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令和元年度税制改正における個人の CFC 税制の
ペーパー・カンパニー基準の改正について

日本居住者であるＡ氏は、事業上の理由から、Ｘ国に所在するＢ社（以下「Ｂ

社」）を通じて、同国に所在するＣ社（以下「Ｃ社」）の発行済株式の100％を５年

間継続して保有しています。Ａ氏がその発行済株式の100％を保有するＢ社は持株

会社で、現地に従業員はおらず、Ａ氏が日本から経営に関与しています。Ｃ社はＸ国で製

造業を営む事業会社です。

令和元年度税制改正により居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例（以下

「CFC税制」）が改正され、一定の外国法人の会社単位の所得が居住者に合算課税される

ペーパー・カンパニーの基準が緩和されたものと理解していますが、Ｂ社がＣ社から受領

する配当金（以下「本件配当」）のA氏における所得税の取扱いに対して当該税制改正が

影響を及ぼすかどうか検討しています。

Ｂ社の法人所得税の租税負担割合は25％であること、Ｂ社が実体基準及び管理支配基

準のいずれも充足しないことは確認済みです。よって、令和元年度税制改正前においては、

Ｂ社はペーパー・カンパニーに該当していたと考えられます。当該改正後において、Ｂ社

はペーパー・カンパニーに該当するかどうか、本件配当がＡ氏の所得税において合算課税

（雑所得として課税）されるかどうかをご教示ください。

疑
問
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令和元年度税制改正により、ぺ

ーパー・カンパニーの範囲から一

定の外国関係会社が除外されるこ

ととなりました。ただし、本件において

はＢ社は貸借対照表に計上されている総

資産の帳簿価額に占めるＣ社株式と当期

のＣ社株式の配当に係る現預金の合計額

の割合が95％以下となるため、ペーパ

ー・カンパニーの除外基準を充足できず、

かつＢ社の租税負担割合は30％未満で

あるため、Ｂ社がＣ社から受領する配当

金については、Ａ氏の所得税において合

算課税（雑所得として課税）の対象とさ

れると えられます。

【解 説】

１ 平成29年度税制改正の概要

⑴ 背景等

平成29年度税制改正において、BEPS

プロジェクトの「外国子会社の経済実態

に即して課税すべき」との え方に基づ

き、日本企業の健全な海外展開を阻害す

ることなく、より効果的に国際的な租税

回避に対応するため、CFC税制の改正

が行われています。これにより、改正前

は制度の対象外であった租税負担割合

20％以上の外国子会社について、明ら

かに利子・配当・使用料等の受動的所得

しか得ておらず、租税回避リスクが高い

と えられるペーパー・カンパニー等で

ある場合には、原則として、その外国子

会社の全所得を親会社の所得とみなして、

会社単位で合算されることとされました。

⑵ ペーパー・カンパニーの定義

次のいずれの要件にも該当しない外国

関係会社（居住者等株主等（注１)が直接又

は間接に発行済株式数・金額、議決権の

数、株式等の請求権に基づき受けること

ができる剰余金の配当等の額の50％超

を保有する外国法人（実質支配関係（注２)

がある外国法人を除きます）又は実質支

配関係がある外国法人等の一定の外国法

人。以下同じ。）は会社単位の合算課税

をすべき「特定外国関係会社」の一類型

である「ペーパー・カンパニー」に該当

します（措法40の４②二イ）。

① 実体基準

その主たる事業を行うに必要と認め

られる事務所、店舗、工場その他の固

定施設を有している外国関係会社

② 管理支配基準

その本店所在地国（「本店又は主た

る事務所の所在する国又は地域」をい

います。以下同じ。）においてその事

業の管理、支配及び運営を自ら行って

いる外国関係会社

⑶ 合算課税の適用免除

ペーパー・カンパニーに該当する場合

であっても、租税負担割合が30％以上

の場合には、会社単位の合算課税の適用

を免除されることとされています（措法

40の４⑤一）。

（注１) 居住者等株主等とは、居住者、内国法人、

特殊関係非居住者、実質支配されている外国

法人をいいます。

（注２) 実質支配関係とは、居住者又は内国法人が

外国法人の残余財産のおおむね全部を請求す

る権利を有している場合における当該居住者

又は内国法人と当該外国法人との間の関係等

をいいます。
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２ 令和元年度税制改正の概要

⑴ ペーパー・カンパニーの範囲の改正

平成29年度税制改正において定めら

れた上記１⑵のペーパー・カンパニーの

基準は資金調達目的など事業上の理由か

ら設立した外国関係会社についても会社

単位の合算課税の対象とされる可能性が

ありました。

令和元年度税制改正により、米国の連

邦法人税率が21％とされたことも踏ま

え、日本企業の健全な海外発展を支える

べく、外国関係会社が実体基準及び管理

支配基準のいずれの要件も充足しない場

合であっても、現地の企業グループで事

業実体がある場合、持株会社である一定

の外国関係会社、不動産保有に係る一定

の外国関係会社、資源開発等プロジェク

トに係る一定の外国関係会社については、

ペーパー・カンパニーに該当しないこと

とされました。

⑵ 外国子会社の持株会社である一定の外

国関係会社

外国子会社（外国関係会社と本店所在

地国を同じにし、かつ当該外国関係会社

に発行済株式数・金額・議決権の数の

25％以上を剰余金の配当等の額の支払

義務が確定する日（注３)以前（注４)６月以上

継続保有される場合の外国法人）の株式

等の保有を主たる事業とする外国関係会

社で、次に掲げる要件のすべてに該当す

るものは、ペーパー・カンパニーに該当

しないこととされます（措法40の４②

二イ⑶、措令25の19の３、措規18の

20①～③）。

① 外国子会社配当等の割合

当該事業年度の収入金額の合計額の

うちに占める外国子会社から受ける剰

余金の配当等の額(注５)と一定の預金利

子の額（注６)の合計額の割合が95％超

であること

② 外国子会社株式等の割合

当該事業年度終了の時における貸借

対照表に計上されている総資産の帳簿

価額（注７)のうちに占める外国子会社の

株式等及び現金預金等の帳簿価額の合

計額（注８)の割合が95％超であること

３ 本件配当の取扱い

⑴ Ｂ社のペーパー・カンパニーの判定

Ｂ社は事業基準及び管理支配基準を充

足しないため、上記２⑵の要件を充足す

るか検討します。

（注３) 当該剰余金の配当等の額が法人税法第24

条第１項に規定する事由に係る剰余金の配当

等の額（同項２号の分割型分割、同項３号の

株式分配又は同項４号の資本の払戻しを除き

ます）である場合には、同日の前日。

（注４) 当該外国法人が当該確定する日以前６月以

内に設立された外国法人である場合には、そ

の設立の日から当該確定する日まで。

（注５) その受ける剰余金の配当等の額の全部又は

一部が当該外国関係会社の本店所在地国の法

令において当該外国子会社の所得の計算上損

金の額に算入することとされている剰余金の

配当等の額に該当する場合におけるその受け

る剰余金の配当等の額（以下「損金算入配

当」）を除きます。

（注６) 外国関係会社の行う主たる事業に係る業務

の通常の過程において生ずる預金又は貯金の

利子の額。

（注７) 分母の貸借対照表に計上されている総資産

の帳簿価額についても、分子と同様の調整

（当期の外国子会社からの配当以外を控除等）

をすべきかどうかは、明記されていません。
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⑵ 外国子会社の持株会社である一定の外

国関係会社

① 外国子会社株式の判定

本件では下記イ及びロのいずれの要

件も充足するため、Ｃ社株式は外国子

会社株式に該当します。

イ Ｂ社とＣ社はいずれもＸ国を本店

所在地国としています。

ロ Ｂ社はＣ社の発行済株式の100％

を５年間継続して保有しています。

② Ｂ社の主たる事業

Ｂ社は収入金額や資産の状況等から

Ｃ社株式の保有を主たる事業としてい

ると えられます。ただし、当該主た

る事業の具体的な定義（最低限満たす

べき要件等）は、念のため通達等の確

認が必要と えられます。

③ 外国子会社配当等の割合

Ｂ社の収入金額は全額Ｃ社株式から

の配当金であるため、当該要件を充足

します（外国子会社配当100/収入金

額の合計100＝100％＞95％）。

④ 外国子会社株式等の割合

分母を構成するＢ社の貸借対照表に

計上されている総資産の帳簿価額は

5,000（外国子会社株式4,500＋現預

金500（合計5,000）と えられます。

分子を構成するＣ社株式と現預金（Ｃ

社配当当期受領分のみ）の合計は

4,600と えられます（外国子会社株

式 4,500＋Ｃ 社 配 当 当 期 受 領 分

100（合計4,600）。以上から、④の要

件を充足できないと えられます（分

子4,600/総資産5,000＝92％≦95％）

⑤ 本件では上記④の要件を充足できず、

Ｂ社はペーパー・カンパニーに該当す

ると えられます。

⑶ 本件配当の合算の有無

Ｂ社はペーパー・カンパニーに該当し、

特定外国関係会社に該当します（措法

40の４②二イ）。また、Ｂ社の租税負担

割合は25％（30％未満）であるため、

合算課税の免除の規定を受けることがで

きないと えられます（措法40の４⑤

一）。

以上からＢ社が受領するＣ社株式の配

当金については、Ａ氏の所得税法上、合

算課税（雑所得として課税）の対象とさ

れると えられます。

⑷ 留意点

本件のように外国関係会社の貸借対照

表上、過去の現預金の累計額が大きい場

合、新設されたペーパー・カンパニーの

除外規定の要件を充足しない可能性があ

るため、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。また、上記記載は掲載日現在有効な法令に基づくことに留意を要します。

《デロイト トーマツ税理士法人 グローバル タックス サービス

パートナー 西村美智子 マネジャー 田中直也》

（注８) 下記未収金と現預金の帳簿価額の合計

額。

２⑵本文の外国子会社から受ける剰余金の

配当等の額（損金算入配当を除きます。以下

同じ）及び（注６）に係る未収金。

現預金の帳簿価額（２⑵本文の外国子会社

から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事

業年度においては、当該事業年度に受けた剰

余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、

同日を含む事業年度以外の事業年度にあって

は零とします）。
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