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資産税(譲渡所得）

国外転出時課税制度の導入の影響
私は非上場会社であるＡ社の役員であり、一定数のＡ社株式を有しております。
父はＡ社の創業者で代表取締役の地位についておりますが高齢であり、自身に万が
一の事態が生じた場合には、自身の保有するＡ社株式の全てを私に承継する予定で
す。
このたび、私はＢ国に所在するＡ社の海外子会社に駐在することとなりました。駐在期
間は少なくとも数年以上にわたります。
平成 27年度税制改正により、海外へ出国した場合には株式などの資産の含み益に課税
がされる制度が導入されたと聞きましたが、私の場合でも出国に伴い、日本で何らかの課
税が生じる可能性があるのでしょうか

平成 27年度税制改正で導入さ
れた、いわゆる出国税制度により、
その保有するＡ社株式を含む有価

可能性があります。

【解
１

説】
背景

証券等の時価が１億円以上となるのであ

近年、日本居住者が有価証券を保有したま

れば、原則としてその含み益に対し譲渡

ま株式譲渡益に課税しない国へ出国した上で、

所得税が課されます。

当該有価証券を譲渡することにより所得税の

ただし、国外転出等を行った後、５年

課税を回避するケースが増加しています。

以内に再び日本居住者となった等の場合

そのような租税回避行為を防止するため、

には、更正の請求等の一定手続を要件に

日本からの出国時にその含み益につき所得税

課税が取り消され、納税額は還付されま

を課税する制度（出国税制度）が導入されま

す。また、一定の手続を条件に、一定期

した。

間に限り納税猶予の選択を行うこともで
きます。
なお、あなたの駐在中に相続・贈与に

具体的には、次の

から

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

よりあなたの父が保有するＡ社株式をあ

産」と い い ま す。
）を 所 有 等 し て い る 場 合

なたが取得する場合には、相続税・贈与

（この場合の居住者を「対象者」といいます。

税とは別に、新たに出国税が課せられる

以下同じです。）に、それぞれの時に対象資
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産の譲渡等があったものとみなし、その含み

一定資産が含まれます。

益に対して所得税が課税される制度です。

⑵

当該制度は平成 27年７月１日より適用さ
れています。

課税標準

出国税の課税標準は、その有価証券等の時
価となりますが、その算定時期についてはケ

対象者が国外転出をする時
対象者が非居住者へ対象資産の一部また
は全部を贈与する時
対象者が亡くなり、相続または遺贈によ

ースごとに異なります。
ケース

金額

国外転出：

国外転出時の価額等

り国外に居住する相続人または受遺者が対

納税管理人の届出あ

象資産の一部または全部を取得する時

り

前記

および

の場合には、原則として贈

国外転出：

国外転出の予定日か

与税・相続税が課せられますが、それに加え

納税管理人の届出な

ら起算して３月前の

て出国税が課せられることになります。

し

日における価額等

贈与、相続または遺

その時の価額等

なお、前記

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します。

贈
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

２

納税義務者
日本国籍者の場合、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、

時価の

え方と同様に（すなわち、原則とし

て、所得税基本通達 23〜35共―９および 59
―６に基づき）算定されます。

その日前 10年以内に国内に住所または居所

なお、国外転出後５年以内に帰国する場合

を有していた期間（納税猶予期間（後述）を

で、対象資産を引き続き有しているときは、

含みます。
）の合計が５年を超える者が納税

帰国した日から４か月以内に更正の請求によ

義務者となります。出国税の対象者は、国外

り課税を取り消すことが可能となります。ま

転出や相続・贈与時に対象資産を譲渡したも

た、納税猶予を受ける場合には生じる利子税

のとみなして、特例的に譲渡所得等として課

についても、課されません。

税されることとなります。

また、相続・贈与により出国税が課された
場合には、財産を取得した全ての非居住者が

３

課税対象および課税標準

当該贈与等の日から５年以内に帰国すること

⑴

課税対象

を条件に、国外転出の場合と同様、課税の取

課税対象となるのは、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

消しが行われます。
⑶

税率

済デリバティブ取引等となります。所得税法

その保有する対象資産を譲渡等した場合と

に規定する有価証券には、金融商品取引法に

同じ税率が適用されます。したがって、対象

規定される有価証券のほか、新株予約権等の
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資産が株式であれば、株式に係る譲渡所得等

の担保として適当な財産がないと認められ

となり申告分離課税（税率 15.315％（復興

ること

特別所得税を含みます。）
）が適用されます。

▶

非上場株式以外にも財産はあるものの、

その財産が他の債務の担保となっており、
４

申告・納期限の原則と納税猶予

納税猶予の担保として提供することが適当

⑴

申告・納付期限の原則

ではないと認められること

出国税は所得税の特例措置であるため、申

減額措置等

告期限や原則的な納期限は所得税と同様とな

納税猶予の適用を受けることにより、対象

ります。すなわち、納税管理人の届出を行い

者が受けられる措置は下記のとおりとなりま

国外転出する場合は、国外転出の日の翌年３

す。

月 15日となります。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
出の時までとなります。
また、贈与の場合にはその翌年の３月 15

納税猶予適用以後の

減額措置等

状況
納期限に関する特例

納税猶予期間（５年

日、相続の場合には相続人が相続開始を知っ

又 は 10年）の 満 了

た日から４か月以内となります。

まで納税を猶予する

⑵

ことができる。ただ

納税猶予
一定の手続を行うことにより、対象者は納

し猶予期間中に帰国

期限の延長等の措置を受けることができます

する場合等を除き、

（あくまで納期限の特例であり、申告期限の

猶予期間に対応する
利子税の納付が必要

延長制度ではありません）。

となる。

必要な手続
納税猶予の適用を受けるためには、下記の

納税猶予期間中に譲

譲渡等した対象資産

渡等した際の対象資

について、国外転出

ⅰ 担保の提供

産の譲渡価額が国外

時課税により課され

ⅱ 納税管理人の届出

転出の時の価額より

た税額を減額できる。

ⅲ 確定申告書に納税猶予を受けようとす

も下落している場合

手続を行う必要があります。

る旨
ⅳ 継続適用届出書の提出（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）に限られますが、下記のいずれかの要件
を満たす場合には納税者が保有する非上場株

納税猶予期間の満了

国外転出時から納税

日の対象資産の価額

猶予期間の満了日ま

が国外転出の時の価

で引き続き所有等し

額よりも下落してい

ている対象資産につ

る場合

いて、国外転出時課
税により課された税

式も担保として認められる余地があります。
▶

額を減額できる。

財産のほとんどが非上場株式であり、か
つ、その株式以外に所得税に係る納税猶予

納税猶予期間中に対

国外転出先の国で納
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象資産を譲渡等した

付した外国所得税に

落した場合の特例等は適用できない点に留意

際に外国所得税との

ついて、外国税額控

が必要となります。

二重課税が生じる場

除の適用を受けるこ

合

とができる。

なお、上記は国外転出の場合について記載
していますが、相続・贈与の場合にも納税猶

（出典：国税庁「国外転出時課税制度（FAQ）
」
)

予制度が存在します。
ただし、例えば納税管理人の届出書や納税

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か月を

猶予期間中に継続適用届出書を提出する場合
において、相続対象資産を取得した非居住者
である相続人等が２人以上いるときは、一定

経過する日に繰り上がります。
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

の場合を除き非居住者である相続人等が連署
による一の書面で提出しなければならないな
ど、特有の取扱いもあることから留意が必要
です。

※ 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。

《デロイト

トーマツ税理士法人

プライベート カンパニー サービス
パートナー

西村

美智子

マネジャー

藤村

崇》

