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地方税（法人住民税）

無償減資を行った場合の法人住民税への影響
当社（３月決算）の会計上の資本金及び資本準備金はそれぞれ 50億円で合計
100億円ですが、法人税法上の資本金等の額は、前期に取得した自己株式の取得価
額△２億円があり、合計 98億円となっています。当該自己株式は、証券市場にお
いて自己株式を２億円で取得したものです。なお、現在の利益剰余金は△ 130億円です。
現在>
純資産の部：会計（会社法)

資本金等の額：税務（法人税法)

1．
資本金

50億円

資本金

50億円

2．
資本金剰余金

50億円

資本準備金

50億円

資本準備金

50億円

3．
利益剰余金
その利益剰余益

自己株式
△ 130億円

資本金等の額

△ ２億円
98億円

△ 130億円

4．
自己株式
純資産合計

△

２億円

△ 32億円

このほど、平成 28年３月期に無償減資により資本金を１億円まで減資し、49億円を欠
損塡補に充てたいと考えています。この場合の法人住民税均等割の税率区分の基準となる
資本金等の額を教えてください。

従来は均等割の税率区分の基準
となる資本金等の額は、法人税法
で規定する資本金等の額と規定さ

当該資本金等の額と会社法上の資本金及
び資本準備金の合計額いずれか高いほう
の金額を用いる措置が講じられています。

れていましたが、平成 27年度税制改正

【解

により、平成 27年４月１日以後開始事

１

業年度においては、改正後の規定が適用
されますので留意が必要です。
改正後は、従来の資本金等の額に無償
増減資の金額を加減算する措置、また、

説】
会計上の処理と税務上の処理
ご質問のケースにおいて、無償減資後の

会計上の純資産の部は下記のとおりです。

平成 28年１月 11日

国

第 6394号

税

無償減資後>

第３種郵便物認可 (31 )

２に規定する連結個別資本金等の額（地法

1．
資本金

１億円

2．
資本金剰余金

50億円
50億円

3．
利益剰余金
その利益剰余益

報

規定する資本金等の額又は同条第 17号の

純資産の部：会計（会社法)

資本準備金

速

△ 81億円

23①４の５）と規定されており、法人税
法上の資本金等の額がそのまま適用されて
いました。したがって、無償減資による欠
損塡補を行った場合、従来は法人税法上の
資本金等の額 98億円を用いていました。

△ 81億円

4．
自己株式

△ ２億円

純資産合計

△ 32億円

会計上の資本金及び資本準備金の合計額
は 51億 円（＝１ 億 円 ＋ 50億 円）と な り
ます。

２

平成 27年度における資本金等の額の改

正
平成 27年度税制改正により、均等割の
税率区分の基準となる資本金等の額につい
て２つの改正があり、平成 27年４月１日
以後に開始する事業年度からは改正後の規

一方、法人税法上は、会計上減少した資
本金の額は資本金等の額の加算項目となり
ますので、無償減資の場合には、無償減資
の前後で資本金等の額に変動がありません
（法令８① 12）。なお、証券市場において
取得した自己株式の取得の対価相当額は、
資本金等の額の減算項目となります（法令
８① 19）
。したがって、無償減資後の法人
税法第２条第 16号に規定する資本金等の
額は、下記のとおりです。

定が適用となります。
⑴

無償増減資等の調整
１つ目の改正は、均等割の税率区分の
基準となる資本金等の額について、無償
増減資等の金額を加減算する措置を講ず
ることとなりました。
具体的には、平成 22年４月１日以後、
利益準備金又はその他利益剰余金による
無償増資を行った場合、その増資額を加
算します。また、平成 13年４月１日か
ら平成 18年４月 30日までの間に減 資

（金銭その他の資産を交付したものを除

無償減資後>

く）による欠損の塡補を行った場合及び

資本金等の額：税務（法人税法)

資本準備金による欠損の塡補を行った場

資本金

１億円

合、その欠損の塡補に充てた金額を減算

資本準備金

50億円

します。さらに、平成 18年５月１日以

自己株式

△ ２億円

後に、剰余金による損失の塡補を行った

無償減資

49億円

場合（資本金の額又は資本準備金の額を

資本金等の額

98億円

減少し、その他資本剰余金として計上し

均等割の税率区分の基準となる資本金等
の額は、従来は法人税法第２条第 16号に

てから１年以内に損失の塡補に充てた金
額に限ります）
、その損失の塡補に充て
た金額を減算します。
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この改正は、法人事業税資本割（外形

第３種郵便物認可

改正が講じられています。

標準課税）において既に措置されていた
もので、資本割の課税標準と同様の取扱

⑶

いとなりました。
⑵

改正後の規定による資本金等の額
ご質問のケースは、平成 27年４月１

資本金と資本準備金の合計額との比較

日以後開始事業年度ですので、改正後の

２つ目の改正は、改正後の地方税法第

規定が適用されます。

23条第１項４の５に規定する資本金等

貴社で行った無償減資は、平成 18年

の額（すなわち、法人税法上の資本金等

５月１日以後に行った剰余金による損失

の額に１つ目の改正である無償増減資等

の塡補であり、当該欠損塡補は資本金の

の金額を加減算した金額）が、会社法上

額又は資本準備金の額を減少し、その他

の資本金及び資本準備金の合計額又は出

資本剰余金として計上してから１年以内

資金の額に満たない場合、資本金等の額

に損失の塡補に充てた金額であるとしま

は、資本金及び資本準備金の合計額又は

す。１つ目の改正により、損失の塡補に

出資金の額とする措置を講ずることとな

充てた 49億円は、法人税法上の資本金

りました。

等の額 98億円から減算されますので、

法人税法上の資本金等の額は、自己株

地 方 税 法 上 の 資 本 金 等 の 額 は 49億 円

式の買取りや組織再編等によりマイナス

（＝ 98− 49）となります。しかし な が

されることがあり、場合によっては負の

ら、２つ目の改正により、地方税法上の

数値になることもあります。この改正に

資本金等の額 49億円と会計上の資本金

より、地方税法上の資本金等の額と会社

及び資本準備金の合計額 51億円といず

法上の資本金及び資本準備金の合計額と

れか高いほうの金額を課税標準とします

いずれか高いほうを課税標準とすること

ので、結果として 51億円が均等割の税

になりました。

率区分の基準となる資本金等の額となり

当該改正は、法人事業税資本割（外形

ます。

標準課税）の課税標準についても同様の
※ 本文中、意見にわたる部分は筆者の私見であり、デロイト トーマツ税理士法人の公式見解では
ありません。
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