

もう振替処理をしなければどうなったかなと。 

 いろいろな本を見ても、振替処理、固定資産のままですとか、事例がそういうふうに書

いてあるのです。事例を作っても、 後に固定資産のままで処理をしてきましたと入って

いて、特例は認められるという結論になってきている。では、振り替えたという前提にし

たら、そんなのどこも書いていないのです。皆さん、書いていないのです。いろいろな専

門書を読んでも、そういう事例がなかなかないのです。だから、ここで取り上げたのです

が。まあ、100％は自信ないですけれども、争う気であれば、やればいいよ。よし、やって

やれということで。 

 近、事例があったのですが、先ほどの判決です。あれが、譲渡益が 150 何億円なので

す。180 億円だったかな。今のは、その事例だったのです。 後の事例ですよ。高裁の事例。

そういう大きな事例でもあるのです。だから、これが１億円のものだったらどうなるかな

とか、わからないんですよね。１億円だったら、実質的には固定資産ではないかと。形式

的に棚卸資産のほうに振り替えただけだと見るかなというのもあるし、固定資産のままだ

ったら認められてしまうかな。譲渡益が１億円だったら、そうなってしまうかなとか。 

 要するに、個別事例で事例ごとで考えて決めていく以外ないということです。だから、

その辺の事例をよくみて、何か相談を受けた時には、どうしても棚卸資産に振り替えない

とまずいという事情があって、公認会計士さんも、特に販売用不動産は商品だと言ってい

るのです。財務諸表規則等を読んでいくと、規定があるんですよ。だから、振り替えるこ

と自体は間違っていないでしょうけれども、振り替えなければ何か不都合が生じるから振

り替える。不都合が生じなければ、振り替えなければいいんですよね。振り替えないで、

固定資産のまま放っておくと言ったほうがいいのかなとも考えます。あまり早めに販売用

不動産に振り替えてしまうと、特定資産の買換えができない、圧縮記帳ができないという

ことで、そこはよく吟味しておかれたほうがいいんだろうと思いますので、よろしくお願

いします。 

 事例６へいきます。「自己株式の取得によるみなし配当」。これは実際に質問を受けた

のです。 初はわからなかったのです。質問へいきます。 

 弊社は、昭和 50 年に資本金 100 万円で設立した株式会社です。ちょっと古いのですが、

平成２年の商法の一部改正により株式会社に 低資本金制度が導入された。有限会社でも

よかったのですが、それに対応するために 1,000 万円に増資せざるを得なくなった。有限会

社は 300 万円です。しかし、その資金がなかったため、利益の資本組入れの方法によって、

所定の期間内ということで、当時は５年間だったのです。５年間の間に 1,000 万円まで増資

しろと。そうしないと解散だとか、そういうふうになってしまうので、どうしても 1,000 万

円にしなければならないのです。1,000 万円に増資し、現在に至っています。 

 当時の税法では、利益の資本組入れについてはみなし配当と規定していましたが、資本

金が 1,000 万円に達するまでの金額、本件の場合は 900 万円です。所得税を課さない特別措
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置が講じられました。特別措置法に法律ができたのです。これには、所得税は課さないよ

と言っているから、配当にもならない。みなし配当にもならなくて、当然、源泉していな

いということです。 

 このたび、ある事情によって、株主Ａから自己株式を買い取ろうと思った。株主Ａは法

人ということでいいです。当該買取金額を資本金等の額、今は「資本金等の額」と言って

いますよね。昔の資本金と資本積立金というような、その合計額なのですが、今は「資本

金等の額」ということで一本になっている。「資本金等の額」と「みなし配当の額」とに

区分して、みなし配当相当額については源泉徴収をしなければなりません。支払調書も当

然書いて相手に渡す必要があります。だから、提出しないといけないということになる。 

 つまり、資本金を 1,000 万円に増資した際に、無税により資本金に振り替えた利益積立金

相当額 900 万円については、資本金等として認識して、今、区分してしまっていいのかと

なります。利益積立金資本に組み入れた時に課税されていませんから、今回払い出す時は、

900 万円は利益積立金を払い戻したということになるのか、いや、それは資本金等の金額と

して払い出したことになるのかという質問です。 

 答えですが、これはもう当時、課さないということで資本金に振り替えてしまったので、

もう資本金になってしまった。だから、今さら元に戻さなくていいわけです。株式を売っ

たほうは、今度は譲渡代金が入ってきますから、譲渡益課税ということで整理する。だか

ら、配当としてじゃなくて、譲渡益課税の世界に入ってきてしまうということになります。

これはそんなにたくさん事例はありませんが、こういうマニアック的なものもあるという

ことで、ちょっと紹介しました。 

 解説のところですが、現在、自己株式を取得した場合の会計処理としては、こういう仕

訳をし、借方が自己株式、貸方は現金預金。源泉もありますよね。貸借対照表では、その

他の利益剰余金の下に、マイナスで自己株式を記載する。△で表示することになったので

す。さらに、自己株式として資産の部に計上しないで、純資産のほうのマイナスで書いて

くださいということになっています。 

 税務上はどうなのかというと、法人税法上は、自己株式とは対価を２つに区分しますと。

まず１つは、株主への出資の払戻し部分です。拠出した金額を返す部分と株主への利益留

保金の還元。いわゆる、儲かった分を差し上げる部分に分ける。自己株式を買い取った時

の対価の性質として２つになっているということです。 

 まず１番目の出資の払戻しはどのように計算するかというと、次の 19 ページの一番上で

す。算式ですが、自己株式取得直前の資本金等の額。資本金の額ではないですよね。資本

金等の額に、株式数で按分すればいいのです。発行済株式数分の今回の株数と。按分して、

一株当たりに資本金等の額はいくら含まれているかということをまず優先的に計算をして

出して、次の算式です。 

 みなし配当をどう計算するかというと、今度は自己株式の取得価額から取得資本金額、

いわゆる資本金の払戻し部分を引いた差額が、みなし配当になる。これが自社株式を買い
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取った時の現行法上の取扱いということになります。今、みなし配当は当然、源泉する必

要があるということです。 

 検討のところでが本件は、「自己株式取得直前の資本金等の額」に、無税により資本金

に振り替えた利益積立金部分の金額 900 万円が含まれているが、当該金額を「資本金等の

額」から除かなければならないのについて。すなわち、自己株式の買取時点において、み

なし配当として取り扱われるかどうかということなのです。結果的に質問は、従前、みな

し配当して課税しないといった部分だから、今回はするのかなと、この人は思ったのです。 

 （１）所得税法においては、居住者が株式を有する場合において、発行法人が利益積立

金額を資本に組み入れた時は、その組入れの時における法人の発行済株式数に対応する部

分の金額を配当とみなして､その時点で配当課税をし、その配当とみなされた金額は、有す

る株式の取得価額に加算することとされています。 

 しかし、平成３年度の税制改正により、商法等の一部を改正する法律、附則第 5 条第 1

項の規定の適用を受ける株式会社が、これは 1,000 万円に満たない株式会社が、平成 3 年 4

月 1 日から平成 8 年 3 月 31 日までの間に、旧商法第 293 条ノ 2 の規定に基づき、利益また

は準備金を資本に組み入れた場合には、その組入れにより、資本の額が 1,000 万円に達する

までの金額のうち、所得税法第 25 条第 2 項の規定により利益の配当とみなされる金額につ

いては、所得税を課さないこととされていました。先ほど説明したとおりです。措置法９

条の３です。これは５年後に廃止になるわけです。平成 8 年 3 月 31 日で廃止。 

 また、本件の取扱いにより非課税とされたみなし配当については、有する株式にさらに

加算しない。要するに、取得価額に加算しないのです。持っているほうは配当を受けたこ

とにはならないということです。さらには付替え計算はしなくてもいいです。要するに取

得価額に加算せずに、元の取得価額のままになっています。 

 （３）この措置は、 低資本金に満たない既存の株式会社が 低資本金制度に対応する

ために、利益または準備金を資本に組み入れることにより課税されることになる配当所得

に限って非課税とするもので、すべて非課税とするものではありません。その後において

資本組入れ時に有する株式を譲渡した場合には、利益積立金額の資本への組入れに際し配

当所得について非課税とされた部分の金額は、株式の譲渡益課税の対象となりますよと。

だから、永久に非課税じゃないということですね。永久に非課税にはならない。今度は譲

渡益課税の対象になる。そのように改正となりました。 

 ということで、取得価額は加算しないから、 後には譲渡益になってくる。それ以上多

くもらって返ってきたら、それは譲渡益課税になります。 

 20 ページです。また平成 13 年度に改正になるのです。平成 13 年度改正により、企業の

組織再編成に係る所得税法等の整備の一環として、金銭その他の資産の交付がない場合の

みなし配当課税は行わないこととされた。要するに、準備金の資本組入れというのは、今

でも会社法にあるのです。組み入れられるのです。ですが、現実に配当をもらっていない

から、手にしていないから、もう配当課税をしないということになった。前に非課税とつ
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くったのが、今度は本則で決まってしまったのです。株主にお金が行っていない時には、

あるいは資産が行っていない時には、もう課税しないと。昔は行ったものとして課税した

のです。一回払い出して、それをまた資本に振り込んできたということの整理をしたので

すが、今はそういうように見ないということです。 

 すなわち、商法（現会社法）上の利益または準備金の資本組入れについては、会社経理

とは別に、法人税法上は、その資本に組み入れた金額を資本積立金額の減算項目として処

理することにより、商法（現会社法）上の資本の金額と法人税法上の資本積立金との合計

額である「資本金等の金額」を増加させないこととされましたと。また、利益積立金の資

本組入れに伴う取得価額の付替え計算も当然しないと。だって、来てないから、付替え計

算をする必要は全くないということです。 

 すなわち、平成 13 年 4 月 1 日以後に行われた準備金または剰余金を原資とする増資の当

該部分は、法人税法上、「資本金等の額」には含まれません。今は、「利益積立金額」と

して取り扱われることになったということです。 

 （５）については、前にやったことはどうするのかということは、またそこで経過措置

を附則で書いてあるのです。平成 13 年度税制改正時の経過措置として、平成 13 年 3 月 31

日以前に行われた商法（現 会社法）上の利益または準備金の資本組入れについては従来

どおりに取り扱うことにしています。だから、従来どおりということは、もう課税しない。

それから、帳簿の付替え計算もしない。そのままになっているということで、資本に組み

入れたものは資本でいいわけです。 

 （６）、したがって、今回の自己株式の取得対価の「出資の払戻し部分の額(資本金等の

額)」と「利益留保額の還元部分の額」の区分に当たっては、資本金に組み入れた金額 900

万円は､みなし配当とは取り扱われません。「出資の払戻し部分の額」として取り扱われま

す。譲渡した株主は、帳簿価額との差額は譲渡益として課税されるということになります。

ちょっとマニアックなので大変申し訳ないのですが。 

 21 ページ。次のところが、これは法人税法施行令第８条第１項の資本金との額の条文の

ところを整理するということで、一番下にうまい字で出典が書いてありますね。これは私

の字なのですが。ここの雑誌からちょっと取ってきたのです。 

 左側がプラスなのです。右側がマイナスです。資本金等の額に、左側の部分に足してい

くのです。どんどん足していった金額から、右側の上のほうを引くのです。 

 そこに書いてあるのが、まず⑬です。ここは、準備金の額の資本の組入れはマイナスで

す。資本の組み入れた金額がマイナスということは、資本金は入っていますから、マイナ

スにするのでチャラですね。それから⑰で、自己株式に掲げる場合に、自己株式に掲げる

事由が生じた場合の取得資本金額。さっきの計算ですね、取得資本金額。これもマイナス

するわけです。⑱が、自己株式の取得の対価の部分。税法上、その残った金額が資本金等

の額ということです。 
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 次は、利益積立金です。この下の大きな矢印の下に来ますと、一番右が利益積立金、こ

れは税法上の利益積立金額で、その右側の上のところに、自己株式の取得等によりという

ところです。みなし配当部分。控除しても利益積立金になる。これは実際に配当で外に出

ていっている分ですから。それで利益積立金は減りますよね。配当で外に拠出されたから

減るということになる。 

 これは実際に質問があって、どうするんだろうと私もすぐ答えられなかった。過去の平

成２年の改正税法から調べていったのです。平成２年でしょう。平成３年かな。それから

平成８年に、今、それが５年間の 1,000 万円まで増資しなさいというのがはたらいていまし

て、平成８年に廃止になったと。平成 13 年にまた改正になった等々で、平成２年の時の多

かった資本金組入れの金額はどうなるんだろうということで、調べていった結果がわかり、

ここに披露させていただきました。あまりこういう事例はないと思いますが、たまにある

かもしれませんから。たまにあった時には、こちらを参考に。これはどこにも書いていな

いと思うのです。どんな資料を見ても書いていないと思います。調べたらこういうことだ

ったということです。資本金 1,000 万円の会社が自己株式を買い取るというのは、あまりな

いんでしょうね。だいたい同族会社で一族でやっているから、どうしても自己株式を買い

取らなければいけないというのは、あまりないのかもしれませんね。もし仮にこういうこ

とがあったら、こうなりますよということでございます。 

  

 それでは事例７です。これは私が今抱えている事案というか、差し替え後のほうを見て

ください。「青色欠損金の引継ぎ」です。 

 質問。弊社は３月決算、ここに出ているのは、全社、３月決算ということで。平成 24 年

4 月 1 日に設立した法人です。 

 弊社は、Ａ社の発行株式の全部を平成 26 年 3 月に取得し､同年 7 月 1 日に､Ａ社を吸収合

併しました。Ａ社は､平成 25 年 12 月に完全支配関係となった B 社の株式を保有しています

と。それ以上前から支配関係はあったけれども、完全に支配関係、100％になったのは平成

25 年 12 月です。 

 Ａ社、B 社がありますね。10 年前から両社とも設立されている（？）。Ａ社が B 社の株

を 10％ぐらい持っていて、残りの株式をＡ社が他から買い取って、平成 25 年 12 月に 100％

になったのです。100％の完全支配関係の会社になったということです。 

 平成 26 年 3 月に、貴社がＡ社の株式を 100％取得した、それまでは、Ａ社の株式はゼロ

です。持っていません。全部取得して、それから平成 26 年 7 月 1 日に貴社はＡ社を吸収合

併するのです。B 社を平成 26 年 8 月に、解散して結了する。平成 26 年に、この B 社はな

くなるのです。B 社のここに書いた欠損金が２億円あります。Ａ社はもう優良な会社ですか

ら、欠損金はないです。相当高く所得を出している会社なのです。こういう時に B 社の青

色欠損金は、貴社はどこの年度のものを引き継げるのかなということの事例なのです。 
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 いろいろと考えているのですが、これしかないかなと。あと、細かな事実関係はちょっ

と抜きにして。期限切れ欠損金がどうのとか、特定資産の譲渡等損失相当額があるのかな

いのか、それはないということで事例は簡略化したということです。 

 この質問のところですが、B 社は 5、6 年前から経営状態が悪くなって、平成 26 年 3 月末

現在２億円の青色欠損金を有しています。合併直後の経営会議において、B 社の業績が回復

する見込みがないと判断して、平成 26 年 8 月に解散し清算結了しました。残余財産はほと

んどありません。B 社の青色欠損金は、以下の金額です。 

B 社の未処理欠損金額 

平成 21 年 3 月期  20,000,000 円  平成 22 年 3 月期  20,000,000 円 

平成 23 年 3 月期  30,000,000 円  平成 24 年 3 月期  40,000,000 円 

平成 25 年 3 月期  40,000,000 円  平成 26 年 3 月期  50,000,000 円 

合計 200,000,000 円 

弊社は、この２億円の青色欠損金を全部引き継ぐことができるでしょうかということです。 

 私としては、平成 26 年 3 月期の 5,000 万円しか引き継げないのではないかなということ

かなと。皆さんも後でいろいろこの事例を、こんなのはどうなんだろうということで考え

ていただいてもいいかなということで、ここに出しました。 

 解説のところです。１、完全支配関係がある他の法人で残余財産が確定した場合におい

て、他の法人に未処理欠損金額がある時は、その未処理欠損金額は、他の法人の発行済株

式の全部を有する法人の残余財産確定日の属する事業年度前の各事業年度に生じた欠損金

額とみなして、残余財産確定日の翌日の属する事業年度以後の各事業年度において控除を

することができます。全部が 10 年前からであったら、100％になるわね。本件は５年前ぐ

らいからずっと、なれば、全部引き継げるというのが一番の大原則なのです。 

 次のページです。しかし、無制限に引継ぎを認めると、租税回避に利用されることもあ

り得るために、引継制限があります。ここでのポイントは、引継制限です。引継制限の規

定がどうなっているかということですが、すなわち残余財産確定法人（B 社）と株主法人（貴

社）、Ａ社が 100％持っていて、貴社に今度はまた 100％持たれたら、自動的に貴社から見

れば、この法人は完全支配関係になりますよね。Ａ社が 100％持たれたのですから、Ａ社が

100％でも持っていたら、B 社は当然 100％支配下に入ります。この時点で 100％支配関係に

なっていきますよね。Ｂ社というように見るのではないかなと。 

 それで、合併をしたとなれば、今度は、合併後は貴社が直接 B 社の 100％親会社ですよね。

これは直接じゃない。１つ B を絡ませて、100％。100・Ａ、また 100・B と来るのです。今

度、貴社は 100・B と来るという。合併後はそうなるのではないかなと思うのです。 

 それで、この「すなわち」のところですが、残余財産確定法人と株主法人との間に、①

ですが、残余財産確定日の翌日の属する事業年度開始の日の５年前の日。だから、５年前

の日。５年前の日はないですよね。この会社にはないですね。 
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 次は②、残余財産確定法人の設立の日、10 年前です。B 社は設立の日の 10 年以上前だと。

③、株主法人の設立の日というのは、ここですよね。そのうち も遅い日から継続して支

配関係がある場合を除きとあるのです。 も遅い日というのは、これなのです。これは支

配関係が全然ないですものね。ゼロですから。ここに来て、初め、何もないのです。この

会社とこっちのほうの人たちは、関係は全くない。 

 全くないから、次の支配関係事業年度。ここに支配関係事業年度と、ここの年度を書い

たのですが、支配関係事業年度というのは括弧書きで、残余財産確定法人と株主法人との

間に支配関係が生じた事業年度と。株主法人はここですものね。この人との支配関係が生

じたのは、ここでしょうね。平成 26 年 3 月。３月を含む事業年度ということは、ここの事

業年度。平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日の事業年度。支配関係事業年度となる

んでしょう。平成 26 年 3 月期ですよね。 

 そうすると、ここでは支配関係事業年度というのは、平成 26 年 3 月期。前の各事業年度

において生じた欠損金は引き継ぐことができませんと書いてあるのです。ここの前の事業

年度といったら、平成 25 年 3 月期ですよね。前の事業年度です。以前じゃなくて、前だか

ら。前の事業年度、ここより前の事業年度といったら、ここだから。これはずっと先へ含

むことはできませんと読んでいいのではないかなというように考えたのです。だから、こ

こでこの事例でいえば、平成 26 年 3 月期の 5,000 万円の欠損金、これだけしか引き継げな

いのかなと思うのですが、あとの事実関係の細かいことはわからないので、確定的なこと

は申し上げられないのですが、そうでないとおかしいですよね。 

 この会社は全く関係なくて、この会社は 100％取得したから、こっちのいっぱいある欠損

金を買い取った形は絶対租税回避だということで、税法は禁止するわけでしょうからね。

買い取った時の事業年度分以降はいいということでしょう。買い取ったというか、この日

が平成 26 年 3 月ですから。3 月 31 日の事業年度分のここの欠損金は、この解散によって引

き継げる。100％子会社が解散したから、この会社が引き継げると見るんでしょうと思うの

ですが、もし何かありましたら、今度の 12 日が私の相談日なのです。12 日に、公認会計士

協会の相談室にいますので、電話を下さい。いや、違うんじゃないかとか、こうじゃない

か、ああじゃないかと教えてもらいたい部分でもあるのです。税法の解釈としてはこれし

かないなとは思っているのですが。 

 だから、皆さま方の顧問先等で親子関係で、子のほうが赤字というか、欠損金を抱えて

いる時は、親のほうが黒字であればね。そうすると、私が思ったのは、合併する前に、こ

っちを解散させればよかったんじゃないかと思ったのです。下を。合併する前に、この辺

でいいから解散をもっと早くしたら、こっちはすごい良い所得を出しているわけですから、

こっちで引けたのではないかと。ある程度はね。全部引けたかどうかは別として。だから、

３億円とか、４億円とか、所得をここが出していれば引けた。これは合併決議をしていな

いわけですから、仮に２億円だったら、３億円ぐらい出せば、２億円は控除できたのでは
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ないのかなと。解散をここでやるからまずいのであって、合併する以前に解散を、もっと

前でしたらよかったかなと。これは面白い事案なのです。 

 だけれども、Ａ社にとっては、それどころではなかったのです。この会社の子会社にな

るということは、この辺りからいろいろ話は進んでいるのです。これはたぶん伏せておい

たから、こっちの法人はわからなかったのかな。もちろん、あえて言わなかったと。実は

赤字の法人を抱えていますということは、こちらの上には全然言っていないのです。 

 私は言ったのです。「もっと前に解散したらどうだったの？ 合併する前に、なぜ解散

しない。そういう相談になぜ来なかったの？」と言ったら、「全然それどころじゃなかっ

た」と言っていましたね。 

 やっと合併して、さあ、どうしようと。実際、こっちは受け皿だけですから、人材はみ

んな、こっちの人なのです。合併して、合併後の法人名はＡ社なのです。商号変更したの

です。Ａ社なのです。 

 だから、実際は株主さんだけが変わったようなものですね。ここで何もしていないです

から。この会社を入れるための会社ですから、何もやっていない。入れて、商号変更をし

て、実際、これはつながっているようなものですよね。ただ、Ａ社にとっては、株主が全

員替わったということなのです。そういう事例なのです。 

 その程度で、事例８にいってよろしいでしょうか。事例８、「特定同族会社の範囲」。 

 質問。Ａ社は、資本金１億円以下の法人ですが、資本金５億円以上の他の法人（B 社）の

100％子会社です。B 社は、一の株主により 50％超を支配されていない上場会社です。この

場合、Ａ社は特定同族会社に該当しますか。該当しませんということですが、これも実際

に質問があったのです。 

 解説。１、留保金課税の対象となる特定同族会社は、平成 19 年度税制改正により、中小

企業の財務基盤の強化を図る観点から、一の株主グループに 50％超を支配されている会社

（被支配会社）のうち、資本金の額または出資金の額が１億円超である法人とされた。１

億円以下の法人は、留保金課税の対象から外れていたのです。そういう小さいところには

留保金課税はしないと。あまり、基準を厳しくすることは悪い。こういう中小企業も財政

基盤は強化してくれ。だから、あえて剰余金が留保している金額があっても、税金は掛け

ない、留保金課税はしないと、こういう税制になったのです。平成 19 年度。 

 ２、平成 22 年度税制改正により、親会社の信用力を背景として資金調達や事業規模の拡

大等が可能と考えられることから、留保金課税の対象外としていた資本金の額または出資

金の額が１億円以下の法人であっても、次の法人に該当する法人は、特定同族会社に含ま

れることになりましたと。 

 （１）大法人（資本金等が５億円以上）との間に、その大法人による完全支配関係のあ

る法人。大法人の 100％子会社ということですね。これは留保金課税になりますよ。１億円

以下でも、資本金 5,000 万円でも、たくさん留保していると課税しますということですよね。

（２）は、完全支配が複数ある場合のことです。 
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 ３、ただし、先ほどの黒い太文字の「被支配会社」（50％超支配されている会社）は、

被支配会社であることについての判定の基礎となった株主等のうちに、「被支配会社でな

い法人」がある時は、その被支配会社を除外しても、なお支配会社になるというもの。つ

まり、被支配会社とは個人株主とその被支配会社である法人グループで判定して、被支配

会社となる法人が特定同族会社となるのです。これは、従前のいわゆる非同族の同族を留

保金課税の対象から除外していたことと同じ趣旨というか、同じ制度というか、そういう

ことです。 

 ４、本件の場合、親会社である B 社は､資本金が５億円以上ですので大法人に該当します

けれども、一の株主グループにより 50％超を支配されている法人ではない。５億円以上の

会社が被支配会社ですかね。なので、「被支配会社ではない法人」ということになります。

そうすると、Ａ社は、被支配会社ではない B 社の 100％子会社ですから、特定同族会社には

該当しないことになります。Ａ社は被支配会社ではない B 社の 100％子会社ですから、特定

同族会社に該当しないということになる。Ａ社は被支配会社ではない B 社の 100％子会社。

Ｂ社は被支配会社ではない会社ですから、それに支配されているＡ社は、特定同族会社に

該当しないということになります。 

 条文を見ていくと、質問者において、少し読みづらいというのがあったのだと思います。

こういう質問が来たのかなと。だから、従来の非同族の同族分を外していますよというの

と同じですよと言ったら、そこは理解していただいたということです。 

 それから、事例９です。「当初申告要件」。 

 質問です。法人税の確定申告に当たり、配当収入があったにもかかわらず、受取配当等

の益金不算入額を別表四で減算することを失念していた。また、試験研究費の損金計上額

があったにもかかわらず法人税額から控除することを失念していたことについて、申告書

を提出期限後に、そういう法定申告期限を経過した後に気がつきました。早急にそれぞれ

の明細書等を添付して更正の請求を行いました。ところが、受取配当等の益金不算入額の

別表四減算は認められましたが、試験研究費の税額控除は認められませんでした。その理

由はどうしてでしょう。 

 回答。受取配当等の益金不算入については当初申告要件がなくなりましたが、試験研究

費の税額控除については、当初申告要件を満たしていなかった。これについては、当初に

手を挙げておかないと駄目だということです。だから、法人税法上のいろいろなことが、

当初申告要件になくなったのです。手を挙げておかなくても、更正の請求とかを出して、

それに対していろいろな明細書を全部付けて出すと認められるということになったのです。

それが解説に書いてございます。 

 解説要旨。１、平成 23 年度改正前においては、当初申告時に選択した場合に限り適用が

可能な「当初申告要件が設けられている措置」について、当初申告時に適用を選択しなか

った場合には、更正の請求によって、事後的に遡って、その措置を適用することはできま

せんでした。そうですよね。手を挙げていないから駄目と言ったのです。 
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 平成 23 年度改正において、「当初申告要件」のある措置の中には、その措置の目的・効

果や課税の公平の観点からみて、当初申告要件を求める必要性がない措置については、「当

初申告要件」を廃止し、更正の請求を認めることとされました。私もこれは本当に良かっ

たと思っています。 

 ２、当初申告時に選択した場合に限り適用が可能な「当初申告要件」がある措置につい

て、次のいずれにも該当しない措置については、「当初申告要件」が廃止され、更正の請

求範囲が拡大されました。次のいずれにも該当しない措置とは、イが、インセンティブ措

置ですね。プラスアルファで、おまけですよね。ロが、利用するかしないかで、有利にも

不利にもなる措置。こういうものは申告要件は外さない。 

 ３として、廃止された措置。これはだいたい法人税法です。措置法は入っていませんよ

ね。イが受取配当等の益金不算入。ロが寄付金ですか。寄付金の損金。ハ、ニで、ホが所

得税額控除。これらは代表例ですよね。 

 その下に、なお、課税当局側で適用要件を満たしているかどうかの確認をするために、

確定申告書、修正申告書、更正請求書に所要の事項を記載した書類の添付がある場合に限

り、適用が認められることになっている。それはそうですよね。更正の請求をする時には

必ず、内容が全部わかるものを添付しなければ当然認めてくれないですから、それは出し

ていくんだということですので、今までは当初申告にやったら、ずっと駄目だったのです

が、これからはやりますということです。 

 更正の請求も１年だけではなくて、５年とか、過去に遡ってできるようになってきてお

りますので、過去に間違っていたら、更正の申し出というのですか、請求は法律上はまだ

できないけれども、申し出はしてもいいということになりましたので、申し出て、５年遡

って適用してもらうことも可能になっているのかなと思いますので、更正の申し出をでき

るようなことがありましたら、税務署に相談してもらったりして、納め過ぎになっている

ものは返してもらうということをやったらどうかなと。 

 更正の請求は私も何件かしました。５年前までにして還付してもらいました。更正の請

求をすると税務調査があるんですよねと、よく納税者の方やいろいろな方に聞かれるので

す。それは確認したいといって税務調査が来たら、それはそうですけれども、それとつい

でに税務調査というのがあるのです。更正の請求を処理するとともに、税務調査を一括で

やってしまおうというのもあるので、更正の請求を出すと税務調査が付いてきたといって、

それはあまり目的ではなかったのになと思うかもしれませんが、そういうことは別として、

間違っていることがあったら、まず相談してみる。返してもらうものがあったら返しても

らうし、欠損金が減るようなことができるようなら、やると。 

 この間、私も大きな問題があって、国税局管内の法人だったのですが、過去の間違いが

あるということがわかったと言ってきたので、どういう間違いか、いつのものかと言った

ら、５年ぐらい前のことなのです。四表減算するのを忘れたという簡単な、単純な話なの

ですが。 
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 欠損金の会社です。欠損金が変わってくるのです。欠損金が変わっているところは、７

年とかができますよね。欠損金控除を７年繰越しができるということは、７年前まで欠損

金を直していかないと意味がないので。たぶんその後、いろいろ当局でも検討してから電

話をくれると言っていますけれども、僕、 初は５年前しかできないと言われたのです。

おかしいのではないかと。欠損金はいいのではないのかなと。７年ならできるんじゃない

のと言って、その後、１回国税局に行って、担当に話をして、もし認められるようなもの

であったら、更正の請求の申し出を出してほしいというわけですね。 

 というのは、更正の申し出や更正の請求書は、税務当局は３カ月以内に処理しろと言わ

れているのです。これは行政機関に目標値というのがあるのです。早くやれと。今までの

んびりし過ぎているというのがあって、それが問題になって、今は目標設定値というのが

あるのです。更正の請求は３カ月以内にやらなければいけないと。それ以上延びる場合に

は、いろいろ相当の理由がないと大目玉を食らってしまうということであるから、「更正

の請求を出してもらう時は言いますから、ちょっと待っていてくれ」と言われたのです。

だから、更正の請求を認めるということになれば出してもらって、すぐ処理できますから。

当局は、そこまで検討期間をくれというわけですよ。それはそれでいいよと言ってあるの

でね。駄目になる期限がまだまだ余裕がありますので、向こうの言うとおりに待っていて、

更正の請求を出してくれと言ったら、３カ月以内に処理できると。それまでにはいろいろ

な説明に呼ばれたり、全部事情を説明して、更正の請求が認められるのを全部確認しても

らわないといけないのですが。 

 認められるとなったら、更正の請求を出してくれということになっておりますので、い

ろいろな間違いがありましたら、何にしろ、当局に相談に行ってください。税務調査があ

るかないかというのは、それもありますけれども、やったらいいと思います。 

 次に４番です。控除等の金額が当初申告の際に記載された金額に限定される「控除額の

制限」がある措置について、修正申告または更正の請求により、適正に計算された正当額

まで控除額を増額させることができるようになったと。 

 今までは当初申告で記載した金額が、仮に正当金額より少なく計算をしてしまった場合

に、正しい金額にしてくれと言っても、従来は駄目だということです。金額はそこまでだ

よと言われて、増額をさせてくれなかったのですが、それは大丈夫ですということになっ

たということです。 

 具体的には次の措置ですということで、受取配当等の益金不算入、寄付金。この中身の

計算が間違っていたり、いろいろしたとしても、それは申し出ればいいと。 

 なお、控除等の金額の記載を一切不要とすると、課税当局側に金額の立証責任が転換す

るため、確定申告書、修正申告書、更正請求書に記載された金額を限度とする。あくまで

も、ちゃんと更正の請求の時は正しく計算して申し出てくださいねと。そこまでは認めま

すよということです。 
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 27 ページですが、これは条文です。先ほどの改正前の条文と改正後の条文です。どこが

どう変わったのというところですが、改正後は確定申告書だけではなくて、修正申告書や

更正の請求書というのが追加されて、手を挙げていなくても、更正の請求で手を挙げてく

れれば認めますよというような条文になりましたということを言っているのです。前の時

は確定申告書だけですから、もうそれだけで終わりだったと。今度は更正の請求書、修正

申告書もあり得るのです。いろいろな増額するほうがあって、控除も 大にしてほしいと

いうことです。結果的には、修正申告書は税額が増えなくては駄目なのですが、それはま

れなんでしょうけれども。減る一方の場合は、更正の請求書を出せばいいということです。 

 ５番、これが今度は措置法の関係なのです。平成 23 年度税制改正において、「当初申告

要件」が課されている制度のうち、適用金額を法人税額の一定額を上限とする次の税額控

除制度について。法人税額の１割を限度とするとか、２割を限度とするとか、そういうこ

とですね。確定申告書等、これは中間申告を含むのですかね。修正申告書または更正請求

書に、適用対象となる費用等の額、適用金額等を記載した書類を添付した場合に限って、

その確定申告書等に添付された書類に記載された特定の事項を基礎として計算した金額に

係る控除を受けることができることとされました。何を言っているかというと、ここの一

番問題は、その確定申告書等と言っているのは、条文の中で、修正申告書と更正請求書は

含んでいませんよね。 

 条文は次に書いてあるのですが、28 ページの改正後の条文です。これは、試験研究費の

ところの条文です。改正前と改正後なのです。改正前は「確定申告書等に、これらの規定

による」という条文が、次は「確定申告書等、修正申告書または更正請求書に」というの

が追加されてきまして、その条文の下から３行目に、「この場合において、これらの規定

により控除される金額は、確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額、

特別試験研究費の額を基礎として計算した金額に限る」ということで、当該確定申告書等

というのは、上の確定申告書等のそれだけしか引っ張ってきていませんから、まず確定申

告書等に添付されていないと駄目ということで、当初申告要件が外れていないということ

になるのです。前の 27 ページの改正後の条文と違うのです。 

 この場合に、28 ページの試験研究費のところを見ると、試験研究費の額、確定申告書等

に添付された書類に記載された額。だから、例えば、もうちょっと試験研究費のほうがあ

ったから、それを増額してくれというのは駄目なのです。 

 例えば、試験研究費が 1,000 万円あったと。まず、当初申告で 1,000 万円と金額を書いた

のに、調べたら、あと 500 万円あったと。で、更正の請求で 500 万円を認めてくれという

と、駄目なのです。そこは認めないのです。 

 ただ、発生した法人税額の 10％を限度とするから、法人税額が増えれば、その 10％とい

う金額も増えますよね。その部分は認めてくれるという意味なのです。そして、上限とす

るということは、上限は目いっぱい使ってもいいし、例えば２割が上限として２割全部を

使ってもいいし、１割でもいいのです。上限ですから。限度を示しているだけですから。 
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 だから、例えば税務調査をして、何か増える所得があって税額が増えると。法人税額が

増えたとしても、その当初に行った税額控除は正しいのです。その限度内ですから。正し

いのです。法人がそう言ってきた数字ですから。だから、積極的に税額控除の増えた分を、

税務当局は職権で増やしてくれない。それは、またもう一回手を挙げてくださいと。増や

してくれと言ってくれと、そういう仕組みになっている。 

 ２割の限度があるところは、１割でもいいし、５％でもいいし、１％でも、やってきた

のは正しいですよね。２割以内だから。目いっぱい２割やってきたと。どうしても法人で

やるともう少し増えるから、その増えた分を自動的に税務当局は積極的に増やしてくれる

かといったら、増やさないということを言っているのです。それは更正の請求なりを出し

てくれと。もうちょっと本税が増えるのだから、これだけ増やしてくれと。修正申告書な

んかの場合は、自分で増やせばいいのですが。調査を受けて、修正申告書を作成し、自分

で増える分は増やして修正申告をすれば、この修正申告書は認めると言っているのですか

ら、それは大丈夫です。 

 更正をするといった時に、修正申告は受け付けない、駄目だと。更正してくれといった

場合は、その税額をもっと増やしてくれと。控除する税額を増やしてくれという更正の請

求を出す。その書類を添えてね。それが必要ですというように変わったということです。 

 27 ページに戻っていただいて、それがどういうものに影響を与えるかというと、イ、ロ、

ハ、ニと書いてあります。試験研究費とか、エネルギー環境。それから、中小企業機械等

の取得とか、あとは雇用者数が増加した場合とか、税額控除がほとんどです。28 ページの

上のほうにいって、雇用者給与等支給額が増加した場合とか。今のことがあります。 

 ６番。これらの税額控除制度については、改正前は、確定申告書等に記載されたすべて

の事項を基礎として計算する場合に控除を受けることができる正当額が限度とされていま

したので、修正申告や更正の請求によって法人税の額が増加しても、適用金額を増加させ

ることができなかった。それは、その時に廃止された通達があるのですが、前は措通 42 の

4(3)-4 という通達があったのです。それで増額しないよと言ったのですが、それも廃止され

ました。 

 改正後においては、これらの税額控除制度については、控除を受けることができる正当

額を計算する場合の基礎となる事項が、確定申告書等に添付された書類に記載された特定

の事項とされたため、特定の事項以外の事項として記載された金額に変更がある場合、税

額の変更があったとか、発生した法人税額が増えたとかの場合には、修正申告や更正の請

求によって適用金額を増加させることができることとされました。 

 ただ、引き続き当初申告要件が課されていますので、当初申告でこれらの制度を適用し

ていない場合には、修正申告または更正の請求において、これらの税額控除制度を適用す

ることはできませんよということですので、この辺はまず、措置法は手を挙げておかない

と駄目なので、 初の申告の時に、そこは注意をして動かないといけないだろうなと思い

ます。 
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 一番下の７番です。本件のケースは、受取配当の益金不算入については、当初申告(確定

申告書)において、別表８（１）、受取配当等の益金不算入に関する明細書を添付せず、そ

の適用を受けるべき金額等の記載を全く行っていませんでしたが、平成 23 年 12 月の税制

改正により「当初申告要件」がなくなったことから、更正請求書に益金の額に算入されな

い配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類を添付したことにより認められた

ということです。 

 一方、試験研究費の税額控除については、平成 23 年 12 月の税制改正において「当初申

告要件」が依然として存続しているので、当初申告において、別表６（６）、試験研究費

の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書。いろいろな明細書がありますよね。

明細書等の添付を行っていなかったことから、その請求が認められなかったということで

す。 

 手を挙げるということですね。中身は若干違っていても、手を挙げておくと。間に合わ

ない時は、何しろ手を挙げておくということで、やるしかない。時間がない時は、申告書

を作っていて焦ってしまいますからね。申告書を作るというのは本当に疲れる話で、病気

をしていられないですね。熱が出ていても、寝ているわけにはいかないですよね。申告を

出さないと、無申告加算税は誰が払うのって言われたら困っちゃうもんね。先生が払って

くれるんですかねなんて言われたら。それは少ない金額だったら、それはどっちでもいい

やと思うかもわからないけれども。保険に入っている人もいるでしょうけれども。 

 だから、私も１、２件ですけれども、申告書を書いているのがあるのですが、あれは本

当に疲れますね。僕もだいたい１日でも前に作り上げてしまわないと気が済まない。相手

にはせかして、早く持ってこいと言って、作ってしまわないとね。そして、作って提出を

すると、急に熱が出てくるのです。風邪をひいてしまうのです。安心して。そういうこと

はないですかね。それまでは熱も出していられないと、風邪もひけないみたいな。そうい

うことで、皆さんも大変だと思います。 

 これは事例 10 です。「調査結果の内容説明」です。これは通則法の関係です。 

 質問。私（公認会計士・税理士）は、顧問先の代表者から、事前通知に関する同意を得

て、その同意を記載した税務代理権限証書を所轄税務署長に提出しています。このたびの

税務調査において、調査結果の内容について調査担当者から説明を受けようとしたところ、

「先生に説明するわけにはいきません」と言われてしまいました。どうしてでしょうかと

いうことです。 

 「調査の終了の際の手続に関する同意書」を提出していなかったからでしょうと。要す

るに、今まで全然、その税務当局に意思表示していなかったと。意思表示の仕方はいろい

ろありますからね。 

 解説です。１、税理士は、納税者の求めにより税務代理をする場合には、その権限を有

することを証する書面「税務代理権限証書」を税務官公署に提出しなければならないこと

とされています。この権限証書は「過年分に関する税務代理」及び「調査の通知に関する
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同意」についても併せて申し出ることのできる書式となっている。ご存じのとおりだと思

います。 

 ２、調査結果の内容説明等は、納税者の方に税務代理人がいる場合であっても、原則と

して納税者の本人に対して行われることになっている。ただし、税務当局に対して、調査

結果の内容の説明を、納税者に代わって税務代理人に説明してほしい旨の納税者の明確な

意思表示があった場合には、納税者に代わって税務代理人が調査結果の内容説明を受ける

ことができる。法律でそうなっている。 

 ところで、「税務代理権限証書」は、調査結果の内容の説明を、納税者に代わって税務

代理人に説明してほしい旨の納税者の同意を申し出る書式となっていません。なっていな

いのです。一番下に書けばいいじゃないかとあるのですが、そこに書いても駄目らしいの

です。そこは違うことを書けと書いてあるのです。その他の一番下の欄には税務財務のこ

とについてのことを書いてくれと言っているだけで、申し入れのことを書くという書式に

はなっていないと当局は言うのです。 

 したがいまして、「税務代理権限証書」を提出しただけでは、調査結果の内容を納税者

に代わって、税務当局から説明を受けることができなということになっています。すなわ

ち、納税者に代わって、調査結果の内容の説明を受けようとする場合には、納税者の同意

を得て、別途、事前に、所轄税務署長にその旨を書面により明確に申し出ておくことが必

要となるでしょうと。これを出しておいたほうが、トラブル防止にはなるでしょう。その

納税者の方から直接税務当局に口頭で申し出てもいいと、社長から言ってくれるならいい

ということは言っていますけれども、やはり当局としては書面があったほうが、今後のこ

とを考えれば書面を提出してもらいたいと言うのでしょうから。それであれば、書面を提

出しておいたほうがいいだろうということで、その書面はもうご存じの方もいるかと思い

ますが、次のページにあります。これはホームページがありますから。  
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 ここの一番下の３つのチェックを付けるところの真ん中です。調査結果、更正決定等を

すべきと認める場合において、その調査結果の内容の説明を受けることとありますけども、

これを出しておくということがいいでしょう。ただ、事前調査を受けたら、これを社長の

印鑑をもらって、当局に出すということでもいい。その前から事前に出しておいてもいい

のですが、それは 初の頃に税務当局に出したほうがいいでしょうね。立ち会いは当然で

きるわけですから、税務代理権限証書も出してあるので。出していなくても、私もあまり

出していないのがあったものですから、事前通知が来てから出すと。 

 例えば、国税局から受ける場合には、税務署に出してくれと言うのです。それでもいい

と言うのです、出せば。出してくれればいいですよと言っていまして、どっちみち、２部

を出してくれれば、１部が回ってきますからと言っていましたから、それはそれでいいと。

その時に併せて同意書も提出しておきましたということにしましてね。それはそれでいい

と思います。 

 よくあるのです。何で権限証書を出しているのに説明を抜きにしてやったんだとか、税

務当局は納税者に知らないうちに説明してしまっているのです。おかしいんじゃないかと

言ったら、出ていないと言われましたからね。そういうトラブル防止ですね。防止するた

めには、出しておいたほうがベター。 

 あと、印紙税の調査というのを私も立ち会ったことがあるのです。税理士には、その権

限はないのです。税理士や公認会計士もそうでしょうが。だけれども、会社の方が立ち会

ってくれと言ったら、立ち会っていいですよね。 

 この税務代理権限証書の出す税目じゃないのです。どうするんだというのもありますが、

これがどうして外れているかというのが、法律上は外れているので、含めるのが面倒くさ

いから含めていないのかなと。あるいは、近日中に印紙税は廃止になるのかなとか、勝手

に思ったりはしているのですが、どうするんですかね。印紙税の調査。皆さん、立ち会っ

たことはございますかね、「印紙税の調査に伺います」とかと言って。あれも細かい話で

すよね。印紙税の調査もね。細かい話でした。 

 だけれども、一生懸命、当局の調査でするのだから、われわれは知らないとは言えない

ものですから、一生懸命立ち会いました。そういうことで、調査結果の説明はちゃんと書

類を出しておくことがベターでしょうということです。 

 それから、11 番。「消費税の申告書の提出失念」ということで、これは大阪の大きな事

案でしたかね。大阪の某電力会社が裁判になって負けたのです。多額な無申告加算税を納

付せざるを得なかった。 高裁まで行ったんでしたかね。それを受けて、この税法ができ

たという経緯なのですが、この間あったのです。 

 ある程度大きな会社ですから、申告書も当該法人がつくるし、当該法人が申告するわけ

ですが、消費税の申告書は私は見ていないし、触りもしないし、放っておいたのです。い

つも e-Tax で送っていると言っていまして、本人は送ったつもりなんでしょうが、というと



76 
 

ころから始まったのです。電話が来て、というところから始まって、この質問と同じよう

な感じなのです。 

 質問のところです。消費税の申告期限を１カ月経過した頃、突然、所轄税務署から「消

費税の納税はありますが、申告書の提出がないようですが」との電話が経理責任者宛にか

かってきました。早急に確認したところ、納税は申告書の提出期限内にされていたが、電

子申告の送信記録がないことが確認できました。そこで、早々に電子申告の送信を行うと

ともに、税務署の担当者に「提出していなかった」旨を伝えたところ、「期限後申告とな

りますので、無申告加算税を納付してもらうことになります」との話がありました。今ま

で、期限後申告をしたことはありませんし、期限後納付もしたこともないと。無申告加算

税を免除してもらうことはできないかということです。 

 １カ月ですもんね。結果的には２週間以内ならいいということになるのですが、これは

駄目なのです。向こうには、これに対する宥恕規定もないですから。この法律自体が宥恕

規定ですもんね。本来駄目なものをいいと言っている。それのまた宥恕規定はないでしょ

うと言って、もう駄目なものは駄目ですということしか言うことはなかったのですが。 

 解説要旨。１、法人税の確定申告書の提出期限については、確定申告書の提出期限の延

長の特例申請を行った法人は、通常の提出期限を１カ月延長することができますが、消費

税の申告書の提出期限については、課税期間ごとに、当該課税期間の末日から２カ月以内

となっていて、延長制度はありません。それは、もう皆さんご存じのとおりです。 

 ２、法人税の申告期限を１カ月延長している法人については、法人税と消費税の申告期

限が異なることから、先行する消費税の申告をし忘れるケースがあるようです。 

 ３、このような事例が散見されたことから、平成 18 年度税制改正により、期限後申告書

の提出があった場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があった

ことにより、その国税について決定があるべきことを予知してされたものでない場合にお

いて、「期限内申告書を提出する意思があったと認められる一定の場合」、一定の理由が

ある場合に該当してされたものであり、かつ、当該期限後申告書の提出が法定申告期限か

ら２週間（平成２７年４月１日以後に法定申告期限が到来する国税からは１月以内と改正

されました。）ですね。消費税は２週間。経過する日までに行われたものであるときは、

無申告加算税は課さないこととする。これは通則法の第 66 条第 6 項に明確に書いてありま

す。 

 「期限内申告書を提出する意思があったと認められる一定の場合」とは、次のいずれに

も該当する場合だと。 

 イ、原則として、自主的な期限後申告書の提出があった日の前日から起算して５年前の

日までに、無申告加算税または重加算税を課されたことがない、かつ、本件の適用を受け

たことがない、初めて、いわゆる初犯です。５年内にこういうこともなかったし、申告漏

れもなかったし、重加算税が掛かるようなこともやっていなかったし、１回もこういう適

用を受けたこともないということ。 
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 ロとして、全額が法定納付期限までに納付されている。こういう要件を満たすと、１回

限りということですね。５年間のうちの１回限りは、無申告加算税は課さない。本件の場

合は１カ月になってしまった。だから、税務当局に１週間後に電話をくれればすぐにでき

たのに。税務当局は、この法人だけについて仕事をしているわけではないので、それはす

ぐ発見できないですよね。入力をして、納付と申告書がこうきちっとやったら合わないと

いうのが、コンピューター上では出てくるのですかね。エラーみたいな形で。それでわか

るのですかね、税務当局は、一件一件は調べませんからね。納付のあったものが、いつ申

告が出たなんて、すぐ調べませんからね。 

 それで、33 ページです。不納付加算税、源泉もありますよね。源泉税は同じようなこと

もあるのです。源泉も期限内納付ではなくて、期限後納付になってしまったという場合も、

これは２週間ではなくて、１カ月でしたかね。なんか期間が違うのです。１カ月の１年間

だったかな。 源泉は、毎月毎月ですね。だから、５年間なんて言っていられないのです。

１年間かな。１年間の間にという。それは通則法第 67 条 3 項に、不納付加算税の免除の規

定がありますので、目を通していただければと思います。 

 本件の４番。本件の場合、「期限内申告書を提出する意思があったと認められる一定の

場合」の一定の理由の要件は満たしているけれども、期限後申告書の提出が法定申告期限

により１カ月以上経過していますので、その前提でもう外れてしまいます。今まで５年以

内に重加算税を掛けられたこともないし、期限後申告もしたことはないしと言っても駄目

なのです。こういうことですね。 

 これは、その会社に申告担当者がいるので、その人がやってくれないと、みんな自分の

仕事を持っていますから、上の人がそれぞれの申告書を出したかねと言ってくれれば、そ

れはいいんでしょうけれども、それぞれみんな仕事があって、確認なんかしていないので

す。ああいう大きな会社になってくると、そうなってくるのですかね。初めて電子送信し

ていなかったのがわかったという。聞くと、うっかりしたという感じでしたね。 

 次は、事例 12 です。僕もこの間、こういうことをやっぱり考えるのかなというのがあり

まして、ちょっと取り上げたのですが。「株式制ゴルフ会員権の減損会計と税務上の評価

損」。 

 質問。このたび、株式制ゴルフ会員権、正会員で、会員権１つが株式 30 株に相当すると

いうことなのです。この会員権は当然非上場ということです。だいたいゴルフ場の経営株

式会社制は非上場が多いのではないですかね。大きなところがやっているところもありま

すが。 

 ゴルフ会員権取引業者から 950 万円（名義書換料込み）で取得しました。当然、資産に

計上しました。これも監査法人が入っている法人だったものですから、取得した事業年度

末に当該ゴルフ会社の１株当たりの純資産額を調べたところ６万円で、30 株に換算すると、

純資産額が 180 万円になった。950 万円で買って、180 万円なのということになって、それ

はもう５割以上下回っているから、当然減損会計だと言われたということで、減損会計を
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するということになりました。これは評価損として損金算入は認められますかと。これは

認められないですよね。これだけだったらね。 

 解説１、ゴルフ会員権は、預託金制のものと株式制のものと社団制のものと。この辺の

社団制のものは、１件ぐらいにあるのではないですか。３、４、５件ぐらいあるんですか

ね。預託金制が一番多いでしょうね。 

 ２、ゴルフ会員権の会計上の処理。これはちょっとここに「金融商品に関する会計基準」

とありますが、「金融商品会計実務指針」のほうですね。「金融商品関係実務指針」の 135

というところに、ゴルフ会員権の会計上の処理が載っています。これをここに書いたので

すが、施設利用権を化体した株式及び預託保証金であるゴルフ会員権等は、取得価額をも

って計上すると。取得価額基準ですよと。 

 それらに時価があるものについては、著しい時価の下落が生じた場合、または時価を把

握することが困難と認められるものについて当該株式の発行会社の財政状態が著しく悪化

した場合には、有価証券に準じて減損処理を行うと。行わなければいけないと言うのです。

会計実務指針で行わなければいけないと言っているわけですから。会計上はですよ。 

 また、預託保証金の回収可能性に疑義が生じた場合には、債権の評価勘定として貸倒引

当金を設定する。これも設定すると言っているのですから、するのです。しなければなら

ない。このような基準を踏まえて、減損処理を行ったものと思います。私もそう思います。

だから、公認会計士さんたちは、これを基にしてそういうことをしたんでしょう。確かに、

純資産額からみると、全然違いますもんね。180 万円ですもんね。 

 会員権は会員権相場がありますよね。あれは相場と言えば、相場なのです。本件の場合

は、取得した時の事業年度末のことなのです。事業年度末ですから、１年経っていないの

です。そうすると、よほどでない限り、会員権の相場がそんなに下落するなんてことはな

いですよね。多少の波はありますけれども。株式のあれと同じように、結構連動していま

すよね。株価が上がると、会員権も上がってくると。だから、今、会員権は上がっている

時期なのです。それには連動するのですが、一気に相場が半分以下になるとか、そういう

ことは、よほどのことがない限りはないと思います。ここはそういうよほどのことがない

ゴルフ場なのです。関東のゴルフ場ですが。 

 ３、税務上､株式制ゴルフ会員権は、あくまでも有価証券と区分されます。税務上は有価

証券なのです。評価損の計上の可否については、有価証券ですから、有価証券と同様に判

定することにならざるを得ない。 

 そうすると、当該ゴルフ会社は非上場会社ですから、当該株式の発行会社の資産状態が

著しく悪化したため、その価額が著しく低下したというような要件にあてはまると、評価

損の計上は可能なのです。この資産状態の著しい悪化というのは､法基通９－１－９により

判定する。１株当たりの純資産額が半分以下になったとか、そういうようなことなのです。 
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 価額の著しい低下については､上場有価証券等の場合と同様に、期末時価が期末の帳簿価

額の 50％相当額下回ってなければいけない。その回復が早期に見込まれないというような

場合には、評価損の計上は税務上認められる。 

 ４、本件の場合、取得事業年度末において、１株当たりの純資産額が１株当たりの取得

金額に比し、50％を下回っている。確かに下回っているのです。６万円というのですから。

だから、評価損が認められるのかなと思われるのでしょうが、しかしながら、このゴルフ

会員権は会員権取引業者から取得したものということと、一般的な相場で購入したわけで

すね。特に高額買入れでもない。そうすると、税務上、評価損の損金算入が認められるた

めには、取得した時点から評価しようとしている事業年度末までの間に、当該ゴルフ会社

の資産状態が著しく悪化したという事実、これにより会員権の相場が低下したというよう

な事実が確認できればいいけれども、そのような事実がなければ認められない。 

 だから、ここは１年以内ですから、１株当たりの資産状態が、もう買った時から６万円

ぐらいだったのです。ゴルフ会員権というのは１株当たりの純資産とはリンクしていない

ということなのです。リンクしていなくて、株式制の場合は高いものも結構あるなという

ことが言える。 

 株式制だけではなくて、預託金制も同じように評価損の計上が認められるためには、単

純に相場が５割以下になったからということで認められるわけではない。やはり資産状態

の著しい悪化で株価が低下したというような、相場が著しく低下したというような関係が

ないと駄目なんでしょうということです。一応、レジュメにあるのは、以上で終わりです。 

 あと、10 分ぐらいありますか。今、質問を受けているのは、ゴルフ接待ですね。要する

に、飲食費が５割損金になるというので、飲食費になるか、ならないか。ゴルフをやった

ゴルフ場の中の飲食代はならないというような、・・・とか何かありますよね。国税庁な

んかで。場所を変えたらどうかというわけですからね。場所を変えたらどうなのかと。そ

のゴルフ場の飲食店を使わなくて、もっと離れたところで、駅前でとか、メンバーは同じ

だと。その飲食代は飲食代かと。いわゆる、５割損金なら飲食代かということですけれど

も、僕は無理でしょうと言っているね。 

 要するに、仕切り直しでメンバーが替わったと。そこのゴルフをやった人は全部帰って

えてしまって、その同じ会社の違う人が来たというのだったら、それは別の会議かなとか、

ゴルフとは切り離してもいいと思うのです。全員でなければ駄目かと。１人新しく入って

きたといったら、別の機会かとか、そう考えると、その限界がわからないのですが、国税

庁の言っている質疑応答を見ると、どっちが主力だったのですかと言うのです。ゴルフが

主力だったのですかと言う。 

 あと、旅行もそうですね。旅行に一緒に行くということも、旅行に招待することが主力

なので、当然飲食はありますよね。いつもおむすびだけを食べているわけではないですか

らね。だから、旅行に連れていくことが目的、要するに観光です。それが目的であって、

そのためのいろんな、夜は外で飲食をしたり、ホテルではなくて、違うところで飲食した。
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それはどっちが、その旅行に招待する目的が主力であれば、それは飲食代は駄目ですよね。

旅行だと。旅行の中に包含される費用だということにもなるし。 

 では、旅館の払いが１人１万円で、外へ行って飲食したら、１人５万円のところへ行っ

たとしたら、どっちが主力なんですかね。こうなってくるとわからなくなるのですが。そ

こは現地の一番高い飲食代を使って豪華にやったと、こういうことを言われて。私なんか

は、何となくそれは飲食でいいのかなという気にもなるのです。これがちゃんと立証でき

ればですよ。不自然ですが、立証できれば、無しとは言えないかな。いろいろな事例が出

てくると思いますね。だから、そこはどちらが主力か。 

 １日目に商談をして、２日目にゴルフをやるのですと言ったところがあるのです。商談

は商談でやるのは、それは商談の時の 5,000 円以下、会議費。商談をやった後に一杯やった

らどうかと。ゴルフをやって、後はゴルフが終わったら解散ということだったら、その飲

食はどうなるかなとかね。よく考えてやってくださいと言ったのですが。 

 だから、そういうことがこれからの、ある程度交際費の多い企業は、調査が入った時は

そういう目で調査をしていく調査官もいるかもしれませんということです。その辺の説明

がよくできるようにしておいていただきたいということ。 

 もう１つ、全然違う話。私は審判所が長かったのです。審判所に７、８年いましたかね。

皆さん、審判所に審査請求をされたことがある人もいるでしょうし、特に難しいことはな

いので、要するに課税処分がおかしいと思ったら、審査請求をするということもいいかな

と思うのです。 

 というのは、皆さんがたぶん審査請求をする時に、審査請求の理由を税法の専門家が書

くような論文を付けなければいけないのではないかとか、難しくて嫌だなと諦める人もい

るかもしれないので、審判所というのはどんなことでもいいのです。何を焦点に争いたい

かを、審判官がちゃんと審査請求人に聞きますので、いろいろ税法に長けた人は長けたよ

うな理由を説明できますが、長けていなくてもおかしいと。何がおかしいか、こういうと

ころがおかしいと言ってもらえれば、それを聞いている審判官のほうが、それは何条のど

ういうところの論点が問題なんですねということが、向こうが理由をちゃんと、争点を整

理してくれます。だから、そんな難しく審査請求理由を書く必要はない。そんな難しく書

く必要はないです。 

 なので、そういうことでハードルを高く考えているかもしれませんが、そんなことは考

えなくて、審査請求はそういう審査請求期間があるのですから、大いに利用していただく

と。昨今は、公認会計士の方も審判官になっていますね。弁護士、公認会計士、税理士等

が民間審判官ということで、国税審判官になっています。だから、今は国税当局の人間ば

かりが審判官をやっているわけではないのです。 

 だけれども、聞いた話で一般論ですが、民間から採用した審判官ほど、納税者に結構厳

しくするというのです。僕は逆だと思ったのですが。要するに、国税職員が非常に当局に

甘くて、納税者にきついというように言われて、やはり民間の審判官を採用しないと駄目
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だということで、法律上、採用できるように国税通則法でなっているのです。それは大学

教授でもいいです。あまり採用していなかったというのは実情かもしれません。それを採

用するようになって、その時の理由は、同じ穴のむじな論と言うのですが、審判所は当局

に甘いと言われていたのです。それで、彼らが入ってきて、やったら、取り消し率はそん

なに変わらないのです。 

 逆に、民間の審判官も結構、納税者の審査請求に対する見方を厳しく見ているというこ

とを言われたら、そういうこともあり得るのかなと。われわれも自分で７年間やってきま

したが、べつに課税当局に甘くしようなんて思ってやってきていませんでしたから、本当

にそこは平等に思って見てきました。 

 ただ、ひとこと言えるのは、審判所は、課税当局を勝ち、納税者は負けという判断をし

たから裁判になっているわけですが、だけれども、その問題点が、税法とかいろんな法律

を見て、明らかに課税処分に違法がないというものばかりではないのです。 

 要するに、いわゆる節税スキームとか、何とかスキームという仕組まれた、税法を税法

どおりにやって税金が安くなるというやり方もあるのです。それは認められてしかるべき

でないかと。税法どおりやって、税金が安くなる。しかし、税法どおりやったけれども、

駄目だったら課税処分をするわけですね。そうすると、争いになるわけね。税法どおりに

やって、なぜ処分するんだと、おかしいじゃないかと。それは信義則に違反するし、憲法

違反じゃないかと。 後は憲法違反で 高裁判所まで行くんでしょうが、それで納税者が

勝つ場合もあります。納税者が負ける場合もあります。いろいろなケースがあるので、一

概に全部、審判所で白黒付け難い事案があるのも事実なのです。 

 だから、そういうことでありますから、何しろ、課税処分に不満、不満というか、おか

しいなと思うものは審査請求をしたらいかがでしょうか。私は審判所の人間ではないです

が、審判所に長くいて、辞めてからも審査請求をした事案もあります。全然駄目だったこ

ともあるし、認めてくれた事案もあるということですので、そんな難しく、ハードルを高

く考えないでやっていただければなと。審査請求も考えていますということです。 

 ２分ぐらい前ですので、これで終わりとしたいと思います。来年は、来てくれと言われ

ていますが、来年はちょっと無理かなと。今日はありがとうございました。
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租税相談事例研修会 

平成 27 年 1 月 22 日（木） 

 

【講演】 

「近年における国際課税の動向等と 近の相談事例について」 

 

本部租税相談員  川田 剛 氏 

 

《はじめに》 

ご紹介いただきました川田でございます。よろしくお願いいたします。 

会計士協会の租税相談員として、国際租税のほうをだいぶん長くやらせていただいてお

ります。そこで今回は、その中でいくつか共通パターンみたいなものをできるだけ紹介し

ていきたいと思っています。 

その前に、前提になる基本的な話をまずさせていただきます。 

 

 

Ⅰ．近年における国際課税の動向 

 

 

近、国際課税でどういうものが問題になっているかというお話からです。基本的には

２つです。 

そのうちの１つはＢＥＰＳに関する議論です。ＩＦＲＳの議論が、改定で、ＩＦＲＳを

やらないと時流に遅れるという時期がありましたが、全部の世界では、国際課税の分野で

はＢＥＰＳの話をしないと、まず話が進まないという状況です。 

それからもう１つは、情報交換です。その中でも、特に自動的情報交換です。 

その２つが大きなトピックになっています。 

 

１．最近における国際課税の議論から 

（1）Ｂ．Ｅ．Ｐ．Ｓ（税源浸食・利益移転）及び米国（ＰＳＩ、ＧＡＯ）、英国会議（決

算委員会）での証言等から  スターバックス、アップル、アマゾン、グーグル等 

① ＢＥＰＳについて 

そのうち、まず 初のＢＥＰＳですが、ＢＥＰＳとは何だというので、もうご承知の方

が多いとは思いますが、Base Erosion and Profit Shifting の略で、課税ベースがなくなる、そ

れから利益移転ですが、国際的な利益が移転しているという話です。 

どうしてこんな話が出てきたかということですが、急に注目されるようになったのは、

主として 2008（平成 20）年からです。しかし、実はその前から布石はありまして、個人の
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富裕層による国際的な租税回避が非常に問題になりました。今回お配りした新聞のこれは

１つの事例です（別紙資料１参照）。 

昨年の研修会でもお話をしたと思いますが、日本の事例でいいますと、帝京大学の理事

長さんがリヒテンシュタインに隠し口座を持っていて、それがばれた。たしか 20 億円弱だ

ったと思いますが、相続税の申告漏れを指摘されました。 

どうしてそんなことが明らかになって、新聞に出ることになったのかという話です。そ

れは、たまたまリヒテンシュタインのＬＧＴという銀行の行員が、同銀行の情報を盗み出

して、それをあちこちに売りに歩いた。それをドイツの麻薬当局が購入し、顧客リストを

チェックしていたら、（これもまた大きな新聞記事になりましたが、）ドイツポストとい

う日本郵政みたいなところの民営化した社長さんが脱税をしていたということがあきらか

になった。それがリヒテンシュタインの口座を使っていたというのが発端です。 

ドイツ政府では、この過程を経て入手した情報を、租税条約の情報交換規定を利用して

あちこちの税務当局に配りました。日本にもそれらの情報が愛って入ってきて、それであ

のような多額の脱税が明らかになったということです。これは新聞に出ている話ですから、

べつに内緒の話ではないのでいいんだろうと思います。ということは、情報交換をやれば、

まだまだかなり隠されていたものがかなりあるのではないかということです。 

この記事が出た当時は、かなり例外的な話かと思っていました。ところが、平成 24 年に

国外財産調書制度ができ、去年（平成 26 年）の３月に申告がありました。その結果、約 5,500

人から申告があったということです。それ自体かなり少なく、一ケタ違うのではないかと

思いますが、実はその前後にこういうことがありました。この質問は協会のほうでも出て

いました。具体的には、過去に脱税をしていた分があるんだけれども、それを表に出した

い。どうしたらいいのかという質問です。この質問には２つの側面があります。 

そのうちの１つは、脱税が除斥期間内の７年以内に行われていた場合です。その場合は

直ちに修正申告が必要になってきます。そうしないとアウトです。 

もう１つは、脱税に事実はあったが除斥期間を過ぎている場合です。例えば、15 年、20

年前に脱税をして、それがたまたま除斥期間内にばれなかった。そうして、いつの間にか、

10 年か 20 年経った。これをどうするかという問題です。質問の内容は、「じっと黙ってい

ればわかりませんか」という内容だったのです。それに対する回答は、「これはやはりわ

かりますので早急に対応すべきである。」というものでした。 

それは、今、申し上げたような情報交換とか、そういう大きい流れを踏まえれば、過去

の脱税については、いずれわかります。その時にどうなるのか。おそらく、非常に厳しい

ペナルティが課されることになるでしょう。アメリカの例なんかを見てみますと、除斥期

間の経過の有無にかかわらず、非常に厳しいペナルティが課されています。日本でも方向

性としては、たぶんそっちに行くだろうと思います。 

そうすると、専門家としては、少なくとも運用益だけでも申告をしておくことが望まし

いというアドバイスになると思います。いつまでの分までさかのぼって申告するのかとい
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うことはありますが、自発的な申告ですからだいたい 5 年分になると思います。今まで全

然申告していませんから、厳密にいえば、偽り不正から生じた所得として７年分の申告を

する必要があるかもしれない。どの行為が偽りなのか、どの行為が不正なのかという問題

はありますが、自発的な申告なので、５年分で出しておけば、だいたい大丈夫なのではな

いか、と言ったことがあります。 

この件に関しては、後日談があります。この申告書の提出に際し、私自身も納税者と一

緒に税務署に行きました。その税務署の調査官が後日調査に来て、これについては、５年

ではなく７年分出してくれと本人に言ったそうです。そこで、私は、「それはおかしいの

ではないか、偽り不正なら７年かもしれないが、どこのどのような行為が偽りまたは不正

の行為に該当するのか、その点について当局はどのように考えているのか。」という疑問

を提起しました。なるほど、元本自体については脱税であり、偽り不正の行為であること

は間違いないです。しかし、それが果実部分にも及ぶのかという話になれば、それは別問

題です。そのような話をしたところ、さらに担当の調査官から、「当局としては、更正、

決定の除斥期間が経過しているので、更正はできないが、修正申告は納税者の自発的な行

為なので７年分について修正申告をしてくれ。」ということだったそうです。その事案で

は、修正なんかしないと突っぱねて、それはそれで通ったみたいです。その件はたまたま

成功しましたが、偽り不正のところは、場合によっては偽り不正があったというふうに認

定される可能性もあります。 

したがって、私の友だちなんかとも話しているのですが、安全を見るのだったら７年分

出して、あとで更正の請求をするというやり方もありなのかもしれません。そうしておけ

ば、専門家としては責任を免れることができるし、本人も責任を免れる。そういうふうに

やっている人もいます。どちらがいいかはわかりませんが、安全を見るのであれば、やは

り 7年分出して、後日更正の請求をするというのもありかもしれません。 

なぜ、今頃になってそんなのがうるさくなったでしょうか、その根本にあるのが、「金

持ちはうまいことをやって税金を免れているのではないか」という点です。この問題はＢ

ＥＰＳでも提起されています。 

ところで、そこでいう金持ちとはどれぐらいからを言うのでしょうか。この点に関して

は、いろいろな意見があるのですが、一般的に言われていますのは、金融資産 one million

ドル以上。日本円でいうと（今だと）1億 2,000 万円以上が富裕層と言われています。 

では、それらの者がどれぐらいいるのかという話になってきます。これまた統計機関に

よって非常に差がありますが、日本の場合だと、少なめに見て 220、230 万人、多めに見る

と 400 万人ぐらいというふうに言われています。これらの人たちは、一般に「小金持ち

（affluent）」と称されています。その上に、30 億円以上のいわゆる「本当の金持ち（wealthy 

individual）」がいます。さらに、 高の資産規模 1,000 億円以上の人たちはスーパーリッチ

と称されている人たちが 1,500 ないし 1,600 人いると言われています。しかし、1,600 人ぐ

らいを対象にするというのは個別管理になりますので、行政として考えるということにな
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りますと、250 万人ないし 400 万人の人たちをどう把握し、対処していくのかというのが問

題なのだろうと思います。 

その時に、考慮すべき施策は、２つあります。１つは国内をどうするか、もう１つは海

外をどうするかという問題です。海外所在の財産の把握については、平成 24 年の改正で、

国外財産調書制度をつくりました。具体的には、海外資産 5,000 万円を超える人たちは申

告をしてくださいということです、今年の３月分からはペナルティも課されることになっ

ています。今回は、 初の年だということもありまして、実際に出てきたのは 5,000 人ぐ

らいです。金額的には 2 兆 5,000 億円ですから、だいたい 1 人当たり 5 億円ぐらい。金額

はそれぐらいのものかなと思いますが、数字として 5,000 人というのはいかにも少ない。

桁が１つ違うんじゃないのかなというイメージです。たぶん、万のオーダーではいるだろ

うと思います。 

この報告を踏まえて、現在当局でどういう作業をしているかといいますと、出てきたデ

ータを基に、もう少し詳しいのを教えてくださいという照会をしています。これは先生方

のところにもこのような照会が行っていると思います。 

それから、もう１つあるのは、当局が独自に収集した情報を利用した照会です。皆さん

のところにも、うちは国外財産調書を出していないのに照会が来たぞというのがあると思

います。どうしてそういうデータがなぜわかったのかというのがあると思います。情報源

として考えられるのが、つぎの２つです。 

そのうちの一つが、「税の正義に関するネットワーク（Tax Justice Network）」からの情

報です。その組織は、会計事務所出身の人や会社の役員だった人、そういう人たちがつく

ったプライベートなノンプロフィットの組織です。 

ＩＣＩＪ、こちらも同じです。こちらはジャーナリストが中心です。日本では朝日新聞

だけしか入っていないと思います。ここでは、昔からいろいろなことをやっていて、情報

も持っているのです。特に今回、いろいろな情報を持つことになったのは、この組織が、

タックス・ヘイブンに関する情報をほとんど集めることができたためです。世界中の金持

ちに関する情報を、ほとんど全部カバーできているのではないかなと思うぐらい集めてい

ます。今、これをアメリカとオーストラリアとイギリスの当局が一緒になって解明を進め

ています。そこから解明できたものは、日本にもフィードバックされています。ちなみに、

彼らが収集した情報をインターネットで引いてみたら 500 件前後がヒットします。上から

住所、名前、パートナーシップも含めてです。さらに、法人に関する情報もあります。当

局では、それ以外にも徐々に解明を進めています。なお、それらの情報の中には、オース

トラリアから日本に来ているものもあると思います。今、オーストラリアがこの解明の先

端ですので。 

次は、多国籍企業に関してです。ここの資料にありますように、アメリカ、それからイ

ギリスの議会でも問題にされました。それがスタートです。それが、Ｇ20 やＧ８でも取り

上げられるようになったということです。 
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② アメリカ 

まず、アメリカです。そこの資料にあります「ＰＳＩ」というのは、Permanent Subcommittee 

on Investigations の略です。人によって訳が少し違いますが、私は「行政監察小委員会」と

訳しています。上院の国家安全委員会というのがあるのですが、例えばテロリストなどを

取り締まったりする委員会の下にあります。親委員会については、古い方はご存じかもし

れませんが、もともとはマッカーシーの赤狩りに使われた委員会です。今、そこが何をや

っているかというと、こういうことをやっている。 

それから、その委員会の指示を受けてということでもあるのですが、会計検査院です。

ＧＡＯ（General Accounting Office）というので、日本の会計検査院と同じような機能ですが、

行政機関ではなくて議会に直属しています。したがって、こういうのは税金の使い方が悪

いという話ではなくて、こういうことをやったら、もっと税金が取れるのではないかとか、

こういう変なことがやられているのではないか、ということについての調査もします。 

そこで、Apple やＡｍａｚｏｎが問題になりました。 初に問題になったのは、プエルトリコ

かなんかを使って利益移転をしているのではないかという話です。そこからスタートして、

ワールドワイドに使われるようになった。なぜ、プエルトリコかといいますと、アメリカ

の属領で優遇措置をたくさんしてあるのです。そこへ行くと、ほとんど税金が掛からない。

その特典をうまく利用して、利益移転を図る。そこからスタートすれば、もう少し幅を広

げれば、もっとできるね、という話でヨーロッパのほうへ広がっていったということです。 

 

③ イギリス 

それから、イギリスです。同国では、Starbucks（スターバックス）が前面に出ています。

イギリスで売上が 2,000 億円ぐらいあるのに、税金を全然払っていないのではないかとい

うのを決算委員会でやられました。 

私はこれを「決算委員会」と訳しているのですが、正式名称は Accounting Committee です。 

そこで Starbucks の話が取り上げられた。そこには、Starbucks の経営者と同時に会計士も

呼ばれています。アメリカもそうです。 

呼んでどうするかというと、会社はこういうことをやってイギリスで税金を免れていた

のではないか、と言って、つるし上げられる。会計士はどうやってつるし上げられるかと

いうと、企業に対し、そのような租税回避策をアドバイスしていたのではないか、という

ことです。その委員会にはビッグ４の責任者が呼ばれています。 

その時のビッグ４の回答は、これはまた有名な話ですが、「会社からリクエストがあっ

て、こういうのは税務上どうなるんだという問い合わせがあった時は、それには答えてい

ますと。自分たちがアグレッシブに売り込んだりしたことはありません。」というような

回答です。たぶん模範解答になっているでしょうね。 
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④ ＯＥＣＤ租税委員会の 15 のアクションプラン 

そういうことはやはりおかしいということで、ＯＥＣＤでもその対応策が議論になりま

した。それは、多国籍企業によるこのような行動への対応は、一国だけでは限界があるの

で、ＯＥＣＤ全体でやらざるを得ないのではないかという問題意識です。後ろにいくつか

資料を付けてありますが、10 枚か 20 枚ぐらいめくっていただいて、平成 26 年４月４日、

「ＢＥＰＳプロジェクトの進捗状況について」。右肩に３－５というのがあると思います

（別紙資料２参照）。連番でページを送ってくるのを忘れてしまったものですから、見に

くくて恐縮なのですが。20 枚目ぐらいだと思います。「（国際課税ＤＧ③）ＢＥＰＳプロ

ジェクトの進捗状況」という題になっているかと思います。表題が下のほうに書いてあり

ます。厚いほうです。 

そもそもそこでどういう話になっているか、ということです。そこでは、バックグラウ

ンドとして書いてありますが、近年、各国がリーマンショック後に財政状況を悪化させ、

より多くの国民負担を求めている中で、グローバル企業が税制の隙間や抜け穴を利用した

節税対策により税負担を軽減している問題が顕在化している、と。これは主として多国籍

企業を念頭に置いた話です。 

この問題に対応するため、ＯＥＣＤ租税委員会、委員長は浅川財務省国際局長（前の国

際租税課長）です。彼は国際租税課長の時に、ＯＥＣＤ租税委員会の委員長に立候補して

当選しています。 

彼が委員長をやってくれているものですから、かなり細かい情報が日本に入ってきてい

ます。というのも、ＯＥＣＤには、インナーのコミッティがあって、そこで議論をしてい

るのです。それをパブリックコメントという形でおもてに出したりしますので、かなり早

い段階から情報が入ってきています。 

ここにありますように、この問題に対応するため、ＯＥＣＤ租税委員会は、2012（平成

24）年６月から「税源浸食と利益移転」に関するプロジェクトを立ち上げて、2013（平成

25）年７月 19 日に、アクションプランと言っていますが、「ＢＥＰＳ行動計画」を公表し

ました。このＢＥＰＳ行動計画は、Ｇ20 の会議でも了承されています。 

これは、その次にありますように、ＯＥＣＤ非加盟国のメンバー８カ国がＯＥＣＤ加盟

国と同様に意見を述べ、意思決定に参加しうる枠組みとして「ＯＥＣＤ／Ｇ20 ＢＥＰＳプ

ロジェクト」が設けられています。 

各国が二重非課税を排除し、実際に企業の経済活動のおこなわれる場所での課税を可能

にするため、ＯＥＣＤは行動計画の各項目について、2014（平成 26）年９月から 2015（平

成 27）年 12 月の間に、新たに国際的な税制の調和を図る方策を勧告することとしている。 

こういうことで、勧告はもう 2014（平成 26）年９月 14 日にいくつか出ています。行動

計画は全体で 15 ですが、右下のところに 12 があったら探していただけますでしょうか。

「平成 26 年税制調査会ＢＥＰＳプロジェクトの進捗状況について」の 12 ページです（別

紙資料３参照）。 
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そこで何が書いてあるかといいますと、ＢＥＰＳプロジェクトとして、行動計画（アク

ションプラン）として、15 項目のアクションプランを出しています。 

 

ａ．アクションプラン１「電子商取引課税」 

その中のアクションプランの１は、「電子商取引」です。電子商取引については、２つ

の側面があります。 

１つはＡｍａｚｏｎや Google がやっているような典型例です。 

それから、もう１つは楽天などがやり始めた。これについては、直接税と間接税と２つ

の問題があります。 

直接税の分野は、恒久的施設。国際課税の大原則で恒久的施設がなければ事業取得には

課税しないというのがあります。そうすると、インターネットで音楽などをダウンロード

すると課税できないというのがありました。それをどうするか。それは現状のＰＥの規定

の仕方では対応できません。それで、新しいＰＥの概念を入れようというのが１つです。 

それから、もう１つは消費税です。消費税について課税できていないので、これをどう

やって課税するか。これは日本がすぐ対応可能な、ある意味で一番遅れていたと言ったほ

うがいいのでしょうが、それは対応するようにしました。楽天は課税上、非常に不利にな

るので、カナダに会社をつくって、カナダから日本に売るということをやりますというこ

とを言いました。そうすると課税できなくなるということで、この分野については平成 27

年の今度の税制改正で手当てをすることにしました。 

１つは、ビジネスとビジネス。業者が情報を仕入れると、それを売りますという時には、

これは国内で仕入税額控除をどうするかという話ですから、水際で税抜きで入ってきても、

どこか次に売る時に課税できますから、これはこれでいいのです。 

問題は、例えば私などが音楽の配信で買うとなると、本当は私が納税者なのですが、数

が多すぎる。それだとどうしようもないですから、こちらを納税義務者にしようというわ

けです。これはＥＵでやられている方式です。やむを得ずやる方式です。こういう形にし

ようということで、ＢＥＰＳのアクションプラン１というのは、それになっています。Ｐ

Ｅの問題は難しすぎて先送りです。今年（平成 27 年）の 12 月までにはたぶん回答は出な

いと思います。消費税については、取りあえずこれで手当てをした、と。 

その３枚ぐらい後ろですか。右側のこの辺のところに、「以下のイメージ図は浅川ＯＥ

ＣＤ租税委員長の了承のもとに紹介するものです」というふうに、私の手書きの字が入っ

ているのを探していただくと、真ん中辺より少し前ぐらいでしょうか。Ｌ社と顧客という

イメージ図があると思います（別紙資料４参照）。 

これは、例えばＬ社を外国、顧客を日本と考えますと、Ｌ社は海外ですから日本で税金

を払わない。これをどうするか。これを課税できるようにしようというふうに、平成 27 年

の改正で手当てをいたしました。 
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それからついでにお話ししますと、その次のページに「ハイブリッド・ミスマッチを利

用した租税回避の防止」というものがあります（別紙資料５参照）。見つけられるのが大

変だと思いますので、見つかっている方は図をイメージしながらやってください。見つか

らない方はこちらで私が説明をいたします。 

ＢＥＰＳのアクションプラン 1 はこういうイメージです。国内取引であれば、この人が

納税義務者です。外国から物を入れた。これは物であれば、保税地域から引き取った人が

消費税の納税義務を負います。この人です。これが業者であれば、それでまったく問題は

ないです。この人が次に売りますから。ここで売上に掛かる消費税で、仕入に掛かる消費

税を控除して納税額を出すということで問題ないわけです。 

ところが消費者ですと、ここがないです。この人に納税義務を求めますか？ 何千万人

もいるこの人に納税義務を求めますか？ １人 100 円とか 150 円という単位です。そうい

う人に納税義務を求めるのは大変だということで、どうやるかといいますと、外国にいる

この人、例えば Google とか、Ａｍａｚｏｎとか。この人に納税義務者になってもらおうという

ことです。これはかなり思い切ったやり方です。そもそも納税義務者が納税義務を履行し

なかったらどうするんだ、ということがあるわけです。国内であれば、納税義務を履行し

なかったら、がんっ、とこの人をたたく。管轄が及びませんから、これはないのです。こ

の人が全員に期待する。しょうがないから、そういうやり方しかないのです。ヨーロッパ

でも、そういうやり方をしています。日本も、取りあえずこのやり方でやってみよう、と。 

では、ここが小さい、例えば私が個人でやっているような人だったらどうするのか。そ

こはどうしようもないですから、これはあまり小さい業者は除きます。おそらく 1,000 万

円ぐらいで線引きをして、それは除くというふうにします。大綱では確か 1,000 万円で線

引きをしていたと思います。これがＢＥＰＳの１です。アクションプラン１。 

ｂ．アクションプラン２「ハイブリッド・ミスマッチの効果の無効化」 

次がアクションプラン２です。典型例ですが、「ハイブリッド・ミスマッチ」と言って

います。例えば、ハイブリッドの金融商品はたくさんありますが、パーティシペーション・

ローンとか、転換社債とか、債券なのか、株なのかがよくわからないというものがありま

す。そういうものを利用した二重非課税です。 

今回、平成 27 年の税制改正で手当てをしようと思っているのは、優先配当です。よく言

われるのはオーストラリアです。確かアメリカも同じようなことやっていたと思います。

優先配当については、損金算入です。ここではどうなるかといいますと、外国子会社から

の受取配当は益金不算入です。ここでも課税にならない、ここでも課税にならない。５％

は課税になりますが。こういうことが生じている。これはおかしいではないかということ

で、これを手当てしろという話です。これについては日本側で、この分はこちらで損金な

のですから、こちらでは益金だとするようにします。今度の改正でそれをやります。 
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実は、これはたまたまこういう金融商品なのですが、あと、ハイブリッドのいろいろな

ものを利用したケースとしては、ＩＢＭが典型例です。今、ＩＢＭの租税回避が訴訟にな

っています。地裁では国が負けていますが、高裁でどういうふうになるのかちょっとわか

りませんが、あれは典型的、国際的なハイブリッドを利用したやり方です。 

具体的な手口はこういうやり方です。ＩＢＭがホールディング会社を通じて、日本ＩＢ

Ｍを持っています。日本に合同会社をつくりました。ここに日本ＩＢＭの株を売ります。

確か、これは２兆円です。これをやりました。今度、そのうちの一部を自社株買いをしま

す。ここに大きい損が出ます。その後で、連結納税をするやり方です。 

これは日本の法律上は、１つ、１つを見ていけば、全部正解です。ハイブリッドのミス

マッチを利用した、そこは何だというと、実はこれなのです。合同会社は、アメリカでは

パススルーエンティティということで、組合などと同じ扱いをできるのです。選択できる

のです。したがって、ここは支店と同じなので、ここの株をここに移しても支店に移した

だけです。金はないですから、こちらから貸している。本支店間が内部取引ですから、金

利は要らない。片や、日本法人は、これは法人ですから。これの 100％子会社になれば、当

然、連結納税ができる。ここは大きい損を計上してあります。ということで、日本でもア

メリカでも税金は払っていません。 

これを同族会社の行為計算否認でうったのですが、こういうことをやられた時に、今度

はＢＥＰＳの議論で、この議論はあまり出ていないのです。だけれども、ハイブリッド・

ミスマッチというのは、そういうことを利用する手口のやり方。手口としては、こういう

ものがある、と。 

これをアウトと考えるのか、セーフと考えるのかですが、もしセーフと考える考え方は、

だからこそＢＥＰＳで手当てをするようになった、と。したがって、それまではセーフだ

という考え方です。それから、そうではなくて、そもそも違うんだ、と。これは同族会社

の行為計算否認で今はいっています。こういう同族会社でないとあり得ないスキームだと

いうことで考えるのかということです。これはＢＥＰＳのアクションプラン２の「ハイブ

リッド・ミスマッチ」の話です。 

ｃ．アクションプラン３「外国子会社合算税制の強化」 

それから、３番です。「外国子会社合算税制の普及」ということで考えています。これ

は今回の税制改正では、ほとんど対応していません。トリガー税率、タックス・ヘイブン

対策税制が適用になる税率、これが 20％以下になっていますが、ここと資産性所得のとこ

ろを一部いじるぐらいの話です。これは先送りです。ＢＥＰＳでもう少し議論を詰めてか

ら。 

ＢＥＰＳでの議論は、タックス・ヘイブン対策税制っていろいろな国でいろいろなこと

をやっているけれども、そこの一番緩いところを利用して、タックス・ヘイブンに投資を

する。そうすると、例えば本来はアメリカだと課税になるが、日本を通じてタックス・ヘ
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イブンに投資をすると課税にならないのです。そういうのを利用する。そのためには、お

互いタックス・ヘイブン対策税制がどういうものなのか、もう一回すり合わせをしてみな

いと、細かいところが見えてこないということで、これは現在、勉強会を開催中というイ

メージです。 

ｄ．アクションプラン４「利子等の損金算入を通じた税源浸食の制限」 

それから、行動計画の４は、利子の損金参入に制限をするというので、これは日本では

手当て済みです。過大支払利子税制というのでやっています。 

ｅ．アクションプラン５「有害税制への対抗」 

それからアクションプラン５「有害税制への対抗の強化」。実は、これは非常に揉めて

いるところです。 

この新聞記事（別紙資料１参照）にもありますが、ルクセンブルクが取りあえずやり玉

に挙げられています。実は、その他にもいっぱいあります。 

例えば、こういう言葉を聞かれたことがあるかもしれません。「パテントボックス」。

オランダ、イギリス、シンガポールなどでやっています。国によって少し差があるのです

が、例えば日本で開発した知的財産をこちらで登録します。世界中からいろいろな特許の

使用料を集めてくる。ここへ利益がたまります。これは、例えばゼロ税率、税金を掛けな

いとか、10％とか。イギリスは 10％です。こういう形でやろうとしています。 

これはどうなのかというと、本当は自分の国で研究開発をやったら、そういうことにし

ようというつもりだったのです。日本の研究開発税制などもそうです。償却を認めるとか。

結果、税率が低くなるようなイメージです。 

日本でもパテントボックスを入れたほうがいいのではないかという議論をやりました。

３年ぐらい前に、私自身も主税局に、日本ではパテントボックスを考えないのかと。経済

産業省はどうだと言ったら、やはり勉強はしていたのです。でも、それは有害な税制なの

ではないか。だから、日本としては、なかなかそこまでは踏み切れない。研究開発の促進

税制ぐらいで限界だと考えていたのです。その当時、オランダはやっていました。イギリ

スが入れた。シンガポールも入れたということで、今はどんどん普及しています。 

例えば、Starbucks のケースでもそうです。オランダにライセンスか何かを持たせて、オ

ランダに。それから、スイスにはコーヒー豆を焙煎する特許を与えて、スイスでものはつ

くりませんから、商流だけ、ブッキングだけスイスを利用して、スイスでは非常に低い税

率で売るということで、租税回避をやっている。こういうのがパテントボックス、有害な

税の競争です。 

これは 1995（平成７）年から 2000（平成 12）年ぐらいに、非常に議論になったのです。

ところが、いつの間にか立ち消えになって、忘れたのかなというイメージだったのですが、

もう一回復活してきています。これがアクションプラン５です。今、これは特に言われて
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いるのは、オランダ、ルクセンブルク、アイルランド。それから、イギリスを真正面から

批判しているところはありませんが、やっていることはイギリスも同じです。 

ｆ．アクションプラン６「租税条約濫用の防止」 

それから、アクションプラン６です。「租税条約の濫用防止規定の普及」ということで、

これはＢ国というのは、タックス・ヘイブンです。タックス・ヘイブンでなくてもいいの

ですが、利子・配当・使用料みたいなものを、ペーパーカンパニーをつくって、条約の特

典を利用するという話です。条約の濫用防止というイメージです。この延長線上で考えて、

今回の税制改正で入れるのは、出国税です。 

少しこのイメージとなじみにくいですが、後ろに別添の資料を付けてあったと思います。

９月 29 日という少し薄めの資料が付いていると思います。そこの行動６「租税条約の濫用

防止」（別紙資料６参照）ということで、イメージしてあるのは、主として条約漁り、ト

リーティー・ショッピングです。ところが、こういうことが利用されていたわけです。こ

れは税制改正大綱でも書いてあります。シンガポールやニュージーランドです。これはキ

ャピタルゲインが非課税の国です。日本は課税です。そうすると、どういうことが起こる

かといいますと、ここへ移住をします。その後で株を売ればいいのです。 

このような行為が問題になった例として、ユニマット事案というものがあります。この

事案では、国が負けています。具体的には、納税者が日本からシンガポールへ出国して同

国の居住者になったうえで株を香港で売ったのです。これはどこでも課税になっていませ

ん。彼はシンガポールの居住者でしたから、シンガポールで売ると、国内で課税になる可

能性がある。ところが売却を香港でやったものですから、シンガポールでは課税にならな

い。なぜなら、シンガポールでは、国外で生じた所得は非課税ということになっているか

らです。しかも、香港ではキャピタルゲイン非課税ですので、結果的にどこでも課税にな

らない。キャピタルゲインが全部非課税。居住者であっても国外の株については非課税と

なっていますので、こういう利用例が増えてきたのです。 

２、３週間前の新聞にも載っていたと思うのですが、２万人ぐらい、そういう目的と思

われる国外移住が２万人くらいあるということで制度改正をすることになりました。おそ

らく、これは先生方のところにも質問があったと思うのですが、私のところに何件か質問

がありました。協会のほうにもありました。それはどういうことかといいますと、いつか

ら適用されるのかという点についてです。具体的には、１月１日から遡及して適用になる

可能性があるのかという質問だったのです。私自身は、そのような行為は租税回避行為そ

のものなので、可能性として遡及適用はあると考えています。租税回避の防止だから、遡

及適用はないわけではない。 

同様の事例として、平成 16 年改正で、土地の譲渡を１月１日から損益通算を認めないよ

うにしました。あれと同じようなことをやるのではないかということです。やはりちゃん

と読んでいる人もいるわけです。遡及適用はないと思うけれども、あるかもしれない。そ
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こで、その時は、出られるなら年内じゃないですかねという話をしました。しかし、結果

的には施行は先送りになりました。たぶん国税庁の準備が整わなかったのだと思います。 

それから、パテントボックスのお話です。前のページに戻って恐縮なのですが（別紙資

料７参照）、事前確認の内容ということで、これはパテントボックスだけではなくて、こ

こでイメージしてあるのはオランダやルクセンブルクの話です。右側の知的財産優遇税制

の場合、Ｂ国、Ａ社で親会社、これに対して、ロイヤリティに対して知的財産優遇税制で

軽減税率を適用したら、これはＢで、例えば日本にシェアしてくださいという話です。そ

れから今度は逆に、例えばＢ社はルクセンブルクやオランダだったとしますと、ここで優

遇を与えたら日本に知らせてねという話です。 

ｇ．アクションプラン８「移転価格税制（①無形資産）」 

それから、今度は同じペーパーの７ページです（別紙資料８参照）。「無形資産に係る

移転価格ルールの策定」ということで、これもどうやってルールをつくるのかというのが、

実は非常に難しいのです。無形資産の評価というのは、非常に難しい。今、「移転価格ガ

イドライン」でもそれをやっています。どうやって知的財産の評価するんだという話です。 

一番簡単なのは、法的に権利があるかどうかということです。たとえば、特許申請をど

こに出したのかとか、そういうのを出した国、そこが法的な所有権を持っていることにす

るという考え方です。そうすると、実際は研究開発をアメリカでやっているのに、知的財

産の申請をオランダでやるとか、アイルランドでやる。それで逃げていったわけです。そ

れに対抗するためには、知的財産を安く売りすぎたのではないかと言えるようなところで

課税をしないといけないということが１つです。 

それからもう１つは、何年か経ってから子会社が儲かりすぎていたら、さかのぼって料

率を見直すということです。アメリカなどで採用されている「定期的調整」という考え方

です。例えば５年経って、当初の見込みより子会社の所得が２割以上上振れ、下振れした

時は、ロイヤリティの料率を見直す。それは、一括で譲渡した場合であっても同様です。

一括で譲渡しても、さかのぼってその取引金額を見直すという話です。 

実は、それと同じようなものを日本でも入れようかという議論がありました。私はどち

らかというとそちら派なのですが、これについては経団連が猛反対をしています。それは、

実務においては、当初は大したことはないと思ったものであっても、後で大成功すること

がある。その反面で、当初はすごいと思ったけれども、途中で全然駄目になってしまうの

もあるということです。そのようなこともあって、もう少し検討をしてから入れるか入れ

ないかを決めようではないかということで、今回の税制改正では先送りになっています。 

真ん中に「報告書の概要」とありますが、まず具体的に無形資産を軽課税国や地域の子

会社に移転することで、ロイヤリティに対する課税を回避している多国籍企業がある。オ

ランダを利用したとか、スイスを利用したという話です。これでルールの策定が求められ
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ている、と。具体的には、では、無形資産とは何だということをはっきりさせようではな

いか。 

それから、無形資産形成等への貢献と対価の関係。ほとんど出来上がったところで、子

会社に移すというケースもあるわけです。それから、独立企業間価格をどうやって決める

んだ、という話です。それから、費用分担契約。じゃあ、費用分担契約でやろうか、と。

アメリカは的確な費用分担契約というものがあるものですから、そういうのでやって、非

常に成功の可能性の高いものを、どちらかというと、子会社に付け替えるようなイメージ

でできる。小売替えされている費用分担契約を利用しています。これもやはり見直しが必

要だということです。 

そうすると、報告書でどう言っているかというと、無形資産を「有形資産・金融資産で

なく、所有・支配することができ、同様の状況の非関連者間取引において、その使用また

は移転により報酬が生ずる資産」。有形資産、金融資産ではない、と。それから、会計上

の資産なのかという話です。会計上の資産と税務上の資産と一緒で考えるべきなのか、そ

うでないのか。ここがまた議論になっています。 

それから、無形資産の価格算定で信頼し得る比較対象取引が存在しない場合の評価方法

として、ＤＣＦ法を入れようということも議論されています。これは今まで移転価格の世

界ではなかったのですが、他にやりようがないから、これを入れようかという話です。 

それから、価格付けが困難な無形資産の評価額の算定については、もう一度継続して議

論をしましょう。こういうことを踏まえた上でないと、日本も決められないなという話で

す。この分野については、今、ＯＥＣＤの「移転価格ガイドライン」の第６章と第９章を

全面的に見直しをやっています。 

ｈ．アクションプラン 13「移転価格関連の文書化の再検討」 

それから、アクションプラン 13 です。「移転価格関連の文書化の再検討」ということで、

この背景は、多国籍企業グループに対する適正な移転価格課税の実現のためには、グルー

プ内取引の全体像に関する情報が有用である一方、グループ共通の情報について各国税務

当局がそれぞれ異なる形式・内容の報告を大量に求めると、企業側に過度な事務負担が生

じる恐おそれもある。そういう問題意識の下に、どうしたらいいのだという話です。 

実は、この分野は日本にとっては非常に厄介な話です。 

ファイルは３つありまして、親会社がつくる「マスターファイル」。それから、子会社

がつくる「ローカルファイル」。それから、子会社は数カ国にわたっている場合もありま

す。国の中で複数の子会社がある場合もあります。そういうものを再構成したもので、「カ

ントリー・バイ・カントリーレポート」。この３つです。問題になっているのは、マスタ

ーファイルとＣＢＣレポートです。 

マスターファイルはどっちみち連結納税なり、連結決算をやっていれば必要なものです

から、だいたい作っているだろう。これはこれでいいのですが、問題は出し方なのです。



98 
 

冒頭に申し上げましたように、ＢＥＰＳはＯＥＣＤ加盟国の参加だけではないのです。Ｂ

ＲＩＣｓも入っています。中国、ロシア、ブラジル、インド、インドネシア、南アフリカ。

そういうのが入っているものですから、それをどうするんだ、と。特に中国、インド、ブ

ラジルなどから要請が強いのは、例えばＡｍａｚｏｎが出したマスターファイルを俺の国にもよ

こせと彼らは言っています。日本はどちらかというと、それは反対です。 

一番怖いのは、例えば中国やインドで、日本の当局に出したものを俺のとこに出せ、と。

そうすると、例えば親会社での売上が 10 兆円としましょう。従業員が 30 万人。そのうち、

中国で従業員が７万人。中国の売上がいくら、利益がいくらというのは簡単に出ます。カ

ントリー・バイ・カントリーレポートで出すと、それは出る。そうすると、中国の 7 万人

も人員がいるのに、全体の利益の１割も中国に落ちていないというのはおかしいじゃない

か、という話になりかねない。これは税金の世界だけです。 

もう１つ非常に心配をしていることは、情報が漏れるのではないか。税以外に使われる

のではないかという話です。 

例えば、人件費です。それは何だ、と。同じ研究をやっていながら、日本の研究職は中

国の 10 倍も取っているじゃないか。賃上げをしろ、と。ワーカーもそう。その分を賃上げ

だということに使われる。情報はすぐ漏れる話なものですから、こういうことが心配だ、

と。 

ただし、出さないというわけにはいかないので、どうしようかということで、今やって

いますのは、日本サイドなどが言っていますのは、情報交換に乗せてくれ、と。だから、

中国から日本の親会社のデータ、パナソニックとか日立のデータが欲しい、トヨタのデー

タが欲しいということであれば、中国の国税当局から日本の国税当局にリクエストをして

くれ、と。それだったら、それに応じて出す。聞いた感じは同じに聞こえますね。全然違

うのです。親会社のデータを自動的に出すということは、子会社の税務当局は何もやらず

に、ぱっとその資料が手に入るわけです。 

情報交換をやるためには、なぜ情報交換が必要なのか、どうして国内では手に入らない

のか、いくつかクリアしないといけないのです。そういうものは、出すのが面倒くさいわ

けです。彼らはどう言っているかというと、それは自動的に出させろ、と。今のところ、

抵抗しているのは日本だけです。日本は官民一体だけに、いや、それはちょっと問題なの

ではない、と。少なくとも情報交換の要請で出すようにしたほうがいいのではないかとい

うことを言っています。それが文書化です。文書化の一番の問題は、たぶんそれです。相

当、日本が主張して、直ったところもあります。 

例えば、完全グループ内の支払利子とか、完全グループ内でのロイヤリティの支払いと

か、これも全部出せと言われていたのです。これは勘弁してくれ、と。それはヨーロッパ

もアメリカも反対だという形で、それは内部のそういうものは出ないようになりました。

レポートしては出さない。 
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というのは、それが出ると、例えば中国から日本に３％を払って、インドから日本には

２％しか払っていないというケースだと、インドで問題にされる。その逆のケースも考え

られます。 

それはそれぞれ国の状況によっても違う。それから、ノウハウの移転状況によっても違

うわけですから、それをいちいち説明を求められる。これは結構大変なのです。ある意味

関係ない、その国とは関係ないようなデータを求められる可能性がある。 

私自身も税務調査をやっていて、税務調査官が情報は何でも欲しい、と。こんなものが

役に立つのかと言っても、いや、立つか立たないかはやってみないとわからないでしょう、

とたぶん言うと思います。それは、途上国の場合は激しいですから、権限も強いし。そう

すると、そういう形でやられると、相当支障が出る可能性があるということで、円滑な企

業活動を阻害しないようにしようねというのも１つのアイデアから、そういうことをやっ

ていくということです。 

ｉ．アクションプラン 15「多国間協定の開発」 

それから、ついでにここで言いますと、ＢＥＰＳのアクションプラン 15 です。「多国間

協定の開発」ということで、これは二国間条約を改定してこういうことをやっていくので

すが、それは時間がかかりすぎます。 

例えば、日本の平成 24 年の税制改正でＡＯＡ原則、Authorized OECD Approach、あたか

も支店を独立した企業のようにみなして、所得を計算するやり方です。基本的には日本は

そういう考え方でいきますということを言ったものですから、条約の中に書き込んでいな

ければ、これからは書き込んでいかないといけないのです。解釈でできるところもありま

すが。それを相手国との間で了承を取らないといけない。そうすると、議定書に書くか、

交換公文で書くかしないといけない。これはまた大変なのです。 

そういうことをなくすために、次のページのイメージ図（別紙資料９参照）のほうがわ

かりやすいと思うのですが、こういうふうに改正、改正、改正と国ごとにやらないといけ

ないものですから、非常に面倒くさい。そうではなくて、執行共助条約みたいな多国間で

基本モデルをつくって、それにサインをすればＯＫという形でやろうというのが、これで

す。 

日本は、これに基本的には賛成をしています。ただ、アメリカは反対しています。アメ

リカは、そんなものは時間がかかっても二国間でやればいいと思っています。これも、そ

ういう意味では少し時間がかかりそうです。 

ということで、アクションプランといろいろ言っているのですが、これだったらぱっと

いけるというものはなかなかないのです。2015（平成 27）年までに結論を出すと言ってい

ますが、報告だけ、提言だけで終わる可能性もあるということです。 
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（2）Ｆ．Ａ．Ｔ．Ｃ．Ａ 

① 概要 

１番と２番、３番は関係しているのです。レジュメのほうの２番です。Ｆ．Ａ．Ｔ．Ｃ．

Ａは、アメリカの国外財産、アメリカ市民が海外に預金をたくさん持っていて、アメリカ

の報告をしないというのがある。それを何とかしようというものがＦ．Ａ．Ｔ．Ｃ．Ａで

す。 

ａ．米国市民のみでなくグリーン・カード保有者を含む 

これは 2010（平成 22）年に法律が成立したのですが、なかなか実行に至らない。手続き

的に厄介だったりするものですから。もちろん中には反対もあります。一応、去年（平成

26 年）の６月に施行ですから、７月１日からこういうことをやるようにしたと。米国市民、

それからグリーン・カード保有者は国外に財産を持っている時は、全部報告をしろと。こ

れは信託やパートナーシップ、形態のいかんを問わない。 終的に、実質的所有者または

受益者がアメリカの市民またはグリーン・カード保有者であれば、それを出さないといけ

ないという話です。 

ｂ．出国税との関係（みなし譲渡益課税） 

そうすると、そんなのは嫌だといってアメリカを出てしまうという人がいるものですか

ら、2008（平成 20）年に出国税を厳しくしています。今度、その出国税と同じようなもの

を日本でも入れるわけです。 

こういう全体の流れがわからないと、なぜ出国税が突然出てきたのだという話になって

しまいますが、全体の流れからすると、当然日本でもそういうのが必要なんだということ

がおわかりただけるのだろうと思います。 

 

② 各国の対応 

Ｆ．Ａ．Ｔ．Ｃ．Ａについては、そうは言ったって、外国の銀行に資料を出せと言うわ

けですから、域外適用です。それは問題になりました。２つのやり方があって、パターン

１、パターン２というやり方があります。 

ａ．日本･･･タイプ２合意（銀行から直接ＩＲＳに提供） 

日本はパターン２です。 

まず、例えば三井住友やみずほに、アメリカのＩＲＳから照会が来ます。アメリカ人の

永住者と市民の分は全部出せ、と。銀行は守秘義務がありますから、すぐ出すわけにはい

きません。ご本人に了承を取って、出していいですと言ったら、出します。例えば、全体

で 50 人で 500 億円、嫌だと言った人がいました。 

それはどうするかと言いますと、今度はＩＲＳから国税庁に、例えば東京三菱には 500

人で 500 億円の預金があるぞ、と。調べてくれと。これは要請に基づく情報交換です。そ

のリクエストを受けると、日本は租税条約の実特法と言っていますが、租税条約の実施に
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関する特例法で質問検査権を与えられていますから、例えば国税庁の職員が東京三菱に行

って、その 500 人分の資料を調査させてくださいと言います。調査した結果をＩＲＳに報

告する。国税庁からのやり方です。 

これが日本のやり方です。日本はどうしてそういうやり方をしたかといいますと、国内

法の改正が要らないのです。 

ｂ．欧州主要国・・・タイプ１合意（当局が収集したうえで自動的情報支援により

情報提供） 

ヨーロッパはどうやったかといいますと、パターン 1です。 

例えば、ヨーロッパの国税庁が全部、銀行を調査します。銀行から出せと言って、出し

てもらう。その出してもらったものを自動的にアメリカに全部送るという形です。 

今、ＯＥＣＤがどちらへいっているかというと、パターン１の欧米型の条約の方向で動

いています。自動的情報交換をそういう形でやろうという話です。大きい柱の情報交換は

それです。 

 

③ 情報交換 

ａ．要請 → 自動へ 

したがって、下にありますように、情報交換は要請から自動へというのが大きい流れな

のですが、日本は取りあえず法律が施行されるまでは、今のままでもいけるという話です。

したがって、アメリカから要請を受けて、それでアメリカに情報を流す。法令改正が今年

（平成 27 年）というわけにはいきませんから、おそらく来年（平成 28 年）だろうと思い

ます。それで改正をすれば、集めた情報をアメリカに渡せるというふうになります。では、

アメリカからはどうするのだというと、アメリカからもそういう話でもらえます。 

この制度を強化するものですから、実は結構私のところにも質問が来ています。アメリ

カの出国税を払わないで出る方法はないかとかですね。それはアメリカの制度ですから、

私は責任を持った回答はできませんと言っているのですが、一応、納税猶予制度はありま

す。日本も同じような制度を入れます。対象資産は、日本は出国税の時は１億円以上の資

産です。有価証券です。基本的に企業のオーナーが海外に行って、今、言ったイメージが

あるものですから、対象資産をキャピタルゲインに、株式に限定しています。 

なぜかといいますと、土地であれば、こちらが居住者になっても日本の土地ですから、

日本で課税できます。それから、現金であれば、そもそもキャピタルゲインが出ません。

ただし、日本で現金、預金をたくさん持って海外へ出た時には、日本から情報交換という

ことができます。こちらにある情報ももらって、こちらで把握していますよ、ということ

です。 
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ｂ．スイスの対応 

（a）対 米国 

問題はスイスなのです。スイスはどうするかということで、取りあえずアメリカに対し

ては全部を公開します、ということを約束しています。したがって、アメリカに全部出す。 

（b）ルービック合意（対 英、独、オーストリア） 

イギリス、ドイツにはどうやっているかというと、ルービック合意ということで、例え

ばスイスにあるイギリス国民の預金は１万人で１兆円です、というデータだけを出します。

１兆円に対する金利が５％だとしますと、500 億円です。500 億円の３割相当の 150 億円を

払います。それは何が違うのかということなのですが、ミソは支払調書を出さないという

ことです。個人別の情報を出さない。源泉徴収だけで済ませます。 

これはおととしのＩＦＲＳでもだいぶ問題にされました。そんなのはおかしいじゃない

か。なぜ、ちゃんと払わせないんだと。イギリスの当局者のその時の説明は、いや、それ

は３割を４割にして、 終的には 48％にするからいいんだ。国にとってはデメリットはな

い。イギリスの 高税率に近づけていくのだから、それでいいんだ、という言い方でした。 

同じようなやり方をドイツとオーストリアとも結んだのですが、ドイツでは議会で反対

を受けてつぶされました。ドイツはわれわれと同じような発想なんだろうと思いますが、

小手先でやって、本当に悪いやつが出てこないじゃないか。そんなのは駄目だと言って、

議会で反対されています。したがって、これは流れました。 

この対米国は、先ほど言いましたように出す。出すけれども、スイスの銀行から直に出

すことはしません。必ずスイスの当局が間に入って、スイスの当局からアメリカの国務省

に連絡をして、アメリカの国務省からＩＲＳに連絡をする。何クッションも置いています。 

（c）対 日本 

対日本はどうかというと、今、スイスとの間では情報交換規定を入れました。したがっ

て、制度上は可能になっています。 

近、聞こえてくる話としては、スイスの銀行の人たちは預金者に、先生方のお知り合

いで預金者がいると思いますが、あなたのお金は脱税資金ではありませんよね、と確認を

取っているそうです。脱税資金はうちでは預かりません、と。どうしたらいいんだと言う

と、よそへ行ってください、と。私のところは預かりません。それで、これをクリアしよ

うということです。 

 

④ スイス銀行及び米国銀行に対するジョン・ドゥ・サモンズ発出 

それから、スイス銀行と米国銀行に対するジョン・ドウ・サモンズ（John Doe Summons）。

これはアメリカの話なのですが、預金者のリストを出せと言った時に、日本だと銀行調査

です。銀行調査は特に他とあまり区別していません。もちろん銀行調査を特別にやる場合

は調査許可状という形で、一応厳密にはやっていますが、法令上は特段に区別してやるわ
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けではない。アメリカでも出してください、と言うと、銀行がなかなか出さないのです。

特に 100 人分を出すようにいった時に、それはじゅうたん爆撃なので基本は出せないので

す。 

その時にどういう手当てがあるかというと、ジョン・ドウ・サモンズというものがあり

ます。名宛人なしの召喚状みたいなのを出す。そうすると、例えば私が銀行だとして、お

まえのところの１億円以上の預金者リストを出せと言われた時に、それは出せません、と

一般的に言える。ところが、ジョン・ドウ・サモンズがあると言えないのです。 

ａ．ＵＢＳ（7.8 億ドルのペナルティ支払で執行猶予） 

これはまずＵＢＳがそれをやられて、 後いろいろ頑張ったのですが、７億 8,000 万ド

ルのペナルティを払って、取りあえず和解というか、告発を見送りにしてもらうと。 

ｂ．クレディ・スイス（26 億ドルのペナルティ支払で執行猶予） 

それから、クレディ・スイスは 26 億ドル。クレディ・スイスはＵＢＳがやられているの

を横目で見ながら、うちにくれば大丈夫ですと言って勧誘したので悪質だということで、

ペナルティが大きいのです。 

ｃ．ウェルズ・ファーゴ（コルレス先─裁判所で執行許可） 

そうは言っても、この２つは外国の銀行です。外国の銀行がどう言っていたか。特にス

イスの小さいプライベートバンクはどう言っていたか。日本の信用組合をイメージしてい

ただくとわかりやすいのかもしれません。そこがどういったかと言うと、うちはアメリカ

に支店はありませんから、うちに預金をしていただければ、アメリカにばれることなんか

はありませんと言って集めたのです。ＵＢＳやクレディ・スイスをスピンアウトした連中

が、お客さんを連れて、そちらに行ったという話もあるのですが。 

それをどうするかというと、ウェルズ・ファーゴは消費者金融に強い、リテールに強い

のです。消費者金融と言うと、やや誤解があります。リテールバンキングに強いのです。

そういう小さいところはコルレス先になっているのです。例えば、私がアメリカに預金を

したい、送金をしたい、またはアメリカで金を借りたい、といった時に、支店がありませ

ん。その時には、コルレス先をだいたい指定してあって、ウェルズ・ファーゴはそれに指

定されているところが多かったのです。ウェルズ・ファーゴにＩＲＳがコルレス先にある

アメリカ人の預金リストを出せ、と。それで、今、争っています。これは、たぶん上の２

つと同じようになるのではないかなと思います。争えるだけ争わないと、銀行としては後

ろから弾を撃たれてしまいますから、争って、 後はもう駄目だから和解しようね、とい

う形でやるんだろうと思います。ちょっとわかりませんが。 

 

⑤ 国外財産に係る自発的開示（ＯＶＤＣ）とペナルティ軽減 

もう１つの手段として、各国がやっているのが、国外財産に係る自発的開示です。これ

は自発的に開示すれば、ペナルティは掛けないよ、という話です。 
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これは日本でもやるべきだと私は言っているのですが、脱税の除斥期間をなくして、無

制限にして、それで自発的開示をしてこい。そうしたら、過去の脱税は問わない。ただし、

ペナルティ 30％とかですね。そういう形にするというのが１つのやり方だろうと。その後

に見つかったら、当然脱税罪でこっちというやり方です。 

ａ．米国 

アメリカはやりました。アメリカは２回やっています。これは数千億円の税収増になっ

ています。５万人が開示したというふうに言っています。 

ｂ．英国 

それから、イギリスは個人にはやっていません。イギリスは金融機関を相手に、金融機

関から出せと言って出させています。 

ｃ．フランス 

それから、フランスは面白いのですが、国外財産を出せと言った時に、みんな、本人に

出させているのです。ところが、フランスだけは税務の専門家が代理で税務署に行って、

俺のクライアントがいるんだけれども、実は海外に５億ユーロあると。これを開示しよう

と思うけれども、条件はかくかくしかじかなので、帰って相談をさせてくれ、と言ってク

ライアントと相談して、わかった、と。じゃあ、開示します。実はクライアントの名前は

Ａさんです。預金先はスイスの何とか銀行です、というふうに言ってやります。これは１

つのやり方かもしれません。アメリカも実際には代理人がやっているのですが、形式上は

本人から出せという話なのです。 

ｄ．ドイツ 

それから、ドイツは現金で持って出る人が非常に多いものですから、スイスとの国境で

時々検問をやると。犬を使ったりして、結構厳しくやり始めています。 

ｅ．イタリア──国外にある財産を国内に持ち戻る必要があるか？ 

それからイタリアは、これは３回目なのですが、トータルで１兆円ぐらい入ったと言っ

ています。 

問題は、金は持ち戻らないのです。日本もここのところをどうするかということがある

のですが、持ち戻ってきたら、ペナルティを掛けないというやり方をしています。開示し

たら、一定の比率でいいよ。持ち戻ってきたら、ペナルティを課さないというやり方がワ

ークするのかどうかどうかというのが、この次の話です。 
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２．最近における税制改正（国際課税分析） 

それから、 近における税制改正はだいたいお話ししたと思うのですが、少し抜けてい

るところだけ簡単にお話しします。 

（1）個人所得税関係 

① ＬＰＳ等を利用した損失取込みの規則（平成 17 年度） 

所得税関係で、リミテッド・パートナーシップ（ＬＰＳ）等を利用した損失の取り込み

です。これは、匿名組合をまず規制して、それからパートナーシップを規制する。これは

損益通算です。所得の種類を、通常の不動産所得などで損益通算が可能な所得にすること

を防いだと。 

 

② 非永住者課税制度（平成 18 年度） 

それから、非永住者制度です。これも相談事例で結構多かったのです。海外駐在してい

た人たちが海外で運用益を稼いでいて、非永住者になっていると、運用益は課税になりま

せんから。国内源泉所得か、送金したものか、国内で支払われたものか、この３つですか

ら、じっと置いておくと課税になるわけです。そういうことをできなくした。そもそも日

本国籍がある人は、非永住者になれないという改正です。これは結構大きい改正です。実

際には効果があった改正です。 

 

（2）相続税、贈与税 

① 非居住無制限納税義務者制度の導入（平成 12 年度） 

それから、相続税・贈与税は非居住無制限納税義務者、これは武富士の事件を踏まえて

ということです。ああいう形でやられないようにするために、非居住無制限納税義務者を

やりました。 

 

② 日本国籍を有しない相続人、受贈者等に係る納税義務の拡大（平成 24 年度） 

その次、平成 24 年で改正は、これは中央出版です。 

中央出版が、アメリカに孫が生まれたのです。おじいさんが、がんか何かでアメリカの

国債を買って、アメリカ国籍だから無制限納税義務者ではないと言って、その申告をしな

い、と。これはそういうことを踏まえて、日本国籍を有しない場合もダメとしました。 

 

（3）法人税 

① コーポレートインバージョン税制の導入（平成 19 年度） 

それから、法人税の分野では、コーポレートインバージョンということで、親会社を外

国にするという話です。 

確かサンスターは親会社を外国にしたと思うのですが、あれがコーポレートインバージ

ョンと言えるかどうかは別にして、親会社を外国にする話です。 
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これから考えられるのは、ソフトバンクなどはアメリカの会社を買収していますから、

買収したところへ、上にホールディング会社をつくって、そこのホールディング会社の株

をこちらに持たせる。こちらにも持たせるというふうにすると、親会社が海外になるので

す。おそらく、そういうことをやるのです。 

アメリカでコーポレートインバージョンは 近も非常に使われる。一度規制をしたので

すが、 近また使われています。これをもう一回規制し直そうということで、今やってい

ます。オバマ政権の影響力が少なくなったので通るかどうかがわかりませんが、いろいろ

言っています。 

 

② 過大支払利子規制税制の導入（平成 24 年度） 

それから、過大支払利子規制税制です。この税制は平成 24年度の改正で導入されました。

その目的とするところは、過小資本をうまく免れるやり方に対応するためです。 

ＢＥＰＳでも言っていますが、こういうのはおかしいね、ということです。日本は一応

そこを手当てしましたが、これからもう少し厳しい規制がなされることになるだろうと思

います。 

イギリスなどでは、ワールドワイド・デット・キャップということで、全世界で見て支

払利子はここまで、損金算入を認めるのはここまでという規制をしています。 

先ほどの一番 初のハイブリッド・ミスマッチの話とも関係してくるのですが、そもそ

も利子と配当は違うのかという話です。日本的な発想だと、それは違うというのが絶対的

な発想なのですが、その間の境目が限りなく曖昧になってしまっているのです。 

例えば、パフォーマンスローンというものがあります。儲かったら金利を払うが、儲か

らなかったら金利は払わないとか、儲かったら、金利はグーンと上がるというようなロー

ンです。 

もし、利子については全てで損金算入になるのであれば、そういうことに使われること

になります。そういうハイブリッドなものを入れてくると、利子と配当との境目が分から

なくなってきます。例えば、支払配当でも、３％相当額までは利子と同じ損金算入を認め

るというようなやり方もあります。現に。イギリスの 21 世紀の税制改正の提言ではそうな

っています。 初に読んだ時は、なんてむちゃくちゃなことを言っているんだと思ったけ

れども、よくよく考えてみると、「そうだよな。利子と配当なんて、いくらでも調整でき

るもんね。」ということです。 

 

③ ＣＦＣ税制における規制強化 

タックス・ヘイブン税制については、いろいろ改正をしてきましたが、この点について

も、先ほど申し上げましたように、もう一回、全面的な見直しをせざるを得ないと思いま

す。これは各国共通した制度にしないと多国籍企業に一番弱いところを利用されることに

なり危ないという問題意識です。 
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④ 移転価格税制の強化 

それから、移転価格税制については、平成 16 年と平成 23 年の２回にわたり改正がなさ

れています。そのうち、平成 16 年の改正では、ＴＮＭＭ（Transactional Net Margin Method）

という営業利益に着目して課税する方式が採用されました。途上国などへ出ていっている

日本の製造子会社は、現地で問題にされないようにするためには、だいたいこの方法を使

っているのだろうと思います。 

ＴＮＭＭで一定のレンジに収めておきさえすれば、個々の商品ごとに独立企業間取引価

格の算定というような面倒くさいことをやらなくてもいいのです。相手国もそんな面倒く

さいことをやられてもわからない、要するに、つかみでどうだ、これでいいかという話で

す。この範囲以内で収まっていればＯＫという言い方です。このような考え方を国内法で

も導入しています。 

それから、その算定方法の優先順位を平成 23 年で変えて、これはアドビで国が負けたと

いうこともありますが、 適法、どれか一番良い方法を納税者に選んでもらう。立証責任

が納税者に転換されるのです。ということで、こういう改正をしています。 

 

 

この後、相談編、個別の相談事例からという話にしたいと思います。いくつか話はして

ありますが、それで触れていないようなところをお話ししたいと思います。 
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Ⅱ．最近の相談事例から 

 

 

すみません。今度は座ったままでお話をさせていただきます。時々、またボードを使っ

て説明をしたいと思います。 

 

１．個人編 

（1）内国法人の代表取締役の海外赴任 

まず、 近の相談事例からということで、個人のほうからなのですが、内国法人の代表取

締役が海外赴任をしたら、どうなるのか。 

これは、例えばゴーンさんみたいなケースが典型だと思うのですが、代表取締役で海外に

行ったと。ああいう大企業の場合は問題ないかと思うのですが、むしろ問題なのは中小企

業です。例えば、親父さんが代表取締役をやっていて海外へ行くとか、息子がやっていて

行くとか、そういう場合に代表取締役がいなくなる場合があります。 

これは税法の話ではないのですが、確か法務省の通達で、代表取締役のうち、１人は居住

者じゃないといけないと言っていますので、代表取締役が２人いないと、国外に行けない。

会社法上、あり得ないということになります。税務上は代表取締役ですから、当然社員、

国内の扱いになるということです。給与については、源泉徴収が必要になるということで

す。 

これは去年（平成 26 年）訴訟になったケースで、埼玉県川口市に会社のあるオーナーが、

アメリカに転勤をしました。アメリカに会社をつくって、昭和 56 年か昭和 57 年に行った

のです。平成 12、13 年頃までいて、その後、日本に戻ってきて、先ほどの非永住者かどう

かということが問題なのです。 

まず 初は、非居住者かどうかということが問題になった事例です。平成 13 年に戻って

きて、300 日ぐらい日本にいたのです。その後もだいたい 200 日から 300 日は日本にいたの

で、その間は居住者でしょうね。でも、非永住者だと。それは平成 9年から平成 12 年頃ま

では、日本にいたのがだいたい半々ぐらいなのです。日本とアメリカと半々ぐらい。そし

て、アメリカでも給与を 3,000 万円ぐらいを取っています。日本でも 3,000 万円ぐらいを

取っていました。 

でも、その人は訴訟では非永住者だというふうに判断されました。 

どうしてかと言いますと、その人はアメリカのグリーン・カードを持っていたのです。

日本法人の代表者は別な人がいて、その人は日本の会長という立場でアメリカに移ったの

です。その間、自分の従業員が代表権を持って社長になっていました。その後、自分が戻

ってきて、社長に復帰した。したがって、平成 13 年以降は居住者です。ただし、その前の

５年間は日本の居住者ではなかったから、非永住者だという判断です。 
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このケースは非常に面白くて、争点が 20 ぐらいあります。本人も自分が居住者なのか否

かがわからなかったので、一番 初に市役所に聞きに行ったらしいのです。そうしたら、

市役所の職員が、あなたは非居住者ですと言われた。それで、いったん、平成 15 年に所得

税の確定申告を居住者で出していたのですが、いや、市役所で言われたから、自分は非居

住者ですと税務署に言った。しかし、税務署はそんなことはないでしょうと。あなたは居

住者だよと言われた。そこの争いについては、裁判所で居住者になるとしています。しか

し、その者が非永住者になるか否かについては、納税者の主張を認め、非永住者に該当す

るという判断がなされています。 

その時に争いになった２つの問題がありました。１つは、その人はオルゴールか何かの

財産、動産です。これをたくさん持っていたのです。何億円か何十億円です。売却益も数

億円ありました。これが国内源泉所得なのか、国外で売ったのか、国内に送金したのか、

支払いはどうだ、ということが問題になりました。これは、アメリカの購入記録があって、

売り先もアメリカだったということで、国外源泉所得になるということになりました。 

それから、非居住者だということで源泉徴収をしていたものですから、居住者となった

場合、源泉税が問題となってきます。本人は、アメリカでずっと 3,000 万円ぐらいの給与

をもらっていますから、その 3,000 万円分は源泉徴収をやるということで、これは納税者

が負けになりました。 

それから、更正の請求も問題になっています。いったん、居住者だと言って確定申告を

しておいて、今度は非居住者ですと言い直した。しかも、更正の請求を出さないで、取り

消しを求めたがそれも敗訴になっています。 

争点は全体で 20 ぐらいありますから、１つ１つ思い出せないですが、結構あります。 

高裁までやりかけました。高裁に出したのは、「いくら何でも市役所の職員はひどいよ

な。」ということです。税務署との争いについては諦めるが、市役所の職員の言うことは

許せない、といって高裁に控訴したのですが、途中で取り下げました。どうも勝てないと

思ったようです。 

ということで、代表取締役などが海外赴任をしたりすると、そういう問題が出るという

ことです。これは結構危ないです。 

 

（2）外国居住の相続人（外国籍）が受領する外国保険会社（日本の免除なし）からの死亡

保険金（被相続人は日本居住）  （相法 1 の 3、1 の 4／米、英、独、仏でも同じ扱

い） 

それから、今度は外国居住の相続人（外国籍）が受領する外国保険会社から受ける死亡

保険金。まだ、この死亡保険が発効していなかったと思うのですが、従前は非課税だった

のですが、平成 24 年で国籍条項ですね。 

従来のやり方というのは、日本国籍で海外にいる時は５年縛りで駄目ということだった

ので、これはそれを逃れるために日本国籍を取らなかったのです。改正でそういうものも
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駄目ということにしました。この質問が来ていた当時はＯＫでした。形式的にですね。確

か、その人は赤ん坊が２歳か３歳だったと思います。 

そもそも、そういうのは相続権を主張できるのか。または贈与税、その受贈の対象にな

るのか。意思能力があるのか。もちろん、それは親権者がやったのでしょうが。信託契約

をしているものですから、そんな信託契約を親権者がやるのか、と。それは租税回避なの

ではないか、というところも問題になったのですが、それはそれとして、一応これは制度

改正で済みました。 

 

（3）居住者による外国ＬＬＣを通じた不動産譲渡の取扱い 

① ＬＬＣによる不動産の譲渡であればＬＬＣの所得として現地で課税、日本に送金が

あれば配当所得として日本で課税、外税控除不可（日本条約 4⑥．所得） 

それから、居住者による外国ＬＬＣを通じた不動産譲渡の取扱いということで、これは

何日か前にもあったのですが、日本の方は個人で、例えばハワイなどの不動産を持たれる

ケースが非常に多いのです。 

これは相続の時に非常に厄介です。おそらく遺言もなしで通常の相続が発生したという

ことになると、probate court という遺言の裁判所に行って、アンケートをもらってやらない

といけない。これで弁護士の手数料が３割ぐらい取られますので、結構大変です。だから、

ＬＬＣを通じて持つケースが多いのだろうと思います。ＬＬＣを通じて持つと、こういう

問題が出て･･･。不動産の譲渡であれば、取りあえず日本法上はＬＬＣというのは法人です。

だから、アメリカでは個人の所得だと考えられるけれども、日本ではＬＬＣの取得として

現地で課税。日本に送金して本人に送金した時は、ＬＬＣからの配当として日本で課税。

ＬＬＣが払った分は税額控除なしです。 

 

② ＬＬＣ持分の譲渡であっても不動産所得不動産化体株式の譲渡として外国で課税 

それから、ＬＬＣ持分の譲渡であっても、不動産所得不動産化体株式の譲渡として、ア

メリカでは課税になります。だけれども、日本では、これはあくまで株式の譲渡益課税に

なります。ＬＬＣ持分の譲渡ですから、株の譲渡と同じです。土地の譲渡ではなくて、株

の譲渡です。 

この時にもやはり問題になるのは、株式の譲渡だと、課税の特例をどういうふうに適用

するのかということです。日米で扱いが変わってくる可能性があります。 

 

（4）海外出向者に対する従業員持株会からの配当、奨励金 

それから、海外勤務者に対する従業員持株会からの配当と奨励金の話です。 

これは、配当は通常の配当として源泉徴収の対象となります（所法 213②二）。それから、

租税条約 10％というものがありますから、国によっては、その適用を受け、になります。 
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それから、奨励金は日本では非課税扱いにしていますが、現地で問題になった時は、た

ぶん課税になるだろうと思います。聞かれてあるのは、日本のことしか聞かれていないか

ら非課税、と書いてありますが、おそらく現地では課税になるだろうと思います。 

 

（5）居住者による国外財産に係る相談（特に国外財産調書との関係で） 

① 不動産（ジョイント・プロパティ）の譲渡と不動産化体株式の譲渡 

それから、居住者による国外財産に係る相談ということで、国外財産調書との関係で、

不動産（ジョイント・プロパティ）は夫婦共有財産、夫婦でなくてもいいのですが、こち

らが亡くなった時には自動的にこちらになります。こうなりますが、相続税は掛かります。

そういう意味ではジョイント・プロパティも同じです。不動産化体株式は先ほど申し上げ

たとおりです。 

 

② 現預金（ジョイント・アカウント、過去における無申告資産と運用益問題･･･特に開

示との関係で 

それからもう１つ、現預金（ジョイント・アカウント）です。日本ではないですが、海

外では普通です。ジョイント・アカウントで奥さんが自由に引き出しできるとか、どちら

が引き出してもいいのです。これはまた執行当局とっては実は厄介なのです。これは全部

旦那が金を出したという前提です。奥さんが２分の１出していますという話なら、それは

問題ないです。ここの部分だけが問題になるわけです。 

ジョイント・アカウントの時は、この人がちょろちょろ引き出していくと、実はこちら

が原資であれば、そのたびごとに贈与なのです。実は誰が出しているかは、今までほとん

どわからなかったのです。これからは、そういうのがたぶん金融機関から自動的情報交換

も含めて、レポートが来るようになるだろう、と。そうすると、贈与の問題が相当出てく

るのではないのかな、という気がします。 

それから、もう１つは過去における無申告資産と運用益問題ということで、先ほど申し

上げたような話です。これは、これから相当出てくるだろうという気がします。 

 

③ 海外移住と国外財産贈与 

それから、海外移住と国外財産贈与ということで、海外移住した後、国外財産を贈与す

るというケースの時にどうなるかということなのですが、日本国籍がある人であれば、例

の５年縛りがあります。 

それから、出国税のところとの絡みなのですが、出国税の納税義務は 10 年間ということ

になっています。そうすると、10 年経ったら譲渡があったとみなして課税します。それを

５年縛りのところを 10 年縛りにするというアイデアは当然あるわけです。私はどちらかと

いうと、そちら派なのです。せっかくこれをやったんだから、10 年縛りにして、10 年縛り

にしたら何人かのトモツキが戻ってこられなくなる者がいるのかもしれないですが、それ
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は制度としては、そういうふうに仕組んだほうがいいんだろうなと思います。これは仕組

めるかどうかはわかりません。５年縛りでもきつい。 

シンガポールなどに行くと、もうシンガポールは飽きたかな、早く日本に帰りたいよな。

あと２年だよな、あと１年だよなと言っている人がたくさんいるそうですが、そういう人

にはショックなんでしょうけれども、もし、そういうことになると、相当聞いてくるのが

あると思います。みんな、 後は日本で死ぬと思っていますから、日本に戻ってきたい。

海外で死ぬなんて思っていませんので、それであれば、日本。 

もう１つのやり方は、国籍離脱税にすると。そうすると、基本的な考え方を変えないと

いけません。日本国籍を捨てる、または日本国籍を復活する。猫ひろしみたいに簡単に日

本国籍を捨てて、すぐまた日本国籍に戻るというのでは困るわけです。日本国民でなくな

って、ぱっと相続か贈与を済ませて、すぐまた日本に戻ってきて、実は私はまた日本の国

民に戻りたい、と。 

法務省にも言っているのですが、善良な国民という条項があるのではないかと。これも

また厄介な話です。 

今度、出国税のところで税制改正大綱などを見ていますと、「租税回避防止の観点から」

と書いてあります。そうすると、租税回避の防止だと、アメリカはそれでいいのです。宣

誓していますから。私は出国する時に租税回避の目的ではありませんということで、税務

申告の出国カードを出すのです。だから、あなたは租税回避をやらないと言っていたじゃ

ないか、と言えます。 

日本はそういうものがありませんから、申告書の下に、私のこの申告は租税回避目的で

はありません、という条項をさらっと入れて、こうなっていたじゃないか、とやるか。法

令に書いていないのに、そういうことができるか、という話がありますから、ちょっとそ

こはどうするのかな、と。租税回避目的だというふうに。あるいは、課税権の確保ならそ

れでいけるだろう。日本の課税権は確保しないといけないのだから、それは当然課税だ、

と。戻ってきた時はどうするか。納税猶予で戻ってきたらそのままセーフよ。譲渡してい

ないのだから、それはそれでいい。 

 

④ 外国人駐在員に係る相続と国外財産 

それから④、外国人駐在員に係る相続と国外財産。これがまた、外国人には非常に気の

毒な話になっていて、日本国籍がない人でも課税するようにしましたから、たまたまこの

前あったあれですと、アメリカから来て 1 年で 100 億円の相続になります、と。ほとんど

アメリカの国債を持っています。日本に来て 1 年で、日本国政府からほとんどメリットを

享受していないのに、お国にとっては 100 億円頂き、という非常においしい話になりまし

た。これはかわいそうだな、と。日米条約とか何かをいろいろ見てみたのですが、どうし

ようもないのです。もう制度上、国内で亡くなったのだから、無制限納税義務者ですよね。

それはしようがないですね、という非常に気の毒なケースです。 
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（6）帰国後に課された現地所得税の法人負担 

それから、帰国後に課された現地所得税を法人が負担した時にどうするか、という話で

す。 

これは非常におかしいんじゃないかと思うのですが、これは駄目なのです。居住者の給

与として上乗せした上で日本で課税するのです。 

要は、非居住者の時にやったのだからいいんじゃないかな、と思うのですが、国税庁の

Ｑ＆Ａでも、これは居住者だから駄目だと言っています。だから、日本で課税するんだと。

現地の所得税も含めた上で給与所得として計算して、税額を出して課税する。今のところ、

条文の読み方からしても、どうしてもそうなります。 

 

（7）国外財産贈与と相続時精算課税適用の可否（相法 21 の 9） 

それから、国外財産贈与と相続時精算課税、これを取れるかという話です。これは取れ

ます。 

 

（8）その他 

① 中国でのみなし居住者課税（複数者による延日数による滞在日換算） 

それから、これはやや個別性が高いのかもしれないのですが、中国でのみなし居住者課

税。 

例えば、1カ月半とか、2カ月とか交代で行って、ずっと続いているのです。そうすると、

１つはＰＥだと言ってやられます。それから、同じような仕事をやっているのだから、こ

こでは実質Ａさんがずっとやっているんだと。または、Ａさん、Ｂさん、Ａさんというス

タイルです。そうすると、それはＡさんが居住者になるのを免れるために、Ｂさんを間に

挟んだんだろう。サンドイッチだと。だから、ずっとＡさんだというふうにみなして課税

をする。 

そんなの有りかと思うのですが、やられてしまっています。実は、これはどうしようも

ないのです。 

日本でも居住者ですから、日本でも課税されます。向こうで課税された分を外税控除申

請しなければ、外税控除のあれも受けられないという、ダブル、トリプルのパンチになり

ます。これはまた非常に気の毒な話です。 

ただ、こういうやり方があるので、ＰＥも含めてですが、気をつけないといけない。特

に途上国は要注意です。 

 

② 在外勤務者に係る留守宅手当課税（現地サイド・日本サイド） 

それから、在外勤務者に係る留守宅手当の課税ということで、現地サイドでは全部課税

です。ほとんど今までというか、場所によっては、まだ課税になっていないところがあり

ます。だけれども、だいたい火がついて、今、みんなやられています。かなり奥地まで行
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っても、日本にはこういう留守宅手当みたいなものがあるらしいと知れ渡っていますから、

それは課税だ、と。 

日本では原則非課税です。原則非課税なのですが、例えば、本邦と留守宅手当というと、

日本にいた時より５割増しとかになっていると、やはりちょっと問題にされたりします。

一般的にはこういう制度だろうと思います。 

 

 

２．法人編 

（1）外国法人（非居住者）による日本不動産の日本国外での販売 

（法法 138－139、142、法令 187、188、所法 161－162、164、所令 291、292） 

それから、外国法人が日本の不動産を外国で売ったらどうなんだという話です。不動産

はどこで売ろうと、どこで契約をしようと、所在地国で課税ということが大原則です。し

たがって、これは非居住者であっても、外国法人であっても、どこで売っても、日本で課

税になります。取れるかどうかは別です。 

ただし、気をつけないといけないのは、居住者が持っています、この時は一般的には居

住者なり、外国法人が買います、これは源泉徴収が必要なのです。これを忘れてはいけま

せん。これは普通の居住者からは取れません。買い手がダブルでかぶるというふうになり

ます。 

非居住者のほうは源泉徴収はされますが、申告をすると、場合によっては戻ってくるか

もしれません。源泉徴収義務者と本来の負担者は別なのです。 

これはやり方によっては、この人は源泉徴収をされていますと言って還付の申告をして、

源泉徴収をしていないこちらには源泉徴収不納付ですから、こちらから源泉徴収をすると

いうダブルで使われてしまう可能性があります。普通は申告しないと思っているから、１

割だったら取ろうという話なのですが、そういうことがあるかもしれません。制度だと、

どうしても裏などを想定していないようなケースも出るので、それはしようがないです。 

 

（2）ＣＦＣ税制 

① シンガポール子会社と適用除外──借オフィスと現地人による複数会社の役員兼務 

（措法 66 の 6③、東京高裁平成 25 年 5 月 29 日判決） 

それから、ＣＦＣ税制です。シンガポール子会社と適用除外。これは訴訟にもなりまし

た。結果、国が負けました。 

こういうケースです。個人がシンガポールに会社をつくりました。個人でも法人でも同

じです。シンガポールは税率が低いですから、タックス・ヘイブン対策税制の適用になり

ます。適用になるけれども、適用除外というのがあります。現地で活動実態があれば、課

税しないというのがあります。 

このケースは、日本のこの人の友だちでシンガポールに住んでいる人がいて、これは改



115 
 

定時だったと思うのですが、現地に住んで何社かの監査役がやっているのです。使ってい

るのは１つだけ。１テーブルを使って、留守番電話を置いてあって、それでやっていると。 

当局はそれはおかしいじゃないかと。そんなものは形式を整えているだけではないかと

言ってやったのですが、訴訟では負けました。地裁でも、高裁でも負けました。 高裁ま

で行くのかなと思ったら、国が諦めたのです。こんなものを諦めて、何で来料加工みたい

なものをやるんだと文句を言ったのですが、なかなかこれは勝てないということみたいで

す。裁判官が、机があるでしょう、というようなことを言いました。 

友だちではあっても、その友だちは現地にいて何社かの監査役をやっているのです。全

部ここを使っています。電話に出たら、「はいはい」と言って、「何とか会社ですか」と

聞いたら、「はい、そうです、何とか会社です。」と答える。 初から何とか会社ですと

は言わない。そこがミソなのですが。それで、貸しテーブルを使って、何社かの分の請負

をやっています。取締役会は電話でやります。取締役の電話会議というのは、私自身もや

っていますから、それはあるのだろうと思います。そうすると、海外でもそういうのがあ

るなということになります。国税の考え方は古いということです。今はそんなのは当たり

前だというので納税者が主張したら、それが通りました。 

それを受けて、経済産業省からホームページに出ていると思うのですが、電話会議は有

効な取締役会で、そういうふうになるからというので、これに関連した情報を出したと思

います。 

これは何となくすっきりしないけれども、納税者はこれで勝ちました。 

逆に言うと、これは非常に使い勝手がいいので租税回避に利用されるということになる

と思います。こういうことなどもあって、ＣＦＣ税制全体を見直さないといけないだろう

なということです。 

 

② ＣＦＣ子会社株式の譲渡（特に、過年度合算分所得の取扱いについて） 

（措法 66 の 6①、66 の 8、40 の 4、40 の 5） 

それから、ＣＦＣ子会社株式の譲渡。これは、特に過年度分所得があって、配当してこ

ない時です。 

こういうことがあるのですね。上の会社を買うと自動的に下に会社が付いてくるのです。

70 年代や 80 年代の頃に非常によくやっていたのは、そういう会社を買ったのです。そうし

たら、下にくっついていたというケースがあったのですが、それは逆にずっと受取配当金

の益金不算入でうまく使うと課税にならないで、過去の分がうまく使えるというのがあっ

たのですが、今度は逆です。 

売った時。売る時。これは、やり方によってはどうにでもなる話です。普通は含み益が

あって、高い値段で売るのではなくて、過去に課税されていた分を一度受けた上で配当で

吸い上げて、空っぽの状態にして安く売る、と。譲渡損は取ったり、売却益を圧縮したり、

そういうことをやらないといけない。 
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これはプランニングができているか、できないかの話です。プランニングをすると、非

常にタックスにいっても取れます。これはたぶん租税回避ではないだろうということです。 

 

③ ＣＦＣ子会社が複数ある場合において現地で連結納税が認められているときの横の

損益通算の可否 

それから、ＣＦＣ子会社が複数ある場合、現地で連結納税が認められている時に、損益

通算ができるかという話です。 

これはあくまでＣＦＣ税制というのは、下にくっついている子会社が軽課税国にあるか

どうかということにだけに着目してやっているものですから、横を考えていないのです。 

だから、Ａ社が儲かって、Ｂ社が損をしていて、結果、連結で見ると取得が出ていない

というのでも駄目なのです。それなら、現地の会社を合併したほうがいいです。そうでな

いと、Ａ社の取得だけずっと課税されるということになります。Ｂ社はＢ社で、Ｂ社の縦

の系列でいいのです。Ｂ社が過年度に益があって損が出てとか、損があって益が出た時は、

そこはＯＫだけれども、横にはできないということです。 

 

④ ＣＦＣ子会社の子会社に対する税負担が20％弱である場合のＣＦＣ子会社該当性の

有無 

それから、ＣＦＣ子会社の子会社、孫会社ですね。その場合に、孫会社のあれを合算す

るのか、という話です。 

例えば、ＣＦＣにある子会社は儲かっていないが、孫会社は儲かっているとか、そうい

うケースがあるわけです。それは課税になりますということです。子会社に合算してやっ

てくると、結果、課税所得が出ます。 

 

⑤ ＣＦＣ税制適用対象外の期間に生じた欠損金の扱い（措法 66 の 6） 

それから、ＣＦＣ税制適用対象外の期間に生じた、これは途中で株を買っています。子

会社にしていったようなケースです。 

これは、やっぱりいくつか買うと、その中に赤字の会社があったりするのです。その赤

字の会社のやつを取り込んで、ＣＦＣの対象になった時に取り込んだら、そこをうまく損

を使えれば所得が出ない。だけれども、それは駄目です。タイミングで見るので、子会社

もＣＦＣの対象になるまでの分は全部、過去は過去。こちらからだけ。途中で青色になっ

たようなイメージで考えていただくといいと思います。 

 

⑥ ＣＦＣの清算 

それから、ＣＦＣの清算です。清算をした時にどうかという話で、これはあまり該当例

はないと思うのですが、結構あるのは、為替換算で影響してくることがあります。 
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現地で円貨での受取りは同じです。投資をした時と同じ額しか回収できていない。とこ

ろが、実際には現地で見ると、利益剰余金が出ている。そこからの配当ですから、それは

みなし配当になります。生産に伴うみなし配当ということです。 

これは、例えばアメリカに会社をつくっても同じです。こういう事例がありました。ア

メリカかハワイか何かの会社を清算しました。投資は８億円出したと。７億 8,000 万円し

か戻ってこない。だから、円貨で出したら、８億円出して、７億 8,000 万円しか戻ってこ

ないのだから、当然課税はないと思っていたと。そうしたら、現地はそうではないと。現

地のあれでいうと、６億いくらかが出資金で剰余金が出ている。だから、ここは配当だと

か。したがって、配当所得として課税だ、と。そういう事例が出ています。 

 

（3）移転価格税制 

① 文書化（ＢＥＰＳ、ＢＲＩＣｓ） 

それから、移転価格税制です。移転価格税制は文書化の話。これは、むしろ途上国です。

特に中国、インドです。 

途上国で文書化をしていないと、絶対的にアウトです。文書化をしたらセーフかという

と、文書化をしてもセーフではありません。保険と同じで、保険に入ったら全部をカバー

するかといったらそうではなくて、やはり想定外の事故も起こるし、カバーをする範囲を

超えるのもあるということなのですが、つくっていないと、もう自動的にアウトですから。

つくれという義務付けをしているのもあります。法令上、義務付けをしているところが多

いですから、まず、つくっていないと駄目です。これは現地サイドでつくると、現地にあ

ったものだけになりそうなので、親会社として統一でそれでいいのか、というのを、そう

いう視点から見ていただきたい。 

こういう例があります。子会社からがんがん言ってくる。そうすると、子会社の言うよ

うにやってしまう。子会社の言うようにやってみたら、親会社に利益がほとんど残らない。

親会社は何をやっていたんだと。私が日本の当局なら、絶対そんなことは許さない。子会

社がうるさくてしようがないから、子会社の言うことを聞いてやりましたと。それでは親

会社の機能を果たしていないじゃないのというのが結構多いです。本当かね。 初に聞い

た時は、にわかに信じられなかったのですが、本当にそんなのがあるんですね。 

 

② 国内で開発した無形資産の軽課税国への移転 

ａ．適正対価の算定（ＣＵＴ法 コスト・プラス） 

それから、国内で開発した無形資産。先ほども少しお話に出たのですが、これは実際に

もあるのです。 

適正対価の算定ということで、昔言われていたのはＣＵＴ法です。コストです。コスト・

プラスかＣＵＴ法ということで、ＣＵＴ法に似たようなやり方です。実際にＣＵＴ法は使

えません。類似の無形資産なんて、ほとんどありませんから。そうすると、今まではコス
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ト・プラスと言っていました。ところが、それでもできない。やはり将来のキャッシュフ

ローなどを考えないといけないよね、と。ＤＣＦ法も比較のこれらの対象になるね、と。 

それだって、知的財産の存続期間を何年間とみるのか、ディスカウント率をどれぐらい

にみるのか。意によって全然違ってきますから。それでも完璧でない。ＤＣＦ法のほうが

一般的には高くなると思われているのです。それで、ＤＣＦを入れようということなので

す。 

ｂ．定期的見直し（特にＢＥＰＳとの関係で） 

それから、定期的見直しです。Periodic adjustments ということで、先ほど申し上げたよう

に、アメリカだと５年経ったら見直して、当初に見込んでいた分の２割増減したら、その

分は調整するよ、というやり方です。 

これは「定期的見直し」と言っているのですが、実際にはそうではなくて、もともとは

所得相応性基準、所得対応性です。所得に見合って移ります。それを定期的に見直すとい

う意味なのです。だから、親子間の利益配分がとてもおかしくなっていた時は所得に差が

出てくるから、それを所得に見合ったように料率を見直しましょう、という話です。 

これはアメリカ、ドイツはやっていますが、これからもう一回、議論をすることになる

だろうと思います。ＯＥＣＤでどういう方向性を出すのかです。日本もそれを踏まえて、

たぶんやらざるを得ないだろうと思います。私自身はそういうものを入れるべきだと思い

ますが、ＯＥＣＤでどういうふうになるのか。 

 

ｃ．ブランドと消尽理論 

それから、ブランドと消尽理論です。ブランドはご承知だと思うのですが、「消尽理論」

というのはあまり聞かれたことがないかもしれません。 

ブランドは使っていくと、価値が減っていきます。みんなが使っていたら、それは価値

がなくなります。例えば、これは「い・ろ・は・す（I LOHAS）」です。これがブランドで

す。これは発売した途端に、この価値が徐々になくなっていくという話です。いきなりな

くなってしまうのか、という話です。 

ところが、こんなブランドというのはなくならないのです。弁護士さんは消尽理論をよ

く言うのです。国際的にも議論になっています。当局はこういうことを言ったりします。

だけれども、ブランドはそんなに減りません。そこは争いになる可能性があります。なっ

ています。そのブランドはずっと続いているからブランドなんだ、と。ブランドの価値は

利用していなければ減ります。減りますが、なくなるということはないだろうと。 

ブランドの価値の一番良い例は、例えば薬です。薬の何とかという、タケダのタケブロ

ンとか何かがあったとしましょう。それは売り出したら、そのブランドは使えないけれど

も、ブランドの価値がなくなっていくという話なのです。そういう理屈が１つあります。

そうすると、ブランドの価値なんかはないという議論になってしまうわけです。 
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③ 途上国で生じている問題 

ａ．下請問題（リスク限定、連続赤字） 

それから、今度は途上国で生じている問題。下請問題です。 

これはよくコントラクト・マニュファクチャラーと言っていますが、下請けでやってい

る時には、下請けはリスクが限定されているのかということです。 

一般的には親が全部決めているわけですから、リスクは限定されています。そうすると、

途上国からすれば、下請けなのに、なぜ赤字なんだと。下請けはコスト・プラスだろう。

例えば、売上の３％の利益が当然あるはずだというのが相手国の理屈です。 

日本側の理屈は、そうは言ったって、立ち上がりはラーニングカードとか、職員が不慣

れとか、いろいろな原因があって赤字だと。では、５年経って、なお赤字というのは何だ。

ましてや、７年赤字なんかにしたら、問題にされてしまいます。これは両サイドがあって、

リスク限定だというと、そういうふうに言われます。 

今度、ぎゅーんと儲かり出した時は、彼らはどう言うかというと、それはリスク限定で

はない。古いリスクだと。だから、儲かって当然。もっと儲けないといけないと。損をし

ている時はリスク限定なのだから、少なくとも下請けだから、コスト・プラスでマージン

をよこせという話です。 

実際にこれは課税されてしまうのです。されると、なかなか勝てません。例えば、中国

などで裁判をやっても、まず絶対勝てないです。インドは勝てるかもしれない。インドは

勝てるけれども、時間が非常にかかります。今、私自身がやっているケースでも、もう５

年ぐらいかかっています。まだ裁判で決着が見えません。 

それから、中国はそもそも、そんなことをやったらけしからんといって余計にやられま

すから、我慢している。その協議を申し立てたら、そこの協議もなかなか進んでいない。

今、国税の当局者は、たぶん中国との話は、その協議は止まっていますと言うはずです。 

ｂ．広告宣伝費負担 

それから、広告宣伝費の負担です。これは特に現地が儲かっていない時です。親会社が

負担する話なんだろうと。特にコンシューマー・グッズみたいなものです。例えば、マス

クとか。 

それで儲からないというのは、親会社が宣伝する話じゃないか。子会社はバイセルなの

で、そのマージンだけを頂ければいいのではないかという話です。それをずっとやり出す

と、今度は広告宣伝費を地元で負担したりすると、ローカルインタンジブルができている。

だから、もっと収益があるはずだとたぶん言ってくると思います。 

ｃ．ロイヤリティ送金 

それから、ロイヤリティ送金です。ロイヤリティ送金は、なかなか認めないというケー

スがあります。確か、インドなどでも５％を超えたら、認めていなかったと思いますが。

中国でも、場所によっては結構厳しくやられています。代金の中へ含めて回収している例
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がありますが、これもロイヤリティ送金が求められるかどうかということで影響してくる

もの。 

そういう意味では、今、ＢＲＩＣｓも含めたＧ20 でやっているＢＥＰＳの議論などは、

こういうところの教育というか、先進国はそうではないんだということを彼らに勉強して

もらうチャンスでもあると、浅川委員長は言っています。「競争から協調へ」というスロ

ーガンです。 

ｄ．相互協議 

それから、相互協議です。相互協議もうまくいっているところとうまくいっていないと

ころと。基本的にはうまくいっていません。 

特に途上国で課税されたら、彼らはいったん懐へ入れたやつを出しません。これはもっ

ともなあれでもあるのですが、税務署長の評定を全部、増差税額でやっています。目標税

額で。ですから、いったん取ったやつを返したら、所長の評定が下がりますから、所長が

左遷されるかもしれないので、それは風土として受け入れられない風土だと。われわれの

風土とは、少し風土が違うと思っていないといけないということです。 

 

（4）その他 

① ＢＲＩＣｓ等における PE 認定問題 

それから、その他のところで、ＢＲＩＣｓ等におけるみなしＰＥ認定問題です。これは

何でもいいです。例えば、人が来ていたらＰＥ、駐在員事務所、関係ない、ＰＥ。こんな

ものは準備的・補助的ではないと認定します。 

 

② ＰＥ所得の計算（みなし課税） （所法 213②一、二、日本租税条約 10～12、22） 

認定すると、コストの 10％をよこせというような話です。この計算が、ＰＥ帰属所得の

計算です。本当はＡＯＡ原則なのですが、なかなかそうはいかないです。 

 

③ 海外Ｍ＆Ａに伴うデューデリ不足に伴う売買差額の取扱い 

それから３番目は、海外Ｍ＆Ａに伴うデューデリ不足による売買差額です。結構あるの

です。 

これを 100 のものを 120 で買ってしまったんだけれども、どうしたらいいんだろうとか、

100 だったけれども、120 と価格調整した。それは後で受贈益なのか、寄附金なのかという

話です。受贈益なのか、寄附金というか、相手に対する支払手数料などの話なのか、それ

とも取得価格、売却価格自体の見直しなのかという話です。 

契約書の書き方にもよると思うのですが、瑕疵担保条項みたいなものを付けておいて、

価格の調整というのが一番やりやすいんだろうなと思います。相手が認めるかどうかはあ

りますけれども、日本的にはそれがいいと思います。 
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④ 現地出工場生産開始のための工場建設準備、特に親会社等からの出張、現地許認可

に係る費用など親会社負担 

それから、現地進出の工場生産開始のための工場建設の準備、特に親会社等からの出張

や現地許認可に係る費用などを親会社が負担した場合にどうかという話です。 

これは、現地子会社ができる前か後かということです。前であれば、日本では通してく

れるだろうと。本当は創立費や開業準備費なのかもしれないのですが、そこまでうるさく

は言っていないだろうと思います。ただし、設立後はだいたい駄目だろうと思います。 

これも調査でこういうことを指摘されたんだけれども、どうだろうという話が結構あり

ます。 

 

⑤ 現地子会社への出向者に対する給与格差補てん金の損金性 

それから、給与格差補てん金は先ほどの話です。出向者に対する格差補てんというのは、

普通であればＯＫです。あまり補てんだという名目で、実質は本人の給与の格上げみたい

な話になると、少し問題です。 

 

⑥ 内国法人出資の米国ＬＬＣを通した日本孫会社が納付する日本法人税の取扱い 

それから、⑥は二重課税の救済です。これは内国法人出資の米国ＬＬＣを通じた日本孫

会社が納付する日本法人税の取扱いということで、これは、アメリカ法上はＬＬＣをもう

一度日本に戻すという話なのですが、日本はＬＬＣを独立した存在に見ているので、そこ

をどうするかという話です。これは二重課税を救済してくださいね、と。ＬＬＣがないも

のとして救済してくださいというのは難しい。 

 

⑦ 合弁解消に伴う外国子会社株式の売却又は購入 

それから、合弁解消に伴う外国子会社株式の売却または購入。これも結構多いのですが、

特に 近多いのは中国です。 

撤退したいと言うのだけれども、撤退できないから、株を売却して撤退しています。こ

れは、基本的には非常に安い値段で売っていることが多いです。 

それから、逆に合資から独資になる時に、非常に高い値段で買い取りを求められます。

それはある意味しようがないです。手を握って、なあなあでやるわけじゃないでしょうか

ら、値段の交渉をしながらやるわけですから、やはりそれで独資にしたほうがいいと、う

んと金を投与していても独資でやったほうがいいという判断でしょうから。そこはやり取

りの経過をきっちり書いておけば、特に問題になることはないと思います。ちょっと聞か

れるとは思うのですが。 
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⑧ 内国法人が所有する外国不動産の交換 

それから、外国不動産の交換です。これも結構質疑としては多いのですが、これは圧縮

記帳は可能です（法法 50）。国内財産とは書いていない。 

 

 

３．源泉編 

（1）外国の公益法人等に支払う使用料 

それから、源泉の話です。 

源泉では、外国の公益法人に払うものは、源泉徴収は要らないのではないかというのが

多いのですが、これは駄目です。今、日本にある外国法人で公益の認定を受けているのは、

３つか４つしかありません。それも期限が切れかかっていますから、実際はほとんどない

のです。ということで、これは駄目です。 

特に、よく問題になるのは年金基金みたいなところですね。ＣａｌＰＥＲＳとか、アメ

リカで非課税になっているようなところが受益者になっている時に、源泉徴収をどうする

んだというので、日米条約で一部救済しているのはありますが、一般的に駄目だと見てい

ただいてもいいと思います。 

 

（2）外国法人に支払うソフトウェアの委託開発（日印条約に要注意） 

それから、外国法人に支払うソフトウェアの委託開発です。 

これは原則、源泉徴収が不要なのですが、インドは駄目です。インドは、役務提供は基

本的に関係ない。インドで提供していても、源泉徴収をするというふうになっています。 

逆にいうと、日本サイドから言うと、おかげさまで源泉徴収は頂きという話なのですが、

源泉徴収でみんな頂きます。 

初はインドの考え方は逆だったはずなのですが、インドから日本に払うやつを、何と

かインドで源泉徴収したいということでこういう規定を入れたと思うのですが、今、結果

は逆になっています。 

 

 

 

（3）米国ＬＬＣに支払う利子、配当、利用料等の取扱い 

それから、結構ＬＬＣがあちこちで問題になるのですが、米国ＬＬＣに支払う利子、配

当、利用料はどうするんだと。日米条約の特典の適用があるのかどうか、という話です。 

これはＬＬＣの出資者が米国居住者か否かによる区分です。問題なのは、例えば信託の

話です。米国の信託受託者が米国であっても、委託者が別のところかもしれない。抜けて
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いくかもしれないですね。そういうことがあるものですから、後ろにいるのは誰だという

のを必ず見ます。 

問題になった事例では、こういうものがあります。Chrysler（クライスラー）でしたか、

潰れたアメリカの会社です。従業員組合が株主になりました。向こうが特許を持っている

ので、ロイヤリティなどを日本から支払います。その時に、源泉徴収はアメリカの適格居

住者とみなして源泉をしなくていいのか、するのか。するとしたら、どれだけをやればい

いのか。そうすると、この中にいる人のアメリカの居住者の割合が何％だと。その分だけ

認めるというやり方です。 

 

（4）シンガポール金融統括子会社に支払うネッティング差額の利子 

それから、シンガポール金融統括子会社に支払うネッティング差額の利子です。 

ネッティングをする時に差額が出るのですが、やはり借り入れと同じですから、これは

利子を払います（要源泉徴収（10％）（日星条約 11②））。これは通常の利子と同じ話で

す。 

 

（5）外国法人に支払う特許権紛争和解金 

それから、外国法人に支払う特許権紛争和解金です。 

これも今はあまりなくなりましたが、一時、ＩＢＭとか、もう日本がコテンパンにやら

れた時に全部源泉徴収ですということで、これは日本の企業からは非常に評判が悪かった

のですが、私がやっていた頃に、全部源泉徴収ですというふうにやって、相当恨まれまし

た（使用料として要源泉徴収）。しようがないですね。これは、そういうものも含むとい

うことになっています。 

 

（6）非居住者に支払う現地情報提供料 

それから、現地非居住者に支払う現地の情報提供料。 

役務提供地が現地ですから、源泉は不要です。今、こういうのが結構問題になるのは、

会計サービスや法務サービスです。 

例えば、東南アジアの法務サービスをインターネットで受けます。それから、会計サー

ビスを受けますといった時に、役務提供は現地ですから、現地で非課税です。 

消費税はどうなんだという話です。消費税も確か、ここは抜くはずです。今度の電子商

取引のところで。まだ大綱ですからあれですが、もう少し詰まってきたところで、おそら

く法案に書き込むと思います。  
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Ⅲ．国際課税分別における税務専門家の責務等 

 

 

１．米国 （議会への召喚（アップル、グーグル等と会計事務所））、ＩＲＳタックス・

フォーラム（サーキュラー230）） 

それから、今度は国際課税分野における税務専門家の責務ということで、先ほど申し上

げましたように、議会への召喚で会計事務所、法律事務所が呼ばれています。 

それから、ＩＲＳでは毎年やっていますタックス・フォーラムで、税務専門家向けの研

修会で必ずこれを言います。サーキュラー230 で。特に海外の国外財産調書については非常

に厳しく言っています。まず、国外財産があるか、ないかを聞きなさい。聞かなかったら、

あなたは共犯者と思われますと。それから、国外送金の記録がどこかから出てきたという

時に、これがあるけれども、本当にないと言うのですかと、そこまで聞きなさい。それを

やれば、あなたは免責されますということを毎回のように言っています。今回も同じよう

なことをもっと厳しく言うんだろうと思います。 

 

 

２．英国 （議会への召喚）──スターバックス等と会計事務所 

それから、イギリスでは Starbucks を呼んだ時に会計事務所が呼ばれて、つるし上げにあ

っています。 

 

 

３．フランス （国外財産調書での代理照会） 

それから、フランスは財産調書で代理照会をするということで、税務専門家がこういう

形で機能しています。そういう意味では、税務専門家を前面に出して協力をしてもらおう

というのが、世界的な流れになっているということだろうと思います。 

  



125 
 

Ⅳ．国際的租税回避への対応 

 

 

それから 後になりますが、国際的な租税回避への対応ということで、３つ挙げていま

す。 

 

１．タックス・アムネスティ（日本以外全て実施済み） 

１つは、タックス・アムネスティ。徳政令です。 

先ほど冒頭で申し上げましたように、アメリカでは、例えばＵＢＳやクレディ・スイス

に預金がたくさんありますという時に、実は私はクレディ・スイスに何年前から１億ドル

を持っています、アメリカはご承知のように時効はありませんから、そうすると、例えば

10 年前の１億ドルが脱税だったら、普通は脱税罪で挙げられます。それを自発的に言えと。

言えば、１億ドルに対して税金がいくら、ペナルティーがいくらと･･･ですね。延滞税がい

くらと。それを払えば、こう。その代わり、期限を切って、いついつまでにやりなさい。

出さなければ、罪だと。 

これはどこの国でもやっているのですが、日本はなぜやらないのかというと、やはり国

民性なんですよね。やっていいじゃないかと私なんかは思うのですが、主税局も国税庁も

絶対反対です。そんなことをやったら、税のモラルが崩れると。取れていないのだから、

もう崩れているんじゃないか。取れたほうがいいんじゃないかと言うのですが、いや、そ

んなことは、あんた、言ってくれなさんなと怒られています。ただ、よそのを見ると、確

かに１回やると癖になるのです。これは事実です。次のを待つのです。 

アメリカなどはペナルティを少しずつ上げていっています。例えば、１回目の時は 10％

の加算税、２回目の時は 20％です。例えば、５年前まではＯＫと言ったのを８年前までと

か、そういうふうに少しずつこの期間を動かす。もっと古いやつは駄目。もう聞かない。 

 

 

２．開示制度（特に英国のＤＯＴＡＳ） 

それから、もう１つは開示制度です。イギリスのＤＯＴＡＳと言っています。 

ＤＯＴＡＳは租税回避商品の開示システムです。 

なぜ、こういうことをやるんだと。もう 10 年ぐらい議論してこの制度を入れたのです。

１つは、2013（平成 25）年に包括否認規定を入れました。それと相前後して、これを入れ

ているのです。 

なぜかというと、やはりイギリスはウェストミンスター公事案というのがあって、租税

回避は法令上駄目だと書いていない限りはセーフだ。ウェストミンスターさんはウェスト

ミンスター寺院を寄付した人ですが、ロンドンの何分の一かを持っている人です。家族の
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従業員を何十人か雇っていて、それを全部クビにしたのです。クビにして、もう一度雇い

入れたのです。それは個別に雇い入れて、なぜ、そういうことをやったかというと、納税

が面倒くさい、したくない。個別の契約でこうやりました。ＯＫで辞めた人もいます。 

そういうのは租税回避ではないかといってやられたのが、そんなことはどこにも書いて

いない。だから、セーフだと。それで通って、その後ずっと通ってきたのですが、さすが

にそれは駄目だということになって、1980 年代になってから回避は駄目だというふうにな

りました。 

では、回避とは何だと。実は日本でもそうなのです。今、会計士協会で法人課税部会で

勉強会をやっていますが、租税回避の勉強会です。租税回避とは何だという定義が人によ

って違うのです。金子先生の本では、法令上あり得ないような異常な形態を使って、と。

だけれども、異常な形態ではない形態も結構多いのです。解釈の差みたいなもの。当局的

センスからすると、税負担が軽減している人が多いと、租税回避だと考えるかもしれない。 

回避というのが非常に難しいものですから、ここではどう言っているかというと、アメ

リカも近いのですが、税負担が前に比べてどれだけ以上減っているとか、ロスがどれだけ

増えているとか、そういうことを一定の基準、まず典型的な租税回避はこれとこれとこれ。

これは駄目です。それ以外でも、そういうのは駄目だと。 

なぜ、そういう制度を入れるのかというと、２つあります。１つは、まず当局がわから

ない、と。それから、わからない以上、租税回避に対する立法もできない。だから、その

２つのために、こういう制度を入れるんだ、と言ったのです。 

アメリカはそういうことは何も言わなくて、タックス・スキームでやっているのは、そ

れから規制しようね、と。スキームの規制はどういうことかというと、税額がいくら、も

ちろん典型的なのをいくつか挙げていますが、あとは、そういうのでやり切れませんから、

やはり税額、税負担でどれだけ軽減されているかということでやります。それと同じよう

なものを日本でも入れる必要があるのではないかな、と。それは包括否認規定と一緒に入

れないといけないのではないかな、と。 

私はどちらかというと、イギリスのＤＯＴＡＳ派ですが、こういう制度をつくって、な

おかつ包括否認規定を入れる。ただ、包括否認規定を入れると、当局が独走するのではな

いかという可能性があります。リスクがあります。それをイギリスはどうやって防いでい

るかというと、コミッティみたいなものをつくって、7人でしたか、委員会をつくって、そ

こでこれは租税回避だと決めたら、これは租税回避です、というふうにやっているのです。 

たまたま、去年（平成 26 年）の 10 月頃にオックスフォードの Judith Freedman さんとい

う租税法の専門家が来て、この話を聞いて、その時に「この委員会はいいな。だけれども、

それは当局から何人か入っているの」と言ったら、「入っていない」と言うのです。入っ

ていないから実は問題で、全然わからない人が決めてしまう。ある程度、当局のセンスの

ある人なら、いや、これは租税回避だよな、これは違うよなと振り分けができます。専門

家が入ってはいるのですが、やはり実践がない状態でやると大きくぶれます。日本でやる
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時は、ぜひ税務の専門家、例えば、国税庁の専門家を１人入れたほうがいい、というのが

アドバイスでしたけれども、そこをどうするかということがありますが、こういうのと合

わせて暴走を防ぐような仕組みが何か必要なんでしょうね。それから、包括否認規定みた

いなものを入れるか、入れないかは、政策上の問題です。イギリスでも 10 年近くかけてい

ますから、あまり急いでやる必要はないだろうと思います。 

 

 

３．ＢＥＰＳの新しい動き 

それから、ＢＥＰＳの新しい動きということで、今、国際的な租税回避がＢＥＰＳです。 

それを踏まえて、次に出てくるのは、たぶん包括否認規定をもう一度入れるか、入れな

いかと。今、入っていないのは日本だけなのです。ＢＥＰＳの次に来るのは、包括否認規

定だとみんな思っているのです。これは 2、3年の間に少なくとも議論は出てきます。入る

かどうかは別ですが、議論は出てきます。 

 

 

ということで、私のほうの話は一応それぐらいにして、もし質疑があれば。なかなか皆

さんの前では聞きにくいというのもあるかもしれませんが。 

（以 上） 
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資料１ 

（日本経済新聞 H27/1/19 1 面） 

 

あ 海外の口座情報 監視 あ 国税庁 富裕層税逃れ防ぐ 

 

政府は海外に資産を持つ富裕層による租税回避（3面きょうのことば）の監視を強化する。40

カ国を超す税務当局と連携して日本に住む人が海外に持つ預金などの口座情報を捕捉し、2018

年から国税庁に集約させる。ケイマン諸島など英領の租税回避地（タックスヘイブン）の協力も

得る。国境を越えた税逃れに国際連携で対抗する。（関連記事 3面に） 

 

18 年から、40 カ国超と連携 

海外にある財産の相続の申告漏れは 13年事務年度(13 年 7 月〜14 年 6 月）に前年度の 6倍強

の年間 163 億円と急増している。国税庁はこうした事態を重く見ており、14 年からは海外に 5000

万円を超す資産を持つ人に対して税務署への申告を義務付けている。 

新たな枠組みによると、国税庁は日米欧など主要 20 カ国・地域（Ｇ20）と先進国を中心とし

た経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の加盟 34 カ国に加え、英領バージン諸島、ケイマン諸島、バ

ミューダ、マン島など英領のいわゆる「タックスヘイブン」からも日本人の海外口座の情報を得

られる。 

国税庁は 17 年末時点で日本人が海外に持つ預金、証券、保険などの金融口座の名義、住所、

残高、利子や配当の年間受取額などの情報を連携する海外の税務当局から 18 年 9 月までに集め

る。19 年以降も年末時点の情報を翌年 9 月までに集約する。海外当局からオンラインで情報を

受け取れるようにする。 

国税庁は情報を元に、日本に住む人が海外の口座で得た利子や配当などの所得を正しく申告し

ているか確認する。口座の保有者が亡くなったときに、財産の相続人が正しく相続税を納めてい

るかも調べる。 

例えば、海外駐在中に米国とフランスなど複数の国で銀行口座を捌いたサラリーマンなどの口

座の情報も 18 年からは把握できる。合算して 5000 万円を超えなければ問題ないが、超えるのに

税務署に故意に申告しなかったり、虚偽の記載をしたりした場合などには l年以下の懲役または

50 万円以下の罰金を科す。 

国税庁も各国の税務当局に対し相手国に住んでいる人が日本に持つ口座の情報を与える。国内

の金融機関に対して情報提供を義務付けるため、26 日召集の通常国会に租税条約実施特例法改

正案を出し、成立を目指す。 

外国に住む人が日本で口座を開くときには、生年月日や居住地国、その国の納税者番号などを

記載するように求める。金融機関は年末時点に存在する口座の情報を翌年 4月末までに本店を管

轄する税務署に報告する。 
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虚偽情報を記した預金者や受け取った情報を意図的に提出しなかった金融機関には、懲役や罰

金を科することも検討する。 

これまでも金融機関は海外からの入金情報などを国税当局に提供してきた。しかし、口座残高

なども含めた情報をまとめて定期的に送ることは義務付けていなかった。 

（日本経済新聞 H27/1/19 3 面） 

租税回避「容認できず」  ルクセンブルク財務相 国際連携に協力 

国境を越えた課税漏れを防ぐため、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）などがルール作りを急いで

いる。租税回避地の中心の一つとされるルクセンブルクのグラメーニャ財務相は日本経済新聞の

インタビューで「（租税回避は）倫理的に容認できない」と語り、国際的な連携の動きに協力し

ていく姿勢を示した。（1面参照） 

──ＯＥＣＤが進める国際協調はルクセンブルクのような国にはメリットがないのでは。 

「反対はしていない。現在の税制のルールは、電子商取引や国際貿易があまり重要でなかった時

代のものだ。ルールを近代化し競争を公平にすることは望ましい。公平な場があれば、立地や金

融サービスに優れた我々の強みが発揮できる」 

──ルクセンブルクは特定企業に極端な税優遇を与えていたとされる。 

「税優遇ではない。事前に支払わなければいけない税額を決め、伝えるというアドバンス・ルー

リング（税法解釈の事前確認手続き）だったが、その結果が優遇措置のように見えてしまった。

手順をしっかり法制度化し、透明にする必要がある」 

「合法的な慣行だが、複数の国のルーリングを組み合わせて税を考えると、ほとんど、あるいは

一切税を払わなくて済むという状況が起こりうる。合法でも、倫理的に容認できない。欧州連合

（ＥＵ）内でルーリングの中身を自動交換する検討などを進めている」 

 

（日本経済新聞 H27/1/15） 

【ブリュッセル＝御調昌邦】欧州連合（ＥＵ）の執行機関である欧州委員会は 16 日、加盟国の

ルクセンブルクがインターネット通販などを手掛けるアマゾングループに適用していた租税軽

減措置について合法性に「疑念がある」との見解を示した資料を公表した。欧州委が 終的に違

法と判断すれば、アマゾンは受け取った便益をルクセンブルク政府に返還する必要がある。 

欧州委が公表したのは調査を開始した昨年 10 月時点の資料。ＥＵでは域内の公平な競争を確

保するため、加盟国政府による企業支援に厳しい条件を設けた「国の補助」の規定がある。ルク

センブルクによるアマゾンへの措置は同規定に反している恐れがある。 

欧州委はアイルランドやオランダ政府がそれぞれ実施してきた米国のアップル、スターバック

スへの租税軽減措置にも似たような調査を実施している。 
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資料２ 

 

資料３ 

ＯＥＣＤ租税委員会 ＢＥＰＳ行動計画（概要） 

行動 概要 期限 

1 
電子商取引課税 

電子商取引により、他国から遠隔で販売、サービス提供等の経済活動ができることに

鑑みて、電子商取引に対する直接税・間接税のあり方を検討する報告書を作成。 
2014 年 9 月 

2 

ハイブリッド・ミスマッチの効果の無効化 

ハイブリッド・ミスマッチとは、二国間での取り扱い（例えば法人か組合か）が異な

ることを利用して、両国の課税を免れる取引。ハイブリッド・ミスマッチ取引の効果を

否認するモデル租税条約及び国内法の規定を策定する。 

2014 年 9 月 

3 

外国子会社合算税制の強化 

外国子会社合算税制（一定以下の課税しか受けていない外国子会社への利益移転を防

ぐため、外国子会社の利益を親会社の利益に合算）に関して、各国が 低限導入すべき

国内法の基準について勧告を策定する。 

2015 年 9 月 

4 

利子等の損金算入を通じた税源浸食の制限 

支払利子等の損金算入を制限する措置の設計に関して、各国が 低限導入すべき国内

法の基準について勧告を策定する。 

また、親子会社間等の金融取引に関する移転価格ガイドラインを策定する。 

2015 年 9 月 

5 

有害税制への対抗 

ＯＥＣＤの定義する「有害税制」について 

① 現在の枠組み（透明性や実質的活動等に焦点）に基づき、加盟国の優遇税制を審査

する。 

② 現在の枠組み（透明性や実質的活動等に焦点）に基づき、ＯＥＣＤ非加盟国を関与

させる。 

③ 現在の枠組みの改定・追加を検討 

 

 

2014 年 9 月 

 

2015 年 9 月 

 

2015 年 12 月 
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6 
租税条約濫用の防止 

条約締約国でない第三国の個人・法人等が不当に租税条約の特典を享受する濫用を防

止するためのモデル条約規定及び国内法に関する勧告を策定する。 

 

2014 年 9 月 

2015 年 9 月 

7 
恒久的施設（ＰＥ）認定の人為的回避の防止 

人為的に恒久的施設の認定を免れることを防止するために、租税条約の恒久的施設（Ｐ

Ｅ：Permanent Establishment）の定義を変更する。 
2015 年 9 月 

8 

移転価格税制（①無形資産） 

親子会社間等で、特許等の無形資産を移転することで生じるＢＥＰＳを防止する（移

転価格ガイドラインの改訂）。 

また、価格付けが困難な無形資産の移転に関する特別ルールを策定する。 

 

2014 年 9 月 

 

2015 年 9 月 

9 
移転価格税制（②リスクと資本） 

親子会社間等のリスクの移転又は資本の過剰な配分によるＢＥＰＳを防止する国内

法に関する移転価格ガイドラインを策定する。 
2015 年 9 月 

10 
移転価格税制（③他の租税回避の可能性が高い取引） 

非関連者との間では非常に稀にしか発生しない取引や管理報酬の支払いを関与させ

ることで生じるＢＥＰＳを防止する国内法に関する移転価格ガイドラインを策定する。 
2015 年 9 月 

11 
ＢＥＰＳの規模や経済的効果の指標を政府からＯＥＣＤに集約し、分析する方法を策定

する 
2015 年 9 月 

12 
タックスプランニングの報告義務 

タックスプランニングを政府に報告する国内法上の義務規定に関する勧告を策定す

る。 

2015 年 9 月 

13 
移転価格関連の文書化の再検討 

移転価格税制の文書化に関する規定を策定する。多国籍企業に対し、国毎の所得、経

済活動、納税額の配分に関する情報を、共通様式に従って各国政府に報告させる。 

2014 年 9 月 

14 
相互協議の効果的実施 

国際税務の紛争を国家間の相互協議や仲裁により効果的に解決する方法を策定する。 
2015 年 9 月 

15 

多国間協定の開発 

ＢＥＰＳ対策措置を効率的に実現させるための多国間協定の開発に関する国際法の

課題を分析する。 

その後、多国間協定案を開発する。 

 

2014 年 9 月 

 

2015 年 12 月 
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