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株式の保有状況に異動があった場合における
受取配当等の益金不算入額の計算に関する留意点
当社（国内メーカー）は、当期（平成 27年４月１日〜平成 28年３月 31日）に
おいて、保有する株式に係る剰余金の配当（資本剰余金を原資とする配当には該当
しない。）を収受しております。株式の保有状況及び当期に収受したこれらの株式
に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
【株式の保有状況】
当社の保有割合
銘柄

取得日(＊１)〜
平成 26年 12月１日〜
平成 26年 11月 30日 平成 28年３月 31日

Ａ社株式(＊２)
(内国法人)

20％

増減事由
第三者からの購入に
より保有割合増加

60％

(＊１) 数年前に取得した株式である。
(＊２) 完全子法人株式等には該当しない。また、満期保有目的等有価証券に該当するものである。

当社の保有割合
銘柄
Ｂ社株式(＊２)
(内国法人)

取得日(＊１)〜
平成 27年８月５日

平成 27年８月６日〜
平成 28年３月 31日

10％

５％

増減事由
第三者への売却によ
り保有割合減少

(＊１) 数年前に取得した株式である。
(＊２) 完全子法人株式等には該当しない。また、その他有価証券に該当するものである。

【当期に収受した剰余金の配当】
支払者
Ａ社
Ｂ社

基準日(＊)

効力発生日

平成 27年３月 31日

平成 27年 ６ 月 24日

平成 27年９月 30日

平成 27年 12月 22日

平成 27年３月 31日

平成 27年 ６ 月 27日

平成 27年９月 30日

平成 27年 12月 25日

(＊) Ａ社及びＢ社から前回収受した剰余金の配当の基準日は平成 26年９月 30日である。
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平成 27年度税制改正において受取配当等の益金不算入額の計算について改正が行われ
たと聞いておりますが、当期に収受したＡ社株式及びＢ社株式に係る剰余金の配当につい
てどのような取扱いとなるか教えてください。なお、当社は連結納税制度の適用は受けて
おりません。

平成 27年４月１日以後に開始

３

その他有価証券に係る評価益等相当

する事業年度より受取配当等の益

額又は評価損等相当額について、総資

金不算入額の計算について見直し

産の帳簿価額の計算上、調整を要しな

が行われました。

いことになりました。

本件の場合、以下の点について留意が

本件の場合、前期末及び当期末の総

必要となります。

資産の帳簿価額の計算上、その他有価

１ 株式等の区分

証券であるＢ社株式に係る評価損益額

受取配当等の益金不算入額の計算上、

の調整は不要となります。

株式等の区分の見直しが行われました。
当期に収受した剰余金の配当の元本
である株式は以下のとおり区分されま

４

控除負債利子の計算（簡便法）
簡便法における基準年度が、平成

す。
支払者

控除負債利子の計算（分母）

27年４月１日 か ら 平 成 29年 ３ 月 31
基準日

株式等の区分

３月 31日

その他の株式等

９月 30日

関連法人株式等

３月 31日

その他の株式等

９月 30日

非支配目的株式等

日までの間に開始した各事業年度と見
直されました。

Ａ社

当期においては、基準年度が当期の
みとなるため、簡便法を選択する場合
であっても、原則的な計算方法に基づ

Ｂ社

き控除負債利子の計算を行うことが必
要となります。

２ 控除負債利子の計算（分子）
関連法人株式等に係る配当等の益金
不算入額の計算上、その事業年度にお
いて支払う負債の利子がある場合には、
その支払う負債利子の額のうち関連法
人株式等に係る部分の金額（控除負債

【解
１
⑴

説】
株式等の区分
株式等の区分及び益金不算入割合
受取配当等の益金不算入の対象となる
株式等の区分及び益金不算入割合が以下
のとおり見直されました。

利子）を、その配当等の額から控除す
ることとされています。

株式等

益金不算入

保有割合

割合

完全子法人株式等

100％

100％

関連法人株式等

１/３超
100％未満

100％(＊)

株式等の区分

本件の場合、控除負債利子の計算上、
当期末におけるＡ社株式の帳簿価額を
期末関連法人株式等の帳簿価額として、
分子の額に含めることになります。
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及び非支配目的株式等のいずれにも該

その他の株式等

５％超
１/３以下

50％

非支配目的株式等

５％以下

20％

当しない株式等とされています（法法
23①）
。
④

非支配目的株式等

(＊) 控除負債利子を配当等の額から控除

内国法人が、他の内国法人の発行済

した金額が益金不算入額になります。

株式等の５％以下の株式等を、その内

⑵ 定義
①

国法人がその他の内国法人から受ける

完全子法人株式等

配当等の額の支払に係る基準日におい

配当等の額の計算期間を通じて内国

て有する場合におけるその他の内国法

法人との間に完全支配関係があった他

人の株式等で、完全子法人株式等以外

の内国法人の株式等で一定のものとさ

のものとされています（法法 23⑦、

れています（法法 23⑤、法令 22の２

法令 22の３の２①）
。

①)。
②

なお、特定株式投資信託の受益権に

関連法人株式等

ついては、その保有割合に関わらず、

内国法人が、他の内国法人の発行済

非支配目的株式等に区分されます（措

株式等の１/３超の株式等を、その内

法 67の６）。ただし、外国株価指数連

国法人がその他の内国法人から受ける

動型特定株式投資信託については、本

配当等の額の計算期間の初日からその

制度の対象外となり、全額が益金算入

計算期間の末日まで引き続き有してい
る場合におけるその他の内国法人株式

されます。
⑶

本件の場合

等で、完全子法人株式等以外のものと
されています（法法 23⑥、法令 22の
３①）
。
なお、計算期間とは、その配当等の
額の支払を受ける直前にその配当等の
額を支払う他の内国法人により支払わ
れた配当等の額の支払に係る基準日の
翌日からその支払を受ける配当等の額
の支払に係る基準日までの期間とされ
ており、原則として「直前の配当等の
基準日の翌日からその配当等の基準日
までの期間」が計算期間となります
（法令 22の３②）。
ただし、計算期間の起算日について、
一定の調整が必要となるケースがあり
ますので留意が必要となります。
③

その他の株式等
完全子法人株式等、関連法人株式等

収受した剰余金の配当毎に、それぞれ
いずれの区分に分類されるか検討を行い
ます。
①

Ａ社配当（基準日：平成 27年３月
31日）
平成 26年 12月１日以降、Ａ社株式
の保有割合は継続して 60％であり、
当該配当の効力発生日（平成 27年６
月 24日）以前６月以上継続して１/３
超保有していますが、平成 27年度税
制改正により、関連法人株式等の判定
については、効力発生日基準ではなく
計算期間を基礎に行うことに変更され
ました。
計算期間は平成 26年 10月１日から
平成 27年３月 31日となります。計算
期間の末日である平成 27年３月 31日
における保有割合は 60％ですが、平
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控除負債利子の計算（分子）

⑴

控除負債利子の計算方法

３超を保有していないため、関連法人

関連法人株式等に係る配当等の益金不

株式等には該当しません。

算入額の計算上、その事業年度において

また、基準日における保有割合が５

支払う負債の利子がある場合には、その

％を超えるため、非支配目的株式等に

支払う負債利子の額のうち関連法人株式

も該当しません。

等に係る部分の金額（控除負債利子）を、

したがって、いずれにも該当しない

その配当等の額から控除することとされ

ことから、その他の株式等に分類され

ています（法法 23④、法令 22）
。

ます。
②

控除負債利子は、以下の算式により計

Ａ社配当（基準日：平成 27年９月

算します。

30日）

当期に支払う負債利子の額×Ｂ╱Ａ

計算期間は平成 27年４月１日から
平成 27年９月 30日となります。計算

Ａ(分母)：当期末及び前期末の総資産の帳
簿価額の合計額

期間中の保有割合は継続して 60％で

Ｂ(分子)：当期末及び前期末の期末関連法

あり、計算期間中継続して１/３超を

人株式等の帳簿価額の合計額

保有しているため、関連法人株式等に
分類されます。
③

なお、分子に含まれる期末関連法人株

Ｂ社配当（基準日：平成 27年３月

式等とは、内国法人が有する株式等でそ

31日）
計算期間は平成 26年 10月１日から

の内国法人の各事業年度終了の日の６月

平成 27年３月 31日となります。計算

前の日の翌日を計算期間の初日とし、そ

期間の末日である平成 27年３月 31日

の事業年度終了の日を計算期間の末日と

における保有割合は 10％であり、計

した場合に関連法人株式等となる株式等

算期間中継続して１/３超を保有して

（期末完全子法人株式等を除きます。）と

おらず、また、基準日における保有割

されています（法令 22②）。すなわち、

合が５％を超えるため、関連法人株式

控除負債利子の計算上は、計算期間では

等又は非支配目的株式等のいずれにも

なく、原則として、配当等の支払を受け

該当せず、その他の株式等に分類され

る法人の当期又は前期の期末日以前６月

ます。

の期間を通じて、発行済株式等の１/３

④

超を有しているか否かについて検討を行

Ｂ社配当（基準日：平成 27年９月

うことになるため留意が必要となります。

30日）
基準日における保有割合が５％以下

⑵

本件の場合
Ａ社株式が期末関連法人株式等に該当

のため、非支配目的株式等に分類され
ます。

するか検討を行います（Ｂ社株式の検討
については省略します。）
。
①

前期末
前期末におけるＡ社株式の保有割合
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は 60％ですが、平成 26年 11月 30日

を総資産の帳簿価額に調整する処理は不要

以前の保有割合は 20％であり、平成

となります。

26年 10月１日から平成 27年３月 31
日までの期間中継続して１/３超を保

４

有していないため、期末関連法人株式

控除負債利子の計算については、原則的

等には該当しません。
②

控除負債利子の計算（簡便法）

な計算方法に代えて、基準年度の実績を基

当期末

礎として簡便的に計算する簡便法を選択す

平成 27年 10月１日から平成 28年

ることが認められています（法令 22④）。

３月 31日までの期間のＡ社株式の保

簡便法を選択した場合、控除負債利子は、

有割合は継続して 60％であり、期末

以下の算式により計算します。

関連法人株式等に該当するため、控除

当期に支払う負債利子の額
×Ｂ╱Ａ（小数点以下３位未満切捨て)

負債利子の計算上、当期末におけるＡ
社株式の帳簿価額を分子の額に含める
ことになります。

Ａ：基準年度において支払った負債利子の額
の合計額

３

Ｂ：基準年度において原則的な計算方法に基

控除負債利子の計算（分母）

づき算定した控除負債利子の合計額

控除負債利子の計算上、分母の総資産帳
簿価額には、その他有価証券に係る評価益
等相当額又は評価損等相当額について減算

この簡便法における基準年度が、平成

又は加算を行うこととされていましたが、

27年４月１日から平成 29年３月 31日ま

平成 27年４月１日以後に開始する事業年

での間に開始した各事業年度と見直されま

度の控除負債利子の計算においては、調整

した。
したがって、当期においては、基準年度

を要しないことになりました。
本件の場合、その他有価証券であるＢ社

が当期のみとなるため、簡便法を選択する

株式について、当期末及び前期末において

場合であっても、過去の実績を基礎とした

評価損益が計上されている場合であっても、

簡便的な計算を行うことができず、原則的

当期における控除負債利子の計算上、当期

な計算方法に基づき控除負債利子の計算を

末及び前期末のＢ社株式に係る評価損益額

行うことが必要となります。

※ 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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