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【国際税務の相談室】所得税 
個人所得税課税における帰属主義への 
改正と非永住者の課税範囲の改正 
 

デロイト トーマツ税理士法人 ディレクター 飯塚 信吾 

 

Q  
平成 29 年分から、個人所得税の課税においても帰属主義（AOA）への改正が行われると聞きましたが、個人

で恒久的施設（PE）を有する者は限られた者であるため、その影響は限定的ではないかと考えています。個人

の課税に具体的にどのような影響があるか概要をご教示願います。 

A  
平成 29 年分から、個人の課税においても非居住者が国内に有する PE に帰属する所得を外国法人の課税に準

じて国内源泉所得として課税することとされ、国内源泉所得及び国外源泉所得の定義等について所要の改正が行

われました。また、この国内源泉所得、国外源泉所得の定義の見直しに併せて、個人（居住者を含む）の外国税額

控除についても、内国法人の取扱い等に準じた改正が行われています。このように、個人の課税においても、法人

課税に準じた帰属主義への改正が行われましたが、これに併せて以下のとおり非永住者 1の課税範囲も改正され

ているので、この点に留意する必要があります。 

なお、この非永住者の課税範囲については、平成 29 年度の税制改正大綱においてさらに見直しの措置が盛り込

まれています。 

1. 国内源泉所得と国外源泉所得の定義等 

(1) 改正の概要 

改正前の所得税法では、「国内源泉所得」のみについて定義が行われ、国内源泉所得に該当しない所得が一般

的には国外源泉所得として扱われていましたが、所得税法上では「国内源泉所得以外の所得」あるいは、「その年

において生じた所得でその源泉が国外にあるもの」などと規定され、特に「国外源泉所得」の定義は設けられてい

ませんでした。改正後の所得税法では、国内源泉所得に関する定義（所法 161 条①）のほか、国外源泉所得に関

する定義（所法 95④）が設けられ、従来の国内源泉所得及び国外源泉所得として取り扱われていた所得と比較す

ると、その範囲が変更されています。特に、株式等の譲渡に係る所得については、次頁の表のとおり、改正後は同

一銘柄の株式等の買い集めを行いその地位を利用して内国法人に売却することによる所得や不動産関連法人の

株式の譲渡による所得など特殊な場合の譲渡に係る所得のみについて規定され、一般的な取引所金融市場で株

式を売却する場合等の譲渡所得等は、原則的に国内源泉所得・国外源泉所得のいずれにも区分されないこととな

りました。 

なお、国外源泉所得に該当しない所得（一般的な株式の譲渡など）であっても、租税条約の規定により相手国で租

税を課すことができる所得とされ、相手国で所得税が課されるものについては、国外源泉所得に置き換えが行わ

れることとされました（所法 95④十六、所令 225 の 13）。 

                                                           

1 非永住者とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期

間の合計が 5 年以下である個人をいい、一般的には、外国人派遣社員などがこれに該当します。 
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○株式等の譲渡所得等に関する国内源泉所得・国外源泉所得（改正前／改正後） 

改正前 改正後 

国内源泉所得 国内源泉所得 国外源泉所得 

以下の一般的な株式の譲渡所得等 
 金商法に規定される取引所金融

商品市場で譲渡されるもの 
 国内にある営業所等を通じて譲

渡されるもの など 

（規定なし） 
国外源泉所得以外の所得 

（規定なし） 
国外源泉所得以外の所得 

内国法人等の発行する株式等の譲

渡による以下の所得 
 内国法人の株式等の買い集め

をし、所有者の地位を利用し内

国法人等に株式等を譲渡するこ

とによる所得 
 不動産関連法人の株式の譲渡

による所得 
 ゴルフ会員権の譲渡による所得

など 

（左記と同様） 
国外源泉所得以外の所得 

外国法人の発行する株式等の譲渡に

よる以下の所得 
 その発行済株式の総数などの一

定割合以上を保有する場合に、法

人の本店等の所在地で、その譲

渡による所得に外国所得税が課さ

れるもの 
 不動産関連法人の株式の譲渡に

よる所得 
 国外のゴルフ会員権の譲渡による

所得 など 

(2) 改正の影響 

この改正により、永住者である居住者（日本国籍を有する者を含む）が国外の取引所金融商品市場で一般的な株

式の譲渡等を行った場合、その所得は原則的に国外源泉所得に該当しないことになり、外国税額控除の対象にな

りません。一般的な株式の譲渡に係る所得については、多くの租税条約では居住地国にのみ課税権を認めること

としているため二重課税が生じることはありませんが、一般的な株式の譲渡に係る所得について所得源泉地国に

も課税権を認める条約（下表参照）の相手国の取引所金融商品市場で売却を行った場合には、居住地国、所得源

泉地国の双方で課税が行われることになります。この場合には、日本における課税上、その譲渡による所得が国

外源泉所得に置き換えられ、外国税額控除が適用され、二重課税を調整することができます。 

しかし、その取引所金融商品市場が租税条約を締結していない国にある場合には、その所在地国で所得税が課さ

れたとしても、譲渡に係る所得の国外源泉所得への置き換えが行われないため、外国税額控除が適用されず、二

重課税の調整が行えないと考えられますので、この点に留意する必要があります。 

一般的な株式の譲渡所得に源泉地国課税を認める条約（平成 28 年 4 月 1 日現在） 

イスラエル、インド、エジプト、カナダ、スリ・ランカ、ロシア他旧ソ連邦諸国、タイ、中国、トルコ、ノールウェー、 
バングラデシュ、ブルガリア、マレーシア、南アフリカ、ルクセンブルグ 

2. 非永住者の課税範囲の改正 

非永住者の課税範囲は「国内源泉所得及びこれ以外の所得で国内で支払われ、又は国外から送金されたもの」

（改正前所法 7①二）と規定されていましたが、改正後の所得税法では「国外源泉所得以外の所得及び国外源泉

所得で国内で支払われ、又は国外から送金されたもの」（改正後所法 7①二）とされています。 

これまで、国外の取引所金融商品市場や国外の営業所等を通じて売却した株式等の譲渡所得等については、国

内源泉所得以外の所得として原則的に課税対象の範囲外でしたが、改正後は国外源泉所得以外の所得として課

税対象に含まれることになりました。 

なお、一般的な株式の譲渡所得については、所得源泉地国に課税権を認める条約の相手国の国の取引所金融

商品市場等を通じて株式の売却が行われるなどの場合には、その譲渡に係る所得が国外源泉所得に置き換えら

れるため、非永住者の課税所得から原則的には除外されるものと考えられます。 

また、例えば米国市民で非永住者に該当する者の場合、米国においても市民課税の対象となり、米国の取引所金

融商品市場等における株式の譲渡等による所得も課税されることになりますが、日米条約は対イスラエル条約の

ように株式の譲渡所得について所得源泉地国に課税権を認めるものではないため、その株式の譲渡所得等が国

外源泉所得へ置き換えられるものではないと考えられます。 
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3. 平成 29 年度税制改正 

平成 28 年 12 月 22 日に閣議決定された税制改正大綱には、非永住者に係る課税所得の範囲見直しの措置が

盛り込まれており、非永住者が平成 29 年 4 月 1 日以降に、国外の取引所金融商品市場や国外の営業所等を通

じて有価証券を売却した場合等において、その有価証券が以下の要件を満たす場合にのみ、その譲渡に係る所

得が課税所得となることとされました 2。 

（i） 平成 29 年 4 月 1 日以降に取得したものであり、かつ 
（ii） 過去 10 年以内において非永住者期間に取得したものであること 

したがって、平成 29 年 4 月 1 日以降に非永住者が有価証券の売却を行う場合には売却する有価証券等がいつ

取得されたものかによって課税対象であるか否かが異なることとなるので、有価証券等の取得日を記録しておく必

要があります。 

実際の改正法がどのような規定となるか確認する必要がありますが、非永住者の国外市場等を通じた有価証券

の譲渡等による所得については、譲渡の時期等によって、また、どの国・地域の取引所金融商品市場を通じて売

却を行うかによっても課税関係が異なることになると考えられますので、これらのことに留意する必要があります。 

（文中、意見にわたる部分は筆者個人の見解であり、所属する組織の見解ではないことを申し添えます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2 いわゆる送金課税の対象となる場合には、これまでどおり課税対象と考えられます。 
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＜今回の回答者＞ 

デロイト トーマツ税理士法人 ディレクター／税理士 飯塚 信吾 
28 年間の国税勤務を経て、2008 年に税理士法人トーマツ（現 デロイト トーマツ税理士法人）に入社。国税勤務

時代は、東京国税局課税第一部資料調査四課、個人課税課などで個人に係る国際課税に関する事務に長く従

事した。このような個人に係る国際課税に関する豊富な経験を活かし、グローバルエンプロイヤーサービスのチ

ームメンバーとして海外からの派遣社員に対する税務相談を提供するほか、プライベートカンパニーサービスの

チームメンバーとして富裕層に対する税務相談も提供している。 

 

デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームおよびそのグ

ループ法人（有限責任監査法人 トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロ

イト トーマツ税理士法人および DT 弁護士法人を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループの

ひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、法務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を提供しています。また、

国内約 40都市に約 9,400名の専門家（公認会計士、税理士、弁護士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしてい

ます。詳細はデロイト トーマツ グループ Web サイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。 
 
Deloitte（デロイト）は、監査、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクアドバイザリー、税務およびこれらに関連するサービス

を、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界 150 を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デロイ

トは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを Fortune 
Global 500® の 8 割の企業に提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約 245,000 名の専門家については、

Facebook、LinkedIn、Twitter もご覧ください。 
 
Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織を構

成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体

です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。Deloitte のメンバーファームによるグローバルネットワークの詳細

は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。 
 
本資料に記載されている内容の著作権はすべてデロイト トゥシュ トーマツ リミテッド、そのメンバーファームまたはこれらの関連会社（デロイト トーマツ税

理士法人を含むがこれに限らない、以下「デロイトネットワーク」と総称します）に帰属します。著作権法により、デロイトネットワークに無断で転載、複製

等をすることはできません。 
本資料は、関連税法およびその他の有効な典拠に従い、例示の事例についての現時点における一般的な解釈について述べたものです。デロイトネット

ワークは、本資料により専門的アドバイスまたはサービスを提供するものではありません。貴社の財務または事業に影響を及ぼす可能性のある一切の

決定または行為を行う前に、必ず資格のある専門家のアドバイスを受ける必要があります。また本資料中における意見にわたる部分は筆者の私見であ

り、デロイトネットワークの公式見解ではありません。デロイトネットワークの各法人は、本資料に依拠することにより利用者が被った損失について一切責

任を負わないものとします。 

Member of 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 
© 2017. For information、 contact Deloitte Tohmatsu Tax Co. 

http://www.deloitte.com/jp/en
https://www.facebook.com/deloitte?_rdr=p
https://www.linkedin.com/company/deloitte
https://twitter.com/deloitte
http://www.deloitte.com/jp/about

	1. 国内源泉所得と国外源泉所得の定義等
	(1) 改正の概要
	(2) 改正の影響

	2. 非永住者の課税範囲の改正
	3. 平成29年度税制改正

