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1.

基礎事項

(1)

背景

平成 27 年税制改正による出国税 1の導入以来（平成 27 年 7 月 1 日以後の出国に対して適用）、企業の海外
展開に際し、海外派遣予定の駐在員が出国税の課税対象者となり、企業の海外進出を阻害する要因となって
いるケースが散見される。企業が事業の海外展開を図る際に海外現地に駐在員として赴任させる役員等が出
国税（対象資産（有価証券等）を 1 億円以上保有している場合）の対象となり、海外展開に際してのイニシャル
コストが増加するケースなどである。
出国税は、一定の国外転出者（個人）に対して、国外転出直前に対象資産を譲渡してこれを同時に買い戻した
ものとみなし、その未実現の含み益に課税するというものであるが、納税猶予制度の適用の有無により、その
税負担、申告手続等が大きく異なることとなるため、各駐在員の状況（駐在期間、対象資産の譲渡予定の有
無、株価動向など様々な要素が考えられる）を考慮した上で、納税猶予制度の選択の要否を慎重に選択する
必要がある。また、企業と駐在員間のトラブル等を防ぐ観点から、駐在員に対する出国税制度の周知徹底、出
国税に関する社内規定の整備（税負担は誰がするのか、手続は誰が行うか等）も重要である。
本稿では、出国税の対象となる海外駐在員が、駐在期間中に対象資産を譲渡する場合における有利不利に
つき具体例を交えながら確認することとするが、将来の株価動向や譲渡等の実現性、帰国時期等が不透明な
状況下においては、利子税の追加負担、事務手続の煩雑性等のデメリットはあるものの、課税額の減額調整
等が手当てされている納税猶予制度の適用について検討する必要があると考えられる。

1 一般に出国税という言葉が用いられているが、出国税という税目は存在せず、所得税法第 60 条の 2 および所得税法第
60 条の 3 に規定する「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」「贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所
得等の特例」を総称して出国税という言葉が用いられる。
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(2)

出国税の概要

出国税は、日本の居住者 2が株式等の含み益を保有したまま国外に転出し、キャピタルゲイン課税がなされな
い国において譲渡することで、日本のキャピタルゲイン課税を免れる租税回避行為を防止する措置として創設
されたものである。
売却
含み益

含み益
取得価額

取得価額

出国

対象資産

対象資産

日本

1)

国外転出した後に売却した場合には、
日本で課税することができない。

海外

制度の概要

a) 出国税の基本的な内容
出国税とは、日本の居住者であった者で国外に転出した一定の非居住者に対して、国外転出直前にその保
有する株式等を譲渡してこれを同時に買い戻したものとみなして、未実現の含み益に所得税等を課税するも
のである。課税要件等の出国税の基本的な内容は下表のとおりである。
【出国税の基本的な内容】
課税対象者

以下の 2 要件を満たす個人


その保有する対象資産の国外転出（注 1）の時点における時価が 1 億円以上である者



国外転出（注 1）の日前 10 年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が
5 年超である者

対象資産

有価証券、新株予約権（注 2）、匿名組合契約の出資持分、未決済デリバティブ取引など

課税対象金額

対象資産を国外転出（注 1）時において時価で譲渡したものとして計算した課税対象金額

申告・納付期限

出国の時まで（納税管理人を設定している場合には、翌年の 3 月 15 日）

（注 1） 国外転出とは、「国内に住所及び居所を有しないこととなること」とされているため、海外への短期出張や短期滞在
等の場合は「国外転出」には該当しない。
（注 2） 新株予約権のうちその行使による所得が国内源泉所得となるものを除く（平成 28 年度税制改正）。

b) 納税猶予制度
出国税の対象となった場合、下表に掲げる所定の手続を行うことで、5 年間（申請により 10 年間に延長が可能）
まで、納税猶予を受けることができる。

2 居住者とは国内に住所を有し、または現在まで引き続いて 1 年以上居所を有する個人をいう。
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【納税猶予制度を適用するための諸手続】
No

内容

期限

提出先

1

納税管理人の届出

国外転出時まで

所轄税務署長

2

納税猶予相当額の担保 3の提供

確定申告書の提出期限（翌年の 3 月 15 日）

供託所等

まで
3

4

確定申告書に納税猶予を受けよ

確定申告書の提出期限（翌年の 3 月 15 日）

うとする旨を記載

まで

継続適用届出書の提出（毎年度）

毎年の確定申告書の提出期限（翌年の

所轄税務署長

所轄税務署長

3 月 15 日）まで
納税猶予制度を適用した場合において、納税猶予期間中に対象資産の譲渡等をしたときは、納税猶予は打ち
切られることとなり、その譲渡等の日から 4 カ月以内に利子税と併せて出国税を納付しなければならない。
なお、対象資産の譲渡時の時価が出国時の時価を下回っている場合には、譲渡等があった日から 4 カ月以内
に更正の請求を行うことにより、実際の譲渡時の時価を基礎として納付税額を計算することが可能な一方、対
象資産の譲渡時の時価が出国時の時価を上回っている場合には、譲渡時の時価と出国時の時価の差額分
に係る追加納税の必要はない。
また、納税猶予期間中に対象資産を譲渡等した際に外国所得税との二重課税が生じる場合には、同じく更正
の請求を行うことにより、国外転出先の国で納付した外国所得税について、外国税額控除を適用して、課税額
の調整（減額）が可能である。
当該対象資産を譲渡する場合における時価下落時と二重課税時の課税額の調整（減額）は、納税猶予制度
は適用せずに出国時に納税する（以下「出国時納税」）場合には行われない点に留意が必要である。
【対象資産の時価下落時に係る更正の請求】
対象資産
含み益
300円

対象資産
含み益
100円

取得価額
1,000円

取得価額
1,000円

出国時

譲渡時

含み益300円に対して
出国税が課税される。

更正の請求を行うことにより、
出国税の課税対象となる含み
益を100円とすることができる。

3 担保として提供が認められる財産は、国債および地方債、社債、土地、建物、金銭等の一定の資産に限られる点に留意
が必要である。
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c) 課税の取消し
国外転出等に伴い出国税が課され、その後、5 年（10 年間の納税猶予を受けているときは 10 年）以内に、対
象資産を引き続き所有等したまま帰国した場合や当該個人が国外転出時に有していた対象資産を贈与により
居住者に移転した場合には、該当することとなった日から 4 カ月以内に更正の請求を行うことにより、当初の
課税を取り消すことができる。
2)

納税猶予制度を適用する場合と出国時に納税する場合の主な相違点

納税猶予制度適用の場合と出国時納税の場合の主な相違点は、有利・不利の観点からは下記のとおり整理
される。


出国時納税の場合には国外転出時に本税の負担が生じる。他方、納税猶予を適用する場合には、国外
転出時に本税負担は生じないが、国外転出期間中に譲渡等した場合には本税負担および猶予期間に
対応する利子税の追加負担が生じる



納税猶予制度を適用する場合、担保提供・毎年の継続適用届出書提出等の事務負担が生ずる



国外転出期間中に対象資産を譲渡等せずに帰国した場合における課税の取消し（更正の請求）が可能
な期間は、出国時納税の場合には 5 年であるのに対し、納税猶予を選択している場合には 10 年まで延
長が可能である。なお、納税猶予制度を適用している場合には、未譲渡等の状況で納税猶予期間が満
了し、かつ、時価が下落した場合における課税額の調整（減額）も可能である



国外転出期間中に対象資産を譲渡等した場合において、譲渡時の時価が出国時と比較して下落した場
合、納税猶予を適用している場合には課税額の調整（減額）が可能である一方、出国時納税の場合には
課税額の調整（減額）はできない



国外転出期間中に対象資産を譲渡等した場合において、外国所得税との二重課税が生じる場合、納税
猶予を適用している場合には課税額の調整（減額）が可能である一方、出国時納税の場合には課税額
の調整（減額）はできない

上記の相違点をまとめると下表のとおりとなる。
項目

税負担

適用する場合

納税する場合

なし

あり

本税（譲渡時）

あり

なし

あり

なし

あり

なし

最長 10 年

5年

可

－

可

不可

可

不可

利子税（譲渡等、納税猶予期間満了
納税猶予手続
未譲渡等の状況で帰国した場合の
課税の取消し可能期間

更正の請求による
課税の取消し、または
課税額の調整（減額）

国外転出時に

本税（国外転出時）

の場合）
事務負担

納税猶予を

未譲渡等の状況で納税猶予期間が
満了し、かつ、時価が下落した場合
における課税額の調整
譲渡等した場合の時価下落による
課税額の調整
譲渡等した場合の二重課税の調整
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2. 事例編
(1)

駐在期間中に対象資産を譲渡するケース

1)

具体例

A 社は B 国に、役員 C を駐在員として派遣する予定であるが、役員 C は出国税の課税対象者となる見込みで
ある。なお、役員 C は出国後 1 年 8 カ月後において、出国税の対象となった資産（出国時の取得価額：10,000
円、時価：20,000 円）の譲渡を行う予定である。
この場合、役員 C は出国税に係る手続として、（i）出国時に出国税を納税する場合、（ii）納税猶予制度の適用
を行う場合のいずれが有利となるか。
出国税の税率は 15％、利子税の税率は 1.8％とする。
2)

解説

役員 C がとり得る国外転出時の手続としては、国外転出時に出国税を納税する、または、国外転出時におい
て納税猶予制度を適用し、対象資産の譲渡後 4 カ月以内に利子税とともに出国税の納付を行う、のいずれか
となる。
なお、出国後に対象資産の譲渡が予定されている場合、当該対象資産の時価の動向によって有利不利が生
じるため、時価の上昇が予想されるケースと下落が予想されるケースに分けてその有利不利を以下検討する
ものとする。
a)

対象資産の時価の上昇が予想される場合

駐在期間中に対象資産を譲渡することが見込まれ、かつ、対象資産の時価の上昇が予想される場合におい
ては、納税猶予を適用した場合の利子税の納付、事務手続きの煩雑性等のデメリットを考慮すると、下図のと
おり、出国時に納税を行う方が一般的には有利となるものと考えられる。ただし、外国所得税との二重課税が
生じる場合には、納税猶予適用下においては外国税額控除の適用により課税額の調整（減額）が可能なため、
納税猶予を選択した方が有利なケースも考えられることから、派遣先の B 国における譲渡益課税の有無等に
ついても検討が必要である。
【上昇ケース】 譲渡時における対象資産の時価が 30,000 円となることが見込まれる場合
1年8カ月+4カ月
1年8カ月

出国時

譲渡時

取得価額：10,000円
時価：20,000円
(出国税の計算)
時価
20,000円
10,000円
取得価額
含み益
10,000円
出国税
利子税
合計

×15％
1,500円
1,500円

納税猶予期限
取得価額：10,000円
時価：30,000円
(出国税の計算)
時価
20,000円 (出国時の時価と同額)
取得価額
10,000円
含み益
10,000円
出国税
利子税
合計

×15％
1,500円
54円 (1,500円×1.8％×(1年8カ月+4カ月)
1,554円

「出国時納税」の方が利子税分有利となる。
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b) 対象資産の時価の下落が予想される場合
駐在期間中に対象資産を譲渡することが見込まれ、かつ、対象資産の時価の下落が予想される場合におい
ては、下図のとおり、更正の請求による課税額の調整（減額）が可能な納税猶予適用の方が一般的には有利
と考えられるが、納税猶予を適用した場合には利子税の追加負担、事務手続の煩雑性等のデメリットもあるこ
とから、減税額と当該デメリット等を比較して納税猶予制度選択の要否につき慎重に判断する必要がある。
【下落ケース】 譲渡時における対象資産の時価が 15,000 円となることが見込まれる場合
1年8カ月+4カ月
1年8カ月

出国時

譲渡時

納税猶予期限

取得価額：10,000円
時価：20,000円

取得価額：10,000円
時価：15,000円

(出国税の計算)
時価
20,000円
取得価額
10,000円
含み益
10,000円

(出国税の計算)
時価
15,000円
取得価額
10,000円
含み益
5,000円

出国税
利子税
合計

×15％
1,500円
1,500円

出国税
利子税
合計

×15％
750円
27円 (750円×1.8％×(1年8カ月+4カ月)
777円

納税猶予を適用した場合の方が有利となる。

【参考】 駐在期間中に対象資産を譲渡等しないケース
出国時納税では、5 年内に帰国した場合には課税の取消しが可能であるが、5 年超となる場合には取消しでき
ない。
他方、納税猶予制度適用下においては、最長 10 年内（猶予期間を 10 年に延長していることが前提、以下同じ）
に帰国した場合には課税の取消しが可能な一方、帰国せずに納税猶予期間が満了した場合には、課税の取
消しはできず課税が確定するため、本税負担に加えて 10 年分の利子税負担が生じることとなるが、時価が下
落している場合には更正の請求により課税額の減額調整が可能である。
上記を考慮すると、帰国する時期に応じた出国時納税と納税猶予適用の有利不利は、一般的には以下のとお
りと考えられる。


5 年内に帰国する場合には、いずれの場合も課税取消しが可能なため有利不利は生じない



5 年超 10 年内に帰国する場合には、納税猶予適用下では課税の取消しが可能なため、本税負担の観
点からは納税猶予の方が一般的に有利である



帰国まで 10 年超を要した場合には、時価上昇ケースでは納税猶予を適用した場合の利子税負担分だ
け出国時納税の方が有利であるが、時価下落ケースでは、一般的には時価下落に係る課税調整額（減
額）が可能な納税猶予適用下の方が有利と考えられる。ただし、納税猶予適用下では 10 年分の利子税
負担が生じることから、厳密には税額の減額幅と利子税の多寡に応じて有利不利の判断が必要である
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email

tax.cs@tohmatsu.co.jp

会社概要

www.deloitte.com/jp/tax

税務サービス

www.deloitte.com/jp/tax-services

デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファーム
およびそのグループ法人（有限責任監査法人 トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアド
バイザリー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人および DT 弁護士法人を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級の
ビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、法務、コンサルティング、ファイナン
シャルアドバイザリー等を提供しています。また、国内約 40 都市に約 8,700 名の専門家（公認会計士、税理士、弁護士、コンサルタントなど）を
擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループ Web サイト（www.deloitte.com/jp）をご覧
ください。
Deloitte（デロイト）は、監査、コンサルティング、ファイナンシャル アドバイザリーサービス、リスクマネジメント、税務およびこれらに関連する
サービスを、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界 150 を超える国・地域のメンバーファームのネット
ワークを通じ、デロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高
品質なサービスを Fortune Global 500® の 8 割の企業に提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約
225,000 名の専門家については、Facebook、LinkedIn、Twitter もご覧ください。
Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワー
ク組織を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独
立した別個の組織体です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。Deloitte のメンバーファームによる
グローバルネットワークの詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。
本資料に記載されている内容の著作権はすべてデロイト トゥシュ トーマツ リミテッド、そのメンバーファームまたはこれらの関連会社（デロイト
トーマツ税理士法人を含むがこれに限らない、以下「デロイトネットワーク」と総称します）に帰属します。著作権法により、デロイトネットワークに
無断で転載、複製等をすることはできません。
本資料は、関連税法およびその他の有効な典拠に従い、例示の事例についての現時点における一般的な解釈について述べたものです。デロ
イトネットワークは、本資料により専門的アドバイスまたはサービスを提供するものではありません。貴社の財務または事業に影響を及ぼす可
能性のある一切の決定または行為を行う前に、必ず資格のある専門家のアドバイスを受ける必要があります。また本資料中における意見にわ
たる部分は筆者の私見であり、デロイトネットワークの公式見解ではありません。デロイトネットワークの各法人は、本資料に依拠することによ
り利用者が被った損失について一切責任を負わないものとします。

© 2016. For information, contact Deloitte Tohmatsu Tax Co.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
7

