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Ⅰ.  はじめに 

 

近時、消費税率引上げ、法人税率の引下げ、復興特別法人税廃止の前倒し等、企業の

活動に重大な影響を与える税制改正に関する議論が活発に行われています。 

本ニュースレターでは、それらの重要なトピックのうち、来年度の税制改正（平成 26

年度税制改正）に盛り込まれることが見込まれている、①民間投資活性化等のための税

制改正と②国際課税原則の見直しを取り上げ、これらの改正が実務に与える影響につい

て解説します。なお、本ニュースレターの内容は平成 25 年 11 月 12 日現在の情報に依

拠しており、今後の国会での議論等によって変更、修正される可能性がある点にはご留

意ください。 

 

Ⅱ.  民間投資活性化等のための税制改正 

 

1. 概要 

平成 25 年 10 月 1 日、自民党・公明党の連名により「民間投資活性化等のための税制

改正大綱」（以下「本税制改正大綱」といいます。）が公表されました1。これは、安倍

政権の経済政策の第三の矢である「日本再興戦略」（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定）に

盛り込まれた税制措置の内容を具体化するものです。 

本税制改正大綱には様々な施策が盛り込まれていますが、本ニュースレターではその

                               
1 https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/122440.html 
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中でも特に企業への影響が大きいと思われる、(i)事業再編促進税制、(ii)ベンチャー

投資促進税制、(iii)生産性向上設備投資促進税制について、本税制改正大綱等に基づ

いてそれらの概要をご紹介します2。 

なお、これらの税制に係る要件の一部は、現在国会で審議中の産業競争力強化法3（早

ければ平成 26 年 1月下旬に施行予定。以下「強化法」といいます。）に規定されており、

また、その詳細は今後公表される同法に係る経産省令案、租税特別措置法改正案等によ

り明らかとなる予定です。 

 

2. 事業再編促進税制 

(1) 概要 

本税制は、複数企業間の経営資源の融合によって収益力を高め、企業の競争力の強化

を図るため、事業再編を行う企業のリスク負担に備えるための損失準備金の積立て及び

損金算入を認めるものです。 

具体的には、青色申告法人で、強化法施行日から平成 29 年 3月 31 日までの間に同法

に規定する「特定事業再編計画」（仮称）について認定を受けたものが、積立期間（原

則として計画認定日から 10 年間4）内において、「特定事業再編」（仮称）に係る統合会

社の株式等（株式又は貸付債権）の取得をし、かつ、その株式等をその取得日を含む事

業年度終了日まで引き続き有している場合において、その株式等の価格の低落又は貸倒

れによる損失に備えるため、その株式等の取得価額の 70%以下の金額を特定事業再編投

資損失準備金（仮称）として積み立てたときは、当該金額をその事業年度において損金

算入することができます5。 

この準備金は、積立期間終了日を含む事業年度の翌事業年度から 5 年間で均等に取り

崩して益金に算入されます。 

 

(2) 「特定事業再編」とは 

「特定事業再編」は強化法で定義される予定ですが、現在審議中の法案によれば、大

要、(i)二以上の事業者が、完全子会社間の合併等の組織再編、一方の完全子会社に対

する他事業者の出資等により、事業の全部又は一部の構造の変更を行う事業再編である

こと、(ii)当該事業再編による統合会社が、国内又は国外において新たな需要を相当程

                               
2 本税制改正大綱においては、本文記載の税制改正のほか、試験研究費の増加額に係る税額控除の延

長・拡充、雇用者給与支給額が増加した場合の税額控除の延長・拡充、既存建物の耐震改修に係る特

別償却の導入等が盛り込まれています。 
3 なお、産活法（産業競争力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法)は、強化法の施行に伴

い廃止予定ですが、日本再興戦略の実行・加速化に必要なものについては、所要の見直しを行った上

で強化法に位置づけられる予定です（現物出資の際の検査役調査の免除、自社株を対価とする公開買

付けにおける現物出資規制及び有利発行規制の適用除外等）。 
4 但し、統合会社が 3期連続で営業利益を計上した場合には、その営業利益を計上した 後の事業年

度終了日までの期間。 
5 強化法施行日から平成 26 年 3月 31 日までの間に株式等の取得をした場合には、平成 26 年 4月 1

日を含む事業年度において損金算入されます。 
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度開拓するものであること、の二要件を満たす事業再編をいうものとされています。 

(3) 実務上のポイント 

本税制は、合併等の組織再編を利用した事業再編のみならず、合弁（ジョイント・ベ

ンチャー）形式による事業再編に対しても投資資金の一部の損金算入という優遇措置を

与えるものであり、今後の事業再編の実務において幅広い活用が期待されます。 

 

3. ベンチャー投資促進税制 

(1) 概要 

本税制は、事業拡張期にあるベンチャー企業等への投資を活性化するため、出資企業

に対し、投資による損失リスクに備えるための損失準備金の積立て及び損金算入を認め

るものです。 

具体的には、青色申告法人で、強化法施行日から平成 29 年 3月 31 日までの間に同法

に規定する「特定新事業開拓投資事業計画」（仮称）について認定を受けた投資事業有

限責任組合の有限責任組合員であるもの6が、その認定を受けた日以後に当該組合に出

資をし、かつ、同日から組合の存続期間終了の日までの期間内に上記計画に従って「新

事業開拓事業者」（仮称）の株式等を取得した場合において、その株式等の価格の低落

による損失に備えるため、各事業年度の終了の時における当該株式等の帳簿価額の合計

額の 80%以下の金額を新事業開拓事業者投資損失準備金（仮称）として積み立てたとき

は、当該金額をその事業年度において損金算入することができます（各期ごとに当期の

追加投資、株式売却等を調整して洗い替えが行われます）。 

 

(2) 実務上のポイント 

「特定新事業開拓投資事業計画」、「新事業開拓事業者」の認定基準等は今後経産省令

で明らかになる予定ですが、計画の認定要件の 1つとして組合の無限責任組合員による

ハンズオン支援（出資だけでなく投資先の経営にも参画すること）が求められる予定で

あり、どの程度の関与が必要かが本税制の重要なポイントになるものと思われます。ま

た、本税制の適用を受けるためには、組合員による組合への出資だけではなく、特定の

投資先への投資が実行されることまで必要とされていることにも留意が必要です。 

 

4. 生産性向上設備投資促進税制 

(1) 概要 

本税制は、企業の設備投資を活性化させるため、生産性の向上につながる設備等に対

する投資を対象に、特別償却又は税額控除の選択適用を認めるものです。 

具体的には、青色申告法人が、強化法施行日から平成 29 年 3月 31 日までの間に、一

                               
6 適格機関投資家（投資事業有限責任組合契約を締結した日を含む事業年度開始時の株式等の帳簿価

額が 20 億円以上であるものに限る。）に該当する場合には、同組合に対する出資予定額が 2億円以上

であるものに限るとされています。 
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定の規模以上の「生産性向上設備等」（仮称）の取得等を行い、これを国内にある法人

の事業の用に供した場合、以下のとおり、 大で取得価額の即時償却（100%償却）又は

取得価額の 5%の税額控除のメリットを受けることができます7。 

 

 法施行日 

～  H26.3.31 

H26.4.1 

～  H27.3.31 

H27.4.1 

～  H28.3.31 

H28.4.1 

～  H29.3.31 

特別償却 100% 100% 100% 50% 

 建物、構築物 100% 100% 100% 25% 

税額控除 5% 5% 5% 4% 

 建物、構築物 3% 3% 3% 2% 

 

(2) 「生産性向上設備等」とは 

「生産性向上設備等」とは、以下の(a)「先端設備」又は(b)「生産ラインやオペレー

ションの改善に資する設備」のいずれかに該当するものをいいます8。 

 

(a) 先端設備 

・ 対象資産：機械装置（限定なし）、工具（ロール）、器具備品（陳列ケース、冷

蔵庫、サーバー9等）、建物（断熱材、断熱窓）、建物附属設備（電気設備、冷房・

暖房、ボイラー等）、ソフトウェア10（設備の稼働状況等の情報を分析・指示す

るもの） 

・ 先端性に係る要件：旧モデル比で生産性（単位時間当たりの生産量、精度、エ

ネルギー効率等）が年平均 1%以上向上する 新モデルであること11 

・ 確認方法：各設備を担当する工業会等が、メーカーから申請を受けて要件の充

足を確認する仕組みが設けられる予定 

 

(b) 生産ラインやオペレーションの改善に資する設備 

・ 対象資産：機械装置、工具、器具備品、ソフトウェア、建物、建物附属設備及

び構築物 

・ 生産性の向上に係る要件：投資計画における投資利益率が 15%以上12（個々の設

                               
7 強化法施行日から平成 26 年 3月 31 日までの間に生産性向上設備等の取得等をした場合には、平成

26 年 4月 1日を含む事業年度において償却又は税額控除をすることになります。 
8 法人の事業の用に直接供される減価償却資産である必要があり、本店、寄宿舎等の建物、事務用具

器具備品、福利厚生施設等は該当しないとされています。 
9 中小企業者等（資本金の額又は出資金の額が 1億円以下の法人等又は農業共同組合で、青色申告書

を提出するもの。以下同じ。）が取得等をするものに限られます。 
10 中小企業者等が取得等をするものに限られます。 
11 ソフトウェアについては 新モデルであれば足り、生産性の要件は課せられません。また、機械装

置のうち中小企業者等が取得等をするソフトウェア組込型機械装置については、 新モデルの 1つ前

のモデルでもよいとされています。 
12 投資利益率は、設備取得後 3 年間の営業利益と減価償却費の合計の増加額の平均を、設備の取得価
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備等について、生産性向上・ 新モデル要件を満たす必要なし） 

・ 確認方法：事業者が作成する設備投資計画が生産性の向上に係る要件を満たす

ことにつき、まずは税理士又は会計士が確認し、さらに経済産業局が確認する

仕組みが設けられる予定 

 

(3) 実務上のポイント 

本税制は、製造業のみならず、物流・流通サービス業をはじめとする非製造業でも利

用可能であり、また、他の 2 つの税制と異なり強化法上の計画認定等を要しないため、

幅広い活用が期待されています13。 

特に、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備（上記(2)(b)参照）は、個々

の設備等について生産性向上・ 新モデル要件の充足が不要であることから、使い勝手

がよいものとなることが見込まれます。 

 

 

Ⅲ.  国際課税原則の見直し（総合主義から帰属主義へ） 

 

1. 概要・背景 

平成 25 年 10 月 24 日、政府税制調査会国際課税ディスカッショングループは、我が国

の外国法人課税ルールを従来の総合主義から帰属主義に移行させ、事業所等の恒久的施

設（Permanent Establishment。以下「PE」といいます。）に帰属する国内源泉所得（以

下「PE 帰属所得」といいます。）の算定について、OECD で示されたアプローチ（Authorised 

OECD Approach。以下「AOA」といいます。）を採用するための考え方をとりまとめた報

告書（以下「本報告書」といいます。）を公表しました14。 

現行の法人税法は、日本に PE を有する外国法人について、日本を源泉とする所得（国

内源泉所得）全てに対して法人税を課すという建前を採用しています（総合主義）。総

合主義のもとでは、日本に PE を有する外国法人は、PE に帰属しない国内源泉所得につ

いても法人税の納税義務を負うことになります。 

しかし、租税条約のネットワークにおける世界的な標準は、PE 帰属所得にのみ課税す

る「帰属主義」であり、現に我が国が締結している全ての租税条約においても帰属主義

が採られています。このような国内法と条約のミスマッチは、二重課税・二重非課税の

リスクを増大させるものとしてかねてより見直しの必要性が指摘されていました。 

また、平成 22 年には OECD のモデル租税条約７条が改正され、PE 帰属所得の算定方法

が定式化され、PE に対する独立企業としての擬制をより厳格に行うアプローチ（AOA）

が導入されました。 

                                                                                          

格で割った値とされる見込みです。なお、中小企業者等は 5%以上で足りるとされています。 
13 さらに、中小企業者等については資本金の額に応じて更なる優遇措置が設けられる予定です。 
14 「国際課税原則の総合主義（全所得主義）から帰属主義への見直し」

（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/discussion1/2013/25dis11kai.html） 
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そこで本報告書は、我が国の国内法を帰属主義に移行し、PE 帰属所得の算定方法につ

き AOA を採用することが、外国法人の進出形態に中立的であるため望ましく、二重課税・

二重非課税を緩和し、対内投資に好影響を及ぼすことにつながるとしており、今後、本

報告書の考え方に基づいて、外国法人の課税ルールに対する改正が行われる予定です15。 

総合主義と帰属主義（AOA）の課税対象の概要・相違については、以下の図をご参照下

さい。 

 

 

以下では、本報告書において取り上げられている主要な論点とかかる見直しが実務に

与える影響について解説します。 

 

2. 外国法人に対する課税への影響 

我が国の国内法では、外国法人は、PE の有無・種類に対応した国内源泉所得に対して、

                               
15 なお、外国法人だけでなく、非居住者についても同様の見直しが行われる予定です。 

 

 

ＰＥ 本店 

第三国 

日本 外国 

内部取引を認識 

申告課税なし（源泉徴収のみ） 

課税対象 

国内源泉所得 

（PE 帰属） 

第三国源泉所得 

（PE 帰属） 

国内源泉所得 

（PE 非帰属） 

 

日本 外国 

＜総合主義＞ 

課税対象 

ＰＥ 本店 

第三国 

課税なし 

国内源泉所得 

（PE 非帰属） 

国内源泉所得 

（PE 帰属） 

第三国源泉所得 

（PE 帰属） 

＜帰属主義（AOA）＞ 
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当該所得が PE に帰属する所得であるか否かを問わず、課税されます。 

これに対し、本報告書では、PE の種類にかかわらず、PE に帰属する所得（PE 帰属所

得）に対して課税を行う方式に変更することが提案されています。こうした帰属主義へ

の見直しが行われることにより、従来は課税されていなかった PE に帰属する国外源泉

所得（PE が第三国の国債に投資して得た利子等）について「PE 帰属所得」として課税

することとなる一方で、PE 非帰属の国内源泉所得（外国本店が PE を通さずに直接我が

国の株式に投資して得た譲渡所得等）については申告対象外となります（源泉徴収で課

税関係は終了）。 

また、本報告書では、PE 帰属所得の算定につき AOA の考え方を取り入れ、PE 帰属所得

を、PE が本店等から分離・独立した別個の者であるとした場合に、その PE によって遂

行された機能、使用された資産及び引き受けられたリスクに基づき、独立企業同士であ

れば PE が取得したとみられる所得とすることが提案されています。 

かかる考え方に基づいて PE 帰属所得を計算するため、本報告書では、PE と本店等と

の間の内部取引の認識、PE 帰属資本に基づく支払利子控除制限を行うことが提案されて

います。また、文書化についても一定の義務を PE に課すことが提案されています。 

 

3. 内国法人に対する課税への影響 

今回の帰属主義への見直しは、内国法人に対する課税にも影響を及ぼすことがありま

すので、日本企業の税務担当者も留意が必要です。 

具体的には、内国法人の外国税額控除の控除限度額の算定の基礎となる「国外所得」

は、現行法令では「国内源泉所得以外の所得」と消極的に定義されていますが、本報告

書では、これを積み上げ方式で積極的に定義する方式に改めることが提案されています。 

例えば、内国法人が国外 PE を有している場合、現行法令では国内源泉所得を計算すれ

ば、国外所得の額を算出することができますが、本報告書の提案方法によれば、国外所

得の算定において、国外PEに帰属する所得を国外PEごとに計算する必要が生じるため、

国外 PE の数が多いときは相当程度の事務負担が生じるものと思われます。 

 

 

 

文献情報 

 論文 「 新の租税訴訟の動向・重要判決の内容について」 

掲載誌 会計･監査ジャーナル 2013 年 10 月号 

著者 酒井 真 
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 Asia Law & Practice の Asialaw Profiles 2014 The Guide to Asia-Pacific's 

Leading Domestic Law Firms にて高い評価を得ました 

Asialaw Profiles 2014 The Guide to Asia-Pacific's Leading Domestic Law Firms 
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にて、当事務所は Recommended firms として紹介され、税務を含む 11 の分野で特

に高い評価を得ました。また、Asialaw recommended individuals として、大石 篤

史弁護士を含む当事務所の弁護士 10 名がとりあげられました。 

 

 大石 篤史弁護士が International Bar Association Conferences にパネリストと

して参加します 

大石 篤史弁護士は、フランス・パリで開催される「International Bar 

Association Conferences: Rethinking international taxation as we know it」

のパネルディスカッション『Tax planning and the abuse of tax treaties: 

navigating within tax uncertainty』(11 月 22 日（金）14:00-15:30)にパネリス

トとして参加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


