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法人税基本通達関係

受取配 当等の金 額

【 改正の概 要】
平成 27 年度の 税制改正に おいて 、受取配 当等の益 金不算入 制度につ いて、次の見 直 しが行
わ れた。
⑴

益金不 算入の 対象とな る株式等 の区分及 びその 株式等に 係る 配当 等の額 の益金不 算入割
合 が次のと おりとさ れた （法 23①⑤⑥ ⑦）。

⑵

イ

完全子 法人株式 等

100％

ロ

関連法 人株式等

100％

ハ

その他 の株式等

50％

ニ

非支配 目的株式 等

20％

公社債 投資信 託以外の 証券投資 信託の収 益の分 配の額 の うち配当 等の額 とされる 部分の
金 額につい ては、 本制度の 対象とな る配当 等の額か ら除外さ れ、その 全額を 益金の額 に算
入 すること とされた （旧法 23①三 ）。
た だし、 外 国株価 指数連動 型特定株 式投資 信託以外 の 特定株 式投資 信託の収 益の分配 の
額 について は、 引 き続き受 取配当等 の益金 不算入制 度の対象 とされ、 上記⑴ ニの非支 配目
的 株式等 の 配当等の 額 とし て、そ の収益の 分配の額の 20％を益 金の額 に算 入しない ことと
さ れた（措法 67 の６①、法 23①⑦ ）。

⑶

負債利 子があ る場合の 控除計算 の 対象と なる株 式等 が、 上記⑴ロ の関連 法人株式 等に限
定 された （法 23④ ）。
な お、連結 納税制度 に おい ても同様 の改正が されて いる （法 81 の４）。

【 新設】（関連 法人株式等 の判定）
3－ 1－ 7 の 2

法人が取 得をした 令第 22 条の ３第１項 《関連 法人株式 等の範囲 》の他 の

内国法人の株式等を同項の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで引き続き有し
て いるかど うかを判 定する 場合にお ける当該 株式等 を取得し た日は 、例えば 、株式 等の
取 得の原因 が次に掲 げるも のである ときには 、それ ぞれ次の 日となる ことに 留意する。
⑴

株式の 購入

⑵

合併に よる被合 併法人 からの株 式の移転（同条 第３項の 規定の適 用を受 けるもの を
除 く。）

⑶

当 該株式 の引渡し のあった 日

合併 の効力を生 ずる日

分割に よる分割 法人か らの株式 の移転（同項の 規定の適 用を受け るもの を除く 。）
分 割の効力 を生ずる 日

【 解説】
１

平成 27 年 度の税制改 正に おい て、益金不算入 の対象と なる株式 等の区 分及びそ の 株式等
に 係る配当 等の額 の益金不 算入割合 の見直 しが行わ れ 、株式 等の区分 の一つ として新 たに
関 連法人株 式等が設 けられ た 。

1

こ の関連法 人株式 等とは、 内国法人 が他の 内国法人 の発行済 株式又 は出資（ 当該他の 内
国 法人が有 する自己 の株式 等を除く 。）の総 数又は総 額の３分 の１を超 える数 又は金額 の株
式 又は出資 を、そ の 支払を 受ける配 当等の 額の計算 期間の初 日から当 該計算 期間の末 日ま
で 引き続き 有してい る場合 における その株式 等（完 全子法人 株式等を 除く。）を いうも のと
さ れている （法 23⑥ 、令 22 の ３① ）。
２

本通達 におい ては、 支 払を受け る 配当等 の元本 である 株 式等につ いて 、 その配当 等の額
の 計算期間 の初日 から当該 計算期間 の末日 まで引き 続き有し ているか どうか を判定す る場
合 における 当該株式 等を取 得した日 は、どの ような 日 となる のかを明 らかに している 。

３

まず、 本通達 の⑴では 、 当該株 式等の取 得原因 が株式の 購入であ る場合 には、当 該株式
等 を取得し た日は、 当該株 式の引渡 しのあっ た日と なる旨を 明らかに してい る。
株 式を購入 した場 合 、その 取得 した 日は、 株式の購 入に係る 契約の 成立した 日、 株式 の
引 渡しの あ った日等 のいず れの日 と なるのか という 疑義が生 ずる。
こ の点、株 主が受 ける剰余 金の配当 は、会 社法上の 株主とし ての権 利である 「剰余金 の
配 当を受け る権利」に基づ き株式会 社から支 払われ るもので あること から（会 社法 105① ）、
そ の支払を 受ける 剰余金の 配当の元 本であ る株式を その配当 の額の計 算期間 の初日か らそ
の 計算期間 の末日ま で引き 続き有し ている場 合に該 当するか どうかの 判定に おいては 、
「剰
余 金の配当 を受け る権利」 を行使す ること ができる 日、すな わち、株 式の譲 受人が株 主と
し ての権利 を行使 すること ができる 状態に なる株式 の引渡し の あった 日が取 得した日 とな
る。
（ 注）

株 券の電 子化（株 式振替制 度）に より、上 場会社の 株式に係 る株券 は全て廃 止さ
れ 、株券の 存在を 前提とし て行われ てきた 株主権の 管理が、 証券保 管振替機 構及び
証 券会社等 に開設 された口 座におい て電子 的に行わ れている 。この ように上 場会社
の 株式を譲 渡する 場合には 、株式の 引渡し に代えて 、譲受人 がその 口座にお ける保
有 欄に当該 譲渡に 係る数の 増加の記 載又は 記録を受 けること で、そ の効力が 生ずる
こ ととなる（社 債、株式等 の振替に 関する法 律 140）。したが って 、この場 合の「株
式 の引渡し の あっ た日」と は、譲渡 人の口 座から譲 受人の口 座への 株式の振 替 の記
録 がされた 日となる 。

４

次に、 本通達 の⑵及び ⑶では、 当該株式 等の取 得原因が 合併や分 割に よ る被合併 法人又
は 分割法人 からの 株 式の移 転で 、法人税 法施行 令第 22 条 の３第 ３項の規定 の適用を 受けな
い ものであ る場合 には、 当 該株式等 を取得 した日は 、 合併又 は分割の 効力を 生ずる日 とな
る 旨を明ら かにして いる。
合 併や分割 により 、合併法 人又は分 割承継 法人であ る 内国法 人が そ の合併に 係る 被合 併
法 人やその 分割に 係る 分割 法人から これら の法人の 有してい た株式等 の 移転 を受けた 場合 、
そ の合併又 は分割 が適格合 併や適格 分割に 該当 し、 かつ、そ の移転を 受けた 株式等の 数が
発 行済株式 等の総 数の３分 の１を超 え ると きには、 当該被合 併法人や 当該分 割法人が 当該
株 式等を有 してい た期間は 、当該内 国法人 がその株 式等を有 していた 期間と みなすこ とと
さ れている が（令 22 の３ ③）、 その合 併 若しくは 分割が適 格合併や 適格分 割に該当 しない
と き、又は その移 転を受け た株式等 の数が 発行済株 式等の総 数の３分 の１以 下である とき
に は、当該 内国法人 が 当該 株式等 を 取得した 日は、 いつの日 となるの か疑義 が生 ずる 。
こ の点、会 社法上 、吸収合 併を行う 場合に は、吸収 合併契約 に効力 発生日を 定めるこ と
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と され（会 社法 749①六、 751① 七）、吸収 合併存続 会社（合 併法人） はその 効力発生 日に
吸 収合併消 滅会社 （被合併 法人）の 権利義 務を承継 すること とされて いる（ 同法 750①、
752① ）。ま た、吸 収分割を 行う場合 には、 吸収分割 契約に効 力発生日 を定め ることと され
（ 会社法 758 七 、760 六）、吸収分 割承継 会社（ 分割 承継法人 ）は その効力発 生日に吸 収分
割 会社（分 割法人） の権利 義務を承 継するこ ととさ れている （同法 759①、 761① ）。
こ れらのこ と から 、 合併や 分割によ り 、合 併法人又 は分割承 継法人 である 内 国法人が そ
の 合併に係 る 被合 併法人や その分割 に係る 分割法人 から これ らの法人 の有し てい た株 式等
の 移転を受 けた場 合 におい て、 その 合併 若 しくは 分 割が適格 合併や適 格分割 に該当し ない
と き、又は その移 転を受け た株式等 の数が 発行済株 式等の総 数の３分 の１以 下である とき
に は、当該 内国法 人が 当該 株式等 を 取得し た日 は、 上記３の 取得原因 が株式 の購入で ある
場 合と同様 に、株 主が株主 としての 権利を 行使する ことがで きる状態 となる その合併 又は
分 割の効力 を生ずる 日とな る。
５

連結納 税制度に おいて も、同様 の通達（ 連基通 ３－１－ ９）を定 めてい る。
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