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外国子会社合算税制における部分合算課税の対象となる
所得の範囲の改正とその影響 ―令和元年度税制改正―
令和元年度税制改正において、外国子会社合算税制における部分合算課税の対象
となる所得の範囲の改正が行われたそうですが、同改正の内容と同改正が制度全体
に与える影響について、教えてください。

１

次の算式により計算した金額
が、部分対象外国関係会社（外

た。
５

得は、部分合算課税の対象とはしない

国金融子会社等に該当するもの

こととされました。

を除きます。）に係る部分合算課税の

なお、外国金融子会社等において生

対象となる特定所得の金額に追加され

じる「異常所得」の金額の計算上、上

ました。

記１の所得の金額がないものとされる

《算式》
｛（収入保険料 ＋ 再保険返戻金)−
(再保険料 ＋ 解約返戻金）｝− (支払

点は、上記３と同様です。
６

１の所得の金額を

２ 事実上のキャッシュ・ボックスの判
所得の割合が 30％を超えるか否かの

【解

判定）において、上 記 １ の 所 得 は、

１

３

慮したところで行

うこととなります。

定（総資産の額に対する一定の受動的

ととされました。

部分適用対象金額に係る合算課税の
適用免除（少額基準）の判定は、上記

保険金 − 再保険金）

「一定の受動的所得」に含まれないこ

外国金融子会社等が得る上記１の所

説】
部分合算課税の対象となる所得の範囲の

改正
次の⑴に掲げる金額から⑵に掲げる金額

異常所得」の金額の計算上、上記

を減算した金額が、部分対象外国関係会社

１の所得の金額は、ないものとされる

（外国金融子会社等に該当するものを除き

こととされました。

ます。）に係る部分合算課税の対象となる

４ 清算外国金融子会社等の特定清算事

特定所得（損益通算グループ所得）の金額

業年度に係る部分課税対象金額等の計

に追加されました（措法 66の６⑥七の二

算上、上記１の所得の金額は、特定金

⑦、措令 39の 17の３

融所得金額に含まれることとされまし

）。
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保険金の額の合計額
⑴

次の①に掲げる金額から②に掲げ

る金額を控除した残額
①

部分対象外国関係会社の当該事
業年度において収入した、又は収

なお、この改正は、外国関係会社の平成
31年４月１日以後に開始する事業年度に
ついて適用されます（改正法附則 58②）。

入すべきことの確定した収入保険
料（当該収入保険料のうちに払い
戻した、又は払い戻すべきものが
ある場合には、その金額を控除し
た残額）及び再保険返戻金の合計
額
②

保険料及び解約返戻金の合計額
次の①に掲げる金額から②に掲げ

る金額を控除した残額
①

部分対象外国関係会社の当該事
業年度において支払った、又は支
払うべきことの確定した支払保険
金の額の合計額

②

事実上のキャッシュ・ボックスの判定に

与える影響
総資産の額に対する一定の受動的所得の
割合が 30％を超える外国関係会社（ただ
し、総資産の額に対する一定の資産の額の

当該事業年度において支払った、
又は支払うべきことの確定した再

⑵

２

当該事業年度において収入した、
又は収入すべきことの確定した再

割合が 50％を超えるものに限ります。）は、
特定外国関係会社（事実上のキャッシュ・
ボックス）に該当し、会社単位の合算課税
の対象とされています（措法 66の６②二
ロ）
。
この「一定の受動的所得」の範囲は、部
分合算課税の対象となる各種所得の範囲を
基礎とするものですが、
【図表１】のとお
り、上記１の所得（保険所得）は、これに
含まれないこととされました（措法 66の
６②二ロ）。
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による対価の額、⑩支払を受ける無形資産
等の使用料及び 無形資産等の譲渡に係る
対価の額からこれに係る原価の額を減算し
た金額がこれに該当します。
（注２) 次の算式により計算した金額をいいます。
総資産 人件費 減価償却費
＋
＋
× 50％
の額
の額
の累計額

期利益の額から、所得控除の金額（注２）
を控除した残額とされていますが、上記１

４

清算外国金融子会社等の特定清算事業年

の所得（保険所得）の金額は、この計算に

度に係る部分課税対象金額等の計算に与え

おいてないものとされる「他の部分合算課

る影響

税対象の所得類型に係る金額」に含まれる

解散により外国金融子会社等に該当しな

こととされました（措法 66の６⑥十一、

いこととなった部分対象外国関係会社（清

措令 39の 17の３

算外国金融子会社等）のその該当しないこ

）。

（注１) ①支払を受ける剰余金の配当等の額、②
受取利子等の額、③有価証券の貸付けによ
る対価の額、④有価証券の譲渡に係る対価
の額からこれに係る原価の額を減算した金
額、⑤デリバティブ取引に係る損益の額、
⑥外国為替差損益の額、⑦その他の金融所
得に係る損益の額、⑧保険所得の金額、⑨
固定資産（無形資産等を除く。）の貸付け

ととなった日から原則として同日以後３年
を経過する日までの期間内の日を含む事業
年度（特定清算事業年度）においては、特
定金融所得金額（注１）がないものとして、
部分適用対象金額を計算することとされて
いますが（措法 66の６⑦）、
【図表２】の
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とおり、上記１の所得（保険所得）の金額
⑴

（注２）は、特定金融所得金額に含まれる

異常な水準の資本に係る所得の金
額

こととされました（措法 66の６⑥柱書、
⑵

措令 39の 17の３②）。
（注１) 清算外国金融子会社等の特定清算事業年
度に係る租税特別措置法第 66条の６第６
項第１号から第７号の２までに掲げる金額
に係る利益の額又は損失の額の合計額をい
います。ただし、当該利益の額又は損失の
額は、解散により外国金融子会社等に該当
しないこととなった日（特定日）の前日に
有していた資産若しくは負債又は特定日前
に締結した契約に基づく取引に係るものに
限ります（措令 39の 17の３②）。
（注２) その範囲は、（注１）のただし書と同様
に限定されます。

①固定資産の貸付けの対価の金額、
②無形資産等の使用料の金額及び③
異常所得の金額の合計額と、④無形
資産等の譲渡損益の金額（前７年以
内の金融子会社等部分適用対象損失
額の繰越控除後の金額）とを合計し
た金額

６

部分適用対象金額等に係る合算課税の適

用免除に与える影響
５

金融子会社等部分適用対象金額の計算に

部分対象外国関係会社で、部分適用対象
金額又は金融子会社等部分適用対象金額が

与える影響
外国金融子会社等が得る金融所得につい
ては、部分合算課税の対象とはしないこと
とされていますが、外国金融子会社等が得
る上記１の所得（保険所得）についても、
部分合算課税の対象とはしないこととされ

税引前当期利益の５％以下又は 2,000万円
以下である事業年度においては、部分合算
課税の適用を免除することとされています
が（措法 66の６⑩二・三）
、この「部分適
用対象金額又は金融子会社等部分適用対象
金額が税引前当期利益の５％以下又は

ました（措法 66の６⑨）
。
ただし、外国金融子会社等にあっては、
部分合算課税の対象となる金額は、次の⑴
に掲げる金額又は⑵に掲げる金額のうちい
ずれか多い金額とされていますが、このう
ち、⑵③の「異常所得の金額」の計算上、

2,000万円以下」であるか否かの判定も、
上記１の所得（保険所得）の金額を

慮し

たところで行うこととなります。
具体的には、この判定は、上記１、３、
４及び５等を適用したところで行います。

上記１の所得（保険所得）の金額がないも
のとして計算すべき点は、上記３と同様で
す。
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