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2017年度税制改正の概要

1 2017年度税制改正大綱の概要

2017年度税制改正大綱は、米国における政権交代や英
国のEU離脱などの国際政治環境の激変や、世界経済では
需要の低迷、成長の減速リスクが懸念される状況下におい
て、「働き方改革」と「イノベーション」の実現により日本全体
の成長力を底上げしていくための税制支援を盛り込んでい
ます。
経済社会の構造変化を踏まえ「働き方改革」を推進する個
人所得課税改革の第1弾として、就業調整を意識しなくて済
む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控
除の見直しが行われています。
デフレ脱却・経済再生に向けた税制措置としては、「第４
次産業革命」への対応に向けての、競争力強化のための研
究開発税制の見直し、賃上げを促すための所得拡大促進税
制の見直しのほか、「攻めの経営」を促進するためのコーポ
レートガバナンス改革・事業再編の環境整備のための税制
措置が盛り込まれています。
アベノミクスの推進による持続的な経済成長の実現には、
海外成長市場の果実の日本国内の成長への取込みも重要
であるため、日本企業の健全な海外展開を支えつつ、国際
的な租税回避には効果的に対応できるよう、BEPSプロジェ
クトの合意事項を引き続き着実に実施するとともに、租税回
避防止に向けた国際的な取組みを主導することとしていま
す。
地域経済に好循環をもたらすため、「ローカルアベノミク
ス」への取り組みとして、2015年度税制改正に引き続き、
中堅・中小事業者の投資促進の拡充・創設、地方拠点強化
税制の拡充による地方創生の推進も盛り込まれています。
消費税率引き上げについては2016年11月28日に成立

した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な
改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の
一部を改正する法律」等により適用期限を延期することとさ
れましたが、2017年度税制改正大綱では、2020年度の基

はじめに
　米国における政権交代や英国の EU離脱などの国際政治
環境が激変する一方で、世界経済では需要の低迷、成長の
減速リスクが懸念される状況において、日本全体の成長力
を底上げしていくための、「働き方改革」と「イノベーション」
を税制が後押しすべく、2016年 12月 22日に平成 29年度税
制改正の大綱（以下「2017年度税制改正大綱」）が閣議決定
されました。改正の内容としては、「働き方改革」を推進する
個人所得課税改革として配偶者控除・配偶者特別控除の見
直しが行われ、企業の生産性を抜本的に向上させるために、

「攻めの投資」を後押しするとともに、コーポレートガバナン
スの強化を促すための施策が盛り込まれています。また、持
続的な経済成長の実現のため、日本企業の健全な海外展
開を支えつつ、国際的な租税回避には効果的に対応できる
よう、「BEPSプロジェクト」の勧告を踏まえた国際課税制度の
見直しも行われています。
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礎的財政収支黒字化目標の達成のため、2019年10月1日
に消費税率10％への引上げを確実に実施することが謳われ
ています。

2 法人税関連（組織再編税制以外）

（1）研究開発税制の見直し【図表1】

研究開発税制は2015年度税制改正で見直され、総額型
の控除上限率の改正と、オープンイノベーション型の控除
率の大幅な拡充が行われました。競争力強化のために研究
開発投資を増加させるインセンティブを強化する観点から、
2017年度税制改正では、

①総額型の控除率を試験研究費の増加率に応じた仕組みへ
の見直し
②IoT、ビッグデータ、人工知能等を活用した新たなビジネス
開発を後押しするため、「第４次産業革命型」のサービス開
発のための試験研究を新たに対象化
③オープンイノベーション型の利用促進を図るための対象費
目の拡大等の要件の緩和

を盛り込み、研究開発税制の抜本的な見直しが行われてい
ます。具体的には以下の改正が盛り込まれています。

・	試験研究費の総額に係る税額控除制度について、税額控
除率（現行では試験研究費割合に応じ8～10％）を試験研

究費の増減割合に応じた税額控除率（10％を上限とする）
とする制度に見直されます。

・	試験研究費の額が増加した場合等の税額控除の選択適用
制度について、試験研究費の増加額に係る税額控除を廃止
して高水準型のみとし、適用期限が2年延長されます。

・	2年間の時限措置として、以下の措置が設けられます。

1）総額型の税額控除率の上限を10％から14％に引き上
げる。

2）中小企業技術基盤強化税制（中小企業者等に適用される
総額型）について、試験研究費の増加割合が5％を超える
場合には、税額控除率（現行は12％）に5％を超える増加
割合の30％を上乗せして最大17％の控除率とし、控除
税額の上限に当期の法人税額の10％を上乗せして35％
とする（高水準型の上乗せ措置との選択適用とする）。

3）総額型または中小企業技術基盤強化税制に係る控除税
額の上限に、当期の法人税額に試験研究費割合から
10％を控除した割合を２倍した割合（10％を上限とす
る）を乗じて計算した金額を上乗せする（高水準型の上乗
せ措置との選択適用とする）。

・	試験研究費の範囲について、対価を得て提供する新たな役
務の開発に係る試験研究のために要する一定の費用（新
サービス開発の費用）が加えられます。

・	特別試験研究費の対象となる共同研究及び委託研究に係
る相手方が支出する費用で自己が負担するものについて、
現行では原材料費、人件費、旅費、経費及び外注費に限定

恒久措置 上乗せ措置（時限措置）

試験研究費の総額に係る税額控除（総額型） 特別試験研究費に係る税額控除（オープンイノベー
ション型）

試験研究費の額が増加した場合等の税額控除

青色申告法人の 2015年 4月1日以後開始事業年度（解散事業年度を除く）において損金算入される試験研
究費の額がある場合に、特別試験研究費の控除とそれ以外の試験研究費を別枠化して法人税額から控除
する

青色申告法人の2017年3月31日までの間に開始す
る各事業年度（解散事業年度を除く）において損金
算入される試験研究費の額がある場合に、増加試
験研究費等の要件を満たすときは、恒久措置とは
別枠で①の高水準型と②の増加型のいずれかを法
人税額から控除
→増加型を廃止し、2019年3月31日まで延長

【控除額】
①（試験研究費の額−平均売上金額× 10％）× 控
除率（（試験研究費割合−10%） × 0.2）
②増加試験研究費の額×控除率（5～30%）

（増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5％
を超え、試験研究費の額が基準試験研究費の額を
超える場合）

【控除上限】
法人税額の10%

【試験研究費の範囲】特別試験研究費を除く
→新サービス開発の費用を追加

【控除率】8～10%
→ 試 験 研 究 費 の 増 減 割 合に応じた税 額 控 除 率

（10％を上限）に改組し、2 年間のみ 14％に上限を
引上げ

【控除上限】法人税額の25%　
→ 2年間のみ試験研究費割合から10％を控除した
割合を2倍した割合（10％を上限とする）を上乗せ

【特別試験研究費の範囲】
中小企業からの知財権使用料等を含む
原材料費、人件費、旅費、経費及び外注費に限定
→研究に要した費用に拡大

【控除額】
特別試験研究費×20%（企業間等）又は30%（大学・
特別試験研究機関等との共同・委託研究）　

【控除上限】　
法人税額の5%　

【法人住民税】
中小企業者等について適用中小企業技術基盤強化税制

【控除率】12％
→2年間のみ5％を超える増加割合の30％を上乗せ

（上乗せ後は17％を上限）
【控除上限】中小企業者等の場合は2年間のみ35％
【法人住民税】

中小企業者等について適用

図表1
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現行制度
改正後

大法人 中小企業者等

要件①
 雇用者給与等支給増加額

 基準雇用者給与等支給額 
≥ 5%（中小企業者等は3%）

要件② 雇用者給与等支給額 ≥ 比較雇用者給与等支給額（前事業年度）

要件③
平均給与等支給額
> 比較平均給与等支給額

 平均給与等支給額−比較平均給与等支給額
 比較平均給与等支給額 

≥ 2% 平均給与等支給額 > 比較平均給与等支給額

税額
控除

雇用者給与等支給増加額の
10%（法人税額の 10%（中小企
業者等は20%）を限度）

雇用者給与等支給増加額の10%、
比較雇用者給与等支給額からの増加額の
2%分を上乗せ（合計12%）

（法人税額の10%を限度）

雇用者給与等支給増加額の10%
（法人税額の20%を限度）

大法人に係る改正後の適用要件③を
満たす場合に、比較雇用者給与等支給額からの
増加額の12％分を上乗せ（最大22%）

されている費用の限定を廃止して研究に要した費用とされ、
さらに対象費用の追加・変更の柔軟化や手続きの簡素化が
図られます。

（2）所得拡大促進税制の見直し

企業収益の拡大が雇用の増加や賃金上昇につながり、そ
れが消費や投資の増加に結び付くという経済の「好循環」を
強化する必要があることから、企業に更なる賃上げインセ

ンティブを与える機能を強化し、高い賃上げを行う企業を
支援する改正が行われます。特に中小企業に対しては大企
業を上回る支援の強化が行われます（図表2）。
なお、外形標準課税における付加価値割の所得拡大促進
税制及び中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加した
場合の税額控除制度（所得拡大促進税制の適用要件を満た
す場合には、雇用者給与等支給増加額を外形標準課税の
付加価値割の課税標準から控除する）についても、上記の
改正に伴い見直しが行われます。

現行制度 改正事項

以下の要件を満たす役員給与（退職給与、新株予約権によるもの、使用人兼務
役員の使用人給与等を除く）について損金算入が認められる

① 退職給与で利益その他の指標（勤務期間及び既に支給した給与を除く）を基
礎に算定されるもののうち利益連動給与の損金算入要件を満たさないもの

② 新株予約権による給与で事前確定届出給与又は利益連動給与の損金算入
要件を満たさないもの

は全額損金不算入とする

① 定期同額給与
 支給期間が 1カ月以下の一定の期間毎の給与で、当該事業年度の各支給時

期における支給額が同額であるもの

・税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が同額である定期給与を加える

② 事前確定届出給与
 役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支

給する給与（譲渡制限付株式によるものは事前確定届出を不要とする）

所定の時期に確定した数の株式（注1）を交付する給与を対象に加える
・ 所定の時期に確定した数の新株予約権（注 1）を交付する給与を対象に加え、

一定の新株予約権による給与についての事前確定の届出を不要とする
 （注 1）市場価格のある株式又は市場価格のある株式の取得の基因となるも

ので、役務の提供を受ける法人又はその法人の発行済株式の 50％超を直接
若しくは間接に保有する法人が発行したものに限る

・ 利益その他の指標を基礎として譲渡制限が解除される数が算定される譲渡
制限付株式による給与を対象から除外する

③ 利益連動給与
 同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員に対して支給する利

益連動給与（支給額の算定方法が、当該事業年度の利益の状況を示す指標
（有価証券報告書に記載されるものに限る）を基礎とした客観的なものであ

ること等の要件を満たすもの）

・ 同族会社のうち非同族法人との間に完全支配関係がある法人（非同族の同族
法人）の支給する給与を対象に加える（算定方法についてその非同族法人の
報酬委員会における決定等の手続を経てその法人の株主総会又は取締役会
において決議し、その非同族法人の有価証券報告書等で開示されていること
とする）

・ 給与の算定指標の範囲について、株式の市場価格の状況を示す指標及び売
上高の状況を示す指標を加えるとともに、当該事業年度後の事業年度又は
将来の所定の時点若しくは期間の指標を用いることができることとする

・ 利益の状況を示す指標又は上記の追加された指標（以下「業績連動指標」）を
基礎として算定される数の市場価格のある株式を交付する給与で確定した数
を限度とするものを対象に加える

・業績連動指標を基礎として算定される数の新株予約権を交付する給与で確
定した数を限度とするもの及び業績連動指標を基礎として行使できる数が算
定される新株予約権による給与を対象に加える（行使により市場価格のある
株式が交付されるものに限る）

図表3

図表2
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（3）役員給与及び株式報酬の見直し

コーポレートガバナンス強化の税制支援として、2016年
度税制改正では役員給与の規定の見直しと譲渡制限付株
式を交付した場合の費用の帰属事業年度の特例規定の創
設が行われました。2017年度税制改正では、経営陣に中
長期の企業価値創造を引き出すためのインセンティブを付
与することができるよう、業績に連動した報酬等の柔軟な活
用を可能とする制度への見直しが図られています（図表3）。
退職給与で利益その他の指標（勤務期間及び既に支給し
た給与を除く）を基礎に算定されるもののうち利益連動給与
の損金算入要件を満たさないもの、新株予約権による給与
で、事前確定届出給与又は利益連動給与の損金算入要件
を満たさないものは、いずれも全額損金不算入とされます。
譲渡制限付株式又は新株予約権を対価とする費用の帰
属事業年度の特例について、次の見直しが行われます。

・	役務の提供を受けた法人以外の法人が交付するものを対
象に加える

・	譲渡制限付株式を対価とする費用について、原則として、
譲渡制限が解除されることが確定した日（現行は譲渡制限
が解除された日）の属する事業年度の損金の額に算入する

・	非居住者に対して交付された場合には、その者が居住者で
あったとした場合に給与所得等が生ずることが確定した日
において役務の提供を受けたこととする

上記の改正の適用関係は以下の通りです。

退職給与、譲渡制限付株式による
給与、新株予約権に係る給与に係
る改正

左記以外の給与に係る改正

2017年10月1日以後に支給又は交
付に係る決議（その決議がない場
合には、その支給又は交付）をす
る給与について適用

2017年 4月1日以後に支給又は交
付に係る決議（その決議がない場
合には、その支給又は交付）をす
る給与について適用

（4）確定申告書の提出期限の延長の特例の見直し

内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に
申告書を提出すべきこととされていますが、会計監査人の
監査その他の理由により2月以内に決算が確定しない常況
にあると認められる場合には、申請により申告書の提出期限
を1月間延長することが認められています。
コーポレートガバナンスを強化すべく、企業と投資家の対
話の充実を図るため、上場企業等が株主総会の開催日を柔
軟に設定できるように、法人税等の申告期限の延長可能月
数の拡大が措置されます。改正により、会計監査人を置い
ている法人が、定款等の定めにより各事業年度終了の日の
翌日から3月以内に決算についての定時総会が招集されな
い常況にあると認められる場合には、4月以内（各事業年度
終了の日から6月以内）の確定申告書の提出期限の延長が
認められることになります。法人事業税の確定申告書の提
出期限についても同様の見直しが行われます。
　

3 組織再編税制

（1）スピンオフ税制の整備【図表4、5】

i）スピンオフ税制の創設
企業の経営戦略に基づく先を見据えた機動的な事業再編
を促進するため、特定事業を切り出して独立会社とするスピ
ンオフ等の円滑な実施を可能とする税制の整備が行われま
す。

①単独新設分割型分割
現行の組織再編税制においては、法人を新設する分割型
分割が適格分割型分割となるのはグループ法人間で分割を
行う場合か、共同で事業を営むための複数新設分割型分割

①事業部門のスピンオフの場合（分割型分割） ②完全子会社のスピンオフの場合（現物分配）

A社

A社 B社
B事業

一般株主
一般株主

会社分割と
同時に
A社がB社株を
現物配分

会社分割

一般株主の
みなし配当課税

B社に移転する
資産に対する
譲渡損益課税

適格要件を
満たせば対象外

適格要件を
満たせば繰延べ

A社

A社

B社

B社

A社がB社株を
現物配分

一般株主の
配当課税

B社株式に対する
譲渡損益課税

適格要件を
満たせば対象外

適格要件を
満たせば繰延べ

図表4

出所：経済産業省　平成29年度税制改正資料
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図表5

の場合に限られ、多数の一般株主が存在する法人の単独新
設分割型分割は非適格分割となります。改正により、支配
株主がいない法人による特定事業のスピンオフで一定の要
件を満たすものを適格分割型分割として扱う措置が設けら
れます。

②現物分配
現行の組織再編税制においては、現物分配が適格現物
分配となるのは、完全支配関係のある法人間で行われる現
物分配（子法人が親法人に対して現物分配を行う）の場合に
限られ、多数の一般株主が存在する法人が行う現物分配は
非適格現物分配となります。特定事業のスピンオフが子会
社株式を分割対価とする現物分配で行われる場合もあるた
め、一定の要件を満たす100％子法人株式を対価とする現
物分配を適格現物分配として扱う措置が設けられます。
現物分配法人の株主は、旧株（現物分配法人の株式）のう
ちその交付を受けた子法人株式に対応する部分の譲渡を
行ったものと見なされ、100％子法人株式の現物分配が適
格現物分配の要件を満たさない場合にはみなし配当課税を
受けることになります。ただし、持株数に応じて子法人株式
のみが交付される場合には、旧株の譲渡損益課税は繰り延
べられます。100％子法人株式の現物分配が適格現物分配
の要件を満たす場合は、現物分配法人における子法人株式
の譲渡損益を計上されません。

ii）スピンオフ税制の創設に伴う再編後の完全支配関係継続
要件の見直し
現行の組織再編税制では、分社型分割や現物出資が行
われた後に、分割法人と分割承継法人、又は現物出資法人
と被現物出資法人の完全支配関係の継続が見込まれない
場合には非適格となります。

上記のスピンオフ税制の整備に伴い、完全支配関係の継
続の見直しが行われます。すなわち、単独新設分社型分割
又は単独新設現物出資の後に、分割承継法人株式又は被
現物出資法人の株式を分割法人又は現物出資法人の株主
に交付する上記の適格現物分配を行うことが見込まれてい
る場合には、当該単独新設分社型分割又は単独新設現物出
資に係る適格要件のうち完全支配関係継続要件について、
その現物分配の直前の時までの関係により判定することとさ
れます。

iii）100%子法人株式の外国法人又は非居住者株主への現物
分配
内国法人である現物分配法人が100％子法人株式の全
部を分配する現物分配を行い、子法人株式の交付を受けた
外国法人又は非居住者である株主について、分割型分割と
同様に取り扱うための以下の措置が設けられます。

・	事業譲渡類似の株式等の譲渡益課税について、子法人株
式その他の資産が交付される場合の適用要件の整備が行
われます。

・	内国法人である現物分配法人の外国法人株主の持株数に
応じて外国子法人株式のみが交付される場合には、旧株
（内国法人である現物分配法人の株式）の譲渡益が法人税
法上の国内源泉所得に該当するものについて課税されま
す。なお、譲渡益課税については、外国法人株主が日本に
有する恒久的施設において旧株を管理する場合には、適用
されません。当該外国法人株主がその交付を受けた外国子
法人株式をその交付の時にその恒久的施設において管理
しなくなったときは、その交付の時に外国法人株主の恒久
的施設と本店等との間の内部取引があったものとして、恒
久的施設帰属所得に係る所得が計算されることになります。

①分割型分割 ②現物分配

対価要件 分割法人の株主の持株数に応じて分割承継法人の株式のみ
が交付されるもの（按分型交付）

現物分配法人の株主の持株数に応じて子法人株式のみが交
付されるもの（按分型交付）

非支配株主の存続要件
分割法人の分割前に他の者による支配関係がなく、分割承
継法人が分割後に継続して他の者による支配関係がないこ
とが見込まれていること

現物分配法人が現物分配前に他の者による支配関係がなく、
子法人が現物分配後に継続して他の者による支配関係がな
いことが見込まれていること。

主要な資産・負債の移転要件 分割法人の分割事業の主要な資産及び負債が分割承継法人
に移転していること −

従業者の継続従事要件 分割法人の分割事業の従業者のおおむね80％以上が分割承
継法人の業務に従事することが見込まれていること

子法人の従業者のおおむね 80％以上がその業務に引き続き
従事することが見込まれていること

事業継続要件 分割法人の分割事業が分割承継法人において引き続き行わ
れることが見込まれていること

子法人の主要な事業が引き続き行われることが見込まれて
いること

特定役員要件 分割法人の役員又は重要な使用人が分割承継法人の特定役
員となることが見込まれていること

子法人の特定役員の全てがその現物分配に伴って退任をす
るものでないこと
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（2）スクイーズアウト関連税制の整備

i）スクイーズアウト関連税制の創設
少数株主が存在する子会社を完全子会社化する手法とし
ては、吸収合併や株式交換の他に全部取得条項付種類株
式、株式併合、株式売渡請求等の方法が活用されていま
す。改正により、全部取得条項付種類株式の端数処理、株
式併合の端数処理及び株式売渡請求による完全子法人化
についても、株式交換と同様に、組織再編税制の一環とし
て位置づけ、下記のようなスクイーズアウト税制の整備が行
われます。

・	企業グループ内の株式交換等と同様の適格要件を満たさ
ないスクイーズアウトにより、完全子法人となった法人が、
非適格株式交換等に係る完全子法人等の有する資産の時
価評価制度等の対象に含められます。

・	企業グループ内の株式交換と同様の適格要件を満たすスク
イーズアウトにより、完全子法人となった法人を連結納税
の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価
制度の対象から除外するとともに、その完全子法人となっ
た法人の連結納税の開始等の前に生じた欠損金額がその
個別所得金額を限度として、連結納税制度の下での繰越控
除の対象に加えられます。

ii）スクイーズアウト関連税制の創設に伴う対価要件の見直し
吸収合併及び株式交換に係る適格要件のうち対価に関
する要件について見直しが行われます。合併法人又は株式
交換完全親法人が被合併法人又は株式交換完全子法人の
発行済株式の3分の2以上を有する場合におけるその他の
株主に対して交付する対価を除外して判定されます。即
ち、少数株主に再編対価として株式以外の資産が交付され
た場合も、税制適格の判定に影響を及ぼさないことになり
ます。

iii）スクイーズアウトに係る株主のみなし配当課税の見直し
現行では全部取得条項付種類株式の取得決議反対株主
が取得価格の価格決定申立てをし、発行法人から金銭の交
付をうけた場合にはみなし配当課税が非適用とされていま
す。一方で、全部取得条項付種類株式に係る定めを設ける
旨の定款変更に反対する株主が買取請求を行い、発行法人
から金銭の交付を受けた場合にはみなし配当課税が課され
ます。改正により定款変更に反対する株主からの買取請求
に基づく取得についても、みなし配当が生ずる事由となる自
己の株式の取得が除外されます。なお、買取請求は、株主
がその全部取得条項付種類株式の取得決議に係る取得対
価の割当てに関する事項を知った後に行った場合で、買取
請求をしないとすれば端数となる株式のみの交付を受ける

こととなる場合に行ったものに限られます。

上記の改正は、2017年10月１日以後に行われる組織再
編成について適用されます。

（3）組織再編税制の適格要件等の見直し

・	現行の組織再編税制では、企業グループ内の分割型分割
が行われた場合は、分割後に親法人（支配法人）と分割法
人及び分割承継法人との間の支配関係継続の見込みが適
格の要件とされています。改正により、親法人（支配法人）
と分割承継法人との間の支配関係継続の見込みとされ、親
法人（支配法人）と分割法人の支配関係継続の見込みは不
要とされます。

・	共同事業を行うための合併、分割型分割、株式交換及び株
式移転に係る適格要件のうち株式継続保有要件について、
被合併法人等の発行済株式の50％超を保有する企業グ
ループ内の株主がその交付を受けた合併法人等の株式の
全部を継続して保有することが見込まれていること（現行：
株主数50人未満の場合に限り、交付を受けた合併法人等
の株式の全部を継続して保有することが見込まれている株
主の有する被合併法人等の株式の数が発行済株式の80％
以上であること）とする。

・	当初の組織再編成の後に他の組織再編成が行われること
が見込まれている場合の当初の組織再編成の適格要件に
ついて、所要の見直しが行われます。

上記の改正は、2017年10月１日以後に行われる組織再
編成について適用されます。

（4）組織再編に係る欠損金の繰越控除制限措置等に係る
見直し

・	青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度
のうち支配関係がある法人間でみなし共同事業要件を満た
さない適格合併等が行われた場合における欠損金の制限
措置及び特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度
について、支配関係発生日の属する事業年度開始の日から
支配関係発生日の前日までの間に生じた特定資産の譲渡
等損失額が制限の対象に加えられます。

・	特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡
等損失額の損金不算入制度について、特定支配関係が生
じた事業年度において一定の事由が生じた場合のその事
業年度開始の日から特定支配関係発生日の前日までの間
に生じた特定資産の譲渡等損失額が損金不算入の対象に
加えられます。

・	特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の制
限措置について、他の者による完全支配関係がある法人が
特定支配関係が生じた日以後に解散し、残余財産が確定し
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た場合が制限の対象に加えられます。

（5）その他

非適格株式交換又は非適格株式移転（以下「非適格株式
交換等」）に係る完全子法人等の有する資産の時価評価制
度及び連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う
資産の時価評価制度では、資産の価額とその帳簿価額との
差額が完全子法人等の資本金等の額の2分の1又は1,000
万円のいずれか少ない金額に満たない場合に、時価評価
対象資産から除外されています。改正により、当該資産時
価評価の対象となる資産から、帳簿価額が1,000万円未満
の資産が除外されます。

上記の改正は、2017年10月１日以後に行われる組織再
編成について適用されます。

現行では、事業年度の中途で事業の用に供した営業権以
外の減価償却資産の償却限度額の計算は、月割計算により
行いますが、営業権については5年間の均等償却で行うこと
とされています。改正により、営業権の償却方法について、

取得年度の償却限度額の計算は月割計算を行うこととされ
ます。資産調整勘定及び負債調整勘定の減額についても同
様とされます。

4 中小法人関連	

（1）地域中核企業向け設備投資促進税制の創設

「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成
及び活性化に関する法律」の改正を前提に、青色申告書を
提出する法人が、同法の改正法の施行の日から2019年3
月31日までの間に、その法人の特定承認地域中核事業計
画に係る地域未来投資促進法（仮称）の同意地域中核事業
促進地域（仮称）内において特定地域中核事業施設等を新
設し、又は増設した場合に、その特定地域中核事業施設等
を構成する一定の資産の取得等をして地域中核事業（仮称）
の用に供したときは、資産に係る税制優遇措置（特別償却と
税額控除の選択）が創設されます。法人税の特別償却は法
人住民税及び法人事業税に、税額控除は中小企業者等に
係る法人住民税にも適用されます（図表6）。

対象法人 特定承認地域中核事業計画の認定を受けた青色申告法人

適用対象資産
「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」の改正法施行日から2019年 3月31日までの間に、特定

地域中核事業施設等を構成する機械装置、器具備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等（合計で 2,000万円以上）をして、その
地域中核事業（仮称）の用に供したとき

税制優遇措置 40％（建物・附属設備、構築物は20％）の特別償却と4％（建物・附属設備、構築物は2％）の税額控除（法人税額の20％を上限）の選択適用
（取得価額100億円を限度）

中小企業投資促進税制−通常措置 中小企業投資促進税制−上乗せ措置
（改正後は中小企業経営強化税制）

対象設備

【現行】
機械・装置（1台160万円以上）
器具・備品

電子計算機（複数台計120万円以上）
デジタル複合機（1台120万円以上）
試験又は測定機器（複数台計120万円以上）

測定工具及び検査工具（複数台計120万円以上）
ソフトウェア（複数台計70万円以上）
貨物自動車（車両総重量3.5ｔ以上）
内航船舶

【改正案】
器具・備品を対象から除外

【現行】
通常措置の対象資産のうち、生産性向上設備ないしは収益力強化設
備に該当するもの

【改正案】
対象資産を、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物
附属設備及びソフトウェアで、生産性向上設備ないしは収益力強化設
備に該当するものに拡充

税制優遇措置

資本金3千万円以下 特別償却：30％
税額控除：7％ 資本金3千万円以下 特別償却：即時償却

税額控除：10％

資本金3千万円超1億円以下 特別償却：30％
税額控除：無し 資本金3千万円超1億円以下 特別償却：即時償却

税額控除：7％

図表6

図表7
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（2）中小企業向け設備投資促進税制（中小企業投資促進税
制、特定中小企業者等の経営改善設備取得税制）の拡充

中小企業投資促進税制は、中小企業における生産性向上
等を図るため、一定の設備投資を行った場合に、税額控除
（7％）又は特別償却（30％）の適用を認める措置ですが、先
端設備や生産ライン等の改善に資する設備（生産性向上設
備及び収益力強化設備）への投資については、税制優遇の
上乗せ措置（税額控除10%又は即時償却）が設けられてい
ます。
改正により、上乗せ措置の制度を中小企業経営強化税制

として改組し、全ての器具備品及び建物附属設備を対象とし
て、適用期限が2年延長されます。上乗せ措置以外の中小企
業投資促進税制については、対象資産から器具備品が除外
され、適用期限が2年延長されます（図表7）。	
2013年度税制改正で創設された、特定中小企業者等の
経営改善設備投資促進税制（商業・サービス業・農林水産業
活性化税制）では、商業・サービス業等を営み、青色申告書
を提出する中小企業者等が、2017年3月31日までに経営改
善設備を取得等した場合に、取得価額の30％特別償却又は
7％税額控除を受けることができます。改正により、適用期限
が2年延長されます。
中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制、特定中
小企業者等の経営改善設備投資促進税制のそれぞれの税
額控除の合計が法人税額の20％を上限とする整備が行わ
れます。

（3）中小企業向け租税特別措置の対象の縮減

中小企業向け租税特別措置は、現行では資本金額のみを
基準に適用の有無が判断される仕組みとなっていますが、
売上げや所得金額では大法人と同列に位置する法人も存在
します。改正案では、2019年４月１日以後に開始する事業
年度から、法人税関係及び法人住民税関係の中小企業向け
の各租税特別措置（措置法規定の軽減税率、政策減税等）
について、平均所得金額（前３事業年度の所得金額の平均）
が年15億円を超える事業年度の適用を停止する措置が講
じられます。法人税法に規定される中小企業特例（法人税法
に規定する軽減税率、欠損金の繰越控除等）の適用につい
ては従前どおりです。

（4）その他

中小企業者等に係る軽減税率の特例（年800万円以下
の所得については15％）の適用期限が２年延長されます。
中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画
に基づき、中小事業者等が取得する一定の機械・装置に係
る固定資産税の課税標準の特例措置（2016年7月1日から
2019年3月31日までに取得した資産に適用）について、地
域・業種の見直しと、その対象資産の拡充が措置されます。
　	

5 国際課税関連

（1）外国子会社合算税制（タックスヘイブン対策税制）の
総合的見直し

わが国の現行の外国子会社合算税制の仕組みは、2010
年度税制改正により導入された、従前の法人単位の課税（エ
ンティティアプローチ）に資産性所得課税制度を取り入れた
ハイブリッド型（法人単位の課税制度をベースに所得種類に
よる課税を取り込む）といえるものです。2010年度税制改
正後は、適用除外やトリガー税率に係る改正が行われてき
ました。2017年度税制改正では、BEPS最終報告書の勧告
を踏まえて、現行制度の骨格は維持しつつ、外国子会社の
所得の種類等に応じた合算課税により重心をおいた制度と
する大幅な改正が行われています。
改正案による制度では、合算課税の所得を、①会社単位
の合算制度、②特定の外国関係会社に係る会社単位の合算
課税制度、③一定所得の部分合算課税制度、の3つに区分
して計算し、納税者の事務負担軽減措置として、①～③の
適用においては、子会社の居住地国の租税負担割合の基準
を設けています。改正後の制度は、外国関係会社の2018
年4月１日以後に開始する事業年度から適用されます。

i）合算対象とされる外国法人（外国関係会社）の判定方法
現行の制度から以下（図表8）の見直しが行われます。

ii）会社単位の合算課税制度
現行の制度から以下（図表9）の見直しが行われます。

保有割合 外国関係会社の判定上、間接保有割合の判定においては、内国法人等との間に 50％超の株式等の保有を通じた連鎖関係
がある外国法人が有する、判定対象となる外国法人に対する持分割合等に基づいて算定

残余財産の請求権による判定 居住者又は内国法人がその外国法人の残余財産のおおむね全部を請求することができる等の関係がある場合におけるその
外国法人

トリガー税率（租税負担割合基準） 廃止（トリガー税率による判定なし）

図表8
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会社単位の合算課税の
対象となる外国関係会社
の判定

以下の経済活動基準（現行制度の適用除外基準に相当）のうちいずれかを満たさない外国関係会社

① 事業基準
航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社のうち、本店所在地国における事業の実体要件を満たすものについては、事業
基準を満たすものとする

② 実体基準及び管理支配基準
保険業を営む一定の外国関係会社（「保険委託者」）からその免許の申請等の際に保険業に関する業務を委託するものとして申請
等をされた者で一定の要件を満たす者（「保険受託者」）が実体基準又は管理支配基準を満たしている場合には、その外国関係会社

（保険委託者）は実体基準又は管理支配基準を満たすものとする

③ 所在地国基準
製造業を主たる事業とする外国関係会社のうち、本店所在地国において製造に主体的に関与していると認められるものの所在地国
基準の判定方法について、所要の整備を行う

④ 非関連者基準
（イ）非関連者との間で行う取引対象資産・役務提供が、関連者に移転又は提供されることがあらかじめ定まっている場合には、そ

の非関連者との間の取引は、関連者との間で行われたものとみなす
（ロ）保険委託者と保険受託者の間で行う取引は関連者取引に該当しないものとする
（ハ）航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社については、非関連者基準を適用する

当局の職員が、外国関係会社が経済活動基準を満たすことを明らかにする書類等の提出等を求めた場合に、期限までに提出等が
されないときは、その外国関係会社は経済活動基準を満たさないものと推定される

適用対象金額の計算 適用対象金額から控除する受取配当に係る持分割合要件（25％以上）について、主たる事業が化石燃料採取事業である外国法人に
ついては10％以上とする（租税条約締結国に化石燃料の採取場所を有する外国法人に限る） 

適用免除 外国関係会社の当該事業年度の租税負担割合が20％以上である場合には、会社単位の合算課税の適用を免除

会社単位の合算課税の対
象となる外国関係会社の
判定

①～③のいずれかに該当する外国関係会社

① 次に掲げる要件のいずれも満たさない外国関係会社
（イ）その主たる事業を行うに必要と認められる事務所等の固定施設を有している（保険業を営む一定の外国関係会社にあっては、

これらを有している場合と同様の状況にある場合を含む）こと
（ロ）その本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っている（保険業を営む一定の外国関係会社にあっては、

これらを自ら行っている場合と同様の状況にある場合を含む）こと。

当局の職員が、上記の（イ）又は（ロ）の要件を明らかにする書類等の提出等を求めた場合に、期限までに提出等されないときは、そ
の外国関係会社は（イ）又は（ロ）の要件を満たさないものと推定される

② 総資産の額に対する有価証券、貸付金及び無形固定資産等の合計額の割合が 50％を超える外国関係会社で、総資産の額に対
する部分合算所得（⑪の超過利潤を除く）の合計額の割合（注）が30％を超えるもの

（注）金融子会社等における割合は、金融子会社等に係る部分合算課税対象所得（⑤の超過利潤を除く）による

③ 租税情報の交換に非協力的な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店等を有する外国関係会社

適用対象金額の計算 ii) の会社単位の合算課税制度における適用対象金額の計算と同様とする

適用免除 上記①～③の外国関係会社の当該事業年度の租税負担割合が30％以上である場合には、会社単位の合算課税の適用を免除する

図表9

図表10

iii) 特定の外国関係会社に係る会社単位の合算課税制度
新たに、以下（図表 10）のような特定の外国関係会社に係

る会社単位の合算課税制度が設けられます。

iv）一定所得の部分合算課税制度
一定所得の部分合算課税制度として、以下（図表 11、12）
の制度が設けられます。

ｖ）財務諸表等の確定申告書への添付要件
以下の外国関係会社については、財務諸表等を確定申告
書に添付することとされます。

①	租税負担割合が20％未満の外国関係会社
②	租税負担割合が30％未満の外国関係会社（特定の外国関
係会社に係る会社単位の合算課税制度の対象法人のうち、
適用免除とならない法人）

6 消費税関連

（1）仮想通貨に係る課税関係の見直し

資金決済に関する法律の改正により仮想通貨が支払いの
手段として位置づけられること等を踏まえ、資金決済に関す
る法律に規定する仮想通貨の譲渡について、消費税が非課

税務／法務
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金融子会社等以外の部分合算課税

部分合算課税の対象所得

①利子
（注）次の利子については、対象から除外
（イ）本店所在地国においてその役員又は使用人が金銭の貸付け等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

事していること等の要件を満たす外国関係会社が関連者等に対して行う金銭の貸付けによって得る利子
（ロ）上記（イ）の要件を満たす外国関係会社の関連者等である他の外国関係会社が上記（イ）の要件を満たす外国関係会社に対して

行う金銭の貸付けによって得る利子
（ハ）本店所在地国の法令に準拠して貸金業を営む外国関係会社で、本店所在地国においてその役員又は使用人が貸金業を的確に

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こと等の要件を満たすものが金銭の貸付けによって得る利子
（ニ）外国関係会社が行う事業に係る業務の通常の過程で得る預金利子

②配当等
（注）持分割合25％以上等の要件を満たす法人から受ける配当等は対象から除外

③有価証券の貸付けの対価

④有価証券の譲渡損益
（注）持分割合25％以上等の要件を満たす法人の株式等に係る譲渡損益については、対象から除外

⑤デリバティブ取引損益
（注）次のデリバティブ取引損益については、対象から除外
（イ）ヘッジ目的で行われることが明らかなデリバティブ取引等に係る損益
（ロ）商品先物取引業を行う外国関係会社で、本店所在地国においてその役員または使用人がこれら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こと等の要件を満たすものが行う事業から生ずる商品先物取引等損益

⑥外国為替差損益
（注）外国関係会社が行う事業の通常の過程で生ずる外国為替差損益については、対象から除外（外国為替相場の変動によって生ず

る差額を得ることを目的とする事業を除く）

⑦上記①から⑥までに掲げる所得を生ずべき資産から生ずるこれらの所得に類する所得
（注）ヘッジ目的で行われることが明らかな取引に係る損益については、対象から除外

⑧有形固定資産の貸付けの対価
（注）次の対価については、対象から除外
（イ）主として本店所在地国において使用に供される有形固定資産等の貸付けによる対価
（ロ）本店所在地国においてその役員又は使用人が有形固定資産の貸付け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

てに従事していること等の要件を満たす外国関係会社が行う有形固定資産の貸付けによる対価

⑨無形資産等の使用料
（注）外国関係会社が自己開発した無形資産等及び外国関係会社が相当の対価を支払って取得し、又は使用許諾を得た上で一定の

事業の用に供している無形資産等に係る使用料については、対象から除外

⑩無形資産等の譲渡損益
（注）外国関係会社が自己開発した無形資産等及び外国関係会社が相当の対価を支払って取得し、又は使用許諾を得た上で一定の

事業の用に供している無形資産等に係る譲渡損益については、対象から除外

⑪外国関係会社の当該事業年度の利益の額から上記①から⑩までに掲げる所得種類の所得の金額及び所得控除額を控除した残額
に相当する所得

（注）上記の所得控除額は、外国関係会社の総資産の額、減価償却累計額及び人件費の額の合計額に 50％を乗じて計算した金額と
する

部分適用対象金額の計算

当該事業年度の次に掲げる金額の合計額

①利子、配当等、有価証券の貸付の対価、有形固定資産の貸付の対価、無形資産等の使用料、及び上記（部分合算課税の対象所
得）⑪に掲げる所得の金額の合計額

②有価証券の譲渡損益、デリバティブ取引損益、外国為替差損益、無形資産の譲渡損益、上記（部分合算課税の対象所得）⑦に掲げ
る所得の金額の合計額（当該合計額が零を下回る場合には、零）

部分適用対象金額に係る
欠損金の繰越控除

外国関係会社の当該事業年度開始の日前７年以内に開始した各事業年度において生じた上記（部分適用対象金額の計算）②に掲
げる金額が零を下回る部分の金額に相当する金額がある場合には、当該事業年度の上記②に掲げる金額の計算上、控除する

適用免除

①外国関係会社の当該事業年度の租税負担割合が20％以上である場合には、部分合算課税の適用を免除

②部分合算課税に係る少額免除基準のうち金額基準を2,000万円以下（現行：1,000万円以下）に引き上げる

③部分合算課税の少額免除に係る適用要件について、少額免除基準を満たす旨を記載した書面の確定申告書への添付要件及びそ
の適用があることを明らかにする資料等の保存要件を廃止

図表11

税務／法務

税とされます。
上記の改正は2017年7月1日以後に国内において事業者
が行う仮想通貨の取引について適用されます。なお、改正前
に譲り受けた仮想通貨について、個別対応方式により仕入税
額控除を計算する場合の仕入れ区分は、「課税資産の譲渡等
にのみ要する課税仕入れ」に該当するものとされます。
事業者が2017年6月30日に100万円（税抜き）以上の仮

想通貨（国内において譲り受けたものに限る）を保有する場
合において、同日の仮想通貨の保有数量が2017年6月1日
から2017年6月30日までの間の各日の仮想通貨の保有数
量の平均保有数量より増加したときは、その増加した部分
の課税仕入れに係る消費税につき、仕入税額控除制度の適
用を認めないこととされます。
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7 納税環境整備

（1）届出書等

納税地や本店等所在地の異動に係る届出書（法人税・消
費税の納税地の異動届出書、連結子法人の本店等所在地
の異動届出書）については、改正により異動後の納税地の
所轄税務署長への提出が不要とされます。法人の設立届出
書等について、登記事項証明書の添付が不要とされます。

（2）その他

外国税額控除制度及び研究開発税制等について、その
適用に係る申告要件につき、納税者の立証すべき事項、及
び当初申告の要否が明確化され、要件を満たす場合には税
額控除額を変更できることが明らかにされます。これを受
け、税務署長が増額更正をする場合には連動的に税額控除
額を増加できるものとされます。地方税の外国税額控除制
度、地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）及び付加価値
割の所得拡大促進税制等について、地方団体の長が増額
更正をする場合も同様とされます。

金融子会社等※の部分合算課税

部分合算課税の対象所得

①金融子会社等の異常な水準の資本に係る所得

②有形固定資産の貸付けの対価
（注）次の対価については、対象から除外
（イ）主として本店所在地国において使用に供される有形固定資産等の貸付けによる対価
（ロ）本店所在地国においてその役員又は使用人が有形固定資産の貸付け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

てに従事していること等の要件を満たす外国関係会社が行う有形固定資産の貸付けによる対価

③無形資産等の使用料
（注）外国関係会社が自己開発した無形資産等及び外国関係会社が相当の対価を支払って取得し、又は使用許諾を得た上で一定の

事業の用に供している無形資産等に係る使用料については、対象から除外

④無形資産等の譲渡損益
（注）外国関係会社が自己開発した無形資産等及び外国関係会社が相当の対価を支払って取得し、又は使用許諾を得た上で一定の

事業の用に供している無形資産等に係る譲渡損益については、対象から除外

⑤金融子会社等以外の部分合算課税の⑪の所得

部分適用対象金額の計算

当該事業年度の次に掲げる金額のいずれか大きい金額

①金融子会社等の異常な水準の資本に係る所得

②有形固定資産の貸付けの対価、無形資産等の使用料、無形資産等の譲渡損益（当該金額が零を下回る場合には、零）、上記（部分
合算課税の対象所得）⑤の金額の合計額

部分適用対象金額に係る
欠損金の繰越控除

金融子会社等の当該事業年度開始の日前７年以内に開始した各事業年度において生じた上記④（無形資産等の譲渡損益）の金額
が零を下回る部分の金額に相当する金額がある場合には、当該事業年度の上記④に掲げる所得の金額の計算上、控除する

適用免除 金融子会社等以外の部分合算課税の場合と同じ

※ 金融子会社等とは、本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業または保険業を営む外国関係会社で、本店所在地国においてその役員または使用人がこれら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こと等の要件を満たすものを言う

図表12
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