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※本ニュースレターは、Deloitte Tax LLP が発行したニュースレターの抄訳です。

日本語訳と原文（英語）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。

バイデン大統領による税制改正の提案「American Jobs Plan」の発表 

2021 年 3 月 31 日にバイデン大統領による税制改正の提案「American Jobs Plan」が公表されました。民主党による議会の

コントロールが盤石ではない中、今後の動向が注目されます。また、2021 年 4 月 7 日に財務省による税制改正法案の概

要である「Made-in American Tax Plan」も公表されています。 

日系企業にとって重要と思われる項目の和訳は、以下のとおりです。 

2021 年 3 月 31 日、バイデン大統領は American Jobs Plan を発表し、2 兆ドルの議案に関する財源を確保するために、企

業に焦点を当てた増税とともに法人税率の引上げを提案しました。American Jobs Plan には国の道路や橋、水道、配電網

及びブロードバンドの整備等のインフラ投資、国内製造の推奨、クリーンエネルギーの促進、住宅価格の適正化、子供、高齢

者及び障害者のための在宅及び地域密着型のケアの改善等が含まれています。大統領の会見に先立って発表されたホワイ

トハウスのファクトシートによると、大統領選挙の際に公表されていたとおり、2 兆ドルの支出は今後 15 年かけて法人税の増税

等により手当される想定となっています。 

上記法人税の増税等の手当には、下記が含まれています。 

◼ 法人税率の 28％への引上げ（現行 21%） 

◼ グローバル無形資産低課税所得（Global intangible low-taxed income：以下「GILTI」）の実効税率を 21％に引き

上げ、GILTI 計算を国単位に変更すると共に QBAI（Qualified Business Asset Investment：CFC 保有の固定資産）

から計算される非課税枠（QBAIｘ10%）を撤廃 

◼ 諸外国に法人に対するミニマム税の導入を奨励し、諸外国がミニマム税の導入を導入しない場合には、所得を当該諸

外国へ移転させる支払に係る損金性を否認

◼ 米国企業が外国に本籍を移管する取引（Inversion）を防ぐ規則を強化

◼ 雇用の米国外移転に係る費用の損金性を否認し、雇用を米国内に移転する場合は税額控除を付与

◼ 大企業に対して、会計利益ｘ15％のミニマム税の導入

◼ 化石燃料産業のための優遇税制措置を撤廃

◼ FDII の改正案：FDII（Foreign-derived intangible income：物品輸出・US 外へのサービスからの所得）の所得控除

を廃止し、より効果的な R&D 投資インセンティブを拡大

政府によると、企業が公正な税金を支払うことを確実にするために、上記の新規定は内国歳入庁（Internal revenue 

Service：IRS）の執行力の強化により担保されると説明されています。 

また、2021 年 4 月 7 日に財務省により発表された「Made-in America Tax Plan」では下記事項等が説明されています。 

◼ 15％のミニマム税の課税される企業の範囲が、バイデン大統領候補が 2020 年の選挙時に要求していた会計利益

1 億ドルを超える大企業から、会計利益が最低 20 億ドルの大企業に変更されると示唆しています

◼ 税源浸食及び濫用防止税（Base erosion and anti-abuse tax： BEAT）を廃止し、Stopping Harmful Inversions 

and Ending Low-Tax Developments（SHIELD）の導入。SHEILD は軽課税国所在の関連者との取引を対象にした損

金処理を制限する制度として説明されています
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上記に加え、2021 年 4 月 28 日に公表された「American Families Plan」では個人所得税等に関する下記事項等が説明さ

れています。 

◼ 通常所得に対する所得税の最高税率を 39.6％へ引上げ（現行 37%） 

◼ 100 万ドルを超える世帯（算定方法については明らかにされておりません）の長期キャピタルゲイン及び一定の配当所

得に対して通常所得に対する所得税（つまり、39.6%）での課税（現行 20％） 

 

※参考資料 

Tax News & Views - April 9, 2021 

Tax News & Views - March 31, 2021 (Special Edition)  

Tax News & Views (windows.net) 

本ニュースレターは、2021 年 5 月 26 日時点の情報に基づいて執筆しています。 
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