
国際課税関係の改正

はじめに

　経済のグローバル化や取引の多様化・複雑化が
進展する中、国際課税制度の重要性はますます高
まっています。近年、国際的には、一部の多国籍
企業グループによる各国税制の隙間や抜け穴を利
用した課税逃れへの批判の高まりを背景に、国際
的な租税回避等に対して国際社会が協調して取り
組む必要があるとの問題意識の下、多国間協調に

よる国際課税ルールの再構築を通じて BEPS
（Base Erosion and Profit Shifting：税源浸食・
利益移転）に対応することを目指した OECD・
G20「BEPS プロジェクト」の取組みが精力的に
進められ、我が国はその取りまとめに主導的な役
割を果たしてきました。現在は、BEPS プロジェ
クトの残された課題である「経済のデジタル化に
伴う課税上の課題への対応」について、OECD
を中心に、引き続き精力的な議論が行われていま
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す。
　また、外国の金融機関を利用した国際的な脱税
及 び 租 税 回 避 に 対 処 す る た め、 平 成 26 年 に
OECD は非居住者に係る金融口座情報を各国税
務当局間で自動的に交換するための共通報告基準

（CRS：Common Reporting Standard）を策定・
公表しました。我が国は平成27年度税制改正にお
いて CRS に基づく非居住者の金融口座情報の税
務当局への報告制度を整備し、平成30年から情報
交換を開始しています。
　これまで我が国は BEPS プロジェクトの合意
事項等を踏まえ、国際的な租税回避や脱税の防止
に向けて累次の制度整備を行ってきたところです
が、国際課税を取り巻く環境の変化や重要性の高
まりを踏まえ、健全な経済活動を支援しつつ、国
際的な租税回避や脱税に対しより効果的に対応す
る観点から、引き続き、必要な見直しを迅速に講
じていく必要があります。
　こうした基本的な考え方に基づき、令和 2 年度
税制改正においては、主として以下のような見直
しを行っています。
　第一に、内国法人が一定の支配関係にある外国
子会社等から一定規模以上の配当等の額を受ける
場合に、子会社株式等の帳簿価額から、その配当
等の額のうち、益金不算入相当額を減額する特例
が創設されました。これは、内国法人が子会社株
式等を取得した後、配当益金不算入制度を適用し
て配当等の額を非課税で受け取るとともに、配当
等によって時価が下落した子会社株式等を譲渡す
ることにより、税務上の譲渡損失を創出させるこ
とが可能となっており、これが国際的な租税回避
に用いられるとの指摘があったことを踏まえ、対
応が講じられたものです。
　第二に、非居住者に係る金融口座情報の自動的
交換のための報告制度等について見直しが行われ
ました。OECD 加盟国のほか非加盟国も含む161
の国・地域が参加し、税の情報交換に関する法
制・執行についての審査等を行う「税の透明性と
情報交換に関するグローバル・フォーラム」にお
いて、CRS に基づく金融口座情報の自動的情報

交換につき、令和 2 年から各国の法制度の相互審
査が行われることから、相互審査に係る事前協議
の状況等を踏まえ、我が国の国内法の規定が
CRS により忠実に従ったものとなるよう必要な
見直しを行うものです。
　これらの改正を含む国際課税の改正は、次の法
令により行われています。

（法律）
・　所得税法等の一部を改正する法律（令 2 . 3 .31

法律第 8 号）
（政令）
・　所得税法施行令及び災害被害者に対する租税

の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関す
る政令の一部を改正する政令（令 2 . 3 .31政令
第111号）

・　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）

・　地方法人税法施行令の一部を改正する政令
（令 2 . 3 .31政令第113号）

・　租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
（令 2 . 3 .31政令第121号）

・　外国居住者等の所得に対する相互主義による
所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部
を改正する政令（令 2 . 3 .31政令第122号）

・　租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法
及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一
部を改正する政令（令 2 . 3 .31政令第124号）

・　租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法
及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一
部を改正する政令（令 2 . 4 . 8 政令第143号）

（省令）
・　租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法

及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関
する省令の一部を改正する省令（令元 .12.27総
務省・財務省令第 3 号）

・　外国居住者等の所得に対する相互主義による
所得税等の非課税等に関する法律施行規則の一
部を改正する省令（令元 .12.27総務省・財務省
令第 4 号）

・　外国居住者等の所得に対する相互主義による
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所得税等の非課税等に関する法律施行規則等の
一部を改正する省令（令 2 . 3 .31総務省・財務
省令第 2 号）

・　租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法
及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関
する省令等の一部を改正する省令（令 2 . 3 .31
総務省・財務省令第 3 号）

・　所得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11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）

・　租税特別措置法施行規則等の一部を改正する
省令（令 2 . 3 .31財務省令第21号）

・　租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法
及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関
する省令の一部を改正する省令（令 2 . 4 . 8 総
務省・財務省令第 4 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）（申告書別表関係）

・　租税特別措置法施行規則等の一部を改正する
省令（令 2 . 5 .11財務省令第46号）

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

㈠　改正前の制度の概要

　内国法人が有価証券の譲渡をした場合には、そ
の譲渡に係る譲渡利益額（⑴に掲げる金額が⑵に
掲げる金額を超える場合におけるその超える部分
の金額をいいます。）又は譲渡損失額（⑵に掲げ
る金額が⑴に掲げる金額を超える場合におけるそ
の超える部分の金額をいいます。）は、一定の場
合を除き、その譲渡に係る契約をした日等の属す
る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 2 ①）。
⑴　その有価証券の譲渡の時における有償による

その有価証券の譲渡により通常得べき対価の額
（法人税法第24条第 1 項の規定により同法第23
条第 1 項第 1 号又は第 2 号に掲げる金額とみな
される金額がある場合には、そのみなされる金
額に相当する金額を控除した金額）

⑵　その有価証券の譲渡に係る原価の額（その有
価証券についてその内国法人が選定した一単位
当たりの帳簿価額の算出の方法（注）により算
出した金額（算出の方法を選定しなかった場合
又は選定した方法により算出しなかった場合に
は、移動平均法により算出した金額）にその譲
渡をした有価証券の数を乗じて計算した金額を

いいます。）
（注）　有価証券の譲渡に係る原価の額を計算する

場合におけるその一単位当たりの帳簿価額の

算出方法は、移動平均法又は総平均法とされ

ています（法令119の 2 ①）。

㈡　改正の内容

1　改正の背景等

　現行制度では、親会社が子会社株式を取得した
後、その取得前に子会社が蓄積した留保利益相当
部分を配当として非課税（全部又は一部を益金不
算入）で受けるとともに、その配当により時価が
下落した子会社株式を譲渡することにより、親会
社が実質的に投資の回収を行っている状態である
と認められるにもかかわらず、経済実態を伴わな
い税務上の損失を創出させることが可能となって
います。
　また、親会社が子会社株式を取得した後、その
子会社が自己株式の取得を行う場合において、そ
の取得に伴い子会社から親会社に交付される金銭
等のうち、その一部をみなし配当として非課税

（全部又は一部を益金不算入）で受けるとともに、
みなし配当以外の部分が株式の譲渡対価とされる
ことによって生ずる子会社株式の譲渡損失につい
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ても同様です。
　そのため、親会社が一定の支配関係にある外国
子会社等から一定の配当等の額（みなし配当の金
額を含みます。）を受ける場合、子会社の株式の
帳簿価額から、その配当等の額につき益金不算入
とされた金額相当額を減額する特例（子会社株式
簿価減額特例）を創設することとし、このような
税務上の損失の計上を防止することとしました。
　まず、本特例の適用は、配当決議日において親
会社が子会社との間に特定支配関係を有する場合
のその親会社に限定することとしています。これ
は、本特例によってその計上を防止しようとする
子会社株式の譲渡損失は、まず親会社が子会社か
ら配当を受けることによって、その子会社株式の
時価を下落させることが前提となることから、親
会社の意向によって子会社に配当を支払わせるこ
とができる関係にあることが必要と考えられるた
めです。
　次に、租税回避防止と企業のコンプライアン
ス・コストとのバランスを図る観点から、配当に
係る株式の帳簿価額の10％を超える規模の配当を
本特例の対象にすることとしています。なお、配
当等の額を複数回に分割払いすることによって本
特例の適用を回避することを防止するため、その
配当等の額を受ける日の属する事業年度開始の日
からその受ける直前までに受けた他の配当等の額
の合計額を加算して判定を行うこととしています。
　また、本特例の適用がある場合に子会社株式の
帳簿価額から減額する金額は、配当等の額そのも
のではなく、その配当等の額のうち益金不算入と
される金額相当額としています。これは、配当に
よる実質的な投資の回収を非課税（全部又は一部
を益金不算入）で行ったうえで、さらに子会社株
式の譲渡損失が計上されることを防止することが
本特例の目的ですので、親会社が受ける配当等の
額のうち法人税の課税の対象とされる部分につい
ては、対象外とされています。
　さらには、一定の要件を満たす場合には本特例
を不適用とする仕組みも設けられています。

2 　移動平均法を適用する株式等について
対象配当等の受領があった場合の一単位
当たりの帳簿価額の算出方法

⑴　一単位当たりの帳簿価額の算出方法
　内国法人が他の法人（当該内国法人との間に
連結完全支配関係がある連結子法人を除きます。
以下同じです。）から配当等の額を受ける場合

（当該配当等の額に係る決議日等において当該
内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係
がある場合に限ります。）において、対象配当
等の額（その受ける配当等の額から完全支配関
係内みなし配当等の額を除いた金額をいいます。
以下同じです。）及び同一事業年度内配当等の
額の合計額がこれらの配当等の額に係る各基準
時の直前において当該内国法人が有する当該他
の法人の株式等（株式又は出資をいい、移動平
均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出
するものに限ります。以下⑷までにおいて同じ
です。）の帳簿価額のうち最も大きいものの10
％相当額を超えるときは、当該内国法人が有す
る当該他の法人の株式等の当該対象配当等の額
に係る基準時における移動平均法により算出し
た一単位当たりの帳簿価額は、当該株式等の当
該基準時の直前における帳簿価額から当該対象
配当等の額に係る益金不算入相当額を減算した
金額を当該株式等の数で除して計算した金額と
することとされました（法令119の 3 ⑦）。
　本特例では、基準時の直前における株式等の
帳簿価額を減額することとされています。これ
は、他の法人の株式等の帳簿価額を減額する時
点を仮に配当決議日や配当効力発生日にすると、
基準時において将来に受けることができる配当
等の額を把握することができる大株主は、その
基準時からこれらの日までの間において、その
配当支払後の他の法人の株式等の時価予想額を
対価とするその株式等の譲渡を行うことによっ
て、本特例によりその株式等の帳簿価額が減額
される前に譲渡損失を計上することが可能にな
ってしまうことから、このような潜脱行為を防
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止するためのものです。
　また、本特例は、配当等の額を受けるごとに
帳簿価額の10％相当額を超えるかどうかの判定

（10％判定）を行い、基準時の直前の帳簿価額
を減算するものです。そのため、基準時の属す
る事業年度終了の日後に配当等の額の決議が行
われ、その後に配当等の額を受ける場合であっ
ても、10％相当額を超える場合には、基準時の
属する事業年度に遡って基準時における一単位
当たりの帳簿価額を計算することとなります。

（注 1 ）　本特例を適用した結果、税務上の株式の

帳簿価額がマイナスの金額になることもあ

り得ます。
（注 2 ）　 2 以上の種類の株式を有する場合の取扱

い

　例えば、他の法人が発行した 2 以上の種

類の株式を保有している場合において、あ

る事業年度において一の種類の株式に係る

配当等の額のみを受け、当該一の種類の株

式に係る配当等の額につき本特例の適用が

あるときには、10％判定は全ての種類の株

式の帳簿価額の合計額により行うこととな

ります。また、帳簿価額から益金不算入相

当額を減算する場合には、すべての種類の

株式の帳簿価額を減額することになります。

　これは、種類が異なる株式に係る帳簿価

額であっても投下資本の一部を構成するこ

とに変わりはないため、帳簿価額の10％を

超える配当によって他の法人の純資産が減

少するのであれば、 2 以上の種類の株式の

うち配当が行われない株式の帳簿価額につ

いても引き下げることが妥当であるとの整

理によるものです。

　なお、ここでいう「特定支配関係」等の用語
の意義は、次のとおりとされています。
①　特定支配関係

　「特定支配関係」とは、次に掲げる関係を
いうこととされています。通常の支配関係と
は異なり、配当議決権や役員選任議決権の発
行済株式等の総数に占める割合が50%を超え

る場合等が要件に追加されています（法令
119の 3 ⑨二）。
イ　当事者間の支配関係

　一の者（その者が個人である場合には、
その者及びその者の親族等（注 1 ）とし、
その者が法人である場合には、その者並び
にその者の役員及び親族等とします。）が
法人の発行済株式等（発行済株式若しくは
配当等議決権（注 2 ）又は出資（当該法人
が有する自己の株式若しくは配当等議決権
又は出資を除きます。）をいいます。）の総
数又は総額の50％を超える数又は金額の株
式若しくは配当等議決権又は出資を保有す
る場合における当該一の者と法人との間の
関係（以下「直接支配関係」といいます。）
をいいます。
　この場合において、当該一の者及びこれ
との間に直接支配関係がある一若しくは二
以上の法人又は当該一の者との間に直接支
配関係がある一若しくは二以上の法人が他
の法人の発行済株式等の総数又は総額の50
％を超える数又は金額の株式若しくは配当
等議決権又は出資を保有するときは、当該
一の者は当該他の法人の発行済株式等の総
数又は総額の50％を超える数又は金額の株
式若しくは配当等議決権又は出資を保有す
るものとみなされます。

（注 1 ）　親族等

①　その者の親族

② 　その者と事実上の婚姻関係にある

者

③ 　その者（個人に限ります。）の使用人

④ 　その者から受ける金銭等によって

生計を維持している者（①から③ま

でを除きます。）

⑤ 　②から④までの者と生計を一にす

るこれらの者の親族
（注 2 ）　上記の「配当等議決権」とは、次に

掲げるものをいいます。

① 　剰余金の配当、利益の配当又は剰
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余金の分配に関する決議に係る議決

権

② 　みなし配当事由に関する決議に係

る議決権

③ 　役員の選任に関する決議に係る議

決権

ロ　一の者との間に当事者間の支配関係があ
る法人相互の関係

②　完全支配関係内みなし配当等の額
　「完全支配関係内みなし配当等の額」とは、
他の法人にみなし配当事由（当該他の法人の
株式等を有する内国法人において法人税法第
61条の 2 第17項の規定の適用があるものに限
ります。）が生じたことに基因して配当の金
額とみなされる金額をいいます（法令119の
3 ⑦）。
　当該規定は、内国法人が、その有していた
株式を発行した他の内国法人（その内国法人
との間に完全支配関係があるものに限りま
す。）のみなし配当事由により金銭その他の
資産の交付を受けた場合又はその事由により
当該他の内国法人の株式を有しないこととな
った場合には、当該他の内国法人（発行法
人）に対する株式の譲渡及びこれと同様のみ
なし配当の発生の基因となる事由の発生もグ
ループ内法人に対する資産の譲渡に変わりな
いことから、その譲渡損益を計上しないこと
とされています。そのため、完全支配関係内
みなし配当等の額は、本特例における対象配
当等の額から除くこととされています。

③　同一事業年度内配当等の額
　「同一事業年度内配当等の額」とは、対象
配当等の額を受ける日の属する事業年度開始
の日（同日後に他の法人の株式等を有する内
国法人が当該他の法人との間に最後に特定支
配関係を有することとなった場合には、その
有することとなった日）からその受ける直前
の時までの間に当該内国法人が当該他の法人
から配当等の額を受けた場合（当該配当等の
額に係る決議日等において当該内国法人と当
該他の法人との間に特定支配関係があった場
合に限ります。）におけるその受けた配当等
の額（完全支配関係内みなし配当等の額を除
きます（注）。）をいいます（法令119の 3 ⑦）。

（注）　完全支配関係内みなし配当等の額が除外

される趣旨は、対象配当等の額の場合と同

様です。

④　益金不算入相当額
　「益金不算入相当額」とは、対象配当等の
額のうち、益金不算入規定（次に掲げる規定
をいいます。以下同じです。）により益金の
額に算入されない金額（同一事業年度内配当

特定支配関係（イメージ）

：他の法人：判定の対象となる法人

51％

直接支配関係

26％

25％

直接
支配関係
51％

みなし
直接支配関係

25％26％

役員・
親族等

直接支配関係

41％

10％

直接
支配関係
51％

一の者との間に当事者間の支配
関係がある法人相互の関係

配当議決権
51％

役員選任
議決権
51％

みなし
直接支配関係
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等の額のうちに本特例の適用を受けなかった
ものがある場合には、その適用を受けなかっ
た同一事業年度内配当等の額のうち益金不算
入規定により益金の額に算入されない金額の
合計額を含みます。）に相当する金額をいい
ます。
イ　法人税法第23条第 1 項（受取配当等の益

金不算入）
ロ　法人税法第23条の 2 第 1 項（外国子会社

から受ける配当等の益金不算入）
ハ　法人税法第62条の 5 第 4 項（現物分配に

よる資産の譲渡）
（注）　内国法人の外国関係会社に係る所得の課

税の特例（いわゆる外国子会社合算税制）

の適用を受けた外国関係会社（外国子会社

配当益金不算入制度における外国子会社に

該当するものに限ります。）から受ける配当

等の額については、外国子会社合算税制と

配当課税との二重課税を調整するため、そ

の配当等の額のうち特定課税対象金額に達

するまでの金額については、全額益金不算

入とされています（措法66の 8 ②による法

法23の 2 ①の読替）。
　上記のとおり益金不算入規定には、租税

特別措置法第66条の 8 ②により読み替えて

適用される法人税法第23条の 2 は含まれて

いません。したがって、当該外国関係会社

から受ける配当等の額に係る本特例におけ

る益金不算入相当額は、当該配当等の額の

95％相当額になります。

⑤　決議日等
　「決議日等」とは、次に掲げるものの区分
に応じそれぞれ次に定める日をいいます（法
令119の 3 ⑨一）。
イ　剰余金の配当若しくは利益の配当若しく

は剰余金の分配、投資信託及び投資法人に
関する法律第137条の金銭の分配又は資産

の流動化に関する法律第115条第 1 項に規
定する金銭の分配（以下⑥までにおいて

「剰余金の配当等」といいます。）で当該剰
余金の配当等に係る決議の日又は決定の日
があるもの　これらの日

ロ　剰余金の配当等で当該剰余金の配当等に
係る決議の日又は決定の日がないもの　当
該剰余金の配当等がその効力を生ずる日

（その効力を生ずる日の定めがない場合に
は、当該剰余金の配当等がされる日）

ハ　みなし配当事由が生じたことに基因する
金銭その他の資産の交付（剰余金の配当等
に該当するものを除きます。）　当該事由が
生じた日

⑥　基準時
　「基準時」とは、次に掲げるものの区分に
応じ、それぞれ次に定める時をいいます（法
令119の 3 ⑨三）。
イ　株式会社がする剰余金の配当で当該剰余

金の配当を受ける者を定めるための会社法
第124条第 1 項に規定する基準日（以下⑥
において「基準日」といいます。）の定め
があるもの　当該基準日が経過した時

ロ　株式会社以外の法人がする剰余金の配当
等で当該剰余金の配当等を受ける者を定め
るための基準日に準ずる日の定めがあるも
の　同日が経過した時

ハ　剰余金の配当等で当該剰余金の配当等を
受ける者を定めるための基準日又は基準日
に準ずる日の定めがないもの　当該剰余金
の配当等がその効力を生ずる時（その効力
を生ずる日の定めがない場合には、当該剰
余金の配当等がされる時）

ニ　みなし配当事由が生じたことに基因する
金銭その他の資産の交付（剰余金の配当等
に該当するものを除きます。）　当該事由が
生じた時
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X1 期

会計処理

S 社株式 1,000　/　現金 1,000

X2 期
現金 100　/　受取配当 100

X3 期
現金 140　/　受取配当 140

配当　 100

S 社株式の全て（1,000 株）
を取得（対価 1,000）

≪10％基準の判定≫

＝　10％

S 社から配当 100 を受取

S 社から配当 140 を受取

【前提】ケース 1 （通常の配当）

申告調整 子会社株式簿価減額特例（法令 119 の 3⑦）の適用等

本特例による引下げ額　133
税務上の S 社株式帳簿価額　1,000→867

（１株あたりの帳簿価額）　1→0.867

別表四　所得の金額の計算に関する明細書

区分 総額
処分

留保 流出

当期利益又は当期欠損の額 100 100 0

外国子会社から受ける剰余
金の配当等の益金不算入額 95 95

所得金額又は欠損金額 5 100 △95

別表四　所得の金額の計算に関する明細書

区分 総額
処分

留保 流出

当期利益又は当期欠損の額 140 140 0

減
算

減
算

外国子会社から受ける剰余金
の配当等の益金不算入額 133 133

所得金額又は欠損金額 7 140 △133

別表五　利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書

Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書

区分 期首現在
利益積立金額

当期の増減 差引翌期期
首現在利益
積立金額減 増

S 社株式 △133 △133

≪10％基準の判定≫

＝　14％

【⇒本特例の適用あり】

≪引下げ額等≫

①　S 社は外国子会社に該当
②　P 社は移動平均法を採用
③　法令 119 の 3⑦各号の要件のいずれも満たさない

〔単位：百万円〕○　P 社側の処理例

S 社株式
帳簿価額

1,000 【⇒本特例の適用なし】

配当　140

S 社株式
帳簿価額

1,000

子会社株式簿価減額特例の適用がある場合の処理例

X5 期

≪10％基準の判定≫

＝　34.6％

別表四　所得の金額の計算に関する明細書

区分 総額
処分

留保 流出

当期利益又は当期欠損の額 300 300 0

外国子会社から受ける剰余金
の配当等の益金不算入額 285 285

所得金額又は欠損金額 15 300 △285

【⇒本特例の適用あり】

別表四　所得の金額の計算に関する明細書

区分 総額
処分

留保 流出

当期利益又は当期欠損の額 △540 △540 0

加
算 Ｓ社株式譲渡損否認 418 418 0

所得金額又は欠損金額 △122 △122 0

別表五　利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書

Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書

区分 期首現在
利益積立金額

当期の増減 差引翌期期
首現在利益
積立金額減 増

S社株式 △418 △418 0

X4 期
S社から配当 300 を受取 現金 300　/　受取配当 300

別表五　利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書

Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書

区分 期首現在
利益積立金額

当期の増減 差引翌期期
首現在利益
積立金額減 増

S社株式 △133 △285 △418

本特例による引下げ額　285
税務上の S社株式帳簿価額　867→582
（１株あたりの帳簿価額）　　0.867→0.582

≪引下げ額等≫

S社株式の全て（1,000 株）を
第三者に譲渡（対価 460）

現金 460　　/　S社株式 1,000
譲渡損 540　/

≪税務上の譲渡損益の計算≫
460－0.582×1000＝△122

配当　300

S 社株式
帳簿価額

867

減
算
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ケース 2（自己株式取得によるみなし配当）

X1期

会計処理

S社株式 1,000　/　現金 1,000

X2 期 現金 100　/　S社株式 100

配当　100

S 社株式の全て（1,000 株）
を取得（対価 1,000）

≪10％基準の判定≫

＝　10％

S社は P社から自己株式
（100 株）を取得

【前提】

申告調整 子会社株式簿価減額特例（法令 119の 3⑦）の適用等

別表四　所得の金額の計算に関する明細書

区分 総額
処分

留保 流出

当期利益又は当期欠損の額 0 0 0

加
算 みなし配当 100 100 0

減
算

外国子会社から受ける剰余
金の配当等の益金不算入額 95 95

S 社株式譲渡損 100 100 0

所得金額又は欠損金額 △95 0 △95

【⇒本特例の適用なし】

①　S社は外国子会社に該当
②　P社は移動平均法を採用
③　法令 119 の 3⑦各号の要件のいずれも満たさない
④　S社の資本金等の額はゼロ○　P社側の処理例

S社株式
帳簿価額1,000

X3 期 現金 180　/　S社株式 180

≪10％基準の判定≫

＝　20％

【⇒本特例の適用あり】

配当　180

S 社株式
帳簿価額

900

別表四　所得の金額の計算に関する明細書

区分 総額
処分

留保 流出

当期利益又は当期欠損の額 0 0 0

加
算 みなし配当 180 180 0

減
算

外国子会社から受ける剰余
金の配当等の益金不算入額 171 171

S 社株式譲渡損 145.8 145.8 0

所得金額又は欠損金額 △136.8 34.2 △171

S 社は P社から自己株式
（180 株）を取得

本特例による引下げ額　171
税務上の S社株式帳簿価額

900→729
（ 1 株あたりの帳簿価額

1→0.81）

≪税務上の譲渡損益の計算≫
0－0.81×180＝△145.8

自己株取得後のS社株式
帳簿価額 583.2
（１株あたりの帳簿価額

0.81）

≪引下げ額等≫

別表五　利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書

Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書

区分 期首現在
利益積立金額

当期の増減 差引翌期期首
現在利益積立

金額減 増

S社株式 △34.2 △171 △136.8

≪税務上の譲渡損益の計算≫
0－1×100＝△100

〔単位：百万円〕

X4 期 現金 180　/　S社株式 180S 社は P社から自己株式
（180 株）を取得

≪10％基準の判定≫

≒　31％

【⇒本特例の適用あり】

配当　180

S 社株式
帳簿価額583.2

別表四　所得の金額の計算に関する明細書

区分 総額
処分

留保 流出

当期利益又は当期欠損の額 0 0 0

加
算 みなし配当 180 180 0

減
算

外国子会社から受ける剰余金
の配当等の益金不算入額 171 171

S 社株式譲渡損 103.05 103.05 0

所得金額又は欠損金額 △94.05 76.95 △171

本特例による引下げ額　171
税務上の S社株式帳簿価額

583.2→412.2
（ 1 株あたりの帳簿価額

0.81→0.5725）

≪税務上の譲渡損益の計算≫
0－0.5725×180＝△103.05

自己株取得後のS社株式
帳簿価額 309.15
（１株あたりの帳簿価額

0.5725）

≪引下げ額等≫

別表五　利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書

Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書

区分 期首現在
利益積立金額

当期の増減 差引翌期期首
現在利益積立

金額減 増

S社株式 △136.8 △76.95 △171 △230.85

X5 期 S社株式の全て（540 株）を
第三者に譲渡（対価 540）

現金 540　/　S社株式 540　 別表四　所得の金額の計算に関する明細書

区分 総額
処分

留保 流出

当期利益又は当期欠損の額 0 0 0

加
算 S社株式譲渡益 230.85 230.85 0

所得金額又は欠損金額 230.85 230.85 0

別表五　利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書

Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書

区分
期首現在

利益積立金額
当期の増減 差引翌期期首

現在利益積立
金額減 増

S社株式 △230.85 △230.85 0

≪税務上の譲渡損益の計算≫
540－0.5725×540＝230.85
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X1 期

会計処理

S社株式 1,000 / 現金 1,000

X2 期 現金 200 / S 社株式 200

配当　100

S 社株式の全て（1,000 株）
を取得（対価 1,000）

≪10％基準の判定≫

＝ 10％

S社から資本の払戻しによ
り現金 200 の交付を受ける

【前提】ケース 3（資本の払戻によるみなし配当）

申告調整 子会社株式簿価減額特例（法令 119 の 3⑦）の適用等

別表四　所得の金額の計算に関する明細書

区分 総額
処分

留保 流出

当期利益又は当期欠損の額 0 0 0

加
算 みなし配当 100 100 0

減
算

外国子会社から受ける剰余
金の配当等の益金不算入額 95 95

S 社株式譲渡損 100 100 0

所得金額又は欠損金額 △95 0 △95

【⇒本特例の適用なし】

①　S 社は外国子会社に該当
②　P 社は移動平均法を採用
③　法令 119 の 3⑦各号の要件のいずれも満たさない
④　X1期の S社の資本金等の額：500、利益積立金の額：500 〔単位：百万円〕○　P社側の処理例

S 社株式
帳簿価額 1,000

X3 期 現金 200 / S 社株式 200

≪10％基準の判定≫

＝  12.5％

【⇒本特例の適用あり】

配当 100

S 社株式
帳簿価額 800

別表四　所得の金額の計算に関する明細書

区分 総額
処分

留保 流出

当期利益又は当期欠損の額 0 0 0

加
算 みなし配当 100 100 0

減
算

外国子会社から受ける剰余
金の配当等の益金不算入額 95 95

S 社株式譲渡損 76.25 76.25 0

所得金額又は欠損金額 △71.25 23.75 △95

本特例による引下げ額  95
税務上の S 社株式帳簿価額

800→705
（１株あたりの帳簿価額

0.8→0.705）

≪税務上の譲渡損益の計算≫
100－705×200/800＝△76.25

自己株取得後の S 社株式
帳簿価額 528.75

（１株あたりの帳簿価額
0.52875）

≪引下げ額等≫

別表五　利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書

Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書

区分 期首現在
利益積立金額

当期の増減 差引翌期期首
現在利益積立

金額減 増

S社株式 △23.75 △95 △71.25

【S社の期末の状況】
　資本金等の額　400
　利益積立金　400

資本の払戻し後の S 社株式
帳簿簿価 800

（１株あたりの帳簿価額　 1→0.8）

≪税務上の譲渡損益の計算≫
100－1000×200/1000＝△100

S 社から資本の払戻しによ
り現金 200 の交付を受ける

【S社の期末の状況】
　資本金等の額　300
　利益積立金　300

X4 期
≪10％基準の判定≫

≒　19％

【⇒本特例の適用あり】

配当　100

S 社株式
帳簿価額 528.75

別表四　所得の金額の計算に関する明細書

区分 総額
処分

留保 流出

当期利益又は当期欠損の額 0 0 0

加
算 みなし配当 100 100 0

減
算

外国子会社から受ける剰余
金の配当等の益金不算入額 95 95

S 社株式譲渡損 44.58 44.58 0

所得金額又は欠損金額 39.58 55.42 △95

本特例による引下げ額　95
税務上の S 社株式帳簿価額

528.75→433.75
（１株あたりの帳簿価額

0.52875→0.43375）

≪税務上の譲渡損益の計算≫
100－433.75×200/600＝△44.58

自己株取得後のS 社株式
帳簿価額 289.17
（１株あたりの帳簿価額

0.28917）

≪引下げ額等≫

別表五　利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書

Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書

期首現在
利益積立金額

当期の増減 差引翌期期首
現在利益積立

金額減 増

X5 期 S社株式の全て（1,000 株）
を第三者に譲渡（対価 400）

現金 400 / S 社株式 400 別表四　所得の金額の計算に関する明細書

区分 総額
処分

留保 流出

当期利益又は当期欠損の額 0 0 0

加
算 S社株式譲渡益 110.83 110.83 0

所得金額又は欠損金額 110.83 110.83 0

別表五　利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書

Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書

区分 期首現在
利益積立金額

当期の増減 差引翌期期
首現在利益
積立金額減 増

S社株式

S社株式

△110.83

△71.25 △55.42 △95 △110.83

△110.83 0

≪税務上の譲渡損益の計算≫
　400－289.17＝110.83

現金 200 / S 社株式 200S 社から資本の払戻しによ
り現金 200 の交付を受ける

【S社の期末の状況】
　資本金等の額　200
　利益積立金　200

区分
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⑵　本特例が適用されない場合
　次のいずれかに該当する場合には、本特例の
適用はありません。
①　内国株主割合要件

イ　概要
　本要件は、他の法人（普通法人に限るも
のとし、外国法人を除きます。）の設立の
時から内国法人が当該他の法人との間に最
後に特定支配関係を有することとなった日

（以下「特定支配日」といいます。）までの
期間を通じて、当該他の法人の発行済株式
又は出資（当該他の法人が有する自己の株
式又は出資を除きます。）の総数又は総額
のうちに占める内国株主（普通法人（外国
法人を除きます。）若しくは協同組合等又
は居住者をいいます。）が有する当該他の
法人の株式又は出資の数又は金額の割合が
90％以上であること（当該期間を通じて当
該割合が90％以上であることを証する書類

（注）を当該内国法人が保存していない場
合を除きます。）をいいます（法令119の 3
⑦一）。

（注）　具体的な保存書類については、例えば

株主の異動の状況が確認できる書類とし

て、設立時の株主の状況が確認できる商

業登記簿や異動時の株主名簿が該当する

と考えられます。

ロ　趣旨
　配当法人、旧株主及び現株主のすべてが
内国法人である場合には、我が国において、
配当法人が稼得した利益に対して課税が行
われたうえで、旧株主においても配当法人
の留保利益の蓄積に対応する部分に対して
株式譲渡益課税が行われます。そのため、
平成13年度税制改正におけるみなし配当に
係る改正の経緯・考え方等を踏まえると、
配当法人、旧株主及び現株主のすべてが内
国法人等である場合に、旧株主における譲
渡益課税を現株主における譲渡損失と相殺
することにより我が国における法人段階の

重複課税を排除するために、現株主におけ
る譲渡損失の計上を認めるという現行の取
扱いには、一定の合理性があるものと考え
られます。
　このような考え方を基礎としつつ、租税
回避防止とコンプライアンス・コストとの
バランスを取ることとされています。本要
件では設立時から特定支配日までの間、発
行済株式等の90％以上を内国株主によって
保有されていることとされていますが、そ
の発行済株式等の各々について国内株主に
よって保有され続けてきたかどうかを追跡
する必要はなく、内国株主による発行済株
式等の保有割合が90％を下回ることがなけ
ればよいこととされています。
　例えば、下記の例において、同じタイミ
ングで株主 B が外国法人に、株主 C が内
国法人に、それぞれその保有株式のすべて
を譲渡した場合であっても、本要件を満た
すことになります。

設立時 → 譲渡後
株主A 

（内国法人）
80％
保有 → 同左

株主B 
（内国法人）

10％
保有 → 外国法人 10％

保有
株主C 

（外国法人）
10％
保有 → 内国法人 10％

保有

②　特定支配日利益剰余金額要件
イ　概要

　本要件は、特定支配日が当該対象配当等
の額を受ける日の属する他の法人の事業年
度開始の日前である場合において、イの金
額からロの金額を減算した金額がハの金額
以上であること（当該減算した金額がハの
金額以上であることを証する書類を当該内
国法人が保存していない場合を除きます。）
をいいます（法令119の 3 ⑦二）。
イ　当該他の法人の当該対象配当等の額に

係る決議日等前に最後に終了した事業年
度の貸借対照表に計上されている利益剰
余金の額
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ロ　イの事業年度終了の日の翌日から当該
対象配当等の額を受ける時までの間に当
該他の法人の株主等が当該他の法人から
受ける配当等の額の合計額

ハ　当該他の法人の特定支配日前に最後に
終了した事業年度（当該特定支配日の属
する事業年度が当該他の法人の設立の日
の属する事業年度である場合には、その
設立の時）の貸借対照表に計上されてい
る利益剰余金の額（当該他の法人の当該
特定支配日の属する事業年度開始の日以
後に当該他の法人の株主等が当該他の法
人から受けた配当等の額（当該配当等の
額に係る基準時が当該特定支配日前であ
るものに限ります。）がある場合には、
当該配当等の額に対応して減少した当該
他の法人の利益剰余金の額の合計額を減
算した金額）

ロ　趣旨
　本特例は、親会社が子会社株式を取得す
る前に蓄積した当該子会社の利益積立金額

を原資とした配当を行うことにより子会社
株式の時価を引き下げることを問題の一つ
として捉えていますが、配当を行った後の
子会社の利益剰余金の額が特定支配日の利
益剰余金の額を下回らない状態にある場合
には、その配当は、親会社が子会社を取得
した後に生じた利益を原資としたものであ
ると考えることが可能であり、本特例の対
象とする必要性が高くないものと整理する
ことができます。そのため、一定の書類の
保存を要件として、本特例を適用しないこ
ととしたものです。
　なお、本来的には、本要件の判定に際し
て税務上の概念である利益積立金額を用い
るべきですが、納税者の事務負担に考慮す
る観点から、会計上の利益剰余金の額を用
いることとしています。この場合において、
子会社が外国法人に該当するときは、その
外国法人の所在地国の会計基準に基づいた
利益剰余金の額を用いることになります。

x1 事業年度 x2 事業年度 x9 事業年度 x10 事業年度

X9 事業年度のB/Sの
利益剰余金の額
【①】

配当事業年度の
前事業年度のB/Sの
利益剰余金の額
【①】

配当事業年度開始の日から
配当受領日までの
配当等の額の合計額

【②】

特定支配日
利益剰余金額
【③】 比較

他の法人

この間に株主が受ける
配当等の額の合計額

【②】

対象配当等後の
利益剰余金の額
【①】－【②】

【①】－【②】≧【③】である場合
には本特例の対象外

内国法人 特定支配日
対象配当等の額
の受領日

対象配当等の額
の決議日 対象配当等

X1事業年度のB/Sの
利益剰余金の額
【ａ】

【ｂ】

特定支配日
利益剰余金額
【③】

（＝【ａ】－【ｂ】）

特定支配日の属する事業
年度開始日以後に株主等
が受ける配当等の額（そ
の基準時が特定支配日前
であるものに限る。）に
対応して減少した利益剰
余金の額の合計額
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③　10年超支配要件
イ　概要

　本要件は、特定支配日から当該対象配当
等の額を受ける日までの期間が10年を超え
ることをいいます（法令119の 3 ⑦三）。

ロ　趣旨
　設立日が何十年も前である法人が上記①
の要件（内国株主割合要件）を満たすため
には、その設立日から特定支配日までの株
主の状況を把握する必要があります。また、
特定支配日が何十年も前である法人が上記
②の要件（特定支配日利益剰余金額要件）
についても、その要件を満たすためには、
その特定支配日の利益剰余金の額を把握す
る必要があります。しかし、過去何十年も
前の状況やその当時の金額を把握及び管理
することは困難を伴うことが想定され、仮
に可能であったとしても相当な事務負担が
納税者側に生ずることになります。そこで、
特定支配日から一定の期間（10年）を超え
て受ける配当については、本特例を適用し
ないこととするものです。

④　金額要件
イ　概要

　本要件は、対象配当等の額及び同一事業
年度内配当等の額の合計額が2,000万円を
超えないことをいいます（法令119の 3 ⑦四）。

ロ　趣旨
　本特例は租税回避防止制度として措置さ
れる点を踏まえ、他の租税回避防止制度

（外国子会社合算税制、過大支払利子税制
等）を参考にして、対象配当等の額及び同
一事業年度内配当等の額の合計額が少額と
認められる場合には、本特例を適用しない
こととするものです。

⑶　株式等の帳簿価額から減算する金額に関する
特例計算
①　概要

　内国法人が受ける対象配当等の額（特定支

配日の属する事業年度に受けるものを除きま
す。）に係る基準時の属する事業年度の確定
申告書、修正申告書又は更正請求書に当該対
象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額
並びに特定支配後増加利益剰余金額超過額及
びその計算に関する明細を記載した書類

（注）を添付し、かつ、一定の書類を保存し
ている場合には、本特例の適用による他の法
人の株式等の当該基準時の直前における帳簿
価額から減算する金額は、上記⑴にかかわら
ず、当該対象配当等の額及び同一事業年度内
配当等の額（本特例の適用に係るものを除き
ます。）の合計額のうち、特定支配後増加利
益剰余金額超過額に達するまでの金額（益金
不算入規定により益金の額に算入されない金
額に限ります。）とすることができます（法
令119の 3 ⑧）。
　この特例計算は、上記⑵のいずれの要件に
も該当せず、本特例の対象となる場合であっ
ても、その益金不算入相当額の全額について
株式等の帳簿価額を引き下げるのではなく、
配当のうち特定支配日後に生じた利益剰余金
の額から支払われたと認められる部分につい
ては、本特例の対象から除くために設けられ
たものです。
　なお、納税者の事務負担に考慮する観点か
ら、会計上の利益剰余金の額を用いることと
しています。この場合において、子会社が外
国法人に該当するときは、その外国法人の所
在地国の会計基準に基づいた利益剰余金の額
を用いることになります。

（注）　具体的には、法人税申告書別表 8 ⑶をい

います。

②　特定支配後増加利益剰余金額超過額の意義
　特定支配後増加利益剰余金額超過額とは、
支配後配当等の額の合計額が特定支配後増加
利益剰余金額を超える部分の金額（当該支配
後配当等の額のうちに当該内国法人以外の者
が受ける配当等の額がある場合には、当該超
える部分の金額に当該支配後配当等の額のう
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ち当該内国法人が受ける配当等の額の合計額
が当該支配後配当等の額の合計額のうちに占
める割合を乗じて計算した金額）に相当する
金額から当該内国法人が当該対象配当等の額
を受ける前に当該他の法人から受けた配当等
の額のうち本特例の適用に係る金額を控除し
た金額をいいます。
イ　支配後配当等の額

　特定支配日から当該対象配当等の額を受
ける時までの間に他の法人の株主等が当該
他の法人から受ける配当等の額（当該配当
等の額に係る基準時が特定支配日以後であ
るものに限ります。）をいいます。

ロ　特定支配後増加利益剰余金額
　イの金額にロの金額を加算した金額から
ハの金額を減算した金額をいいます。
イ　当該他の法人の当該対象配当等の額に

係る決議日等前に最後に終了した事業年
度の貸借対照表に計上されている利益剰
余金の額

ロ　特定支配日から当該対象配当等の額に
係る決議日等の属する当該他の法人の事
業年度開始の日の前日までの間に当該他
の法人の株主等が当該他の法人から受け
た配当等の額（当該配当等の額に係る基
準時が当該特定支配日以後であるものに
限ります。）に対応して減少した当該他
の法人の利益剰余金の額の合計額

ハ　当該他の法人の特定支配日前に最後に
終了した事業年度（当該特定支配日の属
する事業年度が当該他の法人の設立の日
の属する事業年度である場合には、その

設立の時）の貸借対照表に計上されてい
る利益剰余金の額（当該他の法人の当該
特定支配日の属する事業年度開始の日以
後に当該他の法人の株主等が当該他の法
人から受けた配当等の額（当該配当等の
額に係る基準時が当該特定支配日前であ
るものに限ります。）がある場合には、
当該配当等の額に対応して減少した当該
他の法人の利益剰余金の額の合計額を減
算した金額）

③　保存を要する書類
　上記①のとおり、本要件の適用を受けるた
めには、次に掲げる書類の保存が要件とされ
ています（法規27①）。
イ　他の法人の特定支配日前に最後に終了し

た事業年度（当該特定支配日の属する事業
年度が当該他の法人の設立の日の属する事
業年度である場合には、その設立の時）か
ら対象配当等の額に係る決議日等前に最後
に終了した事業年度までの各事業年度の貸
借対照表、損益計算書及び株主資本等変動
計算書、社員資本等変動計算書、損益金の
処分に関する計算書その他これらに類する
書類

ロ　支配後配当等の額を明らかにする書類
（イに掲げる書類を除きます。）

ハ　特定支配後増加利益剰余金額の計算の基
礎となる書類（イに掲げる書類を除きま
す。）

ニ　イからハまでに掲げるもののほか、特定
支配後増加利益剰余金額超過額の計算の基
礎となる書類
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他の法人 x1 事業年度

内国法人

特定支配日
対象配当等の額
の受領日

対象配当等の額
の決議日 対象配当等

特定支配日から配当受領日までの間に
株主が受ける配当等の額の合計額

【⑤】

x9 事業年度 x10 事業年度x2 事業年度

X9事業年度のB/Sの
利益剰余金の額
【①】

特定支配日から x9事業年度末までの間に株主が受ける配当等
の額に対応して減少した利益剰余金の額の合計額

【②】

X1事業年度のB/Sの
利益剰余金の額
【③】

配当事業年度の
前事業年度のB/Sの
利益剰余金の額
【①】

【②】

特定支配日
利益剰余金額
【③】－【④】

特定支配後増加
利益剰余金額

【①】＋【②】－（【③】－【④】）

支配後配当等の額
の合計額
【⑤】

比較

特定支配後増加利益剰余金額超過額

特定支配日から配当事業年度
の前事業年度までの間の配当
等の額に対応する利益剰余金
の減少額の合計額

特定支配日
利益剰余金額
【③】－【④】

対象配当等の額と同一事業年度内配当等の額の合計額の
うち特定支配後増加利益剰余金額超過額に達するまでの
益金不算入相当額を「帳簿価額から減算する金額」とす
ることができる。

特定支配日の属する事
業年度開始日以後に株
主等が受ける配当等の
額（その基準時が特定
支配日前であるものに
限る。）に対応して減
少した利益剰余金の額
の合計額　【④】

株式等の帳簿価額から減額する金額に関する特例計算を用いたケース

外国子会社Ｙ

X1事業年度 X5事業年度

内国法人Ｘ

特定支配日
X2.1.1

対象配当等の額
の受領日
X5.5.30

決議日
X5.4.1

X4事業年度

利益剰余金
100

利益 30

利益 50
配当 20

利益剰余金
110

配当 30

利益剰余金
130

配当 60

利益剰余金
70

対象配当等の額
（95％益金不算入）

特定支配日から配当受領日までの間に株主が受ける配当等の額の合計額
【110】

対象配当等
【60】

特定支配日からX4事業年度末までの間に株主が受ける配当等の額に
対応して減少した利益剰余金の額の合計額

【50】

X1事業年度のB/Sの
利益剰余金の額
【100】

X2事業年度

X4事業年度のB/Sの
利益剰余金の額
【130】

〔単位：億円〕

基準時
X4.12.31

X3事業年度

配当
【30】

配当
【20】

100％保有

【原則計算による株式等の帳簿価額から減額する金額】
⇒　対象配当等の額　60×95％　＝　57

【特例計算による株式等の帳簿価額から減額する金額】
⇒　30（＝支配後配当等の額（20＋30＋60）－特定支配後増加利益剰余金額（80））×95％＝　28.5

配当直前の利益剰余金額（130）＋配当（20＋30）－特定支配日利益剰余金額（100）
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⑷　適格組織再編成があった場合の取扱い
　内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物
出資（以下「適格合併等」といいます。）によ
り当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人
又は現物出資法人（以下「被合併法人等」とい
います。）から上記⑴の他の法人の株式等の移
転を受けた場合において、当該適格合併等の直
前に当該被合併法人等と当該他の法人との間に
特定支配関係があり、かつ、当該適格合併等の
直後に当該内国法人と当該他の法人との間に特
定支配関係があるとき（当該適格合併等の直前
に当該内国法人と当該他の法人との間に特定支
配関係があった場合において、その特定支配日
が当該被合併法人等が当該他の法人との間に最
後に特定支配関係を有することとなった日以前
であるときを除きます。）は、当該被合併法人
等が当該他の法人との間に最後に特定支配関係
を有することとなった日を特定支配日とみなす
こととされています（法令119の 3 ⑩）。

⑸　適用回避防止規定
　本特例が不適用とされる要件（上記⑵参照）
の多くは、子会社の状況に着目して設けられて
います。そのため、本来であれば本特例の適用
を受けるべき法人が、グループ法人間で操作を
することにより、その適用を回避することが想
定されます。このような回避を防止するため、
次の取扱いが設けられています（法令119の 3
⑪）。
①　内国法人との間に特定支配関係がある法人

間における合併又は分割型分割に係る合併法
人又は分割承継法人の取扱い
　他の法人が、関係法人（内国法人との間に
特定支配関係がある法人をいいます。以下⑹
までにおいて同じです。）を被合併法人又は
分割法人とする合併又は分割型分割（特定支
配日と対象配当等の額を受ける日の10年前の
日とのうちいずれか遅い日以後に行われたも
のに限ります。）に係る合併法人又は分割承
継法人に該当する場合には、次の一から三ま

でによることとされています（法令119の 3
⑪一）。
　ただし、当該関係法人（普通法人に限るも
のとし、外国法人を除きます。）の設立の時
から当該内国法人が当該関係法人との間に最
後に特定支配関係を有することとなった日ま
での期間を通じて内国株主割合（当該関係法
人の発行済株式又は出資（自己が有する自己
の株式又は出資を除きます。）の総数又は総
額のうちに占める普通法人（外国法人を除き
ます。）若しくは協同組合等又は居住者が有
するその関係法人の株式又は出資の数又は金
額の割合をいいます。⑸において同じです。）
が90％以上である場合（当該期間を通じて当
該内国株主割合が90% 以上であることを証
する書類を当該内国法人が保存していない場
合を除きます。）又は同日から対象配当等の
額を受ける日までの期間が10年を超える場合
には、当該関係法人から直接配当を受けたと
しても本特例の適用がないことから、この適
用回避防止規定の適用もありません。
一　当該他の法人は内国株主割合要件（上記
⑵①参照）及び10年超支配要件（上記⑵③
参照）に該当しないものとされます。
　これは、関係法人が上記⑵の要件のいず
れも満たすことができない場合において、
その関係法人を被合併法人とし内国株主割
合要件又は10年超支配要件を満たす他の法
人を合併法人とする合併を行うことにより、
本特例の適用を回避することが想定される
ためです（分割型分割も同様）。
　なお、金銭等不交付合併以外の合併又は
金銭等不交付分割型分割以外の分割型分割
の場合は、合併又は分割型分割の時点で株
主に譲渡損益が生ずることによりその株式
に係る含み損益が税務上清算されていると
考えられるため、この取扱いの適用はあり
ません。

二　合併又は分割型分割が当該他の法人の当
該対象配当等の額に係る決議日等の属する
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事業年度開始の日前に行われたものである
場合には、関係法人支配関係発生日利益剰
余金額のうち当該合併により当該関係法人
から当該他の法人に引き継がれた利益剰余
金の額に達するまでの金額（当該分割型分
割にあっては、関係法人支配関係発生日利
益剰余金額のうち当該分割型分割の直前の
当該関係法人の利益剰余金の額に達するま
での金額に当該分割型分割により当該関係
法人から当該他の法人に引き継がれた利益
剰余金の額が当該分割型分割の直前の当該
関係法人の利益剰余金の額のうちに占める
割合を乗じて計算した金額）を、当該他の
法人の特定支配日の利益剰余金の額（上記
⑵②イハ及び⑶②ロハの金額）に加算する
こととされています。
　これは、合併又は分割型分割により関係
法人支配関係発生日利益剰余金額のうち当
該関係法人から当該他の法人に引き継がれ
た利益剰余金の額を、当該他の法人の特定
支配日以後に生じた利益剰余金の額に含め
ないことにより、特定支配日利益剰余金額
要件の計算及び株式等の帳簿価額から減算
する金額に関する特例計算を適切に行うこ
とができるようにするためのものです。
　なお、ここでいう「関係法人支配関係発
生日利益剰余金額」とは、当該内国法人が
当該関係法人との間に最後に特定支配関係

を有することとなった日前に最後に終了し
た当該関係法人の事業年度（同日の属する
事業年度が当該関係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
時）の貸借対照表に計上されている利益剰
余金の額（当該最後に特定支配関係を有す
ることとなった日の属する当該関係法人の
事業年度開始の日以後に当該関係法人の株
主等が当該関係法人から受けた配当等の額
がある場合において、当該配当等の額に係
る基準時（上記⑴参照）が当該最後に特定
支配関係を有することとなった日前である
ときは、当該配当等の額に対応して減少し
た当該関係法人の利益剰余金の額の合計額
を減算した金額）をいいます。

三　上記一及び下記②一を適用しないものと
したならば当該他の法人が内国株主割合要
件又は10年超支配要件に該当する場合には、
当該合併又は分割型分割が行われなければ
当該他の法人から受ける配当について本特
例は適用されないことから、上記二及び下
記②二の規定を適用しない場合の当該他の
法人の特定支配日の利益剰余金の額（上記
⑵②イハ及び⑶②ロハの金額）は零とし、
上記⑶の適用に際し当該合併又は分割型分
割の日を特定支配日とみなすこととされて
います。
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被買収法人
⇒
合併

合併法人

親法人

合併法人

被買収法人
利益剰余金

利益剰余金

※被合併法人

配当

親法人

親法人が特定支配関係を有する法人間における合併（合併法人との特定支配日と対象配当等の額を受ける日の 10 年前の日と

のうちいずれか遅い日以後に行われたものに限る。）に係る合併法人に該当する場合には、次によることとする。

ただし、被合併法人が内国株主割合要件又は 10 年超支配要件のいずれかを
満たす場合には、この適用回避防止規定は適用されない。

分割型分割も合併と同様の扱い。

概　要

①　合併が金銭等不交付合併である場合には、合併法人は内国株主割
合要件及び 10 年超支配要件を満たさないこととする。

②　合併が合併法人の対象配当等の額に係る決議日等の属する事業年
度開始の日前に行われたものである場合には、被合併法人の特定支
配日の利益剰余金の額のうち、その合併により合併法人に引き継が
れた利益剰余金の額に達するまでの金額を、合併法人の特定支配前
に獲得した利益剰余金の額に加算する（＝「特定支配後に稼得した利
益剰余金の額」として扱わない。）。

③　合併法人が適用免除基準のうち内国株主割合要件又は 10 年超支配
要件のいずれかを満たす場合には、上記②における「合併法人の特
定支配前に獲得した利益剰余金の額」はゼロとし、その合併の日を
特定支配日とみなす。

適用回避防止規定①（合併・分割型分割を用いたスキームへの対応）

特定支配日利益剰余金額
【③】

比較

この間に株主が受ける
配当等の額の合計額

【②】

内国法人

特定
支配日

対象配当等の額
の受領日

対象配当等の額
の決議日

関係法人
（被合併法人）

合併

関係法人
支配関係発生日

関係法人支配関係
発生日利益剰余金額

【Ｘ】

合併により増加した
利益剰余金の額≪合併による増加分≫

対象配当等後の
利益剰余金の額
【①】－【②】

対象配当等

受領日 10 年前の日

他の法人
（合併法人）

【Ｘ】のうち他の法人に
引き継がれた金額

【④】

【①】－【②】≧【③】＋【④】である場合には本
特例の対象外

配当事業年度開始の日から
配当受領日までの
配当等の額の合計額

【②】

配当事業年度の
前事業年度のB/Sの
利益剰余金の額
【①】

x10 事業年度x9 事業年度

X9事業年度のB/Sの
利益剰余金の額
【①】

X9事業年度のB/Sの
利益剰余金の額
【①】

特定支配日
利益剰余金額
【③】

【④】を【③】に加算
（法令119の 3 ⑪一ロ）

特定支配後利益剰余金額要件につき法令119の 3 ⑪一ロの適用がある場合
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【④】を【③】に加算
（法令119の 3 ⑪一ロ）

【③】→ゼロ
（法令119の 3 ⑪一ハ） 特定支配日利益剰余金額

【③→ゼロ】

比較

この間に株主が受ける
配当等の額の合計額

【②】

内国法人

対象配当等の額
の受領日

対象配当等の額
の決議日

関係法人
（被合併法人）

合併
関係法人支配関係

発生日利益剰余金額【Ｘ】

合併により増加した
利益剰余金の額≪合併による増加分≫

対象配当等後の
利益剰余金の額
【①】－【②】

対象配当等

受領日 10 年前の日

他の法人
（合併法人）

【Ｘ】のうち他の法人に
引き継がれた金額

【④】

配当事業年度開始の日から
配当受領日までの

配当等の額の合計額【②】

配当事業年度の
前事業年度のB/Sの
利益剰余金の額
【①】

x10 事業年度x9事業年度

X9事業年度のB/Sの
利益剰余金の額【①】
X9事業年度のB/Sの
利益剰余金の額【①】

特定支配日
利益剰余金額【③】

特定
支配日

関係法人
支配関係発生日

【①】－【②】≧【③→ゼロ】＋【④】である場合
には本特例の対象外

特定支配後利益剰余金額要件につき法令119の 3 ⑪一ロ及びハの適用がある場合

比較

この間に株主が受ける配当等の額の合計額【⑤】

この間に株主が受ける配当等の額に対応して減少した
利益剰余金の額の合計額【②】

内国法人
特定支配日

対象配当等の額
の受領日

対象配当等の額
の決議日

関係法人
（被合併法人）

合併

関係法人支配関係発生日
利益剰余金額【Ｘ】

合併により増加した
利益剰余金の額

特定支配後増加利益剰余金額
【①】＋【②】－（【③】＋【④】）

特定支配後増加利益
剰余金額超過額

対象配当等

受領日 10 年前の日

他の法人
（合併法人）

支配後配当等の額
の合計額
【⑤】

配当事業年度の
前事業年度の B/S の

利益剰余金の額
【①】

特定支配日から配当事業年度
の前事業年度までの間の配当
等の額に対応する利益剰余金
の減少額の合計額
　　　　　 【②】

x10 事業年度x9事業年度

X9事業年度の B/S の
利益剰余金の額【①】
X9事業年度の B/S の
利益剰余金の額【①】

特定支配日
利益剰余金額【③】

関係法人
支配関係発生日

特定支配日
利益剰余金額

【③】

【Ｘ】のうち他の法人に
引き継がれた金額【④】

対象配当等の額と
同一事業年度内配
当等の額の合計額
のうち特定支配後
増加利益剰余金額
超過額に達するま
での益金不算入相
当額を「帳簿価額
から減算する金額」
とすることができ
る。 【④】を【③】に加算

（法令119の 3 ⑪一ロ）

金額特例につき法令119の 3 ⑪一ロの適用がある場合
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②　関係法人から配当等の額を受けた場合の取
扱い
　他の法人が、関係法人から配当等の額を受
けた法人（特定支配日、当該内国法人が当該
関係法人との間に最後に特定支配関係を有す
ることとなった日又は対象配当等の額を受け
る日の10年前の日のうち最も遅い日以後に当
該配当等の額（当該配当等の額及び当該法人
が当該配当等の額を受けた日の属する事業年
度において当該関係法人から受けた他の配当
等の額の合計額が2,000万円を超え、かつ、
当該合計額がこれらの配当等の額に係る各基
準時の直前において当該法人が有する当該関
係法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も
大きいものの10％相当額を超える場合におけ
る配当等の額に限ります。②において「関係
法人配当等の額」といいます。）を受けたも

ので、当該法人の当該関係法人配当等の額を
受けた日の属する事業年度の前事業年度（同
日の属する事業年度が当該法人の設立の日の
属する事業年度である場合には、その設立の
時）の貸借対照表に計上されている総資産の
帳簿価額のうちに占める当該各基準時の直前
において当該法人が有する当該関係法人の株
式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいもの
の割合が50% を超える場合に限ります。）に
該当する場合には、次の一から三までによる
こととされています（法令119の 3 ⑪二）。

（注）　上記の割合が50％を超えるかどうかの判

定に当たっては、分母の貸借対照表に計上

されている総資産の帳簿価額は会計上の帳

簿価額となりますが、分子の当該関係法人

の株式又は出資の帳簿価額は税務上の帳簿

価額となります。ここでいう分子の税務上

この間に株主が受ける配当等の額
の合計額【⑤】

この間に株主が受
ける配当等の額に
対応して減少した
利益剰余金の額の
合計額【②】

内国法人
特定支配日 合併日

対象配当等の額
の受領日

対象配当等の額
の決議日

関係法人
（被合併法人）

関係法人
支配関係発生日

関係法人支配関係発生日
利益剰余金額【Ｘ】

対象配当等

受領日 10 年前の日

他の法人
（合併法人）

x10 事業年度x9事業年度

特定支配日
利益剰余金額

【③】

合併

X9事業年度の B/S の
利益剰余金の額

【①】

X9事業年度の B/S の
利益剰余金の額

【①】

比較

合併により増加した
利益剰余金の額

特定支配後増加利益剰余金額

【①】＋【②】－
（【③→ゼロ】＋【④】）

特定支配後増加利益
剰余金額超過額

合併日後の
配当等の額の合計額

【⑤】
配当事業年度の

前事業年度の B/S の
利益剰余金の額

【①】

合併日から配当事業年度の前
事業年度までの間の配当等の
額に対応する利益剰余金の減
少額の合計額
　　　　　 【②】

特定支配日
利益剰余金額
【③→ゼロ】

【Ｘ】のうち他の法人に
引き継がれた金額【④】

対象配当等の額と
同一事業年度内配
当等の額の合計額
のうち特定支配後
増加利益剰余金額
超過額に達するま
での益金不算入相
当額を「帳簿価額
から減算する金額」
とすることができ
る。

【④】を【③】に加算
（法令119の 3 ⑪一ロ）

【③】→ゼロ
（法令119の 3 ⑪一ハ）

特定支配日とみなす
（法令119の 3 ⑪一ハ）

金額特例につき法令119の 3 ⑪一ロ及びハの適用がある場合
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の帳簿価額について、日本の法人税法が適

用されていない子会社（例えば、外国子会

社）である場合には、会計上の帳簿価額を

用いて判定を行うことになるものと考えら

れます。

　この取扱いは、子会社が上記⑵の要件のい
ずれも満たすことができない場合に、親会社
がその子会社との資本関係の間に上記⑵のい
ずれかの要件を満たす他の法人を組み入れる
ことにより、本特例の適用を回避することに
対応するためのものです。
　本特例の趣旨からすると、孫会社以下の層
の法人について当該内国法人による特定支配
前の利益剰余金の額を管理し、その特定支配
前の利益剰余金の額を原資とする配当等の額
であると認められる場合には適用回避防止規
定の対象外とするべきとも考えられますが、
相当な企業側の事務の負担を伴うことが想定
されます。そのため、この適用回避防止規定
が適用される場面について、その資産の総額
の過半が関係法人株式であるような法人が一
定の規模の配当を受けたケースに限定するこ
ととしています。
　ただし、当該関係法人及び他の関係法人

（当該関係法人が発行済株式又は出資を直接
又は間接に保有する他の関係法人をいいます。
②において同じです。）の全てがその設立の
時から当該内国法人との間に最後に特定支配
関係を有することとなった日までの期間を通
じて内国株主割合が90％以上である場合（当
該関係法人又は他の関係法人が外国法人であ
る場合及び当該期間を通じて当該内国株主割
合が90％以上であることを証する書類を当該
内国法人が保存していない場合を除きます。）
又は同日から当該対象配当等の額を受ける日
までの期間が10年を超える場合のいずれかに

該当するもの（二において「除外要件法人」
といいます。）である場合には、これらの法
人から直接配当を受けたとしても本特例の適
用はないことから、この適用回避防止規定の
適用もありません。
一　当該他の法人は、内国株主割合要件及び

10年超支配要件に該当しないものとされま
す。

二　当該他の法人が当該関係法人から特定支
配日等（特定支配日と当該内国法人が当該
関係法人又は他の関係法人（それぞれ除外
要件該当法人を除きます。）との間に最後
に特定支配関係を有することとなった日の
うち最も早い日とのうちいずれか遅い日を
いいます。三において同じです。）以後に
配当等の額（当該他の法人の当該対象配当
等の額に係る決議日等の属する事業年度開
始の日前に受けたものに限ります。）を受
けたことにより生じた収益の額の合計額を、
当該他の法人の特定支配日の利益剰余金の
額（上記⑵②イハ及び⑶②ロハに掲げる金
額）に加算することとされています。

（注）　加算すべき配当等の額は、上記のとお

り「配当等の額を受けたことにより生じ

た収益の額」とされているため、みなし

配当の額は加算の対象から除外されてい

ます。

三　上記一及び①一を適用しないものとした
ならば内国株主割合要件又は10年超支配要
件に該当する場合には、上記二及び①二を
適用しない場合の当該他の法人の特定支配
日の利益剰余金の額（上記⑵②イハ及び⑶
②ロハの金額）は零とし、上記⑶の適用に
際し当該他の法人が当該関係法人から特定
支配日等以後最初に配当等の額を受けた日
を特定支配日とみなすこととされています。
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子法人
（買収ビークル）

曾孫法人
（被買収法人の

子法人）

親法人

孫法人 X
（被買収法人）

③：配当

④：配当

利益剰余金

利益剰余金

ただし、孫法人及び曾孫法人の全てが内国株主割合要件
又は 10 年超支配要件のいずれかを満たす場合には、この
適用回避防止規定は適用されない。

①：支配関係

②：買収

②　子法人が孫法人から特定支配日等（※ 2）以後に受けた
配当等の額を、子法人の「特定支配前に稼得した利益剰
余金の額」に加算する（＝「特定支配後に獲得した利益
剰余金の額」として扱わない。）。

③　子法人が内国株主割合要件又は 10 年超支配要件のい
ずれかを満たす場合には、上記②における子法人の「特
定支配前に稼得した利益剰余金の額」はゼロとし、子法
人が孫法人から特定支配日以後最初に配当等の額を受け
た日を特定支配日とみなす。

概 要
子法人（配当等の額を受けた事業年度の前事業年度の総資産の帳簿価額のうちに各基準時直前の孫法人株式
の帳簿価額の占める割合が 50％を超えるもの）が、孫法人から 1 事業年度中に受ける配当等の額（※ 1）が、
孫法人株式の帳簿価額の 10％超え、かつ、2,000 万円を超える場合には、次によることとする。
（※ 1）特定支配日、関係法人特定支配日又は対象配当等の額を受ける日の 10 年前の日のうち最も遅い日以後に受けたものに限る。

①　子法人は内国株主割合要件及び 10 年超支配要件を満
たさないこととする。

（※ 2）　特定支配日と親法人が孫法人又は曾孫法人（それぞれ内国株主割
合要件又は10年超支配要件を満たすものを除く。）との間に特定支配関係を
有することとなった日のうち最も早い日とのうちいずれか遅い日をいう。

総資産簿価のうち
に孫法人（X のみ）
株式簿価の占める

割合が 50％超

 ・孫法人株式簿価
の 10％、かつ、

 ・2,000 万円超

適用回避防止規定②（子法人を経由した配当を用いたスキームへの対応）

他の法人

内国法人

特定支配日
【Ｂ】

対象配当等の額
の受領日

他の関係法人①

関係法人
特定支配日
【Ｃ】

対象配当等の額

他の関係法人②
（除外要件該当法人）

他の関係法人①
特定支配日
【Ｄ】

他の関係法人②
特定支配日
【Ｅ】

関係法人
配当等の額

関係法人
配当等の額

関係法人
配当等の額

受領日 10 年前の日
【Ａ】 特定支配日等

配当事業年度の
前事業年度のB/Sの
利益剰余金の額
【①】配当事業年度開始の日から

配当受領日までの
配当等の額の合計額

【②】

特定支配日利益剰余金額
【③】

比較
対象配当等後の
利益剰余金の額
【①】－【②】

【①】－【②】≧【③】＋【Ｘ】＋【Ｙ】＋【Ｚ】である
場合には本特例の対象外

関係法人配当等の額により
増加した利益剰余金の額
【Ｘ】＋【Ｙ】＋【Ｚ】

関係法人配当等の額
【Ｘ】＋【Ｙ】＋【Ｚ】

【Ｚ】【Ｙ】【Ｘ】

関係法人

特定支配日
利益剰余金額
【③】

この間に株主が
受ける配当等の
額の合計額
【②】

当該事業年度のB/Sの
利益剰余金の額
【①】

（※）特定支配日【Ｂ】と（【Ｃ】と【Ｄ】のうち早い日⇒【Ｃ】）のうちいずれか遅い日

（【Ｘ】＋【Ｙ】＋【Ｚ】）を
【③】に加算

（法令119の 3 ⑪二ロ）

特定支配後利益剰余金額要件につき法令119の 3 ⑪二ロの適用がある場合
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他の法人

内国法人

特定支配日
【Ｂ】

対象配当等の額
の受領日

他の関係法人①

関係法人
特定支配日
【Ｃ】

対象配当等の額

他の関係法人②
（除外要件該当法人）

他の関係法人①
特定支配日
【Ｄ】

他の関係法人②
特定支配日
【Ｅ】

関係法人
配当等の額

関係法人
配当等の額

関係法人
配当等の額

受領日 10 年前の日
【Ａ】 特定支配日等

【Ｘ】 【Ｙ】

関係法人

特定支配日
利益剰余金額【③】

特定支配後増加利益剰余金額

【①】＋【②】－
（【③】＋【Ｘ】＋【Ｙ】＋【Ｚ】）

支配後配当等の額
の合計額
【④】

比較

特定支配後増加利益
剰余金額超過額

特定支配日から配当事業年度
の前事業年度までの間の配当
等の額に対応する利益剰余金
の減少額の合計額【②】

特定支配日から配当受領日までの間に株主が受ける配当等の額の合計額【④】

この間に株主が受ける配当等の額に対応して減少した利益剰余金の額の合計額【②】

（※）特定支配日【Ｂ】と（【Ｃ】と【Ｄ】のうち早い日⇒【Ｃ】）のうちいずれか遅い日

対象配当等の額と同一事
業年度内配当等の額の合
計額のうち特定支配後増
加利益剰余金額超過額に
達するまでの益金不算入
相当額を「帳簿価額から
減算する金額」とするこ
とができる。

関係法人配当等の額
【Ｘ】＋【Ｙ】＋【Z】

特定支配日利益剰余金額【③】

関係法人配当等の額により
増加した利益剰余金の額

配当事業年度の
前事業年度のB/Sの
利益剰余金の額【①】

当該事業年度のB/S
の利益剰余金の額【①】

【Ｚ】

（【Ｘ】＋【Ｙ】＋【Ｚ】）を
【③】に加算

（法令119の 3 ⑪二ロ）

金額特例につき法令119の 3 ⑪二ロの適用がある場合

他の法人

内国法人

特定支配日
【Ａ】

対象配当等の額
の受領日

他の関係法人①

関係法人
特定支配日
【Ｃ】

対象配当等の額

他の関係法人②
（除外要件該当法人）

他の関係法人①
特定支配日
【Ｄ】

他の関係法人②
特定支配日
【Ｅ】

関係法人
配当等の額

関係法人
配当等の額

関係法人
配当等の額

受領日 10 年前の日
【Ｂ】

配当事業年度の
前事業年度のB/Sの
利益剰余金の額
【①】

配当事業年度開始の日から
配当受領日までの

配当等の額の合計額【②】

特定支配日利益剰余金額
【③→ゼロ】

比較
対象配当等後の
利益剰余金の額
【①】－【②】

【①】－【②】≧【③→ゼロ】＋【Ｙ】＋【Ｚ】である場
合には本特例の対象外

関係法人配当等の額により
増加した利益剰余金の額

関係法人配当等の額
【Ｙ】＋【Ｚ】

【Ｘ】 【Ｙ】 【Ｚ】

関係法人
（除外要件該当法人）

特定支配日
利益剰余金額【③】

この間に株主が
受ける配当等の
額の合計額【②】

当該事業年度のB/Sの
利益剰余金の額【①】

特定支配日等 （※）特定支配日【Ａ】と【Ｄ】のうちいずれか遅い日

【③】→ゼロ
（法令119の 3 ⑪二ハ）

（【Ｙ】＋【Ｚ】）を
【③】に加算

（法令119の 3 ⑪二ロ）

特定支配後利益剰余金額要件につき法令119の 3 ⑪二ロ及びハの適用がある場合
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⑹　内国法人との間に特定支配関係がある法人間
における分割型分割に係る分割法人の取扱い
　上記⑴の他の法人が関係法人を分割承継法人
とする分割型分割（特定支配日と対象配当等の
額を受ける日の10年前の日とのうちいずれか遅
い日から当該他の法人の当該対象配当等の額に
係る決議日等の属する事業年度開始の日の前日
までの間に行われたものに限ります。）に係る
分割法人である場合（当該分割型分割により当
該他の法人から当該関係法人に引き継がれた利
益剰余金の額がある場合に限ります。）におけ
る内国法人が当該他の法人から受ける配当等の
額に係る上記⑴から⑶までの適用については、
次によることとされています（法令119の 3 ⑫）。
①　当該分割型分割に係る上記⑸①二の取扱い

により当該関係法人の特定支配日の利益剰余
金の額（上記⑵②イハ及び⑶②ロハの金額）

に加算される金額に相当する金額を、当該他
の法人の特定支配日の利益剰余金の額（上記
⑵②イハ及び⑶②ロハの金額）から減算する
こととされています（法令119の 3 ⑫一）。
　これは、分割型分割に対応して分割法人の
利益剰余金の額が減少した場合に、分割法人
における特定支配日利益剰余金額要件の計算
及び株式等の帳簿価額から減算する金額に関
する特例計算を適切に行うことができるよう
にするためのものです。

②　非適格分割によりみなし配当の額が生ずる
場合には、株式等の帳簿価額から減算する金
額に関する特例計算を適切に行うことができ
るよう（すなわち、当該みなし配当の額によ
り減少した利益剰余金の額が、配当等の額に
対応して減少した利益剰余金の額に含まれる
ことのないよう）、当該特例計算上、当該み

他の法人

内国法人

特定支配日
【Ａ】

対象配当等の額
の受領日

他の関係法人①

関係法人
特定支配日
【Ｃ】

対象配当等の額

他の関係法人②
（除外要件該当法人）

他の関係法人②
特定支配日
【Ｅ】

他の関係法人①
特定支配日
【Ｄ】

関係法人
配当等の額

関係法人
配当等の額

関係法人
配当等の額

【Ｙ】

関係法人
（除外要件該当法人）

特定支配日
利益剰余金額
【③】

特定支配後増加利益剰余金額

【①】＋【②】－
（【③→ゼロ】＋【Ｙ】＋【Ｚ】）

特定支配日以後最初に
関係法人から配当等の額を
受けた日後の支配後配当等

の額の合計額
【④】

比較

特定支配後増加利益剰余金額超過額

この間に株主が受ける配当等の額の合計額【④】

この間に株主が受ける配当等の額に対応して減少し
た利益剰余金の額の合計額【②】

特定支配日等

特定支配日利益剰余金額
【③→ゼロ】

特定支配日とみなす
（法令 119の 3 ⑪ニハ）

当該事業年度のB/S
の利益剰余金の額

【①】

【Ｚ】

対象配当等の額
と同一事業年度
内配当等の額の
合計額のうち特
定支配後増加利
益剰余金額超過
額に達するまで
の益金不算入相
当額を「帳簿価
額から減算する
金額」とするこ
とができる。

【Ｘ】

関係法人配当等の額
【Ｙ】＋【Ｚ】

関係法人配当等の額により
増加した利益剰余金の額

配当事業年度の
前事業年度のB/Sの
利益剰余金の額【①】

特定支配日等以後最初に関係法人
から配当等の額を受けた日から配
当事業年度の前事業年度までの間
の配当等の額に対応する利益剰余
金の減少額の合計額【②】

受領日 10 年前の日
【Ｂ】

【③】→ゼロ
（法令119の 3 ⑪二ハ）

（【Ｙ】＋【Ｚ】）を【③】に加算
（法令119の 3 ⑪二ロ）

金額特例につき法令119の 3 ⑪二ロ及びハの適用がある場合
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なし配当の額に対応して減少した利益剰余金
の額をないものとすることとされています

（法令119の 3 ⑫二）。

この間に株主が受ける
配当等の額の合計額

【②】

【④】を【③】から減算
（法令 119 の 3 ⑫一）

比較

≪分割型分割による減少分≫ 分割型分割により減少した
利益剰余金の額

内国法人

特定
支配日

対象配当等の額
の受領日

対象配当等の額
の決議日

関係法人
（分割承継法人）

分割型
分割

特定支配日利益剰余金額
【③】

対象配当等

受領日 10 年前の日

他の法人
（分割法人）

【③】のうち関係法人に
引き継がれた金額

【④】

x10 事業年度x 9 事業年度

X 9 事業年度のB/Sの
利益剰余金の額
【①】

X 9事業年度のB/Sの
利益剰余金の額
【①】

特定支配日
利益剰余金額
【③】

【①】－【②】≧【③】－【④】である場合には本
特例の対象外

対象配当等後の
利益剰余金の額
【①】－【②】

配当事業年度開始の日から
配当受領日までの
配当等の額の合計額

【②】

配当事業年度の
前事業年度のB/Sの
利益剰余金の額
【①】

特定支配後利益剰余金額要件につき法令119の 3 ⑫一の適用がある場合
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⑺　情報申告義務
　内国法人が受ける対象配当等の額及び同一事
業年度内配当等の額の合計額が当該対象配当等
の額及び同一事業年度内配当等の額に係る各基
準時の直前において当該内国法人が有する他の
法人の株式等の帳簿価額のうち最も大きいもの
の10% 相当額を超える場合（10年超支配要件
又は金額要件のいずれかに該当する場合並びに
当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等
の額のいずれについても益金不算入規定の適用
を受けない場合を除きます。）には、当該内国
法人は、当該対象配当等の額に係る基準時の属
する事業年度の確定申告書に当該対象配当等の
額、同一事業年度内配当等の額及び次に掲げる
事項を記載した法人税申告書別表 8 ⑶を添付し
なければならないこととされています（法令

119の 3 ⑬、法規27②）。
①　各基準時の直前において内国法人が有する

他の法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最
も大きいもの

②　内国株主割合要件又は特定支配日利益剰余
金額要件に該当する場合には、その旨

③　本特例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

④　その他参考となるべき事項

3 　総平均法を適用する株式等について対
象配当等の受領があった場合の一単位当
たりの帳簿価額の算出方法

　内国法人の有する有価証券について、当該事業
年度において評価換え等があった場合には、当該

内国法人
特定支配日

対象配当等の額
の受領日

対象配当等の額
の決議日

関係法人
（分割承継法人）

対象配当等

受領日 10 年前の日

他の法人
（分割法人）

x10 事業年度x 9 事業年度

X 9 事業年度の B/S の
利益剰余金の額

【①】

X 9 事業年度の B/S の
利益剰余金の額

【①】

特定支配日
利益剰余金額

【③】

この間に株主が受ける配当等の額の合計額【⑤】

この間に株主が受ける配当等の額に対応して減少した
利益剰余金の額の合計額【②】

分割型分割

特定支配後増加利益剰余金額
【①】＋【②】－（【③】－【④】）

支配後配当等の額
の合計額
【⑤】

比較

特定支配後増加利益剰余金額超過額

特定支配日から配当事業年度
の前事業年度までの間の配当
等の額に対応する利益剰余金
の減少額の合計額
　　　　　 【②】

対象配当等の額と
同一事業年度内配
当等の額の合計額
のうち特定支配後
増加利益剰余金額
超過額に達するま
での益金不算入相
当額を「帳簿価額
から減算する金額」
とすることができ
る。 【③】のうち関係法人に

引き継がれた金額
【④】

特定支配日利益剰余金額
【③】

分割型分割により減少した
利益剰余金の額

配当事業年度の
前事業年度の B/S の

利益剰余金の額
【①】

【④】を【③】から減算
（法令 119 の 3 ⑫一）

非適格分割型分割により生ずるみなし配当の額に
対応して減少した利益剰余金の額はないものとする。

（法令 119 の 3 ⑫二）

金額特例につき法令119の 3 ⑫各号の適用がある場合
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事業年度開始の時からその評価換え等の直前の時
までの期間（以下「評価換前期間」といいます。）
及びその評価換え等があったときから当該事業年
度終了の時までの期間（以下「評価換後期間」と
いいます。）をそれぞれ一事業年度とみなして、
総平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算
出することとされています。この場合において、
当該評価換後期間の開始の時において有するその
有価証券の帳簿価額は、当該評価換前期間を一事
業年度とみなして総平均法により算出したその有
価証券のその一単位当たりの帳簿価額に当該評価
換前期間の終了の時において有するその有価証券
の数を乗じて計算した金額をその有価証券のその
評価換え等の直前の帳簿価額とみなして移動平均
法を適用する有価証券について評価換え等があっ
た場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例の
規定（法令119の 3 ）の例により算出したその評
価換え等の直後のその一単位当たりの帳簿価額に、
その評価換え等の直後にその内国法人の有するそ
の有価証券の数を乗じて計算した金額とすること
とされています。
　今回の税制改正において、この「評価換え等」
に「対象配当等の額の受領」を追加することとさ
れました（法令119の 4 ①）。
　また、対象配当等の額の受領は、対象配当等の
額に係る基準時にあったものとすることとされて
います（法令119の 4 ③）。
　したがって、総平均法の場合も、移動平均法の
場合と同様に帳簿価額を減額することになります。

4 　連結法人及び外国法人における取扱い

　連結法人及び外国法人が他の法人から配当を受
けた場合における本特例の適用については、基本
的には内国法人と同様です。なお、連結納税制度
における益金不算入規定は、次の規定となります

（法令155の 3 の 2 ）。
①　法人税法第81条の 3 第 1 項（個別益金額又は

個別損金額）（同法第23条の 2 第 1 項（外国子
会社から受ける配当等の益金不算入）又は第62
条の 5 第 4 項（現物分配による資産の譲渡）に

係る部分に限ります。）
②　法人税法第81条の 4 第 1 項（受取配当等）

5 　本特例の適用がある場合の利益積立金
額の計算

　本特例の適用がある場合の利益積立金額又は連
結個別利益積立金額の計算について、本特例によ
り他の法人の株式又は出資の基準時の直前におけ
る帳簿価額から減額される金額は、利益積立金額
又は連結個別利益積立金額の期末の減算項目とさ
れています（法令 9 ①一ワ、 9 の 2 ①一ワ）。

6 　外国子会社合算税制等における適用対
象金額の計算

　内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特
例（いわゆる外国子会社合算税制）における適用
対象金額の計算方法の一つとして、本邦法令規定
の例に準じて計算した場合に算出される所得の金
額又は欠損の金額を適用対象金額とする方法（本
邦基準）が定められていますが、ここでいう本邦
法令規定には、益金不算入規定は含まれないこと
とされているため、益金不算入規定による益金不
算入額は発生しません（措令39の15①一）。
　そのため、本邦基準を用いて適用対象金額を計
算する場合には、子会社株式簿価減額特例の例に
準じて計算する必要はないこととされています。

㈢　適用関係

1 　上記㈡の改正は、法人が令和 2 年 4 月 1 日以
後に開始する事業年度において受ける対象配当
等の額について適用されます（改正法令附則 5
①）。

2 　法人が令和 2 年 4 月 1 日以後に開始する事業
年度において受ける対象配当等の額に係る基準
時が同日前に開始した事業年度の期間内のいず
れかの時である場合には、上記㈡の適用につい
ては、上記㈡ 2⑴又は⑺における基準時の帳簿
価額の10％を超えるかどうかの判定を行う場合
を除き、同日以後最初に開始する事業年度開始
の時を当該対象配当等の額に係る基準時とみな
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すこととされています（改正法令附則 5 ②前段）。
　ただし、事業年度開始の時までの間に行われ
た株式の一部売却等がある場合には、当該開始
の時の帳簿価額が本来の基準時の帳簿価額より
減少することが想定されます。このような場合
には、当該開始の時において既に保有していな
い株式に対応する帳簿価額を引き下げることの

ないよう、他の法人の株式等の当該開始の時の
直前における帳簿価額が当該対象配当等の額に
係る基準時における帳簿価額に満たないときの
益金不算入相当額は、次の算式により計算した
金額とされます（改正法令附則 5 ②後段）。

《算式》
益金不算
入相当額 ×

開始の時の直前における帳簿価額
基準時の帳簿価額

二 　非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度
等の改正

Ⅰ　非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の改正

㈠　改正前の制度の概要

　非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のた
めの報告制度（実特法10の 5 ～10の 9 ）は、租税
条約等に基づき、「共通報告基準（CRS：Common 

Reporting Standard）」に従った自動的情報交換
を実施する観点から設けられています。
　我が国においては、平成29年から金融機関によ
る対象口座の特定手続を行い、これまで、平成29
年分及び平成30年分の報告を金融機関から受け、

 法人が施行日（令和 2年 4月 1日）以後に開始する事業年度に受ける対象配当等の額について適用する。
 なお、法人が施行日以後に開始する事業年度に受ける対象配当等の額について、基準時が施行日前に開
始した事業年度内である場合には、施行日以後最初に開始する事業年度開始の時をその対象配当等の額に
係る基準時とみなす経過措置を設けている。
 ただし、その開始の時までの間に行われた株式の一部売却等がある場合には、その開始の時の帳簿価額
が本来の基準時の帳簿価額より減少することが想定される。このような場合には、その開始の時には既に
保有していない株式に対応する帳簿価額を引き下げることのないよう、「開始の時の直前の帳簿価額（A：
100）」が「本来の基準時における帳簿価額（B）：120」を下回る場合には、一定の算式により計算した金
額をその開始の時の帳簿価額（A）から引き下げることとする。

対象配当等の額30
受領日本来の基準時 開始の時施行日

全額益金不算入

みなす

120 100

Ｂ Ａ

対象配当等の額に係る
株式の帳簿価額

30×
120（Ｂ）

100（Ａ）
＝ 25

適用関係・経過措置の概要

施行日以後最初に開始する事業年度前事業年度

（算式） 帳簿価額から
引き下げる金額
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租税条約等に基づき、CRS に従った税務当局間
の自動的情報交換が開始されています。

（注）　平成30年分の報告として、租税条約等に基づき、

我が国から約47万件の非居住者・外国法人に係

る金融口座情報が64か国・地域に提供され、また、

85か国・地域から約189万件の居住者・内国法人

に係る金融口座情報が我が国に提供されていま

す（令和元年11月30日現在）。

1 　居住地国等の特定手続

⑴　新規特定取引に関する特定手続
①　新規特定取引を行う者による新規届出書の

提出
　平成29年 1 月 1 日以後に報告金融機関等と
の間でその営業所等を通じて特定取引を行う
者は、特定対象者の氏名又は名称、住所又は
本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地
国、外国の納税者番号等一定の事項を記載し
た届出書（以下「新規届出書」といいます。）
を、その特定取引を行う際、当該報告金融機
関等の営業所等の長に提出しなければならな
いこととされています（旧実特法10の 5 ①前
段、10の 5 ⑦二、旧実特令 6 の 6 ③）。

（注）　新規届出書の記載事項の電磁的方法によ

る提供

　特定取引を行う者は、新規届出書の提出

に代えて、当該新規届出書に記載すべき事

項を電磁的方法により提供することができ

ることとされています（旧実特法10の 5 ⑧、

旧実特規16の11）。

イ　報告金融機関等の範囲
　「報告金融機関等」とは、次に掲げる者

（下記ハ及びニに掲げる者にあっては、そ
れぞれ一定の要件を満たすものに限りま
す。）をいうこととされています（旧実特
法10の 5 ⑦一、旧実特令 6 の 6 ①、旧実特
規16の 7 ①）。
イ　共通報告基準上の「預金機関」に相当

するもの
　銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労

働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、
信用協同組合連合会、農業協同組合、農
業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業
協同組合連合会、水産加工業協同組合、
水産加工業協同組合連合会、農林中央金
庫、株式会社商工組合中央金庫及び無尽
会社（旧実特令 6 の 6 ①一）

ロ　共通報告基準上の「特定保険会社」に
相当するもの
　保険会社、保険業法第 2 条第 7 項に規
定する外国保険会社等、共済水産業協同
組合連合会、消費生活協同組合及び消費
生活協同組合連合会（旧実特令 6 の 6 ①
二）

ハ　共通報告基準上の「保管機関」に相当
するもの
　金融商品取引法第 2 条第 9 項に規定す
る金融商品取引業者、同条第30項に規定
する証券金融会社、特例業務届出者（同
法第63条第 5 項に規定する特例業務届出
者をいいます。ニにおいて同じです。）、
信託会社、信託業法第50条の 2 第 1 項の
登録を受けた者、貸金業法施行令第 1 条
の 2 第 3 号に掲げる者、商品先物取引法
第 2 条第23項に規定する商品先物取引業
者、社債、株式等の振替に関する法律第
2 条第 2 項に規定する振替機関及び同条
第 4 項に規定する口座管理機関（旧実特
令 6 の 6 ①三）

ニ　共通報告基準上の「投資事業体」に相
当するもの
ⅰ　次に掲げる法人（その財産の運用を

金融商品取引業者等（金融商品取引法
第34条に規定する金融商品取引業者等
をいいます。以下同じです。）又は特
例業務届出者が同法第28条第 4 項各号
に掲げる行為（ⅱ及びⅲにおいて「投
資運用業」といいます。）として行う
場合に限ります。）（旧実特令 6 の 6 ①
四）
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ⅰ　資産の流動化に関する法律第 2 条
第 3 項に規定する特定目的会社

ⅱ　投資信託及び投資法人に関する法
律第 2 条第12項に規定する投資法人

ⅲ　株式会社、合名会社、合資会社又
は合同会社

ⅳ　外国の法令に準拠して設立された
法人で上記ⅰからⅲまでに掲げる法
人に類するもの

ⅱ　次に掲げる組合（その財産の運用を
金融商品取引業者等又は特例業務届出
者が投資運用業として行う場合に限り
ます。）の契約の区分に応じそれぞれ
次に定める者（旧実特令 6 の 6 ①五）
ⅰ　民法第667条第 1 項に規定する組

合契約��当該組合契約によって成
立する組合の業務を執行する組合員

ⅱ　匿名組合契約（これに準ずる契約
を含みます。以下同じです。）��
当該匿名組合契約に基づいて出資を
受ける者

（注）　「匿名組合契約に準ずる契約」

とは、当事者の一方が相手方の事

業のために出資をし、相手方がそ

の事業から生ずる利益を分配する

ことを約する契約をいいます（旧

実特令 6 の 9 ①）。

ⅲ　投資事業有限責任組合契約に関す
る法律第 3 条第 1 項に規定する投資
事業有限責任組合契約��当該投資
事業有限責任組合契約によって成立
する同法第 2 条第 2 項に規定する投
資事業有限責任組合の業務を執行す
る無限責任組合員

ⅳ　有限責任事業組合契約に関する法
律第 3 条第 1 項に規定する有限責任
事業組合契約��当該有限責任事業
組合契約によって成立する同法第 2
条に規定する有限責任事業組合の業
務を執行する同法第29条第 3 項に規

定する組合員
ⅴ　外国における上記ⅰからⅳまでに

掲げる契約に類する契約��当該契
約によって成立する団体に係る上記
ⅰからⅳまでに規定する者に類する
者

ⅲ　信託（委託者のみが受益者である信
託以外の信託に限り、かつ、その信託
財産の運用を金融商品取引業者等又は
特例業務届出者が投資運用業として行
う場合に限ります。）の受託者（旧実
特令 6 の 6 ①六）

ロ　特定取引の範囲
　「特定取引」とは、次に掲げる場合の区
分に応じそれぞれ次に定める取引（報告を
免れるおそれがない取引として除外される
一定の取引を除きます。）をいいます（旧
実特法10の 5 ⑦三、旧実特令 6 の 7 、旧実
特規16の 8 ②）。
イ　上記イイからハまでに掲げる者との間

で行われる場合��次に掲げる取引
ⅰ　預金又は貯金の預入れを内容とする

契約の締結
ⅱ　銀行法第 2 条第 4 項に規定する定期

積金等の預入れを内容とする契約の締
結

ⅲ　無尽業法第 1 条に規定する無尽に係
る契約の締結

ⅳ　保険業法第 2 条第 1 項に規定する保
険業を行う者が保険者となる保険契約

（再保険契約を除きます。以下「保険
契約」といいます。）の締結

ⅴ　農業協同組合法第10条第 1 項第10号、
水産業協同組合法第11条第 1 項第11号、
第93条第 1 項第 6 号の 2 若しくは第
100条の 2 第 1 項第 1 号又は消費生活
協同組合法第10条第 1 項第 4 号に規定
する共済に係る契約（以下「共済に係
る契約」といいます。）の締結

ⅵ　保険契約又は共済に係る契約に基づ
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く年金（人の生存を事由として支払が
行われるものに限ります。）、満期保険
金、満期返戻金、解約返戻金又は満期
共済金の受取

ⅶ　信託（上記イニⅲの信託を除きま
す。）に係る契約（金銭及び有価証券
以外の財産のみを信託財産とする定め
のあるものを除きます。）の締結

ⅷ　社債、株式等の振替に関する法律第
12条第 1 項又は第44条第 1 項の規定に
よる同法第 2 条第 1 項に規定する社債
等の振替を行うための口座の開設を受
けることを内容とする契約の締結

ⅸ　金銭又は金融商品取引法第 2 条第 1
項に規定する有価証券の預託をするこ
とを内容とする契約の締結

ロ　上記イニⅰに掲げる法人との間で行わ
れる場合��次に掲げるものの取得によ
る上記イニⅰに掲げる法人との間の法律
関係の成立
ⅰ　資産の流動化に関する法律第 2 条第

5 項に規定する優先出資、同法第26条
に規定する優先出資社員となる権利若
しくは同法第 5 条第 1 項第 2 号ニ⑵に
規定する引受権又は同法第 2 条第 7 項
に規定する特定社債

ⅱ　投資信託及び投資法人に関する法律
第 2 条第14項に規定する投資口（ⅱに
おいて「投資口」といいます。）、同条
第16項に規定する投資主となる権利、
投資口の割当てを受ける権利若しくは
同条第17項に規定する新投資口予約権
又は同条第19項に規定する投資法人債

ⅲ　株式、株主となる権利、株式の割当
てを受ける権利、新株予約権若しくは
新株予約権の割当てを受ける権利又は
社債

ⅳ　合名会社、合資会社又は合同会社の
社員の持分、社員となる権利若しくは
出資の割当てを受ける権利又は社債

ⅴ　外国の法令に基づく権利であって、
上記ⅰからⅳまでに掲げる権利に類す
るもの

ハ　上記イニⅱに掲げる組合員等との間で
行われる場合��上記イニⅱに掲げる組
合契約等の締結

ニ　上記イニⅲに掲げる信託の受託者との
間で行われる場合��信託行為、信託法
第89条第 1 項に規定する受益者指定権等
の行使、信託の受益権の譲渡その他の行
為による信託の受益者と受託者との間の
法律関係の成立

ハ　特定対象者の意義
　「特定対象者」とは、特定取引を行う者

（ただし、①特定取引を行う者が特定法人
である場合において、当該特定法人に係る
実質的支配者があるときは、当該特定法人
及びその実質的支配者とされ、②特定取引
を行う者が特定組合員である場合には、当
該特定取引をその業務として行う当該特定
組合員が締結している組合契約によって成
立する組合とされます。）をいいます（旧
実特法10の 5 ①）。
イ　特定法人の意義

　「特定法人」とは、次に掲げる法人以
外の法人をいいます（旧実特法10の 5 ⑦
四、旧実特令 6 の 8 ①）。
ⅰ　その発行する株式が外国金融商品取

引所又は金融商品取引所において上場
されている法人

ⅱ　上記ⅰに掲げる法人（ⅱにおいて
「上場法人」といいます。）と他の法人
との間に次に掲げる関係がある場合に
おける当該他の法人
ⅰ　いずれか一方の法人が他方の法人

を直接又は間接に支配する関係
ⅱ　同一の者が当該上場法人及び当該

他の法人を直接又は間接に支配する
関係

ⅲ　国、地方公共団体若しくは日本銀行
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又は外国政府、外国の地方公共団体、
外国の中央銀行若しくは我が国が加盟
している国際機関

ⅳ　上記ⅲに掲げる法人が資本金、基本
金その他これらに準ずるものの全部を
出資している法人

ⅴ　法人税法別表第一に掲げる法人及び
同法別表第二に掲げる法人（収益事業
を行っていないものに限ります。）

ⅵ　報告金融機関等（法人に限ります。
ⅷからⅹまでにおいて同じです。）で、
外国の法令に準拠して設立された法人
であるもの（ⅶにおいて「外国報告金
融機関等」といいます。）以外のもの

ⅶ　外国の法令に準拠して設立された法
人（外国報告金融機関等を除きます。）
で上記ⅵに掲げる法人に類するもの及
び外国報告金融機関等（これらのうち
外国（報告対象国を除きます。）の法
令に準拠して設立された上記イニⅰに
掲げる法人に類するものを除きます。）

（注）　「報告対象国」の意義については、

下記 3 ⑶を参照してください。

ⅷ　私的独占の禁止及び公正取引の確保
に関する法律第 9 条第 4 項第 1 号に規
定する持株会社であって、法令又は定
款の規定により、その同条第 5 項に規
定する子会社（報告金融機関等を除き
ます。）の経営管理を行うこと及びこ
れに附帯する業務のほか、他の業務を
営むことができないことが定められて
いるもの

ⅸ　主として上記ⅱⅰ又はⅱに掲げる関
係にある法人（報告金融機関等を除き
ます。）に対する出資、融資その他こ
れらに準ずる取引を行うことを業務と
する法人

ⅹ　新規届出書若しくは下記⑵②イの任
意届出書を提出する法人の当該提出の
日又は報告金融機関等の下記⑵①ロロ

ⅰⅱ（注）による法人既存特定取引契
約者の確認をする日を含む事業年度の
直前の事業年度（ⅹにおいて「直前事
業年度」といいます。）が次に掲げる
要件の全てに該当する場合における当
該法人又は法人既存特定取引契約者
ⅰ　直前事業年度の総収入金額のうち

に当該直前事業年度の投資関連所得
に係る収入金額の占める割合が50％
に満たないこと。

ⅱ　直前事業年度終了の時の総資産の
額のうちに当該直前事業年度の投資
関連所得の基因となる当該直前事業
年度終了の時の資産の額の合計額の
占める割合が50％に満たないこと。

ロ　特定組合員の意義
　「特定組合員」とは、組合契約を締結
している組合員（匿名組合契約及び外国
におけるこれに類する契約（ⅱにおいて

「匿名組合契約等」といいます。）にあっ
ては、匿名組合契約等に基づいて出資を
受ける者）であって、特定取引を当該組
合契約によって成立する組合の業務とし
て行うものをいいます（旧実特法10の 5
⑦六）。

（注）　「組合契約」とは、民法第667条第 1

項に規定する組合契約（これに類する

ものとして次に掲げる契約を含みま

す。）又は匿名組合契約等をいいます

（旧実特法10の 5 ⑦七、旧実特令 6 の 9

②）。

ⅰ 　投資事業有限責任組合契約に関す

る法律第 3 条第 1 項に規定する投資

事業有限責任組合契約

ⅱ 　有限責任事業組合契約に関する法

律第 3 条第 1 項に規定する有限責任

事業組合契約

ⅲ 　外国における次に掲げる契約に類

する契約

ⅰ 　民法第667条第 1 項に規定する
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組合契約

ⅱ 　上記ⅰ又はⅱに掲げる契約

ニ　新規届出書の記載事項
　新規届出書に記載すべき事項は、次に掲
げる事項とされています（旧実特規16の 2
①）。
イ　特定取引を行う者（特定取引を行う者

が特定組合員である場合にあっては、当
該特定取引をその業務として行う当該特
定組合員が締結している組合契約によっ
て成立する組合。下記ニを除き、ニにお
いて同じです。）の氏名、住所及び生年
月日又は名称及び本店若しくは主たる事
務所の所在地

ロ　特定取引を行う者の居住地国の名称
（その者が居住地国を有しない場合には、
その旨）及びその者が当該居住地国（外
国に限ります。）において納税者番号を
有する場合には、当該納税者番号

ハ　特定取引を行う者の住所又は本店若し
くは主たる事務所の所在する国又は地域
と居住地国とが異なる場合（居住地国を
有しない場合を含みます。）には、その
事情の詳細

ニ　特定取引を行う者が特定組合員である
場合にあっては、当該特定組合員の氏名
又は名称及び住所又は本店若しくは主た
る事務所の所在地

ホ　特定取引を行う者が特定法人である場
合において、実質的支配者があるときは、
当該実質的支配者に係る上記イからハま
でに掲げる事項

ヘ　上記ホの場合において、特定法人が内
国法人であり、かつ、実質的支配者の居
住地国が外国であるときは、当該特定法
人の法人番号（当該特定法人が法人番号
を有する場合に限ります。）

ト　特定取引が上記ロイⅶに掲げる信託に
係る契約の締結である場合には、当該信
託の受益者に係る上記イからハまでに掲

げる事項
チ　特定取引を行う者が報告対象外となる

者に該当する場合には、その旨及びその
該当する事実

（注）　「報告対象外となる者」の意義につい

ては、下記 3 ⑴を参照してください。

リ　その他参考となるべき事項
（注 1 ）　上記ロ、ホ及びトに掲げる事項（納

税者番号に係る部分に限ります。）につ

いては、当該納税者番号が、当該納税

者番号を発行した国又は地域の法令に

より報告金融機関等に提供することが

できないこととされている場合には、

その旨を記載することにより、当該事

項の記載を省略することができます

（旧実特規16の 2 ②）。
（注 2 ）　報告金融機関等による新規届出書の

記載事項の確認

　報告金融機関等の営業所等の長は、

特定取引を行う者から新規届出書の提

出を受けたときは、当該新規届出書に

記載されている事項がその特定取引を

行う際にその者から提出又は提示を受

けた他の書類の内容と合致しているこ

とを確認しなければならないこととさ

れています（旧実特法10の 5 ①後段、

旧実特規16の 2 ③）。

ホ　居住地国の意義
　「居住地国」とは、次に掲げる者の区分
に応じそれぞれ次に定める国又は地域をい
います（旧実特法10の 5 ⑦八）。
イ　外国の法令において、当該外国に住所

を有し、若しくは一定の期間を超えて居
所を有し、若しくは本店若しくは主たる
事務所若しくはその事業が管理され、か
つ、支配されている場所を有することそ
の他当該外国にこれらに類する場所を有
することにより、又は当該外国の国籍を
有することその他これに類する基準によ
り、所得税又は法人税に相当する税を課
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されるものとされている個人（租税条約
の規定により当該租税条約の相手国等の
居住者でないものとみなされる居住者を
除きます。）又は法人（組合契約によっ
て成立する組合を含みます。）��当該
外国

ロ　居住者又は内国法人��我が国
②　新規届出書の提出をする者が内国法人であ

る特定法人の場合における法人番号通知書等
の提示及び報告金融機関等による法人番号の
確認
　新規届出書の提出をする者（内国法人であ
る特定法人のうち、当該特定法人に係る実質
的支配者（居住地国が外国であるものに限り
ます。）があるものに限ります。）は、法人番
号を有する場合には、特定取引を行う際、そ
の提出する報告金融機関等の営業所等の長に
当該提出をする者の法人番号確認書類を提示
しなければならないこととされ、当該報告金
融機関等の営業所等の長は、当該新規届出書
に記載された名称、本店又は主たる事務所の
所在地及び法人番号を当該法人番号確認書類
により確認しなければならないものとされて
います（旧実特令 6 の 2 ①）。

（注 1 ）　「法人番号確認書類」とは、次に掲げる

いずれかの書類をいいます（旧実特規16

の 2 ④）。

イ 　法人番号通知書（行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律施行令第38条（同令

第39条第 4 項において準用する場合を

含みます。）の規定による通知に係る書

面をいい、内国法人の名称、本店又は

主たる事務所の所在地及び法人番号の

記載のあるものに限ります。）で、報告

金融機関等の営業所等の長に提示する

日前 6 月以内に作成されたもの

ロ 　下記イ又はロに掲げる書類及び法人

確認書類（注 2 ）

イ 　法人番号通知書（上記イに掲げる

ものを除きます。）

ロ 　行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する

法律第58条第 4 項の規定により公表

されている内国法人の名称、本店又

は主たる事務所の所在地及び法人番

号を電子情報処理組織（国税庁の使

用に係る電子計算機（入出力装置を

含みます。）と当該内国法人の使用に

係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいいま

す。）に係る電子計算機を用いて出力

することにより作成した書面（報告

金融機関等の営業所等の長に提示す

る日前 6 月以内に作成されたものに

限ります。）
（注 2 ）　「法人確認書類」とは、内国法人の次に

掲げるいずれかの書類（当該内国法人の

名称及び本店又は主たる事務所の所在地

の記載のあるものに限ります。）をいいま

す（旧実特規16の 2 ⑤）。

イ 　内国法人の設立の登記に係る登記事

項証明書（当該内国法人が設立の登記

をしていないときは、当該内国法人を

所轄する行政機関の長の当該内国法人

の名称及び本店又は主たる事務所の所

在地を証する書類）若しくはこれらの

書類の写し、印鑑証明書又は法令の規

定に基づき官公署から送付を受けた許

可、認可若しくは承認に係る書類（報

告金融機関等の営業所等の長に提示す

る日前 6 月以内に交付又は送付を受け

たものに限ります。）

ロ 　国税若しくは地方税の領収証書、納

税証明書又は社会保険料（所得税法第

74条第 2 項各号に掲げる保険料、納付

金又は掛金をいいます。）の領収証書

（領収日付の押印又は発行年月日の記載

のあるもので、その日が報告金融機関

等の営業所等の長に提示する日前 6 月
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以内のものに限ります。）

⑵　既存特定取引に関する特定手続
①　報告金融機関等による特定対象者の住所等

所在地国と認められる国又は地域の特定手続
　報告金融機関等は、平成28年12月31日以前
に当該報告金融機関等との間でその営業所等
を通じて特定取引を行った者で同日において
当該特定取引に係る契約を締結しているもの
につき、所定の期限までに、その者のステイ
タスに応じた以下の各特定手続を実施し、当
該報告金融機関等の保有する特定対象者の住
所その他の情報に基づき当該特定対象者の住
所等所在地国と認められる国又は地域を特定
しなければならないこととされています（旧
実特法10の 5 ②本文）。
　ただし、上記の特定取引を行った者から下
記②イの任意届出書の提出を受けた場合は、
報告金融機関等は、以下の各特定手続を実施
する必要はありません（旧実特法10の 5 ②た
だし書）。

（注）　「住所等所在地国」とは、特定対象者の住

所又は本店若しくは主たる事務所の所在す

る国又は地域をいいます（旧実特法10の 5

②）。

イ　個人既存特定取引
イ　個人既存低額特定取引契約者の住所等

所在地国と認められる国又は地域の特定
手続
　報告金融機関等は、個人既存低額特定
取引契約者につき、平成30年12月31日ま
でに、以下の特定手続を実施しなければ
ならないこととされています（旧実特法
10の 5 ②本文）。

（注 1 ）　「個人既存低額特定取引契約者」と

は、個人既存特定取引契約者（注

2 ）で、平成28年12月31日において

特定取引に係る契約（同日における

当該特定取引に係る特定取引契約資

産額（注 3 ）が 1 億円以下であるも

のに限ります。）を締結しているもの

をいいます（旧実特令 6 の 3 �一）。
（注 2 ）　「個人既存特定取引契約者」とは、

平成28年12月31日以前に報告金融機

関等との間でその営業所等を通じて

特定取引を行った個人（特定組合員

である個人を除きます。）をいいます

（旧実特令 6 の 3 �二）。
（注 3 ）　「特定取引契約資産額」とは、特定

取引に係る契約に係る資産の価額を

いいます（旧実特令 6 の 3 �三）。な

お、その価額が外国通貨で表示され

た特定取引に係る契約に係る資産に

あっては、外国通貨で表示された金

額を、その年の12月31日における外

国為替の売買相場により、本邦通貨

表示の金額に換算した金額によるこ

ととされています（旧実特規16の 3

⑩）。

ⅰ　特定取引データベースの検索による
特定手続
　報告金融機関等は、個人既存低額特
定取引契約者につき、その保有する特
定取引データベースにおいて当該個人
既存低額特定取引契約者に係る住所等
所在地国情報を検索しなければならな
いこととされています（旧実特令 6 の
3 ①）。

（注 1 ）　「特定取引データベース」とは、

特定取引に係る情報の集合物であ

って、それらの情報を電子計算機

を用いて検索することができるよ

うに体系的に構成したものをいい

ます（旧実特令 6 の 3 �四）。
（注 2 ）　「住所等所在地国情報」とは、

次の㋑から㋬までに掲げる示唆情

報をいいます（旧実特令 6 の 3 �

五、旧実特規16の 3 ⑪⑫）。

㋑ 　居住地国を示す情報

㋺ 　現在の住所又は居所
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㋩ 　電話番号（外国を登録地とす

るものに限り、他に我が国を登

録地とするものがない場合に限

ります。）

㋥ 　自動送金指図（特定取引（上

記ロイⅰ及びⅱに掲げるものを

除きます。）に係る契約に係る

資産のうちから継続的に送金を

するための指図をいいます。以

下同じです。）

㋭ 　代理権を有する者の住所又は

居所

㋬ 　次に掲げる場所

ⓐ 　報告金融機関等との間で特

定取引に係る契約を締結して

いる者宛ての郵便物（民間事

業者による信書の送達に関す

る法律第 2 条第 3 項に規定す

る信書便物を含みます。ⓑに

おいて同じです。）を受け取

る場所としてその者（その代

理人を含みます。）により指

定されている郵便局（簡易郵

便局法第 2 条に規定する郵便

窓口業務を行う日本郵便株式

会社の営業所をいい、簡易郵

便局（同法第 7 条第 1 項に規

定する施設をいいます。）及

び民間事業者による信書の送

達に関する法律第 2 条第 6 項

に規定する一般信書便事業者

の事業所又は営業所を含みま

す。ⓐにおいて同じです。）

又は外国における郵便局に相

当するものの所在地

ⓑ 　報告金融機関等との間で特

定取引に係る契約を締結して

いる者の住所又は居所以外の

場所で郵便物の宛先として指

定されている場所（上記ⓐに

掲げる場所を除きます。）

ⅰ　特定取引データベースの検索によ
り住所等所在地国情報（示唆情報㋑
～㋭）があった場合
　報告金融機関等は、上記の検索を
した場合において、個人既存低額特
定取引契約者に係る住所等所在地国
情報（上記ⅰ（注 2 ）㋑から㋭まで
に掲げる示唆情報に限ります。ⅰに
おいて同じです。）があったときは、
当該個人既存低額特定取引契約者に
係る各住所等所在地国情報に基づき、
当該個人既存低額特定取引契約者の
住所等所在地国と認められる国又は
地域を、それぞれ特定しなければな
らないこととされています（旧実特
令 6 の 3 ②）。

ⅱ　特定取引データベースの検索によ
り住所等所在地国情報（示唆情報
㋬）のみがあった場合
　報告金融機関等は、上記の検索を
した場合において、個人既存低額特
定取引契約者に係る住所等所在地国
情報（上記ⅰ（注 2 ）㋬に掲げる示
唆情報に限ります。）のみがあった
ときは、その保存している特定取引
契約関係書類（旧実特規16の 3 ①）
により当該個人既存低額特定取引契
約者に係る住所等所在地国情報があ
るかどうかを確認しなければならな
いこととされています（旧実特令 6
の 3 ③本文）。
　ただし、報告金融機関等において
個人既存低額特定取引契約者に係る
記録情報（旧実特規16の 3 ②）をそ
の保有する特定取引データベースに
記録・保存することとされている場
合には、当該個人既存低額特定取引
契約者に係る記録情報のうちその記
録・保存することとされているもの
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については、確認する必要はありま
せん（旧実特令 6 の 3 ③ただし書）。
　上記の確認をした報告金融機関等
は、次に、以下の特定手続を実施し
なければならないこととされていま
す。
ａ　個人既存低額特定取引契約者に

係る住所等所在地国情報（示唆情
報㋑～㋭）があった場合
　報告金融機関等は、上記の確認
をした場合において、個人既存低
額特定取引契約者に係る住所等所
在地国情報（上記ⅰ（注 2 ）㋑か
ら㋭までに掲げる示唆情報に限り
ます。a において同じです。）が
あったときは、当該個人既存低額
特定取引契約者に係る各住所等所
在地国情報に基づき、当該個人既
存低額特定取引契約者の住所等所
在地国と認められる国又は地域を、
それぞれ特定しなければならない
こととされています（旧実特令 6
の 3 ④）。

ｂ　個人既存低額特定取引契約者に
係る住所等所在地国情報（示唆情
報㋑～㋭）のいずれもない場合
　報告金融機関等は、上記の確認
をした場合において、個人既存低
額特定取引契約者に係る住所等所
在地国情報（上記ⅰ（注 2 ）㋑か
ら㋭までに掲げるものに限りま
す。）のいずれもないときは、当
該個人既存低額特定取引契約者に
対し、下記②イの任意届出書の提
出及び下記②イロの居住他国確認
書類の提示をするよう求めなけれ
ばならないこととされています

（旧実特令 6 の 3 ⑤）。
ⅱ　居住地住所テストによる特定手続

　報告金融機関等は、その保存してい

る記録に個人既存低額特定取引契約者
の現在の住所又は居所の記録（個人既
存低額特定取引契約者の証拠書類に基
づくものに限ります。）がある場合に
は、上記ⅰの特定取引データベースの
検索による特定手続に代えて、当該現
在の住所又は居所の所在する国又は地
域のみを当該個人既存低額特定取引契
約者の住所等所在地国と認められる国
又は地域として特定することができる
こととされています（旧実特令 6 の 3
⑥）。

（注）　「証拠書類」とは、個人既存低額

特定取引契約者の住所又は居所を証

する書類として次に掲げる書類（直

近のものに限り、電子的方式、磁気

的方式その他の人の知覚によっては

認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものを含

みます。）をいいます（旧実特令 6

の 3 ⑥、旧実特規16の 3 ③）。

ⅰ　犯罪による収益の移転防止に関す
る法律施行規則第 7 条第 1 号、第 3
号及び第 4 号（同条第 1 号に準ずる
ものに限ります。）に定める書類

（その写しを含みます。）であって、
当該書類の提出若しくは提示をした
個人既存低額特定取引契約者の住居
の記載があるもの又は当該書類に基
づき行った確認を記録した書類であ
って、当該個人既存低額特定取引契
約者の氏名及び住所若しくは居所、
当該書類の名称、記号番号その他の
当該書類を特定するに足りる事項並
びに当該書類の提出若しくは提示を
受けた年月日の記載があるもの（同
令第 7 条第 1 号ハに掲げる書類及び
同条第 4 号に定める書類で同条第 1
号ハに準ずるもの又はこれらに基づ
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き行った確認を記録した書類にあっ
ては、報告金融機関等が当該書類の
提出又は提示を受けた日から 5 年を
経過していないものに限ります。）

ⅱ　上記ⅰに掲げる書類がない場合に
は、個人既存低額特定取引契約者

（平成15年 1 月 6 日前に特定取引を
行った者に限ります。）から取得し
た書類（その写しを含みます。）で
あって、記載されている住所若しく
は居所が報告金融機関等において記
録されている現在の住所若しくは居
所と同一であるもの又は当該書類に
基づき行った確認を記録した書類で
あって、当該個人既存低額特定取引
契約者の氏名及び住所若しくは居所、
当該書類の名称、記号番号その他の
当該書類を特定するに足りる事項並
びに当該書類の提出若しくは提示を
受けた年月日の記載があるもの（当
該報告金融機関等が当該個人既存低
額特定取引契約者に関し、その者の
現在の住所又は居所が所在する国又
は地域と異なる国又は地域に租税に
関する法令の規定による報告を行っ
ている場合を除きます。）

ロ　個人既存高額特定取引契約者の住所等
所在地国と認められる国又は地域の特定
手続
ⅰ　特定取引データベースの検索、特定

取引契約関係書類の確認及び特定業務
担当者からの聴取による特定手続
　報告金融機関等は、個人既存高額特
定取引契約者につき、平成29年12月31
日までに、以下の特定手続を実施しな
ければならないこととされています

（旧実特法10の 5 ②本文、旧実特令 6
の 3 �一）。
　すなわち、報告金融機関等は、個人
既存高額特定取引契約者につき、その

保有する特定取引データベースにおい
て当該個人既存高額特定取引契約者に
係る住所等所在地国情報を検索し、そ
の保存している特定取引契約関係書類
により当該個人既存高額特定取引契約
者に係る住所等所在地国情報があるか
どうかを確認し、及び当該個人既存高
額特定取引契約者に係る当該報告金融
機関等に係る特定業務担当者から当該
個人既存高額特定取引契約者に係る住
所等所在地国情報を聴取しなければな
らないこととされています（旧実特令
6 の 3 ⑦前段）。
　ただし、上記の確認については、報
告金融機関等において個人既存高額特
定取引契約者に係る記録情報をその保
有する特定取引データベースに記録・
保存することとされている場合には、
当該個人既存高額特定取引契約者に係
る記録情報のうちその記録・保存する
こととされているものについては、確
認することを要しないこととされてい
ます（旧実特令 6 の 3 ⑦後段）。

（注 1 ）　「個人既存高額特定取引契約者」

とは、個人既存特定取引契約者で、

平成28年12月31日において特定取

引に係る契約（同日における当該

特定取引に係る特定取引契約資産

額が 1 億円を超えるものに限りま

す。）を締結しているものをいい

ます（旧実特令 6 の 3 �六）。
（注 2 ）　「特定業務担当者」とは、報告

金融機関等の役員、職員その他の

従業者のうち、当該報告金融機関

等との間で特定取引に係る契約を

締結している者の需要に応じて、

その者に対して継続的に特定取引

に関する助言又は金融商品若しく

は金融サービスに関し、照会若し

くは相談に応じ、情報を提供し、
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若しくは勧誘する行為に関する業

務を担当する者をいいます（旧実

特令 6 の 3 ⑦、旧実特規16の 3 ④）。

ⅰ　特定取引データベースの検索、特
定取引契約関係書類の確認及び特定
業務担当者からの聴取により住所等
所在地国情報（示唆情報㋑～㋭）が
あった場合
　報告金融機関等は、上記の検索、
確認及び聴取をした場合において、
個人既存高額特定取引契約者に係る
住所等所在地国情報（上記イⅰ（注

2 ）㋑から㋭までに掲げる示唆情報
に限ります。ⅰにおいて同じです。）
があったときは、当該検索、確認及
び聴取ごとの当該個人既存高額特定
取引契約者に係る各住所等所在地国
情報に基づき、当該個人既存高額特
定取引契約者の住所等所在地国と認
められる国又は地域を、それぞれ特
定しなければならないこととされて
います（旧実特令 6 の 3 ⑧）。

ⅱ　特定取引データベースの検索、特
定取引契約関係書類の確認及び特定
業務担当者からの聴取により住所等
所在地国情報（示唆情報㋬）のみが
あった場合
　報告金融機関等は、上記の検索、
確認及び聴取をした場合において、
個人既存高額特定取引契約者に係る
住所等所在地国情報（上記イⅰ（注

2 ）㋬に掲げる示唆情報に限りま
す。）のみがあったときは、当該個
人既存高額特定取引契約者に対し、
下記②イの任意届出書の提出及び下
記②イロの居住地国確認書類の提示
をするよう求めなければならないこ
ととされています（旧実特令 6 の 3
⑨）。

ⅱ　個人既存低額特定取引契約者におけ

る個人既存高額特定取引契約者に係る
特定手続の適用の特例
　報告金融機関等は、個人既存低額特
定取引契約者につきその住所等所在地
国と認められる国又は地域を特定する
場合には、上記イⅰ又はⅱによる特定
手続に代えて、上記ⅰの個人既存高額
特定取引契約者の住所等所在地国と認
められる国又は地域の特定手続を適用
することができることとされています

（旧実特令 6 の 3 ⑱）。
ハ　個人既存特定取引契約者の住所等所在

地国と認められる国又は地域の特定手続
の免除に関する特例
ⅰ　保険契約等に係る特定手続の特例

　報告金融機関等は、次に掲げる場合
のいずれかに該当することにより、平
成28年12月31日において報告対象国に
住所を有する個人との間で保険契約等

（保険契約及び共済に係る契約をいい
ます。ハにおいて同じです。）を締結
していないと認められるときは、保険
契約等の締結（個人既存特定取引契約
者が行うものに限ります。）について
は、平成29年 1 月 1 日以後に次に掲げ
る場合のいずれにも該当しないことと
なるまでの間は、当該保険契約等の締
結をしている個人既存特定取引契約者
の住所等所在地国と認められる国又は
地域の特定を要しないこととされてい
ます（旧実特令 6 の 3 ⑮）。
ⅰ　全ての報告対象国の法令により、

その国又は地域に住所を有する個人
との間で保険契約等を締結すること
が認められていない場合

ⅱ　全ての報告対象国の法令により、
保険業又は共済に関する事業の免許

（当該免許に類する許可、登録その
他の行政処分を含みます。ⅱにおい
て同じです。）を受けないで、その
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国又は地域に住所を有する個人との
間で保険契約等を締結することが認
められておらず、かつ、当該報告金
融機関等が全ての報告対象国におい
て当該免許を受けたことがない場合
　なお、特定取引に係る契約で保険
契約等に該当するもののうち、平成
28年12月31日において上記ⅰ又はⅱ
に掲げる場合のいずれかに該当する
ものが平成29年 1 月 1 日以後に上記
ⅰ及びⅱに掲げる場合のいずれにも
該当しないこととなった場合には、
その該当しないこととなった日から
2 年を経過する日（その該当しない
こととなった日における当該保険契
約等に係る特定取引契約資産額が 1
億円を超えるものにあっては、同日
から 1 年を経過する日）までに、そ
の者のステイタスに応じて上記イ又
はロの各特定手続を実施しなければ
ならないことになります（旧実特法
10の 5 ②本文、旧実特令 6 の 3 �二）。

（注）　上記の保険契約等に係る特定手

続の特例の適用がある場合におい

て、保険契約等に係る契約に係る

資産が外国通貨で表示されている

ときにおける特定取引契約資産額

は、当該外国通貨で表示された金

額を、上記ⅰ及びⅱに掲げる場合

のいずれにも該当しないこととな

った日における外国為替の売買相

場により、本邦通貨表示の金額に

換算した金額によることとされて

います（旧実特規16の 3 ⑩）。

ⅱ　一定期間取引等がない特定取引契約
に係る特定手続の特例
　報告金融機関等は、次に掲げる要件
の全てを満たす特定取引（保険契約等
に基づく年金（人の生存を事由として
支払が行われるものに限ります。）の

支払を除きます。ⅱにおいて同じで
す。）に係る契約については、平成29
年 1 月 1 日以後に当該特定取引を行っ
た者が当該報告金融機関等との間で下
記ⅰの取引又は下記ⅱの通信を行うま
での間は、住所等所在地国と認められ
る国又は地域の特定を要しないことと
されています（旧実特令 6 の 3 ⑰）。
ⅰ　平成29年 1 月 1 日前 3 年以内に当

該特定取引を行った者との間で当該
特定取引に係る払出し、譲渡その他
の取引がないこと。

ⅱ　平成29年 1 月 1 日前 6 年以内に当
該特定取引を行った者との間で電話
その他の方法による当該特定取引を
行った者からの通信がないこと。

ⅲ　平成28年12月31日における当該特
定取引に係る特定取引契約資産額が
10万円以下であること。

　なお、上記ⅰからⅲまでに掲げる要
件の全てを満たす特定取引に係る契約
に該当するものが平成29年 1 月 1 日以
後に上記ⅰの取引又は上記ⅱの通信を
行うこととなった場合には、その行う
こととなった日から 2 年を経過する日

（その行うこととなった日における当
該特定取引に係る特定取引契約資産額
が 1 億円を超えるものにあっては、同
日から 1 年を経過する日）までに、そ
の者のステイタスに応じて上記イ又は
ロの各特定手続を実施しなければなら
ないことになります（旧実特法10の 5
②本文、旧実特令 6 の 3 �四）。

（注）　上記の一定期間取引等がない特定

取引契約に係る特定手続の特例の適

用がある場合において、特定取引に

係る契約に係る資産が外国通貨で表

示されているときにおける特定取引

契約資産額は、当該外国通貨で表示

された金額を、上記ⅰの取引又は上
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記ⅱの通信を行うこととなった日に

おける外国為替の売買相場により、

本邦通貨表示の金額に換算した金額

によることとされています（旧実特

規16の 3 ⑩）。

ロ　法人既存特定取引
　報告金融機関等は、法人既存特定取引契
約者につき、平成30年12月31日までに、以
下の各特定手続を実施しなければならない
こととされています（旧実特法10の 5 ②本
文）。

（注）　「法人既存特定取引契約者」とは、平成

28年12月31日以前に報告金融機関等との

間でその営業所等を通じて特定取引を行

った法人（人格のない社団等及び特定組

合員である個人を含みます。）で、同日に

おいて当該特定取引に係る契約を締結し

ているものをいいます（旧実特令 6 の 3

�七）。

イ　法人既存特定取引契約者の本店所在地
国と認められる国又は地域の特定手続
　報告金融機関等は、法人既存特定取引
契約者につき、その保存している記録に
より当該法人既存特定取引契約者（特定
取引を行った者が特定組合員である場合
にあっては、当該特定取引をその業務と
して行う当該特定組合員が締結している
組合契約によって成立する組合。イ及び
下記 2 ⑵②イにおいて「法人既存特定取
引契約者等」といいます。）に係る本店
所在地国情報があるかどうかを確認しな
ければならないこととされ、当該法人既
存特定取引契約者等に係る本店所在地国
情報があったときは、当該本店所在地国
情報に基づき、当該法人既存特定取引契
約者等の住所等所在地国と認められる国
又は地域を特定しなければならないこと
とされています（旧実特令 6 の 3 ⑩）。

（注）　「本店所在地国情報」とは、本店又は

主たる事務所の所在地、その事業が管

理され、かつ、支配されている場所そ

の他これらに類する場所をいいます

（旧実特規16の 3 ⑤）。

ロ　法人既存特定取引契約者が特定法人に
該当する場合における当該特定法人に係
る実質的支配者の住所等所在地国と認め
られる国又は地域の特定手続
ⅰ　法人既存特定取引契約者が特定法人

に該当する場合における報告金融機関
等による任意届出書の提出等の要求
　上記イにより法人既存特定取引契約
者の住所等所在地国と認められる国又
は地域を特定した報告金融機関等は、
当該法人既存特定取引契約者（次に掲
げる場合における当該法人既存特定取
引契約者に限ります。ロにおいて同じ
です。）が特定法人に該当する場合に
は、当該法人既存特定取引契約者に対
し、下記②イの任意届出書の提出及び
下記②イロの居住地国確認書類の提示
をするよう求めなければならないこと
とされています（旧実特令 6 の 3 ⑪、
旧実特規16の 3 ⑥）。
ⅰ　報告金融機関等との間でその営業

所等を通じて特定取引を行った際に
犯罪による収益の移転防止に関する
法律第 4 条第 1 項又は第 2 項の規定
により当該法人既存特定取引契約者
に係る実質的支配者につき当該報告
金融機関等が同条第 1 項第 4 号に掲
げる事項の確認を行っていた場合

ⅱ　報告金融機関等が犯罪による収益
の移転防止に関する法律施行規則第
17条第 1 項第19号に掲げる事項に変
更又は追加があることを知った場合
において、同条第 3 項の規定により、
当該変更若しくは追加に係る内容を
確認記録（犯罪による収益の移転防
止に関する法律第 6 条第 1 項に規定
する確認記録をいいます。ⅱ及び下
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記ⅱⅱ（注）a において同じです。）
に付記し、又は確認記録に付記する
ことに代えて、当該変更若しくは追
加に係る内容の記録を別途作成した
とき。

（注）　報告金融機関等による特定法人

該当性の確認

　上記の報告金融機関等は、その

保存している記録により法人既存

特定取引契約者（人格のない社団

等を除きます。（注）において同

じです。）が特定法人に該当する

かどうかを確認しなければならな

いこととされ、当該記録により当

該法人既存特定取引契約者が特定

法人に該当しないことを確認した

とき（公開されている情報に基づ

き当該法人既存特定取引契約者が

特定法人に該当しないことを確認

したときを含みます。）を除き、

当該法人既存特定取引契約者は特

定法人に該当するものとして、下

記②イの任意届出書の提出及び下

記②イロの居住地国確認書類の提

示の要求をすることとされていま

す（旧実特令 6 の 3 ⑫）。

ⅱ　任意届出書の提出等がなかった場合
における実質的支配者の住所等所在地
国と認められる国又は地域の特定手続
ⅰ　原則

　報告金融機関等は、下記②イの任
意届出書の提出及び下記②イロの居
住地国確認書類の提示の要求をした
場合において、当該任意届出書の提
出及び当該居住地国確認書類の提示
がなかったときは、当該報告金融機
関等の保存している記録により上記
ⅰの法人既存特定取引契約者に係る
実質的支配者に係る住所等所在地国
情報があるかどうかを確認しなけれ

ばならないこととされ、当該法人既
存特定取引契約者に係る実質的支配
者の住所等所在地国情報があった場
合には、各住所等所在地国情報に基
づき、当該法人既存特定取引契約者
に係る実質的支配者の住所等所在地
国と認められる国又は地域を、それ
ぞれ特定しなければならないことと
されています（旧実特令 6 の 3 ⑬）。

ⅱ　特例
　報告金融機関等は、法人既存特定
取引契約者（上記ⅰⅱ（注）により
該当するものとされた特定法人のう
ち、当該報告金融機関等との間で締
結している特定取引に係る契約に係
る特定取引契約資産額が、平成28年
12月31日において 1 億円以下である
場合における当該特定取引に係る契
約を締結しているものに限ります。
ⅱにおいて同じです。）に係る確認
記録等を保存しているときは、上記
ⅰの特定手続に代えて、当該確認記
録等（直近の住所等所在地国情報に
係る部分に限ります。）に基づき、
当該法人既存特定取引契約者に係る
実質的支配者の住所等所在地国と認
められる国又は地域を特定すること
ができることとされています（旧実
特令 6 の 3 ⑭）。

（注）　「確認記録等」とは、次に掲げ

る記録をいいます（旧実特令 6 の

3 ⑭、旧実特規16の 3 ⑦）。

ａ　確認記録

ｂ 　犯罪による収益の移転防止に

関する法律施行規則第20条第 3

項後段の規定により別途作成す

ることとされる記録

ハ　法人既存特定取引契約者の本店所在地
国等と認められる国又は地域の特定手続
の免除に関する特例
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ⅰ　法人既存特定取引契約者に係る特定
手続の特例
　報告金融機関等は、平成28年12月31
日における法人既存特定取引契約者の
締結している契約に係る特定取引に係
る特定取引契約資産額が2,500万円以
下である場合には、平成29年 1 月 1 日
以後の年の12月31日における当該特定
取引契約資産額が2,500万円を超える
こととなるまでの間は、当該法人既存
特定取引契約者及び当該法人既存特定
取引契約者に係る実質的支配者の住所
等所在地国と認められる国又は地域の
特定を要しないこととされています

（旧実特令 6 の 3 ⑯）。
　なお、平成28年12月31日以前に法人

（人格のない社団等及び特定組合員で
ある個人を含みます。）が報告金融機
関等との間でその営業所等を通じて行
った特定取引に係る契約（同日におけ
る当該特定取引に係る特定取引契約資
産額が2,500万円以下であるものに限
ります。）で平成29年 1 月 1 日以後の
年の12月31日において当該特定取引に
係る特定取引契約資産額が2,500万円
を超えることとなった場合には、その
超えることとなった日の属する年の翌
年12月31日までに、上記イ及びロの各
特定手続を実施しなければならないこ
とになります（旧実特法10の 5 ②本文、
旧実特令 6 の 3 �三）。

ⅱ　一定期間取引等がない特定取引契約
に係る特定手続の特例
　法人既存特定取引契約者及び当該法
人既存特定取引契約者に係る実質的支
配者についても、上記イハⅱと同様に、
一定期間取引等がない特定取引契約に
係る特定手続の特例が適用されます

（旧実特令 6 の 3 ⑰四）。
ハ　その他

イ　 2 以上の特定取引に係る特定取引契約
資産額の合算
　報告金融機関等は、上記イイⅰ及びロ
ⅰ並びに上記ロロⅱⅱ及びハの特定手続
を適用する場合には、その保有する特定
取引データベースを検索する方法及び当
該報告金融機関等に係る特定業務担当者
から聴取をする方法により、同一の者と
の間で締結されている特定取引に係る契
約があるかどうかを確認しなければなら
ないこととされ、同一の者との間で 2 以
上の特定取引に係る契約を締結している
ことが確認された場合には、特定取引契
約資産額は、当該 2 以上の特定取引に係
る特定取引契約資産額の合計額とするこ
ととされています（旧実特令 6 の 3 ⑲）。

ロ　特定対象者の生年月日等を保有してい
ない場合における報告金融機関等による
情報取得努力義務
　報告金融機関等は、上記イ又はロの特
定手続により特定対象者の住所等所在地
国と認められる国又は地域（外国に限り
ます。）の特定をした場合において、そ
の保存している記録に、当該特定対象者
の生年月日及び外国納税者番号等がない
ときは、当該特定をした日から 2 年を経
過する日までの間、少なくとも年 1 回、
当該特定対象者に係る特定取引を行った
者に対し、電話、返送を求める書面の送
付その他の方法により、これらの情報を
取得するための措置をとらなければなら
ないこととされています（旧実特令 6 の
3 ⑳、旧実特規16の 3 ⑧⑨）。

（注）　「外国納税者番号等」とは、特定対象

者の住所等所在地国と認められる国若

しくは地域（外国に限ります。）として

特定された国若しくは地域において当

該特定対象者が有する納税者番号又は

内国法人である特定法人のうち当該特

定法人に係る実質的支配者（住所等所
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在地国と認められる国又は地域が外国

であるものに限ります。）があるものが

有する法人番号をいいます（旧実特規

16の 3 ⑧）。

②　既存特定取引を行った者による任意届出書
の提出手続
イ　既存特定取引を行った者による任意届出

書の提出
　特定取引に係る契約を締結している者は、
上記⑴①ニイからリまでに掲げる新規届出
書に記載すべき事項及び当該特定取引に関
する一定の事項を記載した届出書（以下

「任意届出書」といいます。）を、当該特定
取引に係る報告金融機関等の営業所等の長
に提出することができることとされていま
す。ただし、既に任意届出書を提出してい
る場合には、再度提出することはできませ
ん（旧実特法10の 5 ③前段）。

（注）　任意届出書の記載事項の電磁的方法に

よる提供

　特定取引に係る契約を締結している者

は、上記⑴①（注）の新規届出書の記載

事項の電磁的方法による提供と同様、任

意届出書の提出に代えて、当該任意届出

書に記載すべき事項を電磁的方法により

提供することができることとされていま

す（旧実特法10の 5 ⑧、旧実特規16の11）。

イ　任意届出書の記載事項
　任意届出書に記載すべき事項は、上記
⑴①ニイからリまでに掲げる新規届出書
に記載すべき事項のほか、報告金融機関
等が特定取引に係る契約を識別するため
に用いる番号、記号その他の符号とされ
ています（旧実特規16の 4 ①）。

ロ　任意届出書の提出をする者による居住
地国確認書類の提示
　任意届出書の提出をする者は、当該任
意届出書の提出をする報告金融機関等の
営業所等の長に特定対象者の居住地国確
認書類（旧実特規16の 4 ②）を提示しな

ければならないものとされています（旧
実特法10の 5 ③後段）。

（注）　報告金融機関等による任意届出書の

記載事項の確認

　報告金融機関等の営業所等の長は、

特定取引を行う者から任意届出書の提

出を受けたときは、当該任意届出書に

記載されている事項が提示を受けた居

住地国確認書類の内容と合致している

ことを確認しなければならないものと

されています（旧実特法10の 5 ③後段、

旧実特規16の 4 ③）。

ハ　居住地国確認書類の範囲
　「居住地国確認書類」とは、次に掲げ
るもの（特定法人に係る実質的支配者を
除きます。）の区分に応じそれぞれ次に
定める書類（そのものの氏名又は名称及
び住所又は本店若しくは主たる事務所の
所在地の記載のあるものに限ります。）
とされています（旧実特規16の 4 ②）。
ⅰ　個人��当該個人の次に掲げる書類

のいずれか
ⅰ　住民票の写し、住民票の記載事項

証明書、戸籍の附票の写し又は印鑑
証明書（報告金融機関等の営業所等
の長に提示する日前 6 月以内に作成
されたものに限ります。）

ⅱ　個人番号カードで報告金融機関等
の営業所等の長に提示する日におい
て有効なもの

ⅲ　国民健康保険、健康保険、船員保
険、後期高齢者医療若しくは介護保
険の被保険者証、健康保険日雇特例
被保険者手帳、国家公務員共済組合
若しくは地方公務員共済組合の組合
員証又は私立学校教職員共済制度の
加入者証

ⅳ　国民年金手帳、児童扶養手当証書、
特別児童扶養手当証書、母子健康手
帳、身体障害者手帳、療育手帳、精
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神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者
手帳

ⅴ　運転免許証（報告金融機関等の営
業所等の長に提示する日において有
効なものに限ります。）又は運転経
歴証明書

ⅵ　国税若しくは地方税の領収証書、
納税証明書又は社会保険料の領収証
書（領収日付の押印又は発行年月日
の記載のあるもので、その日が報告
金融機関等の営業所等の長に提示す
る日前 6 月以内のものに限ります。）

ⅶ　旅券で報告金融機関等の営業所等
の長に提示する日において有効なも
の

ⅷ　在留カード又は特別永住者証明書
で、報告金融機関等の営業所等の長
に提示する日において有効なもの

ⅸ　上記ⅰからⅷまでに掲げる書類の
ほか、官公署（日本国政府の承認し
た外国政府又は権限ある国際機関を
含みます。ハにおいて同じです。）
から発行され、又は発給された書類
その他これらに類するもの（報告金
融機関等の営業所等の長に提示する
日前 6 月以内に作成されたもの（有
効期間又は有効期限のあるものにあ
っては、報告金融機関等の営業所等
の長に提示する日において有効なも
の）に限ります。）

ⅱ　法人��当該法人の次に掲げる書類
のいずれか
ⅰ　当該法人の設立の登記に係る登記

事項証明書（当該法人が設立の登記
をしていないときは、当該法人を所
轄する行政機関の長の当該法人の名
称及び本店又は主たる事務所の所在
地を証する書類）若しくはこれらの
書類の写し、印鑑証明書又は法令の
規定に基づき官公署から送付を受け

た許可、認可若しくは承認に係る書
類（報告金融機関等の営業所等の長
に提示する日前 6 月以内に交付又は
送付を受けたものに限ります。）

ⅱ　国税若しくは地方税の領収証書、
納税証明書又は社会保険料の領収証
書（領収日付の押印又は発行年月日
の記載のあるもので、その日が報告
金融機関等の営業所等の長に提示す
る日前 6 月以内のものに限ります。）

ⅲ　上記ⅰ及びⅱに掲げる書類のほか、
官公署から発行され、又は発給され
た書類その他これらに類するもの

（報告金融機関等の営業所等の長に
提示する日前 6 月以内に作成された
もの（有効期間又は有効期限のある
ものにあっては、報告金融機関等の
営業所等の長に提示する日において
有効なもの）に限ります。）

ⅲ　人格のない社団等��当該人格のな
い社団等の次に掲げる書類のいずれか
ⅰ　当該人格のない社団等の定款、寄

附行為、規則又は規約（名称及び主
たる事務所の所在地に関する事項の
定めがあるものに限ります。）の写
しで、その代表者又は管理人の当該
人格のない社団等のものである旨を
証する事項の記載のあるもの

ⅱ　上記ⅱⅱに掲げる書類
ⅲ　上記ⅰ及びⅱに掲げる書類のほか、

官公署から発行され、又は発給され
た書類その他これらに類するもの

（報告金融機関等の営業所等の長に
提示する日前 6 月以内に作成された
もの（有効期間又は有効期限のある
ものにあっては、報告金融機関等の
営業所等の長に提示する日において
有効なもの）に限ります。）

ⅳ　組合契約によって成立する組合��
当該組合の次に掲げる書類のいずれか
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ⅰ　当該組合の組合契約書の写しで、
その代表者その他これに準ずるもの
の当該組合のものである旨を証する
事項の記載のあるもの

ⅱ　上記ⅰに掲げる書類のほか、官公
署から発行され、又は発給された書
類その他これらに類するもの（報告
金融機関等の営業所等の長に提示す
る日前 6 月以内に作成されたもの

（有効期間又は有効期限のあるもの
にあっては、報告金融機関等の営業
所等の長に提示する日において有効
なもの）に限ります。）

ロ　既存特定取引を行った者が内国法人であ
る特定法人の場合における法人番号通知書
等の提示及び報告金融機関等による法人番
号の確認
　既存特定取引に係る契約を締結している
者（内国法人である特定法人のうち、当該
特定法人に係る実質的支配者（居住地国が
外国であるものに限ります。）があるもの
に限ります。）が法人番号を有する場合に
おいて、当該締結している者が任意届出書
を提出するときは、上記 1 ⑴②と同様、そ
の提出する報告金融機関等の営業所等の長
に当該提出をする者の法人番号確認書類を
提示しなければならないものとされ、当該
報告金融機関等の営業所等の長は、当該任
意届出書に記載された名称、本店又は主た
る事務所の所在地及び法人番号を当該法人
番号関係書類により確認しなければならな
いものとされています（旧実特令 6 の 4 ①
一）。

2 　居住地国等の再特定手続

⑴　新規特定取引（既存特定取引につき任意届出
書の提出があった場合を含みます。）に関する
再特定手続
①　特定取引を行った者による異動届出書の提

出

　新規届出書又は任意届出書を提出した者は、
次に掲げる場合に該当することとなった場合
には、それぞれ次に掲げる場合の区分に応じ
それぞれ次に定める事項のほか一定の事項を
記載した届出書（以下「異動届出書」といい
ます。）を、その該当することとなった日

（それぞれ次に定める事項がその者に係る実
質的支配者に係るものである場合にあっては、
その該当することとなったことを知った日）
から 3 月を経過する日（その者が法人又は特
定組合員である場合には、次に掲げる場合に
該当することとなった日の属する年の12月31
日又はその該当することとなった日から 3 月
を経過する日のいずれか遅い日）までに、上
記 1 ⑴①又は上記 1 ⑵②イの報告金融機関等
の営業所等の長に提出しなければならないこ
ととされています。なお、当該異動届出書の
提出をした後、再びそれぞれ次に掲げる場合
に該当することとなった場合についても、同
様とすることとされています（旧実特法10の
5 ④、実特令 6 の 4 ②）。
イ　特定対象者の居住地国が新規届出書、任

意届出書又は異動届出書（以下「新規届出
書等」といいます。）に当該特定対象者の
居住地国として記載した国又は地域と異な
ることとなった場合（＝居住地国に変更が
あった場合）��その異なることとなった
居住地国

ロ　上記 1 ⑴①ホイ及びロに掲げる者のいず
れにも該当しない特定対象者が上記 1 ⑴①
ホイ又はロに掲げる者のいずれかに該当す
ることとなった場合（＝居住地国を有しな
い者が居住地国を有することとなった場
合）��それぞれ上記 1 ⑴①ホイ又はロに
定める国又は地域

ハ　上記 1 ⑴①ホイ又はロに掲げる者のいず
れかに該当する特定対象者が上記 1 ⑴①ホ
イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しな
いこととなった場合（＝居住地国を有する
者が居住地国を有しなくなった場合）��
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その該当しないこととなった旨
（注）　異動届出書の記載事項の電磁的方法によ

る提供

　新規届出書を提出した者又は任意届出書

を提出した者は、上記 1 ⑴①（注）の新規

届出書の記載事項の電磁的方法による提供

と同様、異動届出書の提出に代えて、当該

異動届出書に記載すべき事項を電磁的方法

により提供することができることとされて

います（旧実特法10の 5 ⑧、旧実特規16の

11）。

　なお、異動届出書に記載すべき事項は、上
記イからハまでに掲げる場合の区分に応じそ
れぞれ上記イからハまでに定める事項、上記
1 ⑴①ニイからリまでに掲げる新規届出書に
記載すべき事項のほか、異動届出書を提出す
る者が上記イからハまでに掲げる場合に該当
することとなる前に提出した新規届出書等に
特定対象者の居住地国として記載した国又は
地域（居住地国を有しなかった場合には、そ
の旨）とされています（旧実特法10の 5 ④、
旧実特規16の 5 ）。

（注）　報告金融機関等による異動届出書の記載

事項の確認

　報告金融機関等の営業所等の長は、特定

取引を行う者から異動届出書の提出を受け

たときは、上記 1 ⑴①ニ（注 2 ）の新規届

出書の記載事項の確認と同様に、当該異動

届出書に記載されている事項を確認しなけ

ればならないこととされています（旧実特

法10の 5 ⑤）。

②　新規届出書又は任意届出書を提出した者が
内国法人である特定法人の場合における法人
番号通知書等の提示及び報告金融機関等によ
る法人番号の確認
　新規届出書又は任意届出書を提出した者

（内国法人である特定法人に限ります。）が法
人番号を有する場合において、当該提出した
者が上記①イ又はロに掲げる場合（当該特定
法人に係る実質的支配者の居住地国が外国で

ある場合に限ります。）に該当することによ
り異動届出書を提出するとき（既に報告金融
機関等による当該提出した者の法人番号の確
認が行われたときを除きます。）は、上記 1
⑴②と同様に、その提出する報告金融機関等
の営業所等の長に当該提出をする者の法人番
号確認書類を提示しなければならないものと
され、当該報告金融機関等の営業所等の長は、
当該異動届出書に記載された名称、本店又は
主たる事務所の所在地及び法人番号を当該法
人番号関係書類により確認しなければならな
いものとされています（旧実特令 6 の 4 ①二）。

⑵　既存特定取引（既存特定取引につき任意届出
書の提出があった場合を除きます。）に関する
再特定手続
　報告金融機関等は、一定の場合には、任意届
出書の提出を受けた場合を除き、所定の期限ま
でに、特定対象者につき以下の各再特定手続を
実施し、当該報告金融機関等の保有する特定対
象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象
者の住所等所在地国と認められる国又は地域を
特定しなければならないこととされています

（旧実特法10の 5 ⑥前段）。
　なお、上記の特定をした後、再び上記の一定
の場合に該当することとなった場合についても、
同様に、以下の各再特定手続を実施することと
されています（旧実特法10の 5 ⑥後段）。
①　個人既存特定取引

イ　報告金融機関等による個人既存低額特定
取引契約者の住所等所在地国と認められる
国又は地域の再特定手続
イ　住所等所在地国と認められる国又は地

域が特定された場合の再特定手続
　上記 1 ⑵①イイⅰⅰ若しくはⅱ a 又は
イからハまでにより個人既存低額特定取
引契約者（上記 1 ⑵①イロⅱにより個人
既存高額特定取引契約者に係る特定手続
が適用された個人既存低額特定取引契約
者を除きます。イ及びハにおいて同じで
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す。）に係る住所等所在地国情報（上記
1 ⑵①イイⅰ（注 2 ）㋑から㋭までに掲
げる示唆情報に限ります。イにおいて

「既存住所等所在地国情報」といいま
す。）に基づき当該個人既存低額特定取
引契約者の住所等所在地国と認められる
国又は地域の特定をした報告金融機関等
は、その保存している記録に追加される
当該個人既存低額特定取引契約者の住所
等所在地国と認められる国又は地域が当
該特定をした国又は地域と異なることを
示す住所等所在地国情報（上記 1 ⑵①イ
イⅰ（注 2 ）㋑から㋭までに掲げる示唆
情報に限ります。イにおいて「新規住所
等所在地国情報」といいます。）を取得
した場合には、任意届出書の提出を受け
た場合を除き、その取得の日の属する年
の12月31日又はその取得の日から 3 月を
経過する日のいずれか遅い日までに、次
に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に
定めるところにより、当該個人既存低額
特定取引契約者の住所等所在地国と認め
られる国又は地域を特定しなければなら
ないこととされています（旧実特法10の
5 ⑥、旧実特令 6 の 5 ①一②、旧実特規
16の 6 ①）。
ⅰ　既存住所等所在地国情報と同一の種

類の新規住所等所在地国情報を取得し
た場合��特定をした個人既存低額特
定取引契約者の住所等所在地国と認め
られる国又は地域に代えて、当該新規
住所等所在地国情報に基づき当該個人
既存低額特定取引契約者の住所等所在
地国と認められる国又は地域を特定す
ること。

ⅱ　既存住所等所在地国情報と異なる種
類の新規住所等所在地国情報を取得し
た場合��特定をした個人既存低額特
定取引契約者の住所等所在地国と認め
られる国又は地域のほか、当該新規住

所等所在地国情報に基づき当該個人既
存低額特定取引契約者の住所等所在地
国と認められる国又は地域を特定する
こと。

ロ　居住地住所テストにより住所等所在地
国と認められる国又は地域が特定された
場合の再特定手続
　上記 1 ⑵①イイⅱにより個人既存低額
特定取引契約者の住所等所在地国と認め
られる国又は地域の特定をした報告金融
機関等は、次に掲げる場合のいずれかに
該当することとなった場合には、任意届
出書の提出を受けた場合を除き、その取
得の日の属する年の12月31日又はその取
得の日から 3 月を経過する日のいずれか
遅い日までに、当該個人既存低額特定取
引契約者に対し、任意届出書の提出及び
居住地国確認書類の提示をするよう求め
なければならないこととされ、当該任意
届出書の提出及び当該居住地国確認書類
の提示がなかったときは、当該特定をし
た当該個人既存低額特定取引契約者の住
所等所在地国と認められる国又は地域に
代えて、上記 1 ⑵①イイⅰの特定取引デ
ータベースによる特定手続に準じて当該
個人既存低額特定取引契約者の住所等所
在地国と認められる国又は地域を特定し
なければならないこととされています

（旧実特法10の 5 ⑥、旧実特令 6 の 5 ①
一・三③、旧実特規16の 6 ②③）。
ⅰ　報告金融機関等が上記 1 ⑵①イイⅱ

により個人既存低額特定取引契約者の
住所等所在地国と認められる国又は地
域の特定をした場合において、当該報
告金融機関等の保存する当該特定に係
る証拠書類で次に掲げるものの区分に
応じそれぞれ次に定める期間が経過し
たとき。
ⅰ　犯罪による収益の移転防止に関す

る法律施行規則第 7 条第 1 号ハに掲
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げる書類及び同条第 4 号に定める書
類で同条第 1 号ハに準ずるもの��
報告金融機関等がこれらの書類の提
出又は提示を受けた日から 5 年

ⅱ　上記ⅰに掲げる書類（ⅱにおいて
「確認書類」といいます。）に基づい
て行った確認を記録した書類��当
該確認書類の提出又は提示を受けた
日から 5 年

ⅱ　その保存している記録に追加される
特定をした国又は地域と異なることを
示す住所等所在地国情報（上記 1 ⑵①
イイⅰ（注 2 ）㋑及び㋺に掲げる示唆
情報に限ります。）を取得した場合

ハ　住所等所在地国と認められる国又は地
域が特定されなかった場合の再特定手続
ⅰ　住所等所在地国情報（示唆情報㋑～

㋭）を取得した場合
　報告金融機関等は、個人既存低額特
定取引契約者につき、平成30年12月31
日までに上記 1 ⑵①イイⅰⅰ又はⅱ a
による当該個人既存低額特定取引契約
者の住所等所在地国と認められる国又
は地域の特定がされなかった場合にお
いて、その保存している記録に追加さ
れる当該個人既存低額特定取引契約者
の住所等所在地国と認められる国又は
地域を示す住所等所在地国情報（上記
1 ⑵①イイⅰ（注 2 ）㋑から㋭までに
掲げる示唆情報に限ります。ⅰにおい
て同じです。）を取得したときは、任
意届出書の提出を受けた場合を除き、
その取得の日の属する年の12月31日又
はその取得の日から 3 月を経過する日
のいずれか遅い日までに、当該報告金
融機関等の保有する当該住所等所在地
国情報に基づき当該個人既存低額特定
取引契約者の住所等所在地国と認めら
れる国又は地域を特定しなければなら
ないこととされています（旧実特法10

の 5 ⑥、旧実特令 6 の 5 ①二④、旧実
特規16の 6 ①）。

ⅱ　住所等所在地国情報（示唆情報㋬）
のみを取得した場合
　報告金融機関等は、個人既存低額特
定取引契約者につき、平成30年12月31
日までに上記 1 ⑵①イイⅰⅰによる当
該個人既存低額特定取引契約者の住所
等所在地国と認められる国又は地域の
特定がされなかった場合において、そ
の保存している記録に追加される当該
個人既存低額特定取引契約者の住所等
所在地国と認められる国又は地域を示
す住所等所在地国情報（上記 1 ⑵①イ
イⅰ（注 2 ）㋬に掲げる示唆情報に限
ります。）のみを取得したときは、任
意届出書の提出を受けた場合を除き、
その取得の日の属する年の12月31日又
はその取得の日から 3 月を経過する日
のいずれか遅い日までに、上記 1 ⑵①
イイⅰⅱと同様の特定手続を実施しな
ければならないこととされています

（旧実特法10の 5 ⑥、旧実特令 6 の 5
①二⑤、旧実特規16の 6 ①）。

ロ　個人既存高額特定取引契約者の住所等所
在地国と認められる国又は地域の再特定手
続
イ　住所等所在地国と認められる国又は地

域が特定された場合の再特定手続
　上記 1 ⑵①イロⅰⅰ、イ又は下記ロⅰ
により個人既存高額特定取引契約者（上
記 1 ⑵①イロⅱにより個人既存高額特定
取引契約者に係る特定手続が適用された
個人既存低額特定取引契約者を含みます。
ロにおいて同じです。）に係る住所等所
在地国情報（上記 1 ⑵①イイⅰ（注 2 ）

㋑から㋭までに掲げる示唆情報に限りま
す。イにおいて「既存住所等所在地国情
報」といいます。）に基づき当該個人既
存高額特定取引契約者の住所等所在地国
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と認められる国又は地域の特定をした報
告金融機関等は、その保存している記録
に追加される当該個人既存高額特定取引
契約者の住所等所在地国と認められる国
若しくは地域が当該特定をした国若しく
は地域と異なることを示す当該個人既存
高額特定取引契約者に係る住所等所在地
国情報（上記 1 ⑵①イイⅰ（注 2 ）㋑か
ら㋭までに掲げる示唆情報に限ります。
イにおいて「新規住所等所在地国情報」
といいます。）を取得した場合又は当該
報告金融機関等に係る特定業務担当者が
当該個人既存高額特定取引契約者に係る
新規住所等所在地国情報を取得した場合
には、任意届出書の提出を受けた場合を
除き、これらの新規住所等所在地国情報
の取得の日からそれぞれ 3 月を経過する
日までに、次に掲げる場合の区分に応じ
それぞれ次に定めるところにより、当該
個人既存高額特定取引契約者の住所等所
在地国と認められる国又は地域を特定し
なければならないこととされています

（旧実特法10の 5 ⑥、旧実特令 6 の 5 ①
一・四⑥⑮一、旧実特規16の 6 ①）。
ⅰ　個人既存高額特定取引契約者に係る

既存住所等所在地国情報と同一の種類
の新規住所等所在地国情報を取得した
場合��特定をした当該個人既存高額
特定取引契約者の住所等所在地国と認
められる国又は地域に代えて、当該個
人既存高額特定取引契約者に係る新規
住所等所在地国情報に基づき当該個人
既存高額特定取引契約者の住所等所在
地国と認められる国又は地域を特定す
ること。

ⅱ　個人既存高額特定取引契約者に係る
既存住所等所在地国情報と異なる種類
の新規住所等所在地国情報を取得した
場合��特定をした当該個人既存高額
特定取引契約者の住所等所在地国と認

められる国又は地域のほか、当該個人
既存高額特定取引契約者に係る新規住
所等所在地国情報に基づき当該個人既
存高額特定取引契約者の住所等所在地
国と認められる国又は地域を特定する
こと。

ロ　住所等所在地国と認められる国又は地
域が特定されなかった場合の再特定手続
ⅰ　住所等所在地国情報（示唆情報㋑～

㋭）を取得した場合
　報告金融機関等は、個人既存高額特
定取引契約者につき、平成29年12月31
日までに上記 1 ⑵①イロⅰⅰによる当
該個人既存高額特定取引契約者の住所
等所在地国と認められる国又は地域の
特定がされなかった場合において、そ
の保存している記録に追加される当該
個人既存高額特定取引契約者の住所等
所在地国と認められる国若しくは地域
を示す住所等所在地国情報（上記 1 ⑵
①イイⅰ（注 2 ）㋑から㋭までに掲げ
る示唆情報に限ります。ⅰにおいて同
じです。）を取得したとき、又は当該
報告金融機関等に係る特定業務担当者
が住所等所在地国情報を取得したとき
は、任意届出書の提出を受けた場合を
除き、これらの住所等所在地国情報の
取得の日からそれぞれ 3 月を経過する
日までに、当該住所等所在地国情報に
基づき当該個人既存高額特定取引契約
者の住所等所在地国と認められる国又
は地域を特定しなければならないこと
とされています（旧実特法10の 5 ⑥、
旧実特令 6 の 5 ①二・五⑦⑮一、旧実
特規16の 6 ①）。

ⅱ　住所等所在地国情報（示唆情報㋬）
のみを取得した場合
　報告金融機関等は、個人既存高額特
定取引契約者につき、平成29年12月31
日までに上記 1 ⑵①イロⅰⅰによる当
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該個人既存高額特定取引契約者の住所
等所在地国と認められる国又は地域の
特定がされなかった場合において、そ
の保存している記録に追加される当該
個人既存高額特定取引契約者の住所等
所在地国と認められる国若しくは地域
を示す住所等所在地国情報（上記 1 ⑵
①イイⅰ（注 2 ）㋬に掲げる示唆情報
に限ります。ⅱにおいて同じです。）
のみを取得したとき、又は当該報告金
融機関等に係る特定業務担当者が住所
等所在地国情報のみを取得したときは、
任意届出書の提出を受けた場合を除き、
これらの住所等所在地国情報の取得の
日からそれぞれ 3 月を経過する日まで
に、当該個人既存高額特定取引契約者
に対し、任意届出書の提出及び居住地
国確認書類の提示をするよう求めなけ
ればならないこととされています（旧
実特法10の 5 ⑥、旧実特令 6 の 5 ①
二・五⑧⑮一）。

ハ　個人既存低額特定取引契約者の特定取引
契約に係る特定取引資産額が 1 億円を超え
た場合における再特定手続
　報告金融機関等は、次に掲げる場合のい
ずれかに該当することとなった場合には、
任意届出書の提出を受けた場合を除き、平
成29年12月31日以後最初に 1 億円を超える
こととなった日の属する年の翌年12月31日
までに、上記 1 ⑵①イロⅰの各特定手続を
行わなければならないこととされています

（旧実特法10の 5 ⑥、旧実特令 6 の 5 ①
六・七⑬⑮二）。
イ　個人既存低額特定取引契約者が平成29

年以後の各年の12月31日において報告金
融機関等との間で締結している特定取引
に係る契約に係る当該各年の12月31日に
おける特定取引契約資産額が平成29年12
月31日以後最初に 1 億円を超えることと
なった場合

ロ　新規特定取引を行う者が既存特定取引
に係る契約を締結している場合における
新規届出書の提出の特例（実特令 6 の 2
②）の適用がある場合において、既存特
定取引（当該既存特定取引を行った者に
つき上記 1 ⑵①又は上記⑵により特定対
象者の住所等所在地国と認められる国又
は地域の特定がされている場合における
当該既存特定取引に限ります。ロにおい
て同じです。）を行った者（個人既存低
額特定取引契約者に限ります。）が当該
特定がされた日の属する年以後の各年の
12月31日において報告金融機関等との間
で締結している当該既存特定取引に係る
契約に係る当該各年の12月31日における
特定取引契約資産額と新規特定取引に係
る当該各年の12月31日における特定取引
契約資産額との合計額が、当該特定がさ
れた日の属する年の12月31日以後最初に
1 億円を超えることとなったとき

②　法人既存特定取引
イ　法人既存特定取引契約者の本店所在地国

と認められる国又は地域の再特定手続
イ　住所等所在地国と認められる国又は地

域が特定された場合の再特定手続
　上記 1 ⑵①ロイ、イ又は下記ロにより
その保存している記録にある法人既存特
定取引契約者等に係る本店所在地国情報
に基づき当該法人既存特定取引契約者等
の住所等所在地国と認められる国又は地
域の特定をした報告金融機関等は、その
保存している記録に追加される当該特定
をした国又は地域と異なることを示す当
該法人既存特定取引契約者等に係る住所
等所在地国と認められる国又は地域が当
該特定をした国又は地域と異なることを
示す本店所在地国情報（イにおいて「新
規本店所在地国情報」といいます。）を
取得した場合には、任意届出書の提出を
受けた場合を除き、その取得の日の属す
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る年の12月31日又はその取得の日から 3
月を経過する日のいずれか遅い日までに、
当該法人既存特定取引契約者等に対し、
任意届出書の提出及び居住地国確認書類
の提示をするよう求めなければならない
こととされ、当該任意届出書の提出及び
当該居住地国確認書類の提示がなかった
ときは、当該特定をした当該法人既存特
定取引契約者等の住所等所在地国として
認められる国又は地域のほか、当該新規
本店所在地国情報に基づき当該法人既存
特定取引契約者等の住所等所在地国とし
て認められる国又は地域を特定しなけれ
ばならないこととされています（旧実特
法10の 5 ⑥、旧実特令 6 の 5 ①一⑨、旧
実特規16の 6 ①）。

ロ　住所等所在地国と認められる国又は地
域が特定されなかった場合の再特定手続
　報告金融機関等は、法人既存特定取引
契約者等につき、平成30年12月31日まで
に上記 1 ⑵①ロイによる当該法人既存特
定取引契約者等の住所等所在地国と認め
られる国又は地域の特定がされなかった
場合において、その保存している記録に
追加される当該特定対象者の住所等所在
地国と認められる国又は地域を示す本店
所在地国情報を取得したときは、任意届
出書の提出を受けた場合を除き、その取
得の日の属する年の12月31日又はその取
得の日から 3 月を経過する日のいずれか
遅い日までに、当該法人既存特定取引契
約者等に対し、任意届出書の提出及び居
住地国確認書類の提示をするよう求めな
ければならず、当該任意届出書の提出及
び当該居住地国確認書類の提示がなかっ
たときは、当該本店所在地国情報に基づ
き当該法人既存特定取引契約者等の住所
等所在地国と認められる国又は地域を特
定しなければならないこととされていま
す（旧実特法10の 5 ⑥、旧実特令 6 の 5

①二⑩、旧実特規16の 6 ①）。
ロ　法人既存特定取引契約者が特定法人に該

当する場合における当該特定法人に係る実
質的支配者の住所等所在地国と認められる
国又は地域の再特定手続
イ　報告金融機関等の保存している記録に

あった法人既存特定取引契約者に係る実
質的支配者の住所等所在地国情報に基づ
き当該実質的支配者の住所等所在地国と
認められる国又は地域が特定された場合
の再特定手続
　上記 1 ⑵①ロロⅱⅰ、イ又は下記ロに
よりその保存している記録にあった法人
既存特定取引契約者に係る実質的支配者
の住所等所在地国情報に基づき当該法人
既存特定取引契約者に係る実質的支配者
の住所等所在地国と認められる国又は地
域の特定をした報告金融機関等は、その
保存している記録に追加される当該法人
既存特定取引契約者に係る実質的支配者
の住所等所在地国と認められる国又は地
域が当該特定をした国又は地域と異なる
ことを示す住所等所在地国情報を取得し
た場合には、任意届出書の提出を受けた
場合を除き、その取得の日の属する年の
12月31日又はその取得の日から 3 月を経
過する日のいずれか遅い日までに、当該
法人既存特定取引契約者に対し、任意届
出書の提出及び居住地国確認書類の提示
をするよう求めなければならないことと
され、当該任意届出書の提出及び当該居
住地国確認書類の提示がなかったときは、
当該特定をした当該法人既存特定取引契
約者に係る実質的支配者の住所等所在地
国と認められる国又は地域に代えて、当
該住所等所在地国情報に基づき当該法人
既存特定取引契約者に係る実質的支配者
の住所等所在地国と認められる国又は地
域を特定しなければならないこととされ
ています（旧実特法10の 5 ⑥、旧実特令
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6 の 5 ①一⑪、旧実特規16の 6 ①）。
ロ　報告金融機関等の保存している確認記

録等に基づき法人既存特定取引契約に係
る実質的支配者の住所等所在地国と認め
られる国又は地域が特定された場合の再
特定手続
　上記 1 ⑵①ロロⅱⅱによりその保存し
ている確認記録等に基づき法人既存特定
取引契約者に係る実質的支配者の住所等
所在地国と認められる国又は地域の特定
をした報告金融機関等は、当該確認記録
等に当該特定をした国又は地域と異なる
ことを示す住所等所在地国情報を取得し
た場合には、任意届出書の提出を受けた
場合を除き、その取得の日の属する年の
12月31日又はその取得の日から 3 月を経
過する日のいずれか遅い日までに、当該
法人既存特定取引契約者に対し、任意届
出書の提出及び居住地国確認書類の提示
をするよう求めなければならないことと
され、当該任意届出書の提出及び当該居
住地国確認書類の提示がなかったときは、
当該特定をした当該法人既存特定取引契
約者に係る実質的支配者の住所等所在地
国と認められる国又は地域に代えて、当
該住所等所在地国情報に基づき当該法人
既存特定取引契約者に係る実質的支配者
の住所等所在地国と認められる国又は地
域を特定しなければならないこととされ
ています（旧実特法10の 5 ⑥、旧実特令
6 の 5 ①一⑫、旧実特規16の 6 ①）。

③　その他
イ　 2 以上の特定取引に係る特定取引契約資

産額の合算
　報告金融機関等は、上記①ハの特定手続
を適用する場合には、上記 1 ⑵①ハイと同
様、同一の者との間で締結されている特定
取引に係る契約があるかどうかの確認及び
2 以上の特定取引に係る特定取引契約資産

額の合算をすることとされています（旧実
特令 6 の 5 ⑭）。

ロ　特定対象者の生年月日等を保有していな
い場合における報告金融機関等による情報
取得努力義務
　報告金融機関等は、上記①又は②により
特定対象者の住所等所在地国と認められる
国又は地域（外国に限ります。）の特定を
した場合において、その保存している記録
に、当該特定対象者の生年月日及び外国納
税者番号等がないときは、上記 1 ⑵①ハロ
と同様、これらの情報を取得するための措
置をとらなければならないこととされてい
ます（旧実特令 6 の 5 ⑭）。

3 　報告金融機関等の報告事項の提供

　報告金融機関等は、その年の12月31日において、
当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じ
て特定取引を行った者（一定の者を除きます。）
が報告対象契約を締結している場合には、その報
告対象契約ごとに、特定対象者の氏名又は名称、
住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、特
定居住地国、外国の納税者番号及び当該報告対象
契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又
は譲渡による収入金額等一定の事項（以下「報告
事項」といいます。）を、その年の翌年 4 月30日
ま で に、 そ の 報 告 事 項 を 電 子 情 報 処 理 組 織

（e-Tax）を使用して送付する方法又はその報告
事項を記録した光ディスク等を提出する方法のい
ずれかの方法により所轄税務署長に提供しなけれ
ばならないこととされています（旧実特法10の 6
①）。

（注）　「特定居住地国」とは、次に掲げる国又は地域

をいいます（旧実特法10の 6 ①）。

㋑ 　新規届出書等に特定対象者の居住地国とし

て記載された国又は地域

㋺ 　上記 1 ⑵①又は上記 2 ⑵により特定対象者

の住所等所在地国と認められる国又は地域と

して特定された国又は地域
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⑴　報告対象外となる者の範囲
　本制度による報告対象外となる者は、上記 1
⑴①ハイⅰからⅲまで及びⅶに掲げる者とされ
ています（旧実特令 6 の12①）。

⑵　報告対象契約の意義
　「報告対象契約」とは、特定取引に係る契約
のうち次に掲げるものをいいます（旧実特法10
の 6 ②、旧実特令 6 の12③）。
①　特定居住地国が報告対象国である者（特定

居住地国が報告対象国である組合契約によっ
て成立する組合の特定組合員を含みます。）
が締結しているもの

②　特定居住地国が報告対象国以外の国又は地
域である特定法人で、当該特定法人に係る実
質的支配者の特定居住地国が報告対象国であ
る特定法人が締結しているもの

③　上記①及び②に掲げるもののほか、報告金
融機関等による報告が必要なものとして次に
掲げるもの
イ　上記 1 ⑵①イイⅰⅱ b 又は上記 2 ⑵①

イハⅱによる任意届出書の提出及び居住地
国確認書類の提示の要求をした場合におい
て、当該任意届出書の提出及び当該居住地
国確認書類の提示がなかったときにおける
個人既存低額特定取引契約者の締結する特
定取引に係る契約

ロ　上記 1 ⑵①イロⅰⅱ又は上記 2 ⑵①ロロ
ⅱによる任意届出書の提出及び居住地国確
認書類の提示の要求をした場合において、
当該任意届出書の提出及び当該居住地国確
認書類の提示がなかったときにおける個人
既存高額特定取引契約者の締結する特定取
引に係る契約

⑶　報告対象国の意義
　「報告対象国」とは、租税条約等の相手国等
のうち一定の国又は地域をいい（旧実特法10の
6 ②一）、具体的には、88か国・地域が定めら
れています（旧実特規16の12⑧、別表）。

⑷　報告事項の範囲
　報告金融機関等が報告すべき事項は、次に掲
げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
とされています（旧実特規16の12①）。
①　報告対象契約が上記⑵①又は②に掲げる契

約に該当する場合��次に掲げる事項
イ　報告対象契約に係る特定取引を行った者
（特定取引を行った者が特定組合員である
場合にあっては、当該特定取引をその業務
として行う当該特定組合員が締結している
組合契約によって成立する組合。①におい
て同じです。）の氏名、住所及び生年月日
又は名称及び本店若しくは主たる事務所の
所在地（報告金融機関等が保有している場
合に限ります。）

ロ　報告対象契約に係る特定取引を行った者
の特定居住地国の名称及びその者が当該特
定居住地国（外国に限ります。）において
納税者番号を有する場合には、当該納税者
番号（報告金融機関等が保有している場合
に限ります。）

ハ　報告対象契約に係る特定取引を行った者
が特定法人である場合において、実質的支
配者（特定居住地国が報告対象国である者
に限ります。）があるときは、当該実質的
支配者に係る上記イ及びロに掲げる事項

ニ　上記ハの場合において、特定法人が内国
法人であるときは、当該特定法人の法人番
号（当該特定法人が法人番号を有する場合
に限ります。）

ホ　報告対象契約に係る特定取引が上記 1 ⑴
①ロイⅶに掲げる信託に係る契約の締結で
ある場合には、当該信託の受益者（特定居
住地国が報告対象国である者に限ります。）
に係る上記イ及びロに掲げる事項

ヘ　報告金融機関等が報告対象契約を識別す
るために用いる番号、記号その他の符号

ト　その年の12月31日における報告対象契約
に係る資産の価額

チ　その年における報告対象契約に係る資産
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の運用、保有又は譲渡による収入金額及び
その種別

リ　上記ト及びチに掲げる事項の金額を表示
する通貨の種類

ヌ　その他参考となるべき事項
②　報告対象契約が上記⑵③に掲げる契約であ

る場合　次に掲げる事項
イ　上記①イに掲げる事項
ロ　当該報告対象契約が上記⑵③に掲げる契

約に該当する旨

4 　報告金融機関等による記録の作成及び
保存

⑴　概要
　報告金融機関等は、次に掲げる場合には、特
定対象者の特定居住地国に関する事項等一定の
事項に関する記録を、文書、電磁的記録又はマ
イクロフィルムを用いて作成しなければならな
いこととされています（旧実特法10の 7 ①、旧
実特規16の13①）。
①　新規届出書等の提出を受けた場合
②　上記 1 ⑵①若しくは上記 2 ⑵による特定対

象者の住所等所在地国と認められる国若しく
は地域の特定を行った場合

　また、報告金融機関等は、その作成した記録
を、当該記録に係る特定取引に係る契約が終了
した日等一定の日の属する年の翌年から 5 年間、
保存しなければならないこととされています

（旧実特法10の 7 ②、旧実特規16の13③）。

⑵　記録事項の範囲
　報告金融機関等が記録すべき事項は、次に掲
げる事項とされています（旧実特規16の13②）。
①　新規届出書等の提出に関する次に掲げる事

項
イ　新規届出書等の提出を受けた年月日
ロ　新規届出書等に記載された事項（当該新

規届出書等を文書、電磁的記録又はマイク
ロフィルムを用いて上記の記録に添付する
場合を除きます。）

ハ　任意届出書の提出を受けた場合には、そ
の提出の際に提示を受けた居住地国確認書
類の種別

②　住所等所在地国と認められる国又は地域の
特定に関する次に掲げる事項
イ　特定を行った年月日及び行った手続の内

容
ロ　特定を行った特定取引に係る特定対象者

の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは
主たる事務所の所在地

ハ　報告金融機関等が当該特定を行った特定
取引に係る契約を識別するために用いる番
号、記号その他の符号

ニ　特定を行った特定取引に係る特定対象者
の住所等所在地国と認められる国又は地域
が特定された場合には、特定された国又は
地域の名称及びその特定の基礎となった情
報

ホ　特定を行った特定取引に係る特定対象者
の住所等所在地国と認められる国又は地域
が特定されなかった場合には、その旨（上
記 3 ⑵③に掲げる契約に該当する場合には、
その旨）

③　報告事項を提供した年月日及びその報告事
項

④　その他参考となるべき事項

5 　その他

⑴　報告金融機関等の報告事項の提供に係る税務
職員の質問検査権
　国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、上
記 4の報告事項の提供に関する調査について必
要があるときは、当該報告事項の提供をする義
務がある者に質問し、その者の報告対象契約に
関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当
該物件（その写しを含みます。）の提示若しく
は提出を求めることができるほか、報告事項の
提供に関する調査について必要があるときは、
当該調査において提出された物件を留め置くこ
とができることとされています（旧実特法10の

─ 526 ─

――国際課税関係の改正――



8 ①②、旧実特規16の14）。

⑵　罰則
　新規届出書等及び上記 4の報告事項の提供に
関しては、本制度の実効性を担保するため、次
のいずれかに該当する者は、 6 月以下の懲役又
は50万円以下の罰金を科することとされていま
す（旧実特法13④）。
①　上記⑴の当該職員の質問に対して答弁せず、

若しくは偽りの答弁をし、又は上記⑴の検査
を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

②　上記⑴の物件の提示又は提出の要求に対し、
正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの
記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物
件（その写しを含みます。）を提示し、若し
くは提出した者

③　新規届出書を特定取引の際に報告金融機関
等の営業所等の長に提出せず、若しくは新規
届出書等に偽りの記載をして報告金融機関等
の営業所等の長に提出した者又は上記 1 ⑴①

（注）、上記 1 ⑵②イ（注）若しくは上記 2 ⑴
①（注）による電磁的方法により偽りの事項
を提供した者（これらの者のうち上記 1 ⑴①
ホイに掲げる者（これらの者が特定組合員で
ある場合にあっては、その締結している組合
契約によって成立する組合の居住地国が上記
1 ⑴①ホイに定める外国である場合における
当該特定組合員）に限ります。）

④　報告事項をその提供の期限までに上記 3の
方法により税務署長に提供せず、又は上記 3
の方法により偽りの事項を税務署長に提供し
た者

㈡　改正の内容

1　改正の背景・趣旨等

　非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のた
めの報告制度は、平成27年度税制改正において、
金融機関の負担等を考慮しつつ、共通報告基準に
従った情報交換を実施する観点から整備され、我

が国は、昨年に 2 回目となる金融口座情報の自動
的交換を行っているところです。
　我が国の報告制度を含む各国の法制度について
は、本年より、161の国・地域が参加する「税の
透明性と情報交換に関するグローバル・フォーラ
ム」において、各国・地域の法制度の相互審査が
行われます。
　そこで、今般の改正において、相互審査に先立
ち、その事前協議等を踏まえ、我が国の非居住者
に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制
度が共通報告基準により忠実に従ったものとなる
よう必要な見直しを行うこととされました。

2 　改正の内容（令和 2年 4月 1日施行分）

⑴　居住地国等の特定手続
①　新規特定取引に関する特定手続

イ　新規特定取引を行う者による新規届出書
の提出
イ　特定取引から除外される取引の範囲

　報告を免れるおそれがないものとして
特定取引から除外される取引の範囲につ
いて、次の見直しを行うこととされまし
た。
ⅰ　特定取引から除外される取引の範囲

から、ストックオプション税制の適用
を受けて取得される株式に係る取引が
除外されました。具体的には、次に掲
げる取引のうち、租税特別措置法第29
条の 2 第 1 項｟特定の取締役等が受け
る新株予約権の行使による株式の取得
に係る経済的利益の非課税等｠の規定
によりその取得に係る経済的利益につ
いて所得税を課さないこととされる株
式に係るものが除外されました（旧実
特規16の 8 ①五ロ）。
ⅰ　社債、株式等の振替に関する法律

第12条第 1 項｟口座の開設及び振替
口座簿の備付け｠又は第44条第 1 項

｟口座管理機関の口座の開設｠の規
定による同法第 2 条第 1 項｟定義｠
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に規定する社債等の振替を行うため
の口座の開設を受けることを内容と
する契約の締結

ⅱ　金銭又は金融商品取引法第 2 条第
1 項｟定義｠に規定する有価証券の
預託をすることを内容とする契約の
締結

（注）　上記により新たに特定取引に該当

することとなった取引については、

当該取引に係る特定対象者の住所等

所在地国と認められる国又は地域の

特定手続に関する経過措置が設けら

れています。この経過措置の詳細は、

下記㈢ 1 ⑴を参照してください。

ⅱ　準拠法により事業体とされる遺産に
関する新規届出書の記載事項及び報告
事項の見直しに併せて、特定取引から
除外される取引の範囲に、上記㈠ 1⑴
①ロイからニまでに掲げる取引のうち、
次に掲げるものに係るものが追加され
ました（実特規16の 8 ①七）。
ⅰ　報告金融機関等との間でその営業

所等を通じて当該取引を行う者（内
国法人に限るものとし、特定組合員
等に相当する者を除きます。）が遺
産法人等（当該遺産法人等に係る被
相続人の居住地国が我が国である場
合における当該遺産法人等に限りま
す。）である場合における当該取引
に係る契約

（注）　「遺産法人等」とは、遺産の準

拠法によって被相続人の遺産が法

人等とされるものをいいます。な

お、「法人等」の意義については、

下記ニⅰ（注）を参照してくださ

い。

ⅱ　報告金融機関等との間でその営業
所等を通じて当該取引に係る契約を
締結していた者（個人に限るものと
し、特定組合員等である者を除きま

す。ⅱにおいて同じです。）が死亡
した場合において、当該個人（被相
続人）に係る遺産（当該取引に係る
契約に係るものに限ります。）が遺
産法人等であるとき（当該報告金融
機関等が当該個人の死亡診断書、死
体検案書その他当該個人の死亡の事
実及び死亡の年月日を証明すること
ができる書類又はその写しのいずれ
かを取得しているときに限ります。）
における当該取引に係る契約

ロ　特定対象者の意義
　「特定対象者」とは、特定取引を行う
者（ただし、①特定取引を行う者が特定
法人である場合において、当該特定法人
に係る実質的支配者があるときは、当該
特定法人及びその実質的支配者とされ、
②特定取引を行う者が特定組合員等（信
託の受託者にあっては、当該信託が外国
に税務上の居住地を有する法人等に該当
する場合における当該受託者に限りま
す。）である場合には、当該特定取引を
その業務として行う当該特定組合員等に
係る下記ⅱⅰからⅲまでに掲げるものと
されます。）とされました（実特法10の
5 ①）。

（注）　「外国に税務上の居住地を有する法人

等」とは、下記ニⅰに掲げる法人等を

いいます。

ⅰ　特定法人の意義
　特定法人の対象外とされる上記㈠ 1
⑴①ハイⅶに掲げる法人の範囲から、
外国の法令に準拠して設立された法人

（外国報告金融機関等を除きます。）で
上記㈠ 1⑴①ハイⅵに掲げる法人に類
するもの及び外国報告金融機関等（こ
れらのうち外国（報告対象国を除きま
す。）の法令に準拠して設立された上
記㈠ 1⑴①イニⅱ又はⅲに掲げる者に
類するものに限ります。）が除外され
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ました（実特令 6 の 8 ①七）。
（注）　「報告対象国」は、令和元年12月

31日現在、次の租税条約等の相手国

等を加えた94か国・地域とされてい

ます（実特規別表六・十五・十九・

二十三・五十六・七十四）。

ⅰ　アルバニア

ⅱ　エクアドル

ⅲ　オマーン

ⅳ　カザフスタン

ⅴ　ドミニカ

ⅵ　ペルー

　我が国においては、令和 2 年 4 月

30日までに報告金融機関等から令和

元年分として94か国・地域の非居住

者に係る金融口座情報の提供を受け

ることが可能となり、租税条約等に

基づき、共通報告基準に従った税務

当局間の自動的情報交換が行われる

こととなります。

ⅱ　特定組合員等の意義
　「特定組合員」の範囲に、①特定取
引を組合契約によって成立する組合に
準ずる事業体の業務として行う者及び
②信託の受託者であって、特定取引を
当該信託の業務として行うものを追加
した上で、これを「特定組合員等」と
定義されました。具体的には、「特定

組合員等」とは、次に掲げるもの（以
下「組合等」といいます。）の区分に
応じそれぞれ次に定める者とされてい
ます（実特法10の 5 ⑧六）。
ⅰ　組合契約によって成立する組合

��組合契約を締結している組合員
（匿名組合契約等にあっては、匿名
組合契約等に基づいて出資を受ける

CRSに従った自動的情報交換の「報告対象国」一覧表（令和元年12月31日現在）

①　アイスランド
②　アイルランド
③　アゼルバイジャン
④　アルゼンチン
⑤　アルバ
⑥　アルバニア
⑦　 アンティグア・バーブーダ
⑧　アンドラ
⑨　イスラエル
⑩　イタリア
⑪　インド
⑫　インドネシア
⑬　ウルグアイ
⑭　英国
⑮　エクアドル
⑯　エストニア
⑰　オーストラリア
⑱　オーストリア
⑲　オマーン
⑳　オランダ
�　ガーナ
�　ガーンジー
�　カザフスタン
�　カナダ

�　キプロス
�　キュラソー
�　ギリシャ
�　クック
�　グリーンランド
�　グレナダ
�　クロアチア
�　コスタリカ
�　コロンビア
�　サウジアラビア
�　サモア
�　サンマリノ
�　ジブラルタル
�　ジャージー
�　シンガポール
�　スイス
�　スウェーデン
�　スペイン
�　スロバキア
�　スロベニア
�　セーシェル
�　 セントクリストファー・ネービス
�　セントビンセント
�　セントマーチン

�　セントルシア
�　大韓民国
�　チェコ
�　中華人民共和国
�　チリ
�　デンマーク
�　ドイツ
�　ドミニカ
�　トルコ
�　ナイジェリア
�　ニウエ
�　ニュージーランド
�　ノルウェー
�　パキスタン
�　パナマ
�　バヌアツ
�　バルバドス
�　ハンガリー
�　フィンランド
�　フェロー諸島
�　ブラジル
�　フランス
�　ブルガリア
�　ブルネイ

�　ベリーズ
�　ペルー
�　ベルギー
�　ポーランド
�　ポルトガル
�　香港
�　マカオ
�　マルタ
�　マレーシア
�　マン島
�　南アフリカ共和国
�　メキシコ
�　モーリシャス
�　モナコ
�　モントセラト
�　ラトビア
�　リトアニア
�　リヒテンシュタイン
�　ルーマニア
�　ルクセンブルク
�　レバノン
�　ロシア
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者）であって、特定取引を当該組合
契約によって成立する組合の業務と
して行うもの

ⅱ　上記ⅰに掲げる組合に準ずる事業
体��特定取引を当該事業体の業務
として行う者

ⅲ　信託��信託の受託者であって、
特定取引を当該信託の業務として行
うもの

ハ　新規届出書の記載事項
　新規届出書に記載すべき事項について、
特定対象者の意義の見直しに伴い、また、
準拠法により事業体とされる遺産に関す
る記載事項を追加する観点から、次の見
直しが行われました（実特規16の 2 ①）。
ⅰ　上記㈠ 1⑴①ニイからニまでに掲げ

る事項は、それぞれ次に掲げる事項と
されました（実特規16の 2 ①一～四）。
ⅰ　特定取引を行う者（特定取引を行

う者が特定組合員等である場合には、
当該特定取引をその業務として行う
当該特定組合員等に係る組合等とさ
れます。ⅱ及びⅲにおいて同じで
す。）の氏名、住所及び生年月日又
は名称及び本店若しくは主たる事務
所の所在地

ⅱ　特定取引を行う者（次に掲げる場
合には、それぞれ次に定めるものと
されます。）の居住地国の名称及び
当該居住地国（外国に限ります。）
においてその者の納税者番号がある
場合には、当該納税者番号
ａ 　特定取引を行う者が特定組合員

等（外国に税務上の居住地を有す
る法人等に該当する信託以外の信
託の受託者に限ります。以下「特
定信託受託者」といいます。）で
ある場合��当該特定信託受託者

ｂ 　特定取引を行う者（当該特定取
引を行う者が特定組合員等以外の

者である場合には法人に限るもの
とされ、当該特定取引を行う者が
特定組合員等である場合には当該
特定組合員等に係る組合等とされ
ます。ⅱにおいて同じです。）が
遺産法人等である場合��当該遺
産法人等に係る被相続人

ⅲ　特定取引を行う者の住所又は本店
若しくは主たる事務所の所在する国
又は地域と上記ⅱの居住地国とが異
なる場合には、その事情の詳細

ⅳ　特定取引を行う者が特定組合員等
である場合には、当該特定組合員等
の氏名又は名称及び住所又は本店若
しくは主たる事務所の所在地（当該
特定組合員等が特定信託受託者であ
る場合には、その旨を含みます。）

ⅱ　新規届出書に記載すべき事項に、特
定取引を行う者が遺産法人等である場
合には、当該遺産法人等に係る被相続
人の氏名、その死亡の時における住所
及び生年月日が追加されました（実特
規16の 2 ①五）。

（注 1 ）　上記ⅰⅱｂ及びⅱの準拠法により

事業体とされる遺産に関する事項の

新規届出書の記載事項への追加は、

共通報告基準上、「報告対象国の居住

者であった故人の遺産（an estate of 

a decedent that was a resident of a 

Reportable Jurisdiction）」は「報告

対象国の者（Reportable Jurisdiction 

Person）」とされていることに対応

する観点から措置されています。
（注 2 ）　新規届出書の記載事項の見直しに

伴い、任意届出書及び異動届出書の

記載事項についても同様の見直しが

行われることとなります（実特法10

の 5 ③、実特規16の 5 ①）。

ニ　居住地国の意義
　上記ロⅱの特定組合員等の意義に関す
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る改正に伴い、組合契約によって成立す
る組合に準ずる事業体及び信託の居住地
国を追加すると共に、外国に税務上の居
住地を有しない法人等の居住地国が追加
されました。具体的には、「居住地国」
とは、次に掲げるものの区分に応じそれ
ぞれ次に定める国又は地域をいうことと
されました（実特法10の 5 ⑧七）。
ⅰ　外国の法令において、当該外国に住

所を有し、若しくは一定の期間を超え
て居所を有し、若しくは本店若しくは
主たる事務所若しくはその事業が管理
され、かつ、支配されている場所を有
することその他当該外国にこれらに類
する場所を有することにより、又は当
該外国の国籍を有することその他これ
に類する基準により、所得税又は法人
税に相当する税を課されるものとされ
ている個人（租税条約の規定により当
該租税条約の相手国等の居住者でない
ものとみなされる居住者を除きます。）
又は法人等��当該外国

（注）　「法人等」とは、法人又は組合等

をいい、共通報告基準上の「事業体

（entity）」に対応する定義規定を設

ける観点から定義されています。

ⅱ　外国にその財務及び営業又は事業の
方針につき実質的な決定が行われてい
る場所が所在する法人等（上記ⅰに掲
げるもの、内国法人及び信託を除きま
す。）��当該外国

（注）　「財務及び営業又は事業の方針に

つき実質的な決定が行われている場

所」は、共通報告基準上の「その事

業の実質的な管理の場所（its place 

of effective management）」 に 相 当

するものとして規定されています。

ⅲ　居住者又は法人等（上記ⅰ及びⅱに
掲げるもの並びに信託を除きます。）
��我が国

ロ　新規届出書の提出をする者が内国法人で
ある特定法人の場合における法人番号確認
書類の提示及び報告金融機関等による法人
番号の確認
　法人番号が、番号利用法の規定に基づき
国税庁の法人番号公表サイトにおいて公表
されており、広く一般に閲覧可能な情報で
あることに加え、既に金融機関等が顧客の
本人確認を行う規定が設けられている犯罪
による収益の移転防止に関する法律におい
ても、法人番号公表サイトや登記情報提供
サービスといった公表されている法人情報

（名称、住所等）の活用による本人確認を
簡素化する措置が講じられていること等を
踏まえ、報告金融機関等における本人確認
等の事務負担の軽減を図る観点から、新規
届出書を提出する内国法人である特定法人
が特定取引をする際、その提出を受けた報
告金融機関等が当該新規届出書に記載があ
った事項につき法人番号公表サイトに公表
された法人情報により確認をした場合には、
その提出をする特定法人については、本人
確認書類の提示を要しないこととする等の
改正が行われました。
イ　行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律の規
定により公表された法人情報による新規
届出書の記載事項の確認を受けた場合の
本人確認書類の提示の特例
　新規届出書の提出をする者（内国法人
である特定法人のうち、当該特定法人に
係る実質的支配者（居住地国が外国であ
るものに限ります。）があるものに限り
ます。以下ロにおいて同じです。）で法
人番号保有者に該当するものが、特定取
引を行う際、その提出する報告金融機関
等の営業所等の長が、当該新規届出書に
記載された名称、本店又は主たる事務所
の所在地及び法人番号につき、行政手続
における特定の個人を識別するための番
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号の利用等に関する法律第39条第 4 項
｟通知等｠の規定により公表された当該
提出をする者の名称、本店又は主たる事
務所の所在地及び法人番号と同じである
ことの確認をした場合には、①当該提出
をする者は、当該報告金融機関等の営業
所等の長に対しては、法人番号確認書類
の提示を要しないものとし、②当該報告
金融機関等の営業所等の長は、上記㈠ 1
⑴②による確認を要しないものとする特
例が創設されました（実特令 6 の 2 ②）。
　なお、「法人番号保有者」とは、行政
手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律第39条第 4
項に規定する法人番号保有者をいいます。

ロ　登記情報提供サービスにより提供を受
けた登記情報による新規届出書の記載事
項の確認をした場合の法人確認書類の提
示の特例
　新規届出書の提出をする者がその提出
する報告金融機関等の営業所等の長に特
定取引を行う際、当該報告金融機関等の
営業所等の長が、当該新規届出書に記載
された名称及び本店又は主たる事務所の
所在地につき、指定法人から送信を受け
た登記情報に記録された当該提出をする
者の名称及び本店又は主たる事務所の所
在地と同じであることの確認をした場合
には、当該提出をする者は、当該報告金
融機関等の営業所等の長に、法人確認書
類の提示をしたものとみなすこととされ
ました（実特規16の 2 ⑥）。
　なお、「指定法人」とは、電気通信回
線による登記情報の提供に関する法律第
3 条第 2 項｟指定等｠に規定する指定法
人をいい、「登記情報」とは、同法第 2
条第 1 項｟定義等｠に規定する登記情報
をいいます。

（注）　既存特定取引を行った者又は新規届出

書若しくは任意届出書を提出した者が内

国法人である特定法人の場合における法

人番号通知書等の提示及び報告金融機関

等による法人番号の確認についても、上

記イ及びロと同様の特例が創設されてい

ます（実特令 6 の 4 ②、実特規16の 4 ⑤、

16の 5 ③）。

②　既存特定取引に関する特定手続
イ　報告金融機関等による特定対象者の住所

等所在地国と認められる国又は地域の特定
手続
イ　法人既存特定取引契約者の本店所在地

国と認められる国又は地域の特定手続
　特定組合員等の意義に関する改正に伴
い、法人既存特定取引契約者等が信託に
該当する場合の本店所在地国情報が追加
されました。具体的には、法人既存特定
取引契約者の本店所在地国と認められる
国又は地域の特定の基因となる「本店所
在地国情報」とは、次に掲げるものの区
分に応じそれぞれ次に定める場所とされ
ました（実特規16の 3 ⑤）。
ⅰ　法人既存特定取引契約者等（ⅱに掲

げるものを除きます。）��本店又は
主たる事務所の所在地、その事業が管
理され、かつ、支配されている場所そ
の他これらに類する場所

ⅱ　法人既存特定取引契約者等（信託に
限ります。ⅱにおいて「特定信託」と
いいます。）��次に掲げる場合の区
分に応じそれぞれ次に定める場所
ⅰ　特定信託が外国に税務上の居住地

を有する法人等に該当する場合��
当該法人等の居住地国とされる国又
は地域に所在する本店又は主たる事
務所の所在地、その事業が管理され、
かつ、支配されている場所その他こ
れらに類する場所

ⅱ　特定信託が外国に税務上の居住地
を有する法人等に該当しない場合
��当該特定信託の受託者であって、
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特定取引を当該特定信託の業務とし
て行うものの本店又は主たる事務所
の所在地（その者が個人である場合
には、住所又は居所）、その事業が
管理され、かつ、支配されている場
所その他これらに類する場所

ロ　その他
ⅰ　 2 以上の特定取引に係る特定取引契

約資産額の合算
　報告金融機関等は、①特定取引デー
タベースを検索する方法及び特定業務
担当者（いわゆるリレーションシッ
プ・マネージャー）から聴取する方法
により、 2 以上の者（既存特定取引契
約者及び当該既存特定取引契約者以外
の者）と報告金融機関等との間で締結
されている特定取引に係る契約（例：
いわゆる共同保有口座）があるかどう
か、②特定取引データベースを検索す
る方法により、報告金融機関等に係る
関連事業体と既存特定取引契約者との
間で締結されている特定取引に係る契
約があるかどうか、③特定業務担当者
から聴取する方法により、個人既存特
定取引契約者がその事業経営を実質的
に支配することが可能となる法人が行
った特定取引に係る契約があるかどう
かについても、それぞれ確認を行うこ
ととされ、当該確認がされた場合には、
これらの特定取引についても、特定取
引契約資産額の合算の対象とされまし
た。具体的には、報告金融機関等は、
次に掲げる方法により、当該報告金融
機関等との間でその営業所等を通じて
特定取引に係る契約を締結している個
人既存特定取引契約者又は法人既存特
定取引契約者（ⅰにおいて「既存特定
取引契約者」といいます。）に係るそ
れぞれ次に定める契約（法人既存特定
取引契約者にあっては、ⅰに定める契

約に限ります。ⅰにおいて「合算対象
特定取引契約」といいます。）がある
かどうかを確認しなければならないこ
ととされ、当該既存特定取引契約者に
係る合算対象特定取引契約があること
が確認された場合には、当該既存特定
取引契約者に係る特定取引契約資産額
は、当該特定取引に係る契約及び当該
合算対象特定取引契約に係る特定取引
契約資産額の合計額とされました（実
特令 6 の 3 ⑲）。
ⅰ　報告金融機関等の保有する特定取

引データベースを検索する方法��
次に掲げる契約
ａ　報告金融機関等との間で締結し

ている他の特定取引に係る契約
（注）　「他の特定取引」には、報告

金融機関等と一の者との間で締

結している他の特定取引のほか、

報告金融機関等と複数の者との

間で締結している他の特定取引

（例：いわゆる共同保有口座）

が含まれます。

ｂ　報告金融機関等（法人に限りま
す。（注 1 ）において同じです。）
に係る関連事業体との間で締結し
ている特定取引に係る契約

（注 1 ）　「関連事業体」とは、報告

金融機関等と他の法人との間

に次に掲げる関係がある場合

における当該他の法人（報告

金融機関等及び外国の法令に

準拠して設立された法人で外

国報告金融機関等（報告金融

機関等で、外国の法令に準拠

して設立された法人であるも

のをいいます。）以外のもの

のうち報告金融機関等に類す

るものに限ります。）をいい

ます。
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⒜ 　いずれか一方の法人が他

方の法人を直接又は間接に

支配する関係（注 2 ）

⒝ 　同一の者が当該報告金融

機関等及び当該他の法人を

直接又は間接に支配する関

係（注 2 ）
（注 2 ）　上記（注 1 ）の「直接又は

間接に支配する関係」とは、

一方の法人と他方の法人との

間に当該他方の法人が次に掲

げる法人に該当する関係があ

る場合における当該関係をい

います（実特令 6 の 3 ⑳）。

ⓐ 　当該一方の法人が法人を

支配している場合（注 3 ）

における当該法人（例：子

会社）

ⓑ 　上記ⓐに掲げる法人又は

当該一方の法人及び上記ⓐ

に掲げる法人が他の法人を

支配している場合（注 3 ）

における当該他の法人（例：

孫会社）

ⓒ 　上記ⓑに掲げる法人又は

当該一方の法人及び上記ⓐ

又はⓑに掲げる法人が他の

法人を支配している場合

（注 3 ）における当該他の

法人（例：曾孫会社）
（注 3 ）　上記（注 2 ）ⓐの「法人を

支配している場合」又は上記

（注 2 ）ⓑ及びⓒの「他の法

人を支配している場合」とは、

他の法人の発行済株式の過半

を有する場合、他の法人の重

要事項に関する議決権の過半

を有する場合等をいいます

（実特令 6 の 3 �、法令 4 ③）。

ⅱ　報告金融機関等の特定業務担当者

から聴取をする方法��次に掲げる
契約
ａ　報告金融機関等との間で締結し

ている他の特定取引に係る契約
ｂ　個人既存特定取引契約者がその

事業経営を実質的に支配すること
が可能となる関係にある法人が当
該報告金融機関等との間で締結し
ている特定取引に係る契約

（注）　「その事業経営を実質的に支

配することが可能となる関係に

ある法人」は、個人既存特定取

引契約者が犯罪による収益の移

転防止に関する法律施行規則第

11条第 2 項各号｟実質的支配者

の確認方法等｠に定める者に該

当する場合における当該各号に

定める者に係る当該各号に掲げ

る法人とされています（実特規

16の 3 ⑨）。
（参考）　犯罪による収益の移転防止に関する法律

施行規則（平成20年内閣府・総務省・法務

省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経

済産業省・国土交通省令第 1 号）（抄）

（実質的支配者の確認方法等）

第11条　省　略

2 　法第 4 条第 1 項第 4 号及び令第12条第

3 項第 3 号に規定する主務省令で定める

者（以下「実質的支配者」という。）は、

次の各号に掲げる法人の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める者とする。

一　株式会社、投資信託及び投資法人に

関する法律（昭和26年法律第198号）第

2 条第12項に規定する投資法人、資産

の流動化に関する法律（平成10年法律

第105号）第 2 条第 3 項に規定する特定

目的会社その他のその法人の議決権（会

社法第308条第 1 項その他これに準ずる

同法以外の法令（外国の法令を含む。）

の規定により行使することができない
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とされる議決権を含み、同法第423条第

1 項に規定する役員等（会計監査人を

除く。）の選任及び定款の変更に関する

議案（これらの議案に相当するものを

含む。）の全部につき株主総会（これに

相当するものを含む。）において議決権

を行使することができない株式（これ

に相当するものを含む。以下この号に

おいて同じ。）に係る議決権を除く。以

下この条において同じ。）が当該議決権

に係る株式の保有数又は当該株式の総

数に対する当該株式の保有数の割合に

応じて与えられる法人（定款の定めに

より当該法人に該当することとなる法

人を除く。以下この条及び第14条第 3

項において「資本多数決法人」とい

う。）のうち、その議決権の総数の 4 分

の 1 を超える議決権を直接又は間接に

有していると認められる自然人（当該

資本多数決法人の事業経営を実質的に

支配する意思又は能力を有していない

ことが明らかな場合又は他の自然人が

当該資本多数決法人の議決権の総数の

2 分の 1 を超える議決権を直接若しく

は間接に有している場合を除く。）があ

るもの　当該自然人

二　資本多数決法人（前号に掲げるもの

を除く。）のうち、出資、融資、取引そ

の他の関係を通じて当該法人の事業活

動に支配的な影響力を有すると認めら

れる自然人があるもの　当該自然人

三　資本多数決法人以外の法人のうち、

次のイ又はロに該当する自然人がある

もの　当該自然人

イ　当該法人の事業から生ずる収益又

は当該事業に係る財産の総額の 4 分

の 1 を超える収益の配当又は財産の

分配を受ける権利を有していると認

められる自然人（当該法人の事業経

営を実質的に支配する意思又は能力

を有していないことが明らかな場合

又は当該法人の事業から生ずる収益

若しくは当該事業に係る財産の総額

の 2 分の 1 を超える収益の配当若し

くは財産の分配を受ける権利を有し

ている他の自然人がある場合を除く。）

ロ　出資、融資、取引その他の関係を

通じて当該法人の事業活動に支配的

な影響力を有すると認められる自然

人

四　前 3 号に定める者がない法人　当該

法人を代表し、その業務を執行する自

然人

3 ・ 4 　省　略

　なお、 2 以上の者が 1 以上の他の
者との間で締結している特定取引に
係る契約は、上記の特定取引に係る
契約及び既存特定取引契約者に係る
合算対象特定取引契約に含まれるも
のとされています（実特規16の 3 ⑧）。
　また、特定取引に係る契約が 2 以
上の者と報告金融機関等との間でそ
の営業所等を通じて締結されている
場合には、当該特定取引に係る契約
に係る特定取引契約資産額は、当該
特定取引に係る契約に係る資産の価
額とすることとされています（実特
規16の 3 ⑬）。

（注 1 ）　上記の合算ルールの適用後の

各年の12月31日における特定取引

契約資産額が、個人既存特定取引

契約者については 1 億円を超える

まではより簡便な特定方法による

ことが許容され、法人既存特定取

引契約者については2,500万円を超

えるまでは特定が不要とされます。
（注 2 ）　既存特定取引（既存特定取引

につき任意届出書の提出があった

場合を除きます。）に関する再特定
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手続における 2 以上の特定取引に

係る特定取引契約資産額の合算に

ついても、上記と同様の見直しが

行われています（実特令 6 の 5 ⑭、

実特規16の 6 ⑤）。
（注 3 ）　なお、 2 以上の者（既存特定

取引契約者及び当該既存特定取引

契約者以外の者）と報告金融機関

等との間で締結されている特定取

引に係る契約（例：いわゆる共同

保有口座）が報告対象契約に該当

する場合には、その契約に係る資

産の価額の全額が報告事項とされ

ます（実特規16の12①一ト）。

ⅱ　特定対象者の生年月日等を保有して
いない場合における報告金融機関等に
よる情報取得努力義務
　本情報取得努力義務は、報告金融機
関等により特定がされた住所等所在地
国と認められる国又は地域が報告対象
国である場合に限定することとされる
と共に、特定をした日において当該特
定をした国又は地域が報告対象国に該
当しない場合における本情報取得努力
義務が生じる起算日が当該特定をした
国又は地域が報告対象国に該当するこ
ととなった日とされました。具体的に
は、報告金融機関等は、上記㈠ 1⑵①
イ又はロの特定手続により特定対象者
の住所等所在地国と認められる国又は
地域（外国に限ります。②において同
じです。）の特定をした場合において、
その保存している記録に、当該特定対
象者の生年月日及び外国納税者番号等
がないときは、当該特定をした日（同
日において当該特定をした国又は地域
が報告対象国に該当しない場合にあっ
ては、当該特定をした国又は地域が報
告対象国に該当することとなった日）
から 2 年を経過する日までの間、少な

くとも年 1 回、当該特定対象者に係る
特定取引を行った者に対し、電話、返
送を求める書面の送付その他の方法に
より、これらの情報を取得するために
必要な措置をとらなければならないこ
ととされました（実特令 6 の 3 �、実
特規16の 3 ⑪）。

（注）　既存特定取引（既存特定取引につ

き任意届出書の提出があった場合を

除きます。）に関する再特定手続に

おける特定対象者の生年月日等を保

有していない場合における報告金融

機関等による情報取得努力義務につ

いても、上記と同様の見直しが行わ

れています（実特令 6 の 5 ⑭、実特

規16の 6 ⑤）。

ロ　既存特定取引を行った者による任意届出
書の提出手続における任意届出書の提出を
する者による居住地国確認書類の提示
　上記①イロⅱの特定組合員等の意義に関
する改正に伴い、任意届出書を提出する者
が当該任意届出書の提出をする報告金融機
関等の営業所等の長に提示すべき居住地国
確認書類の範囲に、次に掲げるもの（特定
法人に係る実質的支配者を除きます。）の
区分に応じそれぞれ次に定める書類（その
ものの名称及び主たる事務所の所在地の記
載のあるものに限ります。）が追加されま
した（実特規16の 4 ②五・六）。
イ　上記①イロⅱⅱに掲げる事業体��当

該事業体の上記①イロⅱⅰに掲げる組合
の上記㈠ 1⑵②イハⅳに定める居住地国
確認書類に準ずるもののいずれか

ロ　上記①イロⅱⅲに掲げる信託��当該
信託の次に掲げる書類のいずれか（当該
信託が外国に税務上の居住地を有する法
人等に該当する信託以外の信託（いわゆ
るパス・スルー信託）である場合には、
次に掲げる書類のいずれか及び上記㈠ 1
⑵②イハⅰからⅲまでに掲げる当該信託
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の受託者の区分に応じそれぞれ上記㈠ 1
⑵②イハⅰからⅲまでに定める居住地国
確認書類（当該受託者の氏名又は名称及
び住所又は本店若しくは主たる事務所の
所在地の記載のあるものに限ります。））
ⅰ　信託に係る信託契約書の写しで、そ

の受託者の当該信託のものである旨を
証する事項の記載のあるもの

ⅱ　上記ⅰに掲げる書類のほか、官公署
から発行され、又は発給された書類そ
の他これらに類するもの（報告金融機
関等の営業所等の長に提示する日前 6
月以内に作成されたもの（有効期間又
は有効期限のあるものにあっては、報
告金融機関等の営業所等の長に提示す
る日において有効なもの）に限りま
す。）

⑵　実質的に特定取引を行った者の判定
　特定取引を行ったとみられる者（報告金融機
関等及び外国の法令に準拠して設立された法人
で外国報告金融機関等以外のもののうち報告金
融機関等に類するものを除きます。）が単なる
名義人（外国におけるこれに相当するものを含
みます。）であって、当該特定取引に係る契約
の利益を享受せず、その者以外の者が当該特定
取引に係る契約の利益を享受する場合には、当
該特定取引は、当該利益を享受する者が行った
ものとして、本報告制度を適用する旨が法令上
明確化されました（実特法10の 5 ⑩、実特令 6
の10）。

⑶　報告金融機関等の報告事項の提供
　報告金融機関等により報告すべき報告事項に
ついて、特定対象者の意義の見直しに伴い、ま
た、準拠法により事業体とされる遺産に関する
記載事項を追加する観点から、次の見直しが行
われました。
①　上記㈠ 3⑷①イに掲げる事項は、報告対象

契約に係る特定取引を行った者（次に掲げる

場合には、それぞれ次に定めるものとされま
す。⑶において同じです。）の氏名、住所

（ロに定める者にあっては、その者の死亡の
時における住所とされます。）及び生年月日
又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所
在地（報告金融機関等が保有している場合に
限ります。）とされました（実特規16の12①
一イ）。
イ　報告対象契約に係る特定取引を行った者

が特定組合員等である場合（ロに掲げる場
合を除きます。）��当該報告対象契約に
係る特定取引をその業務として行った当該
特定組合員等に係る組合等

ロ　報告対象契約に係る特定取引を行った者
（①当該報告対象契約に係る特定取引を行
った者が特定組合員等以外の者である場合
には、法人に限るものとされ、②当該報告
対象契約に係る特定取引を行った者が特定
組合員等である場合には、当該特定組合員
等に係る組合等とされます。）が遺産法人
等である場合��当該遺産法人等に係る被
相続人

②　上記㈠ 3⑷①ロに掲げる事項は、報告対象
契約に係る特定取引を行った者（当該報告対
象契約に係る特定取引を行った者が特定信託
受託者である場合には、当該特定信託受託者
とされます。②において同じです。）の特定
居住地国の名称及び当該特定居住地国（外国
に限ります。）において当該特定取引を行っ
た者の納税者番号がある場合には、当該納税
者番号（報告金融機関等が保有している場合
に限ります。）とされました（実特規16の12
①一ロ）。

⑷　報告事項の提供の回避を主たる目的とする行
為等があった場合の特例の創設
　現行の報告制度においては、報告を回避する
目的で特定取引に係る契約に関する行為を行っ
た場合であっても、当該行為に基づく特定手続
及び報告金融機関等による報告がいずれも適法
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であれば、これに対処することができませんで
した。
　そこで、今般の改正において、特定取引を行
った者等が、当該特定取引に係る契約に関する
報告事項について、提供を回避することを主た
る目的の一つとして当該報告事項に係る行為を
行った場合等には、当該行為がなかったもの等
として本制度を適用する旨の規定が創設されま
した（実特法10の 7 ）。

（注）　共通報告基準において、各国は「金融機関・

仲 介 業 者 等（Financial Institutions, persons 

or intermediaries）が報告及びデューデリジ

ェンス手続を回避することを意図した実務を

行うことを防止するルール」を有しなければ

ならない旨が規定されています。なお、共通

報告基準のコメンタリーにおいて、同ルール

が適用され得る事例として、金融機関や個人

等が報告を回避するために年末の金額（例：

年末残高）を操作することなどが挙げられて

います。

①　報告事項の提供の回避を主たる目的の一つ
として当該報告事項に係る行為等を行った場
合
　報告金融機関等との間でその営業所等を通
じて特定取引を行った者若しくはその関係者
又は当該報告金融機関等が、当該特定取引に
係る契約に関する報告事項について、租税条
約等実施特例法第10条の 6 第 1 項の規定によ
る提供を回避することを主たる目的の一つと
して当該報告事項に係る行為を行った場合又
はその行為がなかったならば同項の規定によ
り提供されたであろう報告事項と異なる内容
の報告事項を提供させることを主たる目的の
一つとして当該行為（当該特定取引に係る契
約に関する報告事項に係る行為に限ります。）
を行った場合には、これらの行為がなかった
ものとして、租税条約等実施特例法第10条の
5 及び第10条の 6 の規定を適用することとさ
れました（実特法10の 7 ①）。

②　報告事項の提供の回避を主たる目的の一つ

として当該報告事項に関し通常行われると認
められる行為等を行わなかった場合
　報告金融機関等との間でその営業所等を通
じて特定取引を行った者若しくはその関係者
又は当該報告金融機関等が、当該特定取引に
係る契約に関する報告事項について、租税条
約等実施特例法第10条の 6 第 1 項の規定によ
る提供を回避することを主たる目的の一つと
して当該報告事項に関し通常行われると認め
られる行為を行わなかった場合又はその行為
があったならば同項の規定により提供された
であろう報告事項と異なる内容の報告事項を
提供させることを主たる目的の一つとして当
該行為（当該特定取引に係る契約に関する報
告事項に関し通常行われると認められる行為
に限ります。）を行わなかった場合には、こ
れらの行為があったものとして、租税条約等
実施特例法第10条の 5 及び第10条の 6 を適用
することとされました（実特法10の 7 ②）。

⑸　報告金融機関等による記録の作成及び保存
　報告事項の提供の回避を主たる目的とする行
為等があった場合の特例の創設に伴い、上記㈠
4⑵①から③までに掲げる事項のうち上記⑷の
特例の適用に係るものがある場合には、報告金
融機関等が記録すべき事項に、次に掲げる事項
が追加されました（実特規16の13②四）。
①　上記㈠ 4⑵①から③までに掲げる事項につ

き上記⑷の特例の適用がないものとした場合
における上記㈠ 4⑵①から③までに掲げる事
項

②　上記㈠ 4⑵①から③までに掲げる事項に係
る特定行為（上記⑷①によりなかったものと
された行為又は上記⑷②によりあったものと
された行為を行わなかったことをいいます。
②及び下記⑹において同じです。）の内容及
び当該特定行為が上記⑷①又は②の主たる目
的の一つとして行われたものであることにつ
いての事情の詳細
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⑹　罰則
　特定組合員等の意義の見直し及び報告事項の
提供の回避を主たる目的とする行為等があった
場合の特例の創設に伴い、新規届出書等及び報
告事項の提供に関する罰則について、次の見直
しを行うこととされました。
①　上記㈠ 5⑵③に掲げる者の範囲は、新規届

出書を特定取引の際に報告金融機関等の営業
所等の長に提出せず、若しくは新規届出書等
に偽りの記載をし、若しくは特定行為に係る
記載をして報告金融機関等の営業所等の長に
提出した者又は上記㈠ 3による電磁的方法に
より偽りの事項若しくは特定行為に係る事項
を提供した者（これらの者のうち上記⑴①イ
ニⅰ又はⅱに掲げる者（これらの者が特定組
合員等である場合には、当該特定組合員等が
上記⑴①イニⅰに掲げる法人等に該当する信
託以外の信託の受託者であるときを除き、当
該特定組合員等に係る上記⑴①イロⅱⅰから
ⅲまでに掲げるものの居住地国が上記⑴①イ
ニⅰ又はⅱに定める外国である場合における
当該特定組合員等）に限ります。）とされま
した（実特法13④三）。

②　上記㈠ 5⑵④に掲げる者の範囲に、上記㈠
3による方法により特定行為に係る事項を税
務署長に提供した者が追加されました（実特
法13④四）。

3 　改正の内容（令和 4年 1月 1日施行分）

⑴　新規特定取引に関する居住地国等の特定手続
①　特定法人の意義

　特定法人の対象外とされる上記㈠ 1⑴①ハ
イに掲げる法人について、次の見直しが行わ
れました。
イ　上記㈠ 1⑴①ハイⅶに掲げる法人の範囲

に、外国の法令に準拠して設立された法人
（外国報告金融機関等を除きます。）で上記
㈠ 1⑴①ハイⅵに掲げる法人に類するもの
及び外国報告金融機関等（これらのうち外
国（次に掲げる12の租税条約等の相手国等

に限ります。）の法令に準拠して設立され
た上記㈠ 1⑴①イニⅰからⅲまでに掲げる
者に類するものに限ります。）が追加され
ました（実特令 6 の 9 ①七、実特規16の 9
①）。
イ　アラブ首長国連邦
ロ　アンギラ
ハ　英領バージン諸島
ニ　カタール
ホ　クウェート
ヘ　ケイマン諸島
ト　タークス及びカイコス諸島
チ　ナウル
リ　バーレーン
ヌ　バハマ
ル　バミューダ諸島
ヲ　マーシャル

ロ　上記㈠ 1⑴①ハイⅹに掲げる法人は、法
人の直前の事業年度（ロにおいて「直前事
業年度」といいます。）が上記㈠ 1 ⑴①ハ
イⅹⅰ及びⅱに掲げる要件の全てに該当す
る場合における当該法人とされました（実
特令 6 の 9 ①十）。

ハ　特定法人の対象外とされる上記㈠ 1⑴①
ハイに掲げる法人の範囲に、その設立の日
以後 2 年を経過していない法人であって、
その事業を開始していないもの（外国の法
令に準拠して設立された上記㈠ 1⑴①イニ
ⅰからⅲまでに掲げる者に類する法人を除
きます。）が追加されました（実特令 6 の
9 ①十一）。

（注）　上記の「外国」は、報告対象国及び上

記イイからヲまでの租税条約等の相手国

等に限られます。

②　新規届出書の記載事項
　特定法人の意義の見直し等に伴い、新規届
出書に記載すべき事項に、特定取引を行う者
が特定法人である場合には、その旨が追加さ
れました（実特規16の 2 ①六）。

（注）　新規届出書の記載事項の見直しに伴い、
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任意届出書の記載事項についても同様の見

直しが行われています（実特法10の 5 ③）。

⑵　居住地国等の再特定手続
①　新規特定取引（既存特定取引につき任意届

出書の提出があった場合を含みます。）に関
する再特定手続等
イ　特定取引を行った者による異動届出書の

提出
　今般の改正において、異動届出書の提出
について、異動事由に、特定対象者の居住
地国の異動のほか、特定法人該当性、特定
法人に係る実質的支配者該当性及び報告対
象外となる者該当性を追加することとされ
ると共に、その記載事項についても所要の
見直しが行われました。改正後の異動届出
書の提出は、以下のとおりとなります。
　新規届出書又は任意届出書を提出した者
は、当該新規届出書又は任意届出書に記載
された事項のうち特定対象者の居住地国等
一定の事項について異動を生じた場合には、
その異動を生じた後の当該特定対象者の氏
名又は名称、住所又は本店若しくは主たる
事務所の所在地、居住地国等一定の事項を
記載した届出書（以下「異動届出書」とい
います。）を、その異動を生じた日（その
異動を生じた事項がその者に係る実質的支
配者に係るものである場合にあっては、そ
の異動を生じたことを知った日）から 3 月
を経過する日（その者が法人又は特定組合
員等である場合には、その異動を生じた日
の属する年の12月31日又はその異動を生じ
た日から 3 月を経過する日のいずれか遅い
日とされます。）までに、上記㈠ 1 ⑴①又
は⑵②イの報告金融機関等の営業所等の長
に提出しなければならないこととされまし
た。なお、当該異動届出書の提出をした後、
再びその異動を生じた場合についても、同
様とすることとされています（実特法10の
5 ④、実特令 6 の 4 ③）。

イ　異動届出書の提出事由
　新規届出書又は任意届出書を提出した
者は、当該新規届出書又は任意届出書に
記載された事項のうち特定対象者の次に
掲げる事項について異動を生じた場合に
は、異動届出書を提出しなければならな
いこととされました（実特規16の 5 ①）。
ⅰ　特定取引を行う者の居住地国の異動

に関する事項
　上記㈡ 2⑴①イハⅰⅱに掲げる事項

（特定取引を行う者の居住地国に係る
部分に限ります。）

ⅱ　特定法人該当性に関する事項
　上記⑴②に掲げる事項

ⅲ　特定法人に係る実質的支配者該当性
に関する事項
　上記㈠ 1⑴①ニホに掲げる事項（特
定法人に実質的支配者があるかどうか
に係る部分に限ります。）

（注）　上記の「特定法人」は、次に掲げ

る場合における特定法人に限られて

います。ⅳにおいて同じです。

ⅰ 　報告金融機関等との間でその営

業所等を通じて特定取引を行った

際に犯罪による収益の移転防止に

関する法律第 4 条第 1 項又は第 2

項｟取引時確認等｠の規定により

特定法人に係る実質的支配者につ

き当該報告金融機関等が同条第 1

項第 4 号に掲げる事項の確認を行

っていた場合

ⅱ 　報告金融機関等が犯罪による収

益の移転防止に関する法律施行規

則第20条第 1 項第24号｟確認記録

の記録事項｠に掲げる事項に変更

又は追加があることを知った場合

において、同条第 3 項の規定によ

り、当該変更若しくは追加に係る

内容を確認記録（犯罪による収益

の移転防止に関する法律第 6 条第
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1 項｟確認記録の作成義務等｠に

規定する確認記録をいいます。ⅱ

において同じです。）に付記し、

又は確認記録に付記することに代

えて、当該変更若しくは追加に係

る内容の記録を別途作成したとき

ⅳ　特定法人に係る実質的支配者の居住
地国の異動に関する事項
　上記㈠ 1⑴①ニホに掲げる事項（特
定法人に係る実質的支配者に係る上記
㈡ 2⑴①イハⅰⅱに掲げる事項（当該
実質的支配者の居住地国に係る部分に
限ります。）に係る部分に限ります。）

ⅴ　報告対象外となる者該当性に関する
事項
　上記㈠ 1⑴①ニチに掲げる事項（報
告対象外となる者に該当するかどうか
に係る部分に限ります。）

ロ　異動届出書の記載事項
　異動届出書に記載すべき事項は、上記
イの異動を生じた後の新規届出書の記載
事項（実特規16の 2 ①各号）及び異動届
出書を提出する者が上記イの異動を生じ
た場合に該当することとなる前に提出し
た新規届出書等に記載した事項（その異
動を生じたものに限ります。）とされま
した（実特規16の 5 ②）。

ロ　報告金融機関等による新規届出書等を提
出した者等の住所等所在地国と認められる
国又は地域の特定手続
イ　概要

　報告金融機関等は、一定の場合には、
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次
に定める日までに、特定対象者につき以
下の各特定手続（新情報の種類等に応じ、
①下記ロの手続、②下記ロ及びハの手
続）を実施しなければならないこととさ
れました（実特法10の 5 ⑥、実特令 6 の
5 ⑦、実特規16の 5 の 2 ①）。
ⅰ　下記ⅱに掲げる場合以外の場合��

新情報の取得の日の属する年の12月31
日又はその取得の日から 3 月を経過す
る日のいずれか遅い日

ⅱ　特定対象者に係る特定取引に係る契
約が個人（特定組合員等である個人を
除きます。）が報告金融機関等との間
でその営業所等を通じて行った特定取
引に係るものである場合��新情報の
取得の日から 3 月を経過する日

ロ　特定対象者に係る新情報を取得した場
合における報告金融機関等による新規届
出書等を提出した者に対する異動届出書
の提出の要求
　報告金融機関等は、特定対象者の住所
等所在地国と認められる国又は地域その
他の事実が新規届出書等に記載された事
項のうち上記イイⅰからⅴまでに掲げる
事項と異なることを示す報告金融機関等
が保存している記録に追加される次に掲
げる情報（以下「新情報」といいます。）
を取得した場合には、新規届出書等を提
出した者に対し異動届出書の提出の要求
をしなければならないこととされました。
なお、当該要求の時から異動届出書の提
出までの間に、特定対象者の住所等所在
地国と認められる国又は地域その他の事
実が当該要求の基因となったものと異な
ることを示す新情報を取得した場合につ
いても、同様とすることとされています

（実特法10の 5 ⑥、実特規16の 5 の 2 ②）。
ⅰ　新規届出書等（新規届出書又は異動

届出書の記載事項の確認の際に提出又
は提示を受けた書類及び任意届出書の
記載事項の確認の際に提示を受けた居
住地国確認書類を含みます。）若しく
は報告金融機関等による特定対象者の
住所等所在地国と認められる国若しく
は地域の特定の基因となった書類又は
これらの記載事項のうち次に掲げる事
項に係るもの（これらに関して作成さ
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れた記録を含みます。）が、真実かつ
正確であるものでないことを知り、又
は知り得る状態であったと認められる
こととなる情報
ⅰ　当該特定対象者（特定法人に係る

実質的支配者を除きます。）の居住
地国又は住所等所在地国と認められ
る国若しくは地域

ⅱ　当該特定対象者（特定取引を行っ
た法人に限ります。）が特定法人に
該当するかどうかに関する事項

ⅲ　当該特定対象者（特定法人に限り
ます。）に実質的支配者があるかど
うかに関する事項

ⅳ　当該特定対象者（特定法人に係る
実質的支配者に限ります。）の居住
地国又は住所等所在地国と認められ
る国若しくは地域

ⅴ　当該特定対象者（特定取引を行っ
た法人に限ります。）が報告対象外
となる者に該当するかどうかに関す
る事項

ⅱ　報告金融機関等による特定対象者の
住所等所在地国と認められる国又は地
域の特定の基因となった上記㈠ 1⑵①
イイⅰ（注 2 ）の示唆情報（㋑～㋬）
及び上記 2 ⑴②イイの本店所在地国情
報に関する状況の変化（当該特定対象
者の上記ⅰⅰからⅴまでに掲げる事項
に関連し、又は上記ⅰⅰからⅴまでに
掲げる事項の内容と矛盾する情報を追
加する結果となるものを含みます。）
を示す情報

　ただし、報告金融機関等が、上記ⅰ又
はⅱの情報に基づき上記ⅰ又はⅱの特定
対象者の住所等所在地国と認められる国
又は地域の特定をする場合には、当該特
定をする前における当該特定対象者の居
住地国（新規届出書等に記載されたもの
に限ります。）又は住所等所在地国と認

められる国若しくは地域（当該報告金融
機関等が特定をしたものに限ります。）
と異なる国又は地域に関する情報に限る
こととされています（実特規16の 5 の 2
②）。

ハ　特定対象者に係る新情報を取得したと
きにおいて異動届出書の提出がなかった
場合における報告金融機関等による特定
対象者の住所等所在地国と認められる国
又は地域の特定手続
ⅰ　特定対象者（特定法人に係る実質的

支配者を除きます。）の居住地国と異
なることを示す新情報を取得したとき
において異動届出書の提出がなかった
場合における報告金融機関等による当
該特定対象者の住所等所在地国と認め
られる国又は地域の特定手続
　新規届出書等の提出を受けた報告金
融機関等は、特定対象者（特定法人に
係る実質的支配者を除きます。ⅰにお
いて同じです。）につき、その保存し
ている記録に追加される当該特定対象
者の居住地国と異なることを示す新情
報を取得したことにより、当該新規届
出書等を提出した者に対し上記ロの異
動届出書の提出の要求をした場合にお
いて、当該異動届出書の提出がなかっ
たときは、当該新情報に基づき、当該
特定対象者の住所等所在地国と認めら
れる国又は地域の特定をしなければな
らないこととされました。なお、当該
特定の時から異動届出書の提出までの
間に、当該特定の基因となった特定対
象者の住所等所在地国と認められる国
又は地域と異なることを示す新情報を
取得した場合も、同様とすることとさ
れました（実特令 6 の 5 ①）。

ⅱ　特定法人該当性又は特定法人に係る
実質的支配者該当性に関する新情報を
取得したときにおいて異動届出書の提
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出がなかった場合における報告金融機
関等による当該特定法人に係る実質的
支配者の住所等所在地国と認められる
国又は地域の特定手続
　新規届出書等の提出を受けた報告金
融機関等は、その保存している記録に
追加される次に掲げる新情報を取得し
たことにより、当該新規届出書等を提
出した者に対し上記ロの異動届出書の
提出の要求をした場合において、当該
異動届出書の提出がなかったときは、
その保存している記録により特定対象
者に係る実質的支配者に係る住所等所
在地国情報があるかどうかを確認し、
当該特定対象者に係る実質的支配者の
住所等所在地国情報があった場合には、
各住所等所在地国情報に基づき、当該
特定対象者に係る実質的支配者の住所
等所在地国と認められる国又は地域を、
それぞれ特定しなければならないこと
とされました。なお、当該特定の時か
ら異動届出書の提出までの間に、次に
掲げる新情報（当該特定の基因となっ
たものに限ります。）を取得した場合
も、同様とすることとされました（実
特令 6 の 5 ②）。
ⅰ　特定対象者（特定取引を行った法

人に限ります。）が特定法人に該当
するかどうかに関する新情報

ⅱ　特定対象者（特定法人に限りま
す。）に実質的支配者があるかどう
かに関する新情報

（注）　上記（ⅰ及びⅱを除きます。）の

「特定対象者」は、次に掲げる場合

における報告金融機関等との間でそ

の営業所等を通じて特定取引を行っ

た法人に限られています。

ａ 　報告金融機関等との間でその営

業所等を通じて特定取引を行った

際に犯罪による収益の移転防止に

関する法律第 4 条第 1 項又は第 2

項の規定により当該特定取引を行

った法人に係る実質的支配者につ

き当該報告金融機関等が同条第 1

項第 4 号に掲げる事項の確認を行

っていた場合

ｂ 　報告金融機関等が犯罪による収

益の移転防止に関する法律施行規

則第20条第 1 項第24号に掲げる事

項に変更又は追加があることを知

った場合において、同条第 3 項の

規定により、当該変更若しくは追

加に係る内容を確認記録（犯罪に

よる収益の移転防止に関する法律

第 6 条第 1 項に規定する確認記録

をいいます。ｂにおいて同じで

す。）に付記し、又は確認記録に

付記することに代えて、当該変更

若しくは追加に係る内容の記録を

別途作成したとき

ⅲ　特定法人に係る実質的支配者の居住
地国と異なることを示す新情報を取得
したときにおいて異動届出書の提出が
なかった場合における報告金融機関等
による当該特定法人に係る実質的支配
者の住所等所在地国と認められる国又
は地域の特定手続
　新規届出書等の提出を受けた報告金
融機関等は、特定法人に係る実質的支
配者につき、その保存している記録に
追加される当該特定法人に係る実質的
支配者の居住地国と異なることを示す
新情報（住所等所在地国情報に限りま
す。ⅲにおいて同じです。）を取得し
たことにより、当該新規届出書等を提
出した者に対し異動届出書の提出の要
求をした場合において、当該異動届出
書の提出がなかったときは、当該新情
報に基づき、当該特定対象者の住所等
所在地国と認められる国又は地域の特
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定をしなければならないこととされま
した。なお、当該特定（上記ⅱの特定
を含みます。ⅲにおいて同じです。）
の時から上記ロの異動届出書の提出ま
での間に、当該特定の基因となった特
定対象者の住所等所在地国と認められ
る国又は地域と異なることを示す新情
報を取得した場合についても、同様と
することとされました（実特令 6 の 5
③）。

ニ　その他
ⅰ　特定法人該当性に関する情報を取得

した場合において異動届出書の提出が
なかったときにおける特定法人の該当
性に関する特例
　新規届出書等の提出を受けた報告金
融機関等が、特定対象者（特定取引を
行った法人に限ります。）につき、そ
の保存している記録に追加される上記
ハⅱⅰに掲げる新情報を取得したこと
により、当該新規届出書等を提出した
者に対し上記ロの異動届出書の提出の
要求をした場合において、当該異動届
出書の提出がなかったときは、当該要
求の時から異動届出書の提出までの間
は、当該特定対象者は特定法人に該当
するものとして、上記ハⅱ及びⅲの各
特定手続を適用することとされました。
なお、当該要求の時から異動届出書の
提出までの間に、当該要求の基因とな
った当該報告対象外となる者に該当す
るかどうかに関する新情報を取得した
場合についても、同様とすることとさ
れました（実特令 6 の 5 ④）。

ⅱ　報告対象外となる者該当性に関する
情報を取得した場合において異動届出
書の提出がなかったときにおける報告
対象外となる者該当性に関する特例
　新規届出書等の提出を受けた報告金
融機関等が、特定対象者（特定取引を

行った法人に限ります。）につき、そ
の保存している記録に追加される報告
対象外となる者に該当するかどうかに
関する新情報を取得したことにより、
当該新規届出書等を提出した者に対し
上記ロの異動届出書の提出の要求をし
た場合において、当該異動届出書の提
出がなかったときは、当該新規届出書
等を提出した者は当該報告対象外とな
る者に該当しないものとして、報告事
項の提供に関する規定（実特法10の 6
①）を適用することとされました。な
お、当該要求の時から異動届出書の提
出までの間に、当該要求の基因となっ
た当該報告対象外となる者に該当する
かどうかに関する新情報を取得した場
合についても、同様とすることとされ
ました（実特令 6 の 5 ⑤）。

ⅲ　特定対象者の生年月日等を保有して
いない場合における報告金融機関等に
よる情報取得努力義務
　報告金融機関等は、上記ハの各特定
手続により特定対象者の住所等所在地
国と認められる国又は地域（外国に限
ります。）の特定をした場合において、
その保存している記録に、当該特定対
象者の生年月日及び外国納税者番号等
がないときは、上記 2 ⑴②イロⅱの情
報取得措置を採らなければならないこ
ととされました（実特令 6 の 5 ⑥）。

②　既存特定取引（既存特定取引につき任意届
出書の提出があった場合を除きます。）に関
する再特定手続
イ　概要

　報告金融機関等は、一定の場合に該当す
ることとなった場合は、次に掲げる契約の
区分に応じそれぞれ次に定める日までに、
特定対象者につき以下の各再特定手続（特
定対象者のステイタスや新情報の種類等に
応じ、①下記ロの手続、②下記ロ及びハの
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手続、③下記ハの手続）を実施しなければ
ならないこととされました（実特法10の 5
⑦、実特令 6 の 6 ⑰）。
イ　下記ロ及びハに掲げる契約以外の契約

��上記の該当することとなった日の属
する年の12月31日又はその該当すること
となった日から 3 月を経過する日のいず
れか遅い日

ロ　平成28年12月31日以前に個人（特定組
合員等である個人を除きます。）が報告
金融機関等との間でその営業所等を通じ
て行った特定取引に係る契約（ハにおい
て「個人既存特定取引契約」といい、同
日における当該特定取引に係る特定取引
契約資産額が 1 億円を超えるものに限り
ます。）��下記ロイ、ハ、ホ又はヘに
規定する新情報の取得の日からそれぞれ
3 月を経過する日

ハ　個人既存特定取引契約（平成28年12月
31日における特定取引に係る特定取引契
約資産額が 1 億円以下であるものに限り
ます。）で平成29年以後の各年の12月31
日において報告金融機関等との間で締結
しているものに係る当該各年の12月31日
における特定取引契約資産額が平成29年
12月31日以後最初に 1 億円を超えること
となった場合における当該個人既存特定
取引契約��その最初に超えることとな
った日の属する年の翌年12月31日

ロ　特定対象者に係る新情報を取得した場合
における報告金融機関等による新規届出書
等を提出した者に対する任意届出書の提出
等の要求
　報告金融機関等は、次に掲げる場合に該
当することとなった場合（下記ハイⅰⅰ及
びⅲ並びにⅱの適用がある場合を除きま
す。）には、特定取引を行った者に対し、
任意届出書の提出及び居住地国確認書類の
提示をするよう求めなければならないこと
とされました（実特令 6 の 6 ①⑱、実特規

16の 6 ②③）。
イ　特定対象者の住所等所在地国と認めら

れる国又は地域が上記㈠ 1⑵①又は下記
ハにより特定した国又は地域と異なるこ
とを示す新情報を取得した場合

ロ　上記㈠ 1⑵①又は下記ハにより特定対
象者の住所等所在地国と認められる国又
は地域を特定した場合において、報告金
融機関等の保有する情報のうち上記①イ
イⅱ、ⅲ又はⅴに掲げる事項に相当する
事項と異なることを示す新情報を取得し
たとき。

ハ　上記㈠ 1⑵①又は下記ハにより特定対
象者の住所等所在地国と認められる国又
は地域の特定がされなかった場合におい
て、当該特定対象者の住所等所在地国と
認められる国又は地域を示す新情報を取
得したとき

ニ　報告金融機関等が上記㈠ 1⑵①イイⅱ
により個人既存低額特定取引契約者の住
所等所在地国と認められる国又は地域の
特定をした場合において、当該報告金融
機関等の保存する当該特定に係る証拠書
類で次に掲げるものの有効期間としてそ
れぞれ次に定める期間が経過したとき
ⅰ　被保険者証等及び犯罪による収益の

移転防止に関する法律施行規則第 7 条
第 4 号｟本人確認書類｠に定める書類
で被保険者証等に準ずるもの��報告
金融機関等がこれらの書類の提出又は
提示を受けた日から 5 年

ⅱ　上記ⅰに掲げる書類（ⅱにおいて
「確認書類」といいます。）に基づいて
行った確認を記録した書類��報告金
融機関等が当該確認書類の提出又は提
示を受けた日から 5 年

ホ　個人既存高額特定取引契約者の住所等
所在地国と認められる国又は地域が上記
㈠ 1⑵①イロⅰⅰ又は下記ハイⅱⅰ若し
くはⅱａにより特定した国又は地域と異
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なることを示す当該個人既存高額特定取
引契約者に係る新情報（上記㈠ 1⑵①イ
イⅰ（注 2 ）㋑から㋭までに掲げる示唆
情報に限ります。）を特定業務担当者が
取得した場合

ヘ　上記㈠ 1⑵①イロⅰⅰにより個人既存
高額特定取引契約者の住所等所在地国と
認められる国又は地域の特定がされなか
った場合において、当該個人既存高額特
定取引契約者の住所等所在地国と認めら
れる国又は地域を示す新情報を特定業務
担当者が取得したとき

ト　個人既存低額特定取引契約者が平成29
年以後の各年の12月31日において報告金
融機関等との間で締結している特定取引
に係る契約に係る当該各年の12月31日に
おける特定取引契約資産額が平成29年12
月31日以後最初に 1 億円を超えることと
なった場合

チ　提出済届出書を提出した者が新規特定
取引を行う場合における新規届出書の提
出の特例（実特令 6 の 2 ③）の適用があ
る場合において、既存特定取引（当該既
存特定取引を行った者につき上記㈠ 1⑵
①又は下記ハにより特定対象者の住所等
所在地国と認められる国又は地域の特定
がされている場合における当該既存特定
取引に限ります。チにおいて同じです。）
を行った者（個人既存低額特定取引契約
者に限ります。）が当該特定がされた日
の属する年以後の各年の12月31日におい
て報告金融機関等との間で締結している
当該既存特定取引に係る契約に係る当該
各年の12月31日における特定取引契約資
産額と新規特定取引に係る当該各年の12
月31日における特定取引契約資産額との
合計額が、当該特定がされた日の属する
年の12月31日以後最初に 1 億円を超える
こととなったとき

ハ　特定対象者に係る新情報を取得した場合

における報告金融機関等による特定対象者
の住所等所在地国と認められる国又は地域
の再特定手続
イ　個人既存特定取引

ⅰ　報告金融機関等による個人既存低額
特定取引契約者の住所等所在地国と認
められる国又は地域の再特定手続
ⅰ　住所等所在地国と認められる国又

は地域が特定された場合の再特定手
続
　上記㈠ 1⑵①イイⅰⅰ若しくはⅱ
ａ又は以下ⅰから下記ⅲまでにより
個人既存低額特定取引契約者（上記
㈠ 1⑵①イロⅱにより上記㈠ 1⑵①
イイⅰ又はⅱが適用されたものを除
きます。ⅰにおいて同じです。）に
係る住所等所在地国情報又は新情報

（上記㈠ 1 ⑵①イイⅰ（注 2 ）㋑か
ら㋭までに掲げる示唆情報に限りま
す。ⅰにおいて「既存住所等所在地
国情報」といいます。）に基づき当
該個人既存低額特定取引契約者の住
所等所在地国と認められる国又は地
域の特定をした報告金融機関等は、
その保存している記録に追加される
当該特定をした国又は地域と異なる
ことを示す新情報（上記㈠ 1⑵①イ
イⅰ（注 2 ）㋑から㋭までに掲げる
示唆情報に限ります。ⅰにおいて

「新規住所等所在地国情報」といい
ます。）を取得した場合には、次に
掲げる場合の区分に応じそれぞれ次
に定めるところにより、当該個人既
存低額特定取引契約者の住所等所在
地国と認められる国又は地域を特定
しなければならないこととされまし
た（実特令 6 の 6 ②）。
ａ　当該既存住所等所在地国情報と

同一の種類の新規住所等所在地国
情報を取得した場合��当該特定
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をした当該個人既存低額特定取引
契約者の住所等所在地国と認めら
れる国又は地域に代えて、当該新
規住所等所在地国情報に基づき当
該個人既存低額特定取引契約者の
住所等所在地国と認められる国又
は地域を特定すること。

ｂ　当該既存住所等所在地国情報と
異なる種類の新規住所等所在地国
情報を取得した場合��当該新規
住所等所在地国情報に基づき当該
個人既存低額特定取引契約者の住
所等所在地国と認められる国又は
地域を特定すること。

ⅱ　居住地住所テストにより住所等所
在地国と認められる国又は地域が特
定された場合の再特定手続
　上記㈠ 1⑵①イイⅱにより個人既
存低額特定取引契約者の住所等所在
地国と認められる国又は地域の特定
をした報告金融機関等は、次に掲げ
る場合のいずれかに該当することと
なったことにより、当該個人既存低
額特定取引契約者に対し上記ロによ
る任意届出書の提出及び居住地国確
認書類の提示の要求をした場合にお
いて、当該任意届出書の提出及び当
該居住地国確認書類の提示がなかっ
たときは、当該特定をした当該個人
既存低額特定取引契約者の住所等所
在地国と認められる国又は地域に代
えて、上記㈠ 1⑵①イイⅰに準じて
当該個人既存低額特定取引契約者の
住所等所在地国と認められる国又は
地域を特定しなければならないこと
とされました（実特令 6 の 6 ③）。
ａ　上記ロニに掲げる場合
ｂ　その保存している記録に追加さ

れる当該特定をした国又は地域と
異なることを示す新情報を取得し

た場合
ⅲ　住所等所在地国と認められる国又

は地域が特定されなかった場合の再
特定手続
ａ　住所等所在地国情報（示唆情報

㋑～㋭）を取得した場合
　報告金融機関等は、個人既存低
額特定取引契約者につき、上記㈠
1⑵①イイⅰⅰ又はⅱａによる当
該個人既存低額特定取引契約者の
住所等所在地国と認められる国又
は地域の特定がされなかった場合
において、その保存している記録
に追加される住所等所在地国と認
められる国又は地域を示す新情報

（上記㈠ 1 ⑵①イイⅰ（注 2 ）㋑
から㋭までに掲げる示唆情報に限
ります。ａにおいて同じです。）
を取得したときは、当該新情報に
基づき当該個人既存低額特定取引
契約者の住所等所在地国と認めら
れる国又は地域を特定しなければ
ならないこととされました（実特
令 6 の 6 ④）。

ｂ　住所等所在地国情報（示唆情報
㋬）のみを取得した場合
　報告金融機関等は、個人既存低
額特定取引契約者につき、上記㈠
1⑵①イイⅰⅰ又はⅱａによる当
該個人既存低額特定取引契約者の
住所等所在地国と認められる国又
は地域の特定がされなかった場合
において、その保存している記録
に追加される住所等所在地国と認
められる国又は地域を示す新情報

（上記㈠ 1 ⑵①イイⅰ（注 2 ）㋬
に掲げる示唆情報に限ります。）
のみを取得したときは、上記㈠ 1
⑵①イイⅰⅱと同様の特定手続を
実施しなければならないこととさ
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れました（実特令 6 の 6 ⑤）。
ⅱ　個人既存高額特定取引契約者の住所

等所在地国と認められる国又は地域の
再特定手続
ⅰ　住所等所在地国と認められる国又

は地域が特定された場合の再特定手
続
　上記㈠ 1⑵①イロⅰⅰ若しくはⅱ
又はⅰ若しくは下記ⅱａにより個人
既存高額特定取引契約者（上記㈠ 1
⑵①イロⅱにより上記㈠ 1⑵①イロ
ⅰが適用された個人既存低額特定取
引契約者を含みます。ⅱにおいて同
じです。）に係る住所等所在地国情
報又は新情報（上記㈠ 1⑵①イイⅰ

（注 2 ）㋑から㋭までに掲げる示唆
情報に限ります。ⅰにおいて「既存
住所等所在地国情報」といいます。）
に基づき当該個人既存高額特定取引
契約者の住所等所在地国と認められ
る国又は地域の特定をした報告金融
機関等は、その保存している記録に
追加される当該特定をした国若しく
は地域と異なることを示す新情報

（上記㈠ 1 ⑵①イイⅰ（注 2 ）㋑か
ら㋭までに掲げる示唆情報に限りま
す。ⅰにおいて「新規住所等所在地
国情報」といいます。）を取得した
場合又は当該報告金融機関等の特定
業務担当者が新規住所等所在地国情
報を取得した場合には、次の各号に
掲げる場合の区分に応じ当該各号に
定めるところにより、当該個人既存
高額特定取引契約者の住所等所在地
国と認められる国又は地域を特定し
なければならないこととされました

（実特令 6 の 6 ⑥）。
ａ　当該個人既存高額特定取引契約

者に係る既存住所等所在地国情報
と同一の種類の新規住所等所在地

国情報を取得した場合��当該特
定をした当該個人既存高額特定取
引契約者の住所等所在地国と認め
られる国又は地域に代えて、当該
個人既存高額特定取引契約者に係
る新規住所等所在地国情報に基づ
き当該個人既存高額特定取引契約
者の住所等所在地国と認められる
国又は地域を特定すること。

ｂ　当該個人既存高額特定取引契約
者に係る既存住所等所在地国情報
と異なる種類の新規住所等所在地
国情報を取得した場合��当該個
人既存高額特定取引契約者に係る
新規住所等所在地国情報に基づき
当該個人既存高額特定取引契約者
の住所等所在地国と認められる国
又は地域を特定すること。

ⅱ　住所等所在地国と認められる国又
は地域が特定されなかった場合の再
特定手続
ａ　住所等所在地国情報（示唆情報

㋑～㋭）を取得した場合
　報告金融機関等は、個人既存高
額特定取引契約者につき、上記㈠
1⑵①イロⅰⅰによる当該個人既
存高額特定取引契約者の住所等所
在地国と認められる国又は地域の
特定がされなかった場合において、
その保存している記録に追加され
る住所等所在地国と認められる国
若しくは地域を示す新情報（上記
㈠ 1 ⑵①イイⅰ（注 2 ）㋑から㋭
までに掲げる示唆情報に限ります。
ａにおいて同じです。）を取得し
たとき、又は当該報告金融機関等
の特定業務担当者が新情報を取得
したときは、当該新情報に基づき
当該個人既存高額特定取引契約者
の住所等所在地国と認められる国
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又は地域を特定しなければならな
いこととされました（実特令 6 の
6 ⑦）。

ｂ　住所等所在地国情報（示唆情報
㋬）のみを取得した場合
　報告金融機関等は、個人既存高
額特定取引契約者につき、上記㈠
1⑵①イロⅰⅰによる当該個人既
存高額特定取引契約者の住所等所
在地国と認められる国又は地域の
特定がされなかった場合において、
その保存している記録に追加され
る住所等所在地国と認められる国
若しくは地域を示す新情報（上記
㈠ 1 ⑵①イイⅰ（注 2 ）㋬に掲げ
る示唆情報に限ります。ｂにおい
て同じです。）のみを取得したと
き、又は当該報告金融機関等の特
定業務担当者が新情報のみを取得
したときは、上記㈠ 1⑵①イロⅰ
ⅱと同様の特定手続を実施しなけ
ればならないこととされました

（実特令 6 の 6 ⑧）。
ⅲ　個人既存低額特定取引契約者の特定

取引契約に係る特定取引資産額が 1 億
円を超えた場合における再特定手続
　報告金融機関等は、上記ロト又はチ
に該当することとなった場合には、上
記㈠ 1⑵①イロⅰの各特定手続を行わ
なければならないこととされました

（実特令 6 の 6 ⑧）。
ロ　法人既存特定取引

ⅰ　法人既存特定取引契約者の本店所在
地国と認められる国又は地域の再特定
手続
ⅰ　住所等所在地国と認められる国又

は地域が特定された場合の再特定手
続
　上記㈠ 1⑵①ロイ又はⅰ若しくは
下記ⅱにより法人既存特定取引契約

者等の住所等所在地国と認められる
国又は地域の特定をした報告金融機
関等は、その保存している記録に追
加される当該特定をした国又は地域
と異なることを示す新情報を取得し
たことにより、当該法人既存特定取
引契約者等（当該法人既存特定取引
契約者等が組合等である場合には、
当該組合等に係る特定組合員等）に
対し上記ロによる任意届出書の提出
及び居住地国確認書類の提示の要求
をした場合において、当該任意届出
書の提出及び当該居住地国確認書類
の提示がなかったときは、当該新情
報に基づき当該法人既存特定取引契
約者等の住所等所在地国として認め
られる国又は地域を特定しなければ
ならないこととされました（実特令
6 の 6 ⑨）。

ⅱ　住所等所在地国と認められる国又
は地域が特定されなかった場合の再
特定手続
　報告金融機関等は、法人既存特定
取引契約者等（上記㈠ 1⑵①ロイに
よる住所等所在地国と認められる国
又は地域の特定がされなかったもの
に限ります。）につき、その保存し
ている記録に追加される住所等所在
地国と認められる国又は地域を示す
新情報を取得したことにより、当該
法人既存特定取引契約者等（当該法
人既存特定取引契約者等が組合等で
ある場合には、当該組合等に係る特
定組合員等）に対し上記ロによる任
意届出書の提出及び居住地国確認書
類の提示の要求をした場合において、
当該任意届出書の提出及び当該居住
地国確認書類の提示がなかったとき
は、当該新情報に基づき当該法人既
存特定取引契約者等の住所等所在地
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国と認められる国又は地域を特定し
なければならないこととされました

（実特令 6 の 6 ⑩）。
ⅱ　法人既存特定取引契約者が特定法人

に該当する場合における当該特定法人
に係る実質的支配者の住所等所在地国
と認められる国又は地域の再特定手続
ⅰ　特定法人該当性又は特定法人に係

る実質的支配者該当性に関する新情
報を取得したときにおいて任意届出
書の提出等がなかった場合における
報告金融機関等による当該特定法人
に係る実質的支配者の住所等所在地
国と認められる国又は地域の再特定
手続
　上記㈠ 1⑵①ロイ又は上記ⅰによ
り法人既存特定取引契約者の住所等
所在地国と認められる国又は地域の
特定をした報告金融機関等は、その
保存している記録に追加される次に
掲げる新情報を取得したことにより、
当該法人既存特定取引契約者に対し
上記ロによる任意届出書の提出及び
居住地国確認書類の提示の要求をし
た場合において、当該任意届出書の
提出及び当該居住地国確認書類の提
示がなかったときは、その保存して
いる記録により当該法人既存特定取
引契約者（上記㈠ 1⑵①ロロⅰⅰ又
はⅱに掲げる場合における法人既存
特定取引契約者に該当するものに限
ります。ⅰ（ａ及びｂを除きます。）
において同じです。）に係る実質的
支配者に係る住所等所在地国情報が
あるかどうかを確認し、当該法人既
存特定取引契約者に係る実質的支配
者の住所等所在地国情報があった場
合には、各住所等所在地国情報に基
づき、当該法人既存特定取引契約者
に係る実質的支配者の住所等所在地

国と認められる国又は地域を、それ
ぞれ特定しなければならないことと
されました（実特令 6 の 6 ⑪）。
ａ　法人既存特定取引契約者が特定

法人に該当するかどうかに関する
新情報

ｂ　法人既存特定取引契約者（特定
法人に限るものとし、当該報告金
融機関等が上記ａに掲げる新情報
を取得したことにより上記ロによ
る任意届出書の提出及び居住地国
確認書類の提示の要求をした場合
において当該法人既存特定取引契
約者から当該任意届出書の提出及
び当該居住地国確認書類の提示が
なかったときにおける当該法人既
存特定取引契約者を含みます。）
に実質的支配者があるかどうかに
関する新情報

ⅱ　報告金融機関等の保存している記
録にあった法人既存特定取引契約者
に係る実質的支配者の住所等所在地
国情報に基づき当該実質的支配者の
住所等所在地国と認められる国又は
地域が特定された場合の再特定手続
　上記㈠ 1⑵①ロロⅱⅰ又は上記ⅰ
から下記ⅲまでにより法人既存特定
取引契約者に係る実質的支配者の住
所等所在地国と認められる国又は地
域の特定をした報告金融機関等は、
その保存している記録に追加される
当該特定をした国又は地域と異なる
ことを示す新情報（住所等所在地国
情報に限ります。ⅱにおいて同じで
す。）を取得したことにより、当該
法人既存特定取引契約者に対し上記
ロによる任意届出書の提出及び居住
地国確認書類の提示の要求をした場
合において、当該任意届出書の提出
及び当該居住地国確認書類の提示が
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なかったときは、当該新情報に基づ
き当該法人既存特定取引契約者に係
る実質的支配者の住所等所在地国と
認められる国又は地域を特定しなけ
ればならないこととされました（実
特令 6 の 6 ⑫）。

ⅲ　報告金融機関等の保存している確
認記録等に基づき法人既存特定取引
契約に係る実質的支配者の住所等所
在地国と認められる国又は地域が特
定された場合の再特定手続
　上記㈠ 1⑵①ロロⅱⅱにより法人
既存特定取引契約者に係る実質的支
配者の住所等所在地国と認められる
国又は地域の特定をした報告金融機
関等が、その保存している確認記録
等に当該特定をした国又は地域と異
なることを示す新情報（住所等所在
地国情報に限ります。）を取得した
ことにより、当該法人既存特定取引
契約者に対し上記ロによる任意届出
書の提出及び居住地国確認書類の提
示の要求をした場合において、当該
任意届出書の提出及び当該居住地国
確認書類の提示がなかったときは、
上記ⅱと同様の再特定手続を行わな
ければならないこととされました

（実特令 6 の 6 ⑬）。
ハ　報告対象外となる者該当性に関する情

報を取得した場合において任意届出書の
提出等がなかったときにおける報告対象
外となる者該当性に関する特例
　上記㈠ 1⑵①ロイ又は上記ロⅰⅰ若し
くはⅱにより法人既存特定取引契約者の
住所等所在地国と認められる国又は地域
の特定をした報告金融機関等が、当該法
人既存特定取引契約者につき、その保存
している記録に追加される報告対象外と
なる者に該当するかどうかに関する新情
報を取得したことにより、当該法人既存

特定取引契約者に対し上記ロによる任意
届出書の提出及び居住地国確認書類の提
示の要求をした場合において、当該任意
届出書の提出及び当該居住地国確認書類
の提示がなかったときは、当該法人既存
特定取引契約者は当該報告対象外となる
者に該当しないものとして、報告事項の
提供に関する規定（実特法10の 6 ①）を
適用することとされました（実特令 6 の
6 ⑭）。

⑶　報告金融機関等の報告事項の提供
　本制度による報告対象外となる者の範囲に、
外国政府又は外国の地方公共団体に準ずるもの
が追加されました（実特令 6 の14①）。
　「外国政府又は外国の地方公共団体に準ずる
もの」とは、法人で次に掲げる要件の全てを満
たすものとされています（実特規16の12①）。
①　外国の政府又は地方公共団体（⑶において
「外国政府等」といいます。）との間に完全支
配関係があること。

（注）　「完全支配関係」とは、次に掲げる者のい

ずれかが法人の発行済株式又は出資（当該

法人が有する自己の株式又は出資を除きま

す。（注）において「発行済株式等」といい

ます。）の全部を保有する場合における当該

者と当該法人との間の関係（（注）において

「直接完全支配関係」といいます。）をいい

ます。この場合において、当該者及びこれ

との間に直接完全支配関係がある一若しく

は二以上の法人又は当該者との間に直接完

全支配関係がある一若しくは二以上の法人

が他の法人の発行済株式等の全部を保有す

るときは、当該者は当該他の法人の発行済

株式等の全部を保有するものとみなすこと

とされています（実特規16の12②）。

イ　一の外国の政府（当該外国の一又は二以
上の地方公共団体を含む。）

ロ　一の外国の一又は二以上の地方公共団体
②　法人の純利益の額が、当該法人又は当該法
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人に係る外国政府等グループ（上記①の外国
政府等及び当該外国政府等による完全支配関
係がある他の法人の集団をいいます。⑶にお
いて同じです。）に属する他の法人の確定し
た決算において経理される場合（次に掲げる
場合のいずれかに該当する場合を除きます。）
における当該法人であること。
イ　法人の行う事業が、公共の福祉の増進に

寄与することを目的とせず、かつ、当該外
国政府等の事業に関連しない場合

ロ　法人の事業活動からもたらされる経済的
利益が当該外国政府等グループに属する法
人以外の者によって享受される場合におい
て、当該経済的利益の享受が当該法人の事
業の目的に照らして適当であると認められ
ないとき

ハ　法人が銀行業、信託業、金融商品取引業、
生命保険業その他の金融業を行う場合には、
当該金融業に係る事業活動から生ずる所得
の全部又は一部が当該外国政府等グループ
に属する法人以外の者に帰属するとき

③　法人が解散したときは、その残余財産の全
部が当該法人に係る前号の外国政府等グルー
プに属する他の法人に帰属すること。

⑷　報告金融機関等による記録の作成及び保存
①　報告金融機関等により記録の作成をすべき

場合
　上記⑵の居住地国等の再特定手続の見直し
に伴い、報告金融機関等は、次に掲げる場合
には、上記㈠ 4⑴の記録の作成をしなければ
ならないこととされました（実特法10の 8 ①）。
イ　新規届出書等の提出を受けた場合
ロ　上記㈠ 1⑵①又は上記⑵①ロハ若しくは

②ハによる特定対象者の住所等所在地国と
認められる国若しくは地域の特定を行った
場合

ハ　上記⑵①ロロ又は②ロによる要求をした
場合

②　記録事項の範囲

　上記⑵の居住地国等の再特定手続の見直し
に伴い、報告金融機関等が記録すべき事項は、
次に掲げる事項とされました（実特規16の13
②）。
イ　新規届出書等の提出に関する次に掲げる

事項
イ　届新規出書等の提出を受けた年月日
ロ　新規届出書等に記載された事項（当該

新規届出書等を文書、電磁的記録又はマ
イクロフィルムを用いてイからトまでに
掲げる事項に関する記録に添付する場合
を除きます。）

ハ　任意届出書の提出（実特法10の 5 ③）
を受けた場合には、その提出の際に提示
を受けた居住地国確認書類の種別

ニ　新規届出書等の提出が任意届出書の提
出及び居住地国確認書類の提示の要求

（実特法10の 5 ⑦、実特令 6 の 3 ⑤⑨⑪）
又は異動届出書の提出の要求（実特法10
の 5 ⑥）によるものである場合には、そ
の旨

ロ　特定対象者の住所等所在地国と認められ
る国又は地域の特定（実特法10の 5 ②）に
関する次に掲げる事項
イ　任意届出書の提出及び居住地国確認書

類の提示の要求（実特令 6 の 3 ⑤⑨⑪）
に関する次に掲げる事項
ⅰ　上記の要求を行った年月日及び行っ

た手続の内容
ⅱ　上記の要求を行った特定取引を行っ

た者の氏名又は名称及び住所又は本店
若しくは主たる事務所の所在地

ⅲ　報告金融機関等が上記ⅱの特定取引
を行った者に係る当該特定取引に係る
契約を識別するために用いる番号、記
号その他の符号

ⅳ　上記の要求を行った場合において、
上記の届出書の提出及び上記の書類の
提示がなかったときは、その旨

ロ　特定対象者の住所等所在地国と認めら

─ 552 ─

――国際課税関係の改正――



れる国又は地域の特定（実特法10の 5
②）に関する次に掲げる事項
ⅰ　上記の特定を行った年月日及び行っ

た手続の内容
ⅱ　上記の特定を行った特定取引に係る

特定対象者の氏名又は名称及び住所又
は本店若しくは主たる事務所の所在地

ⅲ　報告金融機関等が当該特定を行った
特定取引に係る契約を識別するために
用いる番号、記号その他の符号

ⅳ　上記の特定が行われた場合には、当
該特定が行われた国又は地域の名称及
びその特定の基礎となった情報

ⅴ　上記の特定が行われなかった場合に
は、その旨（租税条約等実施特例法第
10条の 6 第 2 項第 3 号に掲げる契約に
該当する場合には、その旨）

ハ　特定対象者の住所等所在地国と認められ
る国又は地域の特定（実特法10の 5 ⑥）に
関する次に掲げる事項
イ　異動届出書の提出の要求（実特法10の

5 ⑥）に関する次に掲げる事項
ⅰ　上記の要求の基因となった新情報を

取得した年月日その他新情報に該当す
ることとなる事情の詳細

ⅱ　上記の要求を行った年月日及び行っ
た手続の内容

ⅲ　上記の要求を行った新規届出書等を
提出した者の氏名又は名称及び住所又
は本店若しくは主たる事務所の所在地

ⅳ　報告金融機関等が上記ⅲの新規届出
書等を提出した者に係る特定取引に係
る契約を識別するために用いる番号、
記号その他の符号

ⅴ　上記の要求を行った場合において、
上記の異動届出書の提出がなかったと
きは、その旨

ロ　特定対象者の住所等所在地国と認めら
れる国又は地域の特定（実特法10の 5
⑥）に関する次に掲げる事項

ⅰ　上記の特定を行った年月日及び行っ
た手続の内容

ⅱ　上記の特定を行った特定取引に係る
特定対象者（上記イⅲの新規届出書等
を提出した者を除きます。）の氏名又
は名称及び住所又は本店若しくは主た
る事務所の所在地

ⅲ　上記の特定が行われた場合には、当
該特定が行われた国又は地域の名称及
びその特定の基礎となった情報

ⅳ　上記の特定が行われなかった場合に
は、その旨

ニ　特定対象者の住所等所在地国と認められ
る国又は地域の再特定（実特法10の 5 ⑦）
に関する次に掲げる事項
イ　任意届出書の提出及び居住地国確認書

類の提示の要求（実特法10の 5 ⑦）に関
する次に掲げる事項
ⅰ　上記の要求の基因となった新情報を

取得した年月日その他新情報に該当す
ることとなる事情の詳細

ⅱ　上記の要求を行った年月日及び行っ
た手続の内容

ⅲ　上記の要求を行った新規届出書等を
提出した者の氏名又は名称及び住所又
は本店若しくは主たる事務所の所在地

ⅳ　報告金融機関等が上記ⅲの新規届出
書等を提出した者に係る特定取引に係
る契約を識別するために用いる番号、
記号その他の符号

ⅴ　上記の要求を行った場合において、
上記の届出書の提出及び上記の書類の
提示がなかったときは、その旨

ロ　特定対象者の住所等所在地国と認めら
れる国又は地域の特定（実特法10の 5
⑦）に関する次に掲げる事項
ⅰ　上記の特定の基因となった新情報を

取得した年月日その他新情報に該当す
ることとなる事情の詳細

ⅱ　上記の特定を行った年月日及び行っ
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た手続の内容
ⅲ　上記の特定を行った特定取引に係る

特定対象者（上記イⅲの新規届出書等
を提出した者を除きます。）の氏名又
は名称及び住所又は本店若しくは主た
る事務所の所在地

ⅳ　報告金融機関等が当該特定を行った
特定取引に係る契約（上記イⅳの特定
取引に係る契約を除きます。）を識別
するために用いる番号、記号その他の
符号

ⅴ　上記の特定が行われた場合には、当
該特定が行われた国又は地域の名称及
びその特定の基礎となった情報

ⅵ　上記の特定が行われなかった場合に
は、その旨（租税条約等実施特例法第
10条の 6 第 2 項第 3 号に掲げる契約に
該当する場合には、その旨）

ホ　報告事項を提供した年月日及びその報告
事項

ヘ　上記イからホまでに掲げる事項のうち上
記 2 ⑷の特例の適用に係るものがある場合
には、次に掲げる事項
イ　上記イからホまでに掲げる事項につき

上記 2 ⑷の特例の適用がないものとした
場合における上記イからホまでに掲げる
事項

ロ　上記イからホまでに掲げる事項に係る
特定行為（上記 2 ⑷①によりなかったも
のとされた行為又は上記 2 ⑷②によりあ
ったものとされた行為を行わなかったこ
とをいう。ロにおいて同じです。）の内
容及び当該特定行為が上記 2 ⑷①又は②
の主たる目的の一つとして行われたもの
であることについての事情の詳細

ト　その他参考となるべき事項

㈢　適用関係

1 　上記㈡ 2の改正は、令和 2 年 4 月 1 日から施
行されます（改正法附則 1 、令和 2 年 3 月改正

実特令附則 1 、令和 2 年 3 月改正実特規附則
1 ）。なお、上記㈡ 2の改正については、次の
とおり適用関係が定められています。
⑴　報告金融機関等は、令和 2 年 4 月 1 日前に

当該報告金融機関等との間でその営業所等を
通じて上記㈡ 2⑴①イイⅰにより特定取引か
ら除外される取引を行った者で同日において
当該取引（同日において特定取引に該当する
ものに限ります。⑴において「特定対象取
引」といいます。）に係る契約を締結してい
るものにつき、租税条約等実施特例法第10条
の 5 第 2 項の規定の例により、同日から 2 年
を経過する日（令和 2 年 4 月 1 日の前日にお
ける当該特定対象取引に係る契約に係る資産
の価額が 1 億円を超えるものにあっては、令
和 2 年 4 月 1 日から 1 年を経過する日）まで
に、当該報告金融機関等の保有する特定対象
者の住所その他の情報に基づき当該特定対象
者の住所等所在地国と認められる国又は地域
の特定をしなければならないものとされてい
ます。なお、当該特定をした国又は地域は、
同項の規定により特定した同項の特定対象者
の住所等所在地国と認められる国又は地域と
みなして、同条の規定を適用するものとされ
ています（令和 2 年 3 月改正実特規附則 7 ）。

⑵　上記㈡ 2⑴①イハの改正は、施行日以後に
提出する新規届出書について適用し、令和 2
年 4 月 1 日前に提出した新規届出書について
は、従前どおりとされています（改正法附則
132①）。

⑶　上記㈡ 2⑴①ロイ又はロの改正は、令和 2
年 4 月 1 日以後に特定取引を行う場合又は任
意届出書若しくは異動届出書を提出する場合
について適用されます（令和 2 年 3 月改正実
特令附則 2 、 4 、令和 2 年 3 月改正実特規附
則 2 、 4 、 5 ）。

⑷　上記㈡ 2⑴②イイの改正は、法人既存特定
取引契約者が報告金融機関等との間でその営
業所等を通じて行った特定取引に係る契約が、
令和 2 年 4 月 1 日以後に租税条約等実施特例
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法施行令第 6 条の 3 第23項第 3 号及び第 4 号
に掲げる契約に該当することとなった場合に
ついて適用し、法人既存特定取引契約者が報
告金融機関等との間でその営業所等を通じて
行った特定取引に係る契約が、同日前にこれ
らの規定に掲げる契約に該当することとなっ
た場合については、従前どおりとされていま
す（令和 2 年 3 月改正実特令附則 3 ①）。

⑸　上記㈡ 2⑴②イロⅰの改正は、上記㈡ 2⑴
②イロⅰの既存特定取引契約者が報告金融機
関等との間でその営業所等を通じて行った特
定取引に係る契約が、令和 2 年 4 月 1 日以後
に租税条約等実施特例法施行令第 6 条の 3 第
23項第 2 号及び第 4 号に掲げる契約に該当す
ることとなった場合について適用し、個人既
存特定取引契約者又は法人既存特定取引契約
者が報告金融機関等との間でその営業所等を
通じて行った特定取引に係る契約が、同日前
にこれらの規定に掲げる契約に該当すること
となった場合については、従前どおりとされ
ています（令和 2 年 3 月改正実特令附則 3 ②）。

⑹　上記㈡ 2⑴②イロⅱの改正は、報告金融機
関等が令和 2 年 4 月 1 日以後に特定対象者の
住所等所在地国と認められる国又は地域を特
定する場合及び報告金融機関等が特定をした
特定対象者の住所等所在地国と認められる国
又は地域（台湾を除きます。）が同日以後に
報告対象国に該当することとなった場合につ
いて適用し、当該特定をした国又は地域が同
日の前日において報告対象国（台湾を含みま
す。）であった場合については、従前どおり
とされています（令和 2 年 3 月改正実特令附
則 3 ③）。
　なお、報告金融機関等が特定対象者の住所
等所在地国と認められる国又は地域の特定を
した場合において、令和 2 年 4 月 1 日前に当
該特定をした日から 2 年を経過していたとき

（同日の前日において、当該特定をした国又
は地域が報告対象国以外の国又は地域である
ときに限ります。）は、当該特定対象者の生

年月日及び及び外国納税者番号等の取得につ
いては、上記㈡ 2⑴②イロⅱは適用しないこ
ととされています（令和 2 年 3 月改正実特令
附則 3 ④、 5 ）。
　また、報告金融機関等が特定対象者の住所
等所在地国と認められる国又は地域の特定を
した場合において、次に掲げる場合に該当し
ていたとき（令和 2 年 4 月 1 日の前日におい
て、当該特定をした国又は地域が報告対象国
以外の国又は地域（台湾を除きます。）であ
るときに限ります。）は、次に掲げる場合の
区分に応じそれぞれ次に定める措置をとった
ものとみなして、上記㈡ 2⑴②イロⅱを適用
することとされています（令和 2 年 3 月改正
実特規附則 3 、 6 ）。
①　当該特定をした日（⑹において「特定

日」といいます。）から令和 2 年 4 月 1 日
の前日（同日が当該特定日から 1 年を経過
する日後に到来する場合（令和 2 年 4 月 1
日の前日が当該特定日から 2 年を経過する
日以後に到来する場合を除きます。）に限
ります。）までの間のうち、当該特定日か
ら 1 年を経過する日まで及び同日の翌日か
ら令和 2 年 4 月 1 日の前日までのそれぞれ
の期間内において、少なくとも 1 回、上記
㈠ 1⑵①ハロによる措置をとっていた場合
��当該特定をした国又は地域が報告対象
国に該当することとなった日（②において

「該当日」といいます。）から 2 年を経過す
る日までの間、年 1 回、上記㈡ 2⑴②イロ
ⅱによる措置をとること。

②　当該特定日から 1 年を経過する日（同日
が令和 2 年 4 月 1 日以後に到来する場合に
は、当該特定日から令和 2 年 4 月 1 日の前
日）までの間においてのみ、少なくとも 1
回、上記㈠ 1⑵①ハロによる措置をとって
いた場合��当該特定をした国又は地域に
係る該当日から 1 年を経過する日まで又は
同日の翌日から 1 年を経過する日までの期
間のいずれかの期間内において、 1 回、上
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記㈡ 2⑴②イロⅱによる措置をとること。
⑺　上記㈡ 2⑶の改正は、令和 2 年 4 月 1 日の

属する年以後の各年の12月31日において報告
金融機関等との間でその営業所等を通じて特
定取引を行った者が締結している報告対象契
約に係る報告事項の提供について適用し、令
和 2 年 4 月 1 日の属する年の前年以前の各年
の12月31日において報告金融機関等との間で
その営業所等を通じて特定取引を行った者が
締結していた報告対象契約に係る報告事項の
提供については、従前どおりとされています

（改正法附則132⑤）。
⑻　上記㈡ 2⑷①の改正は、令和 2 年 4 月 1 日

以後に特定取引に係る契約に関する報告事項
に係る行為を行った場合について適用されま
す（改正法附則132⑥）。

⑼　上記㈡ 2⑷②の改正は、令和 2 年 4 月 1 日
以後に特定取引に係る契約に関する報告事項
に関し通常行われると認められる行為を行わ
なかった場合について適用されます（改正法
附則132⑦）。

⑽　上記㈡ 2⑹の改正は、令和 2 年 4 月 1 日以
後にした違反行為について適用されます（改
正法附則171）。

2 　上記㈡ 3の改正は、令和 4 年 1 月 1 日から施
行されます（改正法附則 1 四ニ、令和 2 年 4 月
改正実特令附則①、令和 2 年 4 月改正実特規附
則 1 ）。なお、上記㈡ 3の改正については、次
のとおり適用関係が定められています。
⑴　上記㈡ 3⑵①イの改正は、上記㈡ 3⑵①イ

イⅰからⅴまでに掲げる異動を生じた日が令
和 4 年 1 月 1 日以後である場合（同日の前日
において当該異動に相当する事実を生じてい
た場合を除きます。）について適用し、上記
㈠ 2⑴①イからハまでに掲げる場合に該当す
ることとなった日が同年 1 月 1 日前である場
合については、従前どおりとされています

（改正法附則132②）。
⑵　上記㈡ 3⑵①ロの改正は、令和 4 年 1 月 1

日以後に新情報を取得した場合に該当する場
合について適用されます（改正法附則132③）。

⑶　上記㈡ 3⑵②の改正は、令和 4 年 1 月 1 日
以後に上記㈡ 3⑵②ロイからチまでに掲げる
場合に該当する場合について適用し（改正法
附則132④）、同日前に上記㈠ 2⑵の一定の場
合に該当した場合については、従前どおりと
されています（改正法附則132③）。

⑷　上記㈡ 3⑶の改正は、令和 4 年 1 月 1 日以
後の各年の12月31日において報告金融機関等
との間でその営業所等を通じて特定取引を行
った者が締結している報告対象契約に係る報
告事項の提供について適用し、令和 4 年 1 月
1 日前の各年の12月31日において報告金融機
関等との間でその営業所等を通じて特定取引
を行った者が締結していた報告対象契約に係
る報告事項の提供については、従前どおりと
されています（令和 2 年 4 月改正実特令附則
②）。

Ⅱ　台湾との間での金融口座情報の自動的な提供のための報告制度の改正

㈠　改正前の制度の概要

　台湾との間での金融口座情報の自動的な提供の
ための報告制度（所得相互免除法41の 2 ）は、台
湾との間で CRS に従った税務当局間の自動的情
報交換に相当する枠組みを構築する観点から設け
られています。

（注）　非居住者に係る金融口座情報の自動的交換の

ための報告制度における居住地国の特定手続（実

特 法 10 の 5 ） に お い て は、 い わ ゆ るWider 

Approachが採用されており、特定取引を行う者

の居住地国が同制度における報告対象国（実特

法10の 6 ②一）に該当するか否かに関わらず、

居住地国の特定手続を実施することとされてい
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ます。したがって、本制度における報告事項の

提供義務を負っている報告金融機関等は、特定

取引を行う者の居住地国が台湾である場合、非

居住者に係る金融口座情報の自動的交換のため

の報告制度において台湾を居住地国として特定

済みであることから、本制度においては居住地

国の特定手続は設けられていません。

　我が国においては、令和 2 年 4 月30日までに報
告金融機関等から令和元年分として台湾居住者に
係る金融口座情報の提供を受けることが可能とな
り、これを台湾に提供することとなり、また、台
湾からも、共通報告基準に従った居住者・内国法
人に係る金融口座情報に相当する情報が提供され
ることとなります。

1 　報告金融機関等の報告事項の提供

　報告金融機関等は、その年の12月31日において、
その報告金融機関等との間でその営業所等を通じ
て特定取引を行った者（一定の者を除きます。）
が報告対象契約を締結している場合には、その報
告対象契約ごとに、特定対象者の氏名又は名称、
住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び
特定居住地国、その報告対象契約に係る資産の価
額、その資産の運用、保有又は譲渡による収入金
額等一定の事項（以下「報告事項」といいます。）
を、その年の翌年 4 月30日までに、電子情報処理
組織（e-Tax）を使用して送付する方法又はその
報告事項を記録した光ディスク等を提出する方法
のいずれかの方法により、所轄税務署長に提供し
なければならないこととされています（旧所得相
互免除法41の 2 ①）。

（注）　「報告金融機関等」、「営業所等」、「特定取引」、

「特定対象者」及び「特定居住者国」の意義は、

非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のた

めの報告制度における意義と同様とされていま

す（旧所得相互免除法41の 2 ①）。

⑴　報告対象外となる者の範囲
　本制度による報告の対象外とされる「一定の
者」は、非居住者に係る金融口座情報の自動的

交換のための報告制度における意義と同様とさ
れています（旧所得相互免除法41の 2  ①）。

⑵　報告対象契約の意義
　「報告対象契約」とは、特定取引に係る契約
のうち次に掲げるものをいいます（旧所得相互
免除法41の 2 ②）。
①　特定居住地国が報告対象国である者（特定

居住地国が報告対象国である組合契約によっ
て成立する組合の特定組合員を含みます。）
が締結しているもの

②　特定居住地国が報告対象国以外の国又は地
域である特定法人で、その特定法人に係る実
質的支配者の特定居住地国が報告対象国であ
る特定法人が締結しているもの

（注）　「組合契約」、「特定組合員」、「特定法人」及

び「実質的支配者」の意義は、非居住者に係

る金融口座情報の自動的交換のための報告制

度における意義と同様とされています（旧所

得相互免除法41の 2 ②各号）。

⑶　報告対象国の意義
　「報告対象国」とは、報告事項に相当する事
項（居住者及び内国法人に係るものを含みま
す。）の提供を求めるために必要な措置が講じ
られている外国をいい、具体的には台湾が定め
られています（旧所得相互免除法41の 2 ②一）。
以下同じです。

⑷　報告事項の範囲
　報告金融機関等が提供すべき報告事項は、非
居住者に係る金融口座情報の自動的交換のため
の報告制度における報告事項と同様とされてい
ます（旧所得相互免除規21①）。

2 　報告金融機関等による記録の作成及び
保存

　報告金融機関等は、上記 1により報告事項を提
供した場合には、非居住者に係る金融口座情報の
自動的交換のための報告制度における報告事項を
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提供した場合と同様に、その報告事項に関する記
録を、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを
用いて作成しなければならないこととされていま
す（旧所得相互免除法41の 2 ③、旧所得相互免除
規21②による準用後の旧実特規16の13①）。
　また、報告金融機関等は、その作成した記録を、
非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のため
の報告制度と同様に、その記録に係る特定取引に
係る契約が終了した日等一定の日の属する年の翌
年から 5 年間、保存しなければならないこととさ
れています（旧所得相互免除法41の 2 ④）。

3 　その他

⑴　報告金融機関等の報告事項の提供に係る税務
職員の質問検査権
　国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、非
居住者に係る金融口座情報の自動的交換のため
の報告制度と同様に、報告事項の提供に関する
調査について必要があるときは、その報告事項
の提供をする義務がある者に質問し、その者の
報告対象契約に関する帳簿書類その他の物件を
検査し、又はその物件（その写しを含みます。）
の提示若しくは提出を求めることができるほか、
報告事項の提供に関する調査について必要があ
るときは、その調査において提出された物件を
留め置くことができることとされています（旧
所得相互免除法41の 2 ⑥⑦⑩、旧所得相互免除
令33の 2 ②）。

⑵　罰則
　報告事項の提供等に関しては、非居住者に係
る金融口座情報の自動的交換のための報告制度
と同様に、本制度の実効性を担保するため、次
のいずれかに該当する者は、 6 月以下の懲役又

は50万円以下の罰金を科することとされていま
す（旧所得相互免除法47①）。
①　報告事項をその提供の期限までに上記 1の

方法により税務署長に提供せず、又は上記 1
の方法により偽りの事項を税務署長に提供し
た者

②　上記⑴の当該職員の質問に対して答弁せず、
若しくは偽りの答弁をし、又は上記⑴の検査
を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

③　上記⑴の物件の提示又は提出の要求に対し、
正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの
記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物
件（その写しを含みます。）を提示し、若し
くは提出した者

㈡　改正の内容

　今般の改正において、非居住者に係る金融口座
情報の自動的交換のための報告制度の改正を踏ま
え、台湾との間での金融口座情報の自動的な提供
のための報告制度についても、上記Ⅰ㈡ 2⑶、⑷
及び⑹の改正と同様の改正が行われました（所得
相互免除法41①～③、47①一）。

（注）　なお、上記Ⅰ㈡ 2 ⑴、⑵及び⑸並びに 3の改

正についても、上記㈠（注）のとおり、台湾と

の間での金融口座情報の自動的な提供のための

報告制度にその内容が反映されることとなりま

す。

㈢　適用関係

　上記㈡の改正は、令和 2 年 4 月 1 日から施行さ
れます（改正法附則 1 ）。なお、適用関係につい
ても、上記Ⅰ㈢ 1 ⑹から⑼までと同様の経過措置
が定められています（改正法附則131②③、171）。
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三　その他

Ⅰ　外国関係会社に係る所得等の課税の特例の改正

1 　内国法人等の外国関係会社に係る所得
の課税の特例（外国子会社合算税制）の
改正

⑴　改正前の制度の概要
　外国子会社合算税制は、外国子会社等を利用
した租税回避を抑制するため、一定の要件に該
当する外国子会社等の所得に相当する金額につ
いて、日本の親会社の所得とみなして合算し、
日本で課税する制度です。
　外国関係会社（注 1 ）がペーパー・カンパニ
ー等である場合（特定外国関係会社）又は経済
活動基準（注 2 ）のいずれかを満たさない場合

（対象外国関係会社）には、その外国関係会社
の所得に相当する金額について、内国法人の所
得とみなして、課税することとされています

（会社単位の合算課税）。
　外国関係会社が経済活動基準を全て満たす場
合（部分対象外国関係会社）であっても、外国
金融子会社等に該当しない部分対象外国関係会
社については配当、利子等の一定の受動的所得

（注 3 ）について、外国金融子会社等に該当す
る部分対象外国関係会社については異常な水準
の資本に係る所得等の一定の受動的所得（注

4 ）について、内国法人の所得とみなして、そ
れぞれ課税することとされています（受動的所
得の合算課税）。
　ただし、外国関係会社の租税負担割合が一定

（特定外国関係会社は30％、それ以外の外国関
係会社は20％）以上の場合には、合算課税の適
用を免除することとされています。

（注 1 ）　上記の「外国関係会社」とは、居住者・

内国法人等が直接又は間接に50％を超える

持分を有する外国法人又は居住者・内国法

人が外国法人の残余財産のおおむね全部に

ついて分配を請求することができるなど会

社財産に対する支配関係がある場合のその

外国法人をいいます。以下同じです。
（注 2 ）　上記の「経済活動基準」とは以下の基準

をいいます。

① 　事業基準（主たる事業が株式の保有等

の一定の事業でないこと）

② 　実体基準（本店所在地国に主たる事業

に必要な事務所等を有すること）

③ 　管理支配基準（本店所在地国において

事業の管理、支配及び運営を自ら行って

いること）

④　次のいずれかの基準

　イ 　所在地国基準（主として本店所在地

国で事業を行っていること）

　　※　下記以外の業種に適用

　ロ 　非関連者基準（主として関連者以外

の者と取引を行っていること）

　　※ 　卸売業、銀行業、信託業、金融商

品取引業、保険業、水運業、航空運

送業、航空機貸付業に適用
（注 3 ）　外国金融子会社等に該当しない部分対象

外国関係会社に係る受動的所得の合算課税

の対象となる所得は、①剰余金の配当等、

②受取利子等、③有価証券の貸付けの対価、

④有価証券の譲渡損益、⑤デリバティブ取

引に係る損益、⑥外国為替差損益、⑦その

他の金融所得、⑧保険所得、⑨固定資産の

貸付けの対価、⑩無形資産等の使用料、⑪

無形資産等の譲渡損益、⑫異常所得とされ

ています。
（注 4 ）　外国金融子会社等に該当する部分対象外

国関係会社に係る受動的所得の合算課税の

対象となる所得は、①異常な水準の資本に

係る所得、②固定資産の貸付けの対価、③
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無形資産等の使用料、④無形資産等の譲渡

損益、⑤異常所得とされています。
（注 5 ）　居住者の各年分の所得に対する所得税及

び連結法人の各連結事業年度の連結所得に

対する法人税についても上記と同様の制度

が設けられていますが、制度の基本的な仕

組みは内国法人についての特例と同様です

ので、説明は省略します（措法40の 4 、68

の90）。

　内国法人が合算課税の対象となる場合には、
その内国法人に係る外国関係会社の所得に対し
て課される外国法人税の額のうち合算課税の対
象とされた金額に対応する部分の金額は、その
内国法人が納付する控除対象外国法人税の額と
みなして外国税額控除の規定を適用することと
されています。また、内国法人が合算課税の適
用を受けた外国関係会社から一定の配当等を受
けた場合には、その受けた配当等に対する課税
とその配当等の原資である外国関係会社の所得
に対する合算課税の二重課税が生じるため、そ
の配当等については一定の金額を限度として益
金不算入とする等の調整規定が設けられていま
す。

（注）　連結法人の各連結事業年度の連結所得に対

する法人税についても上記と同様の制度が設

けられていますが、制度の基本的な仕組みは

内国法人についての特例と同様ですので、説

明は省略します（措法68の91、68の92）。居住

者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に

ついては、居住者が合算課税の適用を受けた

外国関係会社から一定の配当等を受けた場合

には、その受けた配当等については一定の金

額を限度としてその外国関係会社から受ける

配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控

除する等の調整規定が設けられています（措

法40の 5 ）。

⑵　改正の内容
①　特定所得の金額（受取利子等の額）

　外国金融子会社等に該当しない部分対象外

国関係会社は、受取利子等（その支払を受け
る利子（その経済的な性質が利子に準ずるも
のを含みます。）をいいます。）の額の合計額
からその受取利子等の額を得るために直接要
した費用の額の合計額を控除した残額が部分
合算課税の対象とされていますが、次に掲げ
る受取利子等の額については、その本店所在
地国において活動するための十分な経済合理
性があると認められることから、部分合算課
税の対象となる受取利子等の額から除外する
こととされています（措法66の 6 ⑥二、旧措
令39の17の 3 ⑩）。
イ　業務の通常の過程で生ずる預貯金利子の

額
　その行う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（所得税法第 2
条第 1 項第10号｟定義｠に規定する政令で
定めるものを含みます。）の利子の額（措
法66の 6 ⑥二）

ロ　一定の貸金業者が行う金銭の貸付けに係
る利子の額
　金銭の貸付けを主たる事業とする部分対
象外国関係会社（金銭の貸付けを業として
行うことにつきその本店所在地国の法令の
規定によりその本店所在地国において免許
又は登録その他これらに類する処分を受け
ているものに限ります。）で、その本店所
在地国においてその役員又は使用人がその
行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行する
ために通常必要と認められる業務の全てに
従事しているものが行う金銭の貸付けに係
る利子の額（措法66の 6 ⑥二）

ハ　一定の割賦販売等に係る利子の額
　割賦販売等（割賦販売法第 2 条第 1 項か
ら第 4 項まで｟定義｠に規定する割賦販売、
ローン提携販売、包括信用購入あっせん又
は個別信用購入あっせんに相当するものを
いいます。ハにおいて同じです。）を行う
部分対象外国関係会社でその本店所在地国
においてその役員又は使用人が割賦販売等
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を的確に遂行するために通常必要と認めら
れる業務の全てに従事しているものが行う
割賦販売等から生ずる利子の額（旧措令39
の17の 3 ⑩一）

ニ　一定のグループファイナンスに係る利子
の額
イ　部分対象外国関係会社（その本店所在

地国においてその行う金銭の貸付けに係
る事務所、店舗その他の固定施設を有し、
かつ、その本店所在地国においてその役
員又は使用人がその行う金銭の貸付けの
事業を的確に遂行するために通常必要と
認められる業務の全てに従事しているも
のに限ります。）がその関連者等（注）

に対して行う金銭の貸付けに係る利子の
額（旧措令39の17の 3 ⑩二）

（注）　上記の「関連者等」とは、部分対象

外国関係会社にとっての非関連者基準

における関連者（その主たる事業が非

関連者基準の適用されない業種である

部分対象外国関係会社にあっては、非

関連者基準が適用されるものとして読

み替えた場合の関連者）及びその部分

対象外国関係会社が統括会社に該当す

る場合のその統括会社に係る被統括会

社をいい、個人を除きます（旧措令39

の17の 3 ⑩二イ～ハ）。

ロ　部分対象外国関係会社がその部分対象
外国関係会社の関連者等である外国法人

（上記イの部分対象外国関係会社及び外
国金融子会社等に限ります。）に対して
行う金銭の貸付けに係る利子の額（旧措
令39の17の 3 ⑩三）

　今回の改正では、部分対象外国関係会社
（その本店所在地国においてその役員又は使
用人がその行う棚卸資産の販売及びこれに付
随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に
係る業務を的確に遂行するために通常必要と
認められる業務の全てに従事しているものに
限ります。）が、その部分対象外国関係会社

に係る関連者（注）以外の者に対して行う棚
卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ず
る利子の額については、その本店所在地国に
おいて活動するための十分な経済合理性があ
る受取利子等の額と認められることから、部
分合算課税の対象から除外することとされま
した（措令39の17の 3 ⑩二）。

（注）　上記の「関連者」とは、部分対象外国関

係会社にとっての非関連者基準における関

連者（その主たる事業が非関連者基準の適

用されない業種である部分対象外国関係会

社にあっては、非関連者基準が適用される

ものとして読み替えた場合の関連者）をい

います。

　例えば、商品販売者が、商品購入者から商
品代金を回収するまでに一定の支払猶予期間
を設け、その支払を猶予する対価として受領
する利子（いわゆる「ユーザンス金利」）の
うち一定の要件を満たすものについて、部分
合算課税の対象から除外されることとなりま
す。

（注）　居住者の各年分の所得に対する所得税及

び連結法人の各連結事業年度の連結所得に

対する法人税についても上記と同様の改正

が行われています（措令25の22の 3 ⑧二、

39の117の 2 ⑩二）。

②　外国子会社合算税制の適用に係る二重課税
調整
　内国法人が外国子会社合算税制の適用を受
ける場合に、内国法人に係る外国関係会社の
所得に対して課される外国法人税の額がある
ときは、その外国法人税の額のうち、その外
国関係会社の課税対象金額、部分課税対象金
額又は金融子会社等部分課税対象金額に対応
する部分の金額をその内国法人が納付する控
除対象外国法人税の額とみなして、法人税法
第69条｟外国税額の控除｠及び地方法人税法
第12条｟外国税額の控除｠の規定を適用する
こととされています（措法66の 7 ①②）。
　しかしながら、特定目的会社等（特定目的
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会社、投資法人、特定目的信託に係る受託法
人又は特定投資信託に係る受託法人）につい
ては、外国税額控除制度の適用がないことと
されているため（措法67の14②、67の15②、
68の 3 の 2 ②、68の 3 の 3 ②）、特定目的会
社等が合算課税の適用を受ける場合には、外
国関係会社の所得に対して課される外国法人
税の額については上記の外国税額控除を通じ
た二重課税調整を行うことができませんでし
た。
　そこで、今回の改正では、特定目的会社等
が会社単位の合算課税又は外国金融子会社等
に該当しない部分対象外国関係会社に係る部
分合算課税の適用を受ける場合には、その特
定目的会社等に係る外国関係会社の所得に対
して課される外国法人税の額のうちその合算
課税の対象とされた金額に対応する部分の金
額は、その特定目的会社等が納付した外国法
人税の額とみなして、特定目的会社の利益の
配当に係る源泉徴収等の特例等の規定を適用
することとされました。
イ　制度の概要

　租税特別措置法第66条の 6 第 1 項各号
｟内国法人の外国関係会社に係る所得の課
税の特例｠に掲げる内国法人（特定目的会
社等（注 1 ）に限ります。）が、会社単位
の合算課税又は外国金融子会社等に該当し
ない部分対象外国関係会社に係る部分合算
課税の適用を受ける場合には、その内国法
人に係る外国関係会社の所得に対して課さ
れる外国法人税の額（注 2 ）のうち、その
外国関係会社の課税対象金額に対応するも
のとして計算した金額又はその外国関係会
社の部分課税対象金額に対応するものとし
て計算した金額は、その内国法人が納付し
た外国法人税の額（注 3 ）とみなして、特
定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等
の特例等（同法第 9 条の 3 の 2 及び第 9 条
の 6 から第 9 条の 6 の 4 まで）の規定を適
用することとされました（措法66の 7 ④）。

　これにより、外国関係会社の所得に対し
て課される外国法人税の額のうち一定の金
額については、特定目的会社等の利益の配
当等に係る源泉徴収所得税の額から控除す
ることができることとなります。

（注 1 ）　上記の「特定目的会社等」とは、資

産の流動化に関する法律第 2 条第 3 項

｟定義｠に規定する特定目的会社、投資

信託及び投資法人に関する法律第 2 条

第12項｟定義｠に規定する投資法人、

法人税法第 2 条第29号の 2 ホ｟定義｠

に掲げる特定目的信託に係る同法第 4

条の 7 ｟受託法人等に関するこの法律

の適用｠に規定する受託法人又は特定

投資信託（投資信託及び投資法人に関

する法律第 2 条第 3 項に規定する投資

信託のうち、法人課税信託に該当する

ものをいいます。）に係る法人税法第 4

条の 7 に規定する受託法人をいいます

（措法66の 7 ①）。
（注 2 ）　上記の「外国法人税の額」は、法人

税法第69条第 1 項に規定する外国法人

税の額をいいますが、外国関係会社の

外国法人税に関する法令に企業集団等

所得課税規定（連結納税規定・パスス

ルー課税規定）がある場合のその外国

法人税にあっては、その企業集団等所

得課税規定の適用がないものとした場

合にその外国法人税に関する法令の規

定により計算される外国法人税の額と

されています（措法66の 7 ①、措令39

の18①⑰）。下記ヘにおいて「個別計算

外国法人税額」といいます。
（注 3 ）　上記の「外国法人税の額」とは、租

税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 3 項第

2 号又は第 9 条の 6 第 1 項に規定する

外国法人税の額、すなわち、法人税法

第69条第 1 項に規定する控除対象外国

法人税の額をいいます。
（注 4 ）　特定目的会社等が納付した外国法人
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税の額とみなされる金額がその特定目

的会社等の利益の配当等に係る源泉徴

収所得税の額から控除されることに伴

い、その控除された金額が租税特別措

置法第 9 条の 6 第 3 項又は第 4 項に規

定する特定目的会社分配時調整外国税

相当額に含まれることになるなど、特

定目的会社の利益の配当に係る源泉徴

収等の特例等の規定の適用に関し、所

要の変更が加えられることになります。
（注 5 ）　この二重課税調整は、内国法人の外

国関係会社に係る所得の課税の特例に

おいてのみ措置されています。

ロ　外国法人税の額とみなされる金額
イ　会社単位の合算課税の適用を受ける場

合
　内国法人が会社単位の合算課税の適用
を受ける場合にその内国法人が納付した
外国法人税の額とみなされる金額は、外
国関係会社につきその課税対象年度（注

1 ）の所得に対して課される外国法人税
の額に、その課税対象年度に係る調整適
用対象金額（注 2 ）のうちにその内国法
人に係る課税対象金額の占める割合を乗
じて計算した金額とされました（措令39
の18⑲）。ただし、その金額がその課税
対象金額を超える場合には、その課税対
象金額に相当する金額が限度とされてい
ます（措法66の 7 ④）。

（注 1 ）　上記の「課税対象年度」とは、外

国関係会社につきその適用対象金額

を有する事業年度をいいます（措令

39の18③）。
（注 2 ）　上記の「調整適用対象金額」とは、

外国関係会社の適用対象金額に、そ

の適用対象金額の計算上控除される

その外国関係会社が持株割合25％以

上等の要件を満たす子会社から受け

る配当等の額（その外国関係会社の

課税対象年度の所得に対して課され

る外国法人税の課税標準に含まれる

ものに限ります。）等の金額を加算す

る調整を加えた金額をいいます（措

令39の18③）。

ロ　外国金融子会社等に該当しない部分対
象外国関係会社に係る部分合算課税の適
用を受ける場合
　内国法人が外国金融子会社等に該当し
ない部分対象外国関係会社に係る部分合
算課税の適用を受ける場合にその内国法
人が納付した外国法人税の額とみなされ
る金額は、外国関係会社につきその部分
課税対象年度（注 1 ）の所得に対して課
される外国法人税の額に、その部分課税
対象年度に係る調整適用対象金額（注

2 ）のうちにその内国法人に係る部分課
税対象金額の占める割合（その調整適用
対象金額がその部分課税対象金額を下回
る場合には、その部分課税対象年度に係
る部分適用対象金額のうちにその部分課
税対象金額の占める割合）を乗じて計算
した金額とされました（措令39の18⑳）。
ただし、その金額がその部分課税対象金
額を超える場合には、その部分課税対象
金額に相当する金額が限度とされていま
す（措法66の 7 ④）。

（注 1 ）　上記の「部分課税対象年度」とは、

外国関係会社につきその部分適用対

象金額を有する事業年度をいいます

（措令39の18④）。
（注 2 ）　上記の「調整適用対象金額」とは、

外国関係会社が特定外国関係会社又

は対象外国関係会社に該当するとし

た場合に計算される適用対象金額に、

その適用対象金額の計算上控除され

るその外国関係会社が持株割合25％

以上等の要件を満たす子会社から受

ける配当等の額（その外国関係会社

の部分課税対象年度又は金融子会社

等部分課税対象年度の所得に対して
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課される外国法人税の課税標準に含

まれるものに限ります。）等の金額を

加算する調整を加えた金額をいいま

す（措令39の18⑥）。

ハ　二以上の外国法人税が課された場合等の
外国法人税の額とみなされる金額
　外国関係会社の課税対象年度又は部分課
税対象年度の所得に対して二以上の外国法
人税が課され、又は二回以上にわたって外
国法人税が課された場合において、その外
国関係会社に係る内国法人がその二以上の
事業年度においてその外国法人税の額につ
きこの二重課税調整の適用を受けるときは、
その二以上の事業年度のうち最初の事業年
度後の事業年度に係る上記ロの外国法人税
の額とみなされる金額は、次のイの金額か
ら次のロの金額を控除した金額とすること
とされました（措令39の18�）。
イ　この二重課税調整の適用を受ける事業

年度（ロにおいて「適用事業年度」とい
います。）終了の日までにその課税対象
年度又は部分課税対象年度の所得に対し
て課された外国法人税の額の合計額につ
いて上記ロにより計算した金額

ロ　適用事業年度開始の日の前日までにそ
の課税対象年度又は部分課税対象年度の
所得に対して課された外国法人税の額の
合計額について上記ロにより計算した金
額

ニ　納付したものとみなされる事業年度等
　外国関係会社の課税対象年度又は部分課
税対象年度の所得に対して課された外国法
人税の額のうち、その外国関係会社に係る
内国法人が納付した外国法人税の額とみな
される金額は、次の外国法人税の区分に応
じそれぞれに定める事業年度において、そ
の内国法人が納付することとなるものとみ
なし、その納付することとなるものとみな
された事業年度においてその内国法人が納
付したものとみなすこととされました（措

令39の18�）。
イ　内国法人が外国関係会社の課税対象年

度の課税対象金額に相当する金額又は部
分課税対象年度の部分課税対象金額に相
当する金額につき会社単位の合算課税又
は外国金融子会社等に該当しない部分対
象外国関係会社に係る部分合算課税の適
用を受ける事業年度終了の日以前にその
課税対象年度又は部分課税対象年度の所
得に対して課された外国法人税��その
適用を受ける事業年度

ロ　内国法人が外国関係会社の課税対象年
度の課税対象金額に相当する金額又は部
分課税対象年度の部分課税対象金額に相
当する金額につき会社単位の合算課税又
は外国金融子会社等に該当しない部分対
象外国関係会社に係る部分合算課税の適
用を受ける事業年度終了の日後にその課
税対象年度又は部分課税対象年度の所得
に対して課された外国法人税��その課
された日の属する事業年度

ホ　特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴
収等の特例等の適用
　特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴
収等の特例等においては、特定目的会社等
が納付した外国法人税の額は、特定目的会
社等の利益の配当等の支払を受ける者のス
テータスごとに定められた居住者控除限度
額、内国法人控除限度額又は非居住者等控
除限度額にその特定目的会社等の外貨建資
産割合（特定目的会社等の事業年度終了の
時の貸借対照表に計上されている外貨建資
産（注）の帳簿価額のその特定目的会社等
のその事業年度終了の時の貸借対照表に計
上されている総資産の帳簿価額に対する割
合をいいます。）を乗じて計算した金額を
合計した金額を限度として、その特定目的
会社等の利益の配当等に係る源泉徴収所得
税の額から控除することとされていますが、
この二重課税調整の適用を受ける内国法人
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が有するその適用に係る外国関係会社の株
式等は、特定目的会社の利益の配当に係る
源泉徴収等の特例等における外貨建資産割
合の計算については、その外貨建資産に含
まれるものとすることとされました（措令
39の18�）。

（注）　上記の「外貨建資産」とは、外国通貨

で表示される株式、債券その他の資産を

いいます（措令 4 の 9 ①一）。

ヘ　二重課税調整の適用を受けた場合の書類
の保存
　この二重課税調整の適用を受けた内国法
人は、次の書類を、特定目的会社の利益の
配当に係る源泉徴収等の特例等（租税特別
措置法第 9 条の 6 第 1 項、第 9 条の 6 の 2
第 1 項、第 9 条の 6 の 3 第 1 項又は第 9 条
の 6 の 4 第 1 項）の規定により上記ロの外
国法人税の額とみなされる金額を控除した
日又は上場株式等の配当等に係る源泉徴収
義務等の特例（租税特別措置法第 9 条の 3
の 2 第 3 項）の規定により上記ロの外国法
人税の額とみなされる金額が控除された日
の属する年の翌年から 7 年間、納税地に保
存しなければならないこととされました

（措令39の18�、措規22の11の 2 ）。
イ　この二重課税調整の適用を受けようと

する外国の法令により課される税が法人
税法第69条第 1 項に規定する外国法人税
に該当することについての説明、個別計
算外国法人税額に関する計算の明細及び
この二重課税調整の規定による外国法人
税の額とみなされる金額の計算に関する
明細を記載した書類

ロ　イの税が課されたことを証するその税
に係る申告書の写し又はこれに代わるべ
きその税に係る書類及びその税が既に納
付されている場合にはその納付を証する

書類並びに個別計算外国法人税額に関す
る計算の基礎となる書類

⑶　適用関係
①　上記⑵①の改正は、外国関係会社の令和 2

年 4 月 1 日以後に開始する事業年度に係る部
分適用対象金額及びその部分適用対象金額に
係る部分課税対象金額について適用されます

（改正措令附則23、36、46）。
②　上記⑵②の改正は、外国関係会社の令和 2

年 4 月 1 日以後に終了する事業年度に係る課
税対象金額又は部分課税対象金額に係る外国
法人税の額について適用されます（改正法附
則90①）。

2 　特殊関係株主等である内国法人等に係
る外国関係法人に係る所得の課税の特例
（コーポレート・インバージョン対策合
算税制）の改正

⑴　改正の内容
　コーポレート・インバージョン対策合算税制
は、内国法人が、その経済実態や実質的な株主
構成を変えずに、外国法人の子会社となるよう
な事象をコーポレート・インバージョンとして
捉え、このような外国法人の所得を合算課税の
対象にする制度です。このコーポレート・イン
バージョン対策合算税制について、外国子会社
合算税制の上記 1 ⑵①と同様の改正が行われま
した（措令25の27⑧二、39の20の 4 ⑧二、39の
120の 4 ⑧二）。

⑵　適用関係
　今回のコーポレート・インバージョン対策合
算税制の改正は、外国子会社合算税制と同様の
適用関係とされています（改正措令附則24、37、
47）。
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Ⅱ　外国税額控除の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　制度の概要
　我が国の税制においては、内国法人の外国支
店等で生じた所得を含むその内国法人の全世界
所得を課税標準として法人税が課されることと
されています。しかし、外国支店等で生じた所
得については、通常、所在地国においても課税
されることとなるため、同一の所得に対して我
が国と外国の双方で課税されることとなり、国
際的な二重課税が生ずることとなります。そこ
で、内国法人が各事業年度において外国法人税
を納付することとなる場合には、原則として、
次の算式により計算した金額（以下「控除限度
額」といいます。）を限度として、その外国法
人税の額（外国法人税のうちその所得に対する
負担が高率な部分の額、通常行われる取引と認
められない取引に基因して生じた所得に対して
課される外国法人税の額その他一定の外国法人
税の額を除きます。以下「控除対象外国法人税
の額」といいます。）をその事業年度の所得に
対する法人税の額から控除することとされてい
ます（法法69①）。

《算式》

控除限
度額 ＝

各事業年度の所得
に対する法人税の
額

×

当該事業年度の
調整国外所得金額
当該事業年度の
所得金額

（注）　連結法人の各連結事業年度の連結所得に対

する法人税及び居住者の各年分の所得に対す

る所得税についても同様の制度が設けられて

います。これらの制度の基本的な仕組みは内

国法人に係る外国税額控除と同様ですので、

以下では内国法人に係る外国税額控除につい

て記載することとします。

⑵　外国税額控除の対象とならない外国法人税の
額
　次に掲げる外国法人税の額については、我が
国の法人税の課税対象とならない金額を課税標
準として課される外国法人税の額として外国税
額控除の対象とならないこととされています

（法令142の 2 ⑦）。
イ　みなし配当（法法24①）の基因となる事由

により交付を受ける金銭の額又はその他の資
産の価額に対して課される外国法人税の額

（当該交付の基因となった株式の取得価額を
超える部分に対して課される部分を除きま
す。）

ロ　移転価格課税の第二次調整として課される
みなし配当課税

ハ　外国子会社配当益金不算入制度の対象とな
る配当（同制度の対象から除外される部分を
除きます。）に係る外国源泉税等

ニ　国外事業所等と本店等との間の内部取引等
につき課される外国法人税の額

ホ　内国法人に対する配当等の支払があったも
のとみなして課される一定の外国法人税の額

2 　改正の内容

　我が国で所得と認識されない金額に対して課さ
れるものとして上記 1 ⑵に列挙された外国法人税
の額は、国際的二重課税の排除という制度趣旨に
鑑みて、外国税額控除の対象から除外することと
されています。しかし、上記 1 ⑵に列挙されたも
の以外にも、我が国の法人税の課税対象とならな
い金額を課税標準として課されると認められる外
国法人税が把握されており、制度的な対応が必要
と考えられることから、今回の改正では、次の見
直しが行われました。
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⑴　他の者の所得に相当する金額に対し、これを
内国法人の所得とみなして課される一定の外国
法人税の額
　上記 1 ⑵ホでは、内国法人が有する株式等を
発行した外国法人の本店又は主たる事務所の所
在する国又は地域の法令に基づき、その外国法
人に係る租税の課税標準等又は税額等につき更
正又は決定に相当する一定の処分があった場合
において、その処分が行われたことにより増額
されたその外国法人の所得の金額に相当する金
額に対し、これを配当等とみなして課される外
国法人税の額が掲げられています。これは、そ
の外国法人税の額が「外国法人」の所得に対し、

「内国法人」に課されるものであり、二重課税
が生じていないと考えられることから、外国税
額控除の対象から除外することとされているも
のです。
　一方、上記の場面以外においても、内国法人
との間に資本関係、取引関係その他の関係があ
る「他の者」の所得に対し、その「内国法人」
に課されると認められる外国法人税が把握され
ています。このような類型の外国法人税につい
ては、上記 1 ⑵ホと同様に、二重課税が生じて
いないものと考えられることから、今回の見直
しでは、外国税額控除の対象とならない外国法
人税の額として、他の者の所得に相当する金額
を内国法人の所得とみなして課される一定の外
国法人税の額が追加されました。
　具体的には、他の者の所得の金額に相当する
金額に対し、これを内国法人（その内国法人と
当該他の者との間に一定の関係（注 1 ）がある
場合におけるその内国法人に限ります。）の所
得の金額とみなして課される外国法人税の額

（注 2 ）は、外国税額控除の対象とならないこ
ととされました（法令142の 2 ⑦五）。

（注 1 ）　上記の「一定の関係」とは、内国法人と

他の者との間に次に掲げる関係がある場合

におけるその関係とされています（法規29

の 2 ①）。
（注 2 ）　上記 1 ⑵ホに掲げる外国法人税の額は、

上記の「他の者の所得に相当する金額を内

国法人の所得とみなして課される一定の外

国法人税の額」に包含されるものであるこ

とを踏まえ、例示として列挙されています。

イ 　一方の者が他方の者（法人に限ります。

ロにおいて同じです。）の株式又は出資を

保有する関係

ロ 　一方の者が他方の者の残余財産につい

て分配を請求する権利を保有する関係（イ

に掲げる関係に該当するものを除きます。）

ハ 　一方の者が他方の者の財産の処分の方

針を決定することができる旨の契約その

他の取決めを締結している関係がある場

合におけるその一方の者とその他方の者

との間の関係（イ又はロに掲げる関係に

該当するものを除きます。）

ニ 　一方の者と他方の者（次に掲げる者の

いずれかに該当するものに限ります。）と

の間の関係（イからハまでに掲げる関係

に該当するものを除きます。）

　イ 　その一方の者が、その株式若しくは

出資を保有する関係、その残余財産に

ついて分配を請求する権利を保有する

関係又はその財産の処分の方針を決定

することができる旨の契約その他の取

決めを締結している関係にある者

　ロ 　イ又はハに掲げる者が、その株式若

しくは出資を保有する関係、その残余

財産について分配を請求する権利を保

有する関係又はその財産の処分の方針

を決定することができる旨の契約その

他の取決めを締結している関係にある

者

　ハ 　ロに掲げる者が、その株式若しくは

出資を直接若しくは間接に保有する関

係、その残余財産について分配を請求

する権利を保有する関係又はその財産

の処分の方針を決定することができる

旨の契約その他の取決めを締結してい

る関係にある者
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ホ 　一方の者が他方の者と資産の販売等（資

産の販売、資産の購入、役務の提供その

他の取引をいいます。以下ホにおいて同

じです。）に係る取引関係（その一方の者

とその他方の者との間にこれらの者と資

産の販売等に係る取引関係を通じて連鎖

関係にある一又は二以上の者が介在して

いる場合におけるその取引関係を含みま

す。以下ホにおいて同じです。）にある場

合（その他方の者がその取引関係を通じ

て行う資産の販売等から生ずる所得のう

ちにその一方の者がその取引関係を通じ

て行った資産の販売等から生ずる所得に

係る部分がある場合に限ります。）におけ

るその一方の者とその他方の者との間の

関係（イからニまでに掲げる関係に該当

するものを除きます。）

へ 　連鎖関係者（一方の者との間にニ中「他

方の者」とあるのを「他の者」と、「関係

（イからハまでに掲げる関係に該当するも

のを除きます。）」とあるのを「関係」と

読み替えた場合にニに掲げる関係がある

者をいいます。）と他方の者との間にホ中

「一方の者が他方の者」とあるのを「ヘに

規定する連鎖関係者が他方の者」と、「当

該一方の者」とあるのを「当該連鎖関係

者」と読み替えた場合にホに掲げる関係

があるときにおけるその一方の者とその

他方の者との間の関係

ト 　イからヘまでに掲げる関係に準ずる関係

⑵　実質的に支払金額等に対して課される一定の
外国法人税の額
　内国法人の外国支店において、他の外国法人
税の課税標準となる所得となる金額に関連者等
に対する利子等の支払金額等を加算すること等
の一定の調整を加えて計算される所得の金額を
課税標準として課される外国法人税で、その税
額計算において当該他の外国法人税の額等を控
除することとされている一定の外国法人税の額

は、実質的には関連者等に対する利子等の支払
金額等に対して課される外国法人税の額であり、
二重課税が生じていないものと考えられること
から、外国税額控除の対象とならないこととさ
れました。ただし、その外国法人税の額のうち、
当該他の外国法人税の課税標準とされる所得の
金額に相当する金額に係る部分がある場合には、
その部分については二重課税が生じているもの
と考えられることから、外国税額控除の対象と
ならない金額から除外することとされています。
　具体的には、内国法人の国外事業所等の所在
する国又は地域（以下⑵において「国外事業所
等所在地国」といいます。）において課される
外国法人税（その国外事業所等所在地国におい
てその内国法人の国外事業所等（その国外事業
所等所在地国に所在するものに限ります。以下
⑵において同じです。）を通じて行う事業から
生ずる所得に対して課される他の外国法人税の
課税標準となる所得の金額に相当する金額に、
その内国法人の国外事業所等から関連者等（注

1 ）への支払に係る金額並びにその内国法人の
国外事業所等がその内国法人の関連者等から取
得した資産に係る償却費の額のうち当該他の外
国法人税の課税標準となる所得の金額の計算上
損金の額に算入される金額を加算することその
他これらの金額に関する調整を加えて計算され
る所得の金額につき課されるものに限ります。）
の額（当該他の外国法人税の課税標準となる所
得の金額に相当する金額に係る部分を除きま
す。）は、外国税額控除の対象とならないこと
とされました（法令142の 2 ⑦六）。

（注 1 ）　上記の「関連者等」とは、内国法人と他

の者との間に一定の関係（注 2 ）がある場

合における当該他の者（その国外事業所等

所在地国に住所若しくは居所、本店若しく

は主たる事務所その他これらに類するもの

又はその国外事業所等所在地国の国籍その

他これに類するものを有するものを除きま

す。）及びその内国法人の本店等（その国外

事業所等所在地国に所在するものを除きま
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す。）をいいます。
（注 2 ）　上記（注 1 ）の「一定の関係」とは、内

国法人と他の者との間に当該他の者がその

内国法人の総株主、総社員若しくは総出資

者の議決権の総数又は当該内国法人の発行

可能株式総数の100分の25以上の数を有する

関係その他の関係がある場合に、その内国

法人の国外事業所等所在地国の外国法人税

に関する法令の規定により、その内国法人

の国外事業所等からその内国法人の関連者

等（当該他の者（その国外事業所等所在地

国に住所若しくは居所、本店若しくは主た

る事務所その他これらに類するもの又はそ

の国外事業所等所在地国の国籍その他これ

に類するものを有するものを除きます。）及

びその内国法人の本店等（その国外事業所

等所在地国に所在するものを除きます。）を

いいます。以下（注 2 ）において同じで

す。）への支払に係る金額及びその内国法人

の国外事業所等がその内国法人の関連者等

から取得した資産に係る償却費の額のうち

その国外事業所等所在地国においてその内

国法人の国外事業所等を通じて行う事業か

ら生ずる所得に対して課される他の外国法

人税の課税標準となる所得の金額の計算上

損金の額に算入される金額をその他の外国

法人税の課税標準となる所得の金額に相当

する金額に加算することその他これらの金

額に関する調整を加えてその国外事業所等

所在地国の外国法人税の課税標準となる所

得の金額を計算することとされているとき

におけるその関係とされています（法規29

の 2 ②）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、内国法人の令和 3 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、内国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 8 ）。

外国税額控除における控除対象外国税額の範囲の改正

【概要】
○　日本で所得と認識されない金額に対して課されるものとして列挙された一定の外国法人税の額は、国際的二重課税の排除と

いう制度趣旨に鑑みて、外国税額控除の対象から除外することとされている。
○　近年、日本で所得と認識されない金額に対して課されると認められる外国法人税が把握されており、見直しが必要。

【改正事項】
○　次の外国法人税の額を、外国税額控除の対象から除外する。

1 ． 外国法人等の所得について、これを内国法人の所得とみなして当該内国法人に対して課される外国法人税の額
2 ． 内国法人の国外事業所等において、当該国外事業所等から本店等又は他の者に対する支払金額等がないものとした場合に

得られる所得につき課される外国法人税の額
（注 1 ）居住者に係る外国税額控除制度について、上記と同様の改正を行う。
（注 2 ）上記の改正は、令和 3 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度分の法人税及び令和 4 年分以後の所得税について適用する。

≪改正事項 1 ．関係≫
【事例】外国子会社への使用料等に対して課される税 

内国法人が行ったＢ国子会社経由のＡ国子会社に対するライセン
スの付与について、Ａ国当局は内国法人とＡ国子会社との直接取引と
みなし、Ａ国子会社からＢ国子会社に対する使用料をＡ国子会社から
内国法人に対する使用料として源泉税を課税。

≪改正事項 2 ．関係≫
【事例】実質的に支払金額等に対して課される税

内国法人のＣ国支店において、関連者等に対する利子等の支払金
額等がないものとした場合に得られる所得につき課税。

＜日本＞ ＜B 国＞

＜D 国＞
内国法人

内国法人本店

関連会社

D 国支店

C 国支店

関連会社

B 国
子会社

※使用料は AB 間の租
税条約により免税。

A 国
子会社

A 国当局

C 国当局
日本で所得と認
識されない金額
に対する課税

日本で所得と認
識されない金額
に対する課税

課
税

＜A 国＞
ライセンス付与 サブライセンス

付与

使用料
（※）

＜日本＞ ＜C 国＞

利子等

課
税

使用料
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Ⅲ　対象純支払利子等に係る課税の特例（過大支払利子税制）の改正

㈠　改正前の制度の概要

　本制度は、対象純支払利子等の額（支払利子等
の額のうち対象外支払利子等の額以外の支払利子
等の額の合計額からこれに対応する受取利子等の
額を控除した残額をいいます。）が調整所得金額
の20％を超える場合には、その超える部分の金額
を当期の損金の額に算入しない制度とされていま
す。ここで対象外支払利子等の額とは、支払利子
等を受ける者の課税対象所得に含まれる支払利子
等の額等をいいます。また、調整所得金額とは、
当期の所得金額に、対象純支払利子等の額及び減
価償却費の額等を加算する等の調整を行った金額
とされます。

㈡　改正の内容

　現行制度では、法人の支払利子等の額のうち、
非関連者（その法人から受ける支払利子等がその
非関連者の課税対象所得に含まれるものに限りま
す。）が有する債権（その法人から受ける支払利
子等に係るものに限ります。）に係る経済的利益
を受ける権利が貸出参加契約その他により他の非
関連者（その法人から受ける支払利子等があった
とした場合にその支払利子等が当該他の非関連者
の課税対象所得に含まれるものを除きます。）に
移転されることがあらかじめ定まっている場合に
おけるその非関連者に対する支払利子等について
は、実質的に国内で課税されない者への支払利子
等と変わることがないことから、対象外支払利子
等の額から除外され、過大支払利子税制の対象と
されているところです。

　このように、非関連者と他の非関連者との間で
行われるいわゆる外部取引については上記のよう
な対応が措置されていますが、同様の問題は内部
取引でも生じ得ます。例えば、非関連者が外国法
人である場合、その日本支店が有する債権に係る
経済的利益を受ける権利が、その本店等に移転さ
れることがあらかじめ定まっている場合における
法人からその日本支店に支払われる利子等の額で
す。
　そのため、今回の改正において、その非関連者

（外国法人に限ります。）の本店等（その法人から
受ける支払利子等があったとした場合にその支払
利子等がその非関連者の恒久的施設帰属所得以外
の国内源泉所得（法人税に関する法令の規定によ
り法人税を課さないこととされ、又は租税条約の
規定により法人税を免除することとされる所得を
除きます。）に含まれるものを除きます。）に移転
されることがあらかじめ定まっている場合におけ
る当該非関連者に対する支払利子等についても、
対象外支払利子等の額から除くこととされました

（措令39の13の 2 ⑤）。
　また、連結納税制度の場合についても、同様の
改正が行われています（措令39の113の 2 ⑤）。

㈢　適用関係

　上記㈡の改正は、法人の令和 2 年 4 月 1 日施行
日以後に開始する事業年度分の法人税について適
用し、 法人の同日前に開始した事業年度分の法人
税については従前どおりとされています（改正措
令附則35、45）。
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Ⅳ�　外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税
の特例の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　中央清算されない店頭デリバティブ取引の証
拠金に係る利子の非課税
　外国金融機関等が、国内金融機関等との間で
令和 3 年 3 月31日までに行う店頭デリバティブ
取引（その店頭デリバティブ取引に含めて証拠
金の計算を行うことができる取引として一定の
取引を含みます。）に係る証拠金で一定の要件
を満たすものにつき、その国内金融機関等から
支払を受ける利子については、一定の要件の下、
所得税を課さないこととされています（旧措法
42①）。

（注）　「店頭デリバティブ取引」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

ブ取引をいいます（旧措法42④三）。

⑵　中央清算店頭デリバティブ取引の証拠金に係
る利子の非課税
　外国金融機関等が令和 3 年 3 月31日までに行
う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務
を金融商品取引清算機関が負担した場合にその
金融商品取引清算機関に対して預託する一定の
証拠金につきその外国金融機関等が支払を受け
る利子又は国内金融機関等が同日までに行う店
頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を外
国金融商品取引清算機関が負担した場合にその
国内金融機関等に対して預託する一定の証拠金
につきその外国金融商品取引清算機関が支払を
受ける利子については、一定の要件の下、所得
税を課さないこととされています（旧措法42②）。

2 　改正の内容

　情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に

対応するための資金決済に関する法律等の一部を
改正する法律（令和元年法律第28号。以下「資金
決済法等改正法」といいます。）による金融商品
取引法の改正により、「暗号資産」を用いたデリ
バティブ取引（以下「暗号資産デリバティブ取
引」といいます。）が金融商品取引法上のデリバ
ティブ取引に追加されたことに伴い、税制上特段
の措置を講じなければ、本特例の対象となる店頭
デリバティブ取引に暗号資産デリバティブ取引が
追加されることとなりますが、暗号資産デリバテ
ィブ取引は、原資産である暗号資産の有用性につ
いての評価が定まっておらず、現時点では専ら投
機を助長しているとの指摘もある中で、その積極
的な社会的意義を見出し難い等の見解が示されて
いることから、本特例について同法の改正後も引
き続き改正前と同様の対象範囲とするため、本特
例の対象となる店頭デリバティブ取引の範囲から、
暗号資産デリバティブ取引が除外されました（措
法42⑤）。

（注）　資金決済法等改正法による金融商品取引法の

改正については、前掲「租税特別措置法等（所

得税関係）の改正」の「第一　金融・証券税制

の改正」の「四　先物取引に係る雑所得等の課

税の特例等の改正」をご参照ください。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 2 年 5 月 1 日以後に外国
金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が支払
を受けるべき証拠金の利子について適用し、外国
金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が同日
前に支払を受けるべき証拠金の利子については従
前どおりとされています（改正法附則77）。
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Ⅴ　振替国債等の利子の課税の特例等の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　非課税適用申告書等の提出
　非居住者又は外国法人が、振替国債等の利子
等について所得税の非課税の適用を受けようと
する場合には、非課税適用申告書等を、最初に
所得税の非課税の適用を受けようとする際、特
定振替機関等を経由してその特定振替機関等の
本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長
等に提出しなければならないこととされていま
す（措法 5 の 2 ①⑫、 5 の 3 ①、 6 ④、41の13
の 3 ①、41の21⑤⑨、42⑤⑧、42の 2 ⑧⑪、旧
措令 3 ①、 3 の 2 の 2 ⑩、27②、27の 2 ⑲、措
規 3 の18①②、 3 の19①、旧措規 3 の20①、措
規19の 7 ①、旧措規19の12①、措規19の12②④
⑤、措規19の15⑨、旧措規19の15⑩）。

⑵　本人確認手続
　非課税適用申告書等の提出をする非居住者又
は外国法人は、その提出をする際、その経由す
る特定振替機関等の営業所等の長等にその提出
をする非居住者又は外国法人の本人確認書類を
提示しなければならないものとされ、その特定
振替機関等の営業所等の長等は、その非課税適
用申告書等に記載されている事項をその本人確
認書類により確認しなければならないものとさ
れています（措法 5 の 2 ⑪、 5 の 3 ⑨、41の13
の 3 ⑫、41の21⑧、42⑦、42の 2 ⑩、旧措令 3
の 2 ⑲、26の20�、27④、措令27の 2 �）。

（注 1 ）　非課税適用申告書等の提出をする非居住
者又は外国法人は、個人番号又は法人番号
を有する場合には、その提出をする際、そ
の経由する特定振替機関等の営業所等の長
等にその提出をする非居住者又は外国法人
の番号確認書類を提示しなければならない
ものとされ、その特定振替機関等の営業所
等の長等は、その非課税適用申告書等に記
載されている事項をその番号確認書類によ

り確認しなければならないものとされてい
ます（旧措令 3 ⑮、3 の 2 ⑲、3 の 2 の 2 ⑪、
26の20�、26の30⑫、27⑤、措令27の 2 �、
旧措規 3 の18⑯、 3 の19⑬、 3 の20②、19
の 7 ⑬、19の12⑥、19の14の 3 ⑫、19の15
⑱）。なお、非課税適用申告書を受理した特
定振替機関等の営業所等の長等は、その非
課税適用申告書等に、その特定振替機関等
の営業所等に係る特定振替機関等の法人番
号を付記するものとされています（旧措規
3 の18⑱、 3 の19⑬、 3 の20④、19の 7 ⑬、
19の12⑧、19の14の 3 ⑭、19の15⑳）。

（注 2）　「番号確認書類」とは、次に掲げる者の区
分に応じそれぞれ次に定める書類とされて
います（措規 3 の18⑯、3 の19⑬、3 の20②、
19の 7 ⑬、19の12⑥、19の14の 3 ⑥、19の
15⑱）。

① 　個人番号を有する者��官公署から発
行され、又は発給された書類その他これ
らに類するもの（特定振替機関等の営業
所等の長又は適格外国仲介業者の特定国
外営業所等の長等に提示する日前 6 月以
内に作成されたものに限ります。）及び行
政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律の規定に
よる通知カード及び個人番号カード並び
に情報提供ネットワークシステムによる
特定個人情報の提供等に関する省令第15
条に規定する還付された通知カード又は
同令第32条第 1 項に規定する還付された
個人番号カード

② 　法人番号を有する者��次に掲げるい
ずれかの書類
イ 　法人番号通知書（行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律施行令第38条（同令
第39条第 4 項において準用する場合を
含みます。）の規定による通知に係る書
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面をいい、外国法人の名称、本店又は
主たる事務所の所在地及び法人番号の
記載があるものに限ります。ロイにお
いて同じです。）で、特定振替機関等の
営業所等の長等の長等に提示する日前
6 月以内に作成されたもの

ロ 　イ又はロに掲げる書類及びその外国
法人の官公署から発行され、又は発給
された書類その他これに類するもの

（特定振替機関等の営業所等の長等に提
示する日前 6 月以内に作成されたもの
に限り、イ及びロに掲げるものを除き
ます。）
イ 　法人番号通知書（上記イに掲げる

ものを除きます。）
ロ 　行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する
法律（以下「番号利用法」といいま
す。）の規定により公表されているそ
の外国法人の名称、本店又は主たる
事務所の所在地及び法人番号を電子
情報処理組織（国税庁の使用に係る
電子計算機（入出力装置を含みま
す。）とその外国法人の使用に係る電
子計算機とを電気通信回線で接続し
た電子情報処理組織をいいます。）に
係る電子計算機を用いて出力するこ
とにより作成した書面（特定振替機
関等の営業所等の長等に提出する日
前 6 月以内に作成されたものに限り
ます。）

2 　改正の内容

⑴　非課税適用申告書等の提出をする外国法人は、
その提出の際、特定振替機関等の営業所等の長
等が、その非課税適用申告書等に記載されてい
る一定の事項につき、番号利用法の規定により
公表されたその外国法人等の一定の事項と同じ
であることの確認をした場合には、その外国法
人は、特定振替機関等の営業所等の長等に対し
ては、番号確認書類の提示を要しないこととし、

特定振替機関等の営業所等の長等は、番号確認
書類による一定の事項の確認を要しないことと
されました（措令 3 ⑯、 3 の 2 ⑲、 3 の 2 の 2
⑫、26の20�、26の30⑬、27⑤、27の 2 �）。

⑵　非課税適用申告書等を提出する外国法人が特
定振替機関等の営業所等の長等にその提出の際、
特定振替機関等の営業所等の長等が、その非課
税適用申告書等に記載されたその外国法人の名
称等につき、電気通信回線による登記情報の提
供に関する法律に規定する指定法人から送信を
受けた登記情報に記録されたその外国法人の名
称等と同じであることの確認をした場合には、
その外国法人は、特定振替機関等の営業所等の
長等に、その外国法人の本人確認書類の提示を
したものとみなすこととされました（措規 3 の
18⑰、 3 の19⑬、 3 の20③、18の20⑬、19の12
⑦、19の14の 3 ⑬、19の15⑲）。

⑶　情報通信技術の活用による行政手続等に係る
関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化
及び効率化を図るための行政手続等における情
報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改
正する法律（令和 2 年法律第16号）による番号
利用法の改正により番号利用法上の通知カード
を用いた個人への番号通知事務の終了及び通知
カードにつき行っていた記載事項変更の手続に
関する事務の終了に併せ、上記 1 ⑵の番号確認
書類の範囲から還付された通知カードが除外さ
れました（措規 3 の18⑯一、 3 の20②一、19の
12⑥一）。

（注）　情報通信技術の活用による行政手続等に係
る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡
素化及び効率化を図るための行政手続等にお
ける情報通信の技術の利用に関する法律等の
一部を改正する法律による番号利用法の改正
については、前掲「所得税法等の改正」の

「十一　法人の告知手続等に関する改正」をご
参照ください。

3 　適用関係

⑴　上記 2⑴及び⑵の改正は、令和 2 年 4 月 1 日
以後に非課税適用申告書等を提出する場合に適
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用されます（改正措令附則 1 、 3 、 4 、27～29、
改正措規附則 1 ～ 3 、10①、12、13）。

⑵　上記 2⑶の改正は、令和 2 年 5 月25日から施

行されます（改正措規（令和 2 年財務省令第46
号）附則 1 ）。

Ⅵ　納税環境整備

1 　国外取引等の課税に係る更正決定等の
期間制限の見直し等に伴う国外関連者と
の取引に係る課税の特例（移転価格税
制）の改正

⑴　改正前の制度の概要
　国外関連者との取引に係る課税の特例（移転
価格税制）においては、国税通則法に規定され
る更正の請求期間、更正決定等の期間制限に係
る期間及び国税の徴収権の消滅時効の特例が設
けられており、移転価格税制の適用に係る更正
の請求期間、更正決定等の期間制限及び国税の
徴収権の消滅時効については、原則 7 年とされ
ています（措法66の 4 �～�）。

⑵　改正の内容
①　期限到来間際にされた期限後申告等に係る

加算税の賦課決定期限
　今回の国税通則法の改正において、賦課決
定をすることができないこととなる日前 3 月
以内にされた納税申告書の提出又は源泉徴収
等による国税の納付（調査による更正決定等
を予知してされたものを除きます。）に伴っ
て行われることとなる無申告加算税又は不納
付加算税の賦課決定について、その提出又は
納付があった日から 3 月を経過する日まで、
行うことができることとされました（通法70④）。
　そこで、移転価格税制における更正決定等
の期間制限の特例により賦課決定をすること
ができないこととなる日前 3 月以内にされた
納税申告書の提出についても、この期限到来
間際にされた期限後申告等に係る加算税の賦
課決定期限の対象とすることとされました

（措法66の 4 �）。
②　国外取引等の課税に係る更正決定等の期間

制限

　今回の国税通則法の改正において、次のイ
の事由が生じた場合において、次のロの事由
に基づいてする更正決定等については、租税
条約等の相手国等に対して情報提供要請に係
る書面が発せられた日から 3 年間は、行うこ
とができることとされました（通法71①四）。
イ　国税庁等の当該職員が納税者に国外取引

又は国外財産に関する書類等の提示又は提
出を求めた場合において、その提示又は提
出を求めた日から60日を超えない範囲内で
その準備に通常要する日数を勘案して当該
職員が指定する日までにその提示又は提出
がなかったこと（その納税者の責めに帰す
べき事由がない場合を除きます。）。

ロ　国税庁長官が租税条約等の規定に基づき
その租税条約等の相手国等に国外取引又は
国外財産に関する情報の提供を要請した場
合（その要請が更正決定等をすることがで
きないこととなる日の 6 月前の日以後にさ
れた場合を除き、その要請をした旨の納税
者への通知がその要請をした日から 3 月以
内にされた場合に限ります。）において、
その課税標準等又は税額等に関し、その相
手国等から提供があった情報に照らし非違
があると認められること。

　そこで、上記の情報提供要請が、移転価格
税制における更正決定等の期間制限の特例に
より更正決定等をすることができないことと
なる日の 6 月前の日前にされた場合について
も、この国外取引等の課税に係る更正決定等
の期間制限の対象とすることとされました

（措法66の 4 �）。
③　国税の徴収権の消滅時効

　上記①及び②の国税通則法の改正に伴い、
国税の徴収権の消滅時効の起算点について、
上記①による賦課決定又は上記②による更正
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決定等により納付すべきものについては、こ
れらの賦課決定又は更正決定等があった日と
することとされました（通法72①）。
　そこで、移転価格税制の適用に係る国税の
徴収権の消滅時効の起算点についても、移転
価格税制における更正決定等の期間制限の特
例を通じて延長されたこれらの日とすること
とされました（措法66の 4 �）。

（注）　国税通則法の改正内容の詳細については、
後掲「国税通則法等の改正」の「二　国外取
引等に係る適正な課税を確保するための方策
の整備」の「Ⅲ　国外取引等の課税に係る更
正決定等の期間制限の見直し」及び「五　そ
の他納税環境整備関係の改正」の「 5　期限
到来間際にされた期限後申告等に係る加算税
の賦課決定期限の整備」をご参照ください。

④　関連制度の見直し
　連結納税制度における移転価格税制（措法
68の88）、外国法人等の内部取引に係る課税
の特例（措法40の 3 の 3 、66の 4 の 3 ）及び
内国法人等の国外所得金額の計算の特例（措
法41の19の 5 、67の18、68の107の 2 ）につ
いて、上記①から③までと同様の改正が行わ
れました。

⑶　適用関係
　上記⑵の改正は、令和 2 年 4 月 1 日以後に所
得税若しくは法人税若しくは地方法人税の法定
申告期限（還付請求申告書に係る更正について
は、その申告書の提出の日）又はこれらに係る
加算税の納税義務の成立の日が到来する所得税
又は法人税若しくは地方法人税について適用し、
同日前にこれらの期限又は日が到来した所得税
又は法人税若しくは地方法人税については従前
どおりとされています（改正法附則70、76、89、
92、103、107）。

（注）　移転価格税制の適用に係る更正決定等の期
間制限等については、令和元年度改正におい
て従来の「 6 年」から「 7 年」に延長するこ
と等とされましたが、その適用関係については、
令和 2 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度分

の法人税若しくは連結事業年度分の法人税又
は令和 3 年分以後の所得税について適用し、
同日前に開始した事業年度分の法人税若しく
は連結事業年度分の法人税又は令和 2 年分以
前の所得税については従前どおりとされてい
ます（令和元年改正法附則42①、45、56①③、
61、73①、77）。そのため、上記⑵の令和 2 年
度の移転価格税制における更正決定等の期間
制限の特例等の改正が、令和元年度の移転価
格税制における更正決定等の期間制限の特例
等の改正より先に適用されることとなります。
そこで、今回の改正においては、令和元年度
改正前の移転価格税制及び関連制度において
も、令和 2 年 4 月 1 日以後に法定申告期限等
が到来する国税について適用することとされ
ている今回の国税通則法の改正の内容が適切
に反映されるよう、非居住者の内部取引に係
る課税の特例等（措法40の 3 の 3 、41の19の
5 ）に関する所得税法等の一部を改正する法
律（平成31年法律第 6 号）の一部が改正され
ており（令和 2 年改正法31）、また、所得税法
等の一部を改正する法律（令和 2 年法律第 8
号）附則において令和 2 年度改正後の移転価
格税制及び関連制度における更正決定等の期
間制限の特例等に係る読替規定を措置するな
どの所要の整備が行われていますが、その内
容は上記⑵と同様ですので説明は省略します

（改正法附則89、92、103、107）。

2 　不動産公売等における暴力団員等の買
受け防止措置の創設に伴う徴収共助制度
の改正

⑴　改正前の制度の概要
①　徴収共助制度

　徴収の共助に関する租税条約等の規定を実
施するため、租税条約等実施特例法に、外国
から徴収の共助の要請があった場合の手続等
が定められています。
　具体的には、租税条約等の相手国等から共
助対象外国租税の徴収の共助の要請があった
ときは、所轄国税局長等は、一定の場合を除
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き、その共助対象外国租税（その滞納処分費
を含みます。以下同じです。）を徴収するこ
ととされており、この場合、所轄国税局長等
は、その共助対象外国租税に係る租税条約等
の定めるところによるほか、国税通則法及び
国税徴収法の一部の規定を準用して共助対象
外国租税の徴収等を行うこととされています

（実特法11④、実特令 7 ①）。
　この準用することとされている国税通則法
及び国税徴収法の規定についての基本的な考
え方は、次のとおりとされています。
イ　要請国である租税条約等の相手国等の租

税債権を、被要請国である我が国は自国の
租税と同様に徴収すること。

ロ　要請国である租税条約等の相手国等の租
税債権には、被要請国である我が国では租
税としての優先権が与えられないこと。

ハ　要請国である租税条約等の相手国等の租
税債権の納税義務の成立、消滅及びその内
容並びに課税処分等については、その要請
国の法令により規律されること。

②　徴収共助における罰則規定
イ　徴収共助における滞納処分に係る罰則

　徴収共助は、相互主義の下、我が国から
の外国への要請による徴収を間接的に確保
するためのものです。こうした徴収共助の
趣旨に鑑みれば、我が国の税務当局が国税
徴収法上の滞納処分に準じて条約相手国の
納税者の財産から徴収しようとする際にも、
当該条約相手国の納税者が外国租税の滞納
処分の執行を免れる目的で当該条約相手国
の納税者による財産の隠ぺい等の行為につ
いては、我が国国税を徴収する場合と同様
に防止する必要があります。
　また、国際標準である OECD モデル租
税条約等では、被要請国は要請国の租税債
権を「自国の租税債権と同様に徴収する」
と規定していることから、我が国が行う外
国租税の徴収に際しても上記のような行為
を、我が国国税と同様に罰則の対象とする
ことで防止する必要があります。

　徴収共助においても、現行の国税徴収法
上の罰則規定（①滞納処分免脱犯、②不答
弁・虚偽答弁・検査妨害等犯、③両罰規
定）と同様の罰則規定が租税条約等実施特
例法に設けられています。

（注）　情報交換においても、条約相手国等から
の要請に基づく情報提供のための質問検査
権の行使に対する検査妨害等犯について
罰則が設けられています（実特法13①）。

ロ　徴収共助における守秘義務違反に係る罰
則
　守秘義務違反に対する国税通則法上の統
一的な罰則規定の趣旨に鑑みると、条約相
手国からの要請に基づき当該条約相手国の
外国租税の徴収を行う税務職員についても、
質問検査権が付与され、国税の賦課徴収の
事務に従事している税務職員と同様に、当
該条約相手国の納税者の経済内容その他の
秘密を知りうる立場にあると考えられるこ
とから、国税通則法上の守秘義務違反の罰
則規定と同様の罰則規定が設けられています。

⑵　改正の内容
　今般の国税徴収法の改正において、不動産公
売等における暴力団員等の買受け防止措置が創
設され、暴力団員等に該当しない旨の虚偽陳述
に対する罰則が新たに設けられたことに伴い、
上記⑴の基本的な考え方のもとで、共助対象外
国租税の徴収について、同制度に関する規定

（徴法99の 2 、106の 2 、107～109、113）を準
用するとともに（実特法11④柱書）、罰則規定
が新たに設けられました（実特法13④）。

（注）　不動産公売等における暴力団員等の買受け
防止措置については、後掲「国税通則法等の
改正」の「四　不動産公売等における暴力団
員等の買受け防止措置の創設」をご参照くだ
さい。

⑶　適用関係
　上記⑵の改正は、令和 3 年 1 月 1 日から施行
されます（改正法附則 1 二ホ）。
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