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国内課税関係
―完全支配・支配関係、グループ法人税制、受取配当等の益金不算入
税理士法人トーマツ 公認会計士・税理士 長谷川芳孝
税理士法人トーマツ 公認会計士 小柴正光

ESSENCE
平成 27 年度税制改正により受取配当等の益金
不算入の見直しが行われ、それまで 100％益金
不算入とされていた出資先からの配当が 50％の
益金不算入となる例がある。

割合によって制度の適用が異なる例は他にもあり、
実務上、基準となる保有割合を意識する事例は少
なからず存在する。本稿では、保有割合に注目し、
法人税制における各種制度の適用の違いを概観し
ていきたい。

具体的には出資割合 30％で持分法を適用してい

なお、本稿執筆時点では平成 27 年度税制改正の

た関連会社からの配当は、この事例にあたる。

内容は平成 26 年 12 月 30 日に与党から公表され

これまで非課税と考えていた出資先からの配当

た税制改正大綱と所得税法等（法人税法を含む）の

の 50％が課税されるということを契機に資本関

改正法案をもとにしており、国会審議の行方・政省

係を見直す企業も出てくることが想像される。本

令等の公表により、内容が異なる可能性がある点

稿では、法人税法上、保有割合を基準とする制

には留意が必要である。また、文中における意見に

度をまとめ、保有割合を見直す場合に考慮すべ

関する部分は筆者の私見であり、筆者の関わる団

き各規定を確認する。

体・組織の見解ではない。
■保有割合に関する法人税法上の定義

1. 概 要
平成 27 年度税制改正では「法人課税を成長志向型
の構造に変える」とのコンセプトのもと、法人税率の
引下げを打ち出し、対応する課税ベースの拡大を意
図した個別制度の改正も単純な財源確保にとどま
らず、企業の収益性向上を後押しすることを意図し
ていると解説されている。個別制度の改正の中で実
務上、多くの企業に影響がある項目としては、繰越
欠損金の単年度あたりの利用制限（80％から段階
的に 50％まで利用制限が強化される）、受取配当
等の益金不算入の見直しではないだろうか。受取配
当等の益金不算入については、改正前においても
保有割合に応じてその取扱いが異なるが、平成 27
年度税制改正では、基準となる保有割合を変更す
るとともに新しい区分を設けている。このように保有
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■保有割合を基準とする主な制度

2. 保有割合に関する法人税法上の定義
平成 22 年度税制改正によりグループ法人税制が
導入された際、法人税法は「支配関係」及び「完全
支配関係」の定義を新設した。それまで、連結納税
に関連する「連結完全支配関係」を除けば、組織再
編税制における適格要件等に関連し、「発行済株式

一の者と他の法人の二者のみならず、複数の当事
者が登場する関係についても、直接支配関係を基
本として、以下のように当事者の関係が説明され、
これらの関係がある場合にも一の者と他の法人と
の間に支配関係が認められるとしている。
【図表 1】

等の全部を保有する」等と表現されていた資本関係
が整理された。以下、法人税法で定義される「支配
関係」及び「完全支配関係」並びに「連結完全支配
関係」について説明する。
(1)

支配関係

支配関係は大きくは以下の 2 つの区分に応じて定
義されている（法法 2 十二の七の五、法令 4 の 2
①）。


当事者間の支配の関係（親子の関係）



一の者との間に当事者間の支配の関係が
ある法人相互の関係（兄弟の関係）

それぞれの定義は、一の者が法人の発行済株式等
の 50％超を保有する場合における当該一の者と法



一の者及びこれとの間に直接支配関係が
ある一若しくは二以上の法人が他の法人

人との間の関係と定義される「直接支配関係」を基

の発行済株式等の 50％超を保有すると

本として、直接支配関係のある当事者の組み合わ

き（共同で保有している場合）

せで説明される。


一の者との間に直接支配関係がある一

親子の関係は直接支配関係のある当事者同士であ

若しくは二以上の法人が他の法人の発行

り、兄弟の関係は直接支配関係のある共通の株主

済株式等の 50％超を保有するとき（支配

を有する者同士の関係とされる（図表 1）。

している先が保有している場合）
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(2)

完全支配関係

なお、完全支配関係の場合には、従業員持株会の
有する株式や役員・使用人がストックオプションを行

完全支配関係についても支配関係と同様に以下の

使したことによって取得した株式が発行済株式の

2 つの区分に応じて定義されている（法法 2 十二の

5％に満たない場合には、当該株式を発行済株式

七の六、法令 4 の 2②）。

等から除いて完全支配関係を判定することとされて



当事者間の完全支配の関係（親子の関係）



一の者との間に当事者間の完全支配関係

いる。
(3)

がある法人相互の関係（兄弟の関係）

資本関係がグループ内で完結している場合の
完全支配関係

それぞれの定義は、一の者が法人の発行済株式等

図表 3 のように 3 社の間では資本関係が完結して

の全部を保有する場合における当該一の者と法人

いながら、株式の相互保有があるために一方の法

との間の関係と定義される「直接完全支配関係」を

人による他方の法人の発行済株式等の全部の保

基本として、直接完全支配関係のある当事者の組

有がない場合に、完全支配関係があると言えるか

み合わせで説明される。親子の関係は直接完全支

問題となるが、国税庁の質疑応答事例において「完

配関係のある当事者同士であり、兄弟の関係は直

全支配関係とは、基本的な考え方として、法人の発

接完全支配関係のある共通の株主を有する者同士

行済株式のすべてがグループ内のいずれかの法人

の関係とされる（図表 2）。

によって保有され、その資本関係がグループ内で完
結している関係、換言すればグループ内法人以外

【図表 2】

の者によってその発行済株式が保有されていない
関係をいうものと解される」とされ、図表 3 のような
資本関係の場合にも完全支配関係を認められると
している。
【図表 3】

一の者と他の法人の二者のみならず、複数の当事
者が登場する関係についても、直接完全支配関係
を基本として、以下のように当事者の関係が説明さ

(4)

連結完全支配関係

れ、これらの関係がある場合にも一の者と他の法人

連結完全支配関係は、連結納税の承認を受けた法

との間に完全支配関係が認められるとしている。

人である連結親法人と連結子法人の関係として、上



一の者及びこれとの間に直接完全支配関
係がある一若しくは二以上の法人が他の法
人の発行済株式等の全部を保有するとき

述の完全支配関係を基本として以下のように定義さ
れている（法法 2 十二の七の七）。


（共同で保有している場合）


一の者との間に直接完全支配関係がある
一若しくは二以上の法人が他の法人の発

連結親法人と連結子法人との間の完全支
配関係（親子の関係）



連結親法人との間に完全支配関係がある
連結子法人相互の関係（兄弟の関係）

行済株式等の全部を保有するとき（完全支
配している先が保有している場合）
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3. 保有割合を基準とする主な制度

② 完全支配関係（100％）：中小企業向け特例措
置の非適用

はじめに保有割合を基準として規定の適用の有無
が判断される個別規定について説明し、次に保有

完全支配関係は中小企業向けの特例措置にも影

割合に応じて異なる取扱いを有する規定について

響がある。法人税法上、期末の資本金の額又は出

説明する。

資金の額が 1 億円以下の法人を対象に、中小企業
向けの特例措置が用意されており、主な特例は次

(1)

保有割合を基準として適用の有無が判断され

のとおりである。

る個別規定


軽減税率

① 完全支配関係（100％）：グループ法人税制

各事業年度の所得の金額のうち年 800 万円以下の

法人税法上、支配関係の定義を参照する個別規定

部分について軽減された法人税率が適用される（法

は多くないが、完全支配関係の定義を参照する個

法 66）

別規定は多く存在する。その代表的な制度がグ
ループ法人税制である。



特定同族会社の留保金課税の非適用

特定同族会社の各事業年度の留保金額が留保控

グループ法人税制は、法人の組織形態が多様化し

除額を超える場合に、当該超過額に対して特別税

ており、課税の中立性や公平性等を確保する目的

率が適用されるが中小法人については非適用とし

で、平成 22 年度税制改正により導入されたが、そ

ている（法法 67）

の適用の範囲は、上述の完全支配関係のある法人
間における取引となっている。



貸倒引当金の法定繰入率

一括評価金銭債権に対して事業の区分に応じた法

グループ法人税制といった場合、それだけを抜き出

定繰入率を乗じた金額の貸倒引当金繰入額の損金

して規定が作られているわけではなく、個別規定の

算入が認められる（法法 52）

中に完全支配関係のある法人間の特殊なケースと
して規定されている例が多い。具体的には、後述す
る中小企業向け特例措置や連結納税制度を除くと、
主に以下のような制度がある。



交際費等の定額損金算入枠

年 800 万円以下の交際費等については全額損金算
入が認められる（措法 61 の 4）


繰越欠損金の単年度あたりの利用



100％グループ内の法人間の資産譲渡等

制限なく単年度所得に相当する金額に達するまで



100％グループ内の法人間の寄附

繰越欠損金の損金算入が認められる（法法 57）



100％グループ内の法人間の現物配当



100％グループ内の法人からの受取配当等

大法人向けに適用が停止されている欠損金の繰戻

の益金不算入

還付が適用される（法法 80、措法 66 の 13）



100％グループ内の法人の株式の発行法
人への譲渡に係る損益



欠損金の繰戻還付

ただし、期末の資本金の額又は出資金の額が 1 億
円以下の法人であっても、大法人（資本金の額又は

本稿はグループ法人税制の解説を目的とするもの

出資金の額が 5 億円以上である法人）との間に当

ではないため、それぞれの制度の説明は割愛する

該大法人による完全支配関係がある場合には、上

が、グループ法人税制は完全支配関係のある法人

記の中小企業向け税制が適用されない。

間においては納税者の意思にかかわらず適用され
るという点が、納税者の申請によって開始される連
結納税と大きく異なる。別の表現を用いれば、グ
ループ法人税制の適用の有無は資本関係のみに
よって決まると言える。

③ 完全支配関係（100％）：連結納税制度
連結納税制度は、企業グループが一体として運営さ
れている実態に着目し、企業グループ内の個々の
法人の損益を集約することにより、企業グループを
1 つの法人であるかのように捉えて課税する制度で
ある。
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連結納税制度の採用は納税者の申請によって始ま

この場合の企業支配株式等とは、法人税法 119 条

るものであるが、ひとたび連結納税を採用すると連

の 2 第 2 項 2 号で発行済株式等の 20％以上を保

結完全支配関係のある子法人については、連結納

有する場合のその株式（満期保有目的等有価証券

税への加入を選択することはできず、強制的に連結

の 2 類型のうちの 1 つ）と定義され、銘柄ごとに算出

納税に取り込まれることになる。

することとされる有価証券の一単位当たりの帳簿価
額の算出時に、他の銘柄と区分することされている

④ 50％超：特定同族会社の留保金課税

（法令 119 の 2①）。

株主等の 1 人及びその同族関係者等で、その保有
割合が 50％超となる会社のうち一定のもの（特定同

なお、企業支配株式等（満期保有目的等有価証券

族会社）においては、留保金額から以下に定める留

のうち発行済株式等の 20％以上を保有する株式等）

保控除額を控除した残額に対して、通常の課税所

からその他有価証券への区分変更、若しくはその

得に対する法人課税に加え、特別税率による課税

逆の区分変更は、帳簿価額により譲渡が行われた

が行われる（法法 67）。

ものとして扱われる（法令 119 の 11②）ため、保有
割合の変更によって区分が変わった場合であっても、

〈留保控除〉
次のうち、最も多い金額


所得等の金額の 40％に相当する金額



年 2,000 万円



利益積立金額が資本金の額又は出資金の

一単位当たりの帳簿価額の算出をする上での銘柄
区分と、時価算出の際に企業支配対価の考慮の要
否が変わるのみであり、そのこと自体が課税所得を
生じさせるものではない。
(2)

規定

額の 25％に相当する金額に満たない場合
におけるその満たない部分に相当する金額
本規定は、期末の資本金の額又は出資金の額が 1
億円以下の法人には適用されないこととなっている
が、期末の資本金の額又は出資金の額が 1 億円以

保有割合に応じて異なる取扱いを有する個別

①

受取配当等の益金不算入

受取配当等の益金不算入については、まず平成 27
年度税制改正による変更点から確認したい。改正
の主な内容は以下のとおりである。

下であっても、大法人（資本金の額又は出資金の額

なお、当該改正は内国法人からの配当に関連した

が 5 億円以上である法人）との間に当該大法人によ

制度についてのもので、外国子会社から受ける配

る完全支配関係がある場合には、非適用とならない

当等の益金不算入制度（法法 23 の 2）の適用のメ

（適用される）。

ルクマールである「25％以上」については改正の対

⑤ 20％：企業支配株式等
法人税法では保有割合 20％を基準に企業支配株

象とはなっていない点を念のため申し添える。


支配目的の株式等への投資については、税制

式等として保有割合 20％未満の株式と取扱いを分

が企業グループの構築に影響を及ぼすことの

けている。具体的には、有価証券の評価損の計上

ないよう配慮しつつ、100％益金不算入となる

に関連する法人税基本通達に「企業支配株式等の

持株割合の基準を改正前の「25％以上」から

時価」（法基通 9−1−15）の考えが示されている。

「3 分 3 分の 1 超」へと引き上げる。

同通達の逐条解説によると「法人が他の会社を経



資等の他の投資機会との均等性に配慮し、益

営的に支配する手段としてその会社の株式を取得

金不算入割合を引き下げることとし、 持株割

する場合には、その株式の通常の価額を超える価

合が 5％5％以下の場合は、改正前の「50％

額でこれを取得する事例があるが、この一見非経済

益金不算入」から「20％益金不算入」とする。

的とみられる行為は、実際には企業支配という経済
的実質に着目して行われるのが通常である」とされ、

支配目的が乏しい株式等への投資は、債券投



持株割合が 3 分 3 分の１1 以下の株式からの

企業支配株式等の時価については、通常の価額に

配当について、 負債利子控除を廃止すること

企業支配に係る対価の額を加算した金額とされて

で、企業の負担を軽減する。

いる。
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以上を図示すると図表 4 のとおりである。
【図表 4】

平成 27 年度税制改正以後は、受取配当等の益金

その影響が大きい場合には、資本関係・配当を含

不算入は保有割合に応じて図表 5 のように扱われ

む資金還流の方針の見直しを迫られる例はあると

る。

考えられる。

【図表 5】

【図表 6】

（※1）配当等の計算期間を通じて完全支配関係があるこ
とが求められる。
（※2）法人税法上は同名称で定義されているわけではな
いが、他との区分の便宜上、本稿ではこのように表現す
る。

実務上は、図表 6 のように子会社上場等を経て、上
場企業に対して 25％以上、3 分の 1 以下の出資を
しているという例は多いと考えられ、また、取引上の
関係や歴史的に同系列とされる企業同士が安定株
主として 5％以下の割合で株式を保有する例も多い
と考えられる。

また、銀行が銀行法の求めに応じて 5％以下の保
有としている株式からの配当については、益金不算
入割合が 50％から 20％へと縮小され、受取配当等

前者は平成 27 年度税制改正によって受取配当等

の金額から対応する負債利子等を控除する必要は

の益金不算入割合が 100％から 50％に縮小され、

なくなるが、益金不算入割合の縮小は大きな影響

後者は同割合が 50％から 20％に縮小されるため、

があると言える（図表 7）。
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【図表 7】
組織再編税制は、誤解を恐れずにひとことで表現す
れば、組織再編行為を適格組織再編と非適格組織
再編に分け、適格組織再編の場合には、原則として、
資産及び負債を税務上の帳簿価額によって他の法
人に移転することを認める制度と言える。
帳簿価額によって資産及び負債を他の法人に移転
することは、含み損益をも他の法人に移転すること
非支配目的株式等は発行済株式等の 5％以下を有
する場合の株式等と定義されるが、完全子法人株
式等は除かれているため、図表 8 のように完全支配
関係のあるグループ内において、子会社 B の有す
る子会社 C の株式等については、5％の出資割合
ではあるが、配当等の計算期間を通じて完全支配
関係がある場合には、完全子法人株式等に該当す
るものと考えられる。

を意味する。含み損益が他の法人に移転することを
無制限に認めると租税回避に繋がりかねないので、
一定の場合には、含み損や繰越欠損金の利用制限
が課されるが、グループ法人税制において、資産の
譲渡損益が譲渡法人において繰り延べられ、一定
の事由が生じた場合には、その繰り延べられていた
譲渡損益が譲渡法人において認識される点は、適
格組織再編のもとでの帳簿価額による資産の移転
と大きく異なる点である。

【図表 8】

② 組織再編税制
組織再編税制は平成 13 年度税制改正によって導
入された制度であり、すでにお馴染みの制度と言え
るので、詳細な説明は加えないが、適格組織再編
は原則として以下の 3 つの区分に応じて適格要件
を定めており、支配関係及び完全支配関係は、組
織再編税制との関連が深い。


完全支配関係のある法人間の組織再編



支配関係のある法人間の組織再編
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