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国際税務

株式持ち合いがある場合の不動産関連法人株式の判定について
私は、Ａ国に住む日本非居住者（日本国内に恒久的施設を有しません）です。こ
のたび、事業上の理由から、私が保有している日本法人Ｂ社の株式のうち１％を取
引先である日本法人（第三者）へ売却することを検討しています。
Ａ国では株式に係るキャピタルゲインは非課税なのですが、Ｂ社株式が不動産関連株式
に該当した場合、Ｂ社株式の売却益に対しては日本でも課税される可能性があると聞きま
した。Ｂ社株式は不動産関連株式に該当し、その売却益は日本で課税されることになりま
すでしょうか。なお、本年中のＢ社株式の売買は、この取引のみです。
ちなみに日本とＡ国との租税条約には下記の規定があるようです。
【日本・Ａ国租税条約（抜粋）
】（以下「Ａ国租税条約」）
第 13条

譲渡収益

１．一方の締約国の居住者が、他方の締約国の居住者である法人（その資産の価値
の 50パーセント以上が当該他方の締約国内に存在する不動産により直接又は間
接に構成される法人に限る。
）の株式その他同等の権利の譲渡によって取得する
収益に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
２．１に規定する財産以外の財産の譲渡から生ずる収益に対しては、譲渡者が居住
者とされる締約国においてのみ租税を課することができる。
Ｂ社およびそのグループの資本関係およびＢ╱Ｓの状況は下記のとおりであり、簿価
＝ 時価です。なお、Ｂ社、Ｃ社、Ｄ社はいずれも日本法人です。
（単位：百万円）
Ｂ社Ｂ/Ｓ
50 資本金

Cash
C 社株式

150 利益剰余金

D 社株式

250
450

400
50
450
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Ｄ社Ｂ/Ｓ

Ｃ社Ｂ/Ｓ
50 資本金

Cash
土地

100 利益剰余金
150

100
50
150

50 資本金

Cash
B 社株式

100 利益剰余金

土地

100
250

あなたの課税関係はＢ社株式の
不動産割合をどのようにとらえる
かによると

えられます。

現行の国内法上、株式の持ち合いがあ
る場合は、その持ち合い株式をすべて含
めて不動産関連法人として判定すること
となります。
一方、租税条約上の不動産関連法人株
式の判定においては、子会社を通じた間
接保有の不動産の価額を持分に応じて取
り込むという見解が存在し、これを準用
することで持ち合いの場合にはグループ
全体の連結ベースで不動産割合を判定す
る方法も えられます。
ただし、ご紹介する租税条約の

え方

は国税当局の公式見解ではないことから
実務上は国税当局への照会等の対応が必
要になるケースもあると えられます。

【解
１

説】

200
50
250

課税）されることから、Ｂ社株式がこれら
に該当するか否かを検討する必要がありま
す。
事業譲渡類似株式とは、所有株数要件
（譲渡年終了の日以前３年のいずれかの時
において内国法人の特殊関係株主等(注１)の
保有割合が 25％以上であること）と譲渡
株数要件（譲渡年においてその非居住者を
含む特殊関係株主等が５％以上の株式等を
譲渡したこと）の２要件を充足する場合の
株式をいいます（所法 161①三、所令 281
①四ロ⑥）
。
今回はＢ社株式の１％を譲渡する予定で
あることから、事業譲渡類似株式には該当
しないと えられます。
一方、不動産関連法人株式とは、総資産
の価額に対する下記のａ〜ｄに掲げる資産
の価額の合計額の占める割合（以下「不動
産割合」）が 50％以上となるものをいいま
す（所法 161①三、所令 281①五⑧）。

所得税法上の取扱い

ａ

直接保有する土地等(注２)

所得税法上、国内に恒久的住居を有して

ｂ

土地等の保有割合が 50％以上となる
関連法人（以下「不動産関連子法人」
）

いない非居住者については一定の国内源泉
所得のみが課税対象とされます（所法 164
①二）。
株式の譲渡は原則として居住地国課税と
されていますが、株式が事業譲渡類似株式
または不動産関連法人株式等に該当する場
合は源泉地国課税（当該法人の所在地国で

注１

内国法人の株主およびその株主等の同族関係

者その他これらに準ずる者をいいます（所令
281④)。
注２ 国内にある土地（およびその上に存する権
利）
、建物、建物附属設備、構築物をいいます
（所令 281⑧一）
。
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この点、租税条約上の不動産関連法人株

ｂまたはｄに掲げる株式を有する法人

式に係る資産保有割合の え方の参

とし

（その有する資産の価額の総額のうちに

て、浅川雅嗣編著『コンメンタール改訂日

ａ、ｂ、ｃ、ｄに掲げる資産の価額の合

米租税条約』
（大蔵財務協会）147ページ

計額の占める割合が 50％以上であるも

において、次のように解説されています。

のに限ります）の株式（ｂの株式を除き
たとえば、甲が直接に不動産を所有

ます）
ｃに掲げる株式を有する法人（その有

するとともに、甲が所有する他の子会

する資産の価額の総額のうちにａ、ｂ、

社（乙）も不動産を所有している場合

ｃ、ｄに掲げる資産の価額の合計額の占

（間接所有）には、
「甲の不動産構成割

める割合が 50％以上であるものに限り

合 ＝ (甲の直接所有不動産の価値 ＋

ます）の株式（ｂ、ｃの株式を除きます)

(乙の所有不動産の価値 × 甲の乙株所

お問い合わせの件に照らした場合、Ｂ社

有割合）
)÷ 甲の総資産の価値」の算

の保有する土地等の価額はありませんが、

式により不動産の構成割合を計算する

Ｂ社の有する資産のうちにはｂに掲げる資

こととなる。

ｄ

産（Ｃ社株式(注３)）とｄに掲げる資産（Ｄ
社株式(注４)）の合計額 400百万円の総資産

この え方を

慮しますと、租税条約上

450百万円に占める割合が 50％以上のた

は子会社株式が不動産関連子法人株式に該

め、Ｂ社株式は不動産関連法人株式に該当

当するか否かにかかわらず、子会社を通じ

すると

えられます。

て間接所有する不動産の価額を持分に応じ
て取り込んで不動産割合を計算するものと

２

Ａ国租税条約上の取扱い

えられます。

Ａ国租税条約によれば、譲渡収益につい

すなわち、租税条約の

え方に従えば、

ては原則として居住地国課税としつつ、第

趣旨解釈上、基本的に持ち合いについては

13条１項ではＢ社についてその資産の価

慮せず、Ｂ社とＣ社およびＤ社の連結ベ

値の 50％以上が日本国内に存在する不動

ースで不動産割合を判定する方法について

産により直接または間接に構成される法人

も一定の合理性があると

であれば、日本に課税権が及ぶこととなり
ます。

えられます。

この え方で判定した場合、総資産の額
は連結の総資産の額としてＢ社 50百万円
（Ｃ社とＤ社の投資簿価控除後）
、Ｃ社 150

注３ Ｃ社は総資産 150百万円のうちに、土地等
（ａ）が 100百万円あり、保有割合が 50％以上
のため不動産関連子法人株式となります。
注４ Ｄ社は総資産 250百万円のうちに、土地等
（ａ）が 100百万円とＢ社株式（ｃ）が 100百
万円があり、保有割合が 50％以上のためｄに
掲げる資産に該当することとなります。

百万円、Ｄ社 250百万円の合計額 450百万
円、不動産等の額はＣ社（間接所有）100
百万円 × 100％ ＝ 100百 万 円、Ｄ 社（間
接 所 有）100百 万 円 × 100％ ＝ 100百 万
円の合計額 200百万円であるため、不動産
割合は 44.4％となることから、不動産関
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連法人株式に該当しないこととなります。

え方は国内法よりも緩和された解釈とな

したがって第 13条２項の規定により、

っていますが、同条約のコンメンタールに
え方を理解

Ｂ社株式の譲渡については日本の課税権は

記載があるため租税条約上の

及ばないこととなります。

する上では非常に有力な見解ではあるもの
の、一律にすべての国との租税条約に対し

３

て適用することができるとは限りません。

実務上の留意点

実務上は、必要に応じて国税当局へ照会

ここまで記載したとおり、国内法上の
え方では株式を持ち合いしている場合の不

するか、会社法上は親子間の株式持ち合い

動産関連法人株式の該当性に係る判定につ

がある際には相応の時期に処分することが

いては、間接して不動産関連子法人株式を

求められるため、いったんＢ社とＤ社の持

保有している場合は株式の価額の全額を不

ち合いを現物分配等の方法で解消して資本

動産割合の分子に含めなければならず、や

関係をシンプルにした上で、再度不動産割

や厳しい規定になっているものと見受けら

合の判定をすることも一案と

えられます。

れます。一方、紹介した日米租税条約上の
※ 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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