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Ⅰ.  はじめに 

 

政府与党（自由民主党及び公明党）は、平成 27 年 12 月 16 日、「平成 28 年度税制改

正大綱」1を決定し、政府は同様の内容を平成 27 年 12 月 24 日に閣議決定しました（以

下「本大綱」といいます。）2。 

本大綱の基本的考え方としては、平成 27 年度税制改正大綱と同様、経済の好循環を

着実に実現していくことが掲げられています。 

本大綱による改正項目は、①個人所得課税、②資産課税、③法人課税、④消費課税、

⑤国際課税、⑥納税環境整備、⑦関税と多岐に亘りますが、本ニュースレターでは、企

業法務・税務一般の観点から、③、④、⑤、及び⑥の中から重要と思われる改正項目に

ついて、その概要及び実務上の影響を中心に解説します。 

 

Ⅱ.  法人課税 

 

1. 法人実効税率の引き下げ（本大綱 42 頁以下） 

 

平成 28年 4月 1日以降に開始する事業年度より、法人税の表面税率が現行の 23.9%

から 23.4%に引き下げられることになりました。 

また、資本金又は出資金の額が 1 億円超の普通法人に課される法人事業税のうち、

所得に応じて課税される「所得割」の税率が軽減されます。 

これらにより、国・地方を通じた法人実効税率は、以下のとおりとなり、平成 28

                                
1 自民党ホームページ（http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/131061_1.pdf） 
2 財務省ホームページ（http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/20151224taikou.pdf） 
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年度以降、法人実効税率が 30%を下回ることになります3。 

 

現行 

（平成27年度） 

改正後 

平成 28 年度 平成 29 年度～ 

32.11% 29.97%（▲2.14%） 29.74%（▲2.37%） 

 

2. 外形標準課税の拡大（本大綱 43 頁以下） 

 

法人事業税のうち、①企業の付加価値を課税ベースとする付加価値割及び②企業の

資本金等の額を課税ベースとする資本割（いわゆる外形標準課税）の税率が、以下の

ように改正されます。 

 

 現行 改正案（平成 28 年度～）

付加価値割 0.72% 0.96% 

資本割 0.3% 0.4% 

 

3. 欠損金の繰越控除（本大綱 41 頁以下） 

 

平成 27 年度税制改正において、法人税率を引き下げつつ、恒久財源を確保する一

環として、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度等における控除限

度額が、段階的に引き下げられることとなりましたが、本大綱において、当該引下げ

の一部が変更となりました。また、繰越欠損金の繰越期間について、9 年から 10 年

への延長の適用が、これまで予定されていた平成 29 年 4 月 1 日以降に開始する事業

年度から、平成 30 年 4 月 1 日以降に開始する事業年度に変更されました。 

 

現行（平成 27 年度改正） 改正案 

H27.4.1 ～

H29.3.31 ま

でに開始す

る事業年度 

繰越控除前

の所得金額

の 65% 

H27.4.1～H28.3.31 まで

に開始する事業年度 

繰越控除前の所得金額の

65% 

H28.4.1～H29.3.31 まで

に開始する事業年度 

繰越控除前の所得金額の

60% 

H29.4.1 以降

に開始する

事業年度 

繰越控除前

の所得金額

の 50% 

H29.4.1～H30.3.31 まで

に開始する事業年度 

繰越控除前の所得金額の

55% 

H30.4.1 以降に開始する

事業年度 

繰越控除前の所得金額の

50% 

 

                                
3 実効税率は、地方法人特別税及び法人事業税が損金算入されることを考慮し、期末資本金の額が 1 億

円を超える法人に対する標準税率を用いて計算しています（法人事業税についても、超過税率ではなく

標準税率を用いています）。 
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4. 利益連動報酬及び株式報酬の取扱い（本大綱 58 頁以下） 

 

平成 27 年 6 月 1 日から適用が開始されたコーポレートガバナンス・コード4におい

ては、企業価値の向上にむけたインセンティブの一つとして役員報酬が機能するよう、

中長期的な業績と連動する報酬、自社株報酬の導入について検討が求められています

（コーポレートガバナンス・コード 4-2、4-2①）。こういった動きを受け、本大綱に

おいても利益連動報酬及び株式報酬の導入を促進するための取扱いがなされること

になりました。 

 

(1) 利益連動給与における指標の明確化 

損金算入される役員報酬は、法人税法上 3 つの類型（定期同額給与、事前確定届

出給与及び利益連動給与）に限定されているところ、そのうちの一つである「利益

連動給与」は、その算定方法が有価証券報告書に記載される利益（営業利益・経常

利益等）に関する指標を基礎とした客観的なものである給与に限られています（法

人税法 34 条 1 項 3 号イ）。 

本大綱においては、当該指標の範囲に ROE（自己資本利益率）その他の利益に

関連する一定の指標が含まれることを明確化するとされています5。 

もっとも、利益連動給与の利用が進まない背景としては、上記の利益に関する指

標が限定されていることには限られないため6、現行制度の問題が、平成 28 年度税

制改正によって実際にどの程度解消されるかが注目されるところです。 

 

(2) 株式報酬における給与所得課税及び損金算入の時期と額 

また、本大綱においては、譲渡制限付株式（いわゆるリストリクテッド・ストッ

ク）7による報酬の損金算入時期を「譲渡制限が解除された日の属する事業年度」

とする措置を講ずるとされています。 

本大綱では会社側の損金算入時期について言及されているのみですが、従前の裁

判例に照らせば、役員側の課税についても、原則として、報酬とされた株式の譲渡

制限が解除された日の属する事業年度に、当該日の株式の時価が給与として課税さ

                                
4 http://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/code.pdf 
5 本大綱においては ROE のみが具体例として言及されていますが、それ以外にも経済産業省「平成２８

年度 経済産業関係 税制改正について」（http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2016/pdf/zeisei2.pdf）
21 頁においては ROA（総資産利益率）も該当指標として言及されています。 
6 大石＝奥山＝小山「インセンティブ報酬の設計をめぐる法務・税務の留意点〔上〕」（旬刊商事法務 2077
号）34 頁参照。指標が「利益」に限定されており、その他の業績等の指標（株価に連動する指標等）を

用いることができない点や、単年度の指標に連動させる必要があることから、中長期の業績連動報酬で

あるパフォーマンス・ユニットは要件を充足できない点などが指摘されています。 
7 経済産業省「コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会」報告書「コーポレート・

ガバナンスの実践」別紙 3「法的論点に関する解釈指針」15 頁

（http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150724004/20150724004-4.pdf）では、株式に譲渡制限を付け

る方法として①種類株式を用いる方法と②契約により譲渡制限を付す方法が挙げられており、本大綱に

おける「一定の譲渡制限付株式」も、これらの方法等による譲渡制限付株式が想定されていると考えら

れます。 
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れる取扱いとされることが考えられます8。他方、ストックオプションにおいて損

金算入される額が、ストックオプションの発行の時の価額（いわゆるオプション・

バリュー）とされていること（法人税法 54 条 1 項、同法施行令 111 条の 2 第 3 項）

との平仄からすれば、会社において損金算入される額である、役員の「役務の提供

にかかる費用の額」は、株式を交付した時点における株式の時価とされることが合

理的に予想されます9。これらをまとめると、以下の図表となります。 

 

 損金算入（会社） 所得課税（役員） 

タイミング 株式の譲渡制限が解

除された時点 

株式の譲渡制限が解

除された時点 

対象額 株式を交付した時点

における株式の時価 

株式の譲渡制限が解

除された時点におけ

る株式の時価 

(3) 株式報酬の事前確定届出給与該当性及び届出の省略 

そして、前述の通り、損金算入される役員報酬は法人税法上 3 つの類型に限定さ

れているところ、本大綱においては、役員による将来の役務提供の対価として交付

される一定の譲渡制限付株式による株式報酬について「事前確定の届出を不要とす

る」とされており、「事前確定届出給与」（法人税法 34 条 1 項 2 号）に位置付ける

こととされています。これは、譲渡制限付株式が役員報酬債権と引き換えに役員に

対して発行されるものであり、役員報酬債権それ自体は事前に確定していることが

根拠であると考えられます。 

譲渡制限付株式であれば、業績や株価に連動して譲渡制限の解除が決定される場

合であっても、損金算入が認められるか等、取扱いに不明な点が多いものの、譲渡

制限付株式は、インセンティブ報酬の一類型としての利用が見込まれます。 

 

5. 組織再編税制（株式交換又は株式移転における役員継続要件）（本

大綱 57 頁以下） 

 

現行法上、共同事業を営むための株式交換又は株式移転にかかる適格要件の一つと

して、株式交換又は株式移転に伴って子会社となる法人の特定役員10が一人も退任し

ないことが存在します（役員継続要件、法人税法施行令 4 条の 3 第 16 項 2 号、20 項

2 号）。これに対して、その他の組織再編における適格要件においては、各法人のい

                                
8 東京地判平成 17 年 12 月 16 日は、日本子会社に勤務していた納税者が、米国親会社から付与された

譲渡制限付株式（リストリクテッド・ストック）の譲渡制限が解除されたことにより得た経済的利益は、

譲渡制限が解除された年分の給与所得となると判断しています。東京地判平成 24 年 7 月 24 日税務訴訟

資料 262 号順号 12010 も、譲渡制限付株式による報酬に対する課税時期について同様の判断を下してい

ます。 
9 週刊 T&A master 623 号 10 頁等も参照。 
10 特定役員とは、社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれら

に準ずるもので法人の経営に従事しているものをいいます（法人税法施行令 4 条の 3 第 4 項 2 号）。 
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ずれかの特定役員が再編後においても特定役員であることで足りるとされており（た

とえば、合併について令 4 条の 3 第 4 項 2 号）、平仄があわないだけでなく、再編後

にはガバナンス構造が変わるのがむしろ通常であることから、完全子会社となる法人

における特定役員を全て残存させることは実務上困難であることも指摘されていま

した。 

本大綱により、株式交換又は株式移転における役員継続要件として、特定役員の全

てがその株式交換等に伴って退任するものでないこと（つまり特定役員の一人でも留

任すれば足りる）とされることになりました。 

 

6. 適格現物出資（本大綱 50 頁以下） 

 

本大綱において、日本の適正な課税権確保との関係で、適格現物出資に該当する取

引の追加と除外がなされることとされました。 

 

(1) 国内資産の一定の現物出資の追加 

現行法上、外国法人に対する、国内不動産等その他国内にある事業所に属する資

産の現物出資は、日本の課税権の喪失につながることから、適格現物出資の対象か

ら除外されています（法人税法 2 条 12 号の 14、法人税法施行令 4 条の 3 第 9 項）。 

もっとも、外国法人が日本国内に有する PE に対する現物出資であれば、国内源

泉所得を生み出す資産として、原則として日本における課税権は失われないことか

ら（法人税法 138 条）、原則として、日本法人に対する現物出資と区別する理由は

ありません。そのため、外国法人に対する現物出資のうち、その移転する国内資産

のすべてを日本の PE に直接帰属させるものについて、適格現物出資の対象に加え

るものとされました（下図）11。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もっとも、PE から外国法人の国外本店への内部取引が帳簿価格で行われること

ととなる国内資産が含まれる場合には、日本の課税権が及ばなくなる場合が考えら

れるため、現物出資後これらの国内資産について内部取引を行わないことが見込ま

                                
11 これは、内国法人（J 社）から外国法人の PE に対する現物出資だけでなく、外国法人の PE から別

の外国法人の PE に対する現物出資であっても同様であることから、このような場合も適格現物出資の

対象に含まれるものと考えられます。 

適格現物出資

に該当 

PE 

国内資産

J社 

（内国法人） 

F 社 

（外国法人）

簿価取引資産の内部取引が

見込まれる場合を除く 
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れている場合に限り、適格現物出資に該当するものとすることとされました。 

 

(2) 国外資産の一定の現物出資の除外 

現行法上、内国法人が外国法人に対して、国外事業所に属する資産を現物出資す

ることは、適格現物出資に含まれています（法人税法 2 条 12 号の 14、同法施行令

4 条の 3 第 9 項）。本大綱においては、内国法人が行う外国法人に対する現物出資

のうち、その現物出資の日以前 1 年以内にその内国法人の本店等からの内部取引に

より国外事業所資産となった資産（現金、預貯金、棚卸資産及び有価証券を除きま

す。）をその外国法人の日本の PE 以外の事業所に直接帰属させるものは、適格現

物出資から除外されるものとされました（下図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、現行法上、外国法人が内国法人に対して、国外事業所に属する資産を現物

出資することは、適格現物出資から除外されています。これは、国外資産の含み損

が日本に持ち込まれることによる課税上の弊害を防止するためによります。このよ

うな趣旨は、外国法人がその国外事業所に属する資産を他の外国法人の日本の PE

に直接帰属させる場合にもあてはまることから、本大綱においてはこのような場合

も適格現物出資から除外されるものとされました（下図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ.  国際課税（移転価格税制にかかる文書化）（本大綱 78 頁以下） 

 

平成 27 年 10 月 5 日、OECD は BEPS（Base Erosion and Profit Shifting、税源侵食

と利益移転）に対する行動計画に関する最終レポートを公表しました12。BEPS 行動 13

                                
12 http://www.oecd.org/tax/beps-2015-final-reports.htm 

適格現物出資 

から除外 

PE 

F2 社 

（外国法人）

国外事業所資産 

F1 社 

（外国法人） 

適格現物出資 

から除外 

事業所 

国外事業所資産 

J 社 

（内国法人） 

F 社 

（外国法人）

1年以内に内部取

引により移転 
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「移転価格文書化及び国別報告書にかかるガイダンス」においては、各国に対し移転価

格税制にかかる文書化制度を整備するよう勧告がなされました。これに基づき、平成

28 年度税制改正により、以下のとおりの措置が講じられることとされました。 

 

(1) 国別報告事項（いわゆる CbC レポート） 

まず、多国籍企業グループ13の最終親事業体14である内国法人等に対しては、当

該多国籍企業グループが事業を行う国ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納付

税額その他必要な事項（国別報告事項）を、平成 28 年 4 月 1 日以後に開始する最

終親事業体の会計年度終了の日の翌日から 1 年を経過する日までに、e-Tax により、

税務署長に提供しなければならないこととされました。 

 

(2) マスターファイル（事業概況報告事項） 

次に、多国籍企業グループの構成事業体である内国法人等は、当該多国籍企業グ

ループの組織構造、事業の概要、財務状況その他必要な事項（事業概況報告事項）

を、最終親事業体の会計年度終了の日の翌日から 1 年を経過する日までに、e-Tax

により、税務署長に提供しなければならないこととされました。 

 

(3) ローカルファイル（独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類） 

最後に、国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するために必要と認められる

書類（電磁的記録を含みます。）を確定申告書の提出期限までに作成し、原則とし

て、7 年間保存しなければならないこととする等の所要の整備を行うものとされま

した。こちらは平成 29 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度分の法人税について適

用されることから、同年度分からローカルファイルを作成・保存する必要がありま

す。 

 

Ⅳ.  消費課税（軽減税率制度）（本大綱 61 頁以下） 

 

平成 29 年 4 月 1 日から消費税率が 10%に引き上げられることに伴い、低所得者に配

慮する観点から、一部の対象品目について軽減税率制度が導入されることになりました。

対象品目は以下のとおりであり、これらの譲渡等に対しては 6.24%（地方消費税と合わ

せて 8%）の消費税が課せられます。 

 

① 飲食料品（酒税法に規定する酒類及び外食サービスを除く） 

② 定期購読契約が締結された週 2 回以上発行される新聞 

 

                                
13 多国籍企業グループとは、適用される会計基準において連結財務諸表を作成すべき、構成事業体から

なる企業集団をいうとされています。 
14 最終親事業体とは、多国籍企業グループにおける他の構成事業体を支配するものをいうとされていま

す。 
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消費税率が複数税率となることから、仕入税額控除の方式として、現行の請求書等保

存方式に代えてインボイス制度（「適格請求書等保存方式」）が平成 33 年 4 月 1 日から

導入されます。適格請求書等保存方式は、仕入税額控除の要件として、一定の取引を除

き、「適格請求書発行事業者」として登録を受けた事業者から交付される「適格請求書」

の保存を要求する制度とされています。 

それまでの期間は、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、次のような経過

措置がとられるものとされています。 

 

① 課税仕入れが軽減税率対象品目に係るものである場合には、請求書等に記載され

るべき事項として「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」及び「税率の異なるご

とに合計した対価の額」を加える。 

② 売上げ又は仕入れを税率の異なるごとに区分することが困難な事業者に対して、

売上税額又は仕入税額を簡便に計算することを認める措置を講ずる。 

 

Ⅴ.  納税環境整備 

 

(1) 加算税制度の見直し（本大綱 82 頁以下） 

現行法上、国税について更正があるべきことを予知する（以下「更正予知」とい

います。）15前に修正申告がなされた場合、過少申告加算税は課されないこととされ

ています（国税通則法 65 条 5 項）。もっともこれにより、税務当局により税務調査

を行う旨、調査対象税目及び調査対象期間の通知（以下「調査通知」といいます。）

がなされた後であっても、具体的な指摘項目の更正予知前に修正申告をすれば過少

申告加算税は課されないこととなっていました。 

本大綱では、調査通知後更正予知前の修正申告に基づく過少申告加算税（現行

0%）を 5%（一定の場合には 10%）の割合として新設し、併せて期限後申告又は

修正申告に基づく無申告加算税の割合も 5%から 10%（一定の場合には 15%）に増

加することとされたため、税務調査の対応に当たっては改正内容を把握しておく必

要があります（下図）。本改正は、平成 29 年 1 月 1 日以降に法定申告期限が到来す

る国税について適用されることとされています。

                                
15 更正の予知の意義については、東京地判平成 24 年 9 月 25 日判タ 1388 号 173 頁等において、税務職

員が申告に係る国税についての調査に着手し、その申告が不適正であることを発見するに足るかあるい

はその端緒となる資料を発見し、これによりその後の調査が進行し先の申告が不適正で申告漏れの存す

ることが発覚し更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階

（いわゆる「客観的確実時期」）を意味するという解釈が裁判例上採られています。 
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＜過少申告加算税の場合＞ 

 

 

 

 

現行   0 %    0 %      10%16 

 

改正後  0 %    5%17    10% 

 

(2) 事業譲受における第二次納税義務の見直し（本大綱 87 頁以下） 

現行法上、第一次納税者が、 

① 親族その他特殊な関係のある個人又は同族会社に事業を譲渡し、 

② 当該譲受人が同一とみられる場所において同一又は類似の事業を営んで

いる場合、 

③ 譲受財産（取得財産を含む。）を限度として、 

当該譲受人は、第一次納税者が滞納した国税の第二次納税義務を負うものとされて

います（国税徴収法 38 条、同法施行令 13 条）18。 

 

本大綱では、上記の要件についてそれぞれ次の見直しを行うものとされました。 

① 第二次納税義務の対象となる者の範囲を納税者と生計を一にする親族等

又は特定支配関係同族会社19に限定する。 

② 事業の譲受人が同一とみられる場所において事業を営んでいるとの要件

を廃止する。 

③ 第二次納税義務の責任について、（譲受財産そのものに対する責任から）

譲受財産の価額を限度とする。 

とくに、②について、第二次納税義務を負う場合が拡大されること、及び③につ

いて、譲受財産を処分しても第二次納税義務を免れなくなることから、事業再生関

連の M&A 案件においては特に改正内容に注意が必要です。 

 

  

                                
16 期限内申告税額と 50 万円のいずれか多い額を超える部分については 15%とされます。 
17 期限内申告税額と 50 万円のいずれか多い額を超える部分については 10%とされます。 
18 なお、新設分割により事業の切り出しが行われた場合も、「事業の譲渡」に含まれるとされているこ

とに留意が必要です（国税不服審判所裁決平成 20 年 10 月 1 日裁決事例集 76 号 573 頁）。 
19 特定支配関係同族会社とは、1 株主グループの所有株式数が会社の発行済株式の 50%を超える場合等

におけるその会社をいうとされています。 

調査通知 更正予知 当初申告 
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NEWS 

 新人弁護士（26 名）が入所しました 

新人弁護士 26 名が入所しました。詳細は弊所ウェブサイトをご覧ください。 
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