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資本剰余金と利益剰余金の双方を原資として剰余金の配当を行う場合

当社（内国法人Ｐ社）の100％子会社である内国法人Ｓ社は、事業上の理由によ

り、適法かつ適正な条件に基づく剰余金の配当（以下「本件剰余金の配当」）の実

施を検討しています。本件剰余金の配当は、 利益剰余金を原資とする配当と、

資本剰余金を原資とする配当を別議案として の順に決議されますが、効力発生日は同

日とすることを考えています。

本件剰余金の配当前においてＰ社が保有するＳ社株式の税務上の帳簿価額は500です。

Ｓ社の前期末税務簿価純資産額（本件剰余金の配当の直前も同じと仮定）は以下のとおり

です。

純資産 3,000 資本金等の額 5,000

利益積立金額 △2,000

会計上の仕訳は以下のとおりと仮定します。

⑴ 利益剰余金を原資とする配当

繰越利益剰余金 300╱現金 300

⑵ 資本剰余金を原資とする配当

その他資本剰余金 270╱現金 270

この場合における剰余金の配当は税務上どのように取り扱われるでしょうか。

利益剰余金を原資とする剰余金

の配当と資本剰余金を原資とする

剰余金の配当は、別議案であった

としても、効力発生日を同日とする場合

は資本剰余金と利益剰余金の双方を同時

に減少して配当を行ったものとされ、そ

の全額が法人税法24条１項４号の「資

本の払戻し」として取り扱われるものと

解されています。

この場合において、Ｐ社の交付金銭の

額（570）が払戻対応資本金額等（450）

を超える部分の金額（120）は、みなし

配当の額とされます。

しかし、東京地裁判決（平成29年12

月６日）では、利益積立金額がマイナス

疑
問
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の場合には、払戻対応資本金額等が減少

資本剰余金の額を超えることとなるため、

払戻対応資本金額等は減少資本剰余金の

額と同額であることが相当と判示されま

した。この え方に基づくと、Ｐ社の交

付金銭の額（570）が払戻対応資本金額

等（270）を超える部分の金額（300）が

みなし配当の額とされます。

ただし、当該判決においても不明な点

が残り、今後の裁判や税制改正の動向を

見守る必要があることから、現時点では、

利益剰余金を原資とする配当と資本剰余

金を原資とする配当は、一定期間置いて

実施するほうが安全であると えられま

す。

なお、いずれにしても、みなし配当の

額は、完全子法人株式等に係る配当等の

額に該当することから、その全額が益金

不算入となります。Ｓ社株式は帳簿価額

で譲渡されたものとされるため、株式譲

渡損益は認識せず（法法61の２①

）、当該譲渡損益相当額は資本金等の

額の増減項目として取り扱われることと

なります（法令８①二十二）。

【解 説】

１ 効力発生日が同日である場合の剰余金の

配当の取扱い

法人税法23条１項１号の「剰余金の配

当（資本剰余金の額の減少に伴うものを除

く。）」は、①利益剰余金のみを原資とする

剰余金の配当を意味するものと解されます。

一方、法人税法24条１項４号の「剰余

金の配当（資本剰余金の額の減少に伴うも

のに限る。）」（「資本の払戻し」）は、利益

剰余金のみを原資とする剰余金の配当を除

いた剰余金の配当、すなわち、②資本剰余

金のみを原資とする剰余金の配当及び③資

本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする

剰余金の配当を意味するものと解されます。

この「資本の払戻し」の対象となる剰余

金の配当が上記②のみではなく上記③の類

型の配当を含むものとする解釈の趣旨は、

配当の順番付けにより、みなし配当の計算

の基礎となる払戻対応資本金額等（後述２

参照）の計算上生じ得る恣意性を排除する

ためとされ、これには一定の合理性がある

とされています（東京地判平成29年12月

６日）。

したがって、利益剰余金を原資とする剰

余金の配当と資本剰余金を原資とする剰余

金の配当は、同一総会決議の別議案であっ

たとしても、効力発生日を同日とする場合

は資本剰余金と利益剰余金の双方を同時に

減少して配当を行ったものとされ、その全

額が法人税法24条１項４号の「資本の払

戻し」として取り扱われるものと えられ

ます。

２ 資本の払戻しにおけるみなし配当の計算

及び取扱い

払戻法人の株主等である内国法人が資本

の払戻しにより金銭の交付を受けた場合に

おいて、その交付を受けた金銭の額が当該

払戻法人の資本金等の額のうちその交付の

基因となった当該払戻法人の株式に対応す

る部分の金額（「払戻対応資本金額等」）を

超えるときは、その超える部分の金額は、

受取配当等の益金不算入の規定の適用の対

象となる剰余金の配当等の額とみなすこと

とされています（法法23①、24①）。

なお、内国法人が保有する払戻法人株式
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が完全子法人株式等に該当する場合には、

剰余金の配当に伴うみなし配当の額の全額

が、内国法人において益金の額に算入され

ないこととなります（法法23①⑤、法令

22の２①）。

算式>

⑴ みなし配当の額

＝交付金銭の額－払戻対応資本金額等

⑵ 払戻対応資本金額等

＝Ａ×Ｃ/Ｂ×Ｅ/Ｄ（法令23①二・四）

Ａ：直前資本金額等

Ｂ：前期末税務簿価純資産額

Ｃ：減少資本剰余金の額

Ｃ/Ｂ：払戻資本割合（直前資本金額等≦

０の場合には０、直前資本金額

等＞０、かつ、前期末税務簿価純

資産額≦０の場合には１、小数点

以下３位未満切上げ）

Ｄ：払戻法人の資本の払戻しに係る株式の

総数

Ｅ：内国法人が資本の払戻しの直前に有し

ていた当該払戻法人の当該資本の払戻

しに係る株式の数

３ 資本の払戻しに伴う株式の譲渡損益の取

扱い

内国法人がその保有する完全支配関係が

ある内国法人の資本の払戻しにより金銭の

交付を受けた場合（その交付を受けた時に

おいて当該所有株式を有する場合に限りま

す。）には、有価証券の譲渡を行ったもの

として取り扱われますが、この場合には株

式譲渡損益は生じないこととされており

（法法61の２① ）、当該譲渡損益相当

額は資本金等の額の増減項目として取り扱

われることとなります（法令８①二十二）。

算式>

⑴ 譲渡対価の額

＝譲渡時の時価（みなし配当の額相当額

を控除した金額）（＝払戻対応資本金額等）

⑵ 譲渡原価の額

＝資本の払戻しの直前の当該所有株式の

帳簿価額×払戻資本割合（法法61の２①

二 、法令119の９）

⑶ 資本金等の額の増減金額

＝みなし配当の額＋譲渡原価の額－交付

金銭の額

４ 本件剰余金の配当への当てはめ

⑴ みなし配当の額

＝交付金銭の額(300＋270)－払戻対応資

本金額等(下記⑵により450)

＝120

⑵ 払戻対応資本金額等

＝直前資本金額等(5,000)×減少資本剰

余金の額(270)╱前期末税務簿価純資

産額(3,000)(＝0.090)×100％

＝450

⑶ 資本金等の額の増減金額

＝みなし配当の額(120)＋譲渡原価の額

(下記⑷により45)－交付金銭の額

(300＋270)

＝△405

⑷ 譲渡原価の額

＝資本の払戻しの直前の当該所有株式の

帳簿価額(500)×払戻資本割合(0.090)

＝45
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Ｐ社の仕訳>

現金 570／ 受取配当金 120

Ｓ社株式 45

資本金等の額 405

５ 東京地方裁判所平成29年12月６日判決

の判示

⑴ 利益積立金額≧０の場合（資本金等の

額≦純資産額の場合）

上記１のとおりとされます。

⑵ 利益積立金額＜０の場合（資本金等の

額＞純資産額の場合）

法人税法の規定は上記１と同様となっ

ています。しかしながら、利益積立金額

がマイナスの場合において、資本剰余金

と利益剰余金の双方を原資とする剰余金

の配当を行う場合には、払戻対応資本金

額等が減少資本剰余金を超えることとな

り、「法人税法の委任の範囲を逸脱した

違法なものとして無効であるというべ

き」と判示されています。当該判決によ

ると、受取配当等の益金不算入の規定の

趣旨は、課税済利益に対する二重課税の

排除であるところ、減少資本剰余金の額

と払戻対応資本金額等の差額につき二重

課税が生じていることになります。

したがって、この場合には、払戻対応

資本金額等は減少資本剰余金の額と同額

となるものと解するのが相当と判示され

ています。

６ 本件剰余金の配当への当てはめ（東京地

裁判決に従った場合）

⑴ みなし配当の額

＝交付金銭の額(300＋270)－払戻対応資

本金額等(下記⑵により270)

＝300

⑵ 払戻対応資本金額等

＝直前資本金額等(5,000)×減少資本剰

余金の額(270)╱前期末税務簿価純資

産額(3,000)(＝0.090)×100％

＝450

減少資本剰余金の額270＜450 ∴270

⑶ 資本金等の額の増減金額

＝みなし配当の額(300)＋譲渡原価の額

(下記⑷により45)－交付金銭の額

(300＋270)

＝△225

⑷ 譲渡原価の額

＝資本の払戻しの直前の当該所有株式の

帳簿価額(500)×払戻資本割合(0.090)

＝45

Ｐ社の仕訳>

現金 570／ 受取配当金 300

Ｓ社株式 45

資本金等の額 225

７ 解明されていない事項

当該判決においても以下を含む不明な点

が残り、今後の裁判や税制改正の動向を見

守る必要があることから、現時点では、利

益剰余金を原資とする配当と資本剰余金を

原資とする配当は一定期間置いて実施され

るほうが、予見可能性が高まるものと え

られます。

■ 資本剰余金と利益剰余金の双方を原資

とする剰余金の配当で、全体として資本

の払戻しとされるのは、別議案か否かに
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かかわらないか また、効力発生が同

日である場合に限られるか

■ 利益積立金額がマイナスの場合であっ

ても、完全支配関係がある場合には含み

損益が資本金等の額にチャージされるた

め課税所得を構成しない（二重課税が生

じない）とすると、完全支配関係法人間

であれば払戻対応資本金額等は減少資本

剰余金の額と同額とする必要がないか

なお、上記の判決は、執筆時（2019年

２月）において控訴中であることにご留意

ください。

※ 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。また、上記記載は掲載日現在有効な法令に基づくことに留意を要します。

《デロイト トーマツ税理士法人 グローバル タックス サービス

パートナー 西村 美智子》
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