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事例１ 売買目的で取得した有価証券の期末評価 

〔質問〕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。 

この度､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「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有価証券の評価は、「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。 

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、定款の事業目的に「投資運用業」を追加ことに起因して、税務上「売買目

的有価証券」として取り扱われ､時価法により期末評価をしなければならないの

でしょうか。 

 

【回答】法人税法上、売買目的有価証券として取り扱われることはないものと思料しま

す。なお、定款の事業目的に「投資運用業」を追加したことは、この取扱いの判

断に影響を与えません。 

 

≪解説要旨≫ 

１ 企業会計においては、「金融商品に関する会計基準」により、有価証券については、

①売買目的有価証券、②満期保有目的の債券、③子会社株式及び関連会社株式、④そ

の他の有価証券に区分し、①は時価評価し、評価差額は損益に計上、②及び③は取得

原価で評価し、④は時価をもって評価し、評価差額は、洗替方式により次のいずれか

の方法により処理することとされています。 

（１）評価差額の合計額を純資産の部に計上する。 

（２）時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、時価が取

得原価を下回るものの評価差額は当期の損失として処理する。 

 

２ 法人税においても、企業会計の動きを受け、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り評価した金額とし、売買目

的外有価証券については原価法により評価した金額とすることとされました（法 61

の３①）。そして、その評価した結果生じた評価益又は評価損は､益金の額又は損金の

額に算入するとともに（同②）､翌事業年度の損金の額又は益金の額に算入し、洗替
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えを行うこととされています（法令 119 の 15①）。 

 

３ 「法人税法上の売買目的有価証券」とは、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、次に掲げるものとされています（法 61 の 3①一、法

令 119 の 12 一）。 

（１）短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的(短期売買目的)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 

 

この帳簿書類への記載は、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」とするなど、短期売買目的で取

得した有価証券の勘定科目を他の目的で取得した有価証券の勘定科目と区分するこ

とにより行うこととされています（法規 27 の５①）。 

この区分は、取得時において法人が選択することとされているので、短期的に売買

し、又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その勘定科目に計上している場合等を除き、単

に「有価証券」というような勘定科目に計上しているような場合は、法人税法上の「売

買目的有価証券」として取り扱われないこととされています（法基通 2-3-27(注)）。 

 

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、今後配置する予定もない

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､たとえば「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すので、法人税法上、売買目的

有価証券として取り扱われることはありません。定款の事業目的に「投資運用業」を

追加したことは、この取扱いに影響を与えるものではないと思料します。 

 

５ したがって、会計上､「その他の有価証券」に該当するとして時価評価し、生じた

評価損の額を当期の損失に計上した場合には、別表四において加算する申告調整が必

要となります。 

 

 

事例２ 奨学金制度と給与課税 

〔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

に行きません。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
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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。 

奨学金制度の概要は、おおむね次のとおりです。 

    ・対象者：某職業大学校を卒業後、弊社に入社を希望する高校生 

    ・貸与額：入学金及び２年間の授業料相当額とし、無利子 

    ・返還方法：入社後、毎月一定金額を返還。入社後４年勤務で残債免除 

    ・一括返済条項：①某職業大学校を退学等した場合 

            ②学業成績が芳しくない場合 

            ③入社しなかった場合 

            ④入社後､４年以内に退社した場合 

    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。 

 

【回答】給与課税の対象となります。なお、税務当局に「事前照会」することをお勧め

します。 

 

≪解説要旨≫ 

１ 関係法令 

(1) 所得税法９条１項 15 号(非課税所得)  

学資に充てるため給付された金品(給与その他対価の性質を有する者を除く。) 

(2) 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。 

(3) 所得税基本通達 9-14(使用人等に学資金等として支給する金品) 

使用者から役員又は使用人に対してこれらの者の修学のため、又はこれらの者

の子弟の修学のための学資金等として支給される金品は、原則として、法９条１

項 15 号かっこ内に規定する給与に該当するのであるから、当該役員又は使用人

に対する給与等として課税することに留意する。 

(4) 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) 

使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員使用人

としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格

を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に

充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限

り、課税しなくて差し支えない。 
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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又は

取得させるための費用は所基通 9-15 により給与課税は行わなくて差し支えないとい

うものであるが、本件の場合は、雇用以前の段階においてのものである。 

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り、このことは将来の役務の提供を条

件に貸与したものといえますから､所得税法９条１項 15 号かっこ内に規定する非課

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。 

 

３ 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、所得税基本通達

9-15 により､給与課税はされないことになります。 

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、所基通 9-15 の定めの

適用要件に直接的には該当しません。 

しかしながら、①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

欠な資格であること、②貴社に勤務することを希望する者を対象とし、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

いものと思料されること、③奨学金の貸与及びその返還債務の免除は、社内規程を設

けて実施されるものであり、特定の者に特別な利益を与えることを目的とするなど恣

意的に行われるものではないこと、④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く、取り立てて高額なものでもないことを考慮すれ

ば､本件の奨学金の残債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 の取扱いに準じて給与課税をしなくても差し支えないのではない

かという考え方もあるのではないでしょうか。 

 

４ このように判断に迷う場合には、税務当局の「事前照会」制度を利用しましょう。 
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事例３ ホステスに対して支払われた金銭の給与性 

〔質問〕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、出勤日、入退店時刻､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

スの技能や人気の応じて大きく増減することから、各ホステスに対して支払う金

銭は、給与所得には該当せず、所得税法 204 条１項６号に規定する報酬又は料

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。 

 

【回答】給与所得に該当します。 

 

≪解説要旨≫ 

１ 関係法令 

事業所得とは、各種の事業から生ずる所得のことであり(所法 27①)､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、雇用関係又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務の対価として使用者から受ける給付をいい､

給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間

的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又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(最判昭 56.4.24)とされ

ています。 

源泉徴収の対象となる報酬・料金として、所得税法 204 条１項６号には「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

せ又は客に接待をして遊興若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ホステスその他の者のその業務に関する報酬又は料金」と規

定しており、報酬・料金は、事業所得に分類されています。 

 

２ 事業所得か給与所得か 

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など、各店長の指揮命令に服して空間的、時間的な拘束を

受け､継続的ないし断続的に労務又は役務を提供しているものであり、自己の計算と

危険において就労して事実は特にないものと認められます。そして、その労務の対価

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又は月払いによ
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り支給していると認められますので、各ホステスに支払われる金銭は、事業所得には

該当せず、給与所得に該当するものと思料します。 

一般的ホステスと称される者に対する対価の支払は､所得税法上の報酬・料金(ホス

テス報酬)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

らも注目しているものと思いますので、就業実態等を的確に見定めて慎重に判断する

ことが肝要かと思います。 

 

 

事例４ 特定資産の買換特例の適用対象資産（その１） 

〔質問〕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、賃貸の用に供してきました。この度、当該建

物が老朽化してきたことから、取り壊して、そこにマンションを建設し、分譲す

ることにしました。この場合、分譲に伴う当該土地部分に係る譲渡益については、

特定資産の買換特例の適用が認められますか。 

 なお、当該土地は、取得以来固定資産として経理してきました。 

 

【回答】認められます。 

 

≪解説要旨≫ 

１ 特定資産の買換特例は、棚卸資産の譲渡には適用されません(措法 65 の７①)。こ

れは、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延べを認める必要がないという考え方からです。 

 

２ 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生じます。 

 

３ 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す。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するために保有しているのが通

例でしょうが、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

で保有するもの以外に、①自社の事業に使用しているもの、又は②他に貸し付けてい

るもの、③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

して相当期間所有しているものなどがあります。これらのものは、販売用として保有

しているもの､すなわち棚卸資産とはいえず、固定資産そのものですので、譲渡益は
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圧縮記帳の対象となります(措通 65 の７(1)-1)。 

 

４ 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や区画形質を変更して

分譲する場合などがあります。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のであるから棚卸資産になったので

はないかという問題が生じます。 

しかしながら、マンションの建築や土地の区画形質の変更は､①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こと、②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､ほぼ同額と考えられることから、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こととされています(措通

65 の７(1)-2)。 

 

５ 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、分譲マンシ

ョン建築し、分譲マンションとして譲渡するものですから、措通 65 の７(1)-2 の定め

のとおり、棚卸資産の譲渡には該当しないものとして取り扱われるものと思料します。

よって、特定資産の買換特例の適用は認められることになります。 

 

 

事例５ 特定資産の買換特例の適用対象資産（その２） 

〔質問〕弊社は、大手企業の子会社であり、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、その上に賃貸マンションを建築し、賃貸

の用に供してきました。ところで、この建物が老朽化してきたので取り壊し、そ

こに分譲マンションを建築して販売することにしました。賃借人が全員退去した

ので取壊しに着手したところです。分譲マンションの引渡時期は２年後になる予

定です。 

この分譲に伴う当該土地の譲渡益については、特定資産の買換特例の適用が認

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。 

 

【回答】認められないものと思料します。 
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≪参考判決：東京高裁 25.2.28、東京地裁 24.5.11≫ 

第２ 事案の概要等 

１ 不動産の売買等を目的とする株式会社である控訴人は、昭和５８年３月の購入した

約 20 万㎡の土地について、当初の段階では、賃貸用建物を建設して、賃料収入によ

り投資の回収を図るという「当初の計画」を有していたことから、昭和６３年５月、

上記の土地の全てを有形固定資産として計上する会計処理をした。 

その後、いわゆるバブル崩壊による地価の値下がりに伴う賃料相場の下落などから、

控訴人は当初の計画を変更し、８か所の街区のうち３３街区の土地を第三者に売却す

ることとし、平成１０年３月、有形固定資産から棚卸資産である販売用不動産に振り

替える会計処理をした上で、同年９月、その一部を更地のまま譲渡した(第１回譲渡)。 

また、控訴人は、同様の理由で、４０街区の土地のうち固定資産に計上している未

稼働のビル事業用地等についても、当初の計画を変更して、マンション等を建設して

第三者に売却することとし、平成１４年３月、有形固定資産から棚卸資産である販売

用不動産に振り替える会計処理をした上で、平成１６年３月、２棟の分譲マンション

を建設する計画を策定し、平成１９年２月、１棟目の分譲マンションを建設し、これ

を購入者に引き渡した。 

控訴人は、第１回譲渡の後、３３街区の残りの３３土地に本件ビルを建設して、テ

ナントに入居させた上で売却する方針を決定し、本件ビルを建設した上で、平成２０

年２月、３３土地及び本件ビルの譲渡契約を締結して、同年３月、これらを引き渡し

た。 

また、控訴人は、４０街区の残りの４０土地にも本件マンションを建設して、本件

事業年度中に引渡しを完了した。 

 

２ 本件の主たる争点は、棚卸資産であった３３土地及び４０土地(一括して本件土地)

の譲渡について、措置法第 65 条の 7 第１項（特定資産の買換特例）の適用の有無で

あり、具体的には、同項所定の「棚卸資産を除く」との文言の意義が争われた。 

(略) 

本訴において､控訴人は、法人税法の領域でもいわゆる二重利得法の考え方（所有

者の意思によらない外部的条件の変化に起因する資産価値の増加は譲渡所得に、所有

者の人的努力と活動に起因する資産価値の増加は事業所得や雑所得に当たるから、資

産の譲渡益の全体を事業所得又は雑所得として課税するのは妥当性を欠き、譲渡所得

と事業所得ないし雑所得に分けて課税すべきであるなどとするもの）が妥当するから、

これを踏まえて本件特例の適用の可否を検討すべきであり、上記の「棚卸資産を除く」

との文言は、「所有目的の変更により棚卸資産となった以後の当該資産を除く」の意

味に解するのが相当であると主張して、本件通知処分の効力を争った。 
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３ 原審は、上記の「棚卸資産を除く」との文言の意義について、控訴人の主張を採用

せず、「当該資産の譲渡の時点において棚卸資産であるものを除く」との趣旨である

と解されるから、本件更正の請求について更正をすべき理由がないとしてされた本件

通知処分は適法であるとした。 

４ （略） 

５ （略） 

 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も、措置法第６５条の７第１項所定の「棚卸資産を除く」との文言は、「当

該資産の譲渡の時点において棚卸資産であるものを除く」との趣旨であると解するの

が相当であり、控訴人が主張するような「所有目的の変更により棚卸資産となった以

後の当該資産を除く」と解することはできないものと判断する。その理由は、（以後

要約） 

 

（１）本件特例は、その適用の対象となる資産について、「その有する資産（棚卸資産

を除く。・・・）で同表の各号の上欄に掲げるものの譲渡」をいう旨を定めるとこ

ろ、ここでいう「棚卸資産を除く」の意義については、当該資産の譲渡の時点にお

いて棚卸資産であるものを除く旨をいうものと解するのが、その文言に即した解釈

であることは明らかであり、本件特例における圧縮限度額の計算に係る規定その他

措置法第 65 条の 7 のその余の部分の規定をみても、上記において除かれる棚卸資

産の範囲を当該資産の取得の当時若しくはそれ以後の事情等により限定し、又は当

該棚卸資産の譲渡に係る収益の範囲を限定する等の定めはなく、上記の別異に解す

べき根拠となるべきものは見当たらない。 

また、法人税法は、法人の有する資産の販売及び有償による譲渡に係るものを含

む当該事業年度の収益の額を基礎に当該事業年度の所得の金額を計算するのを原

則としているところ（同法２２条）、本件特例の趣旨は、上記の原則及び販売を目

的として所有される棚卸資産に係るいわゆる譲渡益は当該法人の本来的な事業か

ら生ずる通常の収益であることを踏まえた上で、特定の政策上の配慮から、法人の

有する棚卸資産以外の一定の資産について、上記の原則の例外として、その譲渡に

係る収益につき課税の特例制度を設け、いわゆる圧縮記帳の方法により譲渡益につ

いて課税の繰延べを認めたものであると解される。そうすると、本件特例について、

その趣旨を考慮しても、あえてその文言の文理を離れ､上記に述べたところと別異

に解すべきとする根拠は見出し難いと言うほかない。 

 

（２）原告の「①二重利得法の考え方は所得税法の解釈として本件最高さ判決において

も採用されており、その射程は法人税に係る本件特例にも及ぶ」との主張に対して、
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原告の挙げる本件最高裁判決は、原告も自認するとおり、所得税法第３３条に関す

る事案についてのものであるところ、所得税法においては、資産の譲渡による所得

を譲渡所得とするとともに、棚卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行わ

れる資産の譲渡による所得は、譲渡所得に含まれないものとしており、固定資産の

譲渡による所得と棚卸資産の譲渡による所得とを別個の種類の所得に区分して課

税する制度が採用されているのに対し、すでに述べたとおり、法人税法においては

そのような区分はされていない。このような所得税法と法人税法との課税上の構造

における差異に照らせば､本件最高裁判決が、二重利得法の考え方を所得税法第３

３条の解釈論として採用したものであると解するとしても、同判決は、本件とは事

案を異にし、本件に適切でないことは明らかというほかないから、同判決があるこ

とをもって、法人税法に係る本件特例に二重利得法の考え方が妥当することの根拠

とすることは適切とはいい難いものであり、また、本件特例の「棚卸資産を除く」

との文言について二重利得法の考え方に基づいて解釈することが文理解釈として

必ずしも相当とは言えないと解される。 

また、所得税の譲渡所得に関する特例を定める措置法 37 条１項は、本件特例と

条文の構造が同様であり、同項は二重利得法の考え方を採っているのであるから、

本件特例についても、二重利得法の適用が可能であるとする控訴人の主張は、上記

の所得税法と法人税法との課税上の構造における差異を考慮すれば失当というべ

きである。 

（３）原告の「②本件特例の趣旨は、企業の再生産規模の縮小の防止のみならず、課税

の持つ資産の凍結効果を緩和して経済活動の活性化と国民経済の発展を図ること

にもあり、このことは平成６年度及び平成１０年度の税制改正の在り方からも明ら

かであるから、二重利得法の考え方を踏まえて本件特例を解釈することは､本件特

例の制度の趣旨・目的に適合する趣旨解釈といえるのみならず、所得の性質に応じ

た課税を実現できる合理的なものということができる」との主張に対して、確かに、

昭和３８年度の税制改正において本件特例が創設された際の立案担当者が、本件特

例が設けられた趣旨について、資本の活用を図る意味や企業の遊休資産の活用を図

る意味が含まれる旨を指摘していること､昭和４４年度の税制改正において、土地

政策又は国土政策に合致すると認められる買換えに限り課税の特例を認めること

とされたこと、また、平成１０年度の税制改正の立案担当者が、本件特例の改正の

狙いの一つとして、土地の有効利用の促進や土地取引の活性化を挙げていたこと等、

本件特例の趣旨に関する原告の主張に一部沿う事実が認められる。 

しかし、本件特例の適用の対象から除外される棚卸資産の譲渡又はそれに係る収

益の範囲を限定する文言は存在しないことを前提に検討すれば、上記①の指摘は、

本件特例の適用によって固定資産の譲渡に係る収益について課税の繰延べを認め

ることが、結果として遊休資産の活用等に資する面がある旨を述べたにすぎないも
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のと解されるし、上記②の点についても､本件特例が昭和３８年度の税制改正によ

って創設された以降、一貫して､その適用の対象から棚卸資産の譲渡を一律に除外

していることからすれば、当裁判所の判断を左右するものではない。 

 

（４）原告の「④本件通達２(措通 65 の７(1)-2）は、本件特例に二重利得法の考え方が

適用されることを認めたものと解すべきである」との主張に対して、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、又は

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。 

 

（５）原告の「⑤棚卸資産に当たるか否かをその譲渡の時点のみを基準に判断すること

は、納税者間の不公平や租税回避等の不当な結果を引き起こすことになる」との主

張に対して、本件特例にいう「棚卸資産を除く」の意義が前記のとおりである以上、

そのような措置法第 65 条の７の規定する要件を満たすか否かにより本件特例に適

用の有無が決せられることは、法のもとより予定するところというべきであって、

そのことをもって、納税者間の公平を害するものであるということはできないこと

は明らかである（なお、原告は、棚卸資産であったものを譲渡の直前に固定資産に

振り替えて譲渡するといった租税回避を引き起こす旨を主張するが、これは、当該

資産が固定資産であるか棚卸資産であるかに関する事実認定の問題であるから、本

件特例にいう「棚卸資産を除く」の意義を原告の主張するように解すべきことの根

拠となるものとは言い難い。）。 

 

２ 控訴人の当審における補充主張についての判断 

（１）控訴人は、本件土地、特に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ので検討する。 

 

（２）ところで、本件特例は、当該資産の譲渡時点の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、又は土地の区画形質の変更を行って分譲したような場合には、
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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

（上記の例でいえば、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。 

 

（３）本件土地の譲渡に至る経緯等については、・・・・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は、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（そのため、本件土地も有形固定資産として計上する会計処

理をした。）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

っていたところ、その後､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（そのために、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がされた。）、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に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判断するのが相当で

ある。 

したがって、控訴人の主張は採用することができない。 

 

≪参考法規：財務諸表等規則､同ガイドライン≫ 

・第１５条 次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。 

(一～四) 略 

  五 商品（販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。） 

 

・１５－５ 第１５条第５号の商品とは、商業を営む会社が販売の目的をもって所有

する物品であって、当該企業の営業主目的に係るものをいい、販売の目的

をもって所有する土地、建物その他の不動産とは、不動産の売買、あっ旋

等を業とする会社が、販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不

動産をいう。 

 

≪解説要旨≫ 

１ 昭和４８年以来、本件土地は、賃貸用建物の敷地の用に供されてきたのは事実であ

り、固定資産に計上してきた処理は適切なものです。 
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２ 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

詳細は分からないが、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ものといえます。 

 

３ ただここで問題となることは、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、あっ旋等を営んできた法人であるとすると、

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、当該分譲マンションを販売するといった

行為は、既に販売（譲渡）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るものといえます。 

 

４ 次に、不動産売買業、あっ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上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であろうし、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り、これを実質的にみて販売用不動産すな

わち棚卸資産であるとはなかなかいえないでしょう。固定資産の処分とみるのが､本

件通達２の定めからも相当でしょう。 

 

５ 本件の場合、不動産売買、あっ旋等を営んでいない法人であり、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）方

針に決定したのであるから、会計上（財務諸表等規則上）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」と判断し

たものと思料されます。 

 

６ 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しょう。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、すでに固定資産を譲渡とするというよりも、商品を販売するとみるのが相当

と思料します。 

よって、本件の場合、特定資産の買換特例の適用は認められないものと思料します。 
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事例６ 自己株式の取得によるみなし配当 

〔質問〕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。平成２年の

商法の一部改正により株式会社に最低資本金制度が導入されたことを受け、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りました。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り、所定の期間内(3.4.1～

8.3.31)に、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 900 万円）については、所得税を課さない特別措置

が講じられましたので、配当所得に係る源泉徴収はしていません。 

この度、ある事情により株主Ａから自己株式を買い取りました。 

当該買取金額を「資本金等の額」と「みなし配当の額」とに区分し、みなし配

当相当額については源泉徴収が必要となります。また、支払調書も作成しなけれ

ばなりません。 

ついては、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

た利益積立金部分の金額 900 万円については、資本金等の額として区分してよい

のでしょうか。 

 

【回答】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 万円については、

資本金等の額として取り扱われます。 

 

≪解説要旨≫ 

１ 自己株式を取得した場合の会計処理 

  (借)  自己株式   ××××  (貸)  現金預金   ×××× 

   貸借対照表の利益剰余金の区分の次に自己株式として△(マイナス)表示します。 

 

２ 税務処理 

 法人税法上は、自己株式取得の対価を次の２つに区分します。 

① 株主への出資の払戻し部分⇒資本金等の額が減少する取引(法令８①十七) 

② 株主への利益留保額の還元部分(みなし配当)⇒利益積立金額が減少する取引(法令９

①十二) 

 

〈法令８①十七〉 

  法第 24 条第１項第四号から第六号までに掲げる事由により金銭その他の資産を交

付した場合の取得資本金額 
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取得資本金額＝自己株式取得直前の資本金等の額×
取得株式数

自己株式取得前の発行済株式数
 

〈法令９①十二〉 

  法令第８条第１項第十七号に規定する合計額が同号に規定する取得資本金額を超

える場合におけるその超える部分の金額 

 

超える部分の金額（みなし配当相当額）＝自己株式の取得対価－取得資本金額 

 

３ 検討 

  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か、すなわち､自己株式の買取時点においてみなし配当とし

て取り扱われるのかということです。 

 

（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ときは、その組入れの時における法人の発行済株式に対応

する部分の金額を配当とみなして､その時点で配当所得として課税し、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した。 

 

（２）平成３年度税制改正により、商法等の一部を改正する法律（Ｈ3.4.1 施行）附則

第５条第１項の規定の適用を受ける株式会社が、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等の規定に基づき利益又は準備金を資本

に組み入れた場合には、その組入れにより､その資本の額が 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ました（旧措法９の３）。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、有する株式の取得価額に加算

しないこととされました(旧措令５の２。付替え計算は必要ないということ。)。 

 

（３）この措置は、最低資本金に満たない既存の株式会社が最低資本金制度に対応する

ために、利益又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趣旨のものであって、すべて非課税とするものではあり

ませんので、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して取り込まれることとされました（「改正税法のすべ

て」より)。 
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（４）平成１３年度税制改正により、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

れました。すなわち、商法上の利益又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、商法上の資本の金額と法人税法上の資本積立金額との合

計額である「資本等の金額」を増加させないこととされました。また、利益積立金

額の資本組入れに伴う取得価額の付替え計算は廃止されました。 

すなわち、平成１３年４月１日以後に行われた準備金又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」には含まれず、「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）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

た商法上の利益又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と

されていますので（改正法附則 12②）､上記（２）及び（３）のとおりに取り扱わ

れるということです。 

 

（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」の区分計算に当たっては、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ず、「出資の払戻し部分の額（資

本金等の額）」として取り扱われることになります。 

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ことになります。 
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事例７ 青色欠損金の引継ぎの可否 

〔質問〕弊社（３月決算）は、平成２４年４月１日に設立した法人です。 

弊社は、Ａ社(３月決算)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(適格合併)しました。Ａ社は､平成２５年１２月に完全支配関係

（１０年前から支配関係）となったＢ社(３月決算)の株式を保有しています。 

Ｂ社は､５．６年前から経営状態が悪く、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社の業績が今後回復する見込みがないとの判断

により平成２６年８月に解散し清算結了することとしました。残余財産はほとんど

ありません。 

Ｂ社の青色欠損金は、次のとおりです。 

・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 

合計金額       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。 

 

【回答】２億円のうち、平成２６年３月期の 50,000,000 円は､引き継ぐことができます。 

 

≪解説要旨≫ 

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

損金額があるときは、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翌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繰越控除するこ

とができることとされています(法 57①②)。すなわち、完全支配関係があるグループ内

の法人の残余財産が確定した場合には､その法人の欠損金額を株主である法人が引き継

ぐことができるということです。 

 

２ 残余財産が確定した法人の欠損金額のうち控除対象となる欠損金額(未処理欠損金額)

は、残余財産確定日の翌日前９年内に開始した各事業年度において生じた青色欠損金額

のうち､その青色欠損金額の生じた事業年度以後の事業年度において繰越控除された金

額を除いた金額とされています (法 57②､法令 112①)。 
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３ 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。 

すなわち、残余財産確定法人と株主法人との間に､①株主法人の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､②残余財産確定法人の設立の日又は③株主法

人の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合を除き、支配関係事業

年度（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）前の各事業年

度において生じた未処理欠損金額は､引継ぎができません(法 57③－､二、法令 112④)。 

 

４ 本件の場合、貴社とＢ社との間に支配関係が生じた事業年度（支配関係事業年度）は、

貴社がＡ社株式の全部を取得した平成２５年１２月の属する事業年度である平成２６年

３月期となりますから、平成２５年３月期以前の各事業年度において生じた未処理欠損

金額は、引き継ぐことができません。 

したがって、引き継ぐことのできる未処理欠損金額は、支配関係事業年度(平成２６年

３月期)に生じた未処理欠損金額５千万円のみとなります。 

 

 

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、一の株主グループにより 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。 

 

【回答】特定同族会社には該当しません。 

 

≪解説要旨≫ 

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より 50％超を支配されてい

る会社(被支配会社)のうち、資本金の額又は出資金の額が１億円超である法人とされ

ました（１億円以下の法人は対象から除外されました）（法 67①②）。 

 

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又は

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､留保金課税の対象とされることになりました。 

（１）大法人（資本金の額又は出資金の額が５億円以上である法人）との間にその大法

人による完全支配関係のある普通法人 

（２）普通法人との間に完全支配関係のある大法人が複数ある場合の当該普通法人 
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３ ただし、この被支配会社は、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」があるときは、その法人をその判定の基礎

となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるも

の（法 67②）、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株主(グ

ルーピング)とで判定した場合に被支配会社となる法人が特定同族会社となるという

ことです。これは、従前のいわゆる非同族の同族会社を留保金課税の対象から除外し

ていたことと同様の趣旨です。 

 

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

すが、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。 

 

 

事例９ 当初申告要件 

〔質問〕法人税の確定申告に当たり、①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こと、また、②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、申告書を提出した後(提出期限後)に気付きました。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。その理由を教えてください。 

 

【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からです。 

 

≪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

せんでしたが、平成２３年度税制改正において、「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見て、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。 

 

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
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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。 

イ インセンティブ措置 

ロ 利用するかしないかで、有利にも不利にもなる操作可能な措置 

 

３ 「当初申告要件」が廃止された措置は､次のとおりです。 

 

イ 受取配当等の益金不算入（法 23） 

 ロ 国等に対する寄付金、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄付金の損金算

入(法 37) 

ハ 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入(法 59) 

ニ 協同組合等の事業分量配当等の損金算入（法 60 の２） 

ホ 所得税額控除（法 68） 

ヘ 公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例（法 73 の２） 

ト 引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例（法令 113） 

チ 特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の制限の５倍要件の判定の

特例（法令 113 の２⑬⑭） 

リ 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の対象外となる資産の特例（法令 123

の８③） 

ヌ 特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例（法令 123 の９） 

 

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、修正申告書又は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ます。 

 

４ 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、修正申告又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こととされました。 

 

具体的には、次の措置です。 

イ 受取配当等の益金不算入（法 23） 

ロ 国等に対する寄付金、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄付金の損金

算入(法 37) 

ハ 所得税額控除（法 68） 

 

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
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するため、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に記載された金額を限度として適

用することとされました。 

〈参考条文〉 

・改正前の条文(旧法 23⑥) 

  第１項及び第２項の規定は、確定申告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の記載がある場合に限り、適用する。この場合におい

て、これらの規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載さ

れた金額を限度とする。 

 

・改正後の条文(新法 23⑥) 

  第１項の規定は、確定申告書、修正申告書又は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の添付がある場合

に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されな

い金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。 

 

５ 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は、確定申告書等、

修正申告書又は更正請求書に、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り、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、特定の事

項以外の事項に変更がある場合には、修正申告や更正の請求によって適正に計算され

た正当額まで適用金額を増加させることができることとされました。 

 

イ 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法 42 の４⑭) 

ロ 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例(措法 42 の４の２②) 

ハ エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法

42 の５⑪) 

ニ 中小企業者等の機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法 42 の６⑯) 

ホ 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合に法人税額の特別控除(措

法 42 の９⑤) 

ヘ 国際戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法 42

の 10⑩) 

ト 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措

法 42 の 11⑨) 

チ 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(措法 42 の 12④) 

リ 国内の設備投資額が増加した場合の機械等の法人税額の特別控除(措法 42 の 12
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の２⑥) 

ヌ 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除(措法 42

の 12 の３⑧) 

ル 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(措法 42の 12の４④) 

ヲ 生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法 42 の 12 の５⑬) 

ワ 法人税額の額から控除される特別控除額の特例（措法 42 の 13⑤) 

 

６ 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全ての事

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

させることができませんでした(措通 42 の 4(3)-4、廃止)。 

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、修正申告又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。 

 

〈参考条文〉 

・改正前の条文(旧措法 42 の４⑬ 

  第１項及び第２項又は第６項の規定は､確定申告書等に、これらの規定による

控除を受ける金額の申告の記載があり､かつ、当該金額の計算に関する明細書の

添付がある場合に限り､適用する。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､当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする 

 

・改正後の条文(新措法 42 の４⑭) 

  第１項及び第２項、第６項又は第９項の規定は、確定申告書等、修正申告書又

は更正請求書に､これらの規定による控除の対象となる試験研究費の額及び特別

試験研究費の額、控除を受ける金額並びに当該金額の計算に関する明細を記載し

た書類の添付がある場合に限り、適用する。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、当該確定申告書等に添付された書類に記載された試験研

究費の額及び特定試験研究費の額を基礎として計算した金額に限るものとする。 
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７ 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ますので、当初申告(確定申告書)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)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になります。 

 

 

事例 10 調査結果の内容説明 

〔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

の度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。 

 

【回答】「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。 

 

≪解説要旨≫ 

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（税理士法 30）。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ます(通法 74 の 11②)。 

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こととされています(通法

74 の 11⑤)。 

 

３ 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ので、



 

 

30 

 

「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(代

理して)、税務当局から説明を受けることができないこととされています。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

必要となります。日税連のホームページに「調査の終了の際の手続に関する同意書」

の書式（次葉）がありますので、これを利用するのが便利でしょう。 
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事例 11 消費税の申告書の提出失念 

〔質問〕消費税の申告期限を１か月経過した頃、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あ

て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はありません。無申告加算税を免除してもらうこと

はできないでしょうか。 

 

【回答】免除してもらうことはできません。 

 

≪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か月延長することができますが(法 74、75 の

２)､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月以内となっており（消法 45）､提出期限の延長制度はありません。 

 

２ 法人税の申告期限を１か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

く、「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」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週間を経過す

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されました

(通法 66⑥)。 

「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であるとされています（通令 27 の２①）。 

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

の日までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合で、かつ、

無申告加算税の不適用制度の規定（通法 66⑥)の適用を受けていないとき 

ロ 当該期限後申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限までに納付されて

いた場合 
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不納付加算税についても同様の趣旨の規定があります（通法 67③、通令 27 の２②）。 

 

４ 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

要件は満たしていますが、期限後申告書の提出が法定申告期限により１か月以上経過

していますので、国税通則法第 66 条第６項の規定は適用されません。 

 

 

事例 12 株式制ゴルフ会員権の減損会計と税務上の評価損 

〔質問〕この度、会員制ゴルフ会員権(正会員、株式数 30 株：非上場)をゴルフ会員権

取引業者から９５０万円(名義書換料込み)で取得し、資産計上しました。監査法

人の指導により､取得した事業年度末における当該ゴルフ会社の１株当たりの純

資産額を調べたところ６万円であり、30 株に換算すると１８０万円となったこ

とから、９５０万円との差額７７０万円を減損処理として特別損失に計上しまし

た。 

税務上、評価損として損金算入が認められますか。 

 

【回答】損金算入は認められません。別表四で加算する申告調整が必要となります。 

 

≪解説要旨≫ 

１ ゴルフ会員権は、預託金制のもの、株式制のもの及び社団制のものがあります。 

 

２ ゴルフ会員権の会計上の処理は、「金融商品に関する会計基準」135 によると「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。それらに時価があるものについて著しい時価の下落が生じた場合、又は時

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。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。」と

定められています。 

  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。 

 

３ 税務上､株式制ゴルフ会員権は、あくまで有価証券と区分されますので、評価損の

計上の可否については、有価証券と同様に判定することになります。当該ゴルフ会社

は非上場株式でしょうから、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場合には評価損の損金算入が認められることになります

（法令 68①二ロ、ハ）。この資産状態の著しい悪化は､法基通９－１－９（上場有価

証券等以外の有価証券の発行法人の資産状態の判定）により判定することになります
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が、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％相当額を下回り、かつ、その回復が早期に見込まれないことに該

当するかどうかにより判定することとされています（法基通 9-1-11）。 

 

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％以上下回っているので、評価損が認められるのではないかと考える

向きがあります。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

のですので、一般的な相場（時価）で購入したものといえるでしょう。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、取得した時から取得事業年度末ま

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

権の価額が著しく低下したというような事実の発生が確認できることが必要となり

ます。このような事実が発生していない場合には、評価損の損金算入は認められない

ものと思料します。 


