
法人税法等の改正

はじめに

　令和 2年度税制改正においては、持続的な経済
成長の実現に向けた特別新事業開拓事業者に対し
特定事業活動として出資をした場合の課税の特例
の創設、投資及び賃上げを促すための法人税額か
ら控除される特別控除額の特例等の見直し並びに
連結納税制度の見直しを行うとともに、経済社会
の構造変化を踏まえた未婚のひとり親に対する税
制上の措置及び寡婦（寡夫）控除の見直し並びに
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及
び譲渡所得等の非課税制度の見直し並びに消費税
の申告期限を延長する特例の創設等を行うことと
されました。
　このうち法人税関係（連結納税制度の見直し関
係及び国際課税関係を除きます。）については、
会社法等の改正に伴う譲渡制限付株式を対価とす
る費用の帰属事業年度の特例の整備及び業績連動

役員給与の損金算入要件のうち適正な手続に関す
る要件の見直し、企業会計における取扱いの改正
を踏まえた売買目的有価証券の期末評価額の見直
し等の改正を行うこととされました。
　これらの改正を含む「所得税法等の一部を改正
する法律」は、去る 3月27日に参議院本会議で可
決・成立し、同月31日に令和 2年法律第 8号とし
て公布されています。また、次の関係政省令につ
いても、それぞれ次のとおり公布されています。
・　法人税法施行令等の一部を改正する政令（令
2 . 3 .31政令第112号）

・　法人税法施行規則の一部を改正する省令（令
2 . 3 .31財務省令第12号）

・　減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一
部を改正する省令（令 2 . 3 .31財務省令第26号）
・　法人税法施行規則の一部を改正する省令（令
2 . 4 .10財務省令第40号）
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一　会社法等の改正に伴う整備

1 　譲渡制限付株式を対価とする費用の帰
属事業年度の特例

⑴　改正前の制度の概要
　内国法人が個人から役務の提供を受ける場合
において、その役務の提供に係る費用の額につ
きその対価として特定譲渡制限付株式が交付さ
れたとき（承継譲渡制限付株式が交付されたと
きを含みます。）は、その役務の提供を受ける
内国法人は、その個人においてその役務の提供
につき給与等課税額が生ずることが確定した日
においてその役務の提供を受けたものとして、
法人税法の規定を適用することとされています
（法法54①）。
　特定譲渡制限付株式とは、譲渡制限付株式で
あって役務の提供の対価として個人に生ずる債
権の給付と引換えにその個人に交付されるもの
その他その個人に給付されることに伴ってその
債権が消滅する場合のその譲渡制限付株式をい
うこととされています（法法54①）。
　給与等課税額とは、所得税法その他所得税に
関する法令の規定によりその個人の同法に規定
する給与所得、事業所得、退職所得及び雑所得
（その個人が非居住者である場合には、その個
人が居住者であるとしたときにおけるこれらの
所得）の金額に係る収入金額とすべき金額又は
総収入金額に算入すべき金額とされています
（法法54①、法令111の 2 ③）。

⑵　改正の趣旨及び内容
　株主総会資料の電子提供制度の創設その他の
株主総会に関する規律の見直し、取締役の報酬
に関する規律その他の取締役等に関する規律の
見直し及び社債の管理等に関する規律の見直し
を行うことを目的とした「会社法の一部を改正
する法律案」が、第200回臨時国会に提出され、
令和元年12月 4 日可決・成立し、同月11日に令

和元年法律第70号として公布されました。この
会社法の改正により、上場会社において取締役
又は執行役の報酬として株式を発行する場合に
は出資の履行を要しないこととされました（会
社法202の 2 、361①三）。これに伴い、特定譲
渡制限付株式が、譲渡制限付株式であって次の
要件に該当するものとされました（法法54①）。
①　その譲渡制限付株式が役務の提供の対価と
して個人に生ずる債権の給付と引換えにその
個人に交付されるものであること。
②　①のほか、その譲渡制限付株式が実質的に
役務の提供の対価と認められるものであるこ
と。
　すなわち、譲渡制限付株式で個人に給付され
ることに伴ってその個人の法人に対する役務提
供の対価としてその個人に生ずる債権が消滅す
るもの以外のもので、実質的に法人に対する役
務提供の対価と認められる譲渡制限付株式が追
加され、改正後の会社法の規定に基づき取締役
又は執行役の報酬として出資の履行をさせずに
発行される譲渡制限付株式が特定譲渡制限付株
式とされました。
（注）　上記のほか、所得税法施行令の改正において、

特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式

の交付を受けた個人が譲渡についての制限が

解除される日前に死亡した場合において、当

該個人の死亡の時に発行法人等が無償で取得

することとなる事由に該当しないことが確定

しているその特定譲渡制限付株式又は承継譲

渡制限付株式については、当該個人の死亡の

日における価額により当該個人の給与所得又

は退職所得として課税されることとされまし

た（所令84①）。これにより、この場合には死

亡した個人において給与等課税額が生ずるこ

とが確定することから、役務の提供を受けた

法人においては、法人税法第54条第 1 項の規

定によりその確定した日において役務の提供
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を受けたものとされ、その役務の提供に係る

費用の額は、他の制度により損金不算入とさ

れる場合を除き、損金の額に算入されること

となります。所得税法施行令の改正については、

前掲「所得税法等の改正」の「十　特定譲渡

制限付株式等に関する改正」をご参照ください。
（参考）　会社法（平成17年法律第86号）（会社法の

一部を改正する法律（令和元年法律第70号）

による改正後）

（取締役の報酬等に係る募集事項の決定の

特則）

第202条の 2 　金融商品取引法第 2 条第16項

に規定する金融商品取引所に上場されて

いる株式を発行している株式会社は、定

款又は株主総会の決議による第361条第 1

項第 3 号に掲げる事項についての定めに

従いその発行する株式又はその処分する

自己株式を引き受ける者の募集をすると

きは、第199条第 1 項第 2 号及び第 4 号に

掲げる事項を定めることを要しない。こ

の場合において、当該株式会社は、募集

株式について次に掲げる事項を定めなけ

ればならない。

一　取締役の報酬等（第361条第 1 項に規

定する報酬等をいう。第236条第 3 項第

1 号において同じ。）として当該募集に

係る株式の発行又は自己株式の処分を

するものであり、募集株式と引換えに

する金銭の払込み又は第199条第 1 項第

3号の財産の給付を要しない旨

二　募集株式を割り当てる日（以下この

節において「割当日」という。）

2 　前項各号に掲げる事項を定めた場合に

おける第199条第 2 項の規定の適用につい

ては、同項中「前項各号」とあるのは、

「前項各号（第 2 号及び第 4 号を除く。）

及び第202条の 2 第 1 項各号」とする。こ

の場合においては、第200条及び前条の規

定は、適用しない。

3 　指名委員会等設置会社における第 1 項

の規定の適用については、同項中「定款

又は株主総会の決議による第361条第 1 項

第 3 号に掲げる事項についての定め」と

あるのは「報酬委員会による第409条第 3

項第 3号に定める事項についての決定」と、

「取締役」とあるのは「執行役又は取締

役」とする。

（取締役の報酬等）

第361条　取締役の報酬、賞与その他の職務

執行の対価として株式会社から受ける財

産上の利益（以下この章において「報酬

等」という。）についての次に掲げる事項

は、定款に当該事項を定めていないときは、

株主総会の決議によって定める。

一・二　省　略

三　報酬等のうち当該株式会社の募集株

式（第199条第 1 項に規定する募集株式

をいう。以下この項及び第409条第 3 項

において同じ。）については、当該募集

株式の数（種類株式発行会社にあっては、

募集株式の種類及び種類ごとの数）の

上限その他法務省令で定める事項

四～六　省　略

2～ 7　省　略

⑶　適用関係
　上記⑵の改正は、法人が会社法の一部を改正
する法律（令和元年法律第70号）の施行の日以
後にその交付に係る決議（その決議が行われな
い場合には、その交付）をする特定譲渡制限付
株式及びその特定譲渡制限付株式に係る承継譲
渡制限付株式について適用し、法人が同日前に
その交付に係る決議（その決議が行われない場
合には、その交付）をした特定譲渡制限付株式
及びその特定譲渡制限付株式に係る承継譲渡制
限付株式については、従前どおりとされていま
す（改正法附則19）。
（注）　会社法の一部を改正する法律（令和元年法

律第70号）の施行の日は、同法の公布の日（令

和元年12月11日）から起算して 1 年 6 月を超
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えない範囲内において政令で定める日とされ

ており（会社法改正法附則 1）、その政令は、

今後定められます。

2 　役員給与の損金不算入

⑴　改正前の制度の概要
　内国法人がその役員に対して支給する給与
（退職給与で業績連動給与に該当しないもの及
び使用人兼務役員に対して支給する使用人とし
ての職務に対するものを除きます。）のうち次
の①から③までの給与のいずれにも該当しない
ものの額は、その内国法人の各事業年度の所得
の金額の計算上、損金の額に算入しないことと
されています（法法34①）。
①　定期同額給与（法法34①一、法令69①②）
　その支給時期が 1月以下の一定の期間ごと
である給与でその事業年度の各支給時期にお
ける支給額が同額であるものその他これに準
ずるもの
②　事前確定届出給与（法法34①二、法令69③
～⑧、法規22の 3 ①②）
　その役員の職務につき所定の時期に、確定
額の金銭又は確定数の株式若しくは新株予約
権若しくは確定額の金銭債権に係る特定譲渡
制限付株式若しくは特定新株予約権を交付す
る旨の定めに基づいて支給する給与で、定期
同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当
しないもの（次の場合に該当する場合には、
それぞれ次の要件を満たすものに限ります。）
イ　その給与が定期給与を支給しない役員に
対して支給する給与以外の給与である場合
��納税地の所轄税務署長にその定めの内
容に関する届出をしていること。
ロ　株式を交付する場合��その株式が適格
株式であること。
ハ　新株予約権を交付する場合��その新株
予約権が適格新株予約権であること。

③　一定の業績連動給与（法法34①三、法令69
⑨～㉑、法規22の 3 ③～⑥）
　内国法人（同族会社にあっては、同族会社

以外の法人との間にその法人による完全支配
関係があるものに限ります。）がその業務執
行役員に対して支給する業績連動給与で次の
要件を満たすもの（他の業務執行役員の全て
に対して次の要件を満たす業績連動給与を支
給する場合に限ります。）
イ　その金額等の算定方法がその事業年度の
利益の状況を示す指標、株式の市場価格の
状況を示す指標又は売上高の状況を示す指
標を基礎とした客観的なもの（次の要件を
満たすものに限ります。）であること。
イ　金銭による給与にあっては確定額を、
株式又は新株予約権による給与にあって
は確定数を、それぞれ限度としているも
のであり、かつ、他の業務執行役員に対
して支給する業績連動給与に係る算定方
法と同様のものであること。
ロ　職務執行期間開始の日の属する会計期
間開始の日から 3月（確定申告書の提出
期限の延長の特例の延長期間の指定を受
けている内国法人にあっては、その指定
に係る月数に 2を加えた月数）を経過す
る日までに、次の場合の区分に応じそれ
ぞれ次の適正な手続を経ていること。
Ａ　その内国法人が同族会社でない場合
��次の手続
A　その内国法人の報酬委員会の決定
であって次の要件の全てを満たすも
の
ａ�　その報酬委員会の委員の過半数
がその内国法人の独立社外取締役
であること。
ｂ�　その内国法人の業務執行役員に
係る特殊関係者がその報酬委員会
の委員でないこと。
ｃ�　その報酬委員会の委員である独
立社外取締役の全員がその決定に
係るその報酬委員会の決議に賛成
していること。

B　その内国法人の株主総会の決議に
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よる決定
C　その内国法人の報酬諮問委員会に
対する諮問その他の手続を経た取締
役会の決議による決定であって次の
要件の全てを満たすもの
ａ�　その報酬諮問委員会の委員の過
半数がその内国法人の独立社外取
締役（その内国法人の社外監査役
である独立職務執行者を含みま
す。）であること。
ｂ�　その内国法人の業務執行役員に
係る特殊関係者がその報酬諮問委
員会の委員でないこと。
ｃ�　その報酬諮問委員会の委員であ
る独立社外取締役（その内国法人
の社外監査役である独立職務執行
者を含みます。）の全員がその諮
問に対するその報酬諮問委員会の
意見に係る決議に賛成しているこ
と。
ｄ�　その決定に係る給与の支給を受
ける業務執行役員が上記 cの決議
に参加していないこと。

（注）　報酬諮問委員会とは、取締役会

の諮問に応じ、その内国法人の業

務執行役員の個人別の給与の内容

を調査審議し、及びこれに関し必

要と認める意見を取締役会に述べ

ることができる 3 以上の委員から

構成される合議体をいいます（法

令69⑯三）。

D　上記AからCまでの手続に準ずる
手続

B　その内国法人が同族会社以外の法人
との間にその法人による完全支配関係
がある同族会社である場合��次の手
続
A　その内国法人との間に完全支配関
係がある法人（同族会社を除きます。
以下「完全支配関係法人」といいま

す。）の報酬委員会の決定（次の要
件の全てを満たす場合におけるその
決定に限ります。）に従ってするそ
の内国法人の株主総会又は取締役会
の決議による決定
ａ�　その報酬委員会の委員の過半数
がその完全支配関係法人の独立社
外取締役であること。
ｂ�　次の者（その完全支配関係法人
の業務執行役員を除きます。）が
その報酬委員会の委員でないこと。
⒜　その内国法人の業務執行役員
⒝�　その内国法人又はその完全支
配関係法人の業務執行役員に係
る特殊関係者

ｃ�　その報酬委員会の委員であるそ
の完全支配関係法人の独立社外取
締役の全員がその報酬委員会の決
定に係る決議に賛成していること。

B　完全支配関係法人の報酬諮問委員
会に対する諮問その他の手続を経た
その完全支配関係法人の取締役会の
決議による決定（次の要件の全てを
満たす場合におけるその決定に限り
ます。）に従ってするその内国法人
の株主総会又は取締役会の決議によ
る決定
ａ�　その報酬諮問委員会の委員の過
半数がその完全支配関係法人の独
立社外取締役（その完全支配関係
法人の社外監査役である独立職務
執行者を含みます。）であること。
ｂ�　次の者（その完全支配関係法人
の業務執行役員を除きます。）が
その報酬諮問委員会の委員でない
こと。
⒜　その内国法人の業務執行役員
⒝�　その内国法人又はその完全支
配関係法人の業務執行役員に係
る特殊関係者
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ｃ�　その報酬諮問委員会の委員であ
るその完全支配関係法人の独立社
外取締役（その内国法人の社外監
査役である独立職務執行者を含み
ます。）の全員がその諮問に対す
るその報酬諮問委員会の意見に係
る決議に賛成していること。
ｄ�　その完全支配関係法人の取締役
会の決議による決定に係る給与の
支給を受ける業務執行役員が上記
cの決議に参加していないこと。

（注）　報酬諮問委員会とは、取締役会

の諮問に応じ、その完全支配関係

法人及びその内国法人の業務執行

役員の個人別の給与の内容を調査

審議し、並びにこれに関し必要と

認める意見を取締役会に述べるこ

とができる 3 以上の委員から構成

される合議体をいいます（法令69

⑰二）。

C　上記A又はBの手続に準ずる手続
（注）　独立職務執行者とは、報酬委員会又

は報酬諮問委員会を置く法人（以下

「設置法人」といいます。）の取締役又

は監査役のうち、次の者のいずれにも

該当しないものをいうこととされてい

ます（法令69⑱）。

Ａ�　その業績連動給与の算定方法につ

いての手続の終了の日の属する内国

法人の会計期間開始の日の 1 年前の

日からその手続の終了の日までの期

間内のいずれかの時において次の者

に該当する者（Dの者に該当する者

にあっては、同日においてその設置

法人の監査役であるものに限ります。）

A　その設置法人の主要な取引先で

ある者又はその者の業務執行者

B　その設置法人を主要な取引先と

する者又はその者の業務執行者

C　その設置法人とその設置法人以

外の法人との間にその法人による

支配関係がある場合のその法人

（以下「親法人」といいます。）の

業務執行者又は業務執行者以外の

取締役

D　親法人の監査役

🄔�　その設置法人との間に支配関係

がある法人（親法人及びその設置

法人による支配関係がある法人を

除きます。）の業務執行者

Ｂ�　その業績連動給与の算定方法につ

いての手続の終了の日の属する内国

法人の会計期間開始の日の 1 年前の

日からその手続の終了の日までの期

間内のいずれかの時において次の者

に該当する者の配偶者又は二親等以

内の親族（B、D又は🄕の者に該当

する者の配偶者又は二親等以内の親

族にあっては、その終了の日におい

てその設置法人の監査役であるもの

に限ります。）

A　上記ＡAからCまで又は🄔�の者

（業務執行者にあっては、使用人の

うち重要な使用人でないものを除

きます。）

B　上記ＡDの者

C　その設置法人の業務執行者（使

用人のうち重要な使用人でないも

のを除きます。）

D　その設置法人の業務執行者以外

の取締役又は会計参与（会計参与

が法人である場合には、その職務

を行うべき社員）

🄔�　その設置法人による支配関係が

ある法人の業務執行者（使用人の

うち重要な使用人でないものを除

きます。）

🄕　その設置法人による支配関係が

ある法人の業務執行者以外の取締

役又は会計参与（会計参与が法人
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である場合には、その職務を行う

べき社員）

ハ　その内容が、上記ロの手続の終了の日
以後遅滞なく、有価証券報告書に記載さ
れていることその他の方法により開示さ
れていること。

ロ　一定の日までに交付されること。
ハ　損金経理をしていること。

⑵　改正の内容
　「成長戦略実行計画（令和元年 6 月21日閣議
決定）」の中で、日本企業の競争力・信頼性を
一層グレードアップさせるために、グローバル
スタンダードに沿ったコーポレート・ガバナン
スの更なる強化が求められていることへの対応
として、「上場子会社のガバナンスについての
ルール整備を図り、親会社は事業ポートフォリ
オの再編のための上場子会社の意義について説
明責任を果たすとともに、上場子会社側につい
ては、適切なガバナンスの在り方を特段に明確
にし、実務への浸透を図る」こととされていま
す。これを実施するため、「グループ・ガバナ
ンス・システムに関する実務指針」を策定する
こととされ、さらにその実効性を高めるため、
東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラ
インの改正（令和 2年 2月 5日公表）が行われ、
上場子会社における独立した意思決定を確保し、
少数株主の利益を保護するための見直しとして、
独立役員の独立性に係る判断基準に過去10年以
内に親会社又は兄弟会社に所属していた者でな
い旨が追加されました。これを踏まえ、独立職
務執行者の範囲について、次の見直しが行われ
ました。
①　独立職務執行者に該当しない親法人の業務
執行者等の範囲の見直し
　業績連動給与の算定方法についての手続の
終了の日の属する内国法人の会計期間開始の
日の10年前（改正前： 1年前）の日からその
手続の終了の日までの期間内のいずれかの時
において次の者に該当する者（ロの者に該当

する者にあっては、その終了の日においてそ
の設置法人の監査役であるものに限ります。）
が独立業務執行者に該当しないこととされま
した（法令69⑱三）。
イ　親法人の業務執行者又は業務執行者以外
の取締役
ロ　親法人の監査役
ハ　設置法人との間に支配関係がある法人
（親法人及びその設置法人による支配関係
がある法人を除きます。）の業務執行者

②　独立職務執行者に該当しない親法人の業務
執行者等の親族の範囲の見直し
　業績連動給与の算定方法についての手続の
終了の日の属する内国法人の会計期間開始の
日の10年前（改正前： 1年前）の日からその
手続の終了の日までの期間内のいずれかの時
において次の者に該当する者の配偶者又は二
親等以内の親族（ロの者に該当する者の配偶
者又は二親等以内の親族にあっては、その終
了の日においてその設置法人の監査役である
ものに限ります。）が独立業務執行者に該当
しないこととされました（法令69⑱四）。
イ　上記①イ又はハの者（業務執行者にあっ
ては、使用人のうち重要な使用人でないも
のを除きます。）
ロ　上記①ロの者

⑶　適用関係
　上記⑵の改正は、法人の令和 2年 4月 1日以
後最初に開始する事業年度の前事業年度に関す
る定時株主総会の日の翌日以後に終了する業績
連動給与の算定方法についての手続に係る給与
について適用し、法人の同日前に終了した業績
連動給与の算定方法についての手続に係る給与
については、従前どおりとされています（改正
法令附則 3）。
（注）　令和 2 年 4 月 1 日以後最初に開始する事業

年度がその法人の設立の日の属する事業年度

である場合には、その設立の日以後に終了す

る業績連動給与の算定方法についての手続に
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係る給与について適用することとされていま す（改正法令附則 3）。

二　時価の算定に関する会計基準の制定に伴う改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金
又は損金算入
　内国法人が事業年度終了の時において有する
売買目的有価証券については、時価法により評
価した金額をもってその評価額とし、その評価
額と帳簿価額との差額に係る評価益又は評価損
は、その事業年度の所得の金額の計算上、益金
の額又は損金の額に算入することとされていま
す（法法61の 3 ①②）。時価法により評価した
金額は、事業年度終了の時において有する有価
証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を
同じくする有価証券について、次の有価証券の
区分に応じそれぞれ次の金額にその有価証券の
数を乗じて計算した金額とされています（法令
119の13）。
①　取引所売買有価証券
イ　金融商品取引所において公表された当該
事業年度終了の日におけるその取引所売買
有価証券の最終の売買の価格がある場合
��その公表された最終の売買の価格
ロ　金融商品取引所において公表された当該
事業年度終了の日におけるその取引所売買
有価証券の最終の売買の価格がなく、公表
された同日における最終の気配相場の価格
がある場合��その公表された同日におけ
る最終の気配相場の価格
ハ　上記イの最終の売買の価格及び上記ロの
最終の気配相場の価格のいずれもない場合
��当該事業年度終了の日前の最終の売買
の価格又は最終の気配相場の価格が公表さ
れた日で当該事業年度終了の日に最も近い
日におけるその最終の売買の価格又はその
最終の気配相場の価格

（注）　取引所売買有価証券とは、その売買が主

として金融商品取引所（これに類するもの

で外国の法令に基づき設立されたものを含

みます。）の開設する市場において行われて

いる有価証券をいいます（法令119の13一）。

②　店頭売買有価証券及び取扱有価証券
イ　金融商品取引法第67条の19の規定により
公表された当該事業年度終了の日における
その店頭売買有価証券又は取扱有価証券の
最終の売買の価格がある場合��その公表
された最終の売買の価格
ロ　金融商品取引法第67条の19の規定により
公表された当該事業年度終了の日における
最終の売買の価格がなく、公表された同日
における最終の気配相場の価格がある場合
��その公表された同日における最終の気
配相場の価格
ハ　上記イの最終の売買の価格及び上記ロの
最終の気配相場の価格のいずれもない場合
��当該事業年度終了の日前の最終の売買
の価格又は最終の気配相場の価格が公表さ
れた日で当該事業年度終了の日に最も近い
日におけるその最終の売買の価格又はその
最終の気配相場の価格

（注）　店頭売買有価証券とは、金融商品取引法

第 2 条第 8 項第10号ハに規定する店頭売買

有価証券をいい、取扱有価証券とは、同法

第67条の18第 4 号に規定する取扱有価証券

をいいます（法令119の13二）。

③　その他価格公表有価証券
イ　価格公表者によって公表された当該事業
年度終了の日における当該その他価格公表
有価証券の最終の売買の価格がある場合
��その公表された最終の売買の価格
ロ　価格公表者によって公表された当該事業
年度終了の日における最終の売買の価格が
なく、公表された同日における最終の気配
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相場の価格がある場合��その公表された
同日における最終の気配相場の価格
ハ　上記イの最終の売買の価格及び上記ロの
最終の気配相場の価格のいずれもない場合
��当該事業年度終了の日前の最終の売買
の価格又は最終の気配相場の価格が公表さ
れた日で当該事業年度終了の日に最も近い
日におけるその最終の売買の価格又はその
最終の気配相場の価格

（注）　その他価格公表有価証券とは、上記①及

び②の有価証券以外の有価証券のうち、価

格公表者によって公表された売買の価格又

は気配相場の価格があるものをいい、価格

公表者とは、有価証券の売買の価格又は気

配相場の価格を継続的に公表し、かつ、そ

の公表する価格がその有価証券の売買の価

格の決定に重要な影響を与えている場合に

おけるその公表をする者をいいます（法令

119の13三）。

④　上記①から③までの有価証券以外の有価証
券のうち、償還期限及び償還金額の定めのあ
る有価証券（償還期限に償還されないと見込
まれる新株予約権付社債その他これに準ずる
ものを除きます。）��その有価証券の当該
事業年度終了の時における帳簿価額に法人税
法施行令第119条の14の規定により当該事業
年度に配分すべき金額に相当する金額を加算
し、又は減算した金額その他その有価証券の
その時における価額として合理的な方法によ
り計算した金額
⑤　上記①から④までの有価証券以外の有価証
券��その有価証券の当該事業年度終了の時
における帳簿価額

⑵　短期売買商品等の評価益又は評価損の益金又
は損金算入
　内国法人が事業年度終了の時において有する
短期売買商品等（仮想通貨にあっては、活発な
市場が存在するものに限ります。）については、
時価法により評価した金額をもってその評価額

とし、その評価額と帳簿価額との差額に係る評
価益又は評価損は、その事業年度の所得の金額
の計算上、益金の額又は損金の額に算入するこ
ととされています（法法61②③）。
　仮想通貨以外の短期売買商品等の時価法によ
り評価した金額は、内国法人が事業年度終了の
時において有する短期売買商品等をその種類又
は銘柄の異なるごとに区別し、その種類又は銘
柄を同じくする短期売買商品等ごとに、次のい
ずれかの金額にその短期売買商品等の数量を乗
じて計算した金額とされています（法令118の
8 ）。
①　次の価格
イ　価格公表者によって公表された当該事業
年度終了の日における短期売買商品等の最
終の売買の価格がある場合��その公表さ
れた最終の売買の価格
（注）　価格公表者とは、商品先物取引法第 2

条第 1 項に規定する商品の売買の価格又

は気配相場の価格を継続的に公表し、か

つ、その公表する価格がその商品の売買

の価格の決定に重要な影響を与えている

場合におけるその公表をする者をいいま

す（法令118の 8 一）。

ロ　価格公表者によって公表された当該事業
年度終了の日における最終の売買の価格が
なく、公表された同日における最終の気配
相場の価格がある場合��その公表された
同日における最終の気配相場の価格
ハ　上記イの最終の売買の価格及び上記ロの
最終の気配相場の価格のいずれもない場合
��当該事業年度終了の日前の最終の売買
の価格又は最終の気配相場の価格が公表さ
れた日で当該事業年度終了の日に最も近い
日におけるその最終の売買の価格又はその
最終の気配相場の価格

②　価格公表者によってその価格を公表される
短期売買商品等又はこれに類似する商品の上
記①の価格にこれらの品質、所在地その他の
価格に影響を及ぼす条件の差異により生じた
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価格差につき必要な調整を加えて得た金額

⑶　デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失
相当額の益金又は損金算入等
　内国法人がデリバティブ取引を行った場合に
おいて、そのデリバティブ取引のうち事業年度
終了の時において決済されていないもの（為替
予約取引等を除きます。）があるときは、その
時において取引を決済したものとみなして計算
される利益相当額又は損失相当額は、その事業
年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金
の額に算入することとされています（法法61の
5 ①）。
　利益相当額又は損失相当額は、次の金額とさ
れています（法規27の 7 ③）。
①　市場デリバティブ取引等��市場デリバテ
ィブ取引等につき、金融商品取引所若しくは
外国金融商品市場における事業年度終了の日
の最終の価格により取引を決済したものとし
た場合に授受される差金に基づく金額又はこ
れに準ずるものとして合理的な方法により算
出した金額
（注）　市場デリバティブ取引等とは、金融商品

取引法第 2 条第21項に規定する市場デリバ

ティブ取引又は同条第23項に規定する外国

市場デリバティブ取引をいいます（法規27

の 7 ③一）。

②　先渡取引等及び先物外国為替取引��先渡
取引等又は先物外国為替取引につき、これら
の取引により当事者間で授受することを約し
た金額（その金額が事業年度終了の時におい
て確定していない場合には、金利、通貨の価
格、金融商品市場における相場その他の指標
（以下「指標」といいます。）の予想される数
値に基づき算出される金額）を事業年度終了
の時の現在価値に割り引く合理的な方法によ
り割り引いた金額
（注）　先渡取引等とは、金融商品取引法第 2 条

第22項に規定する店頭デリバティブ取引（同

項第 3 号、第 4 号及び第 6 号に掲げる取引

を除きます。）をいい、先物外国為替取引と

は、外国通貨をもって表示される支払手段

又は外貨債権の売買契約に基づく債権の発

生、変更又は消滅に係る取引をその売買契

約の締結の日後の一定の時期に一定の外国

為替の売買相場により実行する取引をいい

ます（法規27の 7 ①六③二）。

③　金融商品オプション取引及び商品等オプシ
ョン取引��金融商品オプション取引又は商
品等オプション取引につき、これらの取引に
係る権利の行使により当事者間で授受するこ
とを約した金額（その金額が事業年度終了の
時において確定していない場合には、これら
の取引に係る指標の予想される数値に基づき
算出される金額）、事業年度終了の時のその
権利の行使に係る指標の数値及びその指標の
予想される変動率を用いた合理的な方法によ
り算出した金額
（注）　金融商品オプション取引とは、金融商品

取引法第 2 条第22項に規定する店頭デリバ

ティブ取引（同項第 3 号及び第 4 号に掲げ

る取引に限ります。）をいい、商品等オプシ

ョン取引とは、銀行法施行規則第13条の 2

の 3 第 1 項第 3 号に掲げる取引をいいます

（法規27の 7 ①四③三）。

④　上記①から③までの取引以外のデリバティ
ブ取引��上記①から③までの金額に準ずる
金額として合理的な方法により算出した金額

⑷　資産の評価損の損金不算入
　内国法人が有する資産の評価損の額は、原則
として損金の額に算入しないこととされていま
すが、次の場合には損金の額に算入することと
されています（法法33）。
①　物損等の事実又は法的整理の事実が生じた
場合において、資産の評価換えをして損金経
理によりその帳簿価額を減額したとき
　このうち、有価証券についての物損等の事
実は、次の事実とされています（法令68①二）。
イ　上記⑴①から③までの有価証券（企業支
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配株式に該当するものを除きます。）の価
額が著しく低下したこと。
ロ　上記イ以外の有価証券について、その有
価証券を発行する法人の資産状態が著しく
悪化したため、その価額が著しく低下した
こと。
ハ　上記ロに準ずる特別の事実
②　更生計画認可の決定があったことにより会
社更生法等の規定に従って評価換えをして帳
簿価額を減額した場合
③　再生計画認可の決定等の事実が生じた場合
において、一定の評定を行っているとき

⑸　貸倒引当金
①　個別評価金銭債権に係る措置
　一定の内国法人が、その有する金銭債権の
うち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を
猶予され、又は賦払により弁済されることそ
の他の事実が生じていることによりその一部
につき貸倒れその他これに類する事由による
損失が見込まれるもの（その金銭債権に係る
債務者に対する他の金銭債権がある場合には、
当該他の金銭債権を含みます。以下「個別評
価金銭債権」といいます。）のその損失の見
込額として、各事業年度において損金経理に
より貸倒引当金勘定に繰り入れた金額につい
ては、その繰り入れた金額のうち、その事業
年度終了の時においてその個別評価金銭債権
の取立て又は弁済の見込みがないと認められ
る部分の金額を基礎として計算した金額（個
別貸倒引当金繰入限度額）に達するまでの金
額は、その事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入することとされています（法
法52①）。
②　一括評価金銭債権に係る措置
　一定の内国法人が、その有する売掛金、貸
付金その他これらに準ずる金銭債権（個別評
価金銭債権を除きます。以下「一括評価金銭
債権」といいます。）の貸倒れによる損失の
見込額として、各事業年度において損金経理

により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額につ
いては、その繰り入れた金額のうち、その事
業年度終了の時において有する一括評価金銭
債権の額及び最近における売掛金、貸付金そ
の他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる
損失の額を基礎として計算した金額（一括貸
倒引当金繰入限度額）に達するまでの金額は、
その事業年度の所得の金額の計算上、損金の
額に算入することとされています（法法52②）。

2 　改正の趣旨及び概要

　我が国においては、「金融商品に関する会計
基準」等において、時価（公正な評価額）の算
定が求められているものの、これまで算定方法
に関する詳細なガイダンスは定められていませ
んでした。一方、国際会計基準審議会（IASB）
及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、公
正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイ
ダンスを定めています（国際財務報告基準
（IFRS）においては IFRS 第13号、米国会計基
準においてはTopic820）。
　これらの状況を踏まえ、企業会計基準委員会
では、平成30年 3 月に開催された第381回企業
会計基準委員会において主に金融商品の時価に
関するガイダンス及び開示に関して、国際的な
会計基準との整合性を図る取組に着手すること
が決定されました。その後、令和元年 7月 4日
に企業会計基準第30号「時価の算定に関する会
計基準」、改正企業会計基準第10号「金融商品
に関する会計基準」等が公表されました。
　これらの会計基準において、「時価」とは、
算定日において市場参加者間で秩序ある取引が
行われると想定した場合の、当該取引における
資産の売却によって受け取る価格又は負債の移
転のために支払う価格をいうこととされていま
す（時価の算定に関する会計基準 5、金融商品
に関する会計基準 6、棚卸資産の評価に関する
会計基準 4ただし書）。
　時価は、直接観察可能であるかどうかにかか
わらず、算定日における市場参加者間の秩序あ
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る取引が行われると想定した場合の出口価格
（資産の売却によって受け取る価格又は負債の
移転のために支払う価格）であり、入口価格
（交換取引において資産を取得するために支払
った価格又は負債を引き受けるために受け取っ
た価格）ではないとされています（時価の算定
に関する会計基準31⑵）。
　同一の資産又は負債の価格が観察できない場
合に用いる評価技法には、関連性のある観察可
能なインプットを最大限利用し、観察できない
インプットの利用を最小限にすることとされて
います（時価の算定に関する会計基準31⑶）。
　また、上記のような時価の考え方の下では、
時価を把握することが極めて困難と認められる
有価証券は想定されないことから、「金融商品
に関する会計基準」について、時価を把握する
ことが極めて困難と認められる有価証券の定め
が削除されています。ただし、市場価格のない
株式等に関しては、たとえ何らかの方式により
価額の算定が可能としても、それを時価とはし
ないとする従来の考え方を踏襲し、引き続き取
得原価をもって貸借対照表価額とする取扱いと
されています（金融商品に関する会計基準19、
81- 2 ）。
　これにより、これまで時価を把握することが
極めて困難であるとして、取得原価又は償却原
価法に基づいて算定された価額をもって貸借対
照表価額としていたもののうち、市場価格のな
い株式等に含まれないものについては、時価を
もって貸借対照表価額とすることとなります。
　上記の企業会計の改正を踏まえ、法人税法に
おいても、売買目的有価証券及び短期売買商品
等（暗号資産を除きます。）の時価法により評
価した金額が、次のとおりとされ、企業会計に
おける時価と同様とされました。
⑴　市場有価証券及び短期売買商品等（暗号資
産を除きます。）で事業年度終了の日におい
て公表された最終の売買の価格及び気配相場
の価格のいずれもないものについては、同日
前の最終の売買の価格又は気配相場の価格が

公表された日でその終了の日に最も近いもの
を基礎とした合理的な方法により計算した金
額とする。
⑵　市場有価証券以外の有価証券（株式等を除
きます。）については、その有価証券に類似
する有価証券について公表された事業年度終
了の日における最終の売買の価格又は利率そ
の他の指標に基づき合理的な方法により計算
した金額とする。

3 　改正の内容

⑴　売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金
又は損金算入
①　時価法により評価した金額
イ　取引所売買有価証券
　取引所売買有価証券（上記 1 ⑴①）につ
いて上記 1 ⑴①イの最終の売買の価格及び
上記 1 ⑴①ロの最終の気配相場の価格のい
ずれもない場合の時価法により評価した金
額が、その取引所売買有価証券の当該事業
年度終了の日における売買の価格に相当す
る金額として同日前の最終の売買の価格又
は最終の気配相場の価格が公表された日で
当該事業年度終了の日に最も近い日におけ
るその最終の売買の価格又はその最終の気
配相場の価格を基礎とした合理的な方法に
より計算した金額とされました（法令119
の13①一）。
ロ　店頭売買有価証券及び取扱有価証券
　店頭売買有価証券及び取扱有価証券（上
記 1 ⑴②）について上記 1 ⑴②イの最終の
売買の価格及び上記 1 ⑴②ロの最終の気配
相場の価格のいずれもない場合の時価法に
より評価した金額が、その店頭売買有価証
券又は取扱有価証券の当該事業年度終了の
日における売買の価格に相当する金額とし
て同日前の最終の売買の価格又は最終の気
配相場の価格が公表された日で当該事業年
度終了の日に最も近い日におけるその最終
の売買の価格又はその最終の気配相場の価
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格を基礎とした合理的な方法により計算し
た金額とされました（法令119の13①二）。
ハ　その他価格公表有価証券
　その他価格公表有価証券（上記 1 ⑴③）
について上記 1 ⑴③イの最終の売買の価格
及び上記 1 ⑴③ロの最終の気配相場の価格
のいずれもない場合の時価法により評価し
た金額が、当該その他価格公表有価証券の
当該事業年度終了の日における売買の価格
に相当する金額として同日前の最終の売買
の価格又は最終の気配相場の価格が公表さ
れた日で当該事業年度終了の日に最も近い
日におけるその最終の売買の価格又はその
最終の気配相場の価格を基礎とした合理的
な方法により計算した金額とされました
（法令119の13①三）。
ニ　上記イからハまでの有価証券以外の有価
証券（株式又は出資を除きます。）
　上記イからハまでの有価証券以外の有価
証券（株式又は出資を除きます。）�の時価
法により評価した金額が、その有価証券に
類似する有価証券について公表がされた当
該事業年度終了の日における最終の売買の
価格又は利率その他の価格に影響を及ぼす
指標に基づき合理的な方法により計算した
金額とされました（法令119の13①四）。
（注）　上記の「公表」は、金融商品取引所に

おける公表、金融商品取引法第67条の19

の規定による公表又は価格公表者による

公表に限ることとされています（法令119

の13①四）。

ホ　上記イからハまでの有価証券以外の有価
証券（株式又は出資に限ります。）
　上記イからハまでの有価証券以外の有価
証券（株式又は出資に限ります。）の時価
法により評価した金額は、改正前と同様に、
その有価証券の当該事業年度終了の時にお
ける帳簿価額とされました（法令119の13
①五）。

（注）　上記の時価法により評価した金額は、内

国法人が適格分割、適格現物出資又は適格

現物分配により分割承継法人、被現物出資

法人又は被現物分配法人に売買目的有価証

券を移転する場合に、その適格分割、適格

現物出資又は適格現物分配の日の前日を事

業年度終了の日として時価法により評価し

た金額を計算する場合についても同様とな

ります。

②　書類の保存義務
　内国法人は、売買目的有価証券の時価法に
より評価した金額を計算する場合において、
上記①イからニまでの「合理的な方法」によ
ったときは、その方法を採用した理由及びそ
の方法による計算の基礎とした事項を記載し
た書類を保存しなければならないこととされ
ました（法令119の13②）。
（注）　「金融商品の監査における特別な考慮事

項」（平成25年 9 月30日日本公認会計士協

会）第46項において「経営者は、評価の方

針及び特定の金融商品に用いるモデルを文

書化することが期待されている」とされて

おり、また、同第49項において「モデルに

関して適切に文書化されるかどうか（モデ

ル適用の意図及び限界、モデルの主要な変

数、要求されるデータ、モデルに対する妥

当性確認の分析の実施結果、並びにモデル

の計算結果に対する調整を含む。）」を検討

することとされており、これらの文書化さ

れたモデルを用いた評価額を時価としてい

るときの文書など、評価額に関して会計監

査のために作成した書類は、上記の書類に

該当すると考えられます。また、時価の算

定に関する会計基準の適用指針第18項の規

定を適用して取引相手の金融機関、ブロー

カー、情報ベンダー等の第三者から入手し

た相場価格を時価の算定に用いているとき

は、その入手した相場価格が記載された書

類は、上記の書類に該当すると考えられます。
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⑵　短期売買商品等の評価益又は評価損の益金又
は損金算入
①　時価法により評価した金額
　短期売買商品等（暗号資産を除きます。）
について上記 1 ⑵①の価格を時価法により評
価した金額とする場合において、上記 1 ⑵①
イの最終の売買の価格及び上記 1 ⑵①ロの最
終の気配相場の価格のいずれもないときは、
その時価法により評価した金額は、その短期
売買商品等の当該事業年度終了の日における
売買の価格に相当する金額として同日前の最
終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が
公表された日で当該事業年度終了の日に最も
近い日におけるその最終の売買の価格又はそ
の最終の気配相場の価格を基礎とした合理的
な方法により計算した金額とされました（法
令118の 8 ①一）。
（注 1）　上記の時価法により評価した金額は、

内国法人が適格分割、適格現物出資又は

適格現物分配により分割承継法人、被現

物出資法人又は被現物分配法人に短期売

買商品等（暗号資産を除きます。）を移転

する場合に、その適格分割、適格現物出

資又は適格現物分配の日の前日を事業年

度終了の日として時価法により評価した

金額を計算する場合についても同様とな

ります。
（注 2）　暗号資産については、会計基準の見直

しの対象外とされていることから、法人

税法においても従前どおりとされていま

す。

②　書類の保存義務
　内国法人は、短期売買商品等（暗号資産を
除きます。）の時価法により評価した金額を
計算する場合において、上記①の「合理的な
方法」によったときは、その方法を採用した
理由及びその方法による計算の基礎とした事
項を記載した書類を保存しなければならない
こととされました（法令118の 8 ②）。
（注）　保存すべき書類については、上記⑴②

（注）と同様です。

⑶　デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失
相当額の益金又は損金算入等
　内国法人は、デリバティブ取引を決済したも
のとみなして利益相当額又は損失相当額を算出
する場合において、上記 1 ⑶①から④までの合
理的な方法によったときは、その方法を採用し
た理由及びその方法による計算の基礎とした事
項を記載した書類を保存しなければならないこ
ととされました（法規27の 7 ④）。
（注 1）　上記 1 ⑶①の金額のうち、金融商品取引

所又は外国金融商品市場における事業年度

終了の日の最終の価格により取引を決済し

たものとした場合に授受される差金に基づ

く金額を利益相当額又は損失相当額とした

場合には、書類の保存は不要となります。
（注 2）　保存すべき書類については、上記⑴②

（注）と同様です。なお、時価の算定に関す

る会計基準の適用指針第24項の規定を適用

して第三者から入手した相場価格を時価の

算定に用いているときは、その入手した相

場価格が記載された書類も、上記の書類に

該当すると考えられます。

⑷　資産の評価損の損金不算入
　上記⑴の改正に伴い、有価証券の評価損が損
金算入される物損等の事実の範囲について、
「その有価証券の価額が著しく低下したこと」
が物損等の事実となる有価証券は、上記⑴①イ
からニまでの有価証券（企業支配株式に該当す
るものを除きます。）とされました（法令68①
二イ）。
　また、企業会計と同様に、売買目的有価証券
については、「その有価証券の価額が著しく低
下したこと」が物損等の事実から除外され、
「その有価証券を発行する法人の資産状態が著
しく悪化したため、その価額が著しく低下した
こと」及びこれに準ずる特別の事実のみが物損
等の事実とされました（法令68①二）。
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⑸　貸倒引当金
　貸倒引当金の対象となる金銭債権に債券に表
示されるべき権利が含まれないことが明確化さ
れました（法法52①）。

4 　適用関係

　上記 3 ⑴の改正は、法人の令和 2年 4月 1日以
後に終了する事業年度の所得に対する法人税につ
いて適用し、法人の同日前に終了した事業年度の
所得に対する法人税については、従前どおりとさ
れています（改正法令附則 6①）。
　上記 3 ⑵の改正は、法人の令和 2年 4月 1日以
後に終了する事業年度の所得に対する法人税につ
いて適用し、法人の同日前に終了した事業年度の
所得に対する法人税については、従前どおりとさ
れています（改正法令附則 4①）。
　なお、法人の令和 2年 4月 1日以後に終了する
事業年度（令和 3年 3月31日以前に開始するもの
に限ります。）においては、その有する有価証券
（上記 3 ⑴①ホの有価証券を除きます。）及び短期
売買商品等（暗号資産を除きます。）については、
上記 3 ⑴及び⑵の改正前の時価法により評価した
金額を改正後の時価法により評価した金額とみな
して、上記 3 ⑴及び⑵の改正後の規定を適用する
ことができることとされています（改正法令附則
6 ②、 4 ②）。すなわち、企業会計において、新
会計基準の強制適用が令和 3年 4月 1日以後に開

始する事業年度とされ、それまでの間は任意適用
とされている（時価の算定に関する会計基準16、
17）ことから、法人税法施行令においても、令和
3年 3月31日以前に開始した事業年度については、
法人の選択により改正前の制度を適用することが
できるようにされているものです。
（注）　この経過措置により改正前の制度を適用する

場合には、上記 3 ⑴②及び⑵②の書類の保存義

務は適用されません。

　上記 3 ⑶の改正は、法人の令和 2年 4月 1日以
後に終了する事業年度の所得に対する法人税につ
いて適用することとされています（改正法規附則
②）。
　上記 3 ⑷の改正は、法人の令和 2年 4月 1日以
後に終了する事業年度の所得に対する法人税につ
いて適用し、法人の同日前に終了した事業年度の
所得に対する法人税については、従前どおりとさ
れています（改正法令附則 2 ①）。なお、法人の
令和 2年 4月 1日以後に終了する事業年度（令和
3 年 3 月31日以前に開始するものに限ります。）
において、その有する上記 3 ⑴①ニの有価証券に
ついて、その有価証券を発行する法人の資産状態
が著しく悪化したため、その価額が著しく低下し
た場合には、その低下したことを改正後の物損等
の事実とみなして、上記 3 ⑷の改正後の制度を適
用することができることとされています（改正法
令附則 2②）。

三　その他

1 　敷地分割組合に対する税制上の措置

⑴　改正の内容
　マンションの建替え等の円滑化に関する法律
（マンション建替え法）が改正され、同法によ
り設立される敷地分割組合を公益法人等とみな
し、収益事業から生ずる所得についてのみ課税
することとされました。また、敷地分割組合に
適用される税率は普通法人と同様とするほか、
みなし寄附金の規定は適用しないこととされて

います（法法 2六、37、66、マンション建替え
法188①）。
（注）　上記のマンション建替え法の改正は、第201

回通常国会に提出され、令和 2 年 6 月16日可

決・成立し、同月24日に公布された「マンシ

ョンの管理の適正化の推進に関する法律及び

マンションの建替え等の円滑化に関する法律

の一部を改正する法律」により行われています。

同法による改正後のマンション建替え法では、

耐震性不足等の認定を受けたマンション（特
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定要除却認定マンション）を含む団地において、

敷地共有者の 5 分の 4 以上の同意によりマン

ション敷地の分割を可能とする制度が創設さ

れ、敷地分割に合意した者の同意により、敷

地分割のための事業（敷地分割事業）を行う

ために敷地分割組合を設立することができる

こととされています。
（参考）　マンションの建替え等の円滑化に関する

法律（平成14年法律第78号）（マンションの

管理の適正化の推進に関する法律及びマン

ションの建替え等の円滑化に関する法律の

一部を改正する法律（令和 2年法律第62号）

による改正後）

（団地建物所有者集会の特例）

第115条の 2 　特定要除却認定を受けた場合

においては、団地内建物を構成する特定

要除却認定マンションの敷地（当該特定

要除却認定マンションの敷地利用権が借

地権であるときは、その借地権）の共有

者である当該団地内建物の団地建物所有

者（以下「特定団地建物所有者」とい

う。）は、この法律及び区分所有法の定め

るところにより、団地建物所有者集会（区

分所有法第66条において準用する区分所

有法第34条の規定による集会であって、

当該特定団地建物所有者で構成される区

分所有法第65条に規定する団体又は区分

所有法第66条において読み替えて準用す

る区分所有法第47条第 2 項に規定する団

地管理組合法人に係るものをいう。以下

同じ。）を開くことができる。

（敷地分割決議）

第115条の 4 　特定要除却認定を受けた場合

においては、団地建物所有者集会において、

特定団地建物所有者及び議決権の各 5 分

の 4 以上の多数で、当該特定団地建物所

有者の共有に属する団地内建物の敷地又

はその借地権を分割する旨の決議（以下

「敷地分割決議」という。）をすることが

できる。

2～10　省　略

（敷地分割事業の実施）

第164条　敷地分割組合（以下この章におい

て「組合」という。）は、敷地分割事業を

実施することができる。

（法人格）

第165条　組合は、法人とする。

2　省　略

（名称の使用制限）

第167条　組合は、その名称中に敷地分割組

合という文字を用いなければならない。

2 　組合でない者は、その名称中に敷地分

割組合という文字を用いてはならない。

第 5款　税法上の特例

第188条　組合は、法人税法その他法人税に

関する法令の規定の適用については、同

法第 2 条第 6 号に規定する公益法人等と

みなす。この場合において、同法第37条

の規定を適用する場合には同条第 4 項中

「公益法人等（」とあるのは「公益法人等

（敷地分割組合並びに」と、同法第66条の

規定を適用する場合には同条第 1項中「普

通法人」とあるのは「普通法人（敷地分

割組合を含む。）」と、同条第 2 項中「除

く」とあるのは「除くものとし、敷地分

割組合を含む」と、同条第 3 項中「公益

法人等（」とあるのは「公益法人等（敷

地分割組合及び」とする。

2　省　略

⑵　適用関係
　上記⑴の改正は、マンションの管理の適正化
の推進に関する法律及びマンションの建替え等
の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の
施行の日（同法の公布の日から起算して 2年を
超えない範囲内において政令で定める日）から
施行されます（マンション建替え法改正法附則
1）。
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2 　減価償却資産の範囲の見直し

⑴　改正の経緯
　効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るた
め、樹木の採取に適する相当規模の森林資源が
存在する国有林野の一定区域において、木材の
需要者と連携する事業者が一定期間、安定的に
樹木を採取することができる権利を創設するこ
と等を目的とした「国有林野の管理経営に関す
る法律等の一部を改正する法律案」が、第198
回通常国会に提出され、令和元年 6月 5日に可
決・成立し、同月12日に公布されました。同法
において、国有林野の管理経営に関する法律
（国有林野管理法）が改正され、国有林野の一
定区域において、一定期間、安定的に樹木を採
取できる権利である「樹木採取権」が定められ
ました。
　国有林野管理法において、樹木採取権は、存
続期間の定めがあり、物権とみなされ、抵当権
の設定の目的となるほか、登記に代えて登録を
行うなどの措置が講じられています。

⑵　改正の内容
　樹木採取権が、減価償却資産（無形固定資
産）とされました（法令13八ヲ）。
　樹木採取権の耐用年数は、その存続期間をも
って耐用年数とされています。具体的には、国
有林野管理法の規定により農林水産大臣が行う
樹木採取権の設定をする旨の通知において明ら
かにされたその樹木採取権の存続期間の年数が
耐用年数となります（耐用年数省令 1②六）。
　また、樹木採取権の償却方法は、他の無形固
定資産と同様に定額法とされています（法令48
の 2 ①四）が、定額法に代えて、樹木の採取量
や採取面積に応じた償却方法によることも考え
られます。このような償却方法を選定する場合
には、納税地の所轄税務署長の承認を受ける必
要があります（法令48の 4 ①）。

⑶　適用関係
　上記⑵の改正は、令和 2年 4月 1日から施行
されています（改正法令附則 1、改正耐用年数
省令附則）。

3 　漁業権

⑴　整備の経緯
　適切な資源管理と水産業の成長産業化を両立
させるため、資源管理措置並びに漁業許可及び
免許制度等の漁業生産に関する基本的制度を一
体的に見直すことを目的とした「漁業法等の一
部を改正する等の法律案」が、第197回臨時国
会に提出され、平成30年12月 8 日に可決・成立
し、同月14日に公布されました。同法において、
漁業法が改正され、漁業権について、付与する
者の決定方法の変更などの改正が行われていま
す。

⑵　整備の内容
　漁業法等の一部を改正する等の法律（平成30
年法律第95号。以下「漁業法等改正法」といい
ます。）の施行の際現に漁業法等改正法第 1 条
の規定による改正前の漁業法第10条の免許（以
下「旧免許」といいます。）を受けている法人
が漁業法等改正法附則第 9条第 1項の規定によ
り新漁業権を取得したものとみなされた場合に
おけるその新漁業権に係る法人税法その他の法
人税に関する法令の規定の適用については、次
によることとされました（漁業法等の一部を改
正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及
び経過措置に関する政令58）。
①　その法人が新漁業権をその取得の直前にお
けるその新漁業権に係る旧漁業権の帳簿価額
に相当する金額により取得したものとみなす。
②　その法人の償却限度額については、新漁業
権に係る旧漁業権の取得価額をもってその新
漁業権の取得価額とみなす。
③　その法人の償却限度額については、その法
人が新漁業権に係る旧漁業権を事業の用に供
していた場合には、その用に供した日をもっ
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てその法人がその新漁業権を事業の用に供し
たものとみなす。
（注 1）　新漁業権とは、漁業法等改正法第 1 条

の規定による改正後の漁業法第69条第 1

項の免許に係る漁業権をいいます。
（注 2）　旧漁業権とは、旧免許に係る漁業権を

いいます。

　また、旧漁業権の耐用年数につき減価償却
資産の耐用年数等に関する省令第 3条第 1項
又は第 2項の規定の適用を受けていたとき、
すなわち、中古資産の耐用年数を適用してい
たときは、新漁業権の耐用年数については、
その旧漁業権の耐用年数とされていた年数に
よることとされました（漁業法等の一部を改
正する等の法律の施行に伴う漁業権の耐用年
数の経過措置に関する省令）。
　すなわち、漁業法等改正法附則第 9条第 1
項の規定により旧免許を受けている法人が旧
漁業権に代えて新漁業権を取得したものとみ
なされた場合に、旧漁業権と新漁業権は経済
的に同じものとみることができることから、
旧漁業権の消滅及び新漁業権の取得がなく引
き続き漁業権を有しているのと同様の課税関
係とするために、上記①により旧漁業権の消
滅及び新漁業権の取得に関して損益が生じな
いこととするとともに、上記②及び③並びに
漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に
伴う漁業権の耐用年数の経過措置に関する省
令により旧漁業権の償却限度額の計算の基礎
となる取得価額、事業供用日及び中古資産の
耐用年数を新漁業権に引き継ぐこととされた
ものです。
（注 3）　上記の整備は、令和 2 年 7 月 8 日に公

布された「漁業法等の一部を改正する等

の法律の施行に伴う関係政令の整備及び

経過措置に関する政令（令和 2 年政令第

217号）」第58条及び同日に公布された「漁

業法等の一部を改正する等の法律の施行

に伴う漁業権の耐用年数の経過措置に関

する省令（財務省令第60号）」において措

置されています。
（注 4）　上記の措置は、令和元年度税制改正事

項です。
（参考 1）�　漁業法（昭和24年法律第267号）（漁業

法等の一部を改正する等の法律（平成30

年法律第95号）による改正後）　

（漁業の免許）

第69条　漁業権の内容たる漁業の免許を受

けようとする者は、農林水産省令で定め

るところにより、都道府県知事に申請し

なければならない。

2　省　略
（参考 2）�　漁業法等の一部を改正する等の法律（平

成30年法律第95号）

　　附　則

（漁業権に関する経過措置）

第 9 条　この法律の施行の際現に旧漁業法

第10条の免許を受けている者は、施行日

において新漁業法第69条第 1 項の免許を

受けたものとみなす。

2　省　略

⑶　適用関係
　上記⑵の措置は、漁業法等改正法の施行の日
（令和 2 年12月 1 日）から施行されます（漁業
法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関
係政令の整備及び経過措置に関する政令附則 1、
漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴
う漁業権の耐用年数の経過措置に関する省令附
則）。

4 　第二次納税義務に係る納付税額

⑴　改正前の制度の概要
①　内国法人が次の国税又は地方税を納付し、
又は納入したことにより生じた損失の額（そ
の納付又は納入に係る求償権につき生じた損
失の額を含みます。以下同じです。）は、そ
の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算
上、損金の額に算入しないこととされていま
す（法法39①、法令78の 2 ①）。
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イ　国税徴収法第33条、第35条から第39条ま
で又は第41条第 1項の規定により納付すべ
き国税（その滞納処分費を含みます。）
ロ　地方税法第11条の 2、第11条の 4から第
11条の 8まで又は第12条の 2第 2項の規定
により納付し、又は納入すべき地方税
ハ　地方税法第11条の 2、第11条の 4から第
11条の 8まで又は第12条の 2第 2項の規定
の例により納付すべき特別法人事業税及び
特別法人事業譲与税に関する法律の規定に
よる特別法人事業税に係る徴収金
ニ　国税徴収法第33条、第35条から第39条ま
で又は第41条第 1項の規定の例により納付
すべき地方税法第72条の77第 2 号に規定す
る譲渡割及び同条第 3号に規定する貨物割
並びに地方消費税に係る延滞税等並びにこ
れらの滞納処分費
（注）　地方消費税に係る延滞税等とは、地方

税法第72条の100第 2 項に規定する貨物割

に係る延滞税及び加算税並びに同法附則

第 9 条の 4 第 2 項に規定する譲渡割に係

る延滞税及び加算税をいいます。

②　法人の解散による残余財産の分配により配
当等の額とみなされた金額で各事業年度の所
得の金額の計算上益金の額に算入されなかっ
たものがある内国法人が、そのみなされた金
額に係る残余財産の分配をした法人に関し、
次の国税又は地方税を納付し、又は納入した
ことにより生じた損失の額（その国税又は地
方税の額がその益金の額に算入されなかった
金額を超える場合におけるその損失の額のう
ちその超える部分の金額に相当する金額を除
きます。）は、その内国法人の各事業年度の
所得の金額の計算上、損金の額に算入しない
こととされています（法法39②、法令78の 2
②）。
イ　国税徴収法第34条の規定により納付すべ
き国税（その滞納処分費を含みます。）
ロ　地方税法第11条の 3の規定により納付し、
又は納入すべき地方税

ハ　地方税法第11条の 3の規定の例により納
付すべき特別法人事業税に係る徴収金
ニ　国税徴収法第34条の規定の例により納付
すべき地方税法第72条の77第 2 号に規定す
る譲渡割及び同条第 3号に規定する貨物割
並びに地方消費税に係る延滞税等並びにこ
れらの滞納処分費

⑵　改正の内容
　消費税及び地方消費税に法人の申告期限の延
長制度（消法45の 2 ）が創設されたことに伴い、
国税徴収法第33条、第35条から第39条まで又は
第41条第 1項の規定の例により納付すべき地方
消費税に係る利子税及びその滞納処分費が上記
⑴①に、国税徴収法第34条の規定の例により納
付すべき地方消費税に係る利子税及びその滞納
処分費が上記⑴②に、それぞれ追加されました。
（注 1）　消費税に係る利子税は上記⑴①イ及び②

イに含まれます。
（注 2）　上記のとおり損金不算入とされるのは第

二次納税義務に基づき納付するものであり、

本来の納税義務に基づき納付する消費税及

び地方消費税に係る利子税は損金算入され

ます。

⑶　適用関係
　上記⑵の改正は、令和 2年 4月 1日から施行
することとされています（改正法令附則 1）。

5 　デリバティブ取引に係る利益相当額又
は損失相当額の益金又は損金算入等

⑴　改正前の制度の概要
　内国法人がデリバティブ取引を行った場合に
おいて、そのデリバティブ取引のうち事業年度
終了の時において決済されていないもの（為替
予約取引等を除きます。）があるときは、その
時において取引を決済したものとみなして計算
される利益相当額又は損失相当額（以下「みな
し決済損益額」といいます。）は、その事業年
度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の
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額に算入することとされています（法法61の 5
①）。
（注）　為替予約取引等とは、次のものをいいます。

①�　法人税法第61条の 8 第 2 項の規定の適用

を受ける場合における同項に規定する先物

外国為替契約等に基づくもの

②�　法人税法施行規則第27条の 7 第 2 項に規

定する取引（金利スワップの特例の対象と

するもの）

⑵　改正の内容
　連結法人が個別益金額又は個別損金額を計算
する場合において、その連結法人との間に連結
完全支配関係がある他の連結法人との間で行わ
れたデリバティブ取引があるときは、そのデリ
バティブ取引に係るみなし決済損益額は、ない
ものとすることとされました（法令155の 3 の
3 ）。すなわち、みなし決済損益額を計上しな
いこととなります。
　ただし、その連結法人又は他の連結法人のい
ずれかにおいて次の取引に該当するものは、対
象外とされています。
①　為替予約取引等
②　法人税法第61条の 6第 1項若しくは第 2項
又は第61条の 7第 1項若しくは第 2項の規定
の適用に係るもの（ヘッジ手段とするもの）

（注）　連結法人が適格分割、適格現物出資又は適

格現物分配により分割承継法人、被現物出資

法人又は被現物分配法人にデリバティブ取引

に係る契約を移転する場合に、その適格分割、

適格現物出資又は適格現物分配の日の前日を

事業年度終了の日としてみなし決済損益額に

相当する金額を計算する場合についても同様

とされています（法令155の 3 の 3 ）。

　デリバティブの取引価格におけるカウンター
パーティーリスクに係る評価調整として、
CVA（Credit�Valuation�Adjustment）等が存
在し、我が国の金融機関において CVA等は段
階的に導入されることから、連結納税制度を採
用するグループの中には、同一連結事業年度内

において CVA等を導入している連結法人と
CVA等を導入していない連結法人が存在する
ことがあります。
　理論的には、連結法人間でデリバティブ取引
を行った場合に生ずる損益は、内部取引として
その連結所得の金額の計算において相殺される
べきことから、上記のような実情に鑑み、改正
が行われたものです。したがって、連結法人が
単体申告をする場合には適用されません。
　グループ通算制度においては、同様に、内国
法人が通算法人である場合（その事業年度終了
の日がその内国法人に係る通算親法人の事業年
度終了の日である場合に限ります。）において、
他の通算法人（同日にその事業年度が終了する
ものに限ります。）との間で行われたデリバテ
ィブ取引（その通算法人又は他の通算法人のい
ずれかにおいて上記①又は②の取引に該当する
ものを除きます。）があるときは、そのデリバ
ティブ取引に係るみなし決済損益額は、ないも
のとすることとされました（法令120③）。

⑶　適用関係
　上記⑵の改正は、連結法人の連結親法人事業
年度が令和 2年 4月 1日以後に開始する連結事
業年度の連結所得に対する法人税について適用
することとされています（改正法令附則 9）。

6 　年金制度の見直しに伴う法人税関係の
改正

⑴　改正前の制度の概要
　退職年金業務等を行う法人に対しては、各事
業年度における退職年金等積立金の額の 1％の
法人税（特別法人税）が課税されます（法法83、
84、87、145の 2 ～145の 4 ）。ただし、平成11
年 4 月 1 日から令和 2年 3月31日までの間に開
始する各事業年度の退職年金等積立金について
は、課税が停止されています（措法68の 5 ）。
（注 1）　退職年金業務等とは、確定給付年金資産

管理運用契約に係る信託、生命保険若しく

は生命共済の業務、確定給付年金基金資産
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運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、

預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買そ

の他の方法による確定給付年金積立金の運

用及びその運用に係る確定給付年金積立金

の管理の受託の業務、確定拠出年金資産管

理契約に係る信託、生命保険、生命共済若

しくは損害保険の業務等をいいます（法法

84①）。

　また、確定給付年金積立金とは、確定給

付企業年金法第59条に規定する積立金をい

い（法法84①）、確定給付年金資産管理運用

契約とは、同法第65条第 1 項の規定により

締結された信託、生命保険又は生命共済の

契約をいい、確定給付年金基金資産運用契

約とは、同法第66条第 1 項の規定により締

結された信託、生命保険若しくは生命共済

若しくは同条第 2 項の信託又は同条第 4 項

の預金若しくは貯金の預入若しくは有価証

券の売買その他の方法による確定給付年金

積立金の運用に関する契約をいいます（法

法84③）。
（注 2）　退職年金等積立金に対する法人税につい

ては、令和 2 年度税制改正においてその課

税停止期間が 3 年間延長され、令和 5 年 3

月31日までとされました。

⑵　改正の内容
　年金制度の機能強化のための国民年金法等の
一部を改正する法律（令和 2 年法律第40号）
（国民年金法等改正法）により確定給付企業年
金法及び確定拠出年金法が改正され、企業型年
金の加入者であった者は、企業年金連合会の規
約において、あらかじめ個人別管理資産の移換
を受ける旨が定められているときは、企業型年
金の加入者であった者の申し出によりその者の
個人別管理資産を企業年金連合会に移換できる
こととされ（確定拠出年金法54の 5 ）、企業年
金連合会は、企業型年金の加入者であった者の
個人別管理資産の移換を受け、老齢給付金又は
遺族給付金の支給を行うことができることとさ

れました（確定給付企業年金法91の18②三、91
の23）。
　上記の確定給付企業年金法等の改正に伴い、
国民年金法等改正法において法人税法の改正が
行われ、確定給付企業年金法の規定により企業
年金連合会が積み立てなければならないことと
されている給付に充てるべき積立金が、確定給
付年金積立金に該当することとされました（法
法84①）。また、企業年金連合会が確定給付企
業年金法の規定により締結した積立金の運用に
関する契約が、確定給付年金基金資産運用契約
の範囲に含まれることとされました（法法84
③）。これらの改正により、企業年金連合会が
行う確定給付年金基金資産運用契約に係る確定
給付年金積立金の運用及びその運用に係る確定
給付年金積立金の管理の受託の業務は、退職年
金業務等に該当することが明確化されました。
（注）　国民年金法等改正法では、公的年金制度の

健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保

険法等の一部を改正する法律（平成25年法律

第63号）（平成25年厚年法等改正法）も改正さ

れ、存続連合会の規約において、あらかじめ

個人別管理資産の移換を受ける旨が定められ

ているときは、企業型年金の加入者であった

者の申し出によりその者の個人別管理資産を

存続連合会に移換できることとされ（平成25

年厚年法等改正法附則38③、確定拠出年金法

54の 5 ）、存続連合会は、企業型年金の加入者

であった者の個人別管理資産の移換を受け、

老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと

ができることとされています（平成25年厚年

法等改正法附則40②六、49の 2 ）。この改正に

伴い、企業年金連合会と同様に、存続連合会

が締結した確定給付企業年金基金資産運用契

約に係る確定給付年金積立金の運用及びその

運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託

の業務についても、退職年金業務等に該当す

ることが明確化されますが、詳細は政令にお

いて定められます。
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⑶　適用関係
　上記⑵の改正は、令和 4年 5月 1日から施行
されます（国民年金法等改正法附則 1七）。

7 　特定同族会社の特別税率（留保金課税）

⑴　改正前の制度の概要
　内国法人である特定同族会社の各事業年度の
留保金額が留保控除額を超える場合には、その
特定同族会社に対して課する各事業年度の所得
に対する法人税の額は、その所得に対して課す
る通常の法人税の額に、その超える部分の留保
金額を次の金額に区分してそれぞれ次の割合を
乗じて計算した金額の合計額を加算した金額と
することとされています（法法67①）。
①　年3,000万円以下の金額��10％
②　年3,000万円を超え、年 1 億円以下の金額
��15％
③　年 1億円を超える金額��20％
（注 1）　特定同族会社とは、被支配会社で、被支

配会社であることについての判定の基礎と

なった株主等のうちに被支配会社でない法

人がある場合には、その法人をその判定の

基礎となる株主等から除外して判定するも

のとした場合においても被支配会社となる

ものをいい、清算中のものを除くこととさ

れています（法法67①）。

　ただし、資本金の額又は出資金の額が 1

億円以下であるものにあっては、次の法人

に限ることとされています（法法66⑥二～

五、67①）。

イ�　大法人（資本金の額又は出資金の額が

5 億円以上である法人、相互会社及び法

人課税信託に係る受託法人をいいます。）

との間にその大法人による完全支配関係

がある普通法人

　なお、相互会社には、外国相互会社を

含むこととされています。

ロ�　普通法人との間に完全支配関係がある

全ての大法人が有する株式及び出資の全

部をその全ての大法人のうちいずれか一

の法人が有するものとみなした場合にお

いてそのいずれか一の法人とその普通法

人との間にそのいずれか一の法人による

完全支配関係があることとなるときのそ

の普通法人

ハ　投資法人

ニ　特定目的会社
（注 2）　被支配会社とは、会社（投資法人を含み

ます。）の株主等の 1 人並びにこれと特殊の

関係のある個人及び法人がその会社の発行

済株式又は出資の総数又は総額の50％を超

える数又は金額の株式又は出資を有する場

合等におけるその会社をいいます（法法67

②）。
（注 3）　留保金額とは、所得等の金額のうち留保

した金額から、その事業年度の所得の金額

につき計算した通常の法人税の額及びその

事業年度の課税標準法人税額につき計算し

た地方法人税の額並びにその法人税の額に

係る道府県民税及び市町村民税（都民税を

含みます。）の額の合計額を控除した金額を

いいます（法法67③）。

　なお、道府県民税及び市町村民税の額は、

「法人税額からその法人税額に係る税額控除

額を控除した金額」に10.4％を乗じて計算し

た金額とすることとされており（法令139の

10①）、特定同族会社がその事業年度におい

て支出した地方税法附則第 8 条の 2 の 2 第

1 項に規定する特定寄附金につき同項及び

同条第 7 項（同条第13項の規定により読み

替えて適用する同法第734条第 3 項において

準用する場合を含みます。）の規定により道

府県民税及び市町村民税（都民税を含みま

す。）の額から控除される金額がある場合に

は、その計算した金額から、その特定寄附

金の額の合計額の20％相当額と調整地方税

額に20％を乗じて計算した金額とのうちい

ずれか少ない金額を控除した金額とされて

います。また、法人税額とは、その事業年

度の所得の金額につき計算した通常の法人
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税の額に租税特別措置法の税額控除におい

て連結納税の承認を取り消された場合に法

人税の額に加算する金額等を加算した金額

をいい（法令139の10②一）、税額控除額と

は、法人税法、租税特別措置法及び震災税

特法の一定の税額控除により法人税の額か

ら控除する金額の合計額をいうこととされ

ています（法令139の10②二）。
（注 4）　所得等の金額とは、次のイからヘまでの

金額の合計額からトの金額を減算した金額

をいいます（法法67③）。

イ　その事業年度の所得の金額

ロ　受取配当等の益金不算入額（法法23）

　ただし、連結法人である特定同族会社

がその特定同族会社との間に連結完全支

配関係がある他の連結法人から受ける配

当等の額に係るものを除くこととされて

います。

ハ�　外国子会社から受ける配当等の益金不

算入額（法法23の 2 ）

ニ�　受贈益の益金不算入額（法法25の 2 ①）

ホ�　還付金等の益金不算入（法法26①）に

おける還付を受け又は充当される金額等

　ただし、法人税額等の損金不算入額

（法法38①②）に係る還付を受け又は充当

される金額を除くこととされています。

ヘ�　青色欠損金、災害損失金又は会社更生

等による債務免除等があった場合の欠損

金の損金算入額（法法57、58、59）

ト�　中間申告における欠損金の繰戻しによ

る還付を受けた場合の災害損失欠損金額

の益金算入額（法法27）
（注 5）　留保控除額とは、次の金額のうち最も多

い金額をいいます（法法67⑤）。

イ�　その事業年度の所得等の金額の40％相

当額（所得等基準額）

ロ　年2,000万円（定額基準額）

ハ�　その事業年度終了の時における利益積

立金額（所得等の金額に係る部分の金額

を除きます。）がその時における資本金の

額又は出資金の額の25％相当額に満たな

い場合におけるその満たない部分の金額

に相当する金額（積立金基準額）

　なお、連結納税制度の場合についても、同様
の措置が講じられています（法法81の13、法令
155の25）。

⑵　改正の内容
①　特定寄附金につき道府県民税及び市町村民
税の額から控除される金額がある場合におけ
る留保金額の計算上控除する道府県民税及び
市町村民税の額の改正
　地方税法等の一部を改正する法律（令和 2
年法律第 5号）により地方税法が改正され、
特定寄附金の支出をした場合の道府県民税及
び市町村民税の税額控除制度における控除額
の合計額が特定寄附金の額の合計額の40％
（改正前：20％）相当額とされました（地法
附則 8 の 2 の 2）。この地方税法の改正に伴
い、特定同族会社がその事業年度において支
出した地方税法附則第 8条の 2の 2第 1項に
規定する特定寄附金につき同項及び同条第 7
項（同条第13項の規定により読み替えて適用
する同法第734条第 3 項において準用する場
合を含みます。）の規定により道府県民税及
び市町村民税（都民税を含みます。）の額か
ら控除される金額がある場合には、留保金額
の計算上控除する道府県民税及び市町村民税
の額は、法人税額からその法人税額に係る税
額控除額を控除した金額に10.4％を乗じて計
算した金額から、その特定寄附金の額の合計
額の40％（改正前：20％）相当額と調整地方
税額に20％を乗じて計算した金額とのうちい
ずれか少ない金額を控除した金額とすること
とされました（法令139の10①）。
　連結納税制度の場合についても、同様とさ
れています（法令155の25）。
②　特定支配関係のある他の法人から受ける配
当等の額がある場合の株式等の 1単位当たり
の帳簿価額の算出方法の特例の創設に伴う改
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正
　特定支配関係のある他の法人から受ける配
当等の額がある場合の株式等の 1単位当たり
の帳簿価額の算出方法の特例（法令119の 3
⑦、119の 4 ①）の創設に伴い、特定同族会
社が当該事業年度において法人税法施行令第
119条の 3第 7項又は第119条の 4第 1項（同
令第119条の 3 第 7 項に規定する対象配当等
の額の受領があった場合に限ります。）の規
定の適用を受ける場合には、その特定同族会
社における当該事業年度の留保金額は、同令
第119条の 3第 7項（同令第119条の 4第 1項
後段においてその例による場合を含みます。）
の規定により他の法人の株式又は出資の基準
時の直前における帳簿価額から減算される金
額を控除した金額とされました（法令139の
8 ④）。
　また、留保控除額のうち所得等基準額及び
積立金基準額を計算する場合の所得等の金額
は、その帳簿価額から減算される金額を控除
した金額とされました（法令139の 8 ④後段）
　連結納税制度の場合についても同様とされ
ています（法令155の23④）。また、連結留保
税額の個別帰属額の計算の場合についても同
様とされています（法令155の43⑥）。
（注 1）　上記の「帳簿価額から減算される金額」

は、法人税法第62条の 5 第 4 項の規定に

より益金の額に算入されない金額に対応

する部分の金額を除くこととされていま

す（法令139の 8 ④、155の23④）。ただし、

連結留保税額の個別帰属額の計算の場合

は、同法第62条の 5 第 4 項の規定により

益金の額に算入されない金額に対応する

部分の金額は除かないこととされていま

す（法令155の43⑥）。
（注 2）　特定支配関係のある他の法人から受け

る配当等の額がある場合の株式等の 1 単

位当たりの帳簿価額の算出方法の特例に

ついては、後掲「国際課税関係の改正」

の「一　子会社からの配当及び子会社株

式の譲渡を組み合わせた国際的な租税回

避への対応」をご参照ください。

③　租税特別措置法の改正等に伴う所要の改正
　今回の租税特別措置法の改正等に伴い、留
保金額の計算上所得等の金額のうち留保した
金額から控除する道府県民税及び市町村民税
の額を計算する場合における法人税額及び税
額控除額について、中小企業者等が認定特定
高度情報通信技術活用設備を取得した場合の
法人税額の特別控除制度の適用を受けた場合
における控除額を税額控除額に追加する等の
所要の改正が行われました（法令139の10②）。
　連結納税制度の場合についても、同様とさ
れています（法令155の25）。

⑶　適用関係
　上記⑵①の改正は、法人の令和 2年 4月 1日
以後に開始する事業年度の所得に対する法人税
について適用し、法人の同日前に開始した事業
年度の所得に対する法人税については、従前ど
おりとされています（改正法令附則 7 ①）。連
結納税制度の場合についても、同様とされてい
ます（改正法令附則10①）。
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――法人税法等の改正――


