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国外転出、海外居住者への相続贈与時の課税（出国税）
近年、日本居住者が有価証券を保有したまま、株式譲渡益につき課税しない国へ出国した上で当該有価証券
を譲渡することにより、所得税を回避するケースが増加している。
そのような租税回避行為を防止するため、日本からの出国時にその含み益につき所得税を課す、いわゆる出
国税制度が導入されることとなった。本ニュースレターでは出国税制度の概要について解説している。
なお、本文中意見に関する部分は筆者の私見である。
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制度概要および背景

(1)

概要

出国税制度は、次の（イ）から（ハ）までに掲げる時において、一定の居住者が 1 億円以上の有価証券や未決
済の信用取引など（以下「対象資産」）を所有等（所有または契約の締結をいう。以下同じ）している場合（この
場合の居住者を「対象者」という。以下同じ）に、次の（イ）から（ハ）までに掲げる時に対象資産の譲渡または
決済（以下「譲渡等」）があったものとみなし、対象資産の含み益に対して所得税が課税される制度である。
当該制度は平成 27 年度税制改正において創設され、平成 27 年 7 月 1 日より適用される。
(イ) 対象者が国外転出をする時
(ロ) 対象者が国外に居住する親族等（非居住者）へ対象資産の一部または全部を贈与する時
(ハ) 対象者が亡くなり、相続または遺贈により国外に居住する相続人または受遺者が対象資産の一部また
は全部を取得する時
前記（ロ）および（ハ）の場合には、原則として贈与税・相続税が課せられるが、それに加えて出国税が課せら
れることになる。
なお、前記（イ）における「国外転出」とは「国内に住所および居所を有しなくなること」をいい、原則として所得
税法上の日本の居住者から非居住者となることを指す。
ただし、国外転出等を行った後、5 年以内に再び日本居住者となった等の場合には、更正の請求等の一定手
続を要件に課税が取り消され、納税額は還付されることとなる。
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また、一定の場合において所定の手続を行うことにより、納税猶予の適用を受けることができる。
(2)

背景

近年、日本居住者が有価証券を保有したまま、有価証券譲渡益につき課税しない国へ出国した上で当該有価
証券を譲渡するケースが増加している。このような場合、一定の要件に該当する場合を除き、日本では所得税
は課せられない。一方、出国先の税法においても所得税が課せられないため、結果として譲渡に係る所得税
は課せられないこととなる。
このような租税回避行為を防止するべく、平成 27 年 7 月 1 日以降、国外転出や非居住者への相続贈与によ
る対象資産の移管を行った場合につき、その対象資産の含み益が実現したものとみなして譲渡所得等の特例
課税が行われる出国税制度が導入されることとなった。
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納税義務者

出国税の納税義務者は、その国籍に応じ、下記のとおりとなる。
(1)

日本国籍者

国外転出、贈与、相続時の対象資産の価額等が 1 億円以上の者で、その日前 10 年以内に国内に住所また
は居所を有していた期間（納税猶予期間（後述）を含む）の合計が 5 年を超える者は対象とされる。出国税の
対象者は、国外転出や相続贈与時に対象資産を譲渡したものとみなして、特例的に譲渡所得等として課税さ
れることとなる。
(2)

外国籍者

納税義務の有無の判定方法は日本国籍者と同じであるが、一般的な就労 VISA に基づく滞在期間（出入国管
理および難民認定法（以下「入管法」）の別表第一に定める在留期間。下記参照）については、出国税の対象
者を判定する際の国内に住所または居所を有していた期間、すなわち日本の滞在期間（国外転出前 10 年の
うち 5 年超）に含まれないこととされている。
 別表第一の一 ： 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
 別表第一の二 ： 投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転
勤、興行、技能、技能実習
 別表第一の三 ： 文化活動、短期滞在
 別表第一の四 ： 留学、就学、研修、家族滞在
 別表第一の五 ： 特定活動
したがって、上記在留資格をもって国外グループ会社より派遣された外国籍の出向者は出国税の対象から除
外されることになるものの、配偶者 VISA 等の一定の VISA で滞在する期間（入管法の別表第二に定める在留
期間。次項参照）については対象となる点、留意が必要である。
 別表第二 ： 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
なお、別表二の在留資格で平成 27 年 6 月 30 日までの間に滞在していた期間はないものとされるため、配偶
者 VISA で日本に滞在する外国籍の居住者についても、当面の間は出国税の納税義務者からは除外される。
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3

課税対象および課税標準

(1)

課税対象

所得税法に規定する有価証券、匿名組合契約の出資の持分、未決済デリバティブ取引等となる。所得税法に
規定する有価証券には、金融商品取引法に規定される有価証券のほか、新株予約権等の一定資産が含まれ
る。
(2)

課税標準

出国税の課税標準は、その有価証券等の時価となるが、その算定時期についてはケースごとに異なる。
ケース

金額

国外転出：

国外転出時の価額等

納税管理人の届出あり
国外転出：

国外転出の予定日から起算して 3 月前の日における価額等

納税管理人の届出なし
贈与、相続または遺贈

その時の価額等

この場合の「価額」（時価）の算定方法は、個人が有価証券を譲渡する際の所得税法上の時価の考え方と同
様に（すなわち、原則として、所得税法基本通達 23～35 共－9 および 59－6 に基づき）算定される。
なお、国外転出後 5 年以内に帰国する場合で、対象資産を引き続き有しているときは、帰国した日から 4 月以
内に更正の請求により課税を取り消すことが可能となる。また、納税猶予を受ける場合には生じる利子税につ
いても、課されない。
(3)

税率

その保有する対象資産を譲渡等した場合と同じ税率が適用される。したがって、対象資産が株式であれば、
株式に係る譲渡所得等となり申告分離課税（税率 15.315％。復興特別所得税を含む）が適用される。
なお、国外転出や相続に伴い出国税が課せられる場合、住民税は課せられないと考えられる。住民税は、そ
の年の 1 月 1 日における住所地において、前年の総所得金額等を基礎として課税されるが、国外転出や相続
が生じる場合にはその翌年の 1 月 1 日に日本に対象者の住所があることは想定されないためである。
また、贈与による移管の場合でも、特例により住民税は課税されないと考えられるため、結果としていずれの
場合においても、所得税のみが課せられることになると考えられる。
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申告・納期限の原則と納税猶予

(1)

申告・納付期限の原則

出国税は所得税の特例措置であるため、申告期限や原則的な納期限は所得税と同様となる。すなわち、納税
管理人の届け出を行い国外転出をする場合や相続贈与により対象資産を移管する場合は国外転出、相続贈
与の日の翌年 3 月 15 日となる。一方、納税管理人の届出を行わずに国外転出する場合には国外転出の時ま
でとなる。
(2)

納税猶予

一定の手続を行うことにより、対象者は納期限の延長等の恩恵を受けることができる（あくまで納期限の特例
であり、申告期限の延長制度ではない）。
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(イ) 必要な手続
納税猶予の適用を受けるためには、下記の手続を行う必要がある。
i. 担保の提供
ii. 納税管理人の届出
iii. 確定申告書に納税猶予を受けようとする旨
iv. 届出書の提出（毎年度）
なお、提供できる担保は金銭や換価性の高い財産（国債等の一定の有価証券、不動産など）に限られるが、
一定の要件を満たす場合には納税者が保有する非上場株式も担保として認められる余地がある。
(ロ) 特典
納税猶予の適用を受けることにより、対象者が受けられる特典は下記のとおりである。
納税猶予適用以後の状況

減額措置等

納期限

納税猶予期間（5 年又は 10 年）の満了まで納税を猶予するこ
とができる。ただし猶予期間中に帰国する場合等を除き、猶
予期間に対応する利子税の納付が必要となる。

納税猶予期間中に譲渡等した際の対象

譲渡等した対象資産について、国外転出時課税により課され

資産の譲渡価額が国外転出の時の価

た税額を減額できる。

額よりも下落している場合
納税猶予期間の満了日の対象資産の

国外転出時から納税猶予期間の満了日まで引き続き所有等

価額が国外転出の時の価額よりも下落

している対象資産について、国外転出時課税により課された

している場合

税額を減額できる。

納税猶予期間中に対象資産を譲渡等し

国外転出先の国で納付した外国所得税について、外国税額

た際に外国所得税との二重課税が生じ

控除の適用を受けることができる。

る場合
（出典：国税庁 「国外転出時課税制度（FAQ）」）

納税猶予の適用要件を猶予期間の中途において充足しなくなる場合（例えば対象資産を譲渡した場合、毎年
の届出を怠った場合等）には、その納税猶予期間はこれらの事実があった日から 4 カ月を経過する日に繰り
上がる。
ただし、届出の未提出等により猶予期間が繰り上がる場合、上記の対象資産の価額が下落した場合の特例
等は適用できない点に留意が必要である。
なお、上記は国外転出の場合について記載しているが、相続贈与の場合にも納税猶予制度が存在する。
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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
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