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グローバルモビリティ～国内税務～ 
新型コロナウイルスによる非常事態下の国際人事異動：税務上の取扱い FAQ 

2020 年 5 月 

はじめに 

現在、新型コロナウイルス感染症 COVID-19 （以下「本感染症」）の対応策が各国で進められており、日本において

は、令和 2 年 4 月 7 日に財務省及び総務省のホームページにて「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における

税制上の措置（案）」が公開されました。本感染症について、状況が時々刻々と変化する中、各国においても様々な

法改正や立法対応、運用変更が行われています。本稿では、本感染症に伴う各国の注視すべき対応策を国際人事

税務の観点から Q&A 形式でまとめてみました。この非常事態における海外勤務者に係る税務上の取扱いに悩まれ

ている方は、ぜひご一読ください。 

1. 日本から海外へ赴任している従業員に関する取扱い 

(1) 海外赴任者が日本へ一時帰国する場合 

＜前提＞ 

本感染症が全世界的に拡大していることから、弊社日本法人の指示で弊社の海外勤務者を日本に一時帰国させ、

在宅勤務を行うようにしています。一時帰国中は赴任先法人の業務を行っています。 
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Q1. 較差補填を行っている赴任先については、海外勤務期間中、弊社（日本本社）から海外赴任者へ留守宅手当

を支払い、負担していました。また、従来は留守宅手当に対する日本の源泉所得税は徴収していませんでした

が、一時帰国中の取扱いに変更はありますか？ 

A1. 留守宅手当について短期滞在者免税は適用されないこととなるため、現行制度上は一時帰国中に対応する

留守宅手当は日本で課税されることとなります。 

【解説】 

通常、1 年以上の予定で海外赴任をする場合、税務上は日本の非居住者に該当します。また、海外赴任中に一時的

に日本に帰国した場合でも、その帰国が 1 年以上日本に居住することを予定していないなど一時的なものであれば、

引続き非居住者として扱われることとなります。非居住者に対しては、日本において国内源泉所得（＝日本国内で働

いたことに対する給与等）のみが課税対象となります。 

海外赴任者が一時帰国中に日本で勤務する今回のケースでは、その勤務に対する給与や留守宅手当等（＝給与等）

は、国内源泉所得に該当することとなりますが、実際にその給与等が日本で課税が生じるか否かの判断をするには、

日本と赴任先国との間の租税条約による短期滞在者免税の適用可否を検討する必要があります。 

ご質問のケースでは、留守宅手当を日本本社が支払い、かつ費用負担しているとのことですので、一般的には短期

滞在者免税の適用要件を満たさないものと考えられ、留守宅手当のうち国内源泉所得に該当する部分について非居

住者として課税すべきこととなります。日本本社が留守宅手当の支払のみで費用負担していない場合は、短期滞在

者免税を適用できると考えられるためご留意いただく必要があります。 

なお、留守宅手当は日本本社から支給されているため、支払時に源泉徴収する必要があります。 

Q2. 本感染症対策における一時帰国に要した航空券代を弊社が負担しています。税務上どのように取り扱うべき

でしょうか？ 

A2. 合理的な交通手段によるものであれば、給与課税しないことについて一定の抗弁が可能と考えられます。 

【解説】 

東日本大震災の際に、外国人が本国へ一時帰国したときの費用を勤務先が負担した場合の取扱いについて、国税

庁は、帰国に係る運賃等が合理的な交通手段によるものであれば、給与として源泉徴収しなくて差し支えないと示し

ています。 

令和 2 年 4 月 24 日時点において国税庁から一時避難費用に関する取扱い指針等の公表はありませんが、東日本

大震災等過去に執られた措置を参考に主張する余地があるのではないかと考えられます。また、今後の国税庁の動

向に注視する必要があります。 

(2) 日本へ一時帰国していた海外赴任者が、赴任先国へ戻れずそのまま赴任を終了する場合 

Q3. 日本へ一時帰国していた海外赴任者の中に、赴任先国へ戻ることができないまま 3 月末をもって赴任を終了

した者がいます。3 月末日をもって帰任発令を出し、4 月 1 日からは弊社（日本本社）所属として弊社の業務を

行い、弊社規程の国内勤務者給与に切り替わっています。税務上の取扱いは一時帰国中とその後で何か変

更がありますでしょうか。 

A3. 4 月 1 日から日本居住者となり、居住者に対する給与として源泉徴収が必要になります。 

【解説】 

赴任期間の終了に伴い、4 月 1 日より日本本社との雇用関係に基づく従業員として勤務を再開されたことから、同日

より居住者として税務上の取扱いが行われることとなると考えます。 

居住形態の変更に伴い、4 月分以降の給与は、支給時に居住者に対する源泉徴収をする必要があります。 

Q4. 赴任期間終了後の日本居住者期間に赴任先国の所得税の支払が発生し、弊社（日本本社）の負担により 

納税を行いました。何か対応する必要がありますか？ 

なお、対象となる元海外赴任者は日本国籍を有しています。 

A4. いわゆる帰国後納税として日本で給与課税が必要となります。 
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【解説】 

赴任期間終了後は、前述の通り日本税務上の居住者となりますが、従業員が日本国籍を有していることから、居住

者の中でも非永住者以外の居住者（以下、「永住者」といいます）に該当することとなるため、その課税所得の範囲

は、所得の源泉地に関わらず全ての所得（国内源泉所得＋国外源泉所得）が対象となります。 

ご質問のケースでは、元赴任者が一時帰国前に行った赴任先国での勤務に対する給与等に対して課された現地所

得税であり、海外赴任規程等に基づき貴社が負担したものと推察します。この現地所得税の補填は、元海外赴任者

に対する経済的利益として国外源泉所得に該当しますが、所得の発生時点において元海外赴任者が税務上の永住

者であることから、日本において課税対象とされることとなります。 

この現地所得税補填は給与所得に該当しますが、その納税（支払）プロセスによっては、国内払い給与と同様に支払

時に源泉徴収が必要となるケースや、個人の確定申告手続きを通じた課税処理が求められるケースがありますの

で、貴社の納税プロセスに合わせた課税処理をする必要があります。 

なお、日本での課税処理に伴い発生する租税を貴社が補填する場合、グロスアップ等の処理が必要となる点に留意

が必要です。 

(3) 入国規制のため、新規海外赴任者が赴任先国へ渡航できない場合 

Q5. 4 月 1 日付で米国へ赴任予定の従業員が、米国側の入国規制により渡航ができておらず、4 月 1 日以降は

日本に居ながら赴任先法人の業務を行っています。4 月分給与からは海外赴任者としての給与を支給する必

要があり、米国法人と弊社（日本本社）の両社から当該対象者の口座に支払われます。何か税務上の留意点

はありますか？  

A5. 米国法人からの支給は、国外払いの国内源泉所得となり、確定申告での納税が必要となります。 

【解説】 

まだ日本を出国しておらず、引続き日本に居住していることから、日本の税務上では引続き居住者として取り扱われ

ることとなると考えます。この居住者期間に米国法人から支給される給与は、日本において行った勤務に対する対価

であるため、国外から支払われた国内源泉所得として、課税されることとなります。なお、当該国外払い給与について

は、一般的に日本において源泉義務は生じないこととなるため、確定申告により給与所得として課税する必要があり

ます。 

なお、海外赴任規程等により、海外赴任者の海外赴任中の給与について手取額を保証することとされている場合に

は、4 月以降の給与についても手取給与額が維持されるようにグロスアップ計算を行う必要があると考えられ、給与

実務上の事務負荷が増すものと考えられます。 

2. 日本へ赴任している外国人エキスパットに関する取扱い 

＜前提＞ 

本感染症の拡大に伴い、日本に 2 年間赴任していた外国人従業員が、赴任元法人の指示により赴任元国に一

時帰国し、現在も赴任元国で在宅勤務を行っています。一時帰国中は赴任先である日本法人の業務を行ってい

ます。 

(1) 赴任元国へ一時帰国していた外国人エキスパットの日本赴任期間を短縮し、日本へ戻ることなく赴任を終了する

場合 

Q6. 赴任元国へ一時帰国していた外国人エキスパットの赴任期間は残っているのですが、本感染症に伴い、赴任

期間を短縮して日本へ戻ることなく赴任を終了し、赴任元法人の業務に戻ることとなりました。 
日本においていつから税務上の非居住者として扱うべきでしょうか。 

 
A6. 赴任を終了することが明らかになった日から非居住者となります。 

【解説】 

日本への赴任期間中は日本居住者に該当するため、一時的な帰国のために日本を出国していた期間も日本居住者

として扱われることとなります。この一時帰国期間中に、日本赴任期間が終了し、本国にある赴任元法人の業務に戻

ることとなった場合には、赴任期間が終了し赴任元法人への帰任が確定した日から日本の非居住者とすることが合

理的と考えられます。 
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(2) 入国規制のため、日本への赴任ができないケース 

Q7. 4 月 1 日付で弊社へ入社した外国人の新卒社員ですが、入国規制対象国に居住していたため、日本へ入国

できておりません。現在は海外の自宅からリモートで研修を受講していますが、4 月分の給与は支給しなけれ

ばなりません。支給時に源泉徴収は必要でしょうか？ 

A7. 非居住者に該当し、国内源泉所得が発生しないため、源泉徴収は不要です。 

【解説】 

まだ日本に入国しておらず、日本国外に居住しているため、日本の税務上は非居住者に該当します。貴社の業務の

一環である研修を日本国外から受講しており、日本での勤務日数が生じていないことから、この間の給与は非居住

者に対する国外源泉所得に該当し、日本では課税の対象には含まれないため、支給時の源泉徴収は不要です。 

3. 一時帰国期間が長期化する場合 

＜前提＞ 

海外赴任者が日本へ一時帰国中、赴任先国への移動に制限がかかり、日本を出国できない者がいます。同様に、

外国人エキスパットが本国に一時帰国していますが、すぐに日本には戻って来られそうになく、今後さらに一時帰

国の期間を延長せざるを得ない状況です。 

Q8. 海外赴任者の本国への一時帰国期間について、当初 1 カ月の予定でしたが、3 カ月に延長することとしまし

た。今後さらに延長する必要がでてくる可能性がありますが、何か留意することはありますか？ 

一時帰国期間中は、赴任先法人の業務を行っています。 

A8. 帰国が長期化することで PE（Permanent Establishment = 恒久的施設）認定リスクが考えられますが、本感

染症により世界的な非常事態であるため、今後の日本および海外各国の税制上の措置や緊急対応策に注視

が必要です。 

【解説】 

X 国に所在する法人の従業員が Y 国に居ながら X 国法人の業務を行うような場合には、その他の様々な要素を総

合的に踏まえて、X 国法人が Y 国内に事務所・拠点といった恒久的施設(PE)を有すると認定されることがあります。

PE と認定された場合には、X 国法人の利益の一部に対し Y 国の法人税が課されるケースがあります。これを一般

に PE 認定リスクといいます。 

ご質問のケースでは、本国へ一時帰国している間に赴任先法人の業務を行っている状態が直ちに PE 認定リスクが

高まることは考えにくいですが、一時帰国期間が長期化することで PE 認定リスクが高まっていく可能性があります。 

なお、令和 2 年 4 月 3 日に OECD から、本感染症に伴う一時的な居住地の異動に伴い生じる PE 認定については、

例外的に PE 認定を控えるように考慮すべきといったコメントが出されました。このコメントに各国税制への強制力は

ありませんが、この世界的な非常事態を鑑みて、税務執行において柔軟な例外措置を執る国も出てきていることから、

今後の各国税務当局の税制上の措置や動向を引続き注視する必要があります。 

おわりに 

本感染症に伴い、世界中に多大な影響が生じていますが、海外で勤務する方々に係る税務への影響も非常に大きく、

税務上の取扱いには引続き注意が必要です。この世界的な非常事態を受けて OECD からはリモートワークを強いら

れている方々に対する課税実務上の柔軟な対応を推奨するコメントが出されており、これを受けて日本をはじめ各国

の税務当局が柔軟な例外措置・実務指針を出すことが期待されます。今後も時々刻々と変化する動向を注視しなが

ら、迅速に適切な対応を取ることが求められます。 
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