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2013 年 1 月 24 日に 2013 年度税制

改正大綱が公表されました。本ニュ

ースレターでは、2013 年度税制改正

大綱のうち、金融・不動産関連の主な

改正点についてご紹介いたします。 
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2013 年度（平成 25 年度）税制改正大綱（以下、2013 年

度税制改正大綱）が 2013 年 1 月 24 日に与党税制協議

会で決定され、1 月 29 日に閣議決定されました。今後は、

当該大綱に基づき改正法案が国会に提出され、国会にお

いて法案が審議される予定です。なお、今後の審議等の

状況によっては、内容に変更がある可能性がありますので

ご留意ください。 

 

本ニュースレターでは、2013 年度税制改正大綱のうち、金

融・不動産に関わる改正を中心にご説明いたします。なお、

2013 年度税制改正大綱のその他の項目の詳細について

は、Japan Tax Update として別途配信されます。 
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2013 年度税制改正大綱における金融関連の主な改正点 

1. 金融所得課税の一体化に係る所得税課税の見直し 

金融所得課税の一体化を進める観点から、公社債等および株式等に係る、2016 年 1 月 1 日以後の所得に対する課税

が大幅に見直されます。 

 

① 公社債等の課税方式 

居住者等については現在非課税とされている公社債の譲渡所得が課税対象とされる等の改正がなされます。日本

の居住者についての改正後の取扱概要は以下のとおりです。 

 

居住者の課税上の取扱概要 

 現行 改正後（2016 年 1 月 1 日以後） 

特定公社債等（注 1） 一般公社債等（注 2） 

利子所得等 20.315％（所得税

15.315％、住民税 5％）源泉

分離課税 

原則 20.315％（所得税

15.315％、住民税 5％）申告分離

課税 

源泉徴収が行われた利子等は申

告不要も可 

20.315％（所得税 15.315％、

住民税 5％）源泉分離課税

（注 3） 

譲渡所得等 非課税（一定の除外あり） 20.315％（所得税 15.315％、住民

税 5％）申告分離課税 

20.315％（所得税 15.315％、

住民税 5％）申告分離課税 

償還、一部解

約等 

償還益は原則雑所得として

総合課税 

同上 

償還金等は特定公社債等の譲渡

所得等に係る収入金額とみなされ

る 

同上 

償還金等は、原則として一般

公社債等の譲渡所得等に係

る収入金額とみなされる 

（注 3） 

損益通算お

よび損失の繰

越控除 ― 

特定公社債等の利子所得等およ

び譲渡所得等と上場株式等の配

当所得等および譲渡所得等との

損益通算可能 

3 年間の損失繰越控除可能 

― 

特定口座で

の取り扱い 
― 

可能 
― 

    上記の所得税は復興所得税（所得税に対し 2.1％）を含みます。以下同様。 

 
（注 1）特定公社債等とは、特定公社債（*）、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権およ

び特定目的信託の社債的受益権で公募のものをいいます。 

*特定公社債の範囲は列挙されており、国債および地方債（外国のものを含む）、公募公社債、上場公社債、6 月以内に有価証券

報告書等を提出している法人が発行する社債のほか、2015 年 12 月 31 日以前に発行された公社債（発行時に源泉徴収がされた

割引債を除く）等が含まれます。 

 

（注 2）一般公社債等とは特定公社債以外の公社債および私募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の私募投資信託

の受益権および特定目的信託の社債的受益権で私募のものをいいます。 

 

（注 3）ただし、同族会社が発行した社債の利子または社債の償還金でその同族会社の役員等が支払を受けるものは、総合課税

となります。 
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② 割引債の課税方式 

割引債の償還差益についても譲渡所得等として 20.315％（所得税 15.315％、住民税 5％）の申告分離課税とされま

す。発行時の 18.378％源泉徴収に代えて、償還時に償還金額にみなし割引率を乗じて計算した金額に対して

20.315％の源泉徴収（特別徴収）がなされます。 

 

③ 株式等に係る譲渡所得等の分離課税の改組 

株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、上場株式等に係る譲渡所得等と非上場株式等に係る譲渡所得等

を別々の分離課税制度とした上で、（イ）特定公社債等および上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税と（ロ）一般

公社債等および非上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税とされます。 

 

④ 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用の特例等の改正 

公社債または投資信託もしくは特定目的信託の受益権の利子等の支払を受ける者の所有期間にかかわらず、その

全額について源泉徴収がされません。 

 

⑤ 法人に関する改正 

法人が支払を受けるべき利子等については、利子割（現行 5％）を課さないこととされます。 

法人税の額から控除する所得税額の計算について、公社債の利子、公社債投資信託の収益の分配等に対する所

得税の額の所有期間による按分を廃止し、その全額を控除することとされます。 

 

⑥ 振替公社債等の利子等の非課税制度 

非居住者等が受ける振替社債等の利子等の非課税制度について、その適用期限が撤廃され、恒久化されることと

なります（一定の例外あり）。このほか、源泉徴収不適用または非課税にあたっての所有期間按分の撤廃等、社債税

制の変更に合わせた変更がなされます。これに伴い、所要の非課税適用手続きが見直される予定です。 

 

2. 上場株式等の配当等および譲渡所得等に係る軽減税率の廃止 

上場株式等の配当等および譲渡所得等に係る 10.147％軽減税率（所得税 7.147％、住民税 3％）は、2013 年 12 月 31

日をもって廃止され、2014 年 1 月 1 日以降は 20.315％（所得税 15.315％、住民税 5％）となります。 

 

3. 租税条約に関する届出書に係る手続きの簡素化 

上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例の適用がある場合における租税条約に関する手続きが簡素化され

ます。具体的には、2014 年 1 月 1 日以後に支払の取扱者を通じて支払を受ける上場株式等の配当等につき条約の適

用を受けようとする非居住者等は、非居住者等に関する事項を記載した条約届出書（特例届出書）を提出することができ

ます。特例届出書は、配当等に関する事項の記載を要しないこととされ、一定の場合には 3 年ごとに提出することとなりま

す。なお、当該改正は、上場株式等の配当等にのみ適用されるものであり、その他の配当等については従来どおりの手

続きとなります。 

 

4. 少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置（日本版 ISA） 

少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置について以下の拡充が図られます。 

 

 非課税口座を開設することができる期間が 2014 年 1 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日までとされます。 

 

一定の非課税口座において管理される年間取得対価 100 万円以下の上場株式等について、その配当等および譲渡所

得等が 5 年間非課税とされます（ 大非課税投資額 500 万円）。そのほか、非課税口座に関する手続きが簡素化されま

す。 
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2013 年度税制改正大綱における不動産関連の主な改正点 

1. 不動産証券化に係る流通税の軽減措置 

 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置（本則 2.0％を 1.5％に軽減。信託

登記の場合、本則 0.4％を 0.3％に軽減） 

 

 特定目的会社、投資法人等が特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の

軽減措置（本則 2.0％を 1.3％に軽減） 

 

 特定目的会社、投資法人等が取得する一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置（不動産価格か

ら 5 分の 3 を控除） 

 

上記いずれについても適用期限が 2 年（2015 年 3 月 31 日まで）延長されます。 

 

2. 投資法人に係る課税の特例 

 投資法人がその所有する資産につき特定の資産の買換えの場合の課税の特例等を適用した場合には、一定の要

件の下、支払配当等の額が配当可能利益の額の 90％を超えていることとする要件における配当可能利益の額から

買換特例圧縮積立金（仮称）として積み立てた金額が控除されます。 

 

 投資信託及び投資法人に関する法律の改正に伴い、投資法人が海外不動産の取得等のみを目的とした海外の特

別目的会社の株式を取得した場合には、その取得が実質的にその投資法人が海外にある不動産を取得する場合

と同視できるものとして一定の要件を満たす場合に限り、他の法人の発行済株式または出資の総数または総額の

50％以上を有していないこととする要件が適用されません。
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より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては、当法人の貴社担当者もしくは下記までお問い合わせく

ださい。 

税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 

〒100-6015 東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号 霞が関ビル 15 階 

電話 : 03-5251-2400（代表） http://www.pwc.com/jp/tax 
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