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Japan Tax Newsletter 

デロイト トーマツ税理士法人 

2019年 8月 1日号 

国際税務最新情報：外国子会社合算税制～ペーパーカンパニー要件の除
外類型の追加 

はじめに 

令和元年度税制改正により外国子会社合算税制については、主に、以下の見直しが行われた。 

改正内容 適用時期 

1 ペーパーカンパニー 除外類型の追加 

緩和 
内国法人の 2019年 4月 1

日以後終了事業年度に係

る合算課税*1について適用

2 ペーパーカンパニー 保険委託者特例等の見直し 

3 経済活動基準 保険業に係る非関連者基準の見直し 

4 会社単位合算課税 
連結納税等を適用している外国関係会社

の適用対象金額等の計算方法の整備 

整備 

5 適用免除基準 
連結納税等を適用している外国関係会社

の租税負担割合の計算方法の整備 

6 二重課税調整 
連結納税等を適用している外国関係会社

の外国税額控除の計算方法の整備 

内国法人の 2019年 4月 1

日以後終了事業年度の課

税対象金額等*1に係る外国

法人税の額について適用 

7 キャッシュボックス 保険に係る類型の追加 

引締め 

外国関係会社の 2019年 4

月 1 日以後開始事業年度

から適用 8 部分合算課税 保険所得の追加 

*1  外国関係会社の 2018年 4月 1日 以後開始事業年度に係るものに限る

本ニュースレターでは、多くの米国進出企業に関連するであろうペーパーカンパニー要件の除外類型の追加（上の表

中 1）について、概要と留意点を中心に解説する。 

ペーパーカンパニーの除外類型の追加 

(1) 概要

今回の改正では、米国の連邦法人税率が 35％から 21％に引き下げられたことをひとつの契機として、倒産隔離や

不動産登記等の事務コストの軽減等の事業上の理由から固定施設や人員を有さない法人を活用する米国等のビジ

ネス実態を考慮し、これらの法人のうち、合算対象とならない子会社配当等が収益の大宗である外国関係会社や、

実体のあるビジネスに関して用いられている本店所在地国の不動産や資源等を源泉とするものが収益の大宗である

外国関係会社などについては、一定の要件の下、ペーパーカンパニーの範囲から除外することとされた。
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ペーパーカンパニーから除外される外国関係会社の類型は大きく以下の 3つに分類される*2。 

1) 持株会社である一定の外国関係会社

2) 不動産保有に係る一定の外国関係会社

3) 資源開発等プロジェクトに係る一定の外国関係会社

*2  法令上は、①外国子会社の株式等の保有を主たる事業とする等の一定の外国関係会社、➁特定子会社の株式等の保

有を主たる事業とする等の一定の外国関係会社、③不動産の保有、石油等の天然資源の探鉱等又は社会資本の整

備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている等の一定の外国関係会社の 3 つに分類されるが、本

ニュースレターでは、便宜上、上記の分類による。

上記 1)から 3）までの外国関係会社に係るペーパーカンパニー除外要件の概要は、以下のとおりである。 

(2) ペーパーカンパニーの除外要件

1) 持株会社である一定の外国関係会社

(A) 外国子会社の株式等の保有を主たる事業とする等の一定の外国関係会社

外国子会社合算税制では従来から外国関係会社が得る持株割合 25%以上等の子会社からの剰余金の配当

等は合算対象としていないことから、今回の改正で外国子会社の株式等の保有を主たる事業とする外国関係

会社で、その収入金額のうちに占めるその株式等に係る剰余金の配当等の額の割合が著しく高いこと等の一

定の要件に該当するものは、租税回避リスクが少ないものとして、ペーパーカンパニーから除外される（措法

66の 6②二イ(3)）。

(B) 特定子会社の株式等の保有を主たる事業とする等の一定の外国関係会社

現地の事業から退出する等の場合、持株会社が子会社株式を譲渡することによる譲渡益が生じ得ることとなる

が、これを一概にペーパーカンパニーとして合算対象とすれば事業活動に支障をきたすおそれがある。このた

め、その持株会社が、現地の経済活動実体のある会社と一体となって活動し、経済活動実体のある会社の事

業にとって必要不可欠な機能を果たすものと認められ、保有する資産や生ずる所得の状況から租税回避リスク

が限定的であるものに限っては、ペーパーカンパニーから除外される（措法 66の 6②二イ(4)）。
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具体的には、(A)(B)につき以下全ての要件に該当する場合にペーパーカンパニーから除外される。 

主たる事業 (A) 外国子会社の株式等の保有 (B) 特定子会社の株式等の保有*3 

「 外国子会社 」

「特定子会社」の

意義 

「外国子会社」 

 その外国関係会社の本店所在地国

と同一国に所在し、かつ、 

 その外国関係会社による持分割合

が 25％以上かつその状態が配当

支払義務確定日以前 6 月以上（原

則）継続している場合の外国法人 

 「特定子会社」 

内国法人に係る他の外国関係会社（管理支

配会社の本店所在地国と同一国に所在する

ものに限る。）で、部分対象外国関係会社に

該当するもの 

不可欠機能要件  

管理支配会社の行う事業（その管理支配会社

の本店所在地国において行うものに限る。）の

遂行上欠くことのできない機能を果たしている 

被管理支配要件  

 管理支配会社によってその事業の管理、支

配及び運営が行われている 

 その事業を的確に遂行するために通常必

要と認められる業務の全てが、その本店所

在地国において、管理支配会社の役員又

は使用人によって行われている 

所在地国要件  
その本店所在地国を管理支配会社の本店所在

地国と同じくする 

課税要件  
その所得がその本店所在地国で課税対象とさ

れている 

資産割合要件 

 

外国子会社株式等・一定の現預金 

外国子会社に係る未収配当 
 

一定の預金に係る未収利子 
＞95％ 

総資産簿価 
 

特定子会社株式等・一定の現預金 

特定子会社に係る未収配当 
 

一定の預金に係る未収利子・特定子会

社株式等に係る未収譲渡対価*4 ＞95％ 

総資産簿価 

収入割合要件 
外国子会社配当・一定の預貯金利子 

＞95％ 
総収入金額 

 

特定子会社配当・一定の預貯金利子・

特定子会社株式等譲渡対価 ＞95％ 

総収入金額 
 

*3  被管理支配会社の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同様の要件を満たすものについても、ペーパーカンパニ

ーに該当しないこととされた。 

*4  関連者以外の者への譲渡に限るものとし、1 年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を

受けた株式等の譲渡元の外国関係会社又は関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。 

2) 不動産保有に係る一定の外国関係会社 

(C) 特定不動産の保有を主たる事業とする等の一定の外国関係会社 

米国等のビジネスにおいては、登記移転等のコストや事務負担を避ける観点や、資金調達・リスク管理上の便

宜等から、企業が不動産を直接保有するのではなく、それを保有するだけの機能を有する一定の不動産保有

会社を通じて保有することが一般的に行われているが、これらについて一概にペーパーカンパニーとして合算

対象とすれば事業活動に支障をきたすおそれがある。このため、その不動産保有会社が現地の経済活動実体

のある不動産会社と一体となって活動し、その経済活動実体のある不動産会社の事業の遂行上欠くことのでき

ない機能を果たし、その経済活動実体のある不動産会社の事業にとって必要不可欠な現地の不動産を保有す

るものと認められる場合であって、その不動産から生ずる譲渡益・賃貸料等がその収益のほとんどを占めるな

ど、租税回避リスクが限定的と認める場合に限り、ペーパーカンパニーから除外される（措法 66の 6②二イ

(5)、措令 39の 14の 3⑨一） 

(D) 管理支配会社が自ら使用する不動産を保有する一定の外国関係会社 

現地の経済活動実体のある事業活動を行う会社が自ら使用する自社ビルをその子会社が保有するようなケー

スでその子会社が、収入割合要件や資産割合要件等の一定の要件を満たす場合も、同様にペーパーカンパニ

ーから除外される（措法 66の 6②二イ(5)、措令 39の 14の 3⑨二）。 
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具体的には、(C)(D)につき以下全ての要件に該当する場合にペーパーカンパニーから除外される。 

主たる事業 

(C) 特定不動産の保有*5 (D) 不動産保有管理会社 

その本店所在地国にある不動産等で、管理支

配会社の事業の遂行上欠くことのできないもの

の保有 

 その本店所在地国にある不動産等で、管理

支配会社が自ら使用するものの保有 

不可欠機能要件 

管理支配会社の行う事業（その管理支配会社

の本店所在地国において行うもので不動産業

に限る。）の遂行上欠くことのできない機能を果

たしている 

 管理支配会社の行う事業（その管理支配会

社の本店所在地国において行うものに限

る。）の遂行上欠くことのできない機能を果

たしている 

所在地国要件 その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくする 

課税要件 その所得がその本店所在地国で課税対象とされている 

被管理支配要件 

管理支配会社によってその事業の管理、支配及び運営が行われている 

その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国に

おいて、管理支配会社の役員又は使用人によって行われている 

資産割合要件 

 

特定不動産・一定の現預金 

特定不動産に係る未収金等 ＞95％ 

総資産簿価 
 

特定不動産・一定の現預金 

特定不動産に係る未収金等 ＞95％ 

総資産簿価 

収入割合要件 

特定不動産譲渡対価・特定不動産貸付

対価・一定の預貯金利子  

＞95％ 
総収入金額 

 

特定不動産譲渡対価・特定不動産

貸付対価・一定の預貯金利子  

＞95％ 
総収入金額 

 

*5  被管理支配会社の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同様の要件を満たすものについても、ペーパーカンパニ

ーに該当しないこととされた。 

3) 資源開発等プロジェクトに係る一定の外国関係会社 

(E) 特定子会社株式等の保有、非関連者からの資金調達及び特定子会社への資金提供又は特定不動産の保有を

主たる事業とする等の一定の外国関係会社 

現地の資源開発やインフラ投資のビジネスにおいては投資規模が巨額に上ることや許認可等の観点から一般

的に現地企業等とのジョイントベンチャー（JV）による進出が行われているが、こうした事業への進出の際にはリ

スク管理やノン リコース ローンによる資金調達、JVを組む相手が他企業との出資関係を整理する観点等か

ら、一定の持株会社等が設立されることが一般的であるが、これらを一概にペーパーカンパニーとして合算対

象とすれば事業活動に支障をきたすおそれがある。このため、現地の資源開発等プロジェクトに能動的に関与
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する経済活動実体のある会社と一体となって活動し、そ

の資源開発等プロジェクトの遂行上必要不可欠な機能を

果たすと認められる場合であって、その収入のほとんど

が同一国内の資源開発等プロジェクトから生ずる収益で

あるなど、租税回避リスクが限定的と認める場合に限り、

ペーパーカンパニーから除外される（措法 66の 6②二イ

(5)、措令 39の 14の 3⑨三）。 

 

 

 

 

 

 

具体的には、以下全ての要件に該当する場合にペーパーカンパニーから除外される。 

主たる事業 

(E) 資源開発等プロジェクトに係る一定の外国関係会社*6 

以下のいずれか 

 「特定子会社」の株式等の保有 

 非関連者から調達した資源開発等プロジェクトの遂行のための資金の「特定子会社」へ

の提供 

 特定不動産（その外国関係会社の本店所在地国にある不動産等で、資源開発等プロジ

ェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしているもの）の保有 

「特定子会社」の

意義 

 その外国関係会社の本店所在地国と同一国に所在する持分割合が 10%以上の外国

法人であり、かつ、 

 管理支配会社等の行う「資源開発等プロジェクト」*7の遂行上欠くことのできない機能を

果たすもの 

不可欠機能要件 管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしてい

る 

被管理支配要件 
 管理支配会社等によってその事業の管理、支配及び運営が行われている 

 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在

地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によって行われている 

所在地国要件 その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくする 

課税要件 その所得がその本店所在地国で課税対象とされている 

資産割合要件 

 

特定子会社株式等・特定子会社に対する貸付金・特定不動産・一定の現預金 

特定子会社に係る未収配当・特定子会社株式に係る未収譲渡対価 

特定子会社に対する貸付金に係る未収利子・特定不動産に係る未収譲渡対価 

一定の預金に係る未収利子・特定不動産に係る未収金等 

＞95％ 

総資産簿価 

収入割合要件 

特定子会社配当・特定子会社株式等譲渡対価*4・一定の預貯金利子 

特定子会社に対する貸付金利子・特定不動産譲渡対価・特定不動産貸付対価 ＞95％ 

総収入金額 
 

*6   非関連者からの資源開発等プロジェクトの遂行のための資金の調達及び被管理支配会社に係る特定子会社に対して行うその

資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、同様の要件を満たすものについても、ペーパーカンパニーに該当しないこと

とされた。 

*7   「資源開発等プロジェクト」とは、管理支配会社等の本店所在地国において行う石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採

取の事業等又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業をいう。 
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 おわりに 

今回の見直しによりペーパーカンパニーに該当しないこととされた場合であっても、経済活動基準を満たさない外国

関係会社については、従前どおり租税負担割合が 20％以上でない限りは会社単位の合算課税の対象となる点に留

意する必要がある。 

（名古屋事務所 前田 唯衣）  
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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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