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Japan Tax Newsletter 

デロイト トーマツ税理士法人 

2021 年 11 月 9 日号（2021 年 12 月 24 日更新） 

混合配当についての現行法令を違法とする最高裁判決への対応 
～国税庁が今後の方針を公表（令和４年度税制改正にて法令改正）～ 

1. はじめに

令和３年 10 月 25 日、国税庁のウェブサイトに「最高裁判所令和３年３月 11 日判決を踏まえた利益剰余金と資本剰

余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについて」（以下「本公表」）が公表された。 

最高裁判所令和 3 年 3 月 11 日判決（令和 1(行ヒ)333）（以下「本最高裁判決」）においては、利益剰余金と

資本剰余金の双方を原資とした配当（いわゆる混合配当）についての税務上の判断が示された。その結論として、現行の

法人税法施行令 23 条 1 項四号の規定は、資本剰余金の減少額を超えて税務上の資本金等の額の減少額が計算され

る部分について、法人税法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべきであるものとされた。 

本公表では、本最高裁判決を受け、現行の法人税法施行令 23 条 1 項四号及び同様の規定である所得税法施行令 61

条 2 項四号について、本最高裁判決に従い、混合配当があった場合に算出される直前払戻等対応資本金額等につき減

少資本剰余金額を上限として取り扱うこととされている。 

本ニュースレターでは、現行法令及び本最高裁判決の指摘を理解した上で、本公表の内容について解説する。 

Executive Summary 

◼ 令和 3 年 10 月 25 日、国税庁のウェブサイトに「最高裁判所令和３年３月 11 日判決を踏まえた利益剰余金

と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについて」が公表された。これは、最高裁判所

令和 3 年 3 月 11 日判決に対応し、今後の取扱いについて説明されたものである

◼ 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資とする、いわゆる混合配当については、法人税法上、その全体をまとめて

「資本の払戻し」として取り扱うこととされており、資本剰余金を減少した金額をもとにプロラタ計算した金額が税務

上の資本金等の額に対応する金額として取り扱われ、それを超える金額については利益積立金の配当として取り

扱われる

◼ 払戻し法人の税務上の利益積立金がマイナスの場合、資本剰余金を減少した金額を超えて税務上の資本金等

の額が減額される結果となる場合があり、本最高裁判決ではこの部分が法人税法の委任の範囲を逸脱した違法

なものとして無効と判断された

◼ 本公表では、本最高裁判決に従い、税務上の資本金等の額の減少額は、資本剰余金の減少額を上限として取

り扱うこととされた

◼ これらの取扱いは過去に遡って適用されるため、納税者の状況により国税通則法の規定に基づき期限内であれば

更正の請求を行うことが可能である

◼ なお、「令和 4 年度税制改正の大綱」により、上記取扱いを追認する形での法令改正も公表された。（令和 3

年 12 月 24 日追記）

https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/saikosai/index.htm
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/saikosai/index.htm
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2. 現行法令の規定及び問題点 

(1) 資本剰余金原資の配当を行った場合の現行法の規定 

資本剰余金の減少を伴う剰余金の配当についての現行法の規定は、商法から会社法への改正に伴い、平成 18 年度税制

改正により制定されたものである。 

資本剰余金の減少を伴う剰余金の配当は、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資とする場合であっても、その全体が法

人税法上「資本の払戻し」として取り扱われることとされている（法法 24①四）（以下「払戻し」）。そして、資本剰余金を

減少した金額のうち、プロラタ計算にて税務上の資本金等の額に対応する金額を求め、それを超える部分は税務上は利益

の配当として扱われる。 

具体的な計算は次のとおりである。 

A 払戻し法人 

① 資本金等の額の減少金額 

＝払戻し直前の資本金等の額×資本等払戻し割合(
減少した資本剰余金の額（分母を超える場合は分母の金額）

資産の帳簿価額ー負債の帳簿価額
)(*)  

                                                                                                                 （法令 8①十八） 

                                                                                              ※払戻しによる交付金銭等の価額を上限とする 

⇒変形すると、減少した資本剰余金の額×
払戻し直前の資本金等の額

資産の帳簿価額ー負債の帳簿価額
となり、減少した資本剰余金の額をプロラタにて配分する計算と

理解できる。 

(*)資本等払戻し割合：資本金等の額≦0 の場合は 0、資本金等の額>0 かつ分母≦0 の場合は 1、小数点以下 3 位未満の端数

は切上げ 

② 利益積立金の減少金額＝払戻しによる交付金銭等の価額ー①資本金等の額の減少金額（法令 9①十二） 

B 払戻しを受ける法人株主 

① 保有株式譲渡損益＝譲渡対価―譲渡原価（法法 61 の 2①） 

 譲渡対価＝交付を受けた金銭等の価額ーみなし配当金額（下記②）（法法 61 の 2①一括弧書） 

    （＝A①資本金等の額の減少金額×株式保有比率に一致する） 

 譲渡原価＝保有株式の簿価×資本等払戻し割合（上記 A①）（法法 61 の 2⑱、法令 119 の 9） 

 譲渡損益＝譲渡対価―譲渡原価 

② みなし配当金額＝交付を受けた金銭等の価額ー直前の資本金等の額×資本等払戻し割合（上記 A①）×株式保

有比率（法法 24①四、法令 23①四） 

 

例えば、払戻し法人 A の払戻し直前の税務上の純資産が 1,000、払戻し金額が 200、うち資本剰余金を減少した金額が

100、利益剰余金を減少した金額が 100 で、株主 B の株式保有比率が 100％1、株式帳簿価額が 70 とすると以下の計

算となる。 

 

 

1  実際には 100％保有の内国法人 A からの資本の払戻しの場合には、株主 B における A 社株式譲渡損益は損益計上されず資本金

等の額を構成されることとされる（法法 61 の 2⑰、法令 8①二十二）が、ここでは簡便化のために 100％保有としている。実際には、

100％保有でない場合や、外国法人である場合などが考えられる。 
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A 払戻し法人 

① 資本金等の額の減少金額＝払戻し直前の資本金等の額 400 

           ×資本等払戻し割合(
減少した資本剰余金の額 100

資産の帳簿価額ー負債の帳簿価額＝1,000
) （＝0.100）=40 

② 利益積立金の減少金額＝払戻しによる交付金銭等の価額 200―①資本金等の額の減少金額 40＝160 

以上により、払戻し法人 A の税務上の処理は次のようになる。 

資本金等の額  40   現預金  200 

利益剰余金 160 

資本剰余金を減少した金額をプロラタ計算した 40 については資本金等の額の減少とされ、それを超える払戻し金額 160 に

ついては利益積立金の配当として扱われる結果になる。 

B 払戻しを受ける株主 

① 保有株式譲渡損益＝譲渡対価―譲渡原価 

 譲渡対価＝交付を受けた金銭等の価額ーみなし配当金額（下記②）＝200ー160＝40 

 譲渡原価＝保有株式の簿価×資本等払戻し割合（上記 A①）＝70×0.100＝7 

 譲渡利益＝40－7＝33 

② みなし配当金額＝交付を受けた金銭等の価額ー直前の資本金等の額×資本等払戻し割合（上記 A①）×株式保

有比率＝200ー400×0.100×100％＝160 

以上により、払戻しを受ける株主 B における税務上の処理は以下のようになる。 

現預金    200      株式        7 

           株式譲渡益 33 

           受取配当   160 
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(2) 税務上の利益積立金がマイナスの場合及び本最高裁判決の概要 

次に、（1）の現行法の取扱いについて、払戻し法人の税務上の利益積立金がマイナスの場合について検討する。 

払戻し金額 200、うち資本剰余金を減少した金額が 100、利益剰余金を減少した金額 100 については（1）と同じである

が、払戻し法人 A の払戻し直前の税務上の純資産 100、その内訳が資本金等の額 600、利益積立金▲500 であるケース

を考える。株主 B の株式保有比率が 100％、株式帳簿価額が 70 については（1）と同様とする。 

 

A 払戻し法人 

① 資本金等の額の減少金額＝払戻し直前の資本金等の額 600 

×資本等払戻し割合(
減少した資本剰余金の額 100 

資産の帳簿価額ー負債の帳簿価額＝100
) （＝1） 

＝200（払戻し交付金銭等の価額 200 を上限とするため 200） 

② 利益積立金の減少金額 

＝交付を受けた金銭等の価額 200―①資本金等の額の減少金額 200 

＝超える金額が無いため 0 

以上により、払戻し法人 A の税務上の処理は次のようになる。 

資本金等の額  200  現預金  200 

利益剰余金    0   

資本剰余金を減少した金額は 100 であるが、税務上は資本金等の額の減少金額を先に決める計算となっており、またその

上限が払戻し交付金銭等の価額 200 と定められているため、資本剰余金を減少した金額 100 を超える 200 が税務上の

資本金等の減少金額として算出される。 

B 払戻しを受ける株主 

① 保有株式譲渡損益＝譲渡対価―譲渡原価 

 譲渡対価＝交付を受けた金銭等の価額ーみなし配当金額（下記②）＝200ー0＝200 

 譲渡原価＝保有株式の簿価×資本等払戻し割合（上記 A①）＝70×1＝70 

 譲渡利益＝200－70＝130 
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② みなし配当金額＝交付を受けた金銭等の価額ー直前の資本金等の額×資本等払戻し割合（上記 A①）×株式保

有比率＝200ー600×1×100％<0 のため、0 

以上により、払戻しを受ける株主 B における税務上の処理は以下のようになる。 

現預金    200      株式        70 

           株式譲渡益 130 

           受取配当       0 

 

このように、現行法令の規定によると、払戻し金額の内の税務上の資本金等の額から成る金額の計算は、払戻し交付金銭

等の価額を上限とすることとされているため、資本剰余金を減少した金額を超えて計算される場合がある。 

これについて、本最高裁判決では以下のように結論付けられている。 

以上によれば，法人税法は，資本部分と利益部分とをしゅん別するという基本的な考え方に立ちつつも，会社財産の

株主への払戻しについて，その原資の会社法上の違いにより２３条１項１号と２４条１項３号の適用を区別すること

とし，利益剰余金のみを原資とする払戻しは，２３条１項１号により，資本部分が含まれているか否かを問わずに一

律に利益部分の分配と扱った上でその全部又は一部を益金の額に算入しないこととする一方で，資本剰余金のみを原

資とする払戻しは，２４条１項３号により，資本部分の払戻しと利益部分の分配とに分け，後者の金額を２３条１

項１号の配当とみなすこととするという仕組みを採っているものということができる。 

上記の仕組みに照らしてみれば，法人税法２４条１項３号は，利益剰余金及び資本剰余金の双方を原資として行

われた剰余金の配当の場合には，そのうち利益剰余金を原資とする部分については，その全額を利益部分の分配として

扱う一方で，資本剰余金を原資とする部分については，利益部分の分配と資本部分の払戻しとに分けることを想定した

規定であり，利益剰余金を原資とする部分を資本部分の払戻しとして扱うことは予定していないものと解される。」 

「簿価純資産価額が直前資本金額より少額である場合に限ってみれば，上記の計算方法では減少資本剰余金額を超

える直前払戻等対応資本金額等が算出されることとなり，利益剰余金及び資本剰余金の双方を原資として行われた

剰余金の配当において上記のような直前払戻等対応資本金額等が算出されると，利益剰余金を原資とする部分が資

本部分の払戻しとして扱われることとなる。 

そうすると，株式対応部分金額の計算方法について定める法人税法施行令２３条１項３号の規定のうち，資本の払

戻しがされた場合の直前払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分は，利益剰余金及び資本剰余金の双方を

原資として行われた剰余金の配当につき，減少資本剰余金額を超える直前払戻等対応資本金額等が算出される結果

となる限度において，法人税法の趣旨に適合するものではなく，同法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効とい

うべきである。 

（裁判所ウェブサイト 最高裁判所判例集より抜粋 全文はこちら） 

このように、現行法令（法令 23①四）の規定が部分的に法人税法の委任の範囲に逸脱した違法なものとされたため、これ

に対応する必要が生じ、本公表に至ったものである。 

 

3. 今後の対応内容 

本公表では、今後の取扱いにつき次のように取り扱うこととされている。 

① 本件判決では、混合配当に係る株式対応部分金額の計算方法につき、減少資本剰余金額を超える直前払戻等

対応資本金額等が算出される結果となる限度において、違法なものとして無効である旨判示されていることから、現

行の法人税法施行令 23 条１項４号及び同様の規定である所得税法施行令 61 条２項４号について、本件判

決に従い、混合配当があった場合に算出される直前払戻等対応資本金額等につき減少資本剰余金額を上限とし

て取り扱います。 

② 上記①の取扱いは、過去に遡って適用されますので、上記①の取扱いにより直前払戻等対応資本金額等の再計

算を行った結果、過去に行った申告内容等に異動が生じた株主等について、納付税額等が過大となる場合には、

国税通則法の規定に基づき所轄の税務署に更正の請求を行うことができます。 

更正の請求をする場合には、上記の申告内容等の異動事項が分かる書類を併せてご提出ください。 

なお、法定申告期限等から５年を経過している法人税又は所得税については、法令上、減額更正を行うことはできないこ

ととされていますので、ご注意ください。 

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/094/090094_hanrei.pdf
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このように、混合配当につき税務上の資本金等の額の減少金額は、資本剰余金の減少額を上限として取り扱うこととされ

た。法人税法施行令の改正は令和 4 年度税制改正により行われる（令和 3 年 12 月 24 日更新）が、それ以前において

も、資本剰余金の減少額を上限として取り扱われることになる。 

例えば、２(2)の例であれば、資本金等の額の減少額は資本剰余金を減少した金額 100 が上限となるため、税務上の処理

は次のようになる。 

払戻し法人 A 

資本金等の額  200⇒100  現預金  200 

利益剰余金    0 ⇒100  

 

払戻しを受ける株主 B 

現預金    200      株式      70 

           株式譲渡益 130⇒30 

           受取配当      0⇒100 

 

上記②にあるように、これらの取扱いは過去に遡って適用されるため、納税者の状況により国税通則法の規定に基づき期限

内であれば更正の請求を行うことが可能である。 

該当ある場合には過年度に処理についても再検討し、対応を検討することが必要である。 

 

＜令和 3 年 12 月 24 日追記＞ 

令和 3 年 12 月 24 日に閣議決定された「令和 4 年度税制改正の大綱」では、令和 4 年度税制改正により以下の改正が

予定されており、法令においても、税務上の資本金等の額の減少金額について資本剰余金の減少額を上限とする取扱いが

反映される。 

◼ 資本の払戻しに係るみなし配当の額の計算の基礎となる払戻等対応資本金額等及び資本金等の額の計算の基礎

となる減資資本金額は、その資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額を限度とされる 

◼ 種類株式を発行する法人が資本の払戻しを行った場合におけるみなし配当の額の計算の基礎となる減資資本金額

は、その資本の払戻しに係る各種資本金額を基礎として計算することとされる 

 

（東京事務所 大野 久子） 
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過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 

www.deloitte.com/jp/tax/nl/japan 

 

問い合わせ 

デロイト トーマツ税理士法人 

東京事務所 

所在地 〒100-8362 東京都千代田区丸の内 3-2-3 

丸の内二重橋ビルディング 

Tel 03-6213-3800（代） 

 

大阪事務所 

所在地 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 4-1-1 

淀屋橋三井ビルディング 5 階 

Tel 06-4560-8000（代） 

 

名古屋事務所 

所在地 〒450-8503 愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-1 

JP タワー名古屋 37 階 

Tel 052-565-5533（代） 

 

email tax.cs@tohmatsu.co.jp 

会社概要 www.deloitte.com/jp/tax 

税務サービス www.deloitte.com/jp/tax-services 
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