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法人税

株式移転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
および所得税額控除に関する留意点
当社は、平成 28年５月１日に株式移転により設立された持株会社です。設立初
年度である当期（平成 28年５月１日〜平成 29年３月 31日）において、株式移転
完全子法人であったＡ社から剰余金の配当を受領しています。当期に受領した剰余
金の配当の概要は以下のとおりです。なお、株式移転日から当期末まで当社がＡ社株式の
100％を継続保有しており、所有株式数も変動はありません。

注

受領した配当

配当基準日

効力発生日

配当原資

Ａ社配当

平成 28年６月 30日 注

平成 28年８月 29日

利益剰余金

Ａ社の前回の配当基準日は平成 28年３月 31日である。
当社が当期に受領した上記剰余金の配当につき、益金不算入額の計算を行う場合の留意

点および上記配当に係る源泉所得税につき、所得税額控除の適用を受ける場合の留意点を
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。

本件の場合、以下の点について
留意が必要となります。
１

不要です。
２

当期に受領したＡ社配当に対する源

受取配当金の益金不算入

泉所得税の額については、全額法人税

当期に受領した剰余金の配当の元本

額からの控除が可能です。

であるＡ社株式をその他株式等に区分

所得税額控除における株式移転の特

の上、益金不算入額の計算を行う必要

例については、平成 27年度税制改正

があります。

後も適用が可能であるため、Ａ社配当

関連法人株式等の判定について、平

に係る源泉所得税額についても全額控

成 27年度税制改正前の関係法人株式

除が可能です。

等の判定において認められていた株式
移転の特例が設けられていないため、

【解

Ａ社配当については、益金不算入割合

１

が 50％となる点に留意が必要です。
Ａ社配当について負債利子の控除は

所得税額控除の計算

⑴

説】
受取配当金の益金不算入
株式等の区分の見直し
受取配当金の益金不算入制度は、保有
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する株式等の区分により益金不算入割合

また、計算期間とは、その配当等の額

が定められていますが、平成 27年度税

の支払を受ける直前に当該配当等の額を

制改正において、株式等の区分および益

支払う他の内国法人により支払われた配

金不算入割合が次のとおりとされました。

当等の額の支払に係る基準日の翌日から

・完全子法人株式等

100％

その支払を受ける配当等の額の支払に係

・関連法人株式等

100％

る基準日までの期間とされています（法

・その他株式等

50％

・非支配目的株式等

20％

⑵ 完全子法人株式等の範囲

令 22の２②）。
つまり、前回の配当等の基準日の翌日
から今回の配当等の基準日までの期間に

完全子法人株式等とは、原則として配

おいて、継続して完全支配関係がある場

当等の額の計算期間の初日から当該計算

合、配当等を支払うその完全支配関係が

期間の末日まで継続して内国法人とその

ある法人の株式が完全子法人株式等に該

支払を受ける配当等の額を支払う他の内

当することとなります。

国法人との間に完全支配関係があった場

ただし、以下に該当する場合には、計

合の当該他の内国法人の株式等とされて

算期間の起算日を調整する必要がありま

います（法法 23⑤、法令 22の２①）。

す（法令 22の２②一〜三）。

調整事由
一

調整後の起算日

前回の配当等の基準日の翌日が今回の配当等の基準日
から起算して１年前の日以前である場合又は今回の配当
等の基準日から起算して１年前の日以前に設立された法
人から設立日以後最初に支払われる配当等である場合

今回の配当等の基準日から
起算して１年前の日の翌日

（三の場合を除く）
二

今回の配当等の基準日以前１年以内に設立された法人
から設立日以後最初に支払われる配当等である場合（三

設立の日

の場合を除く）
三

今回の配当等が配当等の額の元本である株式等を発行
した法人から今回の配当等の基準日以前１年以内に取得

取得の日

した株式等につき最初に支払われる配当等である場合
⑶ 関連法人株式等の範囲
平成 27年度税制改正により、改正前

る配当等の額の計算期間の初日からその
計算期間の末日まで引き続き有している

の関係法人株式等から定義が変更され、

場合における当該他の内国法人株式等で、

名称も関連法人株式等へと変更されてい

完全子法人株式等以外のものとされてい

ます。関連法人株式等とは、内国法人が、

ます（法法 23⑥、法令 22の３①）。

他の内国法人の発行済株式等の１/３を

つまり、前回の配当等の基準日の翌日

超える当該他の内国法人の株式等を、当

から今回の配当等の基準日までの期間に

該内国法人が当該他の内国法人から受け

おいて、継続して１/３超の株式等を保
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有している場合、その保有されている法

とおおむね同一ですが、計算期間の起算

人の株式が関連法人株式等に該当するこ

日の調整は以下のとおりとなります（法

ととなります。

令 22の３②一〜三）。

計算期間の定義は、完全子法人株式等
調整事由
一

調整後の起算日

前回の配当等の基準日の翌日が今回の配当等の基準日
から起算して６月前の日以前である場合又は今回の配当
等の基準日から起算して６月前の日以前に設立された法
人から設立日以後最初に支払われる配当等である場合

今回の配当等の基準日から
起算して６月前の日の翌日

（三の場合を除く）
二

今回の配当等の基準日以前６月以内に設立された法人
から設立日以後最初に支払われる配当等である場合（三

設立の日

の場合を除く）
三

今回の配当等が配当等の額の元本である株式等を発行
した法人から今回の配当等の基準日以前６月以内に取得

取得の日

した株式等につき最初に支払われる配当等である場合
なお、平成 27年度税制改正前におい

を、当該内国法人が当該他の内国法人か

ては、
株式移転完全親法人であった法人が、

ら受ける配当等の額の支払に係る基準日

その株式移転に係る株式移転完全子法人

において有する場合における当該他の内

であった他の内国法人の発行済株式の

国法人の株式等で、完全子法人株式等以

25％以上の株式を、その株式移転によ

外のものとされています（法法 23⑦、

るその法人の設立の日から同日以後最初

法令 22の３の２①）。

にその株式に係る剰余金の配当の額の支
払に係る効力が生ずる日まで引き続き有

⑹

本件の当てはめ
①

Ａ社株式の区分

している場合について、関係法人株式等

Ａ社配当の計算期間は、当該配当が

に該当することとされていましたが、改

利益剰余金からの配当のため、前回の

正後の関連法人株式等の判定においては、

配当基準日の翌日から今回の配当基準

このような特例は設けられていません。

日までである、平成 28年４月１日か

⑷ その他の株式等の範囲
完全子法人株式等、関連法人株式等お

ら平成 28年６月 30日となります。計
算期間の末日である平成 28年６月 30

よび非支配目的株式等のいずれにも該当

日において、当社とＡ社の間に完全支

しない株式等とされています（法法 23

配関係がありますが、完全支配関係が

①）。

発生したのは平成 28年５月１日であ

⑸ 非支配目的株式等の範囲

り、計算期間を通じて完全支配関係が

内国法人が、他の内国法人の発行済株

なく、計算期間の起算日の調整事由に

式等の５％以下の他の内国法人の株式等

も当てはまる項目がないため、完全子
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法人株式等には該当しません。

て計算される所得税の額とされています

同様に、当社がＡ社の株式の１/３
超を保有したのは平成 28年５月１日

（法法 68①、法令 140の２①一）。
⑵

株式移転の特例

であり、計算期間を通じてＡ社株式の

元本を所有していた期間に対応するも

１/３超を保有しておらず、計算期間

のとして計算される所得税の額は、配当

の起算日の調整事由にも当てはまる項

等に対する所得税の額に、前回の配当基

目がないため、関連法人株式等には該

準日の翌日から今回の配当基準日までの

当しません。この点平成 27年度税制

期間の月数のうち、その内国法人が元本

改正前であれば、株式移転の特例によ

を所有していた期間の月数の占める割合

りＡ社株式は関係法人株式等に該当し

を乗ずる方法により計算するのが原則で

ていましたが、特例の廃止により関連

す。

法人株式等には該当しないことに留意

しかし、株式移転により設立された株

が必要です。

式移転完全親法人が当該株式移転に係る

また、今回の配当基準日におけるＡ

株式移転完全子法人からその設立の日後

社株式の保有割合が５％を超えるため、

最初に支払われる剰余金の配当にあって

非支配目的株式等には該当しません。

は、その配当の計算の基礎となった期間

したがって、いずれにも該当しない

の開始日から当該設立日の前日までその

ことから、Ａ社株式はその他の株式等

元本のすべてを所有していたものとみな

に区分されることとなります。

して月数計算します。

②

控除負債利子の計算

したがって、株式移転後に株式移転完

関連法人株式等以外に係る配当等の

全親法人が当該株式移転完全子法人から

益金不算入額の計算においては、負債

受領する初回配当に係る所得税は、
設立の

利子の控除は不要です。Ａ社配当は関

日以後初回配当の基準日まで株式移転完

連法人株式等に係る配当ではないため、

全子法人株式を継続保有している限り、
全

負債利子の控除は不要となります。

額法人税から控除できることとなります。
⑶

２
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所得税額控除の計算

本件の当てはめ
Ａ社配当について、前回の配当基準日

⑴ 原則

の翌日から今回の配当基準日までの月数

剰余金の配当（資本剰余金の減少に伴

は３月であり、当社が元本を所有してい

うものおよび分割型分割によるものを除

た月数は２月ですが、株式移転の特例に

きます）に対する所得税の額のうち、法

より元本所有月数が３月となるため、全

人税の額から控除できる額は、その元本

額所得税額控除が可能となります。

を所有していた期間に対応するものとし
※ 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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