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はじめに 

例年とは異なり、大きなトラブルもなく成立した平成２９年度改正は、改正項目の量も質

も非常に乏しいです。財産評価の適正化や配偶者控除等の見直しなど、税理士実務に大き

な影響を与える改正もありますが、その大部分は組織再編税制の見直しやタックスヘイブ

ン税制の見直しなど、上場企業などの大企業に影響を及ぼすものであり、中小企業にとっ

て影響を及ぼすものは少なく、税理士実務に対する影響は小さいと言えます。

大企業に影響を及ぼす、という点からも読み取れますが、本年度改正を見ると、経済産業

省が主導する内容が例年に比して多いことが分かります。税制改正において、税収を確保

したい財務省と、経済成長を目的に多くの減税措置を要求する経済産業省との間で、駆け

引きが行われていることは想像できますが、アベノミクスの成果が上がっているとは言え

ない昨今、税収の確保よりも経済成長を求める思いが政治には強くあり、結果として成長

に重きを置いた税制改正を優先させたのではないかと考えられます。

税制改正は政策目的を反映してなされるものですので、この目的に沿った税制改正であれ

ば、そのあり方を批判することはできません。しかし、成長を優先させるという改正の方

策から、至急措置すべき改正事項について、検討が不十分であることが本年度改正の大き

な問題点と考えられます。就業調整を防止するのであれば、配偶者控除の廃止まで踏み込

んだ議論が必要です。タワマン節税を防止するのであれば、固定資産税に限らず相続税評

価の改正まで考慮すべきです。中小企業の節税を防止するのであれば、所得金額だけでは

なく、何をもって中小企業とするのか、その概念整理が必要になります。このあたり、本

来実施しなければならない改正を棚上げにして、小手先の改正に留めるのでは、税制改正

を行う実益は十分ではなく、残念な結果にしかならないでしょう。

とは言え、これらの改正について取り敢えず一部でも法改正を実現させた上で、今後の改

正のための布石を置く、というのが立案者の本音でしょう。このため、今の内から来年度

改正の動向に着目しておく必要があります。この意味では、平成２９年度改正は、将来の

抜本改正を見込んだ過渡的な税制改正であると言えそうです。

なお、税理士実務における注意点としては、中小企業ではほとんど適用されないものの、

大企業などで使われる項目が多いといった特徴がありますから、より細かく顧客の管理を

しておく必要があります。とりわけ、類似業種比準方式の改正については、大企業は減税

になることが多い反面、中小企業は増税になることが多いわけで、改正内容を正確に使い

分ける必要もあります。このような意味では平成２９年度改正は中身がない改正であるに

しても、しっかりと内容を把握し、顧客に応じて使い分ける必要があります。



平成２９年度主要税制改正項目サマリー

Ⅰ 個人課税関係 

税制改正項目 概要

配偶者控除及び配偶者特別

控除の見直し

配偶者控除：本人所得の上限設定と所得に応じた縮減

配偶者特別控除：対象となる配偶者の所得金額の増額と、本

人の所得金額に応じた縮減（平成３０年分以後の所得税等）

積立ＮＩＳＡの創設等

現行ＮＩＳＡとの選択で、積立投資に適した、所定の株式投

資信託に係る積立投資について年間４０万円までＮＩＳＡの

対象とされるなどの改正（平成３０年１月１日以後）

添付すべき特定口座年間

取引報告書の範囲の拡大

電磁的方法により交付を受けた所定の電磁的記録を一定の方

法により印刷した書面で一定のものが添付書類に追加（平成

３１年分以後の所得税等）

特定口座異動届出書の

記載内容の緩和

一定の特定口座異動届出書について、提出する者の個人番号

の記載が不要になる（平成２９年分以後の所得税等）

医療費控除等の改正

医療費控除等の適用要件として、原則、明細書を添付し、領

収書を保存（原則として、平成２９年分以後の確定申告書を

平成３０年１月１日以後に提出する場合について適用）

住宅の耐久性向上改修工事に

係る特例

所定の耐久性向上改修工事が税額控除の対象となる等の改正

（平成２９年４月１日から平成３３年１２月３１日での間に

自己の居住の用に供する場合について適用）

その他の住宅関連税制に

関する改正

省エネ改修工事の範囲につき、全窓要件が緩和されるなど、

所定の改正（平成２９年分の所得税から適用）

肉用牛の売却による農業所得

の課税の特例の延長

肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限が平成

２９年までから平成３２年まで３年延長（法人税も同様）

個人住民税の上場株式等に

係る配当所得等の課税方式の

明確化

上場株式等に係る配当所得等について、所得税と異なる課税

方式により個人住民税を課することができることが明確化



Ⅱ 資産課税関係 

税制改正項目 概要

事業承継税制の見直し

（災害等の特例）

被災者が適用を受ける場合の特例として、所要の措置が創設

（平成２９年１月１日以後の相続等）

事業承継税制の見直し

（中小向け特例）

取消事由である雇用確保要件の一人未満切上げ、認定相続承

継会社の中小企業者であることの要件の撤廃など所要の改正

（平成２９年１月１日以後の相続等）

事業承継税制の見直し

（精算課税）

相続時精算課税に係る贈与が事業承継税制の対象になる（平

成２９年１月１日以後の贈与等）

相続税・贈与税の納税義務の

見直し

非居住無制限納税義務者の要件のうち、国内居住が過去５年

から１０年になること等に加え、一時的滞在の特例の創設（平

成２９年４月１日以後の相続等）

居住用超高層建築物に係る

課税の見直し

タワマンの固定資産税・不動産取得税の税額按分が、階層等

に応じてなされる（平成３０年度から新たに課税されること

となる居住用超高層建築物（平成２９年４月１日前に売買契

約が締結された住戸を含むものを除きます。）について適用）

相続税等の財産評価の適正化

（取引相場のない株式）

類似業種比準方式につき、利益の割合が３→１になるなど、

所定の改正（平成２９年１月１日以後の相続等）

相続税等の財産評価の適正化

（立木の評価）

杉及びひのきについて、現行評価額を全体的に引き下げ。松

について、原則として、標準価額を定めず個別に評価（平成

２９年１月１日以後の相続等）

相続税等の財産評価の適正化

（広大地の評価）

要件が明確化されるとともに、面積に応じた評価から、各土

地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に改正（平

成３０年１月１日以後の相続等）

相続税等の財産評価の適正化

（株式保有特定会社の評価）

株式保有特定会社の判定対象となる株式等の範囲に、新株予

約権付社債が追加（平成３０年１月１日以後の相続等）

物納財産の順位等の改正
上場株式等が第一順位に追加される等所定の改正（平成２９

年４月１日以後の相続等）

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

非課税措置の改正

領収書等の提出について、書面による提出に代えて電磁的方

法により提供することが可能（平成２９年６月１日以後に提

出する領収書等）

医業継続に係る納税猶予等の

改正

適用期間の３年延長（平成３２年９月３０日まで）と認定医

療法人に対する贈与税の非課税措置（平成１８年医療法等改

正法の改正以後の贈与等）



Ⅲ 法人課税関係 

税制改正項目 概要

研究開発税制等の見直し

総額型について増減割合に応じた控除率とする制度に改組し

たり、試験研究費の範囲を拡大させたりするなど所定の改正

（平成２９年４月１日以後開始する事業年度について適用）

所得拡大促進税制の見直し

平均給与等支給額の要件の厳格化（大企業）と、大企業の改

正後の要件を満たす場合には控除額が増額（中小企業）（平成

２９年４月１日以後開始する事業年度について適用）

利益連動給与の見直し

利益連動給与について、算定指標の範囲の拡大などの改正（平

成２９年４月１日以後に支給等に係る決議等をする給与につ

いて適用）

利益連動の退職給与等の

取扱いの改正

利益連動給与の要件を満たさない一定の退職給与は損金不算

入となる等所定の改正（原則、平成２９年１０月１日以後に

支給等に係る決議等をする給与について適用）

事前確定届出給与の見直し

対象に一定の株式報酬や一定の新株予約権報酬が追加され、

一定の譲渡制限付株式報酬が除外（原則、平成２９年１０月

１日以後に支給等に係る決議等をする給与について適用）

定期同額給与の範囲の改正

税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が同額である定期

給与が対象に追加（平成２９年４月１日以後に支給等に係る

決議等をする給与について適用）

譲渡制限付株式又は

新株予約権を対価とする

費用の帰属事業年度の

特例の見直し

譲渡制限付株式を対価とする費用の損金算入時期が、原則と

して制限解除日から制限解除が確定した日に改正される等所

定の改正（原則、平成２９年１０月１日以後に支給等に係る

決議等をする給与について適用）

適格分割の範囲の追加
一定のスピンオフに係る分割型分割が適格分割に追加（平成

２９年４月１日以後開始する事業年度について適用）

１００％子法人株式の全部を

分配する現物分配の改正

１００％子法人株式の全部を分配する現物分配について、分

割型分割と同様の課税関係とするための所要の措置（平成２

９年４月１日以後開始する事業年度について適用）

単独新設分社型分割等の後に

所定の現物分配を行うことが

見込まれる場合の取扱い

単独新設分社型分割等の後に所定の現物分配を行うことが見

込まれる場合の適格判断について所要の措置（平成２９年４

月１日以後開始する事業年度について適用）



税制改正項目 概要

吸収合併等の対価要件の改正

発行済株式の３分の２以上を有する場合には、その他の株主

に対して金銭等交付しても適格合併等とされる（平成２９年

１０月１日以後に行われる組織再編成について適用）

全部取得条項付種類株式の

端数処理等による完全

子法人化の取扱い

スクイーズアウトの税制措置として、一定の完全子法人化が

組織再編成税制の一環とされる（平成２９年１０月１日以後

に行われる組織再編成について適用）

非適格株式交換等に係る

完全子法人等の有する資産の

時価評価制度等の対象資産の

見直し

非適格株式交換等の時価評価の対象資産から、帳簿価額（現

行：資産の価額と帳簿価額との差額）が１千万円未満の資産

が除外される（平成２９年１０月１日以後に行われる組織再

編成について適用）

みなし配当が生じる自己株式

の取得範囲の改正

全部取得条項付種類株式に係る定めを設ける旨の定款変更に

反対する株主からの一定の買取請求に基づく自己株式の取得

がみなし配当事由の範囲から除外（平成２９年１０月１日以

後に行われる組織再編成について適用）

組織再編税制における

適格要件の見直し

一定の合併等に係る株式継続保有要件が見直されるなど、所

要の措置（平成２９年１０月１日以後に行われる組織再編成

について適用）

組織再編税制に係る

租税回避防止規定の改正

支配関係発生年度開始日から支配関係発生日前の一定の譲渡

損失が欠損金の引継ぎ制限の対象になる等所定の改正（平成

２９年４月１日以後開始する事業年度について適用）

中小企業投資促進税制の

上乗せ措置の改正

（中小企業経営強化税制）

中促の上乗せ措置に器具備品・建物附属設備も対象に含める

など所定の改正の上、平成３１年３月３１日まで期限延長（税

額控除額は中促、経営改善設備の特別控除と合わせて法人税

の２０％限度）（平成２９年４月１日以後取得等する対象資産

について適用）

中小企業投資促進税制の

延長等

器具備品が除外された上、平成３１年３月３１日まで期限延

長（税額控除額は中小企業経営強化税制、経営改善設備の特

別控除と合わせて法人税の２０％限度）

特定中小企業者等が経営改善

設備を取得した場合の特別

償却又は税額控除制度の延長

平成３１年３月３１日まで期限延長（税額控除の控除額は中

小企業経営強化税制、中促と合わせて法人税の２０％限度）

地方拠点強化税制の見直し

（税額控除）

税額控除の控除額の上乗せ措置が平成３０年３月３１日まで

延長



税制改正項目 概要

地方拠点強化税制の見直し

（雇用促進税制）

無期・フルタイムの新規雇用者に対する税額控除額の上乗せ

措置など所要の改正（平成２９年４月１日以後開始する事業

年度について適用）

地域中核企業向け設備投資

促進税制の創設

地域の中核事業を支援するための特例措置の創設（企業立地

の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関

する法律の改正法の施行日以後に取得等する対象資産につい

て適用）

法人税関係等の中小企業向け

の各租税特別措置の制限

平均所得金額（前３事業年度の所得金額の平均）が年１５億

円を超える事業年度において、中小向け租税特別措置の適用

が停止（平成３１年４月１日以後に開始する事業年度から適

用）

営業権等の償却方法の改正

営業権等について、取得年度の償却限度額の計算上、月割計

算が義務化（平成２９年４月１日以後開始する事業年度にお

いて適用）

中小企業者等に係る

軽減税率の特例の延長

８００万円以下の法人税率を１５％とする措置が平成３１年

３月３１日までの間に開始する各事業年度まで２年延長

特定の資産の買換えの場合等

の課税の特例の延長等

買換特例のうち所定の規定について、所定の改正を行った上、

適用期限が平成３２年３月３１日まで３年延長

公益法人等又は協同組合等の

貸倒引当金の特例の延長等

割増率を１０％（現行：１２％）に引き下げ、適用期限が平

成３１年３月３１日までに開始する各事業年度まで２年延長

サービス付き高齢者向け賃貸

住宅の割増償却制度の廃止
適用期限（平成２９年３月３１日）の到来をもって、廃止



Ⅳ 消費課税関係 

税制改正項目 概要

仮想通貨に係る課税関係の

見直し

仮想通貨が非課税取引とされる（原則として、平成２９年７

月１日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課

税仕入れについて適用）



Ⅴ 納税環境整備等関係 

税制改正項目 概要

国税犯則調査手続等の見直し
電磁的記録に係る証拠収集手続が整備されるなど、国税犯則

調査手続の充実化（原則、平成３０年４月１日から施行）

災害に関する税制上の措置

（個人課税関係）

被災した場合において、一定のときには住宅ローン控除の継

続適用が可能になり、かつ買換特例の取得予定期間も延長さ

れる（原則、平成２９年分以後の所得税）

災害に関する税制上の措置

（相続税・贈与税関係）

被災した場合の住宅取得等資金の贈与につき、所定の特例措

置が創設されるなど一定の措置（原則、平成２９年１月１日

以後の贈与等）

災害に関する税制上の措置

（法人税関係）

被災した場合の繰戻還付等や被災代替資産の特別償却など一

定の措置（原則、平成２９年４月１日以後開始事業年度から

適用）

災害に関する税制上の措置

（消費税関係）

被災した場合の課税事業者選択届出書の提出期限の特例等一

定の措置（原則、平成２９年４月１日以後に指定日が到来す

る特定非常災害の指定を受けた災害について適用）

納税地の変更に関する届出書

等の緩和

納税地の変更に関する届出書等について、変更後の税務署長

への届出が不要とされる（平成２９年４月１日以後施行）

設立届出書等の緩和
設立届出書等について、登記事項証明書の添付が不要とされ

る（平成２９年４月１日以後施行）

確定申告書の提出期限の延長

の特例の見直し（法人税等）

一定の会計監査人設置会社などについて、申告期限が４月ま

で延長が可能になる（平成２９年４月１日以後開始事業年度

から適用）

国税通則法の申告期限の延長

に係る見直し

納税者の多数にわたり期限までに申告等をすることができな

いと認める場合には延長が可能になるなど、所定の改正（原

則、平成２９年４月１日以後に生ずる災害等のやむを得ない

理由について適用）

増額更正に併せて連動的に

控除額を増額させる措置

所定の規定について、増額更正時に税額控除額を増額させる

ことが可能になる（平成２９年４月１日以後施行）



Ⅵ 国際課税関係 

税制改正項目 概要

外国子会社合算税制等の

総合的見直し

租税負担割合基準の廃止や適用除外基準の見直し、部分合算

課税の拡大など、外国子会社合算税制等の抜本的な見直し（外

国関係会社の平成３０年４月１日以後に開始する事業年度か

ら適用）

非永住者の課税所得の範囲の

見直し

外国の上場市場で譲渡される等の一定の有価証券の譲渡所得

を非永住者の課税所得から除外するなど、所定の改正（平成

２９年４月１日以後に行う有価証券の譲渡について適用）

租税条約の相互協議手続の

改正に伴う国内法の整備

相互協議の申立てを相手国居住者にも認めるなど、租税条約

の相互協議手続の改正に伴う国内法の整備（平成２９年４月

１日から適用）

１００％子法人株式の現物

分配に係る組織再編税制の

見直しへの対応

スピンオフの組織再編成に係る法人税法の改正に応じた、１

００％子法人株式の現物分配がなされた場合の非居住者等株

主の課税関係について所定の整備（所得税については平成２

９年分から、法人税については平成２９年４月１日以後開始

する事業年度から、適用）

※ 適用関係について、大綱上明記されていないものについては、考え得る適用関係を記

載しております。



Ⅰ 個人課税に関する改正

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

概要 

就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除及び配偶者特別控除

が改正されます（大綱Ｐ１７～２０）。 

概ね納税者不利の改正と考えられます。 

内容 

１ 配偶者控除の改正

（１）所得税

配偶者控除の額が、以下の通り改正されます。 

なお、合計所得金額が１，０００万円を超える居住者については、配偶者控除の適用対象

外となります。 

① 現行 

居住者の合計所得金額 
控除額 

控除対象配偶者 老人控除対象配偶者 

制限なし ３８万円 ４８万円 

② 改正後 

居住者の合計所得金額 
控除額 

控除対象配偶者 老人控除対象配偶者 

９００万円以下 ３８万円 ４８万円 

９００万円超９５０万円以下 ２６万円 ３２万円 



９５０万円超１，０００万円以下 １３万円 １６万円 

（２）地方税 

配偶者控除の額が、以下の通り改正されます。 

なお、合計所得金額が１，０００万円を超える所得割の納税義務者については、配偶者控

除の適用対象外となります。 

① 現行 

所得割の納税義務者の 

合計所得金額 

控除額 

控除対象配偶者 老人控除対象配偶者 

制限なし ３３万円 ３８万円 

② 改正後 

所得割の納税義務者の 

合計所得金額 

控除額 

控除対象配偶者 老人控除対象配偶者 

９００万円以下 ３３万円 ３８万円 

９００万円超９５０万円以下 ２２万円 ２６万円 

９５０万円超１，０００万円以下 １１万円 １３万円 

２ 配偶者特別控除の改正

（１）所得税

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が、３８万円超１２３万円以下（現行:

３８万円超７６万円未満）とされ、その控除額が以下の通り改正されます。 

なお、合計所得金額が１，０００万円を超える居住者については、現行と同様、配偶者特

別控除の適用対象外となります。 

① 現行 



配偶者の合計所得金額 控除額 

３８万円超４０万円未満 ３８万円 

４０万円以上４５万円未満 ３６万円 

４５万円以上５０万円未満 ３１万円 

５０万円以上５５万円未満 ２６万円 

５５万円以上６０万円未満 ２１万円 

６０万円以上６５万円未満 １６万円 

６５万円以上７０万円未満 １１万円 

７０万円以上７５万円未満 ６万円 

７５万円以上７６万円未満 ３万円 

② 改正後 

イ 合計所得金額９００万円以下の居住者 

配偶者の合計所得金額 控除額 

３８万円超８５万円以下 ３８万円 

８５万円超９０万円以下 ３６万円 

９０万円超９５万円以下 ３１万円 

９５万円超１００万円以下 ２６万円 

１００万円超１０５万円以下 ２１万円 

１０５万円超１１０万円以下 １６万円 

１１０万円超１１５万円以下 １１万円 

１１５万円超１２０万円以下 ６万円 

１２０万円超１２３万円以下 ３万円 

ロ 合計所得金額９００万円超９５０万円以下の居住者 

配偶者の合計所得金額 控除額 

３８万円超８５万円以下 ２６万円 

８５万円超９０万円以下 ２４万円 



９０万円超９５万円以下 ２１万円 

９５万円超１００万円以下 １８万円 

１００万円超１０５万円以下 １４万円 

１０５万円超１１０万円以下 １１万円 

１１０万円超１１５万円以下 ８万円 

１１５万円超１２０万円以下 ４万円 

１２０万円超１２３万円以下 ２万円 

ハ 合計所得金額９５０万円超１，０００万円以下の居住者 

配偶者の合計所得金額 控除額 

３８万円超８５万円以下 １３万円 

８５万円超９０万円以下 １２万円 

９０万円超９５万円以下 １１万円 

９５万円超１００万円以下 ９万円 

１００万円超１０５万円以下 ７万円 

１０５万円超１１０万円以下 ６万円 

１１０万円超１１５万円以下 ４万円 

１１５万円超１２０万円以下 ２万円 

１２０万円超１２３万円以下 １万円 

（２）地方税 

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が、３８万円超１２３万円以下（現行:

３８万円超７６万円未満）とされ、その控除額が以下の通り改正されます。 

なお、合計所得金額が１，０００万円を超える所得割の納税義務者については、現行と同

様、配偶者特別控除の適用対象外となります。 

① 現行 

配偶者の合計所得金額 控除額 



３８万円超４５万円未満 ３３万円 

４５万円以上５０万円未満 ３１万円

５０万円以上５５万円未満 ２６万円

５５万円以上６０万円未満 ２１万円

６０万円以上６５万円未満 １６万円

６５万円以上７０万円未満 １１万円

７０万円以上７５万円未満 ６万円

７５万円以上７６万円未満 ３万円 

② 改正後 

イ 合計所得金額９００万円以下の所得割の納税義務者 

配偶者の合計所得金額 控除額 

３８万円超９０万円以下 ３３万円 

９０万円超９５万円以下 ３１万円 

９５万円超１００万円以下 ２６万円 

１００万円超１０５万円以下 ２１万円 

１０５万円超１１０万円以下 １６万円 

１１０万円超１１５万円以下 １１万円 

１１５万円超１２０万円以下 ６万円 

１２０万円超１２３万円以下 ３万円 

ロ 合計所得金額９００万円超９５０万円以下の所得割の納税義務者 

配偶者の合計所得金額 控除額 

３８万円超９０万円以下 ２２万円 

９０万円超９５万円以下 ２１万円 

９５万円超１００万円以下 １８万円 

１００万円超１０５万円以下 １４万円 

１０５万円超１１０万円以下 １１万円 



１１０万円超１１５万円以下 ８万円 

１１５万円超１２０万円以下 ４万円 

１２０万円超１２３万円以下 ２万円 

ハ 合計所得金額９５０万円超１，０００万円以下の所得割の納税義務者 

配偶者の合計所得金額 控除額 

３８万円超９５万円以下 １１万円 

９５万円超１００万円以下 ９万円 

１００万円超１０５万円以下 ７万円 

１０５万円超１１０万円以下 ６万円 

１１０万円超１１５万円以下 ４万円 

１１５万円超１２０万円以下 ２万円 

１２０万円超１２３万円以下 １万円 

３ その他 

（１）所得税 

上記の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、給与所得者の扶養控除等申告書、

給与所得者の配偶者特別控除申告書及び公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について、

記載事項の見直しを行う等の所要の措置が講じられます。 

（２）地方税 

① 配偶者控除・配偶者特別控除の見直しによる平成３１年度以降の個人住民税の減収額

については、全額国費で補填することとされています。 

② 上記の見直しに伴い、調整控除の適用要件の見直しを行うなど、所要の措置が講じら

れます。 

適用関係 

上記の改正のうち、所得税に係る改正は、平成３０年分以後の所得税について適用されま



す。 

上記の改正のうち、地方税に係る改正（３（２）①を除きます。）は、平成３１年度分以後

の個人住民税について適用されます。

上記３（２）①の改正は、大綱上明記されていませんが、平成３１年度分以後の個人住民

税の課税について適用されると考えられます。

関連法規 

配偶者控除については、所法８３、地法３４①十・３１４の２①十等

配偶者特別控除については、所法８３の２、地法３４①十の二・３１４の２①十の二等

コメント 

改正議論の俎上に毎年度載る配偶者控除・配偶者特別控除の見直しですが、報道によると、

配偶者控除の廃止や夫婦控除の創設といった大改正がなされると言われていました。しか

し、ふたを開けてみると、配偶者控除について本人の所得の上限設定及び本人の所得に応

じた控除金額の縮減や、配偶者特別控除の控除金額について本人の所得に応じて縮減する

といった、既存の制度の枠組みを大きく変えることのない、小手先の改正で決着されてい

ます。 

改正の背景について、大綱においては以下の解説がなされています。 

１ 配偶者控除の見送りの経緯 

大綱Ｐ３ 

わが国の個人所得課税においては、一定の収入以下の扶養親族を有する場合に、それぞれの事情に応じて

納税者の担税力の減殺を調整することとしており、配偶者控除もその調整の仕組みの一つである。また、

諸外国においても配偶者の存在を考慮した仕組みが設けられている。こうした点を勘案すれば、配偶者控

除を廃止して、配偶者に係る配慮を何ら行わないことには問題がある。 

２ 夫婦控除の見送りの経緯 

大綱Ｐ３ 



夫婦世帯を対象に新たな控除を認めるとの考え方もあるが、全ての夫婦世帯を対象とすれば、高所得者の

夫婦世帯にまで配慮を行うこととなり、非常に多額の財源を必要とすることから、控除の適用に当たって

夫婦世帯の所得に上限を設けることが必要となる。しかし、わが国においては個人単位課税を採用してお

り、世帯単位で所得を把握することが難しいとの問題がある。また、夫婦世帯を対象に新たな控除を設け

ることについて、国民の理解が深まっているとは言えない。 

配偶者控除・配偶者特別控除について抜本改革が必要なことは理解しているものの、所得

控除制度や個人単位課税という既存の所得税の枠組みを変えることができないというジレ

ンマが立案者側にはあり、結果として小手先の改正に留めざるを得なかった、という言い

訳が記載されています。このような小手先の改正は、抜本改正までの経過的措置として行

うことは致し方ないことも事実ですが、このような経過的措置が導入されれば、法律は確

実に複雑になります。抜本改正の道筋が見えない中で、このような改正を入れる実益が本

当にあるのか、大いに疑問があります。 

実際のところ、改正後の控除額は非常に分かりにくくなっており、以下の図を見ても、容

易には整理ができない制度となっています。 

（出典）大蔵財務協会研修会資料



実務の注意点としては、合計所得金額１千万円前後の納税者に対しては、行政指導による

接触が確実に増えると考えられます。特に、年末調整の際等は、副業等の所得金額も関係

してきますので、合計所得金額の見積額を細かく確認する必要があるでしょう。 

なお、大綱上明記されているわけではありませんが、「控除対象配偶者～を有する居住者に

ついて適用する配偶者控除の額を次のとおりとする」（大綱Ｐ１７）とされていることから、

現行の所得税法の控除対象配偶者の定義（所法２①三十三）を変えることはないと考えら

れます。このため、控除対象配偶者を扶養親族等の一人として税額計算が適用される毎月

支払う給与から徴収する源泉徴収税額については、本人の合計所得金額の見積もりに関係

なく、現状と同様の取扱いになると想定されます。 

この点、改正法の確認が必要になりますし、仮にこの想定で正しければ、年末調整の段階

で不足額を徴収する従業員が増える可能性が大きいですので、注意が必要になります。 

配偶者控除・配偶者特別控除に限った話ではありませんが、所得控除制度の大きな問題点

として、高い税率が適用される富裕層により大きなメリットがあることが指摘されていま

す。この点からすれば、所得金額に関係なく一定額の控除となる税額控除方式への切替え

が有効と解されますが、大綱において今後の改革の方向性として挙げられているだけで（参

考：大綱Ｐ５）、本改正において十分な議論がなされたとは考えられません。 

配偶者控除の適用上限を定めたとしても、真に制限すべき富裕層のほとんどは会社経営を

していることが多いわけで、となれば所得の分散をしたり、高税率が適用され、かつ給与

所得控除も制限されている所得税の負担を嫌い、法人の内部留保を強めたりする、といっ

た節税を図るはずです。以上を踏まえれば、本制度の悪影響を最も受けるのは、いわゆる

金持ちサラリーマンであることは容易に想定されます。日本の税制度はサラリーマンに厳

しいと言われますが、課税の公平の考え方から、果たしてこのままでいいのか大いに疑問

があります。 

ところで、本改正の趣旨ですが、以下の通りパート収入を押さえる就業調整を問題視して

いることが読み取れます。 

大綱Ｐ４ 

就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため、所得税・個人住民税における現行の配偶者控除・配偶者特

別控除の見直しを行う。具体的には、所得税の場合、配偶者特別控除について、所得控除額３８万円の対

象となる配偶者の合計所得金額の上限を８５万円（給与所得のみの場合、給与収入１５０万円）に引き上



げるとともに、現行制度と同様に、世帯の手取り収入が逆転しないような仕組みを設ける。この給与収入

１５０万円という水準は、安倍内閣が目指している最低賃金の全国加重平均額である１，０００円の時給

で１日６時間、週５日勤務した場合の年収（１４４万円）を上回るものである。 

こうした見直しは、働きたい人が就業調整を行うことを意識しないで働くことのできる環境づくりに寄与

するものであり、また、人手不足の解消を通じて日本経済の成長にも資することが期待される。 

しかしながら、就業調整する大きな理由は、年収が１０３万円以下であれば、本人に税金

がかからないことにあると考えられ、それが制度上１５０万円に引き上げられたとしても、

就業調整にプラスの影響が働くか大いに疑問です。仮に、立案者の想定通りであったとし

ても、１０３万円の壁が１５０万円の壁に変わるだけ、といった整理になるに過ぎないと

懸念されます。 

実際のところ、従来から配偶者特別控除によって１０３万円の壁は解消していると言われ

ており、就業調整の問題は１０３万円という金額が先行する従業員の意識にあると指摘さ

れていました。となれば、このような意識改革を促すのであれば、むしろ基礎控除にまで

踏み込んで改正を行う必要があると考えられます。 

加えて、就業調整の理由は税だけでなく、社会保険にもあるわけで、税だけ先行してこの

ような改正を行うのは、合理的とは言えません。事実、本改正によって妻の年収が増加し

て減税になった世帯でも、社会保険料の増加や妻の年収増加による配偶者手当の減額から、

世帯の手取りが減る可能性も考えられます。滑稽なことに、配偶者手当制度等の見直しを

企業に要請する、といった責任逃れの記述も大綱には明記されています（参考：大綱Ｐ４

～５）。 

以上を踏まえると、本改正の本音は、配偶者控除の適用対象を制限することにあり、言い

換えれば富裕層に対する増税にあると考えざるを得ないと思われます。 



積立ＮＩＳＡの創設等 

概要 

家計の安定的な資産形成を支援する観点から、少額からの積立・分散投資を促進するため

の積立ＮＩＳＡが創設されます（大綱Ｐ２０～２２）。

確定申告書等に添付すべき特定口座年間取引報告書の範囲が拡大されるとともに、一定の

特定口座異動届出書の記載内容が緩和されます（大綱Ｐ２２）。

納税者有利の改正です。

内容 

１ 非課税累積投資契約に係る非課税措置の創設 

（１）全体像 

現行の非課税上場株式等管理契約に係る非課税措置との選択により、以下の措置が適用で

きることとされます。 

① 配当等の非課税 

居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に累積投資勘定を設けた

日から同日の属する年の１月１日以後２０年を経過する日までの間に支払を受けるべき累

積投資勘定に係る公募等株式投資信託の配当等のうち一定のものについては、所得税及び

個人住民税を課さないこととされます。 

② 譲渡所得の非課税 

居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に累積投資勘定を設けた

日から同日の属する年の１月１日以後２０年を経過する日までの間にその累積投資勘定に

係る公募等株式投資信託の受益権の譲渡をした場合には、その譲渡による譲渡所得等につ

いては、所得税及び個人住民税を課さないこととされます。 

ただし、この取扱いの適用を受ける公募等株式投資信託の受益権の譲渡による損失金額は、

所得税及び個人住民税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなされます。 



③ 公募等株式投資信託の意義 

上記①及び②の対象となる公募等株式投資信託は、株式投資信託のうち、受益権が金融商

品取引所に上場等されているもの又はその設定に係る受益権の募集が一定の公募により行

われたものに限ります。 

④ 非課税累積投資契約の意義等 

イ 非課税累積投資契約の意義 

非課税累積投資契約とは、上記①及び②の非課税の適用を受けるために、居住者等が金融

商品取引業者等と締結した公募等株式投資信託の受益権の定期かつ継続的な方法による買

付け及びその管理に関する契約で、その契約書において以下の事項が定められているもの

をいいます。 

項目 内容 

受益権の管理 受益権の管理は、累積投資勘定において行うこと 

累積投資勘定 

の設定方法 

提出を受けた非課税適用確認書、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通

知書に記載された勘定設定期間においてのみ設けられること 

累積投資勘定 

の設定日 

累積投資勘定は、原則として、勘定設定期間内の各年の１月１日におい

て設けられること 

受入受益権の 

範囲 

累積投資勘定には、一定の事項（※）が投資信託約款に記載されている公

募等株式投資信託の受益権のみを受け入れること 

受入受益権の 

金額の合計額 

累積投資勘定の設定日から同日の属する年の１２月３１日までに一定の

方法により取得した公募等株式投資信託の受益権（期間内の取得対価の

合計額が４０万円を超えないものに限ります）等のみを受け入れること 

住所地等の 

確認 

営業所の長は、非課税口座の開設日の属する年の１月１日以後１０年を

経過する日及び同日の翌日以後５年を経過する日ごとに、これらの日に

おける開設者の住所地等を確認することとされていること 

その他 その他一定の事項 

（※）累積投資に適した商品性を有するものとして、以下の事項とされています。 

・ 信託契約期間の定めがないこと又は２０年以上の信託契約期間が定められていること 

・ 収益の分配は、原則として信託の計算期間ごとに行うこととされており、かつ、月ごとに行うこと

とされていないこと 

・ 信託財産は、複数の銘柄の有価証券又は複数の種類の特定資産に対して分散投資をして運用を行い、

かつ、一定の場合を除いてデリバティブ取引への投資による運用を行わないこと 

・ その他一定の事項 



ロ 累積投資勘定の意義 

累積投資勘定とは、契約に基づき非課税口座で管理される公募等株式投資信託の受益権を

他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成３０年から平成４９年までの各

年のうち、現行の非課税管理勘定が設定される年以外の年に設けられるものをいいます。 

（２）払出し時の金額の上限額撤廃

非課税口座に設けられた非課税管理勘定に、他の年分の非課税管理勘定又は未成年者口座

に設けられた非課税管理勘定から移管がされる上場株式等については、その移管により非

課税管理勘定に受け入れる上場株式等の価額（払出し時の金額）の上限額（現行：上限額

は毎年１２０万円）が撤廃されます。

なお、この改正については、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所

得等の非課税措置（ジュニアＮＩＳＡ）における非課税管理勘定又は継続管理勘定への上

場株式等の移管（現行：上限額は毎年８０万円）についても同様とされています。

（３）その他所要の措置が設けられます。

２ 添付すべき特定口座年間取引報告書の範囲の拡大

上場株式等に係る配当所得等又は譲渡所得等の金額を申告する際に確定申告書等に添付す

る特定口座年間取引報告書の範囲に、金融商品取引業者等から電磁的方法により交付を受

けた、特定口座年間取引報告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録を一定の方法に

より印刷した書面で、真正性を担保するための所要の措置が講じられているものとして国

税庁長官が定めるものが加えられます。

３ 特定口座異動届出書の記載内容の緩和

特定保管勘定又は特定信用取引等勘定の設定又は廃止をする場合に提出する特定口座異動

届出書について、提出する者の個人番号の記載を要しないこととされます。

適用関係 

上記１の改正は、大綱上明記されていませんが、累積投資勘定が平成３０年から設定され



ますので、同年１月１日から適用されると考えられます。 

上記２の改正は、平成３１年分以後の所得税及び平成３２年度分以後の個人住民税につい

て適用されます。 

上記３の改正は、大綱上明記されていませんので、経過措置の原則の通り、平成２９年４

月１日から施行され、平成２９年分以後の所得税及び平成３０年度分以後の個人住民税に

ついて適用されると考えられます。 

関連法規 

上記１：措法９の８・９の９・３７の１４・３７の１４の２等

上記２：改正措令４の２⑨・２５の９⑭等

上記３：措規１８の１２の２等

コメント 

１ 積立ＮＩＳＡの創設について 

直接金融を日本にも根付かせる目的で、平成２６年１月からスタートしたＮＩＳＡ制度で

すが、より使いやすい制度にするために、毎年のように税制改正が行われています。平成

２９年度改正においては、中長期的に安定的なリターンを実現するためには、分散投資が

必要という考え方から、少額分散投資と長期投資が可能になる制度として、積立ＮＩＳＡ

が創設されることになりました。本制度の概要については、以下をご参照下さい。 



（出典）金融庁資料（http://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20161222-1/01.pdf） 

積立投資に対する措置になりますので、自ずと対象になる金融商品は限定され、長期積立・

分散投資に即した一定の投資信託のみが対象になります。対象となる金融商品の詳細は改

正法を受けて金融機関から公開されると考えられますが、この制度は現行ＮＩＳＡとの選

択適用になりますので注意が必要です。 

この選択ですが、大綱を読む限り現行の非課税管理勘定が設定される以外の年となってい

ますので、暦年単位で選択は可能と考えられます。しかし、現行使用している非課税管理

勘定をロールオーバーして使用するような場合には適用にならないと考えられます。この

ため、投資の戦略をどう考えるかについても重要になります。 

その他、金融庁の税制改正要望によると、年間投資額の上限は６０万円を要望していまし

た（http://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20160831-3/01.pdf）が、４０万円に落ち着いて
います。金額の基準をどのように決めたのか、明確なものはありませんが、平成２７年度

改正における金額の措置と、本改正の金額の措置には矛盾があると考えます。 

平成２７年度改正において、ＮＩＳＡの上限金額が１２０万円に引き上げられた際、その

金額の根拠について、月１０万円の定額投資に適していると説明されていました。このよ

うに、月の定額投資を含めて取扱いを定めている以上、１２で割り切れる数字が金額基準

としては望ましいはずです。 



何より、本制度は積立投資を目的としたものであり、要件として「定期かつ継続的な方法

による買付け及びその管理」が要請されていますから、投資額については金融庁の要望の

通り、６０万円とするのが望ましいと考えます。 

ところで、ＮＩＳＡは、投資を後押しするという政策目的の側面が大きな制度ですが、こ

こまで長期的な投資を可能にする制度であれば、もはや恒久的措置として考える必要があ

ると考えられます。投資可能期間の制限を撤廃することや、現状のような場当たり的な要

件緩和の改正を矢継ぎ早に行わないとすることなど、恒久化に即した対応も必要になると

考えられます。 

２ 払出し時の金額の上限額撤廃について 

現行制度においては、非課税期間を終了して新しい非課税管理勘定に移管する場合、投資

上限額の範囲内でしかロールオーバーができません。平成２９年度改正においては、その

上限が撤廃されます。 

このため、より長期的な投資が可能になると考えられ、となれば現行のＮＩＳＡが使えな

い年分しか使えない積立ＮＩＳＡをどのように使うか、慎重な判断が必要になると考えら

れます。 

ところで、本改正に関連して、金融庁は、含み損が生じている場合、払出し価額が払出し

時点の時価となると、将来株価が上昇した際、含み損部分も含めて課税されてしまうため、

含み損が生じている場合には、払出し価額を取得価額とするよう要望していました（参考：

http://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20160831-3/01.pdf）。この改正要望は実現していませ
んので、含み損が生じている株式については、従来と同様の取扱いとなります。 



医療費控除等の改正

概要 

医療費控除やセルフメディケーション税制の適用を受けるために、添付等すべき書類の見

直しが行われます（大綱Ｐ３７～３９）。

納税者有利の改正です。

内容 

１ 所得税関係

（１）添付等すべき資料の改正

医療費控除又は特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例（セルフメ

ディケーション税制）の適用を受ける者が確定申告書に添付又は提示をすべき資料が、以

下の通り改正されます。

現行 改正後

必要資料

① 医療費の領収書又は医薬品購入

費の領収書

② 健康の保持増進及び疾病の予防

への取組を行ったことを明らか

にする書類（※）

① 医療費の明細書又は医薬品購入

費の明細書

② 健康の保持増進及び疾病の予防

への取組を行ったことを明らか

にする書類（※）

必要手続き ①・②を確定申告書に添付又は提示
①を確定申告書に添付

②を確定申告書に添付又は提示

（※）セルフメディケーション税制の適用を受ける場合のみ必要

（２）領収書等の保存義務

税務署長は、確定申告期限等から５年間、以下①及び②以外の医療費の領収書又は医薬品

購入費の領収書の提示又は提出を求めることができることとされ、その求めがあった場合

には、適用者はこれらの領収書の提示又は提出をしなければならないこととされます。

領収書の種類 内容



① 医療費通知書に

係る医療費の

領収書

確定申告書提出時に、医療保険者から交付を受けた医療費通知書

を医療費の明細書として添付した場合におけるその医療費通知書

に係る医療費の領収書

② 医療費通知情報に

係る医療費の

領収書

電子情報処理組識を使用して確定申告を行った際に、医療保険者

から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名及

びその電子署名に係る電子証明書が付されたものを医療費の明細

書として送信した場合の、その医療費通知情報に係る医療費の領

収書

２ 地方税関係

個人住民税の申告についても、下記を除き、１と同様の改正が行われます。

項目 所得税 個人住民税

提示等を求める期間 確定申告期限等から５年 法定納期限の翌日から５年

保存等が必要でない書類 上記１（２）①・② 上記１（２）①

適用関係 

１ 所得税の改正の適用関係

取扱い 内容

原則
平成２９年分以後の確定申告書を平成３０年１月１日以後に提出する場合につ

いて適用

経過措置
平成２９年分～平成３１年分の確定申告については、現行の医療費の領収書又

は医薬品購入費の領収書の添付又は提示による医療費控除等の適用が可能

２ 地方税の改正の適用関係

取扱い 内容

原則
平成３０年度分以後の個人住民税の申告書を平成３０年１月１日以後に提出す

る場合について適用

経過措置

平成３０年度分～平成３２年度分の個人住民税の申告については、現行の医療

費の領収書又は医薬品購入費の領収書の添付又は提示による医療費控除等の適

用が可能



関連法規 

所法７３・１２０③一、所令２６２①二等

措法４１の１７の２、措令２６の２７の２④等

地法３４①二・３１４の２①二、地規２の２②

地法附則４の４等

コメント 

医療費控除に係る要件緩和と言えば都合がいいように聞こえますが、この改正は、むしろ

納税者不利と捉えるべきなのかも知れません。この改正により、原本に当たる医療費の領

収書等の保存が厳しくなるからです。

実務上、医療費控除に関する質問を受けることは多いですが、医療費控除を受ける上で最

も確実で効果的な方策は、医療費の領収書を確定申告の段階で国税職員に提示することと

考えています。明らかにダメなものはその際否認されるでしょうし、グレーな部分につい

ては、確定申告の相談会場においては精査する余裕がないことから、国税職員から「とり

あえず申告してください。」といった形で、寛大な措置がなされることも多いからです。と

りあえず申告しても、提示した際に国税職員の確認印を貰えば後日問題になることは原則

ありませんので、実際のところはかなり多くのグレーな医療費について、所得控除が受け

られているのではないかと考えています。

よく言われる話でもありますが、確定申告時期は余裕がないため、国税職員は原則として

医療費の領収書を確認していません。しかし、保存が義務付けられれば、内容を後日の税

務調査又は行政指導でじっくりと確認することができるわけで、国税職員にとってはメリ

ットがあります。特に、医療費の明細書等は添付すべきとされていますので、明細書を基

にじっくりと検討される可能性があることを踏まえて、今後の医療費控除の申告は慎重に

行うべきと考えられます。本改正がスタートすれば、間違いなく行政指導による接触は増

えると想定されます。

上記を踏まえ、今後の対応として考えておきたいのは、以下の３点です。

１ 平成３１年分までは提示を前提とする

経過措置により、平成３１年分の確定申告までは領収書の提示で足りるわけですから、こ



のようにしてリスクを低減させるのが妥当と考えます。

２ 明細書の記載内容はしっかり確認する

法人税の内訳書の記載方法と同様、調査対策としては、確定申告書に添付すべき医療費の

明細書は、必要最低限の記載に留めることが重要になります。おそらく、現行の医療費の

封筒を前提としたものになると考えられますが、具体的な明細書の様式は別にして、明細

書の記載事項は施行規則又は通達などで定められるはずです。このため、改正法などによ

り記載すべき内容を確認し、必要最低限の事項しか書かない、と心がけるのが望ましいと

考えます。

３ 申告内容のお尋ねの回答は慎重に行う

改正がスタートすれば、制度の定着を目的に、医療費控除申告者に対しては、行政指導に

よる接触が増えると想定されます。行政指導であれば回答義務はありませんし、仮に回答

がないことをもって、実地の税務調査に移行されるとしても、医療費控除の金額はそれほ

ど大きくありませんから、医療費控除を中心に税務調査されても、実際のところはそれほ

ど大きな不利益はないと考えられます。

加えて、実地の調査であれば再調査の制限の対象になりますので、むしろ有効に働く場合

もありますから、回答すべきかどうか、慎重に判断すべきと考えます。

その他、ミスが起こりそうなポイントとしては、セルフメディケーション税制の適用を受

ける場合には、健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類

の提示又は添付が、従来通り必要になるということです。本改正により、添付資料は明細

書だけで足りると考えてしまうと、この書類の提出が漏れてしまう可能性がありますから、

しっかりと整理しておく必要があります。



（出典）大蔵財務協会研修会資料



その他押さえておくべき改正事項

概要 

住宅関連税制について、特別控除の対象となる工事の拡大など、所定の改正が行われます

（大綱Ｐ２２～２５）。

その他、所定の特別措置の延長が行われます（大綱Ｐ３４・４０）。

納税者有利の改正です。

内容 

１ 住宅の耐久性向上改修工事に係る特例 

（１）特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に

係る特例（措法４１の３の２）の改正 

① 改正の全体像 

改正項目 内容 

適用対象工事の追加 
特定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改

修工事の追加 

税額控除率２％の対象となる

住宅借入金等の範囲の追加 

特定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改

修工事の費用に相当する住宅借入金等の追加 

その他の要件等 現行と同様 

② 対象となる一定の耐久性向上改修工事の範囲等 

項目 内容 

対象工事 

・ イ 小屋裏、ロ 外壁、ハ 浴室・脱衣室、ニ 土台・軸組等、

ホ 床下、ヘ 基礎、ト 地盤に関する劣化対策工事で一定の要

件（※）を満たすもの 

・ チ 給排水管若しくは給湯管に関する維持管理又は更新を容易に

するための工事で一定の要件（※）を満たすもの 

耐久性向上改修 

工事の証明書の 

・ 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評

価機関 



発行機関 ・ 建築基準法に規定する指定確認検査機関 

・ 建築士法の規定により登録された建築士事務所に所属する建築士 

・ 特定住宅暇疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定による

指定を受けた住宅暇疵担保責任保険法人 

（※）以下の要件とされています。 

・ 増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は一室の床若しくは壁の全部について行う修

繕若しくは模様替等であること 

・ 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること 

・ 改修部位の劣化対策並びに維持管理及び更新の容易性が、いずれも増改築による長期優良住宅の認

定基準に新たに適合することとなること 

・ 工事費用（補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額）の合計額が５

０万円超であること 

（２）既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除（措法４１の１９

の３）の改正 

① 改正の全体像 

改正項目 内容 

適用対象工事の追加 
一定の耐久性向上改修工事で耐震改修工事又は省エネ

改修工事と併せて行うものを追加 

控除額（下記以外の場合） 

（耐震改修工事又は
．．
省エネ改修工事に係る標準的な工

事費用相当額＋耐久性向上改修工事に係る標準的な工

事費用相当額）（※１）×１０％ 

控除額（耐震改修工事及び
．．
省エネ

改修工事と併せて一定の耐久性向

上改修工事を行う場合） 

（耐震改修工事に係る標準的な工事費用相当額＋省エ

ネ改修工事に係る標準的な工事費用相当額＋耐久性向

上改修工事に係る標準的な工事費用相当額）（※２）×

１０％ 

標準的な工事費用相当額の意義 

耐久性向上改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の

額として定められた金額×耐久性向上改修工事を行っ

た箇所数等 

その他の要件等 現行と同様

（※１）２５０万円（省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合には、３５０万円）が限度

とされます。 

（※２）５００万円（省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合には、６００万円）が限度

とされます。 

② 対象となる一定の耐久性向上改修工事の範囲等 

項目 内容 



対象工事 

・ イ 小屋裏、ロ 外壁、ハ 浴室・脱衣室、ニ 土台・軸組等、

ホ 床下、ヘ 基礎、ト 地盤に関する劣化対策工事で一定の要

件（※）を満たすもの 

・ チ 給排水管若しくは給湯管に関する維持管理又は更新を容易に

するための工事で一定の要件（※）を満たすもの 

耐久性向上改修 

工事の証明書の 

発行機関 

・ 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評

価機関 

・ 建築基準法に規定する指定確認検査機関 

・ 建築士法の規定により登録された建築士事務所に所属する建築士 

・ 特定住宅暇疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定による

指定を受けた住宅暇疵担保責任保険法人 

（※）以下の要件とされています。 

・ 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること 

・ 改修部位の劣化対策並びに維持管理及び更新の容易性が、いずれも増改築による長期優良住宅の認定

基準に新たに適合することとなること 

・ 工事に係る標準的な工事費用相当額（補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した

後の金額）が５０万円超であること 

２ その他の住宅関連税制に関する改正

（１）省エネ改修工事の範囲の追加等

① 全体像

改正項目 内容 

追加される省エネ

改修工事の内容

居室の窓の断熱改修工事又は居室の窓の断熱改修工事と併せて行う天

井、壁若しくは床の断熱改修工事で一定のもの（※）

省エネ改修工事の

追加等がなされる

規定

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除（措法４１）、特定の

増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控

除額に係る特例（措法４１の３の２）及び既存住宅に係る特定の改修

工事をした場合の所得税額の特別控除（措法４１の１９の３）

（※）改修後の住宅全体の断熱等性能等級が改修前から一段階相当以上向上し、改修後の住宅全体の省エ

ネ性能が断熱等性能等級４又は一次エネルギー消費量等級４以上及び断熱等性能等級３となること

等の要件を満たすもの 

② 所要の措置

上記の改正に伴い、以下の措置も設けられます。



イ 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除（措法４１の１９の

３）の適用対象となる省エネ改修工事について、その年の前年以前３年内に省エネ改

修工事を行って、この税額控除の適用を受けている場合には、適用しないこととされ

ます。

ロ 標準的な工事費用相当額について所要の措置が講じられます。

（２）証明書の様式の統一

現行、以下とされている証明書の様式が統一されます。

対象となる工事 証明書 

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除（措法４１）、

特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額

の特別控除の控除額に係る特例（措法４１の３の２）及び既存

住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除

（措法４１の１９の３）の対象となる増改築等 

増改築等に該当すること

を証明する書類 

（増改築等工事証明書） 

既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除（措法４

１の１９の２）の対象となる耐震改修 

耐震改修に該当すること

を証明する書類 

（住宅耐震改修証明書)  

３ 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の延長 

肉用牛の売却による農業所得の課税の特例（措法２５）の適用期限が３年延長され、平成

２９年までの各年から平成３２年までの各年とされます。 

この改正は、法人税（措法６７の３）についても同様とされていますので、適用期限が平

成３０年３月３１日までの期間内の日を含む各事業年度から、平成３３年３月３１日まで

の期間内の日を含む各事業年度とされると考えられます。 

４ 個人住民税の上場株式等に係る配当所得等の課税方式の明確化 

上場株式等に係る配当所得等について、市町村が納税義務者の意思等を勘案し、所得税と

異なる課税方式により個人住民税を課することができることが明確化されます。 

適用関係 



上記１の改正は、増改築等をした居住用家屋を平成２９年４月１日から平成３３年１２月

３１日での間に自己の居住の用に供する場合について適用されます。

上記２の改正は、大綱上記載がありませんので、経過措置の原則の通り、平成２９年４月

１日から施行され、平成２９年分の所得税から適用されると考えられます。

上記３及び４の改正は、大綱上記載がありませんが、適用期限の延長と規定の明確化の改

正ですので、平成２９年４月１日から施行されると考えられます。

関連法規 

上記の通り

コメント 

１ 住宅関連税制について

本改正の趣旨として、国土交通省の税制改正事項によると、「既存住宅流通・リフォーム市

場の活性化に向けて、耐震性・省エネ性・耐久性に優れた良質な住宅ストックの形成を促

進するため、既存住宅の耐震・省エネリフォームに係る特例措置を拡充する」と説明され

ています（http://www.mlit.go.jp/common/001154872.pdf）。

近年の日本の住宅政策には、長期優良住宅に代表されるように、欧米並みに長持ちする住

宅を建てて環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承する、とい

う目的があります。この目的に沿って、長期優良住宅の認定基準に、新たに増改築に係る

基準が設けられ、平成２８年２月４日に長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則、

平成２８年２月８日に長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準が改正

され、平成２８年４月１日から、増改築に係る長期優良住宅建築等計画の認定申請手続き

ができるようになっています。

本改正は、この流れに沿ってリフォーム税制を強化するために行われるものであり、所定

の耐久性向上改修について、上乗せで税額控除を認めるものです。既存の制度に上乗せし

て適用することであることから、省エネ改修工事又は耐震改修工事（ローン型は、省エネ

改修工事）と併せて行う必要があります。

最も影響があるものは、以下の省エネ改修工事の範囲の改正であり、全ての居室の窓全部

の改修が必要とされていた要件（全窓要件）が緩和されます。



現行 改正後

全ての居室の窓全部の改修工事、又はその工

事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工

事若しくは壁の断熱工事で、その改修部位の

省エネ性能又は断熱性能がいずれも平成２

５年基準以上となる工事

（https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku
/1219.htm）

・ 左記の工事

・ 居室の窓の断熱改修工事又は居室の窓

の断熱改修工事と併せて行う天井、壁若

しくは床の断熱改修工事で改修後の住宅

全体の断熱等性能等級が改修前から一段

階相当以上向上し、改修後の住宅全体の

省エネ性能が断熱等性能等級４又は一次

エネルギー消費量等級４以上及び断熱等

性能等級３となること等の要件を満たす

もの

２ 個人住民税の上場株式等に係る配当所得等の課税方式について

現行、上場株式等に係る配当所得等の計算は、原則として申告分離・不申告・総合課税の

いずれかを選択できることになっています。この選択ですが、現行は国税の申告について

住民税の申告もしたとみなされることから、所得税と住民税で異なる選択をすることはま

ずないと考えられますが、その選択が認められることが明確化されます。



（出典）大蔵財務協会研修会資料

ごく簡単に試算すると、所得金額が６９５万円を超えて適用税率が２３％になると、国税

で総合課税を選択しても、住民税で分離課税を使わなければ、トータルの税負担は大きく

なると解説されています。

（１）所得金額が６９５万円以下の場合

表面税率 配当控除 源泉税率 計

所得税 ２０％ △１０％ △１５％ △５％

住民税 １０％ △２．８％ △５％ ＋２．２％

合計 ３０％ △１２．８％ △２０％ △２．８％

国税は配当控除と源泉の控除で総合課税が有利になりますが、住民税は分離課税で５％の

特別徴収だけとすることが有利になります。ただし、トータルで見れば、総合課税されて

も２．８％の還付が見込めます。

（２）所得金額が６９５万円超の場合

表面税率 配当控除 源泉税率 計



所得税 ２３％ △１０％ △１５％ △２％

住民税 １０％ △２．８％ △５％ ＋２．２％

合計 ３３％ △１２．８％ △２０％ ＋０．２％

国税は配当控除と源泉の控除で総合課税が有利になりますが、住民税は分離課税で５％の

特別徴収だけとすることが有利になります。加えて、トータルで見ると、総合課税される

と０．２％の追徴の可能性が生じます。

住民税において、国税の選択とは関係なく分離課税が適用できるのであれば、所得金額に

関係なく適用した方が有利になるという結論になります。このため、所得税の申告に関係

なく、上場株式の配当等がある場合には、住民税の申告を検討する必要があると言えます。

なお、この改正は明確化とされていますので、次回平成２８年度分の申告においても適用

が可能と考えられます。この場合の適用関係ですが、地方税法を前提とすると、以下の通

り、原則として所得税の確定申告書の提出日に住民税の申告があったとみなされます。

地方税法４５の３の１項

第二十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書（以

下本条において「確定申告書」という。）を提出した場合（政令で定める場合を除く。）には、本節の規定

の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提

出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

このため、所得税の申告書の提出日前に住民税の申告を行うか、現行実務における訂正申

告に準じ、所得税の申告書の提出後、提出期限内に住民税の申告を新たに行う等すれば、

提出した住民税の申告書が建前としては有効になると解されます。

ただし、この点、地方税の実務が不透明ですので、住民税の申告を行う際、明確化とされ

ているため平成２８年度の申告においてもこの改正の措置が認められるか、そして提出す

る住民税の申告が所得税の申告に関係なく有効と取り扱わるのか、地方税の担当者に確認

を取っておく必要があります。



Ⅱ 資産課税に関する改正

事業承継税制の見直し

概要 

制度を更に使いやすくする観点から、事業承継税制について、雇用確保要件が緩和された

り、相続時精算課税制度に係る贈与が本制度の対象とされたりするなど、一定の要件緩和

が行われます。（大綱Ｐ４１～４２）。

納税者有利の改正です。

内容 

１ 災害等の被災者等が適用を受ける場合の特例 

災害等の被災者等が事業承継税制の適用を受ける場合、適用対象となる会社の認定等の時

期に応じ、以下の措置が講じられます。 

（１）災害等の発生前に相続等又は贈与により非上場株式等を取得し、中小企業における

経営の承継の円滑化に関する法律の認定を受けている、又は認定を受けようとしてい

る会社の場合 

災害等により受けた被害の態様に応じ、以下の取扱いが設けられます。 

被害の態様 取扱い 

災害により被害を受けた資産／総資産 

≧３０％ 

・ 雇用確保要件の免除等 

・ 破産等の場合には、猶予税額の免除 

災害により被災した事業所で雇用され

ていた従業員数／従業員総数≧２０％ 

・ 雇用確保要件の免除等 

・ 破産等の場合には、猶予税額の免除 

一定の災害等（※）の発生後６月間の 

売上高／前年同期間の売上高≦７０％ 

・ 売上高の回復に応じ雇用確保要件の緩和等 

・ 破産等の場合には、猶予税額の免除 

（※）中小企業信用保険法２⑤一～四までに掲げる一定の事由をいいます。 

（２）災害等の発生後に相続等により非上場株式等を取得し、中小企業における経営の承



継の円滑化に関する法律の認定を受けようとしている会社の場合 

（１）の措置に加え、事前役員就任要件が緩和されます。 

２ 雇用確保要件の緩和

納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、相続開始時又は贈与時の常時使用従業

員数に１００分の８０を乗じて計算した数に一人に満たない端数があるときは、切り捨て

（現行：切り上げ）られます。

ただし、相続開始時又は贈与時の常時使用従業員数が一人の場合には、一人とされます。

３ 相続時精算課税制度に係る贈与の取扱い

相続時精算課税制度に係る贈与が、事業承継税制（贈与税）の適用対象に加えられます。

４ 贈与者死亡の場合の相続税の納税猶予制度における要件緩和

贈与者死亡の場合の相続税の納税猶予制度における認定相続承継会社の要件について、中

小企業者であること及びその会社の株式等が非上場株式等に該当することとする要件が撤

廃されます。

５ その他所要の措置が講じられます。

適用関係 

上記の改正は、平成２９年１月１日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産

に係る相続税又は贈与税について適用されます。

ただし、所要の経過措置が講じられます。

関連法規 

措法７０の７～措法７０の７の４

コメント 



１ 災害等の被災者等が適用を受ける場合の特例について

平成２９年度改正の骨子の一つに、災害に対する税制上の措置を恒久化することで、災害

に対して迅速な対応を可能にするという方向性がありますが、事業承継税制についてもこ

の方向性に沿う形で、一定の災害が発生した場合、雇用確保要件等の免除が行われること

になりました。

大綱上明確ではありませんが、以下の資料を前提とすると、災害により「滅失した」（資産

の被害）ことや、「損壊し～６カ月～本来業務に従事できなかった」（事業所被災）ことな

ど、細かい要件が付されると想定されますので、改正法の条文をしっかり読む必要があり

ます。

（出典）経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/161215a/pdf/161215a002.pdf）

２ 雇用確保要件の緩和について

事業承継税制の最大のハードルは、雇用確保要件が厳しいことにあり、現在適用件数が増

えているのも、雇用確保要件が平成２５年度改正によって緩和されたことが大きいと言わ

れています。この点を踏まえ、平成２９年度改正では、一人未満の端数を切り捨てるとい

う要件緩和の改正が行われます。



なお、この改正は、従業員の少ない小規模事業者を前提としたものと説明されています。

（出典）経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/161215a/pdf/161215a002.pdf）

切り捨てるか切り上げるかの違いは、従業員数で言えば一人違うだけであり、自ずと本改

正のメリットを受けるのは小規模企業だけになると考えられます。しかし、このような小

規模企業が事業承継を問題にするケースは、ほとんどないと考えます。小規模企業であれ

ば、そもそも収益力は大きくないため株価も高くならないことが多いですし、ＩＴを活用

して高収益を上げるスモールビジネスについても、承継の対象になる高齢者がトップに立

つのは多くないはずです。

本制度は、中小企業の事業承継をサポートする制度というよりもむしろ、中小企業の事業

承継に伴って雇用が脅かされる可能性を危惧した制度ですから、雇用確保要件を考えない

わけにはいきません。しかし、適用対象企業を増やすという観点からは、もう少し踏み込

んだ改正が必要であったとも考えます。

３ 相続時精算課税制度に係る贈与の取扱い並びに中小企業者であること及び株式等が非

上場株式等に該当することとする要件の撤廃の改正について

事業承継税制については、平成２５年度改正により、雇用確保要件の緩和などの要件緩和

がなされたこともあって、以下の通り適用件数が増えているという指摘があります。



大綱Ｐ９

事業承継税制については、平成２５年度税制改正において雇用確保要件の見直し等を行った結果、平成２

７年の認定件数は改正前に比べ約３倍の水準となっている。他方、中小企業経営者の高齢化が進行してい

ること等を踏まえれば、早期かつ計画的な事業承継の更なる促進が重要であり、今般、制度を更に使いや

すくするための見直しを行う。

実感として適用件数が増えているかは別にして、余裕をもって自社株対策を行う経営者は

多くはありませんから、駆け込み的に使える本制度に対しては、より柔軟な制度設計が必

要になると考えられます。このため、相続時精算課税制度との併用や、承継後上場する可

能性も踏まえた、贈与者死亡の場合の相続税の納税猶予制度における認定相続承継会社の

要件について、中小企業者であること及びその会社の株式等が非上場株式等に該当するこ

ととする要件の撤廃の改正は、非常に好ましい制度と考えられます。

とりわけ、相続時精算課税制度に係る贈与を本制度の対象にすることは、相続税よりも負

担が大きい贈与税について、取消時のリスクヘッジになるという意味では非常に好ましい

と考えられます。相続税の納税猶予とは異なり、贈与税の納税猶予は贈与対象となる株式

に対する贈与税の全額に対して適用が可能になりますので、生前贈与による事業承継の支

援はより拡大させるべきですから、適用局面は増えると想定されます。

なお、この場合の猶予税額は、下記資料を前提とすると、通常の通り計算される自社株に

係る相続時精算課税制度による贈与税額になると考えられ、相続税の納税猶予のように、

計算される税額の８０％に制限されることはないと考えられます。



（出典）経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/161215a/pdf/161215a002.pdf）

ただし、一言難を言うとすれば、これらの改正のメリットは、贈与の取消事由が発生した

場合において受けられるものですから、今後の贈与についてのみ、改正法を適用するのは

多少疑問があります。このため、少なくとも取消事由が平成２９年４月１日前に発生する

ものについては、納税猶予の適用を受けている非上場株式について遡って相続時精算課税

制度の適用を認める、といった経過措置を設ける必要があるとも考えられ、今後の経過措

置の立案において検討が求められます。

４ その他所要の措置について

大綱上明確ではありませんが、手続きの簡素化として、資産管理会社要件の報告の簡素化

や提出資料の削減が検討されている模様です。詳細について、改正法の確認が必要になり

ます。



（出典）大蔵財務協会研修会資料



相続税・贈与税の納税義務の見直し 

概要 

日本で就労する外国人が増加していることへの対応、そして国際的租税回避を抑制するた

めの観点から、相続税・贈与税の納税義務が見直されます（大綱Ｐ４２）。

原則として、納税者不利の改正です。

内容 

１ 相続税の納税義務の改正 

（１） 納税義務が拡大されるケース 

① 国内に住所がなく、日本国籍を有する相続人等の納税義務 

国内に住所を有しない者であって日本国籍を有する相続人等に係る相続税の納税義務につ

いて、国外財産が相続税の課税対象外とされる要件を、被相続人等及び相続人等が、相続

開始前１０年（現行：５年)以内のいずれの時においても国内に住所を有したことがないこ

とに改正されます。 

② 国内に住所がなく、日本国籍を有しない相続人等の納税義務 

国内に住所を有しない者であって日本国籍を有しない相続人等が、国内に住所を有しない

者であって相続開始前１０年以内に国内に住所を有していた被相続人等(日本国籍を有し

ない者であって一時的滞在をしていたものを除きます)から相続等により取得した国外財

産について、相続税の課税対象に加えられます（現行：被相続人等が相続開始時に国内に

住所がなければ、国外財産は課税対象外）。 

なお、一時的滞在とは、国内に住所を有している期間が相続開始前１５年以内で合計１０

年以下の滞在をいいます（以下同じです）。 

（２）納税義務が制限されるケース 

被相続人等及び相続人等が、出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格をもって一時



的滞在をしている場合等の相続等に係る相続税については、国内財産のみを課税対象とす

ることとされます（現行：相続人等又は被相続人等について、相続開始時に国内に住所が

あれば、原則として国外財産も課税対象）。 

（３）その他所要の措置が講じられます。

２ 贈与税の納税義務の改正

贈与税の納税義務についても、上記１と同様の改正が行われます。

適用関係 

上記の改正は、平成２９年４月１日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産

に係る相続税又は贈与税について適用されます。 

関連法規 

相法１の３・１の４

コメント 

国際的租税回避の防止（課税相続財産の拡大）と、高度外国人材等の誘致（課税相続財産

の制限）という、相反する目的について同時に改正がなされていること、言い回しが複雑

であることから、一見して改正後の納税義務の範囲がよくわからないのが本改正です。具

体的な解釈としては、以下の３点で整理すると分かりやすいと考えられます。 

１ 日本国籍のある非居住無制限納税義務者の判定における、５年の要件が１０年に延長

される 

２ 日本国籍のない非居住無制限納税無者の判定について、相続開始時だけでなく、過去

１０年以内に住所があった被相続人からの相続等についても対象に加える 

３ 一時的滞在等の場合には、住所の判定上国外として解釈する 

１と２について。法令上非居住無制限納税義務者の定義は、日本に住所のない相続人
．．．

のう

ち、日本国籍の有無により区分して規定されています。 

相続税法１条の３（相続税の納税義務者）１項２号 



相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であつて、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 

イ 日本国籍を有する個人（当該個人又は当該相続若しくは遺贈に係る被相続人（遺贈をした者を含む。

以下同じ。）が当該相続又は遺贈に係る相続の開始前五年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地

に住所を有していたことがある場合に限る。） 

ロ 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

においてこの法律の施行地に住所を有していた場合に限る。） 

すなわち、日本に住所のない相続人を前提に、 

１ 日本国籍ありの相続人→相続人又は被相続人が過去５年（改正後は１０年）のいずれ

かの時点で日本に住所があれば、無制限納税義務者となる 

２ 日本国籍無しの相続人→被相続人が相続開始時に国内に住所があれば、無制限納税義

務者となる 

上記２にありますが、相続人に日本国籍がなければ、被相続人の過去は関係なく、課税時

期において被相続人が日本に住所があるかどうかが判定の基準とされています。この基準

に、被相続人の過去１０年の判定を加えたものが、改正項目における国内に住所がなく、

日本国籍を有しない相続人等の納税義務です（大綱Ｐ４２の２（３））。 

次に、納税義務に制限がかかる場合の一時的滞在の解釈ですが、出入国管理及び難民認定

法別表第一の在留資格をもって一時的滞在（過去１５年で１０年以下）することをいいま

す。在留資格が限定されていますので、注意が必要です（http://www.moj.go.jp/content/00
0007209.pdf）。 

以上を踏まえ、本改正による納税義務は、以下の通りになると解説されています。 



（出典）大蔵財務協会研修会資料

ところで、大綱を見る限り、被相続人の過去の日本に住所があった期間の判定については、

一時的滞在をしている場合の特例はあるものの、課税時期において一時的滞在をしている

場合の取扱いについては、「被相続人及び相続人」の両方が一時的滞在をしている場合を除

いて、特に規定がありません。このため、あくまでも大綱上の記載内容からすれば、一時

的滞在をしている被相続人から、国外に住所を有する日本国籍がある相続人（過去１０年

日本に住所無し）が取得する財産については、上記の図に関係なく、被相続人は国内に住

所があると判断されるため、国外財産についても課税される可能性があると考えられます。 

すなわち、大綱においては、一時的滞在について、住所の判定を変えると規定しているわ

けではありませんので、一時的滞在であっても、住所の判定は通常のとおり行い、一時的

滞在による特例があるかどうか、別の判断を行う必要があると考えられます。 

大綱においては、「被相続人等及び相続人等が～一時的滞在～をしている場合等
．
」として、

「被相続人及び相続人」の両方が一時的滞在をしている場合以外の場合についても、納税

義務を制限する場合がありうることを示唆していますが、詳細は改正法を読み込む必要が

あります。とりわけ、近年は条文の作成ミスなどが多くあるため注意が必要です。 

なお、この点について、上記の資料が公開された後に、以下の資料も公開されているよう



です。ここでは、一時的滞在の場合には、住所がないものとみなすというみなし規定を置

くことが示唆されていますので、仮に条文上もみなし規定が置かれれば、この問題は解決

できます。もちろん、趣旨としては上記の図の通りとなるはずですから、今後の改正法の

読み込みが必要不可欠になります。 

（出典）大蔵財務協会研修会資料



居住用超高層建築物に係る課税の見直し

概要 

評価の適正化の観点から、固定資産税等について、居住用超高層建築物（タワマン）の課

税の見直しが行われます（大綱Ｐ４２～４４）。

原則として、納税者不利の改正です。

内容 

１ 固定資産税の改正 

（１）全体像 

① 取扱い 

居住用超高層建築物については、居住用超高層建築物全体に係る固定資産税額を各区分所

有者にあん分する際に用いる各区分所有者の専有部分の床面積を、階層別専有床面積補正

率により補正することとされます。 

② 用語の意義 

イ 居住用超高層建築物 

居住用超高層建築物とは、建築基準法令上の「超高層建築物」（高さが６０ｍを超える建築

物）のうち、複数の階に住戸が所在しているものをいいます。 

ロ 階層別専有床面積補正率 

階層別専有床面積補正率とは、住戸の所在する階層の差違による床面積当たりの取引単価

の変化の傾向を反映するための補正率をいいます。 

なお、階層別専有床面積補正率は、最近の取引価格の傾向を踏まえ、居住用超高層建築物

の１階を１００とし、階が一を増すごとに、これに、１０を３９で除した数を加えた数値

とされます。 



（２）居住用以外の専有部分を含む居住用超高層建築物の取扱い 

居住用以外の専有部分を含む居住用超高層建築物においては、まず居住用超高層建築物全

体に係る固定資産税額を、床面積により居住用部分と非居住用部分にあん分の上、居住用

部分の税額を各区分所有者にあん分する場合についてのみ、階層別専有床面積補正率を適

用します。 

（３）天井の高さ等に基づく補正 

上記に加え、天井の高さ、附帯設備の程度等について著しい差違がある場合には、その差

異に応じた補正が行われます。 

（４）申し出た割合によるあん分 

上記にかかわらず、居住用超高層建築物の区分所有者全員による申出があった場合には、

その申し出た割合により居住用超高層建築物に係る固定資産税額をあん分することも可能

とされます。 

２ 不動産取得税の改正

（１）全体像 

① 取扱い 

居住用超高層建築物の居住用の専有部分の取得があった場合において、居住用超高層建築

物の評価額を専有部分の床面積割合によってあん分して得た額に相当する価格の家屋の取

得があったものとみなして課する不動産取得税については、専有部分の床面積を、階層別

専有床面積補正率により補正することとされます。 

② 用語の意義 

イ 居住用超高層建築物 

居住用超高層建築物とは、建築基準法令上の「超高層建築物」（高さが６０ｍを超える建築

物）のうち、複数の階に住戸が所在しているものをいいます。 



ロ 階層別専有床面積補正率 

階層別専有床面積補正率とは、住戸の所在する階層の差違による床面積当たりの取引単価

の変化の傾向を反映するための補正率をいいます。 

なお、階層別専有床面積補正率は、最近の取引価格の傾向を踏まえ、居住用超高層建築物

の１階を１００とし、階が一を増すごとに、これに、１０を３９で除した数を加えた数値

とされます。 

（２）居住用以外の専有部分を含む居住用超高層建築物の取扱い 

居住用以外の専有部分を含む居住用超高層建築物においては、まず居住用超高層建築物全

体に係る評価額を、床面積により居住用部分と非居住用部分にあん分の上、居住用部分の

評価額を各区分所有者にあん分する場合についてのみ、階層別専有床面積補正率を適用し

ます。 

（３）天井の高さ等に基づく補正 

上記に加え、天井の高さ、附帯設備の程度等について著しい差違がある場合には、その差

異に応じた補正が行われます。 

（４）申し出た割合によるあん分 

上記にかかわらず、居住用超高層建築物の区分所有者全員による申出があった場合には、

その申し出た割合によりあん分して得た額に相当する価格の家屋の取得があったものとみ

なして不動産取得税を課することも可能とされます。 

適用関係 

上記の改正は、平成３０年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物（平成

２９年４月１日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除きます。）について適用され

ます。 

関連法規 



地法３５２①等

コメント 

タワーマンションを活用した相続税の節税策について、国税も大いに問題にしているよう

ですが、本改正は相続税を対象にしたものではなく、固定資産税と不動産取得税を対象と

したものになっています。地方税の改正に関しては、総務省から改正要望が上がることが

通例ですが、総務省の税制改正要望事項に本改正はありませんので、今後の相続税評価の

改正が本改正の目的であることは間違いないと考えられます。 

ただし、現時点においては、本改正はあくまでも固定資産税額などを按分する手法の改正

に止まっていますから、相続税評価額に反映される固定資産税評価額に影響はないと考え

られます。そもそも、再建築価格を前提とする固定資産税評価額の計算方式そのものにつ

いて現状で問題ないか議論されている昨今、タワーマンションについてのみ、特別な計算

方式を導入することに、立案者は二の足を踏んでいるのかも知れません。 

注意しておきたいのは、本改正で見送りがなされているとしても、タワーマンションに対

する国税の厳しい対応は変わらないということです。以下の通り、現状においても財産評

価基本通達６項（この通達の定めにより難い場合の評価）による否認のリスクは極めて大

きいと考えられます。 

「タワーマンション節税に対する国税庁の見解」（「税務通信３３８３号」Ｐ２） 

「当庁としては、実質的な租税負担の公平の観点から看過しがたい事態がある場合には、これまでも財産

評価基本通達６項を活用してきたところですが、今後も、適正な課税の観点から財産評価基本通達６項の

運用を行いたいと考えております。」 

とりわけ、本改正により、タワーマンションの評価は高層階ほど高いことが明確化された

といっても過言ではありませんので、相続税評価額について改正がなされていないとして

も、タワーマンションを活用した安易な節税には注意する必要があります。財産評価基本

通達６項の適用要件は明確ではありませんが、最低限、①相続開始直前などに取得し、②

相続開始直後等で換金等する場合には、大きなリスクがあることは押さえておく必要があ

ります。 

「税理２０１６．２」 



これまで総則６項が適用された事例をみると～課税時期に近接した時点に取得等がされた財産で、その

取得価額等を通じて課税時期における客観的な価額が把握しやすいケースが目につく～これらの取引

により取得した財産の相続税評価額と課税時期前後において顕在化している客観的な価額との間には

大きな乖離が認められる。しかし、これらの取引を通じて、被相続人や贈与者が実質的に保有する財産

の価値を失ったわけではない～課税時期後に、相続人や受贈者が、相続又は贈与により取得した財産を

評価通達により評価した価額を大きく上回る価額で換金し又は換金することができる状況にあったも

のである。 

以下の裁決は、相続開始の一月程度前にタワーマンションを購入し、約４か月後に本件マ

ンションの売却を依頼する一般媒介契約を締結したというケースについて、財産評価基本

通達６項の適用が認められています。 

平成２３年７月１日裁決（Ｆ０－３－３２６） 

請求人は、評価基本通達による不動産評価額が実勢価格よりも低く、本件マンションの購入価額と本件

マンションの評価額との差額が多額であることを認識しながら、当該差額２３４，９８１，７７６円に

ついて、本件相続税の課税価格を圧縮し相続税の負担を回避するために、■■■■■■■、自己の行為

の結果を認識するに足る能力を欠いていた本件被相続人の名義を無断で使用し、本件売買契約に及んだ

ものであることは、これを優に認めることができる。 

そして、このような場合に、評価基本通達に基づき本件マンションを評価することは、相続開始日前後

の短期間に一時的に財産の所有形態がマンションであるにすぎない財産について実際の価値とは大き

く乖離して過少に財産を評価することとなり、納税者間の実質的な租税負担の平等を害することとなる

から、上記の事情は、評価基本通達によらないことが正当として是認されるような特別の事情に該当す

るというべきである。 

加えて、財産評価基本通達６項の適用に当たっては、タワーマンションの利用実態なども

問題になりますので、注意が必要です。 

平成２３年７月１日裁決（Ｆ０－３－３２６） 

本件被相続人名義で本件マンションを購入してから、請求人が■■に本件マンションを譲渡するまでの

間、本件被相続人が本件マンションを訪れたことはなく、請求人が、たまに窓を開け、水を流しに行く

程度で、本件マンションを利用した事実は一切ない。 

ところで、本改正における補正計算ですが、高層階でも低層階でも床面積が同じならば固

定資産税の税額は同じとする現行の税額計算について、「実際の取引価格の傾向等を踏まえ



た固定資産税の税額の按分方法について検討が必要」という前提に立ち（「税務通信３４３

６号」Ｐ２）、具体的には以下の通り計算される模様です（「税務通信３４３８号」Ｐ７）。 

各住戸の税額＝一棟税額×各住戸の専有床面積×階層別専有床面積補正率／専有床面積（補正後）の合

計 （注）Ｎ階の階層別専有床面積補正率＝１００＋１０／３９×（Ｎ－１） 

ここでいう階層別専有床面積補正率ですが、階数ごとに１０／３９の補正をするとしてい

ますので、前提としては４０階ごとに１割評価額が増すという仕組みになっています。タ

ワーマンションの相場が分かりませんが、４０階ごとに１割増すという計算の根拠が明確

にされていませんので、その合理性には少なからず疑問があります。 

加えて、今回の改正による補正の計算は、居住用部分のみであるとされています。実益を

考えた上で、固定資産税における居住用特例のある部分だけ先だって改正する、という考

えがあるためこのような仕組みを採用したと思われますが、タワーマンションの取引価格

が反映されていないことが問題であれば、事業用部分も当然に計算に入れるべきと考えま

す。 

その他、大綱上は明確ではありませんが、一棟税額を按分するという趣旨からすれば、タ

ワーマンションの階数のうち、中間階を零として、下に行けばマイナス、上に行けばプラ

ス、という仕組みになると考えられます。例えば、５１階建てであれば、２６階が零、１

～２５階がマイナス評価、２７～５１階がプラス評価となるはずです。 

なお、上記の按分計算につき、区分所有者全員の申し出により、任意の割合で一棟全体の

税額を按分することも可能とされています。この点、不動産業者が物件の販売契約時等に

購入者に同意を得て行うといったことが想定されているようです（「税務通信３４３８号」

Ｐ７）。 

原則として、改正法の適用は新築物件であることから、改正法の施行後は不動産業者が主

導して、任意の割合で按分するようなケースも多く見られる可能性がありますが、時価の

適正化という改正趣旨からして、このような按分を認めることにも疑問があります。 

その他、改正法の適用は、平成３０年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建

築物であり、かつ平成２９年４月１日前に売買契約が締結された住戸を含むものは除かれ

ますので、逃れようと思えば簡単に逃れられる制度です。このため、平成２９年４月１日

前や、平成３０年１月１日前には、タワーマンションの駆け込み需要も想定されます。 



こうなると、タワーマンションの節税を制限したい国税の思いとは裏腹に、より多くのタ

ワーマンションが建築されるリスクもあるわけで、残念な結果になることも懸念されます。 



相続税等の財産評価の適正化

概要 

相続税法の時価主義の下、より実態に即した評価の見直しを行うという観点から、類似業

種比準方式の見直しなどの改正が行われます（大綱Ｐ６０～６１）。

原則として、納税者不利の改正です。

内容 

１ 取引相場のない株式の評価の見直し 

（１）類似業種比準方式の見直し 

改正項目 現行 改正後 

類似業種の上場企業の 

株価 

課税時期の属する月以前３か

月間の各月の株価のうち最も

低いもの又は前年平均株価 

課税時期の属する月以前２

年間平均を追加 

類似業種の上場会社の 

配当金額、利益金額及び簿

価純資産価額 

標本会社について評価通達の

定めに準じて計算した金額 

連結決算を反映させたもの

に改正 

配当金額、利益金額及び簿

価純資産価額の比重 

１（配当金額）：３（利益金額）：

１（簿価純資産価額） 

１（配当金額）：１（利益金

額）：１（簿価純資産価額） 

（２）評価会社の規模区分の改正 

評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の適用範囲が、総じて拡

大されます。 

２ 立木の評価の見直し

杉及びひのきについて、現行評価額を全体的に引き下げるとともに、松について、原則と

して、標準価額を定めず個別に評価することとされます。 



３ 広大地の評価の見直し 

広大地の評価について、以下の通りの見直しがなされます。 

現行 改正後 

路線価（※１）×広大地補正率（※２）×地積
各土地の個性に応じて形状・面積に基づき

評価する方法 

（※１）路線価地域に所在する場合。倍率地域に所在する場合には、標準的な間口距離及び奥行距離を有

する宅地であるとした場合の 1平方メートル当たりの価額を路線価として計算します。 

（※２）０．６－０．０５×広大地の地積／１，０００㎡ 

加えて、広大地の適用要件の明確化がなされます。 

４ 株式保有特定会社の範囲の拡大 

株式保有特定会社の判定基準が、以下の通り見直されます。 

現行 改正後 

株式及び出資の価額／総資産価額≧５０％ 
（株式及び出資の価額＋新株予約権付社債

の価額）／総資産価額≧５０％ 

適用関係 

上記１及び２の改正は、平成２９年１月１日以後の相続等により取得した財産の評価につ

いて適用されます。 

上記３及び４の改正は、平成３０年１月１日以後の相続等により取得した財産の評価につ

いて適用されます。 

関連法規 

評通２４－４、１１３～１１６、１７８、１７９、１８２、１８３－２、１８９（２）、１

８９－３等

コメント 

１ 類似業種比準方式の改正について 



（１）利益金額の比重の改正について 

本改正の全体像について、以下の解説があります。 

（出典）経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/161215a/pdf/161215a002.pdf）

まず目につくのは、利益に対する比重が配当や簿価純資産と同率になることです。従来は

これらの３倍斟酌されていましたので、上記資料にある通り、好業績企業の株価が大きく

計算されていました。この理由としては、以下と解説されています。 

「平成２５年度財産評価基本通達逐条解説」Ｐ５８３ 

現在の類似業種比準方式の算式は、「平成１２年度の税制改正に関する答申（平成１１年１２月:政府税

制調査会）」において、「取引相場のない株式の評価について、これまでもその適正化に努めてきたとこ

ろですが、経済社会の変化に応じて、より実態に即した適正な評価を行うとの考え方に基づいて見直す

ことが適当である」とされたことを踏まえ、「平成１２年度税制改正の要綱（平成１２年１月１４日閣

議決定）」において、「類似業種比準方式による評価方法について、各比準要素のうち利益金額に比重を

置いた方法とするとともに、中会社及び小会社の株式について評価の安全性に対するしんしゃくの見直

しを行う。」等、一層の適正化を図ることが盛り込まれたことを受けて、平成１２年６月に改正された

ものである。 

すなわち、類似業種比準方式における３つの比準要素については、従前において株価形成に与える影響

度合いが等しいものとして取り扱ってきたところであるが、継続企業を前提とすれば、一般的に、株式



の価値は会社の収益力に最も影響されると考えられ、上場会社のデータに基づき検証作業等を行ったと

ころ、配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重を１：３：１とした場合が最も適正に株価の算定

がなされると認められたことから、これを踏まえた類似業種比準方式の算式となっているものである。 

すなわち、①継続企業を前提とした場合には収益力が最も影響力を有すると解されること、

そして②１（配当金額）：３（利益金額）：１（簿価純資産価額）の比重の場合が最も株価

の算定上適正と認められることから、このような取扱いとなっていたわけですが、そもそ

も相続税の財産評価は静態評価であるため継続企業を前提とすることは正しくないと考え

られます。加えて、１（配当金額）：３（利益金額）：１（簿価純資産価額）の比重の場合

が最も株価の算定上適正と認められた、ということについても、合理的な説明がなされた

資料は見つかりません。このため、以下の通り１（配当金額）：１（利益金額）：１（簿価

純資産価額）が株価の近似値として算定されるのであれば、この見直しに合理性はあると

考えられます。 

「税務通信３４３８号」Ｐ７ 

株の価値は会社の収益力に強く影響されると考えられ、平成１２年の通達改正で利益の要素を３倍にし

たが、昨今の上場会社のデータに基づき検証作業等をした結果、改正前に戻る形になる。 

しかし、この改正は経済産業省が主張しているものですから、短絡的に成長・好業績企業

への優遇という意味が強いと考えられます。このあたり、今後１（配当金額）：１（利益金

額）：１（簿価純資産価額）の比重による検証結果などについても、立案者は公表すべきで

しょう。 

この改正のインパクトですが、以下のポイントが挙げられます。 

① 中小企業については、相対的に株価が上がるケースが多いと想定されること 

税理士の主要な顧客である中小企業については、収益力が十分でないこともあって、利益

を計上するとしても少額であり、かつ配当しないことが多いと思われます。配当しないた

めに過去の利益剰余金が積みあがっている会社が多く、簿価純資産価額は高額になってい

ることがあります。 

となれば、多くの中小企業において、簿価純資産価額が従来よりも大きく斟酌されること

から、実態は変わらないにもかかわらず、株価は改正前後で大きく増えることが想定され

ます。となれば、早いうちに自社株の試算を行い、対応策を考えておく必要があると言え



ます。 

② 節税策の見直しが必要になること 

株価対策の王道は役員退職金ですが、役員退職金の影響を受けるのは利益ですので、理論

上その効果は３／５から１／３に落ち込むことになります。これでもまだ効果はあると言

えますが、一時的に利益を少なくする、という手法に制限が設けられたことも事実ですの

で、節税策の見直しも必要になると考えられます。 

困ったことに、この改正はすでにスタートしていますので、改正前の取扱いを受けて相続

時精算課税により株価を固定するという手法は使えません。となれば、一般社団法人の活

用など、より踏み込んだ節税が必要になると考えられます。 

（２）評価会社の規模区分の改正について 

本改正では規模区分の改正が行われるとしていますが、先の経済産業省資料を見る限り、

併用方式におけるＬの割合を高めることで対応すると考えられます。明確ではありません

が、おそらく大きなＬの割合が適用されるよう、会社の規模の区分を改正することになる

と考えられます。 

いずれにしても、Ｌの割合が大きくなるということは、併用方式において類似業種比準方

式が反映される割合が大きくなることを意味しますので、中会社の株価を押さえる効果が

あると説明されています。 

ただし、改正趣旨は実態を踏まえた時価の把握にあるはずで、時価純資産価額が大きい会

社の株価を抑える、といった納税者の税負担軽減にはありません。となれば、より実態に

即した割合をＬの割合として選択すべきであり、現行のＬの割合が実態に即していないこ

とを説明する必要があるはずです。この点、詳細な説明がなされることが期待されます。 

（３）類似業種の上場企業の株価並びに上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価

額の改正について 

類似業種の上場企業の株価については、現行制度としては、課税時期の属する月以前３か

月間の各月の株価のうち最も低いもの又は前年平均株価を採用することになっていますが、

この点以下の資料があり、最近の株価は過去に比して高いため問題があると指摘されてい

ます。 



（出典）経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/zeisei_r/pdf/1_02.pdf）

比較対象としている平成２４年は、おそらく自民党への政権交代があったことを踏まえて

のものと考えられますが、こうなると現行制度では非上場企業の株価が大きくなりすぎる

ため、過去２年間の平均も加えられることになります。 

ところで、現行の措置が取られている理由としては、以下と解説されています。 

「平成２５年度財産評価基本通達逐条解説」Ｐ５８３ 

類似業種の株価は、ある程度の期間における相場の実勢を踏まえつつ、評価の安全性を考慮することが

適当であることから、上場株式の評価の場合と同様に、課税時期の属する月以前３か月間の各月の平均

株価のうち最も低いものによることとしていたものを(昭和４７年改正による。〉、昭和５８年４月の改

正により、類似業種の株価の一時的な変動による影響を従来以上に緩和させるほか、別に各年ごとに定

める類似業種の３つの比較要素（配当、利益、簿価純資産）が標本会社の前年（１月～１２月)の数値

によって計算されることとの関連をも考慮し、さらに前年(１月～１２月)の平均株価を選択できること

としたものであり、これにより、さらに安定した株式評価が得られることになっている。 

前年の平均株価も選択できるとした理由は、類似業種の比較要素の算定方法を踏まえたも

のと解説されています。となれば、本改正に従って類似業種の比較要素の算定方法につい

ても、算定する時期を見直すべきと考えられます。加えて、評価の安全性についても、上



場株式の評価による安全性を踏まえたものでもありますから、この点改正するのであれば、

上場株式の評価においても同様の措置が必要であると考えます。 

ところで、本改正については、類似業種の比較要素について、連結決算を反映させるもの

としています。この趣旨について以下と解説されていますので、グローバルスタンダード

を意識してのことと考えられます。 

経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/zeisei_r/pdf/1_02.pdf） 

上場会社のグローバル連結経営の進展や株価の急激な変動が、中小企業の円滑な事業承継を阻害するこ

となく、中小企業等の実力を適切に反映した評価となるよう見直しを行う。 

しかし、取引相場のない株式の評価が問題になる中小企業が、どこまでグローバルに活動

しているか疑問がありますし、何よりこれらの中小企業が関連法人を作るのは、節税目的

が多いわけで、となれば連結決算を踏まえる必要性についてあまり考慮する必要はないと

も考えられます。 

（４）譲渡等の取扱いについて 

その他、本改正で気になるのは、譲渡の場合における所得税や法人税の株価評価に関して

です。この点、明確ではありませんが、所得税も法人税も所定の調整の上で財産評価基本

通達の例によって評価するとされていますので（所基通５９－６、法基通９－１－１４）、

本改正の適用関係に合わせ、平成２９年１月１日以後の譲渡については、改正後の評価方

式で計算を行う必要があると考えられます。 

（５）経過措置の妥当性について 

本改正は、平成２９年１月１日から適用されますが、平成２９年１月１日から適用となる

と、遡及立法の問題が生じる可能性もあります。しかし、あくまで通達の改正であり法律

ではないことから、法律上は遡及立法の問題は生じることはないと判断されると考えられ

ます。 

利益の比重を１とすれば、業績好調企業の株価は下がりますから、この点を踏まえ、むし

ろ納税者にとって有利な改正と立案者は整理していると考えられます。しかし、低業績企

業の株価は増額される場合もあるわけで、納税者有利と一概に整理は出来ないはずであり、

改正の方向性として疑問があります。 



２ 広大地の評価の見直し等について 

以下の通り、広大地の評価方法が、面積に応じて比例的に減額する方法から、土地の個性

に応じた評価方法に改正されることになります。 

（出典）大蔵財務協会研修会資料 

今後の評価額は、以下の算式で計算されることになります。 

路線価×面積×補正率（不整形・奥行を考慮した補正率）×規模格差補正率（面積を考

慮した補正率） 

注意したいのは、上記の補正率（不整形・奥行を考慮した補正率）についても、外部専門

業者の実態調査に基づいて設定するとされていますので、既存の補正率とは異なる可能性

があります。このため、今後改正される通達内容等について、しっかりと検討する必要が

あります。 

ところで、上記にある通り、取引価格に影響を与えるのは土地の形状ですので、面積に応

じた評価となると取引価格と開差が生じる可能性が大きいです。上記の指摘の通り、問題

ある仕組みとなった理由としては、以下と解説されています。 



「平成２５年度財産評価基本通達逐条解説」Ｐ５８３ 

平成１６年の評価基本通達改正前の広大地の価額は、次の算式で計算される割合（有効宅地化率）を奥

行価格補正率に代えて画地補正を行って評価することとしていた。 

（算式） 

広大地の評価額=正面路線価×有効宅地化率（※）×各種画地補正率×地積 

（※）有効宅地化率＝（広大地の地積－公共公益的施設用地となる部分の地積）／（広大地の地積） 

平成１６年の評価基本通達改正前の広大地の評価方法では、公共公益的施設用地となる部分の地積の算

定に当たり、開発想定図等を作成する必要があったが、その作成には専門的な知識が必要なことから、

有効宅地化率の算定に苦慮する事例が多かった。また、従来の広大地の評価方法によらず、鑑定評価に

基づいて申告又は更正の請求をする事例が目立つようになってきた。これらのことなどから、最近の鑑

定評価事例を分析・検討するなどして、平成１６年に広大地の評価方法の見直しを行ったものである。 

平成１６年改正前の評価方式は、各種画地補正率を採用しているため、土地の個性に応じ

た評価方法と言えそうですが、適用に当たり不透明な部分があったため改正がなされたと

説明されています。この改正は、簡素化という観点からは問題ないのでしょうが、改正当

時踏み込んだ改正をしなかったために、本改正で指摘されるような問題が生じているとも

指摘できるわけで、この点過去の改正には大きな問題があったと言わざるを得ません。 

なお、平成１６年の評価通達の改正については、その適用が平成１６年からであったため、

改正前の措置が適用される平成１５年と大きく評価額が異なることになりました。これに

対し、実態が変わらないのに課税額が大きく異なることになることから、課税の公平の見

地から問題があるという批判があります（品川芳宣・緑川 正博「徹底解明 相続税財産評

価の理論と実践―財産評価基本通達の歴史から現行の取扱い、活用までを完全バックアッ

プ」（http://amzn.to/2jnhrIS）。 

平成１６年改正の問題を踏まえたのか、それとも本改正により課税価格が増える広大地も

多くあることを問題にしたからか、本改正の適用は平成３０年１月１日からとなっていま

す。改正後に適用される補正率等が公表されるまで確実なことは言えませんが、仮に増額

される場合には、平成２９年中に贈与や譲渡を検討する必要があると考えられます。 

その他、広大地の範囲について明確化するとしていますが、その具体的な内容に関する資

料は執筆時現在見つかりません。このため、どのような制度設計をするのか全く見えませ

ん。現状の問題点として、広大地の意義にある「開発行為～を行うとした場合に公共公益



的施設用地の負担が必要と認められるもの」の解釈が問題になることが多くありますから、

このような曖昧な定義が見直されることが期待されます。 

３ 株式保有特定会社の範囲の拡大について 

以下の通り、株価に連動して価額が計上される新株予約権付社債について、株式を法人に

出資した場合と同様の節税が可能になることから、本年度改正により新株予約権付社債に

ついても、株式保有特定会社の判定において考慮することになりました。 

（出典）大蔵財務協会研修会資料 

平成２年の改正においては、類似業種比準方式の適用を受ける会社に株式を現物出資する

ことによる節税が問題視され、株式保有特定会社という特殊な会社の評価方法が創設され

たわけですが、本改正のように類似業種比準方式の適用を受ける節税を防止する観点から

は、新株予約権付社債に限らず、株価と連動するストックオプションや、上場している社

債なども含めて防止措置が必要と考えられます。 

ただし、株式等に対する節税を防止する観点からは、このような改正が必要になることも

事実であり、防止すべきは類似業種比準方式の悪用ですから、新株予約権付社債と株式の

法的な位置づけの相違についても、考慮する必要はないことになります。 

とは言え、このような措置を設けたとしても、株式保有特定会社の要件は株式等が５０％



以上と明記されているわけですから、やろうと思えば会社を複数作ってそれぞれに株式を

分散させ、制限を逃れることも可能と考えられます。そうなるとまた無益な国税とのトラ

ブルが増える気がしてなりません。 

いずれにしても、株式保有特定会社と評価される会社は増えるわけですから、改正法が適

用されるまでに資産内容などを見直しておく必要があります。 



その他押さえておくべき改正事項

概要 

価格変動リスクの大きい上場株式等のリスクを軽減させるなどの観点から、物納財産の順

位等の改正が行われます（大綱Ｐ６０）。

教育資金の一括贈与の贈与税の非課税措置について、提出書類の緩和がなされます（大綱

Ｐ４９）。

医業継続に係る納税猶予について、関連法の改正を前提に、適用期限の延長などの改正が

行われます（大綱Ｐ４８～４９）。

納税者有利の改正です。

内容 

１ 物納財産の順位等の改正 

相続税の物納に充てることができる財産の順位とその範囲について、以下の通り改正され

ます。 

物納順位 現行 改正後 

第一順位 

① 国債、地方債、不動産、船舶 

① ・ 国債、地方債、不動産、船舶 

・ 株式、社債、証券投資信託等

の受益証券のうち上場されて

いるもの 

・ 投資証券等のうち上場されて

いるもの 

② 不動産のうち、物納劣後財産

に該当するもの 

② 不動産のうち、物納劣後財産に 

該当するもの 

第二順位 

③ 社債（※１）、株式（※２）、証

券投資信託又は貸付信託の 

受益証券 

③ ・ 貸付信託の受益証券 

・ 社債、株式（※２）、証券投資 

信託の受益証券で上場されて

いないもの 

④ 株式（※２）のうち物納劣後 

財産に該当するもの 

④ 株式（※２）のうち物納劣後財産に

該当するもの 

第三順位 ⑤ 動産 ⑤ 動産 



（※１）特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含みますが、短期社債等は除かれます。 

（※２）特別の法律により法人の発行する出資証券を含みます。 

２ 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改正

本制度の適用上必要になる金融機関への領収書等の提出について、書面による提出に代え

て電磁的方法により提供することができることとされます。 

３ 医業継続に係る納税猶予等の改正 

平成１８年医療法等改正法（良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一

部を改正する法律）の改正を前提に、以下の措置が設けられます。 

（１）認定移行計画に基づく持分放棄に係る贈与税の非課税 

平成１８年医療法等改正法に規定する移行計画の認定を受けた医療法人の持分を有する個

人が、その持分の全部又は一部の放棄をしたことによりその医療法人がその認定移行計画

に記載された移行期限までに持分の定めのない医療法人への移行をした場合には、その放

棄により受けた経済的利益については、贈与税を課さないこととされます。 

（２）移行計画の認定要件に該当しないこととなった場合の贈与税の課税 

上記（１）の適用を受けた医療法人について、持分の定めのない医療法人への移行をした

日以後６年を経過する日までに移行計画の認定要件に該当しないこととなった場合には、

（１）の経済的利益については、その医療法人を個人とみなして、贈与税が課税されます。 

（３）適用期限の延長 

医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限が３年延長され、平成２９年

９月３０日までから平成３２年９月３０日までとされます。 

（４）その他所要の措置が講じられます。 

適用関係 

上記１の改正は、大綱上明確な規定がありませんので、平成２９年４月１日以後施行され、

同日以後の相続等により取得する財産について適用されると考えられます。 



上記２の改正は、平成２９年６月１日以後に提出する領収書等について適用されます。 

上記３の改正は、大綱上明確な規定がありませんが、平成１８年医療法等改正法の改正が

前提ですので、同改正の施行日以後施行され、同日以後の贈与等から適用されると考えら

れます。 

関連法規 

上記１：相法４１②・⑤等

上記２：措法７０の２の２⑦等

上記３：措法７０の７の５等

コメント 

１ 物納財産の順位等の改正について

金融庁資料（http://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20161222-1/01.pdf）によると、改正の
趣旨として、下記の記述があります。

金融庁資料（http://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20161222-1/01.pdf）

【現状及び問題点】

○ 相続財産となった上場株式等は、原則として相続時点の時価（※）で評価される。

（※）現行制度では、相続時の時価と、相続時以前３か月間（相続発生月、その前月、前々月）の各月

における終値平均額のうち、最も低い価額で評価。

○ 他方、上場株式等は価格変動リスクの高い金融商品。相続後、遺産分割協議等を経るまで資産を譲

渡できない実態がある中、上場株式等については、相続税評価上、相続時から納付期限までの期間

（１０ヶ月間）の価格変動リスクが考慮されていない。

○ このため、上場株式等は価格変動リスクの低い預金や債券などの他の資産と比べて不利になってお

り、投資家の株式離れが助長されているとの指摘がある。

⇒上場株式等について、以下の措置を要望。

① 上場株式等の相続税評価額について、相続時から納付期限までの価格変動リスクを考慮したものと

すること。

② 相続時以後、通常想定される価格変動リスクの範囲を超えて価格が著しく下落した上場株式等につ

いては、評価の特例を設けること。

③ 上場株式等の物納順位について、第一順位（国債・地方債・不動産・船舶）の資産と同等となるよ

う、見直しを行うこと。



上場株式等についてのみ、評価の特例を設けるとすれば、課税の公平からは問題がありま

すから、このような評価の特例について法制化は難しいと考えます。結果として、上記の

要望のうち、物納順位について、法制化されることになったものが本改正です。

上場株式等については、換価が容易であることから、本来的には物納順位は上位であるべ

きですから、方向性としては正しいと考えられます。この点、従来はなぜ低い順位であっ

たのか、明確な記述はありませんが、おそらくは収納価額は課税時期ベースとされている

ものの、値下がり等のリスクがあるため、国税としてはできるだけ収納はしたくないとい

う事情があったと解されます。

加えて、以下の物納できる金額の計算の仕組みが関係していると考えられます。

１ 物納できる金額の計算（相基通４１－１）

Ａ－｛（（Ｂ－Ｃ－Ｄ）×Ｅ＋Ｆ）＋（Ｇ－Ｈ）｝

Ａ：３８―２により計算した額（延納許可限度額）

Ｂ：１年間の事業等に係る収入金額－臨時的な収入

Ｃ：３８―２のＥの額に１２を乗じた額（１年分の生活費）

Ｄ：事業の継続のために必要な運転資金の額

Ｅ：延納が認められる最長年数

Ｆ：３８―２のＥの額に３を乗じた額（３月分の生活費）に３８―２のＦの額（事業の継続のために当

面必要な運転資金）を加えた額

Ｇ：臨時的収入の額（おおむね１年以内に発生が見込まれる臨時的な金銭収入） 

Ｈ：臨時的支出の額（おおむね１年以内に発生が見込まれる臨時的な支出）

物納は延納が難しい場合に限り認められる制度ですが、延納許可限度額を算定する段階で、

以下の通り換価の容易な財産として上場株式等は控除することになっています。

２ 延納許可限度額（相基通３８－２）

Ａ－｛（Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）－（［Ｅ×３］＋Ｆ）｝

Ａ：納付すべき相続税額

Ｂ：納期限等において有する現金の額

Ｃ：納期限等において有する預貯金の額

Ｄ：納期限等において有する換価の容易な財産の価額

→評価が容易であり、かつ、市場性のある財産で速やかに売却等の処分をすることができるもの（納

期限等）の時価相当額による評価



Ｅ：生活のため通常必要とされる１月分の費用

Ｆ：事業の継続のために当面必要な運転資金

このため、納付すべき税額などが大きかったり、金融庁が想定しているように、納期限ま

でに値下がりしたりすれば延納が認められる余地があるものの、上場株式等を多く持って

いたからと言って、その上場株式等の金額は原則として延納の対象にはなりません。延納

の対象にならないのであれば、そもそも物納はできません。

結果として上場株式等を物納に充てる場合は非常に限定されると考えられます。ただし、

有効になる場合として、株価が大きく下落した場合が挙げられます。以下の通り、上場株

式については、株価が大きく下落しても、それが特殊な要因に基づくものでない限りは、

収納価額は修正されませんので（相基通４３－３（８）（注））、課税時期の金額で収納する

ことが可能になります。

相基通４３－３（「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化を生じたとき」の意義）

法第４３条第１項ただし書に規定する「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化を生じたとき」と

は、例えば、次に掲げるような場合をいうものとする。

（１）土地の地目変換があった場合（地目変換があったかどうかは土地台帳面の地目のいかんにかかわ

らない。）

（２）荒地となった場合

（３）竹木の植付け又は伐採をした場合

（４）所有権以外の物権又は借地権の設定、変更又は消滅があった場合

（５）家屋の損壊（単なる日時の経過によるものは含まない。）又は増築があった場合

（６）自家用家屋が貸家となった場合

（７）引き続き居住の用に供する土地又は家屋を物納する場合

（８）震災、風水害、落雷、火災その他天災により法人の財産が甚大な被害を受けたことその他の事由

により当該法人の株式又は出資証券の価額が評価額より著しく低下したような場合

（注）証券取引所に上場されている株式の価額が証券市場の推移による経済界の一般的事由に基づき低

落したような場合には、この「その他の事由」に該当しないものとして取り扱うことに留意する。

（９）相続開始の時において清算中の法人又は相続開始後解散した法人がその財産の一部を株主又は出

資者に分配した場合（この場合において、当該法人の株式又は出資証券については、課税価格計算の基

礎となった評価額からその分配した金額を控除した金額を収納価額として物納に充てることができ

る。）

（１０）（１）から（９）まで掲げる場合のほか、その財産の使用、収益又は処分について制限が付け

られた場合



ただし、本改正を踏まえて、上場株式等で納税することを前提とするというのは非常に危

険であり、やはり従来と同様、金銭納付ができるよう措置しておく必要があると考えます。

なお、相続開始直前に上場株式等を大量に購入し、値上がりすれば売却して納税に充て、

値下がりすれば物納に充てる、といった手法は、物納が認められるか不透明な部分が大き

いため、リスクが大きいでしょう。

その他、本改正について、特段の経過措置はないこと、物納制度の改正があった平成１８

年度改正においても、同様の経過措置であったこと（平成１８年度改正法附則５９①）か

ら、経過措置の原則の通り、平成２９年４月１日以後の相続等について適用されると考え

られます。手続きではなく納付の改正であることから、本来的には納期限ベースの改正が

望ましいと考えますが、仮にこの想定通りであれば、現状の相続等については、本改正の

適用はまだありませんので、注意する必要があります。

２ 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改正について

文部科学省資料（http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/__icsFiles/afieldfile/2016/1
2/22/1380855_01.pdf）によると、「祖父母等が孫等に対して一括贈与された教育資金に係る
平成３１年３月３１日までの贈与税の非課税措置について、領収書を紙媒体のみならず電

子媒体でも金融機関に提出することを可能とし、本制度の利用促進を図る。」と改正趣旨が

説明されています。スキャナ保存の要件緩和など、電子保存等の緩和が行われている昨今、

時代に沿った改正と考えられます。

現行の仕組みとして、教育資金に充てる際、領収書等の提出を行う必要がありますが、こ

の手続きは非常に煩雑と考えられます。加えて、提出を受けた領収書等については、金融

機関において教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年３月１５日後６年間までの

保存が義務付けられ、保存コストも大きくなります。結果として、今後は電子媒体による

提出を要請する金融機関も増えると想定されます。

３ 医業継続に係る納税猶予等の改正について

厚生労働省資料（http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12601000-Seisakutouka
tsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000107237_3.pdf）によると、以下の図を
基に、本改正の趣旨が説明されています。



厚生労働省資料（http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjik

anshitsu_Shakaihoshoutantou/0000107237_3.pdf）

平成１８年医療法改正により、持分あり医療法人の新設が不可能になり、旧法の持分あり

医療法人は、経過措置型医療法人として、いずれは持分なし医療法人に移行することとな

っています。この移行を支援するため、平成２６年度改正においては、医業継続に係る納

税猶予が創設されています。

この医業継続に係る納税猶予については、医療法人の持分に係る納税猶予であり、医療法

人本体への課税については、特段の規定はありませんでした。このため、持分なし医療法

人に移行する際、相法６６④の規定に該当すれば、法人に贈与税が課税されることになり

ます（http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/dl/houkokusho_shuss
hi_16.pdf）。

相法６６④は、贈与者等の贈与税等の不当減少がある場合に発動する規定ですが、不当減

少の解釈として相令３３③があるにせよ、国税の解釈の余地が大きな規定になっています。

となれば、移行に伴って贈与税等の課税リスクは残るわけで、「持分あり医療法人から持分

なし医療法人へ移行する際、出資者の持分の放棄による経済的利益の法人への帰属につい

て、当該法人に対して贈与税が課税される場合があるが、移行計画の認定を受けた法人に

ついては、円滑な移行促進のために法人への贈与税を非課税等とする」（厚生労働省資料。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikan
shitsu_Shakaihoshoutantou/0000135260.pdf）と、非課税措置を設けることが要望されて



いました。

本改正により、移行計画の認定を受けて持分なし医療法人に移行するのであれば、法人に

ついて贈与税が課税されることは原則としてなくなります。大綱上は特に申告要件なども

設けていませんから、手続きは特に不要で、当然に非課税になると考えられます。

ただし、移行して６年以内に認定要件非該当となれば、贈与税は課税されますから、注意

が必要です。なお、移行計画が前提となっていますので、タイミングを操作できない遺贈

による相続税については、この規定の対象外とされていると考えられます。

なお、非課税となるにしても、改正医療法による認定の要件は厳しくなると言われていま

すので、今後の改正医療法をしっかりとチェックする必要があります。

「Ｔ＆ＡＭａｓｔｅｒ６７１号」

改正により移行計画の認定要件がかさ上げされる（厳しくなる）が、現在の贈与税課税（相法６６④）

の非課税基準である相続税法施行令３３条３項が規定する要件（同族親族等関係者が役員等の総数の３

分の１以下など）よりはハードルが低くなる可能性がある。

その他、認定要件非該当となった場合に課される贈与税ですが、そのタイミングは大綱上

明確ではありません。ただし、「上記～の経済的利益（注：持分の放棄により法人が受ける

利益）については、当該医療法人を個人とみなして、贈与税を課する。」（大綱Ｐ４８～４

９）と説明されていますので、放棄があった段階に遡及して課税されると考えられます。

この考えが正しければ、時効の問題が生じますが、迅速な管理が国税においてできるのか、

今後の改正法の内容を検討する必要があります。



Ⅲ 法人課税に関する改正

研究開発税制等の見直し

概要 

イノベーションを促すことにより、付加価値の高い財・サービスを生み出すために、研究

開発投資を増加させるインセンティブを強化するといった観点から、研究開発税制等の見

直しが行われます（大綱Ｐ６１～６５、７７）。

納税者有利の改正です。

内容 

研究開発税制等について、以下の見直しがなされます（所得税についても同様とされます）。

１ 試験研究費の総額に係る税額控除制度の改正

試験研究費の総額に係る税額控除制度（措法４２の４①）について、税額控除率（現行：

試験研究費割合に応じ８～１０％）を、以下の通り試験研究費の増減割合に応じた税額控

除率（１０％が上限とされます）とする制度に改組されます。

増減割合（※） 税額控除率

５％超 ９％＋（増減割合－５％）×０．３

５％以下 ９％－（５％－増減割合）×０．１

－２５％未満 ６％

（※）試験研究費増減差額／比較試験研究費の額

試験研究費増減差額とは、試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいいます。

２ 試験研究費の増加額に係る税額控除等の改正

試験研究費の増加額に係る税額控除（措法４２の４④一）又は平均売上金額の１０％を超

える試験研究費に係る税額控除（措法４２の４④二）を選択適用できる制度について、試

験研究費の増加額に係る税額控除を廃止した上、その適用期限が２年延長され、平成３１

年３月３１日までの間に開始する各事業年度となります。



３ ２年間の時限措置

２年間の時限措置として、以下の措置が講じられます。

（１）試験研究費の総額に係る税額控除制度の税額控除率の増加

試験研究費の総額に係る税額控除制度（措法４２の４①）の税額控除率の上限が、１４％

（原則：１０％）とされます。

（２）中小企業技術基盤強化税制の特例

中小企業技術基盤強化税制（措法４２の４②）について、試験研究費の増加割合が５％を

超える場合には、税額控除率等は、以下の通りとされます。

特例措置 内容

税額控除率 税額控除率（１２％）＋（増加割合（※１）－５％）×０．３（※２）

控除税額の上限（※３） 控除税額の上限（※４）＋（当期法人税額）×１０％

（※１）（試験研究費の額－比較試験研究費の額）／比較試験研究費の額

（※２）税額控除率の上限は１７％とされます。

（※３）平均売上金額の１０％を超える試験研究費に係る税額控除制度（措法４２の４④二）との選択適

用とされます。

（※４）当期法人税額の２５％

（３）試験研究費の額が平均売上金額の１０％を超える場合の特例

試験研究費の額が平均売上金額の１０％を超える場合には、平均売上金額の１０％を超え

る試験研究費に係る税額控除制度（措法４２の４④二）の適用に代えて、以下の措置が適

用できることとされます。

対象となる規定 取扱い

試験研究費の総額に

係る税額控除制度

（措法４２の４①）

控除税額の上限（※１）に、以下の金額を上乗せ

当期の法人税額×（試験研究費割合－１０％）×２（※２）

中小企業技術基盤

強化税制（※３）

（措法４２の４②）

控除税額の上限（※１）に、以下の金額を上乗せ

当期の法人税額×（試験研究費割合－１０％）×２（※２）

（※１）当期の法人税額の２５％

（※２）１０％が上限とされます。

（※３）この特例は、上記（２）の、中小企業技術基盤強化税制に係る控除税額の上限の上乗せ措置との



選択適用となります。

なお、上記の平均売上金額及び試験研究費割合の意義は、以下とされています。

用語 意義

平均売上金額 当期を含む４年間の売上金額の年平均額

試験研究費割合 試験研究費の額の平均売上金額に対する割合

４ 試験研究費の範囲の改正

（１）全体像

試験研究費の範囲（措法４２の４⑥一、措令２７の４②）について、対価を得て提供する

新たな役務の開発に係る試験研究のために要する一定の費用が加えられます。

（２）一定の費用の意義 

（１）の一定の費用の意義は、以下とされています。 

新サービス（※１）の開発を目的として行う一定の業務に要する原材料費、人件費（情報

解析専門家（※２）に係るものに限られます）及び経費（※３）並びに委託費（※４）

（※１）対価を得て提供する新たな役務
（※２）その業務に専ら従事する情報の解析に関する専門的な知識を有すると認められる者

（※３）外注費にあっては、これらの原材料費及び人件費並びに外注費以外の経費に相当する部分に限ら

れます。 

（※４）対象となる原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限られます。 

なお、試験研究の対象となる上記の「一定の業務」とは、以下とされています。 

業務 具体的内容 

一定の情報 

収集 

大量の情報を収集する機能を有し、その全部又は主要な部分が自動化され

ている機器又は技術を用いて行われる情報の収集 

一定の分析 

その収集により蓄積された情報について、一定の法則を発見するために、

情報解析専門家により専ら情報の解析を行う機能を有するソフトウエア

（※）を用いて行われる分析 

一定の設計 その分析により発見された法則を利用した新サービスの設計 

一定の確認 
その発見された法則が予測と結果の一致度が高い等妥当であると認められ

るものであること及びその発見された法則を利用した新サービスがその目



的に照らして適当であると認められるものであることの確認 

（※）これに準ずるソフトウエアを含みます。 

５ 特別試験研究費の額に係る税額控除制度の見直し 

特別試験研究費の額に係る税額控除制度（措法４２の４③）について、以下の見直しが行

われます。 

（１）一定の費用の限定の廃止 

特別試験研究費の対象となる共同研究及び委託研究に係る相手方が支出する費用で自己が

負担するものについて、その費用の限定（現行:原材料費、人件費、旅費、経費及び外注費)

を廃止し、これらの研究に要した費用とされます。 

（２）契約変更前に支出した費用のうち対象となるものの明確化 

契約変更前に支出した費用について、その契約に係るものであることが明らかであり、か

つ、その支出日と契約変更日が同一の事業年度内にある場合には、特別試験研究費の対象

となることが明確化されます。 

（３）相手方の確認の緩和 

その事業年度における特別試験研究費の額であることの相手方による確認について、費用

の明細書と領収証等との突合を要しないこととされます。 

６ 地方税の取扱い 

地方税における中小企業技術基盤強化税制（地法附則８①等）について、一部を除き、上

記と同様の改正が行われます。 

適用関係 

上記の改正は、大綱上明確ではありませんので、平成２９年４月１日から施行され、同日

以後開始する事業年度について適用されると考えられます。

関連法規 



上記の通り 

コメント 

毎年のように改正がなされる研究開発税制ですが、現行の取扱いをまとめると、以下のよ

うに５類型となります。 

措置 内容 期限 

総額型 

（措法４２の４①） 

試験研究費の総額に対し、試験研究費割合

に応じて一定額の控除 
明記なし 

中小企業技術基盤強化

税制（措法４２の４②）

中小企業者等の特例として、上乗せで試験

研究費の総額に対し一定額の控除 
明記なし 

特別試験研究費の控除

（措法４２の４③） 

国の試験研究機関等との特別試験研究費

の額に対し、別枠で控除 
明記なし 

増加型 

（措法４２の４④一） 

高水準型との選択で、増加試験研究費の一

定額を控除 
２８年度まで 

高水準型 

（措法４２の４④二） 

増加型との選択で、平均売上金額の１０％

を超える部分の一定額を控除 
２８年度まで 

これらの制度について、それぞれ改正が行われていますが、改正の全体像として、以下の

解説があります。 



（出典）経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/161215a/pdf/161215a002.pdf）

規定ごとに改正内容を見ていくと、以下のようになります。 

１ 総額型 

増加型が適用期限到来をもって廃止されることを踏まえ、投資増加インセンティブを組み

込むために、以下の通り試験研究費の増減割合に応じた控除率とする制度に改正されます。 

この制度ですが、２年間の時限措置も設けられており、控除率の上限が１４％に増額され

ることになっています。 



（出典）経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/161215a/pdf/161215a002.pdf）

２ 中小企業技術基盤強化税制 

中小企業向け支援を強化するという観点から、２年間の時限措置として、税額控除率の加

算や控除税額の上限の上乗せ（高水準型との選択制）が設けられます。 



（出典）経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/161215a/pdf/161215a002.pdf）

３ 特別試験研究費の控除 

特別試験研究費の控除は、いわゆるオープンイノベーションを促進するために設けられて

いる制度ですが、事務負担が大きい点があり、結果として十分に機能していないという指

摘があります。この点、事務負担を軽減するための所定の見直しがなされます。 



（出典）経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/161215a/pdf/161215a002.pdf）

４ 高水準型・増加型 

増加型は適用期限をもって廃止となり、高水準型については、適用期限の２年延長がなさ

れます。 

５ 試験研究費の範囲の改正 

その他、ＡＩ等を活用した、第４次産業革命に対する投資を促進させる観点から、以下に

ついて試験研究費の範囲に加えられることになります。 



（出典）経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/161215a/pdf/161215a002.pdf）

税額控除の対象となる試験研究費の範囲については、「製品の製造又は技術の改良、考案若

しくは発明に係る試験研究のために要する費用」（措法４２の４⑥一）とされていますので、

人文・社会科学系の研究となる、サービス業は適用対象外とされていました。このため、

ＡＩを活用した情報サービスについて、税額控除の対象とするために、所定のサービス業

についても税額控除の対象とするのが本改正の趣旨です。 

Ｑ＆Ａ 研究開発減税・設備投資減税について（法人税）（平成１５年１０月） 

（https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kenkyu-qa2003/02.htm）

この試験研究は、工学的・自然科学的な基礎研究、応用研究及び開発・工業化等を意味するもので、必ず

しも新製品や新技術に限らず、現に生産中の製品の製造や既存の技術の改良等のための試験研究であって

も対象となります。逆に、「製品の製造」又は「技術の改良、考案若しくは発明」に当たらない人文・社会

科学関係の研究は対象とはなりません。 

したがって、例えば、次のような費用は含まれませんので、ご注意ください。 

イ 事務能率・経営組織の改善に係る費用 

ロ 販売技術・方法の改良や販路の開拓に係る費用 

ハ 単なる製品のデザイン考案に係る費用 

ニ 既存製品に対する特定の表示の許可申請のために行うデータ集積等の臨床実験費用 



ただし、試験研究費の範囲の改正に当たっては、比較試験研究費の見直しも必要になると

されていますので、注意が必要です。 

措通４２の４（１）－６（試験研究費の範囲が改正された場合の取扱い） 

試験研究費に含まれる費用の範囲が改正された場合には、比較年度又は基準年度の試験研究費の額につい

てもその改正後の規定により計算するものとする。 



所得拡大促進税制の見直し 

概要 

企業の賃上げインセンティブを強化する観点から、所得拡大促進税制の見直しが行われま

す（大綱Ｐ６５～６６、７７）。

原則として納税者有利の改正です。

内容 

所得拡大促進税制について、以下の見直しが行われます（所得税についても同様です）。 

１ 中小企業者等以外の法人に係る改正

項目 現行 改正後 

平均給与等支給額

の要件（※１）

平均給与等支給額 

＞比較平均給与等支給額 

（平均給与等支給額－比較平均給与等支

給額）／比較平均給与等支給額≧２％ 

控除税額（※２）
雇用者給与等支給増加額

×１０％ 

雇用者給与等支給増加額×１０％＋雇用

者給与等支給増加額のうち一定の金額（※

３）×２％ 

（※１）措法４２の１２の４①二 

（※２）措法４２の１２の４① 

（※３）雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額 

２ 中小企業者等に対する改正 

中小企業者等について、以下の①に該当する場合には、以下の②の通り、控除税額の上乗

せ措置が設けられます。 

改正項目 内容 

① 適用される場合 

・ 以下の算式を満たす場合 

（平均給与等支給額－比較平均給与等支給額）／比較平均給

与等支給額≧２％ 

② 控除税額(※１)
雇用者給与等支給増加額×１０％＋雇用者給与等支給増加額の

うち一定の金額（※２）×１２％ 

（※１）現行は、雇用者給与等支給増加額の１０％相当額とされています。 

（※２）雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額 



３ 地方税の取扱い 

地方税における付加価値割の所得拡大促進税制（地法附則９⑬～⑱） 及び中小企業者等の

雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度（地法附則８⑦等）について、原則と

して上記に準じた改正が行われます。 

適用関係 

上記の改正は、大綱上明確ではありませんので、平成２９年４月１日から施行され、同日

以後開始する事業年度について適用されると考えられます。

関連法規 

上記の通り

コメント 

事業内容を問わず適用される所得拡大促進税制は、かなり広く使われている節税であり、

その目的も賃上げという政策目的に沿うものですから、毎年のように改正が行われていま

す。本年度改正は、より賃上げのインセンティブを高めるという意味を込めて、大企業に

ついて平均給与等支給額の要件を厳しくする反面、控除額を上乗せするという措置が設け

られます。 

一方で、中小企業については、要件の厳格化は行われませんが、大企業と同様の平均給与

等支給額の要件も満たす場合には、控除額の上乗せの適用を受けることができることとさ

れます。 

大綱の文章を見ても分かりづらいですが、内容を簡単にまとめると、以下の表と図の通り

となります。 

納税者 改正内容 

大企業 
① 平均給与等支給額の要件の厳格化 

② 控除額の増額 

中小企業 
① 適用要件に変更はなし 

② 大企業における平均給与等支給額の要件を満たす場合には、



控除額の増額 

（出典）経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/161215a/pdf/161215a002.pdf）

雇用者給与等支給増加額は基準雇用者給与等支給額（基準年度ベースの支給額）を超える

金額であり、比較雇用者給与等支給額は前年度ベースの支給額を超える金額ですので、本

年度改正による控除額の影響としては、以下と整理できます。従来は基準年度ベースの増

加額の１０％でしたので、かなり影響が大きいと考えられます。

納税者 控除額 

大企業 
基準年度ベースの増加額の１０％＋前年度ベースの増加額の２％ 

（最大で基準年度ベースの増加額の１２％） 

中小企業 
基準年度ベースの増加額の１０％＋前年度ベースの増加額の１

２％（最大で基準年度ベースの増加額の２２％） 

なお、適用要件などについて、中小企業と大企業で分けることはおかしなことではありま

せんが、当然ながら税の特典だけを目当てに中小企業になる会社もいるわけであり、とな

れば中小企業の特典を制限する規定について、深く検討しなければならないはずです。こ

のあたり、制度趣旨に沿わない企業が現行と同様に適用を受けられる状況を放置するのは、

立案としては正しくないと考えます。 



役員給与税制等の見直し

概要

経営陣に中長期の企業価値創造を引き出すためのインセンティブを付与することができる

よう、業績に連動した報酬等の柔軟な活用を可能とする等の観点から、役員給与税制等の

見直しが行われます（大綱Ｐ３９、６７～６８）。

納税者有利の改正です。

内容 

１ 利益連動給与の見直し

（１）算定指標の範囲の拡大

算定指標の範囲について、以下の見直しがなされます。なお、この改正に伴い、損金経理

要件について所要の見直しが行われます。

改正項目 内容

指標の追加

以下の指標を追加

・ 株式の市場価格の状況を示す指標

・ 売上高の状況を示す指標（※）

時点の追加
その事業年度後の事業年度又は将来の所定の時点若しくは期間の指標

を用いることも可能

（※）利益の状況を示す指標又は株式の市場価格の状況を示す指標と同時に用いられるものに限ります。

（２）業績連動指標を基礎として算定される一定の株式に係る報酬の追加

業績連動指標を基礎として算定される数の市場価格のある株式を交付する給与で確定した

数を限度とするものが対象に加えられます。

なお、業績連動指標とは、利益の状況を示す指標又は上記（１）により追加された指標を

いいます。

（３） 非同族法人に完全支配される同族会社から支給される給与の追加



同族会社のうち、非同族法人との間に完全支配関係がある法人の支給する給与が対象に加

えられます。

この場合の手続に関する要件は、算定方法についてその非同族法人の報酬委員会における

決定等の手続を経てその法人の株主総会又は取締役会において決議し、その非同族法人の

有価証券報告書等で開示されていることとされます。

２ 利益連動の退職給与等の取扱いの改正

（１）一定の退職給与等の損金不算入

以下の給与はその全額が損金不算入とされます。

損金不算入となる給与 内容

① 一定の退職給与
退職給与で利益その他の指標（※１）を基礎として算定されるもの

のうち、利益連動給与の損金算入要件を満たさないもの

② 一定の新株予約権

による給与

新株予約権（※２）による給与で事前確定届出給与又は利益連動給

与の損金算入要件を満たさないもの

（※１）勤務期間及び既に支給した給与は除かれます。

（※２）その行使により市場価格のある株式が交付されるものに限られます。

（２）一定の新株予約権による給与の追加

（１）の改正にあわせて、利益連動給与について、以下の新株予約権による給与が対象に

加えられます。

対象となる新株予約権による給与 内容

① 交付数が算定されるもの
業績連動指標を基礎として算定される数の新株予約権

（※）を交付する給与で確定した数を限度とするもの

② 行使可能数が算定されるもの
業績連動指標を基礎として行使できる数が算定される

新株予約権（※）による給与

（※）その行使により市場価格のある株式が交付されるものに限られます。

３ 事前確定届出給与の見直し

事前確定届出給与の範囲について、以下の見直しが行われます。



項目 改正内容

一定の株式報酬の追加 所定の時期に確定した数の株式（※１）を交付する給与を追加

一定の新株予約権報酬

の追加等

・ 所定の時期に確定した数の新株予約権（※２）を交付する給与

を追加

・ 一定の新株予約権（※２）による給与は事前確定の届出が不要

一定の譲渡制限付株式

報酬の除外

利益その他の指標を基礎として譲渡制限が解除される数が算定さ

れる譲渡制限付株式による給与を対象から除外

（※１）市場価格のある株式で、役務の提供を受ける法人又はその法人の発行済株式の５０％超を直接若

しくは間接に保有する法人が発行したものに限られます。

（※２）市場価格のある株式の取得の基因となるもので、役務の提供を受ける法人又はその法人の発行済

株式の５０％超を直接若しくは間接に保有する法人が発行したものに限られます。

４ 定期同額給与の範囲の改正

定期同額給与の範囲に、税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が同額である定期給与

が加えられます。

５ 譲渡制限付株式又は新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例の見直し

（１）交付法人の追加

役務の提供を受けた法人以外の法人が交付するものが対象に加えられます。

（２）譲渡制限付株式を対価とする費用の損金算入時期

譲渡制限付株式を対価とする費用の損金算入時期が、原則として、以下の通りとされます。

現行 改正後

譲渡制限が解除された日の属する事業年度
譲渡制限が解除されることが確定した日の

属する事業年度

（３）非居住者の取扱い

非居住者に対して交付された場合には、その者が居住者であったとした場合に給与所得等

が生ずることが確定した日において役務の提供を受けたこととされます。



６ 報酬委員会の決定等の手続の期限の見直し

定期同額給与の改定期限、事前確定届出給与の届出期限及び利益連動給与における報酬委

員会の決定等の手続の期限について、確定申告期限の延長の特例（法法７５の２）の改正

に伴う見直しが行われます。

７ 地方税の取扱い

国税における法人の支給する役員給与等に係る見直しに伴い、地方税について所要の措置

が講じられます。

８ その他所要の措置が講じられます。

適用関係 

上記の改正は、以下の通り適用されます。

改正項目 適用関係

退職給与に係る部分、譲渡制限付株式に係る

部分及び新株予約権に係る部分

平成２９年１０月１日以後に支給又は交付

に係る決議（※）をする給与について適用

上記以外の部分
平成２９年４月１日以後に支給又は交付に

係る決議（※）をする給与について適用

（※）その決議がない場合には、その支給又は交付

関連法規 

法法３４、５４、５４の２等

コメント 

１ 利益連動給与の見直しについて

（１）算定指標の拡大

昨年度改正において、譲渡制限付株式に係る役員報酬について、事前確定届出給与の対象

とされるなど、企業経営に対するインセンティブとして、役員報酬を柔軟化する必要性に



ついて経済産業省などから指摘されています。平成２９年度改正においても、この方向性

を踏まえ、より踏み込んだ改正がなされます。

利益連動給与の見直しについては、以下のように、算定指標（株価等の追加）と計測期間

（複数年度も対象に追加。ただし、大綱上過去は明記されておらず、将来の指標とされて

います。）の追加が行われます。

（出典）経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/161215a/pdf/161215a002.pdf）

利益連動給与は、支給の透明性・適正性を確保するための一定の要件が設けられている給

与について、恣意性が排除されているとして、損金算入を認める制度です。このため、指

標を広げたとしても、役員の貢献を反映できる客観的な指標でかつ透明性のある指標であ

れば問題はないはずですから、原則として企業の業績を反映する株価を対象にしても、大

きな問題はないと考えます。

「平成１８年度改正税法のすべて」Ｐ３２７～３２８

いわゆる業績連動型報酬については、法人の利益に連動して役員給与の支給額を事後的に定めることを許

容することは安易な課税所得の操作の余地を与えることとなりかねず、課税上の弊害が極めて大きいこと

から、およそ損金算入が認められる余地がないものと考えられてきました。しかし、このような形態の役

員給与であっても、職務執行の対価性に欠けるものではなく、支給時期・支給額に対する恣意性を排除し



た上で損金算入の余地を与えることとすれば、多様な役員給与の支給形態により中立的な税制を実現し得

ることとなります。そこで、支給の透明性・適正性を確保するための一定の要件を課した上で、このよう

な形態の役員給与についても損金算入を可能とすることとされました。

一方で、将来の所定の時点や期間の指標も対象に含めることについてですが、そもそも現

行の役員給与税制は事前に確定しているかどうかを損金算入の判断としています。当期の

指標を用いる場合は別にして、将来の指標を使うとなると、事前に確定しているとは言え

ないと考えられます。事前に確定している役員給与だけが損金算入されるという現行の仕

組みの合理性について、単に利益連動給与の問題ではなく、役員給与税制全体の問題とし

て再検討が必要になると考えます。

なお、利益連動給与については、算定指標が確定した日から１月以内に支給することとさ

れています（法令６９⑫）。将来の所定の時点などの指標を使うとなると、給与の支給等を

失念してしまう可能性もありますから、注意が必要です。

（２）業績連動指標を基礎として算定される一定の株式に係る報酬の追加

経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/161215a/pdf/161215a0
02.pdf）によると、役員報酬の類型として、株式交付信託やパフォーマンス・シェアについ
ても、損金算入が認められると解説されています。



（出典）経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/161215a/pdf/161215a002.pdf）

利益連動給与については、「確定額を限度としている」（法法３４①三イ）という要件が付

されていますので、株式などの現物給与については、この要件に抵触する可能性があると

考えられます。このような制限を撤廃する目的で、本改正がなされると考えられます。

確定額を限度としているという意義については、「支給額の上限額が具体的な金額によって

定められること」（「平成１８年度改正税法のすべて」Ｐ３２８）を意味すると説明されて

おり、恣意性の排除から設けられた要件と考えられます。報酬の柔軟化という目的はある

にせよ、恣意性の排除をどのように考えるのか、今後の法令等を確認する必要があります。

なお、本改正に伴って、後述の大蔵財務協会研修会資料を見る限り、利益連動給与の名称

が、業績連動給与に変更される可能性があります。

（３）非同族法人に完全支配される同族会社から支給される給与の追加

譲渡制限付株式に係る報酬に関して説明された資料ですが、「完全子会社以外の子会社役員

も付与対象」と説明されており（経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeis
ei_fy2017/161215a/pdf/161215a002.pdf））、その趣旨としてグループ経営を前提としている
ことが読み取れます。

ストックオプションについては、外国親法人から付されるものが問題になることも多いわ

けで、子会社役員の報酬も含めて制度設計することは必要不可欠です。加えて、子法人の

役員報酬については、親法人で業績を判断するのが通例です。このため、改正の方向性と

しては、問題ないと考えます。

２ 利益連動の退職給与等の取扱い及び事前確定届出給与の見直しについて

現行、ストックオプションについては、役員に対して支給される報償であっても、原則と

して役員給与について定めた法法３４ではなく、費用の帰属時期の特例として、個別に法

法５４の２で定められています。この点、退職給与を含めて、法法３４①括弧書きにより、

役員給与税制の対象外とされています。

一方で、譲渡制限付株式については、平成２８年度改正により、事前確定届出給与に含ま

れることとなりましたが（法法３４①二括弧書き）、利益連動給与には含まれていません。



結果として、これらの給与については、事前確定届出給与に該当する譲渡制限付株式を除

き、法法３４①の損金に算入される役員給与の対象外となり、不相当に高額であるか否か

（法法３４②）の判定のみが適用されることになっています。

この点、「ストックオプションや株式報酬も役員給与税制の対象とし、全体として整合的な

税制となるよう措置」（経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/
161215a/pdf/161215a002.pdf））する必要性について指摘され、役員給与税制に含めて制度
設計されることになりました。下記図の通り、課税関係がこれらの給与を含めたところで、

整合的に整備されることになります。

（出典）大蔵財務協会研修会資料

以上を踏まえると、役員に対する報償として支給される下記の給与について、以下のよう

な法令の措置がなされることになります。

報償として支給されるもの 法令上の措置の内容

退職給与 利益連動給与に追加

ストックオプション
利益連動給与に追加

事前確定届出給与に追加（※）

譲渡制限付株式
利益連動給与該当分は事前確定届出給与から除外

それ以外は引き続き、事前確定届出給与の対象



（※）現行の譲渡制限付株式にならい、一定のものは届出不要とされます。

４ 定期同額給与の範囲の改正について

改正趣旨として明確なものは見つかりませんでしたが、外資系企業などについては、国外

に転勤する際、手取り額を保証することが多いと聞いています。このため、額面が同額の

給与だけでなく、手取額が同額の給与についても、定期同額給与に含めるとしたのがこの

改正趣旨と考えられます。

仮にこの考えで正しければですが、手取額を同額と見る場合の税や社会保険料の徴収金額

は、適正額でなければならないと考えられます。となれば、誤って税等の徴収をしていれ

ば定期同額給与とは言えないと考えられますから、給与計算に注意が必要になります。

５ 譲渡制限付株式又は新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例の見直しにつ

いて

本年度改正により、一定の親会社が支給するストックオプションについても事前確定届出

給与などの範疇に含まれることになりましたので、役務提供を受ける法人以外の法人に対

しても、これらの特例の対象に加えられることになりました。

次に、譲渡制限付株式に対する課税時期ですが、これは所得税において制限が解除された

日の時価で課税するとしていることから（所令８４①）、その解除日において課税されると

規定されています（所基通２３～３５共―５の３）。解除することが確定したと言っても、

実際に解除されなければ権利行使はできないと考えられますが、その時期を早めたという

のがこの改正の意義なのでしょうか。

これらの規定は、所得税における給与所得課税時期を前提としていますので、所得税の改

正も必要であるはずですが、所得税の改正は見られません。となれば、所得税は現状の通

りとされ、法人税の条文を改正することにより取扱いが設けられる可能性が大きいと考え

られます。このため、法案をチェックする必要があります。

最後に、非居住者課税についてですが、この改正趣旨について明確な記述はありません。

ただし、上記を前提とすると、損金算入時期が所得税の課税時期よりも早くなる可能性が

ありますから、課税が困難になる非居住者については、居住者と同様のタイミングまで損

金算入を制限する、という趣旨とも考えられます。詳細は、今後の「改正税法のすべて」

などを参照する必要があります。



組織再編税制等の見直し

概要

経営戦略に基づく先を見据えたスピード感のある事業再編等を加速するため、特定事業を

切り出して独立会社とするスピンオフ等の円滑な実施を可能とする税制の整備を行う観点

などから、組織再編税制等の見直しが行われます（大綱Ｐ３９、６８～７２）。

納税者有利の改正です。

内容 

１ 適格分割の範囲の追加

適格分割の範囲に、分割法人が行っていた事業の一部をその分割型分割により新たに設立

する分割承継法人において独立して行うための分割として、以下の要件に該当するものが

加えられます。

ただし、分割に伴って分割法人の株主の持株数に応じて分割承継法人の株式のみが交付さ

れるものに限ります。

要件 内容

関係継続

要件

分割法人が分割前に他の者による支配関係がないもので、分割承継法人が

分割後に継続して他の者による支配関係がないことが見込まれていること

主要資産等の

引継ぎ

分割法人の分割事業の主要な資産及び負債が分割承継法人に移転している

こと

従業者の

引継ぎ

分割法人の分割事業の従業者のおおむね８０％以上が分割承継法人の業務

に従事することが見込まれていること

分割事業の

引継ぎ

分割法人の分割事業が分割承継法人において引き続き行われることが見込

まれていること

特定役員等の

引継ぎ

分割法人の役員又は重要な使用人が分割承継法人の特定役員となることが

見込まれていること

２ １００％子法人株式の全部を分配する現物分配の改正

１００％子法人株式の全部を分配する現物分配について、分割型分割と同様に取り扱うた



めの措置として、以下の措置が講じられます。

（１）現物分配法人の株主の課税関係

１００％子法人株式の全部を分配する現物分配がなされた場合において、現物分配法人の

株主における旧株の譲渡損益等の取扱いについては、以下の通りとされます（所得税につ

いても同様とされます）。

項目 取扱い

旧株の譲渡損益

原則：旧株（現物分配法人の株式）のうちその交付を受けた子法人

株式に対応する部分の譲渡を行ったものとみなされる

特例：現物分配法人の株主の持株数に応じて子法人株式のみが交付

される場合には、譲渡損益が繰り延べられる

交付を受ける子法人

株式の配当課税

原則：子法人株式の価額のうち資本金等の額を超える部分を原資と

する金額は配当とされる

特例：下記（２）により適格組織再編成となる現物分配については

上記の対象にならない

（２）適格組織再編成とされる場合

① 適格要件

以下の要件に該当する１００％子法人株式の現物分配は、適格組織再編成の一類型とされ

ます。

ただし、現物分配により現物分配法人の株主の持株数に応じて子法人株式のみが交付され

るものに限ります。

要件 内容

関係継続

要件

現物分配法人が現物分配前に他の者による支配関係がないもので、子法人が現

物分配後に継続して他の者による支配関係がないことが見込まれていること

従業者の

引継ぎ

子法人の従業者のおおむね８０％以上がその業務に引き続き従事することが

見込まれていること

主要事業

の引継ぎ
子法人の主要な事業が引き続き行われることが見込まれていること

特定役員 子法人の特定役員の全てがその現物分配に伴って退任をするものでないこと



の退任

② 交付する子法人株式の取扱い

上記①により適格組織再編成となる場合には、現物分配法人における子法人株式について

譲渡損益を計上せず、源泉徴収等もなされません。

３ 単独新設分社型分割等の後に所定の現物分配を行うことが見込まれる場合の取扱い

単独新設分社型分割の後にその交付を受けた分割承継法人株式を分配する上記２（２）の

適格組織再編成となる現物分配を行うことが見込まれている場合には、その単独新設分社

型分割に係る適格要件のうち関係継続要件について、その現物分配の直前の時までの関係

により判定することとされます。

この取扱いは、単独新設現物出資についても同様とされます。

４ 吸収合併等の対価要件の改正

吸収合併及び株式交換に係る適格要件のうち対価に関する要件について、合併法人又は株

式交換完全親法人が被合併法人又は株式交換完全子法人の発行済株式の３分の２以上を有

する場合における、その他の株主に対して交付する対価については除外して判定すること

とされます。

５ 全部取得条項付種類株式の端数処理等による完全子法人化の取扱い

全部取得条項付種類株式の端数処理、株式併合の端数処理及び株式売渡請求による完全子

法人化について、株式交換と同様に、組織再編税制の一環とされ、以下の措置が講じられ

ます。

所定の適格要件の該当性 取扱い

企業グループ内の株式交換と同様の

適格要件を満たさない場合

非適格株式交換等に係る完全子法人等の有する資産

の時価評価制度等の対象に追加

企業グループ内の株式交換と同様の

適格要件を満たす場合

・ 連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴

う資産の時価評価制度の対象から除外

・ 連結納税の開始等の前に生じた欠損金額（※）

を連結納税制度の下での繰越控除の対象に追加



（※）個別所得金額が限度とされます。

６ 非適格株式交換等に係る完全子法人等の有する資産の時価評価制度等の対象資産の見

直し

非適格株式交換等に係る完全子法人等の有する資産の時価評価制度及び連結納税の開始又

は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度について、時価評価の対象となる資産

から、帳簿価額（現行：資産の価額と帳簿価額との差額）が１，０００万円未満の資産が

除外されます。

７ みなし配当が生じる自己株式の取得範囲の改正

みなし配当の額が生ずる事由となる自己株式の取得について、その範囲から全部取得条項

付種類株式に係る定めを設ける旨の定款変更に反対する株主からの買取請求に基づく取得

が除外されます（所得税についても同様です）。

ただし、対象になる買取請求は、株主がその全部取得条項付種類株式の取得決議に係る取

得対価の割当てに関する事項を知った後に行った場合で、買取請求をしないとすれば、端

数となる株式のみの交付を受けることとなる場合に行ったものに限られます。

８ 組織再編税制における適格要件の見直し

組織再編税制における適格要件について、次の見直しが行われます。

（１）一定の分割型分割に係る関係継続要件の見直し

企業グループ内の分割型分割に係る適格要件のうち、関係継続要件について、以下の通り

改正されます。

現行 改正後

支配法人と分割法人及び分割承継法人と間の

関係が継続することが見込まれていること

支配法人と分割承継法人との間の関係が

継続することが見込まれていること

（２）一定の合併等に係る株式継続保有要件の見直し



共同事業を行うための合併、分割型分割、株式交換及び株式移転に係る適格要件のうち株

式継続保有要件について、以下の通り改正されます。

現行 改正後

交付を受けた合併法人等の株式の全部を

継続して保有することが見込まれている

株主の有する被合併法人等の株式の数が

発行済株式の８０％以上であること（※）

被合併法人等の発行済株式の５０％超を

保有する企業グループ内の株主がその交付

を受けた合併法人等の株式の全部を継続

して保有することが見込まれていること

（※）現行の株式継続保有要件が適用される場合は、株主数５０人未満の場合に限られます。

（３）当初の組織再編成後に他の組織再編成が見込まれている場合の適格要件

当初の組織再編成の後に他の組識再編成が行われることが見込まれている場合の当初の組

織再編成の適格要件について、所要の見直しが行われます。

９ 組織再編税制に係る租税回避防止規定の改正

（１）欠損金の引継ぎ制限の改正

青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度のうち、支配関係がある法人間で

みなし共同事業要件を満たさない適格合併等が行われた場合における欠損金の制限措置及

び特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度について、支配関係発生日の属する事業

年度開始の日から支配関係発生日の前日までの間に生じた特定資産の譲渡等損失額が制限

の対象に加えられます。

（２）特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入制度

の改正

特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入制度につい

て、特定支配関係が生じた事業年度において一定の事由が生じた場合のその事業年度開始

の日から特定支配関係発生日の前日までの間に生じた特定資産の譲渡等損失額が損金不算

入の対象に加えられます。

（３）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措置の改正

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措置について、他の者による完



全支配関係がある法人が特定支配関係が生じた日以後に解散し、残余財産が確定した場合

が制限の対象に加えられます。

１０ 地方税の取扱い

国税における組織再編税制等に係る見直しに伴い、地方税について所要の措置が講じられ

ます。

１１ その他所要の措置が講じられます。

適用関係 

上記４～８の改正は、平成２９年１０月１日以後に行われる組織再編成について適用され

ます。

これら以外の改正は、大綱上明確ではありませんので、経過措置の原則の通り、平成２９

年４月１日以後施行され、同日以後開始する事業年度から適用されると考えられます。

関連法規 

法法２、２３、５７、５７の２、６１の１１、６１の１２、６２の７、６２の９、８１の

９、法令４の３等

コメント 

１ スピンオフに関する税制の整備について（上記１、２、３の改正） 

実務上、スピンオフ（会社の一部門を分離独立させ、別会社として経営させること）の手

法としては、大きく分けて、①単独新設分割型分割、②単独新設分社型分割＋１００％子

法人の現物分配、③単独新設現物出資＋１００％子法人の現物分配、の３つの手法がある

と言われています。本改正で想定している組織再編成については、以下の図をご参照くだ

さい。 



（出典）経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/161215a/pdf/161215a002.pdf

スピンオフについては、下記の通り、経営の独立などによる企業価値の向上が見込まれる

と指摘されており、その整備が必要と考えられていました。 

（出典）経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/161215a/pdf/161215a002.pdf）



上記のスピンオフを見た際、現行制度としては、単独新設分割型分割と１００％子法人の

現物分配については、適格要件が以下とされていますので、その要件を満たさず、スピン

オフに課税が生じる場合があります。このため、スピンオフについては現実的にほぼ実施

不可能と指摘されています（経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy
2017/zeisei_r/pdf/1_02.pdf））。

再編の種類 適格要件

単独新設分割型分割

・ 当事者間の完全支配関係又は同一の者の完全支配関係の

継続（法令４の３⑥）

・ 当事者間の支配関係等の継続（法令４の３⑦）

・ 共同事業要件対応は新設分割にはなし

１００％子法人の現物分配
現物分配による資産の移転を受ける者が完全支配関係ありの

法人のみであること

両者とも、問題になるのは株主が複数おり、既存株主との間に完全支配関係又は支配関係

がない場合です。分割型分割については、分割承継法人の株式が既存株主に交付されます

ので、分割法人とも完全支配関係がなくなりますし、現物分配については、完全支配関係

のない法人に配当しますので、そもそも適格にはなりません。こうなると、スピンオフに

大きな障害が生じます。

以上を踏まえ、単独新設分割型分割に適格要件として、支配関係がない場合を前提に、共

同事業要件に類似した形の要件が追加されることになりました。なお、役員の引継ぎにつ

いては、分割法人の重大な使用人でもよいとされており、ここでいう重大な使用人につい

ては、会社法３６２条（取締役会の権限等）４項３号の重大な使用人（執行役員）が該当

すると考えられます。

加えて、現物分配についても、１００％子法人株式を現物分配する場合には、適格要件が

スピンオフを前提としたものに改正され、現行の共同事業要件を前提とした内容になりま

す。その他、分割型分割と同様の課税関係とすることを前提に、譲渡損益と配当課税の取

扱いが整備されます。分割型分割と同様の課税関係とあることから、適格要件を満たさな

い場合には、分割純資産対応帳簿価額を前提とした譲渡（法法６１の２④）及びみなし配

当課税（法令２３①二）に準じた取扱いがなされると考えられます。 

その他、単独新設分社型分割及び単独新設現物出資については、その後１００％子法人の

現物分配を行って初めてスピンオフが達成されるため、関係継続要件について、所定の整

備がなされます。 



２ スクイーズアウトに関する見直しについて（上記４、５、７の改正） 

改正の必要性について明確な記述は見つかりませんでしたが、スピンオフと同様、機動的

な再編が目的と思われます。経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy
2017/161215a/pdf/161215a002.pdf）には、以下の図が掲載されています。

（出典）経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/161215a/pdf/161215a002.pdf）

本改正により、会社法の特別決議の要件である議決権２／３以上を有する場合、合併や株

式交換について、その他の株主に金銭交付しても、適格要件のうち対価の要件（金銭等不

交付）を満たすとされます。この改正は大企業を前提としたものと想定されますが、中小

企業においてもかなり広く使える改正と考えられます。 

従来は、端株に対する金銭交付については適格要件の対象外であった（法基通１－４－２）

ことから、意図的に端株を作る、といった手法も見られたようですが、今後はこの手間は

原則として必要がなくなります。 

その他、全部取得条項付種類株式の端数処理、株式併合の端数処理及び株式売渡請求によ

る完全子法人化について、株式交換と同様の取扱いがなされます。大綱上明記されていま

せんが、企業グループ内の株式交換等と同様の適格要件とあることから、５０％超１００％



未満の株式交換の適格要件（法法２十二の十六）と同様の要件が付されることになると考

えられます。となると、従業員の引継ぎ等の要件を満たさなければ、従来は課税がなかっ

たこれらの取引について時価評価の対象になり得ると考えられますので、注意が必要です。 

一方で、これらの取引をすることによる完全子法人化については、連結納税の際欠損金の

持ち込みが可能になるとされており、今後連結納税を導入する企業がますます増えると想

定されます。従来、単元未満株式の取得による完全子法人化については、以下のように株

主からの買取請求権に基づく取得のように、やむを得ない事由により取得しなければなら

ないものであれば時価評価等の対象外とされていました。このため、これらとは一線を画

すスクイーズアウトについては原則として時価評価等の対象になると考えられ、連結納税

に関してはハードルがあったと解されます。 

法基通１２の３－１－２（その他これに類する買取りの意義） 

～連結納税の開始に伴う資産の時価評価を要しない法人～又は～連結納税への加入に伴う資産の時価評価

を要しない法人～に規定する「その他これに類する買取り」とは、法令の規定による株式の買取請求権の

行使に基づく買取りに限られる～ 

なお、全部取得条項付種類株式の端数処理について、反対株主から買い取るみなし配当課

税について対象外とするという改正も行われています。本改正と平仄を合わせるとともに、

株式併合については、平成２６年度改正により反対株主からの買い取りはみなし配当の対

象外とされていましたので、その調整のための改正と考えられます。 

３ 非適格株式交換等の時価評価の見直し（上記６の改正について） 

連結納税や株式交換の際、問題になる処理として、自己創設のれんがあります。自己創設

のれんについては、評価額が不透明という点をもって、国税も厳しい指導をしているとは

思えませんが、解釈としては、連結納税や株式交換に伴う時価評価の際、当然に認識すべ

きとされているようです。 

税大論叢「自己創設営業権の時価評価について」（https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/80/03/index.

htm） 

連結納税の開始・加入時という単体納税を清算する局面で、含み資産である自己創設営業権を時価評価す

ることは、他の制度会計において、ある企業を合併又は支配を獲得するなどの機会に、当該企業の自己創



設営業権を含めた資産及び負債を時価評価する会計処理と異なった取扱いではなく、時価評価資産に自己

創設営業権が含まれるとする解釈は妥当である。 

被取得企業から受け入れた識別可能資産及び負債の時価を取得原価へ配分する処理に係る理論及び技術が

精緻化していくに従い、自己創設営業権の時価評価もそれに伴って一層向上していくことが可能になって

いく。 

法解釈の建前は別にして、このようなリスクがある以上、連結納税の導入に二の足を踏む

企業は多かったわけで、例えば以下のような指摘もあります。 

Ｌｏｔｕｓ２１「連結納税適用開始時等には自己創設営業権の時価評価が必要 連結納税導入を躊躇する

一因との指摘も」（http://www.lotus21.co.jp/data/news/1107/news110711_02.html） 

連結納税制度の導入に慎重な法人も少なくない理由としては、事務負担増加やシステムの導入コスト、子

法人の欠損金の使用制限をはじめとする現行連結納税制度そのものへの不満のほか、実は大きな要因の 1

つになっていると指摘されるのが、「自己創設営業権」の問題である。 

連結納税制度の適用開始や連結納税グループへの加入に際し、自己創設営業権が時価評価の対象になるの

かどうかという点については必ずしも明らかでなく、企業や会計士協会からは、「自己創設営業権は時価課

税の対象外であることを明確にすべき」との要望が出されてきた。しかし、本誌取材では、「自己創設営業

権があるのであれば、それを認識して時価評価を行う必要がある」との当局の考え方が改めて確認されて

いるので注意したい。 

ただ、自己創設営業権を認識した場合に問題となるのは、その評価方法だ。基本的な考え方としては、「時

価評価対象法人の株式の購入金額－時価評価対象法人の各資産・負債の時価」が自己創設営業権というこ

とになろうが、具体的な評価方法が通達等によって明確になっているわけではないため、企業や実務家は

一層慎重にならざるを得ないところだ。 

本来、課税するのであれば国税が解釈を明確化すべきなのですが、法人税や所得税におけ

る取引相場のない株式の評価と同様、このような解釈の明確化を怠ってきたことが大きな

問題でした。今回の改正においてはこのような反省ではなく、時価評価の対象になる完全

子会社化が増えることへの対応と考えられますが、法制上帳簿価額が１，０００万円未満

のものについて時価評価の対象外とされますので、自己創設のれんの問題は、いったんは

決着したと考えられます。 

５ 適格要件の改正について（上記８の改正） 

（１）分割型分割の改正 



改正趣旨について明確なものはみつかりませんでしたが、上記のスピンオフの一環の改正

と考えられます。スピンオフする場合、事業を切り出した法人の役割は小さくなりますの

で、分割型分割をした後の分割法人について、対外的なＭ＆Ａが可能になるよう、関係継

続要件が撤廃されることになります。 

（２）株式継続保有要件の改正 

こちらも改正趣旨は見つかりませんでしたが、上記のスクイーズアウトを踏まえての改正

と考えられます。株式継続保有要件が緩和されることになりますが、その分グループ株主

以外の株主については、株式を手放しやすくなるわけで、結果として再編の柔軟性が保た

れることになります。 

６ 組織再編税制に係る租税回避防止規定の改正（上記９） 

従来、欠損金の制限等の対象になるのは、原則として５年内に支配関係が発生した場合に

おいてみなし共同事業要件を満たさないときであり、制限される欠損金額は、その支配関

係後の譲渡損失と、支配関係発生年度前の欠損金でした。この対象に、支配関係発生年度

開始の日から支配関係発生までの譲渡損失が含められます。 

申告書上明確な欠損金などに加え、支配関係発生前の譲渡損失も加えられることから、デ

ューデリジェンスの手間は大きくなると考えられます。このあたり、ミスなく処理するよ

う注意する必要があります。 



中小企業向け設備投資促進税制の拡充

概要

中小事業者の「攻めの投資」を後押しする観点から、中小企業向け設備投資促進税制の拡

充が行われます（大綱Ｐ７３～７５）。

納税者有利の改正です。

内容 

中小企業投資促進税制（措法４２の６）及び特定中小企業者等が経営改善設備を取得した

場合の特別償却又は税額控除制度（措法４２の１２の３）について、以下の措置が講じら

れます（所得税についても同様とされます）。

１ 中小企業投資促進税制の上乗せ措置の改正

（１）改正の概要

中小企業投資促進税制の上乗せ措置（生産性向上設備等に係る即時償却等）（措法４２の６

②等）について、中小企業経営強化税制として改組し、全ての器具備品及び建物附属設備

が対象とされます。

（２）全体像

項目 内容

適用対象者
青色申告書を提出する中小企業者等（※１）で中小企業等経営強化法の

経営力向上計画の認定を受けたもの

取得等の期間 平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日

対象資産の範囲
生産等設備（※２）を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設

備及びソフトウエアで、特定経営力向上設備等（※３）に該当するもの

対象資産の

規模の要件

① 機械装置 １台又は１基の取得価額が１６０万円以上

② 工具及び器具備品 １台又は１基の取得価額が３０万円以上

③ 建物附属設備 一の取得価額が６０万円以上

④ ソフトウエア 一の取得価額が７０万円以上

適用される場合 特定経営力向上設備等（※３）を国内にあるその法人の指定事業（※４）



の用に供した場合

特別償却（税額

控除との選択）
普通償却限度額との合計で取得価額まで（即時償却）

税額控除（特別

償却との選択）

取得価額の７％（特定中小企業者等（※１）にあっては、１０％）（当期

の法人税額の２０％を上限とし、超過額は１年間の繰越しが可能）

（※１）中小企業者等及び特定中小企業者等の範囲は、中小企業投資促進税制及び特定中小企業者等が経

営改善設備を取待した場合の特別償却又は税額控除制度の対象法人（措法４２の６①、措法４２

の１２の３①等）のうち、中小企業等経営強化法の中小企業者等に該当するものとされています。

（※２）その法人の指定事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいいます。

なお、事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に係るもの等は生産

等設備には該当しません。

（※３）経営力向上設備等のうち経営力向上に著しく資する一定のもので、その法人の認定を受けた経営

力向上計画に記載されたものをいいます。

（※４）中小企業投資促進税制及び特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額

控除制度のそれぞれの対象事業（措法４２の６①、措令２７の６④、措規２０の３⑦、措法４２

の１２の３①、措令２７の１２の３④、措規２０の８②・③）に該当する全ての事業とされます。

（３）対象となる経営力向上設備等の範囲

上記の経営力向上設備等とは、中小企業等経営強化法に規定する以下の設備をいいます。

設備の種類 具体的内容

生産性向上

設備

以下の①及び②の要件（※１）を満たす機械装置、工具（※２）、器具備品、

建物附属設備及びソフトウエア（※３）

① 販売が開始されてから、一定期間以内（※４）のものであること

② 旧モデル比で経営力の向上に資するものの指標（※５）が年平均１％以

上向上するものであること、

収益力強化

設備

投資計画における年平均の投資利益率が５％以上となることが見込まれる

ものであることにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された

機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及びソフトウエア

（※１）ソフトウエア及び旧モデルがないものは、①の要件を満たすものとされます。

（※２）測定工具及び検査工具に限られます。

（※３）設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するものに限られます。

（※４）機械装置（１０年以内）、工具（５年以内）、器具備品（６年以内）、建物附属設備（１４年以内）、

ソフトウエア（５年以内）

（※５）生産効率、エネルギー効率、精度等

２ 適用期限の延長等

（１）中小企業投資促進税制の延長等

中小企業投資促進税制（措法４２の６）について、対象資産（措法４２の６①各号等）か



ら器具備品を除外した上、その適用期限が２年延長され、平成３１年３月３１日までの期

間とされます。

（２）特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の延  

   長

特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度（措法４２

の１２の３）の適用期限が２年延長され、平成３１年３月３１日までの期間とされます。

３ 所要の整備

中小企業投資促進税制（措法４２の６）、特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合

の特別償却又は税額控除制度（措法４２の１２の３）等及び１の中小企業経営強化税制の

控除税額の上限について、これらの制度の税額控除における控除税額の合計で、当期の法

人税額の２０％を上限とする所要の整備が行われます。

適用関係 

上記の改正は、大綱上明確ではありませんので、経過措置の原則の通り、平成２９年４月

１日以後施行され、同日以後取得等する対象資産について適用されると考えられます。

関連法規 

上記の通り

コメント 

１ 対象資産等の範囲 

現状残っている中小企業投資促進税制の上乗せ措置（生産性向上設備等に係る即時償却等）

について、新たな制度として、中小企業経営強化税制として改組されることになります。

中小企業投資促進税制の上乗せ措置（生産性向上設備等に係る即時償却等）については、

中小企業投資促進税制の要件を満たし、かつ生産性向上設備等投資促進税制の要件を満た

すものに適用されます。このため、対象になる設備としては、以下とされています。 



（出典）経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseiko

jo/161028seisannseizeiseigaiyo.pdf） 

下記をご覧いただくと分かる通り、本改正により対象が広がるのが器具備品と建物附属設

備です。 

（出典）経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/161215a/pdf/161215a002.pdf） 



器具備品や建物附属設備にまで対象が広がることから、以下のような設備についても対象

になると解説されています。 

「Ｔ＆ＡＭａｓｔｅｒ６７０号」

例えば、冷蔵機能付き陳列棚及び陳列ケース、業務用冷蔵庫、電気設備・空調・給湯設備、昇降機設備

等が対象になるほか、要望の多い医療機器も「器具備品」に該当することから対象となりそうだ。

取得価額要件については、まとめ買いの要件について大綱上指摘されていません。この点、

まとめ買いの要件がない特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は

税額控除制度を参考にしたものと解されますが、結果としてソフトウエアを除き、要件が

緩和されていると考えられ、使いやすい制度になると考えられます。 

 中小企業経営強化税制 中小企業投資促進税制 生産性向上設備投資促進税制 

機械装置 単体１６０万円以上 単体１６０万円以上 単体１６０万円以上 

工具及び

器具備品 
単体３０万円以上 

・ 単体１２０万円以上 

・ 一定のものは 

複数判定（※） 

・ 単体１２０万円以上 

・ 単体３０万円以上かつ 

複数で１２０万円以上 

建物附属

設備 
単体６０万円以上 適用なし 

・ 単体１２０万円以上 

・ 単体６０万円以上かつ 

複数で１２０万円以上 

ソフト 

ウエア 
単体７０万円以上 複数合計７０万円以上 

・ 単体７０万円以上 

・ 単体３０万円以上かつ 

複数７０万円以上 

（※）一定の電子計算機は複数台計１２０万円以上、一定の試験又は測定機器、測定工具・検査工具は１

台３０万円以上かつ複数台計１２０万円以上 

（出典）中小企業庁資料（http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/151221panf.pdf）及び経済産
業省資料（http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/161
028seisannseizeiseigaiyo.pdf）を基に作成 

２ 先端設備等の要件 

本制度も、生産性向上設備投資促進税制と同様に、先端設備等の要件が設けられています

が、若干要件が異なる部分もありますので、注意が必要です。ただし、投資利益率が一律

５％とされていることなど、従来よりもむしろ要件が緩和された部分が大きいですから、

従来よりも使い勝手はいいと思われます。 

従来通り、事前の確認などが必要になる模様ですから、この点も失念しないよう注意する



必要があります。なお、根拠となる中小企業等経営強化法の詳細については、経済産業省

のホームページをご参照下さい（http://www.meti.go.jp/press/2016/07/20160701001/2016
0701001.html）。

（出典）経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/161215a/pdf/161215a002.pdf） 

３ 指定事業の要件 

以下の通り、特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制

度の対象となる事業も指定事業に入りますので、中小企業投資促進税制の対象にならない、

不動産賃貸業などの業種であっても、本制度の適用が受けられることになります。 

中小企業投資促進税制 
特定中小企業者等が経営改善設備を 

取得した場合の特別償却又は税額控除制度 

製造業、建設業、鉱業、卸売業、道路貨物運

送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、

料理店業その他の飲食店業（※１）、一般旅客

自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、

内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、

損害保険代理業、情報通信業、駐車場業、学

術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗

卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客自動

車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運

送業、こん包業、損害保険代理業、不動産取

引業、不動産賃貸業・管理業、物品賃貸業、

専門サービス業、広告業、技術サービス業、

宿泊業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場

業、その他の生活関連サービス業、社会保



濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連

サービス業、映画業、教育、学習支援業、医

療、福祉業、協同組合、サービス業（廃棄物

処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業

紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス

業）、農業、林業、漁業、水産養殖業（※２）

険・社会福祉・介護事業、サービス業（教育・

学習支援業、映画業、協同組合、他に分類さ

れないサービス業（廃棄物処理業、自動車整

備業、機械等修理業、職業・労働者派遣業、

その他の事業サービス業））、農業、林業、漁

業、水産養殖業（※３）

（※１）料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業は除かれます 

（※２）不動産業、物品賃貸業、電気業、娯楽業（映画業を除きます）等は対象になりません。また、風

俗営業法上の性風俗関連特殊営業に該当する事業についても、対象となりません。 

（※３）風俗営業法の対象事業に該当するものは、①バー、キャバレーなどの飲食店業で生活衛生同業組

合の組合員である場合、②宿泊業のうち旅館業、ホテル業で風俗営業の許可を受けている場合、

を除いて税制措置の対象とはなりません。 

（出典）中小企業庁資料（http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/151221panf.pdf）（http://ww
w.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei1.pdf）を基に作成

生産性向上設備投資促進税制は業種の縛りがなく使うことができた制度でしたので、その

影響を考慮したのか、従来よりもかなり広く対象になっています。ただし、依然として、

風俗関係の事業は一定のものを除き対象にはなりませんので、注意してください。



地方拠点強化税制の見直しと地域中核企業向け設備

投資促進税制の創設

概要

地方創生の推進を図る観点から、地方拠点強化税制の見直しなどの改正が行われます（大

綱Ｐ７３、７６～７９）。

納税者有利の改正です。

内容 

１ 地方拠点強化税制の見直し

（１）地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度

の特例の延長

地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度（措法

４２の１１の２）における税額控除率を引き上げる措置（措法４２の１１の２②）の適用

期限が１年延長され、平成３０年３月３１日までの期間とされます（所得税についても同

様とされます）。

結果として、以下の措置が１年延長されます。

増額後の控除率 本則の控除率

移転型 ７％ ４％

拡充型 ４％ ２％

（２）特定の地域において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度（雇用促進税制）（措

法４２の１２）のうち地方事業所基準雇用者数に係る措置（措法４２の１２②）及

び地方事業所特別基準雇用者数に係る措置（措法４２の１２③）の見直し

地方事業所基準雇用者数に係る措置における地方事業所税額控除限度額（措法４２の１２

②）について、以下の通り改正されます（所得税についても同様とされます）。



現行 改正後

２０万（※１）×地方事業所基準雇用者数

以下の合計額

イ ３０万円（※２）×一定の地方事業所基準雇

用者数（※３）

ロ ２０万円（※４）×所定の合計数（※５）

ハ １０万円（※６）×所定の数（※７）

（※１）基準雇用者割合が１０％以上であることとの要件を満たす場合には５０万円

（※２）基準雇用者割合が１０％以上であることとの要件を満たす場合には、６０万円

（※３）地方事業所基準雇用者数のうち、無期雇用かつフルタイムの要件を満たす新規雇用者数に達する

までの数

（※４）基準雇用者割合が１０％以上であることとの要件を満たす場合には、５０万円

（※５）新規雇用者総数（地方事業所基準雇用者数を超える部分を除きます）から無期雇用かつフルタイ

ムの要件を満たす新規雇用者数を控除した数のうち、新規雇用者総数の４０％に達するまでの数

と、地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数との合計数

（※６）基準雇用者割合が１０％以上であることとの要件を満たす場合には、４０万円

（※７）新規雇用者総数（地方事業所基準雇用者数を超える部分を除きます）から無期雇用かつフルタイ

ムの要件を満たす新規雇用者数を控除した数のうち、新規雇用者総数の４０％を超える部分の数

上記において、その地方事業所基準雇用者数がその適用年度の基準雇用者数を超える場合

には、地方事業所雇用者数はその基準雇用者数とされます。

加えて、上記において下記の用語の意義は以下とされます。

用語 意義

新規雇用者数 特定業務施設における新たな雇用者の数

新規雇用者総数 特定業務施設における新規雇用者数の合計

（３）移転型事業の要件の改正

移転型事業の要件のうち特定業務施設における増加従業員の過半数が特定集中地域からの

転勤者であることとの要件について、特定集中地域における従業員の減少人数を上限とし

て、特定業務施設における新規雇用者の一部を特定集中地域からの転勤者とみなされます。

（４）地方税の取扱い

地方税についても同様の改正が行われます。

２ 地域中核企業向け設備投資促進税制の創設



（１）内容

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の改正を前

提に、以下の地域中核企業向け設備投資促進税制が創設されます（所得税についても同様

とされます）。

項目 内容

適用対象者 青色申告書を提出する法人

取得等の期間
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に

関する法律の改正法の施行の日～平成３１年３月３１日

適用される場合

所定の地域（※１）内において特定地域中核事業施設等（※２）を新設し、

又は増設した場合において、取得等した以下の対象資産を地域中核事業

（仮称）の用に供したとき

対象資産の範囲
特定地域中核事業施設等（※２）を構成する機械装置、器具備品、建物

及びその附属設備並びに構築物

対象となる金額 対象資産の取得価額の合計額のうち、１００億円が限度

特別償却（税額

控除との選択）

取得価額の４０％（建物及びその附属設備並びに構築物については、

２０％）

税額控除（特別

償却との選択）

取得価額の４％（建物及びその附属設備並びに構築物については、２％）

（当期の法人税額の２０％を上限）

（※１）特定承認地域中核事業計画に係る地域未来投資促進法（仮称）の同意地域中核事業促進地域（仮

称）

（※２）その法人の特定承認地域中核事業計画に定められた施設又は設備で、その計画に従って行う地域

中核事業の用に供するもののうち、その取得価額の合計額が２，０００万円以上のもの

なお、特定承認地域中核事業計画とは。承認地域中核事業計画（仮称）のうち、地域未来投資促進

法（仮称）による一定の基準に適合することについての国の確認を受けたものをいいます。

（２）地方税の取扱い 

地方税についても同様の改正が行われます。 

適用関係 

上記１（１）の改正は、大綱上明確ではありませんが、計画の認定ベースで適用されます

ので、平成２９年４月１日以後施行され、同日以後の計画の認定から適用されると考えら

れます。

上記１（２）の改正は大綱上明確ではありませんので、経過措置の原則の通り、平成２９

年４月１日以後施行され、同日以後開始する事業年度から適用されると考えられます。



上記２の改正は、大綱上明確ではありませんが、企業立地の促進等による地域における産

業集積の形成及び活性化に関する法律の改正が前提になっていますので、その改正法の施

行の日から施行され、同日以後取得等する対象資産について適用されると考えられます。

関連法規 

上記１は上記の通り

上記２は新設

コメント 

１ 地方拠点強化税制の見直しについて 

地方創生の推進は、東京一極集中の問題が指摘される近年の重大な政策課題ですが、税制

上もこの政策課題をサポートするため、地方拠点強化税制の拡充がなされます。 

計算が非常に複雑で、一見してどのような改正を目的にしているのか分かりにくいですが、

具体的な内容としては、無期・フルタイムの新規雇用者に対する税額控除額の上乗せ措置

が設けられます。平成２８年度改正において、雇用促進税制の対象が、雇用機会が不足し

ている地域における無期かつフルタイムの新規雇用者に限定されることになりましたが、

この考え方を活かし、移転型の一階部分及び拡充型に対して適用される特例（措法４２の

１２②）について、無期・フルタイムの新規雇用者に対するものであれば、税額控除額が

拡大されます。 

次に、移転型事業の要件の緩和ですが、地方拠点強化税制は、移転型と拡充型に分け、移

転型により大きなメリットを与える規定になっています。この移転型の判断について、本

改正においては、現行の地域再生法施行規則の要件を改正すると考えられます。具体的に

は、以下の通り２３区（特定集中地域）からの移転については転勤者で見ることになって

いますが、それだけではなく、特定業務施設（本社等）の減少人数に応じた新規採用数も

含めて移転型の判断を行うことになると考えられます。 

地域再生法施行規則３３（特定業務施設において常時雇用する従業員に関する要件） 

法第十七条の二第三項第二号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 

一 省略 

二 移転型事業を行おうとする場合にあっては～増加させると見込まれる常時雇用する従業員の数の過半



数が特定集中地域にある他の事業所から転勤させる者であること。 

なお、本改正の詳細につきましては、以下をご参照ください。 

（出典）大蔵財務協会研修会資料

２ 地域中核企業向け設備投資促進税制の創設

経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/161215a/pdf/161215a0
02.pdf）によると、以下の解説があります。



（出典）経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/161215a/pdf/161215a002.pdf）

執筆時現在、改正を検討している企業立地促進法の状況や、本規定の前提となる地域未来

投資促進法（仮称）の内容が分かりかねますが、２千万円以上の投資を行う必要があるこ

と、そして地域経済において高い波及効果等がなければ計画の認定を受けられないことな

どから、地域の中堅企業等による投資を後押しすると言いながら、一般の中小企業が認定

を受けるのはかなり困難ではないかと考えます。 

詳細は、今後のこれらの法令を検討する必要がありますが、一点注意したいのは、本制度

も生産性向上設備投資促進税制などと同様、事前の計画の認定が必要になるという点です。

近年の租税特別措置については、事前の認定などが必要になる措置が多くあり、結果とし

てその認定を失念するリスクが問題視されているわけですが、本制度もこれらの特別措置

と同様のリスクがあると想定されます。 

顧客との連絡を密にし、適用誤りがないよう注意しておく必要があります。 



その他押さえておくべき改正事項 

概要 

法人税関係の中小向けの租税特別措置について、所定の事業年度における停止措置が創設

されます（大綱Ｐ９０～９１）。

営業権などの償却方法の見直しが行われます（大綱Ｐ７２）。

法人税関係について租税特別措置関係の延長・廃止等が行われます（大綱Ｐ７６、８８～

９０）。

一部納税者有利、一部納税者不利の改正です。

内容 

１ 法人税関係等の中小企業向け租税特別措置の適用停止

法人税関係の中小企業向けの各租税特別措置について、平均所得金額（前３事業年度の所

得金額の平均）が年１５億円を超える事業年度の適用を停止する措置が講じられます。

なお、法人住民税関係の中小企業向けの各租税特別措置についても、同様の措置が講じら

れます。

２ 営業権等の償却方法の改正

営業権の償却方法について、取得年度の償却限度額の計算上（法令５９①等）、月割計算を

行うこととされます（所得税についても同様です）。

加えて、資産調整勘定及び負債調整勘定（法法６２の８④・⑦等）についても、同様とさ

れます。

３ 延長等される主な規定

（１）延長等される規定

① 中小企業者等に係る軽減税率の特例（措法４２の３の２）の適用期限が２年延長され、

平成３１年３月３１日までの間に開始する各事業年度とされます。



② 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例（措法６５の７）について、以下の見直し

を行った上、その適用期限が３年延長され、平成３２年３月３１日までの期間内とさ

れます。なお、この改正は、下記ハ及びニの見直しの一部を除き、所得税についても

同様とされます。

見直される規定 内容

イ 市街化区域又は既成市街地等の内

から外への農業用資産の買換え（※

１）及び農用地区域内にある土地等の

買換え（※２）

所要の経過措置を講じた上、適用期限の到来を

もって適用対象から除外

ロ 既成市街地等の内から外への買換え

（※３）

・ 譲渡資産から事務所及びその敷地の用に供

されている土地等を除外

・ 買換資産から一定の（※６）土地等、建物

（その附属設備を含む）及び構築物を除外

ハ 長期所有の土地、建物等から国内に

ある土地、建物等への買換え（※４）

買換資産のうち鉄道事業用車両運搬具を貨物

鉄道事業用の電気機関車に限定

ニ 船舶から船舶への買換えのうち、

漁船に係る措置（※５）

・ 所要の経過措置を講じた上、適用期限の到

束をもって対象から除外

・ 一定の譲渡資産の除外等一定の措置（※７）

（※１）措法６５の７①二

（※２）措法６５の７①七

（※３）措法６５の７①一

（※４）措法６５の７①九

（※５）措法６５の７①十

（※６）立地適正化計画を作成した市町村のその立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域以外の地

域内にある誘導施設に該当するものとされています。

（※７）以下の措置とされています。

・ 外航船舶について、譲渡資産から対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の

課税の特例（トン数標準税制）（措法５９の２）の適用を受ける法人が所有する日本船舶及

びその法人の子会社が所有する外国船舶を除外

・ 港湾の作業船について、譲渡資産に係る船齢要件を４０年未満（現行：４５年未満）に引き

下げ

・ 買換資産のうち総トン数が２，０００トン以上の内航船舶について、環境への負荷の低減に

係る要件の見直し

③ 公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の特例（措法５７の９③）について、割増率

を１０％（現行：１２％）に引き下げた上、その適用期限が２年延長され、平成３１

年３月３１日までの間に開始する各事業年度とされます。

（２）廃止等される規定



サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度（措法４７）は、適用期限（平成２９年

３月３１日まで）の到来をもって、廃止されます（所得税についても同様とされます）。

適用関係 

上記１の改正は、平成３１年４月１日以後に開始する事業年度から適用されます。 

上記２の改正は、大綱上特段の規定が設けられておりませんので、経過措置の原則通り、

平成２９年４月１日以後施行され、同日以後開始する事業年度において適用されると考え

られます。

上記３の改正については、見直し部分に係る改正の適用関係は大綱上明記されていないた

め、平成２９年４月１日以後施行され、同日以後開始する事業年度において適用されると

考えられますが、延長・廃止の期限に係る部分は、上記の通りの適用になると考えられま

す。

関連法規 

上記１は新設

その他は上記のとおり

コメント

１ 法人税関係等の中小企業向け租税特別措置の適用停止について

シャープや吉本興業など、税制上の特例を受けることを目的とした減資を行って中小企業

となる節税が問題視されています。この点、昨年度改正においても、少額減価償却資産の

特例に関し、中小企業者の判定の改正がなされていますが、本年度改正においては、より

一歩進んで、平均所得金額による判定が加えられることになりました。



（出典）大蔵財務協会研修会資料

しかしながら、この改正は以下を前提とすれば、非常に不十分なものであることは一目瞭

然です。

（１）租税特別措置関係しか制限しないこと

中小企業者になることで、政策減税を悪用するという側面が大きいことも事実ですが、法

人税本法の軽減税率や、事業税の外形標準課税などについても、中小企業者となることで

趣旨に合わない適用が現実問題として生じていることは間違いありません。先行して租税

特別措置に関する事項だけ改正したという見方もできますが、本件のような問題点に関し

ては、何をもって中小企業者と定義するのかといった、「法人」の概念整理が必要になる問

題ですので、抜本改革すべき事項と考えられます。

なお、制限される租税特別措置関係の制度としては、具体例は挙がっていないものの、以

下のようなものが考えられます。

内容 条文

法人税率の軽減 措法４２の３の２①

交際費等に係る定額控除限度額 措法６１の４②一

少額減価償却資産の損金算入 措法６７の５



研究開発税制のうち、中小企業技術基盤強化税制 措法４２の４②

所得拡大促進税制のうち、税額控除限度額の増額等 措法４２の１２の４①

中小企業投資促進税制等一定の投資減税 措法４２の６等

（２）平均所得金額の基準の合理性

判定の対象になるのは平均所得金額ですが、これは分社型分割などを行えば、簡単に制限

を外れることができます。本来であれば、このような基準は安易な税逃れが可能になる形

式判定によるべきではありませんので、実質判断を踏まえた措置が必要になるはずです。

加えて、所得金額は確かに中小企業者に該当するかどうかを判断する一つのファクターに

はなり得ますが、規模的な側面を踏まえれば、従業員数などについても考慮する必要があ

るはずです。このあたり、極めて安易な制度設計になっていると考えられます。

何より、制限の対象になる平均所得金額は、年１５億円とされていますので、制限を受け

る企業はほとんどないと考えられます。となれば、制度としてこのような規定を入れるこ

とに、実益があるのかどうか、再度の検討が求められます。

いずれにしても、このような制度が入ってしまえば、１５億円前後の所得金額がある会社

の税務調査リスクは格段に増加します。早めの分社化などが必要になる可能性もあります。

ただし、合併や分社化した場合の所得金額の計算について、特例が定められる可能性があ

りますから、改正法の読み込みも必要になります。

２ 営業権等の償却方法に関する改正について

営業権については、期中取得したものについて、その取得した年度においては月割計算が

不要とされています。営業権は、平成１０年度改正により、任意償却から月割計算不要の

５年均等償却に改正されていますが、その理由として、下記と解説されています。

「ＤＨＣ法人税法」Ｐ１９３３

営業権については、旧商法が５年内均等償却としていた（旧商法施行規則３３条）ことを考慮して、月数

按分は必要がないこととして、事業年度の中途で事業の用に供した資産から除外し、一事業年度分の償却

ができることとされている。

（注）平成１７年７月に制定された会社法では、営業権の償却年数に関する規定は定められていない。な

お、企業結合に係る会計基準では、営業権は２０年以内に償却することを原則としている。



旧商法施行規則の規定を未だに採用する理屈はないこと、事業年度中途の取得と事業年度

が１年に満たない場合の償却方法と相違があること（耐令４②）は合理性に欠けることか

ら、改正の方向性としては妥当と考えます。難を言えば、会社法対応がなされた平成１８

年度改正において措置すべきであり、このタイミングで改正する理由付けが明確ではない

ことが挙げられます。

本改正に合わせて、資産調整勘定や負債調整勘定の償却についても見直しがなされます。

これらについては、「六十で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金

額」（法法６２の８④等）を減額することとされていますので、みなし事業年度が計上され

ない非適格現物出資等については、期中発生にもかかわらず、１年分が償却されることに

なっていました。この理由については、以下の通り、営業権と平仄を合わせたものと解説

されています。

「平成１８年度改正税法のすべて」Ｐ３６９

（注：資産調整勘定は）５年間で均等償却をすることとなりますが、これは、営業権の償却と平仄を合わ

せたものです。

なお、会社法や企業会計ではのれんの償却期間を適正に見積る（最長２０年）こととされていますが、任

意の期間により償却することを税制上の措置とした場合は、償却費を通じた費用の計上時期の任意設定に

つながりかねないため償却期間を固定する必要がある一方、一律２０年とすると相当長期にわたるものと

なるので、実務的な負担も考慮する必要があることなどを勘案し、資産調整勘定の減額（償却）期間は５

年とされたものです。

平仄を合わせている以上、営業権について改正するのであれば、これらの規定も改正すべ

きですので、方向性は間違っていないと解されます。

なお、この場合の経過措置ですが、本来は取得ベースで行うのが通例ですが、明記がない

ため事業年度ベースでの適用になると解されます。期中取得という特殊性を踏まえてのこ

とと考えられますが、例えば平成３０年２月決算の会社は、改正法が適用されるはずの平

成２９年４月１日以後に発生する営業権について、１年間の償却が可能になってしまいま

す。このあたり、適用関係について改正法の附則をしっかり読む必要があります。

３ 延長等される主な規定について

租税特別措置関係を時宜によって見直す、という方針は常に指摘されていますが、今回の



改正においては、サ高住の廃止を除き、所定の見直しはあるものの、従来の措置を継続す

るものが多いです。租税特別措置は政治家の利害が絡むため見直しが難しいと言われれば

それまでですが、適用額明細書などという煩雑な資料の提供も求められている昨今、時宜

に合わせた改正は必要不可欠と考えます。

内容はご覧いただくとして、軽減税率の特例という、中小企業にとって最大のメリットが

ある特例措置が、中小企業の見直しの改正に合わせて廃止されなかったことは筋が通らな

いと考えます。１５億円という巨額の所得基準を設けていますので、掛け声だけで特例を

見直す気が立案者にはないと言っても過言ではありません。目先の課題にも真摯に取り組

めない税制改正が多いわけで、この点も日本の税制の大きな問題と言えるでしょう。

その他、買換特例の改正については、対象資産の見直しがありますので、本来は譲渡日を

基準とした経過措置が必要になるはずです。この点、今後の改正法の確認が必要です。



Ⅳ 消費課税に関する改正

仮想通貨に係る課税関係の見直し

概要 

資金決済に関する法律の改正により仮想通貨が支払の手段として位置づけられること等を

踏まえ、ビットコインに係る消費税ついて、現行の支払手段の譲渡と同様に、非課税取引

とされます（大綱Ｐ１０８～１０９）。

納税者有利の改正です。

内容 

１ 仮想通貨に係る課税関係の見直し 

資金決済に関する法律に規定する仮想通貨の譲渡について、消費税が非課税とされます。 

２ その他所要の措置が設けられます。 

適用関係 

１ 経過措置の原則 

上記の改正は、平成２９年７月１日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課

税仕入れについて適用されます。

２ 改正前取引の課税関係の特例等

（１）個別対応方式の区分の明確化

上記の改正前に譲り受けた仮想通貨について、個別対応方式により仕入控除税額を計算す

る場合の仕入れ区分は、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に該当するものとさ

れます。



（２）所定の仮想通貨に係る仕入税額控除制度の不適用

事業者が、平成２９年６月３０日に、国内において譲り受けた１００万円（税抜）以上の

仮想通貨を保有する場合において、同日の仮想通貨の保有数量が平成２９年６月１日から

平成２９年６月３０日までの間の各日の仮想通貨の保有数量の平均保有数量に対して増加

したときは、その増加した部分の課税仕入れに係る消費税につき、仕入税額控除制度の適

用は認められないこととされます。

関連法規 

消法６・別表１二 

コメント 

従来から課税関係が不明確であったビットコインの取扱いについて、法律上資金決済に関

する法律によって、その法的整理が決済手段の一つとして位置づけられることになりまし

た。決済手段の一つであれば、現行の支払手段の譲渡等と同様に取り扱うことが相当です

ので、取扱いとしては正当と考えられます。

資金決済に関する法律２条（定義）５項

この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。

一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために

不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うこと

ができる財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨

及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。）であって、電子情報処理組織を用いて

移転することができるもの

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であっ

て、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

従来、仮想通貨については、法的な位置づけがないことから、課税関係も整理できないと

いう状況にあったわけですが、本改正を経て、少なくとも消費税については明確な課税関

係が整理できることになりました。反面、怖いのは改正前の取扱いであり、本改正前のビ

ットコインの取扱いは課税取引であることが明確化されたわけですから、見直しが必要で

す。



加えて、ビットコインについては、取引所において購入する場合と、そのビットコインを

決済で使用する場合の取扱いがあります。購入する場合は非課税仕入れで問題ないと解さ

れますが、それを決済において使用するとした場合、現行制度の取扱いを前提とすれば、

代物弁済又は交換に準じて資産の譲渡等として認識する必要があると考えられます。

著者の考えが正しければですが、決済に使うだけで非課税売上として認識されることにな

り、結果として課税売上割合が大きく低下してしまうリスクがあります。困ったことに、

資金決済に関する法律が成立する前の見解として、以下のようにビットコインはモノに該

当するとしたものがありますから、この点今後の動向に注意が必要と考えます。

参議院議員大久保勉君提出ビットコインに関する質問に対する答弁書

（http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t186028.htm）

我が国において通貨とは、貨幣については通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律（昭和六十二年

法律第四十二号）第七条で額面価格の二十倍まで、日本銀行券については日本銀行法（平成九年法律第

八十九号）第四十六条第二項で無制限に、それぞれ法貨として通用するものとされているところであり、

ビットコインは通貨に該当しない。

 民法（明治二十九年法律第八十九号）第四百二条第一項及び第二項における「通貨」とは、強制通用

の効力（以下「強制通用力」という。）を有する貨幣及び日本銀行券であって、これを用いた金銭債務

の弁済が当然に有効となるものをいうと解されており、強制通用力が法律上担保されていないビットコ

インは、当該「通貨」には該当しない。

 また、外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号）第六条第一項における「通貨」

とは、強制通用力のある銀行券、政府紙幣又は硬貨と解されており、ビットコインは、これらのいずれ

にも該当しないため、日本円を単位とする通貨と規定する「本邦通貨」、本邦通貨以外の通貨と規定す

る「外国通貨」のいずれにも該当しない。

 さらに、その他の法律においても、ビットコインを通貨の定義に含めている規定は存在しない。

 また、ビットコインは通貨ではなく、それ自体が権利を表象するものでもないため、ビットコイン自

体の取引は、通貨たる金銭の存在を前提としている銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）第二条第二

項に規定する銀行業として行う行為や、有価証券その他の収益の配当等を受ける権利を対象としている

金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第一項又は第二項に規定する有価証券等の取引

には該当しない。

とりわけ、ビットコインは投機目的で取得等されることが多いと言われていますから、頻

繁にトレードを行えば、結果として課税売上割合が大きく減少して消費税の納税に悪影響

を及ぼすことも懸念されます。



一方で、ビットコインの決済が国外の事業者に対して行われるものであれば、理論上は非

課税資産の輸出等として輸出免税取引に含めるべきとなりますが、法解釈としては、輸出

には当たらないことが明白です。結果として、輸出免税取引には当たらず、仕入税額控除

を取ることもできないと結論付けられます。

その他、支払手段であることが明確化されたとしても、内外判定をどのように行うのか疑

問もあります。この点、大綱上は「譲渡」とありますから、リバースチャージなどの対象

になるとは考えられず、結果として事務所等の所在地で見ることになると考えられます（消

令６①十）。こうなると、改正前の決済はすべて課税売上としてカウントされる可能性があ

りますので、この点も注意が必要です。

ところで、本制度の経過措置をご覧いただくと、平成２９年６月３０日を基準として、ビ

ットコインが増加しても、その増加部分は仕入税額控除の対象にはしないとされています。

このような経過措置が設けられた理由は明確ではありませんが、ビットコインの投機性の

高さから、改正前に多額のビットコインを購入して消費税の還付を受ける、といった事態

を警戒した可能性があります。

このような取扱いも設けられていますから、顧客の保有数量にも注意をし、場合によって

は早期に手放すといった対応も必要になると考えられます。



Ⅴ 納税環境整備等に関する改正

国税犯則調査手続等の見直し

概要 

経済活動のＩＣＴ化の進展などの状況を踏まえ、電磁的記録の証拠収集手続きを整備する

など、国税犯則取締法等の改正が行われます（大綱Ｐ１２１～１２８）。

納税者不利の改正です。

内容 

１ 国税犯則調査手続き等の見直し 

（１）電磁的記録に係る証拠収集手続の整備 

項目 内容 

① 電磁的記録に係る記録 

媒体の差押えの執行方法

の整備 

差し押さえるべき物件が記録媒体である場合には、その差

押えに代えて、その記録媒体に記録された電磁的記録を他

の記録媒体に複写、印刷又は移転の上、その他の記録媒体

の差押えが可能とされる 

② 接続サーバ保管の自己 

作成データ等の差押えの

整備 

差し押さえるべき物件が電子計算機である場合には、その

電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体で、そ

の電子計算機で作成等をした電磁的記録等を保管するた

めに使用されていると認めるに足りる状況にあるものか

ら、その電磁的記録をその電子計算機等に複写した上、そ

の電子計算機等の差押えが可能とされる 

③ 記録命令付差押えの整備 

電磁的記録の保管者等に命じて、必要な電磁的記録を記録

媒体に記録又は印刷させた上、その記録媒体の差押えが可

能とされる 

④ 差押え等を受ける者への

協力要請の整備 

差し押さえるべき物件等が電磁的記録に係る記録媒体で

ある場合には、差押え等を受ける者に対し、電子計算機の

操作その他の必要な協力要請が可能とされる  

⑤ 通信履歴の電磁的記録の 差押え又は記録命令付差押えをするため必要がある場合



保全要請の整備 には、通信事業者等に対し、通信履歴の電磁的記録につい

て、３０日（特に必要があって延長する場合には、通じて

６０日）を超えない期間を定めて、消去しないよう求める

こと（この場合において、必要があるときは、みだりにこ

れらに関する事項を漏らさないよう求めること）が可能と

される 

（２）関税法に定める犯則調査手続等を踏まえた国税犯則調査手続の整備 

① 職務執行権限などの整備 

項目 内容 

イ 遺留物の検査・領置の整備 
犯則嫌疑者等が置き去った物件を検査し、又は領置する

ことが可能とされる 

ロ 郵便物等の差押えの整備 

・ 許可状の交付を受けて、通信事務取扱者が保管等を

する郵便物等について差し押さえることが可能とさ

れる 

・ 上記の差押えをした場合には、その旨を発信人又は

受信人に通知する 

ハ 臨検等の夜間執行の整備 
許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がある

場合には、日没後においても臨検等の開始が可能に 

ニ 領置・差押物件を還付 

できない場合の手続の整備 

・ 領置・差押物件の所有者が所在不明等の事由により、

その物件の還付ができない場合には、その旨を公告

する 

・ 上記の場合、その公告の日から６月を経過しても還

付請求がないときは、その物件は国庫に帰属する 

ホ 管轄区域外における 

職務執行の整備 

犯則事件を調査するため必要があるときは、所属国税局

又は税務署の管轄区域外においても、職務執行をするこ

とが可能とされる 

② 国税犯則調査における具体的な手続きの整備 

項目 内容 

イ 許可状請求の手続 
許可状を請求する場合には、犯則事件が存在すると認めら

れる資料を提供しなければならないとされる 

ロ 許可状の記載事項 ・ 許可状について、臨検すべき物件、捜索すべき場所、



有効期間経過後は執行に着手することができず許可状

は返去しなければならない旨及び交付年月日をその記

載事項として法令上明確化する 

・ 犯則事実に代えて罪名を記載することとされる 

ハ 許可状の提示 
臨検、捜索又は差押えの許可状は、これらの処分を受ける

者に対し、提示しなければならないとされる 

ニ 身分証明書の提示 
質問、検査等をする場合に携帯する身分証明書について、

関係者の請求に応じて、提示しなければならないとされる 

ホ 臨検等における立会い 

・ 住居の所有者等の立会いを必要とする処分の範囲に、

臨検及び差押えを追加する 

・ 住居の所有者等を立ち会わせることができない場合の

代替的な立会人の範囲に、都道府県職員を追加する 

・ 国税徴収手続における代替的立会人の範囲についても、

同様の整備が行われる 

ヘ 領置・差押目録の 

謄本交付等 

・ 領置又は差押えをした場合には、その目録を作成し、

所有者等に謄本を交付する義務ありとされる 

・ 捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件

がないときは、捜索を受けた者の請求に応じ、その旨

の証明書を交付する義務ありとされる 

ト 鑑定、通訳又は翻訳の 

嘱託 

・ 犯則事件を調査するため必要がある場合は、鑑定、通

訳又は翻訳を嘱託できることが法令上明確化される 

・ 鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、鑑

定に係る物件の破壊が可能とされる 

チ 質問に係る調書の 

作成手続 

・ 質問に係る調書については、質問を受けた者に閲覧又

は読み聞かせ、内容の変更の申立てがあるときは、そ

の陳述を調書に記載しなければならないとされる 

リ 調査のための出頭要請 
犯則事件を調査するため必要がある場合には、犯則嫌疑者

等に対して出頭要請できる旨が法令上明確化される 

ヌ 執行を中止する場合の

処分 

許可状の執行を中止する場合には、執行が終わるまで場所

を閉鎖し、又は看守者を置ける旨が法令上明確化される 

③ 間接国税に係る犯則調査手続の整備 

項目 内容 

イ 通告処分の対象範囲の 

見直し 

・ 申告納税方式の間接国税につき、そのほ脱犯及び受

還付犯を通告処分の対象から除外するとともに、重



加算税対象とする 

・ 取引先に対する質問検査権限の整備がなされる 

ロ 告発が訴訟条件である 

ことの明確化 

通告処分の対象となる犯則事件につき、国税局長等の告

発が訴訟条件であることが法令上明確化される 

ハ 暇疵ある通告処分に 

対する更正手続の整備 

通告処分に計算違い等の明白な誤りがあるときは、職権

で通告処分を更正することが可能とされる 

ニ 通告処分による公訴時効の

整備 

・ 通告処分による公訴時効について、停止制度（現行:

中断制度）に改正される 

・ 上記は、通告から２０日を経過した時からその進行

を始めることとされる 

ホ 犯則事件に係る検査拒否に

対する罰則の廃止 

間接国税に関する犯則事件に係る検査拒否に対する罰則

が廃止される 

（３）法律の現代語化等の整備等 

項目 内容 

① 法律の現代語化等の整備 

・ 国税犯則調査手続に係る規定について、平仮名・口

語体表記に改める等の現代語化が行われる 

・ 国税通則法に編入（国税犯則取締法は廃止）される 

② 租税条約等の相手国等への

情報提供のための調査手続

に関する規定の整備 

租税条約等の相手国等から犯則事件の調査に必要な情報

の提供要請があった場合における租税条約等の相手国等

への情報提供のための調査手続についても、同様の見直

しがなされる 

③ その他 その他所要の措置が講じられる 

２ 地方税犯則調査手続き等の見直し 

（１）電磁的記録に係る証拠収集手続の整備 

国税犯則調査手続き等の見直しに合わせて、地方税においても、上記１（１）と同等の改

正が実施されます。 

（２）関税法に定める犯則調査手続等を踏まえた地方税犯則調査手続の整備 

国税犯則調査手続き等の見直しに合わせて、地方税においても、一定のものを除き、上記

１（２）に準じた改正が実施されます。 



なお、間接国税に係る犯則調査手続の整備については、間接地方税（仮称）に係る犯則調

査手続きの整備として、上記１（２）に準じた改正がなされます。 

（３）その他の規定の整備等 

項目 内容 

① 対象税目の整備 全ての税目が地方税犯則調査手続の対象とされる 

② 間接地方税（仮称）の意義 
間接地方税（仮称）は、間接国税として現行取り扱われ

ている税目及び一定の法定外普通税・目的税とされる 

③ その他所要の措置 その他所要の措置が講じられる 

適用関係 

上記１の改正は平成３０年４月１日から施行されます。ただし、上記１（２）③の間接国

税に係る犯則調査手続の整備の改正については、平成３０年４月１日以後にした違反行為

について適用されます。 

上記２の改正は平成３０年４月１日から施行されます。ただし、間接地方税（仮称）に係

る犯則調査手続の整備の改正については、平成３０年４月１日以後にした違反行為につい

て適用されます。

関連法規 

国税犯則取締法等 

コメント 

１ 電磁的記録に係る証拠収集手続の整備について

本年度改正により、原則として脱税事件に対して適用される国税犯則調査手続等の見直し

が実現します。この改正は、経済活動のＩＣＴ化による調査の困難性に対応するものであ

り、趣旨として以下の通りの解説があります。 

「国税犯則調査手続の見直しについて」

（政府税制調査会資料（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/11

/14/28zen8kai2_1.pdf）） 



経済活動のＩＣＴ化が進展する中にあって、犯則嫌疑者の故意や脱税金額の立証等に必要な客観的証拠

の収集が一層困難になっている。こうした状況の下、国税犯則調査における電磁的記録の証拠収集手続

を速やかに整備することが喫緊の課題となっている～刑事訴訟法における電磁的記録の証拠収集手続

は～平成２３年の改正によって措置され～これらの手続は、収集すべき証拠やその手法、解明すべき目

的が共通する財政経済事犯等の捜査の実務においても頻繁に用いられ、有効に機能～国税犯則調査は、

一種の行政手続であって、嫌疑者の身柄を拘束する権限がないなど、刑事訴訟法に基づく犯罪捜査と完

全に同質なものではないが、実質的には租税犯の捜査としての機能を営むものであり、電磁的記録の証

拠収集手続に関する限りは、犯罪捜査との間に差を設けるべき理由は見出しがたいと考えられる。 

上記にある通り、平成２３年の刑事訴訟法の改正が、本改正のベースになっています。本

改正においては、細かな改正がなされていますが、問題視されている事例について図解す

ると、以下の通りとなります。 

（１）証拠資料がプロバイダ等のサーバに保管されている場合 

政府税制調査会資料（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/koku-han/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/10/

31/28koku1kai2.pdf） 

上記の場合の問題意識として、以下と解説されています。 



「国税犯則調査手続の見直しについて」

（政府税制調査会資料（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/11

/14/28zen8kai2_1.pdf）） 

国税犯則調査において、ネットワークで接続している外部の記録媒体（サーバ等）に保存された電磁的

記録を取得する場合、パソコン自体を差し押さえる方法のみでは当該電磁的記録を取得することができ

ないため、差押えを受ける者の任意の協力を前提として、電磁的記録をパソコンやその他の記録媒体に

複写するよう求めているが、相手方が非協力的な場合には、この方法は機能しない～この場合、外部の

記録媒体を対象として差押え等を行うことは可能である。しかし、強制調査着手前に外部の記録媒体を

用いている事実が判明しているとは限らず、むしろ強制調査着手後に初めて外部の記録媒体を用いてい

る事実が判明することも稀ではないところ、このような事例で、強制調査着手後に改めて裁判官の許可

状を得て外部の記録媒体を対象とする差押えを行おうとしても、犯則嫌疑者等による時間差を利用した

証拠隠滅行為を誘発する危険が大きい～こうした現状を踏まえると、適時・的確な証拠収集を可能とす

る観点から、国税犯則調査についても～接続サーバ保管の自己作成データ等の差押えに係る規定を整備

すべきと考えられる。 

（２）証拠となる電子ファイルがクラウド上に保管されている場合 

政府税制調査会資料（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/koku-han/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/10/

31/28koku1kai2.pdf） 

上記の場合の問題意識について、以下と解説されています。 



「国税犯則調査手続の見直しについて」

（政府税制調査会資料（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/11

/14/28zen8kai2_1.pdf）） 

現行法の下、国税犯則調査において、電磁的記録の保管者の記録媒体に保存されている電磁的記録を、

当該保管者から取得しようとする場合、次のような問題が生じるおそれがある。 

① 必要な電磁的記録が記録されているサーバの特定が困難な場合があり、その場合は、差押えの許可

状を請求できない。 

② 必要な電磁的記録が複数のサーバに分散して保存されている場合には、差押えは事実上困難となる。 

③ サーバに複数の者の電磁的記録が保管されている場合には、サーバの差押えにより、その業務に著

しい支障が生じるおそれがある。 

これに対して、当該保管者においては、顧客との関係で守秘義務を負う場合もあると想定されるところ、

裁判官の発する許可状があれば、必要な電磁的記録を記録媒体に記録した上、当該記録媒体を提出する

ことに協力するケースが多いと考えられる～こうした現状を踏まえると、適時・的確な証拠収集を可能

とする観点から、国税犯則調査についても～記録命令付差押えに係る規定を整備すべきと考えられる。 

現行法では、差押え物件の特定ができない電磁的記録について、改正後は記録命令付差押

え（必要な電磁的記録が記録されている記録媒体自体は差し押さえず、その電磁的記録を

取得するもの）による取得が可能になります。 

（３）差押え等を受ける者への協力要請 

本改正により、差押さえるべき物件等が電磁的記録に係る記録媒体である場合には、電子

計算機の操作などの協力要請が可能となります。この点、以下のような問題意識が指摘さ

れています。 

「国税犯則調査手続の見直しについて」

（政府税制調査会資料（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/11

/14/28zen8kai2_1.pdf）） 

電磁的記録に係る記録媒体の差押え等を行うに当たっては、コンピュータ・システムを構成する電子計

算機の操作方法やセキュリティの解除方法等、技術的・専門的な知識が必要となるなど、自力執行する

ことが困難な場合もある。また、差押え等を受ける者の中には、差押え等の対象となっている電磁的記

録について契約等により開示できないとする者もいる～こうした現状を踏まえると～的確な証拠収集

を可能とする観点から、差押え等を受ける者に対する協力要請の法的根拠を整備すべきと考えられる。 



（４）通信履歴の電磁的記録の保全要請 

通信事業者等に対し、差押え等の必要がある場合には、通信履歴の電磁的記録について一

定期間消去しないことを要請できるとされていますが、現状の問題意識については、以下

と解説されています。 

「国税犯則調査手続の見直しについて」

（政府税制調査会資料（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/11

/14/28zen8kai2_1.pdf）） 

通信事業者は、本来、システムの保守やサービスに対する課金に必要な限度で通信履歴を保管するので

あり、それを超えて通信履歴を保管することには、相応の物理的、経済的負担が生じる上、通信履歴は

通信の秘密の保障の対象に含まれると解されており、保守や課金に必要な限度を超えて不用意に通信履

歴を保存することには法的なリスクも伴うことから、通信履歴は比較的短期間で削除されるのが通例で

ある。そのため、差押えないし記録命令付差押えのための令状の発付を得られるまでの間に早急に保全

措置を講じなければ必要な通信履歴が消去されてしまう事態が想定される。そこで、通信事業者の負担

と捜査の利益との合理的な権衡を図る観点から、上記の限度で通信履歴の保全を要請することができる

ものとされた～この措置はあくまでも通信履歴に係る電磁的記録の保存を要請するにとどまり、当該電

磁的記録を捜査機関が入手するためには、裁判官の令状の発付を得て差押え又は記録命令付差押えの処

分を行うべきことになる。 

２ 関税法に定める犯則調査手続等を踏まえた国税犯則調査手続の整備 

本年度改正により、関税の犯則調査と整合性を取るための改正が実現しますが、趣旨とし

て以下の通りの解説があります。 

「国税犯則調査手続の見直しについて」

（政府税制調査会資料（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/11

/14/28zen8kai2_1.pdf）） 

国税犯則調査の主な対象である国税のほ脱犯の構成要件は、偽りその他不正の行為により、税を免れる

という点で関税のほ脱犯の構成要件と共通～輸入品に対する内国消費税については税関当局による執

行がなされている。これらの点を踏まえれば、関税の犯則調査と（輸入品に対する内国消費税を含めた）

国税の犯則調査の手続については、整合性が実現していることが当然望まれる～平成４年の金融商品取

引法改正、平成１７年の独占禁止法改正により、それぞれ犯則調査が導入された際、関税法にならう形



で規定が整備されており、国税犯則手続についても、関税法を参照しながら手続の明確化及び適正な法

執行の観点からの見直しを行うべきと考えられる。 

主要な改正事項についてのみ解説しますが、以下のような改正がなされます。 

（１）強制調査の夜間執行（国犯法８）について 

政府税制調査会資料（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/koku-han/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/10/

31/28koku1kai2.pdf） 

上記の場合の問題意識として、以下と解説されています。 

「国税犯則調査手続の見直しについて」

（政府税制調査会資料（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/11

/14/28zen8kai2_1.pdf）） 

日没から日の出までの間は強制調査の手続を開始することができない～ため、日没前に新たに強制調査

を実施すべき箇所を把握したものの許可状執行が日没までに間に合わない場合や、日没後に新たに強制

調査を実施すべき箇所が把握された場合などは、翌日の日の出まで手続開始を待たざるを得ないケース

がある～適時・的確な証拠収集を可能とする観点から～強制調査の夜間執行に係る制限を緩和するよう

規定を見直すべきと考えられる。 



（２）管轄区域外における職務執行（国犯法１２①）について 

政府税制調査会資料（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/koku-han/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/10/

31/28koku1kai2.pdf） 

上記の場合の問題意識として、以下と解説されています。 

「国税犯則調査手続の見直しについて」

（政府税制調査会資料（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/11

/14/28zen8kai2_1.pdf）） 

国税局の管轄区域外にある箇所での調査にあたっては、既に着手した事件に係るものを除き、一定の手

続上の制限に服することとされ～急速を要する場合に、事前に国税庁長官等から職務執行命令を受ける

ことを要件とするものであるが、経済取引の広域化に伴い、近年、管轄区域外での職務執行を要する事

案が増加しているにもかかわらず、この手続のために、犯則調査の機動性が損なわれている。他方で、

強制調査については裁判官の許可状に基づくものであること等により権限行使の適正性は確保されて

いる～経済取引の広域化を踏まえ、適時・的確な証拠収集を可能とする観点から～管轄区域外における

職務執行に係る制限を緩和するよう規定を見直すべきと考えられる。 

（３）遺留物についての検査・領置（国犯法１）について 



政府税制調査会資料（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/koku-han/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/10/

31/28koku1kai2.pdf） 

上記の場合の問題意識として、以下と解説されています。 

「国税犯則調査手続の見直しについて」

（政府税制調査会資料（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/11

/14/28zen8kai2_1.pdf）） 

犯則嫌疑者や参考人が置き去った物件（遺留物）、例えば、犯則嫌疑者等が捜索中に許可状の効力の及

ばない公道などの場所に物件を投げ捨てた場合や、国税局で検査を行っている最中に物件を置いたまま

立ち去った場合に、当該物件を検査又は領置することができない～適時・的確な証拠収集を可能とする

観点～参考人が置き去った物件を含め、遺留物を検査・領置できるよう規定を整備すべきと考えられる。 

ところで、本改正は犯則調査に係る手続き規定の整備ですので、脱税取引をしている納税

者である場合は別にして、そのような取引をしていない一般納税義務者の実務において、

この改正の影響は大きくないと考えられます。 

犯則調査については、任意調査の一環として、犯則嫌疑者（脱税の嫌疑を受けて調査対象

となっている者）や参考人（犯則嫌疑者以外の取引先など）に対して行われる場合もあり

ますが、その場合の手続きとしては以下のような相違があります。 



政府税制調査会資料（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/koku-han/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/10/

31/28koku1kai2.pdf） 

上記を前提とすると、一般の納税者が押さえておくべき手続きとしては、任意調査の一環

である質問・検査・領置ということになります。本改正では、これらの手続きについても

改正がなされているものの、身分証明書の提示など、その多くは法律上の定めは別にして、

実 務 で は 行 わ れ て い た と 解 さ れ ま す （ 参 考 ： 政 府 税 制 調 査 会 資 料

（ http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/koku-han/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/10/31/2
8koku1kai2.pdf））。 

このため、押さえておくべき項目としては、上記（３）の「遺留物についての検査・領置」

と、「領置・差押物件を還付できない場合の措置」程度と解されます。後者について補足し

ますが、返還を受けるべき物件所有者が所在不明の場合や受取を拒否した場合について、

国庫に帰属する可能性が生じるということを意味しています（参考：政府税制調査会資料

（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/11/14/28ze
n8kai2_1.pdf）） 

とは言え、これらの改正は実務でそれほど適用例はないと解されますし、これらの改正が

問題になるのは、査察官等との対応の中で、感情的になる場合ですので、極力冷静に対応

することとすれば大きな問題にはならないと考えられます。 



災害に関する税制上の措置 

概要 

災害への税制上の対応の規定を常設化するという目的から、各税目において、災害に関す

る税制上の措置が設けられます（大綱Ｐ２８～３３、４４～４６、８０～８１、１０４～

１０５）。

納税者有利の改正です。

内容 

１ 所得税・個人住民税関係 

（１）住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除（措法４１）の改正 

① 全体像 

項目 内容 

対象となる場合 
従前住宅（※１）が災害により居住の用に供することができなくなった

場合 

災害後の取扱い 

現行の措置（※２）に代え、災害により居住の用に供することができな

くなった年以後の従前住宅に係る適用年について本税額控除の適用を

受けられる 

適用年から 

除かれる年 

その１ 

従前住宅若しくは従前住宅の敷地の用に供されていた土地等又はその

土地等に新たに建築した建物等を、事業の用若しくは賃貸の用又は親

族等に対する無償による貸付けの用に供した年（※３）以後の各年 

適用年から 

除かれる年 

その２ 

従前住宅又は従前住宅の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をし、

その譲渡につき一定の特例措置（※４）の適用を受ける年分以後の各年

適用年から 

除かれる年 

その３ 

再建住宅（※５）について本税額控除等（※６）の適用を受ける年分（※

７）以後の各年 

（※１）本税額控除の適用を受ける住宅 

（※２）災害により居住の用に供することができなくなった年に限り、本税額控除の適用が可能（措法４

１①括弧書き）。 

（※３）再建支援法適用者（災害に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域内に所在する従

前住宅をその災害により居住の用に供することができなくなった者)がその土地等に新築等をし



た住宅について、本税額控除又は認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除（措法４１

の１９の４）の適用を受ける年は除かれます。 

（※４）居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除（措法４１の５）又は特定居住

用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除（措法４１の５の２） 

（※５）災害により従前住宅を居住の用に供することができなくなった者が取得等をした住宅 

（※６）本税額控除又は認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除（措法４１の１９の４） 

（※７）再建支援法適用者が本税額控除又は認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除（措法４

１の１９の４）の適用を受ける年は除かれます。 

② 再建支援法適用者の特例 

上記①により再建支援法適用者が再建住宅の取得等をした場合には、従前住宅に係る本税

額控除と、再建住宅に係る本税額控除を重複して適用できることとされます。 

その重複して適用できる年における税額控除額は、現行の二以上の居住年に係る住宅の取

得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の控除額の調整措置（措法４１の２）によっ

て計算されます。 

なお、特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に

係る特例（措法４１の３の２）及び東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する

場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例（震災特例法１３の２）についても同様と

されています。 

（２） 買換資産等の取得予定期間等の延長

以下の特例の適用を受ける者が、特定非常災害の指定を受けた災害のため、その買換資産

等を予定期間等内に取得等をすることが困難となった場合には、税務署長の承認等の一定

の要件の下、その予定期間等が２年の範囲内で延長されます（次の②及び③の特例は、法

人税についても同様です）。

予定期間等が延長される規定 条文番号

① 確定優良住宅地等予定地のために土地等を譲渡した場合の

長期譲渡所得の課税の特例
措法３１の２③

② 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 措法３３・６４

③ 交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例 措法３３の２・６５

④ 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例 措法３６の２

⑤ 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のため

の買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
措法３７の５

⑥ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 措法４１の５



（３）個人住民税関係 

① 住宅借入金等を有する場合の個人住民税額の特別控除（地法附則５の４）の改正 

イ 全体像 

項目 内容 

対象となる

場合 

・ 従前住宅（※１）が災害により居住の用に供することができなくなっ

た場合 

・ 一定の市町村（※２）の区域内に所在する従前住宅を、災害により居

住の用に供することができなくなった者が住宅の取得等をした場合 

対象者の 

要件その１ 
所得税において住宅借入金等特別税額控除（措法４１）の適用があること 

対象者の 

要件その２ 

その年分の住宅借入金等特別税額控除額からその年分の所定の所得税額

（※３)を控除した残額があること 

減額金額等 
翌年度分の個人住民税において、上記の残額に相当する額を、下記ロの控

除限度額の範囲内で減額する 

（※１）本税額控除の適用を受ける住宅 

（※２）災害に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村 

（※３）住宅借入金等特別税額控除（措法４１）の適用がないものとした場合の所得税額 

ロ 控除限度額 

居住年 控除限度額 

平成１１年１月～平成１８年１２月 

平成２１年１月～平成２６年３月 

所得税の課税総所得金額等×５％ 

（最高９．７５万円） 

平成２６年４月～平成３３年１２月 
所得税の課税総所得金額等×７％ 

（最高１３．６５万円）（※）

（※）住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が８％又は１０％である場合（東日本大震

災の被災者等に係る住宅借人金等を有する場合を含みます）の金額であり、それ以外の場合におけ

る控除限度額は所得税の課税総所得金額等×５％（最高９．７５万円）とされます。 

ハ 国費による補填

この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補填するとされています。

② 買換資産等の取得期間等の延長



以下の特例の適用を受ける者が、特定非常災害の指定を受けた災害のため、その買換資産

等を取得期間等内に取得等をすることが困難となった場合には、市区町村長の承認等の一

定の要件の下、その取得期間等が２年の範囲内で延長されます。

取得期間等が延長される規定 条文番号

イ 確定優良住宅地等予定地のために土地等を譲渡した場合の

長期譲渡所得の課税の特例
地法附則３４の２②

ロ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び

繰越控除
地法附則４

２ 相続税・贈与税関係

（１）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（措法７０

の２）等の改正

① 居住要件の免除

項目 内容

適用対象者 住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築等をした者

適用要件

その１

贈与年の翌年３月１５日後遅滞なく住宅用家屋を居住の用に供することが

確実であると見込まれることにより、本制度の適用を受けたこと

適用要件

その２

住宅用家屋が災害により滅失等をしたことによって、居住の用に供すること

ができなかったこと

効果 居住要件が免除される

② 居住期限の延長

項目 内容

適用対象者 住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築等をした者

適用要件

その１

贈与年の翌年３月１５日後遅滞なく住宅用家屋を居住の用に供することが

確実であると見込まれることにより、本制度の適用を受けたこと

適用要件

その２

災害に基因するやむを得ない事情によりその住宅用家屋を同年１２月３１

日までにその居住の用に供することができなかったこと

効果 居住期限が贈与を受けた年の翌々年１２月３１日まで延長される



③ 新築期限の延長

項目 内容

適用要件

その１

贈与により金銭を取得した者が、その金銭を住宅用の家屋の新築等の対価に

充てること

適用要件

その２

災害に基因するやむを得ない事情により贈与年の翌年３月１５日までに新

築等ができないこと

効果
その翌々年３月１５日までに新築等をすれば、本制度の適用を受けることが

できる

④ 被災者生活再建支援法が適用される自然災害により滅失等をした場合の再適用

項目 内容

適用要件

その１

本制度の適用を受けた者の住宅用家屋が、被災者生活再建支援法が適用され

る自然災害により滅失等をしたこと

適用要件

その２

その者の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築等

をすること

効果 再度本制度の適用を受けることができる

⑤ その他所要の措置が講じられます。

（２）特定非常災害の指定を受けた災害が発生した場合の特例

① 土地等及び非上場株式等の課税価格（参考：相法２２）の特例

項目 内容

適用される場合 特定非常災害の指定を受けた災害が発生した場合

対象税目
災害発生日前の相続等又は贈与により取得した財産に係る相続税又は

贈与税のうち、災害発生日以後に申告期限が到来するもの

対象財産
災害により被災者生活再建支援法が適用される区域内の土地等及び一

定の非上場株式等でその災害発生日に有していたもの

課税価格 災害の発生直後を基準とした価額とすることができる

② 申告期限（参考：相法２７）の延長



上記①の特例の適用を受ける場合には、特定日（国税通則法の規定により延長された申告

期限と災害発生日の翌日から１０月を経過する日とのいずれか遅い日）の前日までに申告

期限が到来するものについて、その申告期限は特定日まで延長されます。

３ 法人税関係

（１）災害損失欠損金額に係る繰戻還付等

① 繰戻還付（参考：法法８０）の特例

以下の通り、一定の災害損失がある場合には、確定申告又は中間申告により、繰戻還付の

適用を受けることができます。

項目 内容

適用対象年分等
・ 発災日（※１）～１年経過日までの間に終了する各事業年度

・ 発災日～６月経過日までの間に終了する中間期間

適用される場合 上記年分等において、災害損失欠損金額がある場合

災害損失欠損

金額の意義

欠損金額のうち、その災害により棚卸資産等について生じた損失の額で

一定のものに達するまでの金額

手続き

以下の申告書の提出と同時に、還付請求が可能

・ 上記対象年分等の各事業年度に係る確定申告書（※２）

・ 上記対象年分等の中間期間に係る仮決算の中間申告書

繰戻還付の

対象金額

・ 災害損失欠損金額に係る事業年度開始の日前１年（※３）以内に開

始した事業年度の法人税額のうちその災害損失欠損金額に対応す

る部分の金額

・ 中間期間開始の日前１年（※３）以内に開始した事業年度の法人税

額のうちその災害損失欠損金額に対応する部分の金額

（※１）法人の災害が発生した日

（※２）期限後申告書を含みます

（※３）青色申告書を提出する場合には、２年とされます。

② 仮決算による所得税額の還付（参考：法法７８）

以下の通り、一定の災害損失がある場合には、中間申告により、所得税額の還付を受ける

ことができます。

項目 内容



適用対象期間 発災日～６月経過日までの間に終了する中間期間

適用される場合 上記中間期間において、災害損失金額がある場合

災害損失金額の

意義
その災害により棚卸資産等について生じた損失の額で一定のもの

手続き その中間期間に係る仮決算の中間申告書の提出

還付金額
その中間期間に係る仮決算の中間申告により中間期間において課さ

れる所得税額で法人税額から控除しきれなかった金額（※）

（※）災害損失金額が限度とされます

（２）被災代替資産等の特別償却

① 全体像

法人が、指定期間内に、その災害に基因してその事業の用に供することができなくなった

建物（その附属設備を含みます）、構築物若しくは機械装置の代替資産の取得等をしてその

事業の用に供した場合又は建物、構築物若しくは機械装置の取得等をして被災区域及びそ

の被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内においてその事業の用

に供した場合には、これらの減価償却資産（被災代替資産等）の取得価額に、次の区分ご

とに、次の償却率を乗じた金額の特別償却ができる措置が講じられます（所得税について

も同様とされます。）。

   取得等の時期

被災代替

資産等の区分

特定非常災害の指定を受けた

災害が発生した日から

３年目まで

特定非常災害の指定を受けた

災害が発生した日から

４年目・５年目

建物又は構築物 １５％（１８％） １０％（１２％）

機械装置 ３０％（３６％） ２０％（２４％）

（※）括弧内の率は、中小企業者等が取得等をする場合の償却率

② 用語の意義

イ 指定期間の意義

①の指定期間とは、特定非常災害の指定を受けた災害が発生した日から５年を経過する日

までの期間をいいます。

ロ 被災区域の意義



①の被災区域とは、その災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなった

建物又は構築物の敷地及びその建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の

用に供されていた土地の区域をいいます。

４ 消費税関係

（１）課税事業者選択届出等の提出期限（参考：消法９④等）の特例

特定非常災害の指定を受けた災害の被災者である事業者が、被災した日の属する課税期間

から消費税の課税事業者となることを選択する場合等において、指定日までに課税事業者

選択届出書等を提出したときは、本来の提出時期までに提出したものとみなされます。

なお、指定日とは、その災害の状況等を勘案して国税庁長官が別に定める日をいいます。

（２）２年間の継続適用要件（参考：消法９⑥等）の適用除外

（１）の場合等においては、課税事業者を選択した場合の２年間の継続適用要件は適用し

ないこととする等の措置が講じられます。

適用関係 

上記の１の改正は、以下の通り適用されます。 

項目 適用関係 

１（１） 平成２９年分以後の所得税（所要の経過措置あり） 

１（２） 
大綱上明確ではないため、平成２９年４月１日から施行され、同日から 

適用と考えられる 

１（３）① 平成３０年分以後の個人住民税（所要の経過措置あり） 

１（３）② 
大綱上明確ではないため、平成２９年４月１日から施行され、同日から 

適用と考えられる 

上記の２の改正は、以下の通り適用されます。 

項目 適用関係 

２（１） 
平成２９年１月１日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る 

贈与税（所要の経過措置あり） 



２（２） 
平成２９年１月１日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する 

財産に係る相続税又は贈与税（所要の経過措置あり） 

上記の３の改正は、大綱上明確ではありませんので、経過措置の原則の通り、平成２９年

４月１日以後施行され、同日以後開始する事業年度において適用されると考えられます。 

ただし、以下の改正については、以下の通りの経過措置が設けられています。 

項目 経過措置

３（１）① 

平成２９年４月１日前１年以内に終了する事業年度において生じた災害損

失欠損金額がある場合において、同日前にその事業年度に係る確定申告書を

既に提出しているときは、平成２９年４月３０日までに納税地の所轄税務署

長に対して還付請求書を提出することにより、その災害損失欠損金額につい

て本措置の適用ができることとされます。 

３（２） 

平成２９年４月１日前１年以内に終了する事業年度の指定期間内に被災代

替資産等の取得等をした場合には、同日以後最初に終了する事業年度におい

て、特別償却相当額の償却ができることとされます。 

上記４の改正は、所要の経過措置が講じられた上、平成２９年４月１日以後に指定日が到

来する特定非常災害の指定を受けた災害について適用されます。 

関連法規 

上記の通り

コメント 

本改正の趣旨について、以下の通り災害対応の常設化であることが解説されています。 

大綱Ｐ１６ 

災害が発生した際の被災者や事業者への対応については、国税通則法、災害減免法や各税法において、

申告、納付期限の延長や、税の減免などが措置されている。また、地方税については、地方公共団体に

よる条例減免も行われてきた。その上で、阪神・淡路大震災及び東日本大震災の際には、特別立法等に

より、追加的な税制上の対応を行ってきた。 

このように、きめ細やかに対応するとの考え方の下、被害の状況や規模などを踏まえ、これまで災害ご



とに税制上の対応を検討してきたところである。しかしながら、近年災害が頻発していることを踏まえ、

被災者や被災事業者の不安を早期に解消するとともに、復旧や復興の動きに遅れることなく税制上の対

応を手当てする観点から、災害への税制上の対応の規定を常設化する。 

常設化することで、きめ細かな対応が可能になると解説されていますが、常設化されるこ

とにより、見解の相違が増えることも想定されます。問題になる災害の定義ですが、大綱

上明確なものはありませんので、現行の所得税法の定義等が前提になると考えられます。 

所得税法２条（定義）１項２７号 

災害 震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。 

所得税法施行令９条（災害の範囲） 

法第二条第一項第二十七号 （災害の意義）に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、

噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに

害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。 

所得税法施行令９条（災害の範囲）を見る限り、かなり広範囲の災害が該当すると想定さ

れますが、どこまで認められるかについて、国税と見解の相違が生じる可能性が大きいと

考えられます。現状、国税は激しい災害があればアナウンスをしています。常設化といい

ますが、実態としては国税のアナウンスした範囲でしか適用は認められないと考えられま

すので、今後の動向に注意が必要です。 

とりわけ注意したいのは、災害の中でも特別な措置が取られる「被災者生活再建支援法」と

「特定非常災害」の意義です。

被災者生活再建支援法は、自然災害に罹災し、住宅が全壊・半壊するといった生活基盤へ

の著しい被害を受けた者に対し、生活の再建を支援するために金銭を給付する制度の根拠

法であり、阪神・淡路大震災を契機として、１９９８年に創設されたものです。

この法律の対象になる自然災害は、１０世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等で、

この災害により住宅が「全壊」した世帯など（被災世帯）に支援金が給付されます（http:/
/www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/shiensya.html）。



一方、特定非常災害とは特定非常災害特別措置法に規定する災害をいい、著しく異常かつ

激甚な災害（死者･行方不明者、負傷者、避難者等が多数発生するなどの所定の災害）を意

味するとされています。先の平成２８年熊本地震についても、この特定非常災害に指定さ

れています。

いずれにしても、実際に災害が発生すれば、国税から所定のアナウンスはなされると考え

られますが、これらの甚大な災害については、通常よりも優遇される規定が設けられてい

ます。このため、適用を誤らないように注意する必要があります。



その他押さえておくべき改正事項 

概要 

納税地の異動に関する届出書の提出が簡素化されるなど、所定の事務手続きの簡素化がな

されます（大綱Ｐ３６、８３、１０９）。

コーポレート・ガバナンスの強化を促すための確定申告書の提出期限の延長の特例の見直

しなど、申告期限の延長に係る改正が行われます（大綱Ｐ６６、７２～７３、８０、１０

５、１２８）。

所定の税額控除について、増額更正に合わせて自動的に控除額を増額できるように措置さ

れるなどの改正が行われます（大綱Ｐ８３～８４）。

納税者有利の改正です。

内容 

１ 届出書等の緩和 

（１）納税地の変更に関する届出書等の緩和（所得税） 

以下の所得税の届出書について、それぞれ次に定める税務署長への提出が不要とされます。 

届出書の種類 提出不要となる税務署長 

納税地の変更に関する届出書 

（所法１６） 
変更後の納税地の所轄税務署長 

納税地の異動に関する届出書 

（所法２０） 
異動後の納税地の所轄税務署長 

個人事業の開業・廃業等届出書 

（所法２２９、所規９８） 
納税地の所轄税務署長（※）以外の税務署長 

給与支払事務所等の移転届出書（所

法２３０、所規９９） 
移転後の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長 

（※）事業に係る事務所等を移転した場合で、その移転前の事務所等の所在地を納税地としていたときは、

その移転前の納税地の所轄税務署長 

（２） 納税地の変更に関する届出書等の緩和（法人税等）

① 納税地の変更に関する届出書等の緩和（法人税等）



法人税の納税地に異動があった場合に提出すべき届出書について、その異動後の納税地の

所轄税務署長への提出が不要とされます（法法２０①、法令１８①）。連結子法人の本店等

所在地に異動があった場合に提出すべき届出書についても、同様とされます（法法２０②、

法令１８②）。

なお、消費税の納税地に異動があった場合に提出すべき届出書（消法２５）についても同

様に、異動後の納税地の所轄税務署長への提出が不要とされます。

② 設立届出書等の緩和

法人の設立届出書等について、登記事項証明書の添付（法法１４８、法規６３三）が不要

とされます。

２ 申告書の提出期限の延長に係る見直し

（１）確定申告書の提出期限の延長の特例（法法７５の２、地法７２の２５③）の見直し

（法人税等）

イ 内容

法人が、会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めにより各事業年度終了の日

の翌日から３月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場

合には、その定めの内容を勘案して４月（法人事業税については、６月）を超えない範囲

内において税務署長（法人事業税については、都道府県知事）が指定する月数の期間の確

定申告書の提出期限の延長を認めることとされます。

ロ 延長月数の変更手続を定める等の所要の措置が講じられます。

（２）国税通則法の申告期限の延長に係る見直し

① 災害等による期限延長制度（通法１１）の見直し

災害等による期限延長制度について、国税庁長官は、災害等のやむを得ない理由により、

納税者の多数にわたり期限までに申告等をすることができないと認める場合には、その対

象者の範囲及び期日を指定して、期限を延長することができるとされます。



② 中間申告（法法７１、消法４２等）の取扱い

法人税及び地方法人税並びに消費税の中間申告書の提出について、国税通則法の規定によ

る申告期限の延長により、その提出期限と確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合

は、その中間申告書の提出を要しないこととされます。

３ 増額更正に併せて連動的に控除額を増額させる措置

（１）国税の取扱い

外国税額控除制度（法法６９）及び研究開発税制（措法４２の４）等について、その適用

に係る申告要件につき、納税者の立証すべき事項及び当初申告の要否を明碓化し、要件を

満たす場合には税額控除額を変更できることを明らかにすることで、税務署長が増額更正

をする場合において連動的に税額控除額を増加できるものとされます（所得税についても

同様です）。

（２）地方税の取扱い

外国税額控除制度（地法３７の３等）、地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）（地法附

則８の２の２）及び付加価値割の所得拡大促進税制（地法附則９⑬等）等について、その

適用に係る申告要件につき、納税者の立証すべき事項及び当初申告の要否を明確化し、要

件を満たす場合には控除額を変更できることを明らかにすることで、地方団体の長が増額

更正をする場合において連動的に控除額を増加できるものとされます。

適用関係 

上記のうち、２（１）及び２（２）①以外の改正については、大綱上明確ではありません

ので、経過措置の原則の通り、平成２９年４月１日から施行され、同日から適用されると

考えられます。 

上記２（１）の改正については、経過措置の原則の通り、平成２９年４月１日から施行さ

れ、同日以後開始する事業年度から適用されると考えられます。 

上記２（２）①の改正は、平成２９年４月１日以後に生ずる災害等のやむを得ない理由に

ついて適用されます。 

関連法規 



上記の通り

コメント 

１ 届出書等の緩和について

現行、納税地の異動があった場合には、異動前と異動後の税務署に届出を提出する義務が

あることが法令上規定されています。この点、事務の簡素化の見地からか、異動前の税務

署にのみ提出することで足りるとする税制改正がなされます。

（出典）大蔵財務協会研修会資料

法令の定めは別にして、税務署内部の処理としては、異動前の税務署においてその納税者

の異動に係るＫＳＫの処理を行い、その後異動後の税務署に連絡を回し申告書等の資料を

送付した上で、異動後の税務署において受入れ処理を行うという流れになっています。こ

のため、ＫＳＫの登録がある異動前の税務署に異動の報告が行けば、後は内部で処理が可

能になりますので、敢えて異動後の税務署に届出を提出する実益はありません。この点を

踏まえた見直しと考えられます。

なお、上記図においては、平成２９年４月１日以後の納税地の異動について適用する旨が

書かれてあります。大綱には明記されていませんが、仮にこのような措置を行うのであれ



ば、経過措置として明記しておかなければ、例えば平成２９年４月１日前に納税地を異動

したものの、届出書の提出が同日以後になるケースについて、適用関係の問題が生じます。

加えて、法人の設立届出書等について、登記事項証明書の添付が不要とされます。国税は

登記情報を収集できますので、敢えて添付させる必要もありませんし、異動届出書につい

ては、現行においても添付書類を不要としています。この点、法令上も簡素化されます。

２ 申告書の提出期限の延長に係る見直しについて

（１）確定申告書の提出期限の延長の特例の見直しについて

経済産業省の税制改正要望（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/zeisei_r/pdf/
1_02.pdf）によると、本改正の趣旨として、以下と指摘されています。

経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/zeisei_r/pdf/1_02.pdf）

〇 持続的な企業価値の向上や中長期投資を促進させるためには、企業と投資家の建設的な対話を充実

させる必要があり、グローバルな観点から最も望ましい対話環境整備を図ることが肝要。

〇 現状、日本は欧米諸国と比べ、「決算から株主総会までの期間が短い」、「総会日が集中している」

等により、株主・投資家の対話期間や企業の情報開示の準備期間が十分ではない状況。

〇 株主・投資家の対話期間等を欧米諸国並に確保する方策としては、総会日を７月以降（３月決算）

にすることが有効であり、それを円滑にするための環境整備として法人税の申告期限延長が必要。

本改正では、この要望を受けて、会計監査人がいる会社のうち、定款等の定めにより株主

総会が３月以内に招集されない状況にある会社について、申告期限を決算日から４月のう

ち承認を受けた期間まで延長することが可能になりました。

気になるのは定款等の定めによる必要がある点です。どのような定めを設ければ延長の対

象になるのか、明確にされていませんので、今後の動向に注意が必要です。

ところで、上記にもある通り、総会日が集中していることも本改正前の問題点とされてい

るわけですが、現行の会社法においても、総会日は柔軟に設定することができるとされて

います（経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/zeisei_r/pdf/1_
02.pdf）。にもかかわらず、３カ月内に株主総会が集中して行われるのは、確定した決算に
基づき税務申告を行うという税法の規定が問題になるからと考えられます。このため、集



中が問題となるのであれば、４月等といった改正ではなく、より柔軟な制度が必要になる

はずです。

この点、欧米諸国との比較で、「決算から株主総会までの期間が短い」とありますが、欧米

諸国は申告期限が日本に比べて長いと言われており、結果として決算が終わってからも余

裕がある状況になっています。となれば、申告期限を４月としてもそれほど意味はなく、

欧米諸国の動向と比較した上で欧米諸国並みの申告期限を設ける必要があると考えます。

何より、確定申告期限の延長特例については、利子税の対象になるものですから、多くの

企業は見積もりで納付している現実もあります。このような状況がある以上、申告期限を

延ばすだけでは制度設計としては不十分と言わざるを得ず、株主との対話環境整備を図る

のであれば、より柔軟な要件緩和が必要と考えます。

その他、本改正に合わせて、定期同額給与の改定期限や事前確定届出給与の届出期限が見

直されるとされています（大綱Ｐ６８）。本改正の適用を受けられれば、これらの期限も長

くなると考えられるため適用が認められれば有効と考えられますが、大企業は別にして、

中小企業が適用を受けるには要件が厳しいため、税理士実務において活用できる局面はほ

とんどないと思われます。

（２）国税通則法の申告期限の延長に係る見直しについて

本改正の趣旨として、以下の図にある通り、地域指定と個別指定に加えて、対象者の範囲

を絞った職権に基づく延長が可能にすることが説明されています。



（出典）大蔵財務協会研修会資料

上記では、ｅ－ｔａｘを例にとって、その適用範囲を説明していますが、他にどのような

場合がこの規定に該当するか、不透明です。下記の通り、この改正が適用されるためには、

申告等の不能と直接因果関係が必要になりますので、適用される場合は非常に限定されて

いると考えられます。

国税通則法基本通達（徴収部関係）第１１条関係 

１（災害その他やむを得ない理由）

この条の「災害その他やむを得ない理由」とは、国税に関する法令に基づく申告、申請、請求、届出、

その他書類の提出、納付または徴収に関する行為（以下この条関係において「申告等」という。）の不

能に直接因果関係を有するおおむね次に掲げる事実をいい、これらの事実に基因して資金不足を生じた

ため、納付ができない場合は含まない。

（１）地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害

（２）火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通と絶その他の人為による異常な災害

（３）申告等をする者の重傷病その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実

３ 増額更正に併せて連動的に控除額を増額させる措置について

平成２３年１２月の改正により、当初申告要件の見直しがなされていますが、外国税額控

除や研究開発税制等については、記載額限度要件が設けられています。このため、確定申



告、修正申告、更正の請求等に該当しない、増額更正に伴って控除額が増加するとしても、

記載額限度要件の制限に伴って、増額更正する場合においては控除額を自動的に増額させ

ることはできないことになります。結果として、現状は増額更正がなされた後になって、

これらの税額控除については更正の請求を求める、といった実務もなされていたようです。

（出典）大蔵財務協会研修会資料

この点、国税にも再更正の負担がかかりますので、その見直しがなされるのが本改正です。

気になるのは立証すべき事項ですが、上記の図を前提とすると、これは通常の申告の場合

と変わらず、控除対象外国法人税の額や試験研究費の額であり、それほど負担は増えない

と考えられます。

気になるのは平成２３年１２月の改正当時、このあたりの検討がなされたか否かです。「平

成２４年度改正税法のすべて」にも特段の記載がないため分かりかねますが、おそらくこ

れらの規定は納税者の選択に基づいて行うものですから、増額更正がなされたとしても、

適用するかしないかを国税で判断するのは正当ではないと考えられたからと思われます。

しかしながら、当初申告をしている以上は、これらの特例の適用を受ける意思は明確です

から、増額更正に伴って控除額が増加するのであれば、当然に追加でこの特例を受けるこ

とになるはずです。このため、このような不要な取扱いが改正されたことは要件緩和とし

ては歓迎すべきと考えます。



Ⅵ 国際課税に関する改正

外国子会社合算税制等の総合的見直し

概要 

「ＢＥＰＳプロジェクト」の行動計画に対応して示された勧告を踏まえ、外国子会社合算

税制等の総合的な見直しが行われます（大綱Ｐ１１１～１１８）。

本改正の目玉であり、納税者不利の改正です。

内容 

１ 合算対象とされる外国法人の判定方法等 

（１）間接保有割合の判定（措令３９の１６③）の改正 

外国関係会社の判定における間接保有割合について、内国法人等との間に５０％超の株式

等の保有を通じた連鎖関係がある外国法人の判定対象となる外国法人に対する持分割合等

に基づいて算定（現行：間接保有割合は持分割合を乗じて算定）することとされます。 

（２）外国関係会社（措法６６の６②一）及び合算課税対象者（措法６６の６①各号）の

追加 

居住者又は内国法人と外国法人との間にその居住者又は内国法人がその外国法人の残余財

産のおおむね全部を請求することができる等の関係がある場合におけるその外国法人を外

国関係会社の範囲に加える（現行：原則として、株式数、議決権数、剰余金の配当等の請

求権の割合のうちいずれか大きいものが５０％超）とともに、その居住者又は内国法人を

本税制による合算課税の対象となる者（現行：原則として、株式数、議決権数、剰余金の

配当等の請求権の割合のうちいずれか大きいものが１０％以上）に加えられます。 

（３）租税負担割合基準（措令３９の１４①）の廃止 

外国関係会社が特定外国子会社等に該当するかどうかを判定するための租税負担割合基準

（現行：実効税率２０％未満等）が廃止されます。 



２ 会社単位の合算課税制度 

（１）適用除外基準の改正 

① 適用除外基準（措法６６の６③、措令３９の１７⑩・⑪等）の内容の改正 

会社単位の合算課税制度における適用除外基準について、以下の見直しを行った上で本制

度の発動基準（経済活動基準)に改められ、この経済活動基準のうちいずれかを満たさない

外国関係会社について、会社単位の合算課税の対象とされます。 

基準 改正内容 

事業基準 

（※１）

航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社のうち、本店 

所在地国においてその役員又は使用人が航空機の貸付けを的確に

遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事している

こと等の要件を満たすものは、事業基準を満たすものとされる 

実態基準（※２） 

及び

管理支配基準（※３）

保険委託者（※６）について、保険受託者（※７）が実体基準又は 

管理支配基準を満たしている場合には、実体基準又は管理支配基

準を満たすものとされる 

所在地国基準 

（※４） 

製造業を主たる事業とする外国関係会社のうち、本店所在地国に

おいて製造における重要な業務を通じて製造に主体的に関与して

いると認められるものの判定方法につき、所要の整備がなされる 

非関連者基準 

（※５）

・ 非関連者との間で行う取引の対象となる資産、役務その他の

ものが、関連者に移転又は提供されることが予め定まってい

る場合には、その非関連者との間の取引は、関連者との間で

行われたものとみなして判定を行う等の見直しがなされる 

・ 保険業を主たる事業とする外国関係会社が保険受託者に該当

する場合の判定について、その外国関係会社の保険委託者と

の間で行う取引は関連者取引に該当しないものとされる 

・ 航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社について、

非関連者基準を適用することとされる 

（※１）現行：主たる事業が航空機の貸付けなど一定の事業に該当しないこと 

（※２）現行：本店所在地国において、主たる事業を行うに必要と認められる事務所等を有すること 

（※３）現行：本店所在地国において、その事業の管理等を自ら行っていること 

（※４）現行：主として本店等の所在地国で事業を行っていること（主たる事業が卸売業などの一定の事

業に該当しない場合に適用） 

（※５）現行：事業を主として非関連者と行っていること（主たる事業が卸売業などの一定の事業に該当

する場合に適用） 

（※６）保険業法に相当する本店所在地国の法令の規定による免許を受けて保険業を営む一定の外国関係



会社 

（※７）保険委託者の免許の申請等の際に、その保険業に関する業務を委託するものとして申請等をされ

た者で一定の要件を満たすもの 

② 経済活動基準を満たすことを明らかにする書類等の提出等がない場合の推定 

国税の当該職員が、内国法人にその外国関係会社が経済活動基準を満たすことを明らかに

する書類等の提出等を求めた場合において、期限までにその提出等がないときは、その外

国関係会社は経済活動基準を満たさないものと推定されます。 

（２）適用対象金額の計算（措令３９の１５①四等） 

適用対象金額から控除する受取配当に係る持分割合要件（２５％以上）について、主たる

事業が化石燃料を採取する事業（その採取した化石燃料に密接に関連する事業を含みます）

である外国法人で、わが国が締結した租税条約の相手国に化石燃料を採取する場所を有す

るものから受ける配当等にあっては、１０％以上とされます。 

上記において、化石燃料とは、原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭をいいます。 

（３）適用免除（参考：措令３９の１４①） 

外国関係会社の租税負担割合（当該事業年度の所得に対して課される租税の額のその所得

の金額に対する割合）が２０％以上である場合には、会社単位の合算課税の適用は免除さ

れます。 

３ 一定所得の部分合算課税制度 

（１）部分合算課税の対象所得の範囲（参考：措法６６の６④等） 

部分合算課税の対象となる所得は、次のとおりとされます。 

対象所得 対象所得から除外されるもの 

① 利子 

イ 一定の要件（※１）を満たす外国関係会社が関連者等に対して行う

金銭の貸付けによって得る利子 

ロ 上記イの要件を満たす外国関係会社の関連者等である他の外国関

係会社が上記イの要件を満たす外国関係会社に対して行う金銭の

貸付けによって得る利子  



ハ 本店所在地国の法令に準拠して貸金業を営む外国関係会社で、一

定の要件（※２）を満たすものが金銭の貸付けによって得る 

利子 

ニ 外国関係会社が行う事業に係る業務の通常の過程で得る 

預金利子 

② 配当等 
持分割合２５％以上（※３）等の要件を満たす法人から受ける配当等（支

払法人において損金算入される配当等は除きます） 

③ 有価証券の 

貸付けの対価 
なし 

④ 有価証券の 

譲渡損益 
持分割合２５％以上等の要件を満たす法人の株式等に係る譲渡損益 

⑤ デリバティブ 

取引損益 

イ ヘッジ目的で行われることが明らかなデリバティブ取引等損益 

ロ 本店所在地国の法令に準拠して商品先物取引業等を行う外国 

関係会社で一定の要件（※４）を満たすものが行う、これらの 

事業から生ずる商品先物取引等に係る損益 

⑥ 外国為替 

差損益 

外国関係会社が行う事業（一定の事業（※５）を除きます）に係る 

業務の通常の過程で生ずる外国為替差損益 

⑦ ①～⑥に類す

る所得（※６）
ヘッジ目的で行われることが明らかな取引に係る損益 

⑧ 有形固定資産

の貸付け対価 

イ 主として本店所在地国において使用に供される有形固定資産等の

貸付けによる対価 

ロ 一定の要件（※７）を満たす外国関係会社が行う有形固定資産の貸

付けによる対価 

⑨ 無形資産等の

使用料 

・ 外国関係会社が自己開発した無形資産等に係る使用料 

・ 外国関係会社が相当の対価を支払って取得し、又は使用許諾を得

た上で一定の事業の用に供している無形資産等に係る使用料 

⑩ 無形資産等の

譲渡損益 

・ 外国関係会社が自己開発した無形資産等に係る譲渡損益 

・ 外国関係会社が相当の対価を支払って取得し、又は使用許諾を得

た上で一定の事業の用に供している無形資産等に係る 

譲渡損益 

⑪ その他一定の

所得（※８）
なし 

（※１）本店所在地国においてその役員又は使用人が金銭の貸付け等を的確に遂行するために通常必要と

認められる業務のすべてに従事していること等の要件 

（※２）本店所在地国においてその役員又は使用人が貸金業を的確に遂行するために通常必要と認められ

る業務の全てに従事していること等の要件 

（※３）主たる事業が化石燃料を採取する事業（その採取した化石燃料に密接に関連する事業を含みます)

である外国法人でわが国が締結した租税条約の相手国に化石燃料を採取する場所を有するものに



あっては、持分割合が１０％以上 

（※４）本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認

められる業務の全てに従事していること等の要件 

（※５）外国為替相場の変動によって生ずる差額を得ることを目的とする事業 

（※６）①～⑥までに掲げる所得を生ずべき資産から生ずるこれらの所得に類する所得 

（※７）本店所在地国においてその役員又は使用人が有形固定資産の貸付けを的確に遂行するために通常

必要と認められる業務の全てに従事していること等の要件 

（※８）以下の算式で計算される所得 

外国関係会社の当該事業年度の利益の額－①～⑩までの所得の金額－所得控除額 

なお、上記の算式中、所得控除額は、以下の算式で計算されます。 

（外国関係会社の総資産の額＋減価償却累計額＋人件費の額）×５０％ 

（２）部分適用対象金額の計算（参考：措令３９の１７の２等） 

部分合算課税の対象となる金額は、外国関係会社の当該事業年度における、以下の①と②

の合計額とされます。 

① 上記（１）①～③、⑧、⑨、⑪の所得の金額の合計額 

② 上記（１）④～⑦、⑩の所得の金額の合計額（※）

（※）この合計額が零を下回る場合には、零とされます。 

（３）部分適用対象金額に係る欠損金の繰越控除（参考：措通６６の６－１８の２） 

外国関係会社の事業年度開始の日前７年以内に開始した各事業年度において生じた、上記

（２）②に掲げる金額が零を下回る部分の金額がある場合には、その事業年度の上記（２）

②に掲げる金額の計算上、控除されます。 

（４）金融子会社等に係る部分合算課税 

① 部分合算課税の対象所得の範囲（参考：措法６６の６④等） 

金融子会社等について、部分合算課税の対象となる所得は、上記（１）にかかわらず、以

下とされます。 

なお、金融子会社等とは、本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業又は保

険業を営む外国関係会社で、本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を

的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること等の要件を満



たすものとされています。 

対象所得 対象所得から除外されるもの 

イ 異常水準の資本

に係る所得 
なし 

ロ 有形固定資産の

貸付け対価 

・ 主として本店所在地国において使用に供される有形固定資産

等の貸付けによる対価 

・ 一定の要件（※１）を満たす外国関係会社が行う有形固定資産

の貸付けによる対価 

ハ 無形資産等の 

使用料 

・ 外国関係会社が自己開発した無形資産等に係る使用料 

・ 外国関係会社が相当の対価を支払って取得し、又は使用許諾

を得た上で一定の事業の用に供している無形資産等に係る 

使用料 

ニ 無形資産等の 

譲渡損益 

・ 外国関係会社が自己開発した無形資産等に係る譲渡損益 

・ 外国関係会社が相当の対価を支払って取得し、又は使用許諾

を得た上で一定の事業の用に供している無形資産等に係る 

譲渡損益 

ホ その他一定の 

所得（※２）
なし 

（※１）本店所在地国においてその役員又は使用人が有形固定資産の貸付けを的確に遂行するために通常

必要と認められる業務の全てに従事していること等の要件 

（※２）大綱上は明確ではありませんが、以下の算式で計算される所得と考えられます。 

外国関係会社の当該事業年度の利益の額－上記（１）①～⑩までの所得の金額－所得控除額 

なお、上記の算式中、所得控除額は、以下の算式で計算されます。 

（外国関係会社の総資産の額＋減価償却累計額＋人件費の額）×５０％ 

② 部分適用対象金額の計算（参考：措令３９の１７の２等） 

部分合算課税の対象となる金額は、上記（２）にかかわらず、その事業年度の次に掲げる

金額のうち、いずれか大きい金額とされます。 

① 上記①イの所得の金額 

② 上記①ロ、ハ、ホの所得の金額の合計額＋上記①ニの所得の金額（※）

（※）この金額が零を下回る場合には、零とされます。 



③ 部分適用対象金額に係る欠損金の繰越控除（参考：措通６６の６－１８の２） 

金融子会社等のその事業年度開始の日前７年以内に開始した各事業年度において生じた、

上記①ニに掲げる金額が零を下回る金額がある場合には、その事業年度の上記①ニに掲げ

る金額の計算上、控除されます。 

（５）適用免除 

① 外国関係会社のその事業年度の租税負担割合（措令３９の１４①）が２０％以上であ

る場合には、部分合算課税の適用が免除されます。 

② 部分合算課税に係る少額免除基準のうち金額基準（措法６６の６⑤）が、２，０００

万円以下（現行：１，０００万円以下）に引き上げられます。 

③ 部分合算課税の少額免除に係る適用要件について、少額免除基準を満たす旨を記載し

た書面の確定申告書への添付要件及びその適用があることを明らかにする資料等の保

存要件（措法６６の６⑦）が廃止されます。 

４ 特定の外国関係会社に係る会社単位の合算課税制度 

（１）合算対象となる外国関係会社（措法６６の６①） 

外国関係会社のうち次に掲げるものについて、会社単位の合算課税の対象とされます。 

① 次の要件のいずれも満たさない外国関係会社 

イ 主たる事業を行うに必要と認められる事務所等の固定施設を有している（※１）こと 

ロ 本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っている（※２）こと 

（※１）保険業を営む一定の外国関係会社にあっては、これらを有している場合と同様の状況にある場合

を含みます。 

（※２）保険業を営む一定の外国関係会社にあっては、これらを自ら行っている場合と同様の状況にある

場合を含みます。 

なお、国税の当該職員が内国法人にその外国関係会社が上記イ又はロの要件を満たすこと

を明らかにする書類等の提出等を求めた場合において、期限までにその提出等がないとき

は、その外国関係会社は上記イ又はロの要件を満たさないものと推定されます。 



② 以下のいずれの要件も満たす外国関係会社 

イ 上記３（１）①～⑩の所得の金額の合計額（※）／総資産の額＞３０％ 

ロ 有価証券、貸付金及び無形固定資産等の合計額／総資産の額＞５０％ 

（※）金融子会社等にあっては、３（４）①イの所得の金額又は３（４）①ロ～ニの所得の金額の合計額

のうち、いずれか大きい金額 

③ 租税に関する情報の交換に非協力的な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地

域に本店等を有する外国関係会社 

（２）合算対象所得の計算（措令３９の１５①四等） 

合算対象所得の計算は、上記２の会社単位の合算課税制度における適用対象金額の計算と

同様とされます。 

（３）適用免除（参考：措令３９の１４①） 

上記（１）①～③までの外国関係会社のその事業年度の租税負担割合が３０％以上である

場合には、会社単位の合算課税の適用が免除されます。 

５ 外国関係会社に係る財務諸表等の添付（措法６６の６⑥） 

内国法人は、以下の外国関係会社（現行：特定外国子会社等）に係る財務諸表等を確定申

告書に添付しなければならないこととされます。 

（１）租税負担割合が２０％未満の外国関係会社 

（２）租税負担割合が３０％未満の一定の外国関係会社（※）

（※）上記４（１）①～③までの、会社単位の合算課税制度の対象とされる特定の外国関係会社 

６ 二重課税調整 

（１）所得税額等の控除（参考：措法６６の７等） 

内国法人が上記２～４までの合算課税の適用を受ける場合には、外国関係会社に対して課

されるわが国の所得税の額、復興特別所得税の額及び法人税の額の合計額のうち、合算対

象とされた金額に対応する部分の金額に相当する金額について、その内国法人の法人税の

額から控除されます。 



（２）投資法人等の取扱い（参考：措法６６の８等） 

投資法人等が外国関係会社から受ける配当等の額のうち、その投資法人等の配当等を受け

る日を含む事業年度及びその事業年度開始の日前１０年以内に開始した各事業年度におい

てその外国関係会社につき合算対象とされた金額の合計額に達するまでの金額は、その投

資法人等の所得の金額の計算上、益金の額に算入しないこととされます。 

７ その他 

上記の見直しのほか、内国法人に係る外国子会社合算税制について所要の措置が講じられ

ます。 

８ 関連制度の整備 

（１）国税 

居住者に係る外国子会社合算税制（措法４０の４）、特殊関係株主等である内国法人等に係

る特定外国法人に係る所得の課税の特例（措法６６の９の２等）等の関連制度につき、上

記の見直しを踏まえた所要の措置が講じられます。 

（２）地方税 

個人住民税、法人住民税及び事業税について、本改正に関する国税の取扱いに準じて所要

の措置が講じられます。 

適用関係 

上記の改正は、外国関係会社の平成３０年４月１日以後に開始する事業年度から適用され

ます。 

関連法規 

上記の通り

コメント 



１ 改正の背景

ＢＥＰＳ行動計画３において、外国子会社合算税制の普及が挙げられています。この外国

子会社合算税制の普及は、外国子会社合算税制が厳しい国から緩い国に事業が流出する危

険性を踏まえたものです。この行動計画においては、各国が最低限導入すべき外国子会社

合算税制の国内法の基準について勧告することとされていました。この勧告の概要につい

ては、以下と解説されています。

（出典）政府税制調査会資料（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2016/__icsFiles/afieldfile/201

6/10/14/28zen4kai3_2.pdf）

この勧告を受け、財務省は現行制度の問題点について、以下のような指摘をしています。

（１）課税方式の妥当性

タックスヘイブンに対する課税については、事業体アプローチ（タックスヘイブンにある

子会社という事業体に着目して課税する方法）と所得アプローチ（タックスヘイブンにあ

る子会社が取得する所得の種類に着目して課税する方法）の二つがあると言われています。

事業体アプローチを取れば、制度としてはスマートになりますが、金融所得など、付け替

えがしやすいため租税回避に使われやすい所得に対し十分な課税ができるとは限りません。



例えば、事業体アプローチを取れば、現行の適用除外基準のように、タックスヘイブンに

おいて実態がある子会社に課税はすべきでないと結論付けられますが、そうなるとこのよ

うな実態のある会社に金融所得などを付け込めば、課税機会を失うことになります。加え

て、対象とする事業体をどのように定義するか（法人に限定するか、適用除外基準をどう

設けるか等）によって、課税される範囲が異なる可能性が生じます。

結果として、以下のように、租税負担割合で線引きをしている現行制度の妥当性まで踏み

込んで、検討の必要性が述べられています。

（出典）政府税制調査会資料（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2016/__icsFiles/afieldfile/201

6/10/14/28zen4kai3_2.pdf）

（２）資産性所得に対する課税の妥当性

事業体アプローチの問題を踏まえ、平成２２年度改正においては、適用除外基準を満たす

特定外国子会社等に対する課税措置として、一定の資産性所得（特定所得）に対する課税

がスタートしました。この改正の趣旨については、「資産運用的な所得を外国子会社に付け

替えるような租税回避行為を一層的確に防止する観点から、外国子会社の資産運用的な行

為に係る一定の所得に相当する額について、親会社の所得に合算して課税する仕組みが新

たに措置されました」（「平成２２年度改正税法のすべて」Ｐ４９６）と説明されています。



所得アプローチの問題点としては、所得区分を正確に行う必要がありますので事務処理が

複雑になることはもちろん、それ以上に課税すべき所得に課税がなされているかが重要に

なります。とりわけ、近年は企業の大きな収益源となる無形資産をタックスヘイブンに移

転させることによる租税回避が多いことから、このような所得に対する課税についてはよ

り踏み込んだ検討が必要になるとしています。

（出典）政府税制調査会資料（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2016/__icsFiles/afieldfile/201

6/10/14/28zen4kai3_2.pdf）

（３）所得発生地等の検討の必要性

租税負担割合の線引きにも関係する部分ですが、ＢＥＰＳの問題として、所得が国境を越

えて移転するため、課税が困難になることが挙げられます。「価値創造の場で税を払うべき」

というのがＢＥＰＳプロジェクトの原則ですので、所得を能動的所得と受動的所得に区分

した上で、前者は租税負担割合に関係なく課税せず、後者は租税負担割合に関係なく課税

する、といった制度を構築すべきとしています。



（出典）政府税制調査会資料（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2016/__icsFiles/afieldfile/201

6/10/14/28zen4kai2_2.pdf）

このような検討から、本改正において、外国子会社合算税制の抜本的な見直しがなされる

ことになりました。

２ 改正内容の検討

（１）租税負担割合基準の廃止と計算方法の整理

本改正により、外国子会社合算税制による課税所得の計算方法が以下の通り、大きく３類

型に区分されます。

類型 改正前の制度との関係

① 会社単位の合算課税制度 従来の措法６６の６①の通常の合算課税相当

② 部分合算課税制度 従来の特定所得の合算課税相当

③ 特定会社に係る合算課税制度
租税負担割合が３０％未満の一定の会社に適用され

る会社単位の合算課税（新設）

①と②の改正は、従来の規定を前提に考えれば原則として問題ありませんし、租税負担割

合が２０％以上であれば課税されないことは従来と同様ですので、基本的に整理はしやす



いです。しかし、③の改正には注意が必要です。租税負担割合が３０％以上になれば適用

から逃れられますが、以下の会社に該当する場合、一般的にはタックスヘイブンとは言え

ない国に所在しない会社についても、合算課税の対象になります。

対象となる会社 要件

一定のペーパーカンパニー 実態基準・管理支配基準に類似した一定の基準に非該当

事実上のキャッシュボックス 受動的所得の割合が高い一定の会社

ブラックリストに所在する

会社
情報交換非協力国として財務大臣が指定する国等に所在

タックスヘイブンと聞くと、誰しも税率が低い国を思い浮かべますが、この規定は３０％

以上が判断基準になりますので、透明性のなさなど、その他のタックスヘイブンの要件（h
ttps://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/shingi-kenkyu/shingikai/010409/shiryo/p23.htm）
にも着目した課税制度と考えられます。

世界の法人実効税率は以下と解説されていますので、３０％に満たない国、すなわちドイ

ツや中国、そしてイギリスなどの子会社についてもこの規定に該当する可能性があります

から、子会社の実態を把握する必要があります。

（出典）財務省ホームページ（http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/084.htm）

ただし、ペーパーカンパニーに関する規定については、現行の適用除外基準における実態

基準とは異なり、本店所在地国に固定施設を置くことまで求められていませんので、他国



に固定施設を置いていても問題ないと考えられます。

注意点として、受動的所得の割合を計算する必要があることから、子会社だけでなく外国

関係会社に該当する孫会社の財務データも早いうちに入手する必要があることが挙げられ

ます。いずれにしても、事務負担は大きくなりますから、改正を見据えて早急な対応が必

要になります。

（出典）大蔵財務協会研修会資料

その他、ブラックリスト国に本店等が所在する場合は、現行の適用除外基準に関係なく、

原則として一律に課税されるとされています。詳細は今後発表されることになると考えら

れますが、海外投資に係る経営方針の見直しなども必要になるでしょう。

（２）適用対象となる外国関係会社の範囲

今回の改正の目的として、租税回避防止規定としての外国子会社合算税制の役割を拡大さ

せることが挙げられますので、対象となる外国関係会社の範囲は広くなります。とりわけ、

連鎖関係による判定が持株割合を乗じたものから、移転価格のように持株割合を乗じる前

の割合で判定することになりましたので、注意が必要です。

従来、外国子会社合算税制は、合算すべき特定外国子会社等の所得金額について、配当と



擬制して課税する側面がありましたので、間接保有の持株割合は、配当が見込める金額と

して持分割合をかけていました。しかし、その判断が大きく変わり、移転価格税制に類似

した形で外国関係会社の範囲が拡大されることになります。

（出典）大蔵財務協会研修会資料

その他、注意したいのは、上記の図において、実質支配基準を導入する、とされているこ

とです。移転価格税制においては、役員数なども判断基準に挙げられていますが（措令３

９の１２①三）、このような基準も加えられるのか、気になります。大綱において詳細は不

明ですが、以下の資料があります。



（出典）政府税制調査会資料（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2016/__icsFiles/afieldfile/201

6/10/14/28zen4kai3_2.pdf）

上記はＳＰＣを前提としたものですが、契約関係により実質支配が可能になるのは、ＳＰ

Ｃに限った話ではありません。このため、ＳＰＣなどを介在させる場合に限定しない可能

性もありますので、今後の改正法をチェックする必要があります。

（３）適用除外基準の改正

従来、適用除外基準とされていたものについて、内容が一部見直されて経済活動基準と名

称も改正されています。結論は変わりませんが、この基準のうち、いずれかを満たさなけ

れば会社単位の合算課税の対象になり、すべてを満たしても、部分合算課税の対象になり

ます。

本改正ですが、従来から適用除外とされるべきものが除外されていないとして問題視され

ていた業種について、適用除外基準（経済活動基準）を満たすように措置されることにな

りました。租税負担割合という基準を廃止したこともあって、非常に望ましいと考えられ

ます。

業種 内容

航空機リース事業
合理性のある事業まで事業基準を満たさないとされていたが、実態

あるものは事業基準を満たすこととされ、非関連者に基準により判



断される

保険業 受託者に実態あれば、対象外とする特例が創設される

来料加工
製造拠点が所在地国以外であるため対象外であったが、主体的に製

造に関与している場合は所在地国基準を満たすとされる

ただし、課税強化として、非関連者基準について、関連者に移転又は提供することが予定

されている取引については、関連者取引とされることになっています。実質判断の余地が

増えていますから、この点注意が必要です。

（４）部分合算課税の対象金額

改正前後の取扱いを簡単にまとめると、以下の通りとなります。

所得の種類 改正前 改正後

利子 債券の利子が課税 貸付け利子等も原則課税

債券の償還差益 対象 利子等として課税？

配当 １０％以上は非課税 原則２５％以上が非課税

有価証券の貸付け対価 対象外 対象

有価証券の譲渡損益
上場等される株式（１０％

以上を除く）、債券に課税
２５％以上の株式は非課税

デリバティブ取引損益 対象外 ヘッジ等を除き、原則課税

外国為替損益 対象外 ヘッジ等を除き、原則課税

上記に類する所得 対象外 ヘッジ等を除き、原則課税

有形固定資産の貸付け

対価
船舶・航空機は対象 一定のものを除き、原則課税

無形資産等の使用料 特許権等の使用料に課税 一定のものを除き、原則課税

無形資産等の譲渡損益 対象外 一定のものを除き、原則課税

外国子会社に発生する

根拠のない異常な利益
対象外 原則課税

上記をご覧いただくと分かる通り、少額免除基準が２，０００万円に増額されたとは言え、

対象は大きく広がっていますので、注意が必要です。ただし、大綱上明記されていません

が、免税となる所得の５％基準（措法６６の６⑤二）は、従来通り継続される模様です。



（出典）大蔵財務協会研修会資料

とりわけ、注意したいのは無形資産の範囲と異常な利益についてです。従来は特許権等と

制限する形で書かれていましたが、法的な権利に関係ないものについても、それが収益源

と認められるのであれば、課税対象に組み込まれることになると考えられます。

次に、異常な利益に対する課税ですが、下記の解説があります。

「Ｔ＆Ａｍａｓｔｅｒ６７１」Ｐ９

「外国子会社に発生する根拠のない異常な利益」が受動的所得に含まれるとされている点も注目される。

これは、政府税調で議論されたいわゆる超過利潤アプローチ～の派生系と言える。具体的には、外国関係

会社の「総資産、減価償却累計額、人件費」に５０％を乗じた金額を通常の所得とみなした上で、それを

上回る所得から他の受動的所得の累計に当てはまる所得を控除してなお残る所得が異常利益とされる。

このような異常な利益に対しては、ＢＥＰＳプロジェクトにおいても超過利潤アプローチ

として外国子会社合算税制の対象とすべき、と説明されていたようです。しかし、タック

スヘイブンに所在する外国子会社であっても内部留保は強める必要はありますから、一概

に超過利益の全額を合算課税するというのは、疑問も大きいと考えます。

加えて、このような超過利益の計算は、孫会社やひ孫会社まで行わなければならないこと



になりますので、納税者の負担は非常に大きくなります。

最も問題が大きい点は、上記の計算において、課税対象となる受動的所得を控除するとさ

れていますので、実態があるとして受動的所得課税の対象にならない各種所得については、

課税対象になると考えられることです。仮にこの理解で正しければ、実態があるため本来

は課税対象とすべきでない各種所得が、超過所得として部分合算課税の対象になる可能性

があるわけで、本末転倒の結果になりかねません。

その他、実態のある所得に対しては課税しないという趣旨から、以下のような特例が設け

られています。

① 本店所在地国においてその役員又は使用人が業務を的確に遂行するために通常必要と

認められる業務のすべてに従事していること等の要件を満たしている場合の除外

利子、デリバティブ取引損益、有形固定資産の貸付けなど所定の所得については、役員等

が本店所在地国において業務のすべてに従事していれば、課税対象から除かれるとされて

います。この基準の判断については、今後の通達などで明記されると考えられます。

なお、業務のすべてに従事している必要がありますから、当然ながら外注は対象外になる

と考えられます。となれば、専担者を置く必要があると考えられます。こうなると、かな

りハードルが高いことになり、実態があるものを除くとする趣旨に沿った規定はあるもの

の、その適用は難しいという結果になると懸念されます。

② 実態ある金融子会社の所得の特例

本店所在地国の法令に準拠して金融業を営む外国子会社については、部分合算課税の対象

となる所得の範囲が制限されます。



（出典）大蔵財務協会研修会資料

③ グループファイナンスに係る貸付金利子の除外

貸付金の利子については、所定の要件を満たす外国関係会社が関連者に対して行う貸付金

の利子について、対象外とされています。

貸付金利子が除外されるとすれば、この利子を使った租税回避が行われる可能性がありま

す。この点、日本の移転価格税制も過大支払利子税制も十分ではありませんから、今後問

題となる可能性があります。

３ とりわけ注意したい手続き規定等

（１）推定規定の適用

適用除外規定に係る立証責任は、現行制度においては、以下の通り国税にあると判断され

ています。

東京高裁平成２５年５月２９日判決（Ｚ２６３－１２２２０）

控訴人は、措置法４０条の４の条文の構造、国外に所在する子会社等の実態を把握することの難易性等



から、同条４項の適用除外要件に関しては、納税者が主張立証責任を負っていると解すべきであると主

張する。しかしながら、外国子会社合算税制については、税の回避を推認し得るということが、適用除

外要件の充足を納税者において主張立証する必要があるということに直ちに結び付くものではない。さ

らに、控訴人が、情報交換条項に基づき、シンガポール税務当局から情報を収集したように、国には情

報を収集する手段が用意されているから、課税庁にとって、国外に所在する子会社等の実態を把握する

ことが困難であるとはいい難い～控訴人は～Ａ社は固定施設を有していたとは認められない旨主張す

る。しかしながら、Ａ社が賃借していたレンタルオフィス内の机１台分のオフィススペースが特定され

ていなかったり、Ａ社が排他的かつ独占的に当該スペースを使用することがなかったとの事実をうかが

わせる証拠はない～控訴人は、原判決の「Ａ社においては、経営上重要な事項に関する意思決定及び会

計帳簿書類の作成・保管を含む日常的な業務の遂行は、いずれもＡ社の取締役である乙及び丙ら営業担

当者により行われていた」との認定を種々非難するが、この認定を否定する有効な証拠を、結局、提出

することができなかったのである。したがって、Ａ社が管理支配基準を満たしていない旨の控訴人の主

張を採用することはできない。

本改正では、経済活動基準を満たすことなどについて、推定規定が導入されています。推

定規定が導入されるということは、上記の立証責任が納税者に転換されたと言っても過言

ではありません。この点、以下の通り訴訟において反証が可能であれば推定規定に基づく

課税処分は取り消されますが、納税者がその立証を行わなければなりませんので、訴訟の

ハードルは極めて大きいと言えます。

税大論叢４２号「移転価格税制における推定規定の解釈・適用について」

（https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/42/maehara/hajimeni.htm）

公表資料等により推定規定を適用する場合には、調査の長期化は避けられるが、争訟段階において、納

税者が自己の取引価格を独立企業間価格として立証した場合にはその課税処分は取り消されるという

可能性が残される。ただし、推定規定の趣旨が、適正公平な執行を担保するための特例規定であるとす

れば、納税者によって原則規定である第２項によって独立企業間価格の立証が行われ、結果として課税

処分が取り消されたとしても、相手方が立証に成功した場合には、原則課税に戻ることもやむを得ない

のではないだろうか。

このため、書類の整備は必要不可欠ですが、以下の通り、推定規定を覆すために国税に提

示すべき資料としては、納税者が保存しているものに限定されないとした事例があります。

東京地裁平成２３年１２月１日判決（Ｚ２６１－１１８２３）

移転価格税制が申告調整型の制度であることからすれば、同項にいう独立企業間価格の算定に必要な書



類とは、納税者が現に所持したり、作成したりしている書類に限られるものではないのであって、提示

を求められた書類が納税者の現に所持していないものであったとしても、当該納税者において新たに作

成し又は入手した上で提出することも不可能ではなく、その書類が独立企業間価格の算定に必要と認め

られる以上は、特段の事情がない限り、その書類が提出されない場合には、同項の推定課税の要件は満

たされるというべきである。

となれば、外国関係会社の事業実態などに関し、資料を収集しておく必要があります。と

りわけ、合算課税の対象になる孫会社などについても同等の資料を提示するとなれば、大

変な労力がかかりますので、あらかじめ対応を考えておく必要があると言えます。なお、

税務調査ではなく行政指導の一環で提示を求められる可能性も指摘できますので、外国関

係会社がある場合には、資料の保存には要注意と言えます。

心配になるのは、どのような資料を用意しておけば推定規定の対象外になるのか、全く見

えないことです。経済活動基準はケースバイケースによって判断せざるを得ないため、明

確に法令で定められない、という事情を考慮したものと考えられますが、納税者に大きな

負担を強いる制度ですから、今後の明確化が期待されます。

（２）添付すべき決算書の範囲

外国関係会社の範囲が拡大した結果、決算書を添付すべき会社の範囲も拡大されることに

なります。ただし、あくまで添付義務でしたので、従来、シンガポール等に子会社があっ

ても、添付せずとも税務調査において、後出しで提示したとしても問題はなかったと考え

られます。

この取扱いは改正後も同様と考えられますが、制度が厳しくなったこともあり、原則とし

ては申告書に添付することを心がけ、最悪の場合には、早急に準備できるよう措置してお

く必要があると考えられます。



その他押さえておくべき改正事項

概要 

措置に問題があった非永住者の課税所得の範囲の見直しが行われます（大綱Ｐ１１８～１

１９）。

租税条約の相互協議手続の改正に伴う国内法の整備がなされます（大綱Ｐ１２０～１２１）。

内国法人が行う１００％子会社の現物分配に対する非居住者等株主の課税について、所定

の改正が行われます（大綱Ｐ１２０）。

原則として、中立的な改正です。

内容 

１ 非永住者の課税所得の範囲の見直し 

（１）所得税の取扱い 

非永住者の課税所得の範囲（所法７①二）から、以下の有価証券の譲渡により生ずる所得

が除外されます。 

ただし、この譲渡所得のうち、国内において支払われ、又は国外から送金されたものは課

税対象となります。 

＜課税所得の範囲から除外される譲渡の範囲＞ 

所得税法に規定する有価証券で一定のもの（※）の譲渡うち 

① 外国金融商品取引所において譲渡されるもの 

② 国外で金融商品取引業等を営む者への売委託により国外において譲渡されるもの 

③ 国外において金融商品取引業等を営む者の国外営業所等に開設された有価証券の保管

等に係る口座に受け入れられているもの 

（※）過去１０年以内において非永住者であった期間内に取得した有価証券（平成２９年４月１日以後に

取得したものに限ります）以外のもの 

（２）地方税についても、上記と同様の改正が行われます。

２ 租税条約の相互協議手続の改正に伴う国内法の整備



（１）相互協議申立手続（実特法省令１２①等）の改正

相互協議の申立手続について、租税条約の相手国等における居住者が国税庁長官に対し相

互協議の申立てをすることができることとされます。

（２）仲裁の要請手続（実特法省令１２③等）の改正

仲裁の要請手続について、租税条約の相手国等の権限ある当局に対し相互協議の申立てを

した者が国税庁長官に対し仲裁の要請をすることができることとされます。

（３）移転価格税制に係る納税猶予制度（措法６６の４の２）の改正

国外関連者との取引に係る課税の特例等に係る納税猶予制度について所要の措置が講じら

れます。

（４）地方税の改正

個人住民税、法人住民税及び事業税について、租税条約の相互協議手続の改正に伴う国税

の取扱いに準じて所要の措置が講じられます。

３ １００％子法人株式の現物分配に係る組織再編税制の見直しへの対応

内国法人である現物分配法人の１００％子法人株式の全部を分配する現物分配により子法

人株式の交付を受けた非居住者又は外国法人株主（非居住者等株主）について、分割型分

割と同様に取り扱うための措置として、以下の措置が講じられます。

（１）事業譲渡類似の株式等の譲渡益課税の改正

事業譲渡類似の株式等の譲渡益課税（法法１３８①三、法令１７８⑥等）について、子法

人株式その他の資産が交付される場合の適用要件の整備が行われます。

（２）旧株の譲渡益課税の取扱い（参考：法令１８４⑤等）

内国法人である現物分配法人の非居住者等株主の持株数に応じて外国子法人株式のみが交

付される場合には、旧株（内国法人である現物分配法人の株式）の譲渡益について、それ

が国内源泉所得に該当する場合には、課税されます。



ただし、この取扱いは、非居住者等株主がその有する恒久的施設において旧株を管理する

場合には、適用されません。この場合、非居住者等株主がその交付を受けた外国子法人株

式をその交付の時にその恒久的施設において管理しなくなったときは、その交付の時に非

居住者等株主の恒久的施設と事業場等又は本店等との間の内部取引があったものとして、

恒久的施設帰属所得に係る所得の金額を計算します。

適用関係 

上記１の改正は、平成２９年４月１日以後に行う有価証券の譲渡について適用されます。 

上記２の改正は、大綱に明確な規定がありませんので、経過措置の原則の通り、平成２９

年４月１日から施行され、同日以後適用されると考えられます。 

上記３の改正は、大綱に明確な規定がありませんので、経過措置の原則の通り、平成２９

年４月１日から施行され、所得税については平成２９年分から、法人税については同日以

後開始する事業年度から、適用されると考えられます。 

関連法規 

上記の通り

コメント 

１ 非永住者の課税所得の範囲の見直しについて 

平成２６年度改正において、国際課税の原則が帰属主義に変更されたことに伴い、外国税

額控除制度において問題になる国外源泉所得について、国内源泉所得と真逆のものと定義

する構造から、独立して規定することになりました。この改正に伴い、非永住者の課税所

得の範囲（所法７①二）についても、下記の通り改正されています。 

平成２６年度改正前 平成２６年度改正以後 

第百六十一条（国内源泉所得）に規定する

国内源泉所得～及びこれ以外の所得で国内

において支払われ、又は国外から送金され

たもの 

第九十五条第一項（外国税額控除）に規定

する国外源泉所得～以外の所得及び国外源

泉所得で国内において支払われ、又は国外

から送金されたもの 

ご覧いただくと分かる通り、平成２６年度改正前は国内源泉所得を中心に規定したものを、



平成２６年度改正以後は国外源泉所得を中心とした規定に改正しています。平成２６年度

改正により、国外源泉所得を国内源泉所得の反対ではなく、独立して規定することになっ

たため、このような条文の改正がなされたと考えられます。なお、外国税額控除の国外源

泉所得に係る部分の規定（所法９５④。改正前は旧所令２２２③）は、以下の通りとなっ

ています。 

平成２６年度改正前 平成２６年度改正以後 

第一項に規定するその年分の国外所得総額

は、その年において生じた～国内源泉所得

～に係る所得以外の所得～のみについて所

得税を課するものとした場合に課税標準と

なるべきその年分の総所得金額、退職所得

金額及び山林所得金額の合計額に相当する

金額とする（旧所令２２２③）。 

第一項に規定する国外源泉所得とは、次に

掲げるものをいう。 

一～二 省略 

三 国外にある資産の譲渡により生ずる所

得として政令で定めるもの 

四～十七 省略 

（所法９５④） 

本改正で問題になるのは、上記所得税法９５条（外国税額控除）４項３号に規定する政令

で定める所得であり、この所得のうち有価証券に関するものは、下記とされています（所

令２２５の４①）。 

事業譲渡 

類似株式 

（四号） 

外国法人の発行する株式又は外国法人の出資者の持分で、その外国法人

の発行済株式又は出資の総数又は総額の一定割合以上に相当する数又は

金額の株式又は出資を所有する場合にその外国法人の本店又は主たる事

務所の所在する国又は地域においてその譲渡による所得に対して外国所

得税が課されるもの 

不動産化体 

株式（五号） 
不動産関連法人の株式 

所定のゴルフ 

場利用株式 

（六号） 

国外にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式を所有することが

そのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権

利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式 

この条文を前提とすると、ごく限られた有価証券の譲渡しか国外源泉所得に該当しないた

め、幅広い有価証券の譲渡が非永住者の課税所得に算入されることになります。このため、

課税所得を制限する必要があることから、外国において上場されている株式など、一定の

ものについて課税所得から除外されることになりました。 

なお、改正前の有価証券の譲渡については、送金等されるものを除き、以下のものだけが



国内源泉所得として課税所得に算入されるため（旧所令２８０）、本改正で除外される所得

については、従来は非課税とされていました。 

二 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券又は第四条第一号若しくは第三号

（有価証券に準ずるものの範囲）に掲げる権利～で次に掲げるもの 

イ （注：内閣総理大臣の登録を受けた）取引所金融商品市場において譲渡されるもの 

ロ 国内にある営業所を通じて譲渡されるもの 

ハ 契約その他に基づく引渡しの義務が生じた時の直前において証券若しくは証書又は当

該権利を証する書面が国内にあるもの 

三 社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載又は記録がされている

～社債等～登録されている国債及び内国法人に係る一定の持分 

四 第二百九十一条第一項第三号（恒久的施設を有しない非居住者の課税所得）に規定す

る株式等でその譲渡による所得が同号イ又はロに該当するもの（注：事業譲渡類似株式）

五 第二百九十一条第一項第四号に規定する株式でその譲渡による所得が同号に該当する

もの（注：不動産化体株式） 

六 国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがその

ゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となる

ための要件とされている場合における当該株式又は出資 

課税関係の整理が誤っていたための規定の整備と思われますが、国際課税原則の変更に伴

うミスは昨年度改正でも措置されていますので、今後ともミスに伴う規定の整備の改正が

行われる可能性は大きいと考えられます。 

２ 租税条約の相互協議手続の改正に伴う国内法の整備について 

ＢＥＰＳ行動計画１４において、紛争解決メカニズムの効率化が挙げられています。国際

課税の紛争解決手段として、相互協議や仲裁手続きが設けられていますが、解決に至るま

での期間が長期に渡ったり、相手国と合意に至らず、二重課税が解消できなかったりする

場合がありますが、このような弊害を解決するために、相互協議と仲裁制度を充実させる

べきと指摘されています。 

この点、ＢＥＰＳ行動計画１４の最終報告書において、以下の指摘があります。 

紛争解決メカニズムの効率化行動１４ ２０１５年最終報告書 

（https://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/beps/pdf/003.pdf） 



両締約国の権限のある当局は、相互協議の申立てがあった事実を認識し、当該申立てを受理するか却下す

るかについて見解を示すことができるようにすべきである。そのためには、各国は、次のいずれかを行う

べきである。 

 第２５条第１項を改正し、相互協議の申立てをいずれか一方の締約国の権限のある当局に対して行うこ

とを認める。 

 租税条約上、相互協議の申立てをいずれか一方の締約国に対して行うことが認められない場合は、相互

協議の申立てを受けた権限のある当局が納税者の申立てが正当でないと考える事案については、二国間で

の通知又は協議を実施する（当該協議は事案の解決方法に関する協議として解釈してはならない）。 

現行のＯＥＣＤモデル租税条約においては、居住地国の当局に相互協議の申立てをするこ

とになっており、実施特例法においても、その申立ては「居住者又は内国法人」が行うこ

ととされています。このため、上記最終報告に沿った形で、相手国居住者にも申立てを認

めるというのが本改正の趣旨と考えられます。 

仲裁の要請についても、現状は国税庁長官に相互協議の申立てをした者が対象になってい

ますので、上記ＢＥＰＳ行動計画１４に基づく相互協議の見直しを経て、相手国の当局に

相互協議の申立てをした場合でも、これを受けられるようにしたと考えられます。 

移転価格税制に係る納税猶予制度については、明確な資料は見つかりませんでしたが、本

制度は内国法人が相互協議の申立てをした場合の取扱いとなっていますので、相手国居住

者から申立てがあった場合等について、所要の調整がなされると考えられます。 

３ １００％子法人株式の現物分配に係る組織再編税制の見直しへの対応について 

本年度改正により、スピンオフの組織再編成について整備がなされましたが、これに伴い、

非居住者等株主の課税関係が整備されます。現物分配であれば、私法上の取扱いとして配

当を受けることになり株主において譲渡の認識はされませんが、１００％子法人株式の現

物分配については組織再編税制の一環として、株主において譲渡として取り扱われますの

で、税制上の整備が必要になります。 

大綱上は明確ではないものの、１００％子法人株式の現物分配を受ける場合、それが持株

数に応じたものでない場合等は、株主が内国法人であっても課税対象になりますから、非

居住者等株主がこのような１００％子法人株式の現物分配を受ける場合には、事業譲渡類

似株式の課税問題が生じる可能性があります。 

問題になる、事業譲渡類似株式の要件（法令１７８⑥）は以下の通りとされています。 



要件 内容 

所有要件 譲渡以前３年以内のいずれかの時において、２５％以上所有 

譲渡株数要件 譲渡年において５％以上の譲渡 

１００％子法人株式の現物分配について、分割型分割と同様に課税すると説明されている

ことから、具体的には以下の割合が５％以上となる場合、上記の譲渡株数要件を満たすこ

とになると考えられます（法令１７８⑦一）。 

（簿価純資産の減少割合）×（保有株式数）／（発行済株式数） 

加えて、持株数に応じて現物分配がなされる場合、すなわち株主が内国法人であれば課税

が繰り延べられる場合であっても、現物分配を受ける株主が非居住者等株主であり、かつ

その現物分配される株式が外国子会社株式であれば、課税できる機会がなくなります。 

このため、上記の場合には、非居住者等株主に対するものであれば株主適格を問わず、原

則として課税されることになります。この点、三角分割により、再編対価として外国親法

人株式を交付する場合と同様の課税関係になると考えられます。 


