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法人税

組織再編税制・
連結納税等

平成 28 年 12 月 8 日、与党より平成 29 年度与党税制改正大綱（以下「大綱」）が公表された。
大綱では、企業の「攻めの投資」や賃上げの促進など経済の好循環を促す取組みを進めるため、研究開発税制や所
得拡大促進税制の見直し、コーポレートガバナンス改革・事業再編の環境整備が行われることとされている。また、
中堅・中小事業者の支援のため各種税制の創設・拡充が行われる一方、中小企業者向け租税特別措置については
適用対象の制限が行われる。国際課税関係については、外国子会社合算税制の総合的な見直しが行われる。
大綱のうち、法人課税において重要度が高いと思われる項目の概要は次のとおりである。

法人税
1

研究開発税制の見直し

競争力を強化するため、平成 28 年度税制改正に引き続き、研究開発税制の見直しが行われる。
総額型については、試験研究費の増減割合に応じメリハリを付けた税額控除率が設定されるほか、税額控除限度額
についても試験研究を積極的に推進する法人について時限措置として上乗せが行われる。対象となる試験研究につ
いても拡充が行われる。
総額型に加えて、増加型または高水準型を選択できる制度については、増加型は廃止されるが、高水準型は適用期
限が 2 年延長される。
特別試験研究（オープンイノベーション型）についても、その重要性が増しているため、使い勝手を向上すべく、要件
の緩和が図られる。
研究開発税制についての見直しの概要は次のとおりである。
項目
総額型

税額控除率

（試験研究費の
総額×税額控
除率）

現行

改正案

8～10％（中小法人 12％） 試験研究費の増減割合に応じ 6％～10％、2
年間の時限措置で～14％
（中小企業技術基盤強化税制について 12％、
2 年間の時限措置で増加割合 5％超の場合は
17％を上限に上乗せあり）

控除限度額

法人税額の 25％

法人税額の 25％であるが、
 中小企業技術基盤強化税制については 2
年間の時限措置で増加割合 5％超の場合
には 10％上乗せ（高水準型と選択適用）
 2 年間の時限措置で試験研究費が平均売
上金額の 10％超の場合には 0～10％上乗
せ（高水準型と選択適用）

対象となる試験研究
選
択
適
用

ビッグデータ等を活用した「第 4 次産業革命
型」サービス開発を追加

増加型
平成 28 年度期限
（試験研究費の増加額×増加試験
研究費割合）

廃止

高水準型
平成 28 年度期限
（平均売上金額の 10％を超える試
験研究費×超過税額控除割合）

適用期限を 2 年延長

特別試験研究に係る税額控除
（特別試験研究費×税額控除率）

対象費目の追加（費用の限定の廃止）
契約変更の柔軟化
手続の簡素化
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2

役員給与等

役員給与については、現行法では以下に該当するものは不相当に高額な部分等を除き原則として損金算入されるこ
ととされている。大綱においては、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、業績連動報酬等の柔軟な活用を可能とすべく、改正が行われることとされている。
＜損金算入可能な役員給与＞






(1)

定期同額給与
事前確定届出給与
利益連動給与
退職給与
新株予約権による給与
使用人兼務役員に対する給与のうち使用人職務分
利益連動給与

利益連動給与については、平成 28 年度税制改正に引き続き、柔軟な活用を可能とするよう改正が行われる。
改正案の概要は次のとおりである。
項目

現行

対象法人の追加 同族会社に該当しない内国法人

改正案
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追加され
る。
（注）手続に関する要件として、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
の法人の株主総会また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
ととされる。

算定指標の追加 支給額の算定方法が、当該事業年度の利益 算定指標の範囲に以下が追加される。
を示す指標（利益の額、利益の額に有価証券
 株式の市場価格の状況を示す指標
報告書に記載されるべき事項による調整を加
 売上高の状況を示す指標（利益の状況を示す
えた指標その他利益に関する指標で、有価
指標または株式の市場価格の状況を示す指
証券報告書に記載されるものに限る。）を基
標と同時に用いられるものに限る）
礎とした客観的なものであること。
 当該事業年度後の事業年度または将来の所
定の時点もしくは期間の指標
（注）これに伴い、損金経理要件について所要の見直し
が行われる。

対象給与の追加

以下が対象に追加される。
 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
 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
 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
（注）新株予約権は、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る。
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(2)

退職給与

退職給与については利益等の指標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
のは全額損金不算入とされる。
項目

現行

損金算入の可否 不相当に高額な部分等を除き損金算入

(3)

改正案
退職給与で利益その他の指標（勤務期間および
既に支給した給与を除く。）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
たさないものは全額損金不算入とされる。

新株予約権による給与

新株予約権による給与については、事前事前確定届出給与または利益連動給与の損金算入要件を満たさないもの
は全額損金不算入とされる。
項目

現行

損金算入の可否 不相当に高額な部分等を除き損金算入、損
金算入時期については別途規定有

(4)

改正案
新株予約権による給与で事前確定届出給与また
は利益連動給与の損金算入要件を満たさないも
のは全額損金不算入とされる。

事前確定届出給与

事前確定届出給与については、対象の追加と除外が行われる。
項目
対象の追加

現行

改正案

所定の時期に確定額を支給する旨の定めに 以下が対象に追加される。
基づいて支給する給与
 所定の時期に確定した数の株式を交付する給
与を対象に加える
 所定の時期に確定した数の新株予約権を交付
する給与
⇒一定の新株予約権による給与についての事
前確定の届出を不要とする
（注）以上の株式および新株予約権は、市場価格のある
株式または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またはその法人の発行
済株式の 50％超を直接もしくは間接に保有する法人が
発行したものに限られる。

対象の除外

以下が対象から除外される。
 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

(5)

定期同額給与

定期同額給与については、対象の追加が行われる。
項目
対象の追加

現行

改正案

その支給時期が一月以下の一定期間ごとであ 以下が対象に追加される。
る給与で当該事業年度の各支給時期における
 税および社会保険料の源泉徴収等の後の金
支給額が同額であるものその他これに準ずる
額が同額である定期給与
もの
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(6)

譲渡制限付株式または新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例について、対象の追加・措置の
見直し

譲渡制限付株式または新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例については、次の見直しが行われる。
 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追加される
 譲渡制限付株式を対価とする費用について、原則として、譲渡制限が解除されることが確定した日（現行：譲渡制
限が解除された日）の属する事業年度の損金の額に算入される
 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る
(7)

適用

上記の改正の適用は次のとおりとされている。
改正案の部分

適用

退職給与に係る部分
譲渡制限付株式に係る部分

平成 29 年 10 月 1 日以後に支給または交付に係る決議（その決議がない場
合には、その支給または交付）をする給与について適用

新株予約権に係る部分
同年 4 月 1 日以後に支給または交付に係る決議（その決議がない場合に
は、その支給または交付）をする給与について適用

その他の部分

3

所得拡大促進税制の見直し

企業収益の拡大が雇用の増加や賃金上昇につながり、それが消費や投資の増加に結び付くという経済の好循環を
強化する目的から、所得拡大促進税制について、高い賃上げを行う企業への支援を強化する改正が行われる。
(1)

中小企業者等以外の法人

中小企業者等以外の法人については、適用要件が見直されるとともに、税額控除限度額の拡大が行われる。
項目
適用要件

現行

改正案

 雇用者給与等支給額が、基準雇用者給 （改正なし）
与等支給額より一定割合以上増加
 雇用者給与等支給額≧比較雇用者給 （改正なし）
与等支給額
 平均給与等支給額＞比較平均給与等  平均給与等支給額から比較平均給与等支給
支給額
額を控除した金額のその比較平均給与等支給
額に対する割合が 2％以上であること

税額控除限度額

雇用者給与等支給増加額の 10％

雇用者給与等支給増加額の 10％
＋
雇用者給与等支給増加額のうち
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の 2％
の合計額
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改正案における税額控除限度額のイメージを図示すると次のとおりである。
Ⓐ雇用者給与等支給増加額

×10％

＋

①当期雇用者給与等支給額

Ⓐのうち（①支給額－③比較）に
達するまでの金額

②基準雇用者給与等支給額

×2％

③比較雇用者給与等支給額

(2)

中小企業者等

中小企業者等については、税額控除限度額の拡大が行われる。
項目
税額控除限度額

現行
雇用者給与等支給増加額の 10％

改正案
平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を
控除した金額のその比較平均給与等支給額に対
する割合が 2％以上である場合には、
雇用者給与等支給増加額の 10％
＋
雇用者給与等支給増加額のうち
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の 12％
の合計額とする。

4

確定申告書の提出期限の延長の特例の見直し

上場企業等が株主総会の開催日を柔軟に設定できるよう、法人税等の申告期限の延長可能月数を 1 月から 4 月に
拡大する改正が行われる。
具体的な内容は次のとおりである。
法人が会計監査人を置いている場合
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

その定めの内容を勘案して、4 月を超えない範囲内に
おいて税務署長が指定する月数の期間の確定申告書
の提出期限の延長が認められる

事業税については 6 月を超えない範囲内での延長が認められることとされている。
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中堅・中小事業者関係

(1)

中小企業向けの各租税特別措置の適用対象の限定

中小企業向けの施策は更なる充実を図る一方、財務状況が脆弱を認められない法人をそれら租税特別措置の適用
対象から外す趣旨から、以下の改正が行われる。
法人税関係・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、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が停止される。
この改正は平成 31 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から適用される。
中小企業向け租税特別措置の適用対象法人は、それぞれの措置により規定されているが、これに大綱で示された、
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が停止する措置が追加さ
れることになる。
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例えば、研究開発税制における中小法人の特例が適用される中小企業者（資本・出資を有する法人）については、以
下のような内容が予想される（法令において確認が必要）。
【例】研究開発税制における中小法人の特例が適用される中小企業者（資本・出資を有する法人）
資本金もしくは出資金の額が 1 億円以下の法人のうち次の法人を除く法人
その発行済株式または出資の総数または総額の 1／2 以上が同
一の大規模法人（資本金もしくは出資金の額が 1 億円を超える
法人または資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する
従業員の数が 1000 人を超える法人をいい、中小企業投資育成
株式会社を除く。）の所有に属している法人

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
る事業年度の適用が停止する

その発行済み株式または出資の総数または総額の 2／3 以上が
大規模法人の所有に属している法人
(2)

地域中核企業向け設備投資促進税制の創設

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成および活性化に関する法律の改正を前提に、地域中核企業
向け設備投資促進税制が創設される。
その概要は次のとおりである。
対象法人

青色申告書を提出する法人

適用期間

同法の改正法の施行の日から平成 31 年 3 月 31 日までの間

適用対象

 その法人の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）内において特定地域中核事業施設等を新設し、また
は増設した場合において、
 その特定地域中核事業施設等を構成する機械装置、器具備品、建物およびその附
属設備並びに構築物の取得等をして、
 その地域中核事業（仮称）の用に供したとき

措置内容

以下の選択適用
 その取得価額の 40％（建物およびその附属設備並びに構築物については、20％）
の特別償却
 その取得価額の 4％（建物およびその附属設備並びに構築物については、2％）の
税額控除
（税額控除における控除税額は、当期の法人税額の 20％を上限）

(3)

中小企業向け設備投資促進税制の拡充（中小企業経営強化税制）

1)

中小企業経営強化税制

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、中小企業経営強化税制と
して改組し、すべての器具備品および建物附属設備を対象とする。
対象法人

青色申告書を提出する中小企業者等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

適用期間

平成 29 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの間

適用対象

 生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備およびソフトウエ
アで、特定経営力向上設備等に該当するもののうち、一定の規模以上のものの取
得等をして、
 その特定経営力向上設備等を国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合

措置内容

以下の選択適用
 その特定経営力向上設備等の普通償却限度額との合計でその取得価額までの特
別償却
 その取得価額の 7％（特定中小企業者等にあっては 10％）の税額控除（税額控除
における控除税額は当期の法人税額の 20％を上限とし、控除限度超過額は 1 年
間の繰越し可）
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2)

中小企業投資促進税制

1)のほか、対象資産から器具備品を除外した上、その適用期限が 2 年延長される。
3)

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または税額控除

特定中小企業者等の経営改善設備の特別償却・税額控除については、制度の適用期限が 2 年延長される。
(4)

中小企業者等に係る軽減税率の特例の適用期限の 2 年延長

中小企業者等の法人税の軽減税率として、所得年 800 万円以下の部分について 19％とされているのが、租税特別
措置法により時限的にさらに 15％に引き下げられているが、この適用期限が 2 年延長される。

6

その他

(1)

当初申告要件の見直し

外国税額控除制度および研究開発税制等について、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お
よび当初申告の要否を明確化し、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る。
(2)

協同組合等の受取配当等益金不算入制度

協同組合等の各事業年度において、その保有する連合会等の普通出資につき支払を受ける配当等の額がある場合
には、その出資保有割合にかかわらず、その配当等の額の 100 分の 50 相当額について益金不算入とする措置が
とられる。
(3)

特定資産買換え等の課税の特例についての見直しと延長

次の見直しを行った上、その適用期限を 3 年延長する。
項目

見直し内容

市街化区域または既成市街地等の内から外への農業用 所要の経過措置を講じた上、適用期限の到来をもって適
資産の買換えおよび農用地区域内にある土地等の買換 用対象から除外
え
既成市街地等の内から外への買換え

譲渡資産から事務所およびその敷地の用に供されている
土地等を、買換資産から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に係る
土地等、建物（その附属設備を含む）および構築物を、そ
れぞれ除外

長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等へ 買換資産のうち鉄道事業用車両運搬具を貨物鉄道事業
の買換え
用の電気機関車に限定
船舶から船舶への買換え

(4)

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の適
用を受ける法人が所有する日本船舶およびその法人の
子会社が所有する外国船舶を除外する等の見直しを行う

災害に関する税制上の措置等

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する観点から、災害への税制上の対応の規定が常設化される。具体的には、
災害損失欠損金の繰戻還付、減価償却資産の特別償却その他の特例が手当される。

組織再編税制・連結納税等
1

スピンオフ税制

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が行われる。
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(1)

適格分割型分割の範囲の追加

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次の要件に該当するものが追加される。
【適格要件】
対価要件

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る

他の者による支配関係がないこと

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あり、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

主要な資産負債移転要件

分割法人の分割事業の主要な資産および負債が分割承継法人に移転し
ていること

従業者継続要件

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

事業継続要件

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

役員等引継ぎ要件

分割法人の役員また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

新しく追加される適格分割のイメージは次の図のとおりである。
株主

株主

分割法人

株主

分割承継法人

新設分割
型分割

(2)

100％子法人株式の全部を分配する現物分配

100％子法人株式の全部を分配する現物分配は、100％グループを一体として捉えれば（1）の新設分割型分割と似
た経済効果があるため、税務上も同様に取り扱うこととされた。
新しく追加される適格現物分配のイメージは次の図のとおりである。
株主

現物分配法人

100％

株主

株主

100％子法人

100％子法人株式の全部を
現物分配

100％子法人
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1)

現物分配法人の株主における処理の整備

100％子法人株式の全部を分配する現物分配は分割型分割と同様に取り扱うこととされ、以下の措置が講じられる
（所得税についても同様）。
 現物分配法人の株主は、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。ただし、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、旧株の譲渡損益の計上を繰り延べられる
 下記 2)の適格要件に該当しない場合には、その子法人株式の価額のうち資本金等の額を超える部分が配当と
みなされる
2)

適格とされる 100％子法人株式の現物分配

100％子法人株式の全部の現物分配のうち、適格組織再編成とされるものの要件は次のとおりである。
これらの適格要件を満たす場合、現物分配法人における譲渡損益を計上しないこととされ、源泉徴収等を行わないこ
ととされる。
【適格要件】
対価要件

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
付されるものに限る

他の者による支配関係がないこと

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あり、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

従業者継続要件

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

事業継続要件

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

特定役員維持要件

子法人の特定役員のすべてがその現物分配に伴って退任をするものでない
こと

3)

単独新設分社型分割・単独新設現物出資後に行われる場合の適格要件の調整

単独新設分社型分割・単独新設現物出資により 100％子法人を設立した後、上記の現物分配を行うことが見込まれ
ている場合には、最初の単独新設分社型分割・単独新設現物出資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継続すればよいこととされる。
(3)

現物分配における外国法人株主

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
外国法人株主について、分割型分割と同様に取り扱うための措置として、次の措置がとられる（所得税についても同
様）。


事業譲渡類似の株式等の譲渡益課税について、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
備を行う
 内国法人である現物分配法人の外国法人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（我が国で課税の対象となる国内源泉所得に該当するも
のに限る。）に対して課税する
 ただし、この取扱いは、外国法人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、適用しない。
この場合、外国法人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、その交付の時に外国法人株主の恒久的施設と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する

2

スクイーズアウト（完全子法人化）についての課税関係の整備

(1)

全部取得条項付種類株式・株式併合・株式売渡請求による完全子会社化を組織再編成に追加

以下の方法による完全子法人化は、実務上スクイーズアウトの手法として用いられているため、組織再編成税制の
一環として位置付けられ、企業グループ内の株式交換と同様の適格要件を判定することとされる。
 全部取得条項付種類株式の端数処理による完全子法人化
 株式併合の端数処理による完全子法人化
 株式売渡請求による完全子法人化
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適格要件を満たさない場合には、完全子法人となった法人が資産の時価評価制度等の対象になる。
適格要件

項目
完全子法人化した際の資産の時価評価制度

(2)

満たす場合

満たさない場合

時価評価対象外（現行どおり）

時価評価対象

(1)の方法により完全子法人化された場合の連結納税における取扱い

(1)の方法により完全子法人化された場合は、上記のとおり組織再編成の一環として位置付けられ、株式交換による
完全子法人化と同様に取り扱うこととされたため、連結納税においても同様に取り扱うこととされる。
具体的には、適格要件を満たす場合には、完全子法人となった法人は連結納税の開始・加入に伴う資産の時価評価
制度の対象から除外され、その欠損金額は連結納税開始・加入後に特定連結欠損金とみなされる。
改正案における取扱いの概要は次のとおりである。
適格要件

項目

満たす場合

連結納税の開始・加入に伴う資産の時価評価制度 時価評価対象外

満たさない場合
時価評価対象（現行どおり）

連結納税前の欠損金額の連結納税開始・加入後の 特定連結欠損金に引継ぐ
切捨て（現行どおり）
取扱い
（個別所得金額を限度として
控除可能）
(3)

吸収合併および株式交換に係る適格要件のうち対価に関する要件の見直し

吸収合併およ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、合併法人または株式交換完全親法人
が被合併法人また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
して交付する対価を除外して判定することとされる。
この改正により、その他の株主に金銭等を交付しても適格要件を満たすことができるようになり、スクイーズアウトの
手法が拡大することが予想される。
項目

現行

吸収合併における対価に関する要件

株式交換における対価に関する要件

改正案

合併法人株式または合併親法人株式
いずれか一方の株式または出資以外 合併法人または株式交換完全親法
人が被合併法人または株式交換完
の資産が交付されない
全子法人の発行済株式の 3 分の 2
株式交換親法人株式または株式交換 以上を有する場合におけるその他
完全支配親法人株式いずれか一方の の株主に対して交付する対価を除
株式または出資以外の資産が交付さ 外して判定
れない

吸収合併の対価要件についての改正を図にすると次のとおりである。
対価交付

合併法人

吸
収
合
併

対価要件において
考慮しない

その他の株主

2/3以上

被合併法人
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(4)

適用

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る。

3

適格要件の一部見直し

(1)

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の見直し

企業グループ内の分割型分割における支配関係または完全支配関係の継続見込みの要件について、以下の見直し
が行われる。
項目

現行

改正案

企業グループ内の分割型分割に係る 支配法人と分割法人および分割承継 支配法人と分割承継法人との間の関
適格要件のうち関係継続要件
法人との間の関係が継続することが 係が継続すること
見込まれていること
関係継続要件についての見直しを図にすると次のとおりである。
支配法人

支配関係または完全支配関係

分割法人

（現行） 継続必要
⇨ （改正案） 継続不要に

(2)

分割承継法人

継続必要

共同事業を行うための合併等に係る適格要件のうち株式継続保有要件の見直し

共同事業を行うための合併等に係る適格要件のうち株式継続保有要件について、以下の見直しが行われる。
項目

現行

改正案

共同事業を行うための合併・分割型 株主数 50 人未満の場合に限り、交
分割・株式交換・株式移転に係る適格 付を受けた合併法人等の株式の全部
要件のうち株式継続保有要件
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
(3)

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

多段階組織再編成についての適格要件の見直し

当初の組織再編成の後に他の組織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る。
当初の組織再編成の後に他の組織再編成が行われることが見込まれている場合、当初の組織再編成における適格
要件の判定において、従業者の引継ぎや事業の継続等の判定において、要件を満たすことができない事態となる場
合がある。現行では、合併・分割・現物出資については、当初の組織再編成の後、適格合併が見込まれている場合１
回のみが考慮されているが、今回の改正によりどこまで考慮されるかが注目される（詳細は法令で確認する必要が
ある）。
(4)

適用

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る。
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4

非適格株式交換等、連結納税の開始・加入に伴う資産の時価評価制度

非適格株式交換等および、連結納税の開始・加入に伴う資産の時価評価制度において、時価評価の対象となる資
産から、帳簿価額が 1,000 万円未満の資産を除外することとされる。
この改正により、実務上の懸念事項であった、自己創設暖簾の時価評価については行われないことになる。
項目
時価評価対象資産

現行

改正案

固定資産、土地等、金銭債権、有価証券および繰延資産 （改正なし）
ただし以下を除く
 2 カ月以内に離脱した子法人の保有資産

（改正なし）

 含み損益 1,000 万円（または資本金等の額の 1／2
といずれか少ない金額）未満の資産

（改正なし）

 清算中等の完全子法人の株式等

（改正なし）

 帳簿価額が 1,000 万円未満
の資産（除外資産に追加）

5

みなし配当の額が生ずる事由となる自己の株式の取得

自己株式等の取得により金銭その他の資産の交付を受けた場合には、その交付資産等が当該法人の資本金等の
額のうち交付の基因となった株式等に対応する部分を超えるときは、その超える部分の金額は配当の額とみなされ
ることとされている。
この自己株式取得によるみなし配当の認識について、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る。
（注）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る。

6

営業権の償却方法

営業権については、現行法においては、事業年度の中途において取得したとしても月割計算を行わないこととされて
いるが、これについて改正を行い、取得年度の償却限度額の計算上、月割計算を行うこととされる。
非適格組織再編や事業譲渡において認識される、資産調整勘定および負債調整勘定についても同様とされる。

7

合併等における欠損金の制限等、欠損等法人

(1)

みなし共同事業要件を満たさない適格合併等における欠損金の制限

青色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相当額が制限の対象に追加される。
次の図のように当該期間に譲渡等した特定資産については、現行法では、支配関係発生日において保有している資
産に該当せず、その譲渡等損失から成る青色欠損金については制限の対象外になっているため、これを制限の対象
に追加するものである。
支配関係発生日

適格合併等

特定資産譲渡等損失相当額を制限対象に追加
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(2)

欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入制度

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追加される。
(3)

欠損等法人の制限対象を追加

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追加される。

国際課税
1

外国子会社合算税制の改正

現行制度上、外国子会社の税負担水準が 20％（トリガー税率）以上であれば経済実体を伴わない所得であっても合
算されず申告も求められない一方（Under Inclusion）、実体ある事業から得た所得であっても合算されてしまう場合
がある（Over Inclusion）との問題が指摘されていた。これらに対応するため、「外国子会社の経済実態に即して課税
すべき」との「BEPS プロジェクト」の基本的考え方を踏まえ、経済実体がない、いわゆる受動的所得は合算対象とす
る一方で、実体ある事業からの能動的所得であれば、子会社の税負担率にかかわらず合算対象外とする制度改正
が試みられている。
(1)

制度の概観

現行法の子会社の租税負担割合や会社全体の事業実体の有無といった「会社の外形」によって判断するアプローチ
（Entity approach）に加え、個々の所得の内容や稼得方法といった「所得の内容」に応じて把握するアプローチ
（Income approach）の要素を加えたものとなっている。
改正後の外国子会社合算制度の判定のイメージ図は、下表のとおりとなる。

(2)

特定の外国関係会社（ペーパーカンパニー等）に対する課税の導入

「ペーパーカンパニー」、「事実上のキャッシュボックス」および「ブラックリスト国所在法人」の概念が導入され、これら
については、会社単位の合算課税の対象とされる。
ただし、当該外国関係会社の当該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
適用が免除される。
1)

ペーパーカンパニー

次に掲げる要件のいずれも満たさない外国関係会社
 実体基準：その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（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む）こと
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 管理支配基準：その本店所在地国においてその事業の管理、支配および運営を自ら行っている（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む）こと
2)

事実上のキャッシュボックス

次の（a）および（b）のいずれも満たす外国関係会社
（a）

部分合算課税対象所得（一定のものを除く）

＞30％

総資産の額
（b） 有価証券、貸付金および無形固定資産等の合計額
総資産の額

＞50％

一定の金融子会社等については特例が設けられている。
3)

ブラックリスト国所在法人

租税に関する情報の交換に非協力的な国または地域として財務大臣が指定する国または地域に本店等を有する外
国関係会社
(3)

部分合算課税所得（受動的所得）

資産性所得が受動的所得として改められ、課税対象が大幅に拡大される。ペーパーカンパニー等に該当しない外国
関係会社で、経済活動基準をすべて満たしている場合においても、租税負担割合が 20％未満のときは、受動的所
得について合算課税の対象となる。
現行制度の資産性所得と受動的所得の比較は下表のとおりである。

一定の金融子会社等については特例が設けられている。
また、部分合算課税所得についても欠損金の制度が設けられ、一定の所得について欠損の金額がある場合
は、繰越控除の対象とされる。
(4)

実質支配基準の導入

資本関係はないものの、契約関係等により子会社を支配しているケースに対応するために、外国関係会社の判定
上、実質支配基準が導入される。
具体的には、居住者または内国法人と外国法人との間に、その居住者また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は、その外国法人は、その居住者・内国法人にとっ
ての外国関係会社とされる。
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(5)

適用除外基準の経済活動基準への改組

現行制度上の「適用除外基準」が「経済活動基準」へ改組され、各基準に関して以下の改正が行われる。一定業種
に係る緩和措置が主な改正内容であり、大きな改正はここにおいては見受けられない。
1)

事業基準

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または使用人が航空機
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すべてに従事していること等の要件を満たすものに
ついては、事業基準を満たすものとされる。
2)

実体基準および管理支配基準

一定の保険委託者の実体基準および管理支配基準の判定について、その免許の申請等の際に一定の保険受託者
が実体基準または管理支配基準を満たしている場合には、その保険委託者は実体基準または管理支配基準を満た
すものとされる。
3)

所在地国基準

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所在地国基準の判定方法について、所要の整備が行われる。
4)

非関連者基準

 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、関連者に移転または提供されることがあら
かじ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非関連者
基準の判定を行う等の見直しが行われる
 保険業を主たる事業とする外国関係会社が一定の保険受託者に該当する場合における非関連者基準の判定に
ついて、その外国関係会社がその外国関係会社に係る一定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は、非関連者基準を適用することとされる
(6)

その他の重要な改正点

1)

書類等の提出等（要件充足回避防止）

上述の「ペーパーカンパニーの適用除外要件」または「経済活動基準」の判定上、国税当局の当該職員が内国法人
にその外国関係会社が当該要件または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当該要件または基準を満たさないものと推定される。
2)

外国関係会社の判定

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することとされる。
3)

化石燃料採取事業の特例

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、主たる事業が原油、石油ガス、可
燃性天然ガスまたは石炭（以下「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む）
である外国法人で我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％以上とされる。
4)

外国関係会社に係る財務諸表等の添付

内国法人は、次に掲げる外国関係会社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ものとされる。
 租税負担割合が 20％未満の外国関係会社
 租税負担割合が 30％未満の外国関係会社（ペーパーカンパニー等に該当する外国関係会社に限る）
(7)

適用開始時期

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る。
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その他
1

国税・地方税犯則調査手続等の見直し

国税犯則調査手続について、経済活動の ICT 化の進展等を踏まえ、電磁的記録の証拠収集手続が整備されるとと
もに、関税法に定める犯則調査手続等を踏まえて調査手続等が整備され、併せて規定を現代語化した上で国税通
則法へ編入する等、所要の見直しが行われる。地方税犯則調査手続についても、国税犯則調査手続の見直しを踏ま
えた規定の整備が行われる。

2

相続税・贈与税

(1)

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し

以下のように雇用確保要件の緩和等が行われ、更に使いやすい制度とするための改正が行われる。
 災害等の被災者等が本制度の適用を受ける場合について、適用対象となる会社の認定等の時期に応じ、猶予税
額の免除や要件の緩和等の措置がとられる
 納税猶予の取消し事由に係る雇用確保要件について、相続開始時また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、これを切り捨てる（現行：切り上げる）こととされる
 相続時精算課税制度に係る贈与が、贈与税の納税猶予制度の適用対象に追加される
 非上場株式等の贈与者が死亡した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および当該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る
(2)

相続税または贈与税の納税義務の見直し

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、被相続人等およ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とする等の見直しが行われる。
(3)

相続税等の財産評価の適正化

取引相場のない株式等について、より実態に即した評価の見直しが行われる。
具体的には、類似業種比準方式について計算方法の見直しが行われるほか、 評価会社の規模区分の金額等の基
準について、大会社および中会社の適用範囲が拡大される見込みである。

3

固定資産税

(1)

中小事業者等が取得する固定資産税の課税標準の特例措置

中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に基づき、中小事業者等が取得する一定の機械・装置に係
る固定資産税の課税標準の特例措置（課税標準が 1／2 に軽減される）について、地域・業種を限定した上で、その
対象に、測定工具および検査工具、器具・備品並びに建物附属設備のうち一定のものが追加される。
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過去のニュースレター
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