
不動産証券化協会

認定マスター養成講座（令和３年）

不動産証券化の税務
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第1章 課税の基本体系とその他の税
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税の基本体系

税の三原則 公平・中立・簡素
経済力が同等の人に等しい負担を求める 「水平的公平」、経済力のある人によ り大きな負担を求める「垂直的公平」、近年では「世代間の 公平」

（出典；財務省HP「もっと知りたい税のこと」令和2年）
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ヴィークルに関連する主な税務問題の所在

VEHICLE

Originator

Cash

Trust Assets

・譲渡か借入か

・受益権売買か
現物売買か

・法人税課税を受け
なくて済むか

(導管性）
・消費税課税

・固定資産税等※
(※信託受益権の場合

には間接負担）

利子となるか
配当となるか

or
投資家の属性に

よる源泉税の
有無及び税率

Investor
Individual

AM・PM・CM・
信用補完者

流通税の有無

Lessee
・ファイナンスリース かどうか
・賃料の消費税課税・非課税

Investor
Corporation

[Debt]

[Equity]

Originator

Cash

Assets

Trust bank

Investor
Individual

Investor
Corporation

・譲渡対価に係る
消費税還付が可能か

・不動産譲渡益の課税

保証債務か
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取得時、保有時、売却時の主な税務問題

１．取得時
・譲渡となるかどうか
・流通税

法定4ヴィークルの特例→【第8章】
・取得時の消費税

消費税ポジションの検討→【第9章】
未経過固定資産税の精算

２．保有時
・ヴィークル段階での法人税課税をどう回避するか（導管性の確保）

任意組合→【第３章】
匿名組合→【第３章】
信託→【第４章】
特定目的会社、投資法人→【第5章】

・投資家の税務→【第6章】

３．売却時
・解散、清算の時期の検討→【第11、12章】



第2章 ヴィークルの選択と導管性要件
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ヴィークル利用方法による分類

器の性格 通常の会社

corporation 

資産運用型

fund 

資産流動化型

Special Purpose Entity 

活動の範囲
制約なし（買収合併等による

大変化も可）
資産運用に限定・資産追加・

入れ替え可
資産保有に限定、資産入

替不可

発行証券 株式や債券等 主として持分証券 ABS（Asset Backed Security) 

信託型

（契約型）

一般の事業信託

目的信託

その他の受益証券発行信託

合同運用信託・

証券投資信託

国内公募型投資信託

特定投資信託

受益者等課税信託

特定目的信託

法人型

事業法人 投資法人 特定目的会社

受動的SPC

人格なき社団

組合
NK・TK・ partnership NK・TK・ partnership NK・TK・ partnership

法定4vehicles 7



ヴィークルによる課税方法

任意組合・
投資事業有限責

任組合

匿名組合
（営業者合同会社）

投資法人 特定目的会社

法人税法 組合員課税
（パススルー課税）

組合員課税
（パススルー課税）

支払配当損金算入
（ペイスルー課税）

支払配当損金算入
（ペイスルー課税）

消費税法 組合員に課税
（パススルー課税）

営業者に課税 投資法人に課税 特定目的会社に課税

88

●税務講義での分類

「パス・スルー課税」
①事業者自体は納税義務者とならず、構成員に直接課税されること
②事業体で生じた所得の性質ないし源泉がそのまま構成員に引き継がれるもの

「ペイ・スルー課税」
事業体で生じた所得が構成員に引き継がれる際に所得の性質が配当へ転換するもの



第3章 任意組合及び匿名組合の税務
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【任意組合】民法の規定

１．任意組合とは（民法６６７条）
組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約すること
によってその効力を生ずる。

２．任意組合の特徴（民法６６７条～６８８条）
（１）組合員は、無限責任
（２）業務は、各組合員で行う（又は各組合員から委任された業務執行組

合員が行う）
（３）組合財産は、総組合員の共有になり、清算前に組合財産の分割を

請求できない
（４）損益分配の割合は、原則各組合員の出資割合による
（５）組合は、その目的である事業の成功又は不能によって解散

10
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【任意組合】税務上の取扱い①

１． 組合事業から生ずる利益等の帰属（法基通14-1-1 ）
任意組合等において営まれる事業から生ずる利益金額又は損失金額については、
各組合員に直接帰属することに留意する。

（注）任意組合等とは、民法に規定する組合契約、投資事業有限責任組合、有限責
任事業組合並びに外国におけるこれらに類するものをいう。

２．任意組合等の組合事業から受ける利益等の帰属時期（法基通14-1-1の2）
法人が組合員となっている組合の利益金額又は損失金額のうち分配割合に応じて
利益の分配を受けるべき金額又は損失の負担をすべき金額は、たとえ現実に利益
の分配を受け又は損失の負担をしていない場合であっても、当該法人の各事業年
度の期間に対応する個々の損益を計算して、当該法人の当該事業年度の益金又は
損金の額に算入する。

ただし、当該組合事業に係る損益を毎年1回以上一定の時期において計算し、かつ
、当該法人への個々の損益の帰属が当該損益発生後1年以内である場合には、帰
属損益額は、当該組合事業の計算期間を基として計算し、当該計算期間の終了の
日の属する当該法人の事業年度の益金の額又は損金の額に算入するものとする。

11
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【任意組合】税務上の取扱い②
3． 組合事業から生ずる利益等の額の計算（法基通14-1-2、所基通36.37共20 ）
原則としてグロスグロス法（総額法）によるが、継続適用を条件にグロスネット法、
ネットネット法も認められる。

12

内容 PL BS

(1)グロスグロス法
当該組合事業の収入金額、支出金額、資産、負債
等をその分配割合に応じて各組合員のこれらの金
額として計算する方法

総額 総額

(2)グロスネット法

当該組合事業の収入金額、その収入金額に係る原
価の額及び費用の額並びに損失の額をその分配
割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算
する方法

総額 純額

(3)ネットネット法
当該組合事業について計算される利益の額又は損
失の額をその分配割合に応じて各組合員に分配又
は負担させることとする方法

純額 純額

上記の方法のうち、どの方法を選択するかで適用できる税法規定が異なる。
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【任意組合】税務上の取扱い②
3． 組合事業から生ずる利益等の額の計算（法基通14-1-2、所基通36.37共20 ）
【法人組合員の場合】

13

グロスネット法による場合

当該組合事業の取引等について受取配当等の益金不算入、所得税額の控除等の規定の適用はあるが、引当金の繰入れ、
準備金の積立て等の規定の適用はない。

ネットネット法による場合

組合事業の取引等について、受取配当等の益金不算入、所得税額の控除、引当金の繰入れ、準備金の積立て等の規定
の適用はない。
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【任意組合】税務上の取扱い②
3． 組合事業から生ずる利益等の額の計算（法基通14-1-2、所基通36.37共20 ）
【個人組合員の場合】
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グロスネット法による場合

各個人投資家にあん分される不動産の賃貸損益は不動産所得、不動産の売却処分損益は譲渡所得、余
裕資金の預貯金運用から生じる利息については利子所得となる。

ネットネット法による場合

各組合員にあん分される利益の額又は損失の額は、当該組合事業の主たる事業の内容に従い、不動産
所得、事業所得、山林所得又は雑所得のいずれか一の所得に係る収入金額又は必要経費とする。
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【任意組合】税務上の取扱い③
4．組合員の組合損失の取り込み規制
【法人組合員の場合】

【個人組合員の場合】

不動産所得を生ずべき事業を行う組合契約の個人の組合員（組合の重要な業務の執行の
決定に関与し、契約を締結するための交渉等を自ら行う組合員を除く）の当該組合事業に
係るその年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失はなかったものとみなす。

15

組合債務の責任の限度が実質的に組合資産の価額とされている場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

収益保証契約等により組合事業が実質的に欠損にならないことが明らかな場合 

 

 

 

 

 

費用
損失

収益

損益分配

出資金

損金不算入

損金算入

損金の額に算入しない費用
損失

収益

損益分配

出資金

損金不算入

損金算入

損金の額に算入しない

費用
損失

収益

損益分配
全額を損金の額に
算入しない

損金不算入
費用

損失

収益

損益分配
全額を損金の額に
算入しない

損金不算入
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１．匿名組合とは？（商法第535条）

匿名組合契約とは、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、
相手方がその営業から生ずる利益を分配することを約する契約

２．匿名組合契約の特徴（商法535条～542条）

（１）組合員が出資した財産は営業者に帰属する。

（２）組合員は、営業者の行為につき、第三者に対して責任を有さない。

（３）組合員は、利益分配請求権、出資価額返還請求権及び営業監視
権を有する。

【匿名組合】商法の規定

16



17

【匿名組合】税務上の取扱い①

１．営業者
（１）納税義務（法法第4条）

合同会社又は株式会社等 ＝ 普通法人 → 納税義務あり

（２）課税所得計算（法基通14-1-3後段）
法人が営業者である場合における当該法人の当該事業年度の所得金額の計算
に当たっては、匿名組合契約により匿名組合員に分配すべき利益の額又は負担
させるべき損失の額を損金の額又は益金の額に算入する。

営業者の課税所得＝
（匿名組合事業において生じた利益）－（匿名組合員に分配すべき利益）

営業者の決算日と匿名組合契約の計算期間の末日が一致することによって、パ
ススルー課税となる。

17



【匿名組合】税務上の取扱い②
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２．匿名組合員
【法人組合員の場合（法基通14-1-3前段）】

法人組合員は、匿名組合契約により分配を受けた利益の額又は損失の額を、自
らの各事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
利益の取込時期は、現実に利益の分配を受けていない場合であっても、匿名組
合の計算期間の末日の属する事業年度となる。

【個人組合員の場合(所基通36・37共-21)】
匿名組合契約による契約を締結する者で当該匿名組合契約に基づいて出資をす
る者が、当該匿名組合契約に基づく営業者から受ける利益の分配は雑所得とす
る。

ただし、匿名組合員が当該匿名組合契約に基づいて営業者の営む事業に係る重
要な業務執行の決定を行っているなど組合事業を営業者と共に経営していると認
められる場合には、当該匿名組合員が当該営業者から受ける利益の分配は、当
該営業者の営業の内容に従い、事業所得又はその他の各種所得とする。

18



【匿名組合】税務上の取扱い③

1919

3．匿名組合損失の取り込み規制
【法人組合員の場合】

任意組合の場合と同様に取り込み規制あり
(匿名組合契約は、損失の取り込み規制の対象となる「組合契約」の範囲に
含まれている。)

【個人組合員の場合】
任意組合の場合と同様の損失の取り込み規制はない。
(匿名組合契約は、損失の取り込み規制の対象となる「組合契約」の範囲に含まれ

ていない。)

ただし、匿名組合からの所得は原則として雑所得となり、他の所得との損益通算は
できないため、結果的に損失の取り込みはできない。

19
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【匿名組合】利益分配に係る源泉税

（※１）租税条約の適用により変動あり
（※２）平成25年1月1日～令和19年12月31日までの間に源泉徴収すべき所得税については、当該所得に対し
て2.1％の復興特別所得税を併せて徴収しなければならないため、実質的な源泉徴収の税率は20.42％となる

20

区分 源泉税の取扱い

匿名組合
出資者

居住者・内国法人
源泉所得税20％(※２）

所得税・法人税課税あり

非居住者又は
外国法人(※１）
の場合

国内にPEを有し、PEに
帰属する所得

源泉所得税20％(※２）
所得税・法人税等課税あり

PE帰属所得以外の国
内源泉所得又はPEな
し

源泉所得税20％(※２）
所得税・法人税等課税なし→源泉徴収のみ

匿名組合配当に係る源泉税の徴収義務者である営業者は、その支払を受ける各人別に、支払
の明細を記載した支払調書を、その支払の確定をした日の属する年の翌年1月31日までに税務
署長に提出しなければならない。



【匿名組合】金商法と法人税法の「有価証券」の定義

2121

（※2）匿名組合出資は、金商法ではみなし有価証券とされるが、法人税法上の有価証券には該当しない。なお、
匿名組合出資を譲渡した場合には、消費税法上は有価証券に類するものの譲渡として取り扱うことに注意。

21

（※１）2号各号に掲げる権利のうち、流通性等を勘案し内閣府令に定める一定の場合を除き、電子的情報処
理組織を用いて移転することが出来る財産的価値に表示される「電子記録移転権利（いわゆるトークン）」は1
項有価証券として取り扱われる



【匿名組合】実務上用いられるスキーム

2222

1.匿名組合契約が多く用いられる理由

① 団体として会社法の適用や投資信託としての規制がない。

② ローンと異なり、利息制限法／出資法の適用を受けない。

③ 法人税課税を受けないで利益分配可能。

④ 損失分配も可能（平成17年度税制改正により取り込み規制あり）。

⑤ 現金分配と損益分配が一致していなくてもよい。

2.「ＧＫ＋ＴＫ＋信託受益権」が多く用いられる理由

① 信託の利用によって不動産特定共同事業法の制約を受けないため、自由度が
高いこと

② 信託の利用による流通税の軽減

③ ＴＭＫのような書類作成が必要でなく、事務処理等の負担が軽いこと（ただし、
金融商品取引法が施行され、各種規制が増え、現物不動産を直接取得できる
ＴＭＫも見直されている。）

④ 合同会社は、設立手順が簡略化されており、業務執行社員の任期がないなど
株式会社に比べて運営コストが安い

22



第4章 信託の税務
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信託の課税方法による分類

24
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受益者等課税信託①

1. 課税上の取扱い

信託の受益者は、当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものと
みなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益
及び費用とみなして、法人税法等を適用する。

2. 収益及び費用の帰属時期

当該受益者等である当該法人の収益及び費用とみなされる当該受益者等課税
信託の信託財産に帰せられる収益及び費用は、その信託行為に定める信託の
計算期間にかかわらず、当該法人の各事業年度の期間に対応する収益及び費
用となる。

3. 総額法による計算

受益者等課税信託の受益者等である法人は、当該受益者等課税信託の信託財
産から生ずる利益又は損失を当該法人の収益又は費用とするのではなく、当該
法人に係る当該信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せら
れる収益及び費用を当該法人のこれらの金額として各事業年度の所得の金額
の計算を行う。

25
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受益者等課税信託②

4. 信託損失の取り込み規制

平成17年改正で任意組合について、組合損失の法人組合側での損金計上が規

制され、個人組合員は不動産所得の損失はなかったものとみなされることにな
ったが、この取扱いが平成19年度改正で受益者等課税信託にも適用されること
になった。

●法人税法→信託金額を超える部分の金額（一定の場合は信託損失の全額）
は損金の額に算入できない。

●所得税法→当該信託に係る不動産所得の損失については、その損失は生じ
なかったものとみなされる。

5 元本の払い戻し

受益者課税信託の元本の払い戻しについては、原則として、受益者にその持分
を分配する限りでは課税関係は生じない。

6. 消費税の取扱い

受益者がその財産を有しているものとみなして、信託財産の譲渡及び信託財産
からもたらされる収支については、受益者の消費税の計算に含める。

26
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集団投資信託等

１．集団投資信託に該当する信託

（１）特定受益証券発行信託

（２）合同運用信託

（３）証券投資信託

（４）国内公募等投資信託

（５）外国投資信託

２．課税上の取り扱い

集団投資信託等については、信託収益を受益者が現実に受領したときに、受益
者に課税する。

27



282828

法人課税信託

１．法人課税信託に該当する信託

（１）特定受益証券発行信託に該当しない受益証券発行信託

（２）受益者が存在しない信託

（３）法人が委託者となる信託で、一定のもの

（４）特定投資信託

（５）特定目的信託

２．課税上取り扱い

信託段階において受託者を納税義務者として法人税を課税する。

３.特定投資信託・特定目的信託

⇒ 一定の要件を満たせば、配当の損金算入が可能

28



第5章 特定目的会社及び投資法人等
（法定４vehicles）の税務について



特定目的会社／導管性要件

１．対象事業体の要件
① 流動化法に規定する特定目的会社名簿に登載されていること

② 以下の何れかに該当すること

ｲ) 1億円以上の特定社債を公募により発行していること

ﾛ) その発行した特定社債が機関投資家又は特定債権流動化特定目的会社（機関投資家等）のみによって保有されること
が見込まれているもの

ﾊ) 優先出資が50人以上に引き受けられていること

ﾆ) 優先出資が機関投資家のみによって引き受けられたものであること

③ 優先出資及び基準特定出資の募集が募集毎かつ種類毎に50%超国内で行われる旨が流動化計画に記載されていること

④ 会計期間が１年以下であること

２．対象事業年度の要件
① 流動化計画を遵守していること

② 他の業務を営んでいる事実がないこと

③ 特定資産の管理を他に委託していることまたは信託を利用していること

④ 事業年度終了時に一定の同族会社に該当しないこと

（ただし、「1②ｲ)1億円以上特定社債公募発行」、又は、「1②ﾛ)特定社債機関投資家等のみ保有」に該当するものを除く。）

⑤ 「配当可能利益」の90%超の配当を行うこと

⑥ 無限責任社員になっていないこと

⑦ 流動化計画規定特定資産以外の資産を保有していないこと

⑧ 特定借入れを行う場合には、機関投資家又は特定債権流動化特定目的会社からのものであり、特定出資者からでないこと 2



3．損金算入対象となる利益配当額
以下の要件を満たす利益配当の支払額で、配当損金算入前・欠損金の繰越控除前の当該事業年度の所得の金額以下の金額

※税務上の配当可能利益

＝当該事業年度の税引前当期純利益

－前期繰越損失
－特別損失に細分された減損損失の金額の100分の70（復興法人税が課税される事業年度は80％）に相当する金額
－特定社債控除

4. 申告要件
当該事業年度の確定申告書等に損金の額に算入される金額に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の

計算に関する記載の添付があり、かつ、対象法人の要件の②及び③に掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保

存していること

3

利益の支払額
＞90％

税務上の配当可能利益（※）

特定目的会社／導管性要件



優先出資の国内募集要件

1. 2種類以上の優先出資を発行する場合
2種類以上の優先出資を発行する場合には、それぞれの種類毎に50％超国内で募集する
必要がある。

2. 国内募集の判定時期
国内募集要件の判定については、発行の都度行う。（過去に発行した優先出資を含めた累
計で判定を行うのではない。）

3. 基準特定出資
特定出資のうち、資産流動化計画に特定出資を有する特定社員の資産流動化法第27条第
2項各号に掲げる権利に係る事項として、特定社員があらかじめ利益の配当及び残余財産
の分配を受ける権利の全部を放棄する旨の記載があるもの以外のものをいう。



減損損失と導管性要件

減損損失については、特別損失において細分して表記されているものに

限り、その70％相当額を「税務上の配当可能利益」の額から控除できる。

【前提】

経常利益：1,000 減損損失(特別損失)：200

税引前当期純利益：800 前期繰越損失：0

実行税率：33.10％ 配当支払額：701

【検証】

税務上の配当可能利益：800－200×70％＝660

法人税等：（（800－Ｘ）＋Ｘ＋200－701）×33.10％＝Ｘ

Ｘ＝99

会計上の配当可能利益：800―99＝701（≧701（配当支払額））

配当支払額（701）＞「税務上の配当可能利益（660）」×90％（594）

⇒配当支払額が、「税務上の配当可能利益」×90％を超えているため、90％超配当要件を満たす。

5



減損損失以外の税会不一致項目が生じた場合

会計と税務の不一致が生じる事象として、貸倒損失の認識や費用の認識
時期のズレ等、減損損失以外の項目もあるが、70％相当額控除の調整は
減損損失のみしか認められていない。

⇒減損損失以外の税会不一致項目が生じた場合には、90％超配当要件を
満たせない可能性がある。

【前提】

経常利益：1,000 減損損失以外の税会不一致費用(特別損失)：200

税引前当期純利益：800 前期繰越損失：0

実行税率：33.10％ 配当支払額：701

【検証】

税務上の配当可能利益：800

法人税等：（（800－Ｘ）＋Ｘ＋200－701（※））×33.10％＝Ｘ

Ｘ＝99

会計上の配当可能利益：800―99＝701（≧701（配当支払額））

配当支払額（701）＜「税務上の配当可能利益（800）」×90％（720）

⇒配当支払額が、「税務上の配当可能利益」×90％を超えないため、 90％超配当要件を満たさない。
6

（※）実際には90％超配当要件を満たさ
ないため、配当支払額を課税所得から
控除することはできないが、減損損失の
設例と比較を容易になるために、配当
が損金算入されると仮定して計算してい
る。



特定目的会社の税務①

7

１．受取配当金の益金不算入の不適用

一般の法人の場合は、二重課税除外の観点から、受取配当等は益金不算入となっている
（法法23条）。

しかし、特定目的会社が受け取った配当等については、受取配当等の益金不算入の適用は
ない。また、特定目的会社が支払う配当等についても、出資者において受取配当等の益金不
算入の適用はない。

２．欠損金の繰越控除の特例

一般の法人の場合、青色欠損金・災害損失欠損金は所得の金額の50％までしか利用でき

ない。

導管性要件を満たす特定目的会社については、青色欠損金・災害損失欠損金は所得の

金額の100％利用できる。



特定目的会社の税務②

8

3．中小法人特例の不適用
特定目的会社については、資本金1億円以下の中小法人に認められてる次の特例の

適用はない。

・留保金課税の適用除外

・中小法人の軽減税率

・交際費の限度額までの損金算入

・貸倒引当金の特例（繰入れ、法定繰入率の選択）

・欠損金の繰戻還付

・電子申告の免除

4．過少資本税制と過大支払利子税制
一般の法人と同様に、特定目的会社にも適用される。

5．外形標準課税の不適用

特定目的会社は対象外とされている。



特定目的会社の欠損金の繰戻還付

通常の期は適用はないが、解散等一定の事由が生じた事業年
度は、欠損金の繰戻還付可能。

①売却前期は利益あり

②売却（売却損）⇒解散

③欠損金の繰戻還付請求（①の法人税を還付）

• その事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度の所得についてのみ還付請求可

• 対象は法人税のみ（地方税は適用なし）

• 他の税目（源泉所得税や消費税等）より、還付に要する時間がかかる

⇒清算処理の期間が長くなり、コストが還付額を上回る可能性あり

• ヴィークルの性質上、そもそも法人税が少ない場合が多いので、その効果については検討が必要

9



１．対象事業体の要件
① 投信法187条の登録をうけているものであること

② 以下の何れかに該当すること

ｲ) 設立時における投資口の発行が公募であり、発行価額の総額が1億円以上であること

ﾛ) 事業年度の終了時における投資口が50人以上に所有されていること

ﾊ) 機関投資家のみによって所有されていること

③ 発行した投資口の合計で50%超が国内募集である旨が規約に記載されていること

④ 会計期間が１年以下であること

２．対象事業年度の要件
① 投資法人の能力の制限規定に違反していないこと

② 資産運用業務を資産運用会社に委託していること

③ 資産保管業務を資産保管会社に委託していること

④ 事業年度末において同族会社に該当しないこと（1投資主グループで判定）

⑤ 当該事業年度の「配当可能利益」の90%超の配当を行っていること

⑥ 投資法人が他の法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の50％以上に相当する数又は金額の株
式又は出資を有していないこと

⑦ 事業年度末において有する有価証券、不動産等一定の特定資産の帳簿価額が総資産価額の2分の1相
当額を超えていること

⑧ 機関投資家以外の者から借入を行っていないこと

10

投資法人／導管性要件



3．損金算入対象となる利益配当額
以下の要件を満たす利益配当（みなし配当及び配当見合いの合併交付金を含む）で、配当損金算入前・
欠損金の繰越控除前の当該事業年度の所得の金額以下の金額

配当可能利益＝税引前当期純利益

－前期繰越損失
－一時差異等調整積立金の積立額
＋一時差異等調整積立金の取崩額
＋控除済み負ののれん発生益×当該事業年度月数／1200
－買換え特例圧縮積立金繰入額
＋買換え特例圧縮積立金取崩額
－繰越利益等超過純資産控除項目額
+上記の調整項目があった場合の翌事業年度に一定の金額を加算

利益超過分配がある場合にはさらに
＋利益超過分配金額
－出資総額戻入金

4．申告要件
当該事業年度の確定申告書等に損金の額に算入される金額に関する申告の記載及びその損金の額に
算入される金額の計算に関する記載の添付があり、かつ、対象法人の要件に掲げる要件を満たしてい
ることを明らかにする書類を保存していること 11

配当の支払額
＞90％

税務上の配当可能利益（※）

投資法人／導管性要件



【平成27年度税制改正】

• 投資法人は、90％超配当要件等を満たした場合、税務上、導管体として扱われ、利益配当を
法人税の算定上、損金算入することが可能となる。

• 減損損失など会計と税務の処理の差異に伴い、税務上の所得が会計上の利益を上回った場
合には、当該利益のすべてを配当したとしても投資法人において課税が生じる場合があった。

• この問題に対処するため、「投資法人の計算に関する規則」（「計算規則」）において、利益を
超えて分配される金額のうち一時差異等調整引当額として区分されるものについては、利益
処分に充当できる旨の改正を行うとともに、税務上においても当該区分される分配の額につ
いては、「配当等の額」（投資法人の損金算入の対象額）とする改正が措置された。

• また、例えば負ののれん発生益など会計上の利益が税務上の所得を上回っているものの、配
当原資を確保できず、90％超配当要件を満たすことが困難な場合に対処するため、計算規則
において、将来の利益処分に充当する目的のために留保する一時差異等調整積立金を規定
し、税務上もこれを計上した場合には、90%超配当要件において一時的に内部留保を認める
措置がなされた。

12

一時差異等調整積立金及び一時差異等調整引当金①



一時差異等調整積立金及び一時差異等調整引当金②

13
13



負の評価・換算差額等がある場合の取扱い

【平成28年度税制改正】

投資法人の利益の分配は「投信法上の利益」が上限になることから、デリバティブ
取引等によって発生した繰延ヘッジ損失が計上される場合等により、純資産に直
入される処理により、評価・換算差額等が負となることによって、導管性要件の判
定式の利益の分配（分子）が、平成28年税制改正前の税務上の配当可能利益の
額を大きく下回る場合に、導管性要件を満たすことができなくなる場合が存在した。

平成28年度税制改正により、負の評価・換算差額等が前期繰越利益及び任意積
立金（当期目的取崩を含む）に一定の調整（買換特例圧縮積立金及び一時差異等
調整積立金の積立・取崩等）を行った金額（以下、「前期繰越利益等の額」という）
を超過する場合には、負の評価・換算差額等から前期繰越利益等の額を控除した
金額を、導管性要件の判定式の「配当可能利益の額」(分母)から控除することがで
きるようになり、上記の問題が解消された。

14



一時差異等調整引当額計上による導管性確保の具体例

15

「投資法人の「一時差異等調整引当額等」の処理に関するQ&A（平成28年4月15日改定）」の問４の２で例示
されたケースを参考に、税務会計不一致が解消されるケースを見ていく。

【前提1】

会計上の利益は500であるが、繰延ヘッジ損失が新たに300計上され、投信法上の利益が200であることか
ら、所得超過税会不一致等が300生じたケースにおいて、一時差異等調整引当額を300計上し、通常の利益
分配200と合わせて金銭分配500を行うケース。

【導管性要件の判定式】

配当等の額

税務上の配当可能利益の額 + 利益超過分配額 － 出資総額戻入金

500
＞ 90％

（ 500 － 300 ） + 300 － 0

今までであれば、500 ／ （ 500 ＋ 300 － 0 ） ≦ 90％ で要件を満たせない。

【前提2】

前提1の翌事業年度、会計利益は500であるが、繰延ヘッジ損失が200計上（前提1と比較して100減少）さ
れ、投信法上の利益が600であることから所得税会不一致のうち100が解消したケースにおいて、一時差異
等調整引当額について100戻入れを行う場合。

500
＞ 90％

（ 500 + 100 ） + 0 － 100
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第6章 投資家の税務



法人（内国法人）の課税所得の範囲

2



非居住者・外国法人の課税所得の範囲

3

[外国法人課税所得][非居住者課税所得及び源泉徴収範囲]
※1

※2

※3

※4

注1
税率は復興特別所得税 別途

注2
措法41条の12に規定する一定の割引債は18％
措法41条12の2に規定する一定の割引債は15%

注3
土地等の譲渡対価については10％

注4
上場株式等に係る配当等は15%



居住者（個人）の源泉徴収の範囲と税額の計算

源泉徴収の対象となる所得

1 利子等
2 配当等
3 給与等
4 退職手当等
5 公的年金等
6 報酬・料金等（「３ 給与等」又は「４ 退職手当等」に該当するものを除く）
7 保険業法に規定する生命保険会社、損害保険会社等と締結した保険契約等に基づく年金
8 定期積金の給付補塡金等
9 匿名組合契約等に基づく利益の分配
10 特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等
11 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
12 割引債の償還差益
13 割引債の償還金に係る差益金額

[税額計算の
仕組み]
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参考；所得税計算の仕組み（イメージ）
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第7章 譲渡人及びリース取引の税務



譲渡人の税務

1 収益の認識（法法22 の2①）

平成30年度税制改正により、資産の販売等に係る収益の額は、原則としてその資産の販売等に
係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額
に算入することが明確化された。

2 固定資産の譲渡による収益の帰属時期（法基通2-1-14 ）

法人の通常の営業活動として行われるものではない不動産の売却や、不動産流動化実務指針の
適用対象となる不動産の譲渡にあたっては、収益認識会計基準は適用されない。

固定資産の譲渡による収益の帰属時期については、原則として「引渡し基準」とされている。

3 延払基準

新たな収益認識会計基準の導入に伴い、原則として長期割賦販売等に係る延払基準は廃止され
たが、リースに係るもののみ延払基準の適用が可能となっている（法法63①）。

リースに係る延払い基準の適用がある場合には、消費税の認識時期と法人税の認識時期をそれ
ぞれ選択することも可能（原則は一括計上）。
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リース取引の税務①

１．税務上の「リース取引」の取り扱い（法法第64条の2第1項）

内国法人がリース取引を行った場合には、そのリース取引の目的となった資産の賃貸人から賃借
人への引き渡しの時に、リース資産の売買があったものとする。

２．税務上の「リース取引」の意義（法法第64条の2第3項）

「リース取引」とは、資産の賃貸借で、次に掲げる要件を満たすものをいう。

①ノンキャンセラブル・・・・ 賃貸借契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができな
いものであること又はこれに準ずるものであること

②フルペイアウト・・・・賃貸借に係る賃借人がその賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益
を実質的に享受することができ、かつ、その資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべ
きこととされているものであること

3. 土地の賃貸借取引（法法第64条の2第3項）

以下の要件を満たす土地の賃貸借については、法人税法上のリース取引から除かれる。

・所有権が移転しないもの

・法令第138条（借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の
損金算入）の規定の適用のあるもの

・賃貸借期間の終了時又は賃貸借期間の中途において無償又は名目的な対価の額で賃借人に譲
渡されるものでなく、かつ、賃貸借期間の終了時又は賃貸借期間の中途において著しく有利な価
額で買い取る権利が賃借人に与えられているものでないもの

8



リース取引の税務②
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リース取引の税務③

4．リースバック取引（法基通12の5-2-1）

リースバックが法人税法上のリース取引に該当する場合で、一連の取引が実質的に金銭の
貸借であると認められるときは、金融取引として取り扱われることとなる。「実質的に金銭の貸
借」は取引当事者の意図、リース資産の内容等から判定することになる。

5. 会計基準との差異

10

会計 税務

ファイナンスリース
取引の要件

①中途解約禁止 かつ
②フルペイアウト

①中途解約禁止 かつ
②フルペイアウト

フルペイアウトの
具体的な判断基準

①現在価値基準(90％基準) 又は
②経済的耐用年数基準

①90％基準(名目価値)

所有権移転ファイナンスリ
ース取引と
所有権移転外ファイナンス
リース取引の判定

①所有権移転条項付
②割安購入選択権付
③特別仕様

①譲渡条件付
②割安購入選択権付
③専属使用
④識別困難
⑤リース期間が耐用年数と比し相当短い



第8章 流通税
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不動産取得税と登録免許税

12

１. 不動産取得税

不動産取得税は、不動産の取得について取得者に課税される都道府県税であり、
土地・家屋の購入や、家屋の建築などにより不動産を取得したときにかかる税
である。課税標準は固定資産税評価額。

２. 登録免許税

登録免許税は、土地建物の取得をして所有権移転登記や保存登記等を行う場合に
課せられる国税である。課税標準は固定資産税評価額。

3. 特別土地保有税

現在は停止中



現物不動産と信託受益権の流通税

13

種類 現物 信託受益権

信託設定時 取得税 － 非課税

登録免許税 － 信託登記
土地評価額×0.3％
建物評価額×0.4％

移転登記
非課税

譲渡時 取得税 土地
（宅地等）土地評価額×1/2×3％
（宅地外）土地評価額×3％

建物
（住宅）建物評価額×3％
（非住宅）建物評価額×4％

非課税

登録免許税 移転登記
土地評価額×1.5％
建物評価額×2％

受益者名義変更1個の不動産につ
き1,000円

信託設定された不動産を信託受益権として取得しても、不動産取得税でいう不動産の取得にはならない。不動産
を現物で取得して直後に不動産を信託したような場合には、取得は信託設定前に行われているので原則として
課税対象となる。信託設定に伴う受託者への所有権の移転は非課税となる（地方法73条の7）。

※1

※2

※3

注1 住宅及び土地の取得に係る特例措置本則4%→3%（令和6年3月31日まで）
注2 宅地評価土地の取得に係る課税標準特例措置による1/2控除（令和6年3月31日まで）
注3 土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置本則2%→1.5%（令和5年3月31日まで）



特定目的会社と投資法人の特例

14

特定目的会社 投資法人

不動産取得税 課税標準を2/5とする特例
土地
3％→1.2％(2023（令和5）/3/31まで)
宅地については1/2特例があるため実
質は0.6%となる。

建物(住宅)
3％→1.2％(2023（令和5）/3/31まで)
建物（非住宅）
4％→1.2％(2023（令和5）/3/31まで)

課税標準を2/5とする特例

同左

登録免許税 移転登記は軽減税率による課税
土地 1.5％→1.3%
建物 2％→1.3%

移転登記は軽減税率による課税

減免に必要と
なる証明書

国土交通大臣の証明書
財務局長・金融庁長官の証明書

財務局長の証明書

軽減対象は不動産取得税と移転登記に関する登録免許税のみであり、固定資産税、保存登記
及び変更登記に関する登録免許税については、法定ヴィークルであることによる減額はない。
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不動産特定共同事業において取得する不動産に係る特例

15

不動産取得税 登録免許税

軽減特例 不動産価格の1/2に相当する額を
価格から控除する課税標準の特
例措置

移転登記が2％から1.3%に、保存
登記が0.4％から0.3％になる

対象 特例事業者、小規模事業者、小規
模特例事業者、適格特例投資家
限定事業者

特例事業者、小規模事業者、小規
模特例事業者、適格特例投資家
限定事業者

期限 2023（令5）年3月31日 2023（令和5）年3月31日

軽減の特例を受けるための申請書は国土交通省HPで公開されている。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000034.html



第9章 消費税
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消費税の納税義務と課税選択

17

１．納税義務の免除 (消法第9条)
基準期間の課税売上高が1,000万円以下である者については、消費税を納める義務を免除する。

[納税義務の免除の特例（免除されない場合）]

・基準期間がない法人のうち、事業年度開始日の資本金額が1,000万 円以上である法人（新設法人）

・基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるが、その課税期間の前事業年度開始の日から6か月間
（特定期間）の課税売上高が1,000万円超の場合（課税売上高に代え、給与等支払額の合計額により判定する
こともできる。）

２．基準期間(消法第2条)
個人事業者・・・その年の前々年

法人・・・前々事業年度（前々事業年度が1年未満の場合には、その事業年度開始の日の 2年前の日の前日か
ら同日以後1年を経過する日までに開始した各事業年度を合わせた期間）

３．課税事業者の選択届出(消法第9条第4項)
納税義務が免除される事業者が、課税事業者選択届出書を提出した場合には提出日の属する課税期間の翌
課税期間以後の課税期間については、課税事業者となる。（第１事業年度に適用を受けるためには、第１事業
年度の末日までに提出）

４．課税期間の短縮(消法第19条)
事業年度の初日から3か月又は1か月ごとに区分した各期間を一つの課税期間とすることができる。

「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を原則としてその適用を受けようとする短縮に係る各期間の

開始の日の前日までに納税地を所轄する税務署長に提出
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消費税の計算構造

18

分類 方法

全額控除

課税仕入れに係る消費税額の全額を控除することができる。ただし、課税売

上割合が95％以上であり、その課税期間の課税売上高が5億円（その課税期間

が1年に満たない場合には年換算）以下の事業者に限り適用される。

個別対応方式

課税仕入れを、課税売上にのみ対応するもの、非課税売上にのみ対応するも

の、課税売上・非課税売上に共通して対応するものの3区分に分類し、次の金

額の合計額(イ+ロ)を控除する方法。

（イ）課税売上にのみ対応する課税仕入れに係る消費税額

（ロ）課税売上・非課税売上に共通して対応する課税仕入れに係る消費税額

×課税売上割合

一括比例配分方式
課税仕入れを区分せず、すべての課税仕入れについて、課税仕入れに係る消

費税額×課税売上割合により計算される金額を控除する方法

簡易課税
課税仕入れに係る消費税額に関係なく、課税売上に係る消費税額にみなし仕

入率を乗じて計算した金額を控除する方法

原則課税
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簡易課税制度

19

１．計算方法

２．みなし仕入率

３．要件
（１）基準期間における課税売上高が5,000万円以下であること
（２）適用する課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択届出書を提出すること

（第１事業年度に適用を受けるためには、第１事業年度の末日までに提出）

４．原則に戻るには？
⇒ 対象事業年度開始日の前日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出する。

ただし、簡易課税制度選択届出書を提出してから、2年経過しないと不適用届出書は提出できない。

課税売上に係る消費税 － 課税売上に係る消費税 × みなし仕入率

区分 業種 みなし仕入率

第一種 卸売業 90%

第二種 小売業 80%

第三種 農業、林業、漁業、建設業、製造業等 70%

第四種 飲食店業、加工業等 60%

第五種 通信運輸業、金融保険、サービス業 50%

第六種 不動産業 40%
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高額特定資産の課税仕入れを行った場合の制限

20

事業者が、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に国内における
高額特定資産の課税仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する
課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3
年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税
仕入れについては、事業者免税点制度及び簡易課税制度は適用しないこととされた（消法第12
条の4）。

※この高額特定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額（税抜き）が1,000万円以上
の棚卸資産及び調整対象固定資産をいう。

※自ら建設等をした高額特定資産（自己建設高額特定資産）に関しても、同様の規定が置かれ
ている。



21

居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限

21

国内において行う居住用賃貸建物※に係る課税仕入れ等の税額は、仕入税額控除の対象外となる。
※住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物で高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの

ただし、下記に該当することとなった場合には、該当事業年度において仕入れ等の税額の一部を控除可能。

第三年度の課税期間の末日まで継続保有かつ尾の建物の全部または一部を調整期間に課税賃貸用に供した場合

⇒ 次の消費税額を第3年度の課税期間の仕入控除税額に加算

Aのうち課税賃貸用に供したものに係る金額

調整期間に行った居住用賃貸建物の

貸付けの対価の額の合計額（A）

その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡した場合   

⇒ 次の消費税額を譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算

Ｂのうち課税賃貸用に供したものに係る金額 + C

課税譲渡等調整期間に行った居住用賃貸建物の

貸付の対価の額の合計額（B）
+

居住用賃貸建物の

譲渡の対価の額（C）

居住用賃貸建物の

課税仕入れ等に係る消費税額
×

居住用賃貸建物の

課税仕入れ等に係る消費税額
×

第三年度の課税期間／居住用賃貸建物の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後３年を経過する日の属する課税期間
調整期間／居住用賃貸建物の仕入れ等の日から第三年度の課税期間の末日までの間
課税賃貸用／非課税とされる住宅の貸付け以外の貸付けの用
課税譲渡等調整期間／居住用賃貸建物の仕入れ等の日からその居住用賃貸建物を他の者に譲渡した日までの間
※対価の額は税抜金額とし、値引き等（対価の返還等）がある場合には、その金額を控除した 残額で計算を行う。 

[定義]



消費税の選択制限及び取戻しに関する規定（証券化関連）

対象事由 トリガー 制限内容 留意事項等

新設法人 設立時の資本金額1,000万円以
上

免税事業者の特例対象外 減資により第2期が免税とす
るケースもあり

課税選択 課税選択（届出書） 2年強制適用 取下げ失念注意

簡易選択 簡易課税選択（届出書） 2年強制適用 取下げ失念注意

一括比例配分方式の
選択

申告時（計算方法を選択） 2年強制適用 採用した場合には継続適用
し、選択余地を残す

高額特定資産
（購入・自己建設）

取得時1,000万円以上の一定資
産について消費税還付

その後の課税選択・簡易選択を
3年間制限

多くのケースで適用となるこ
とを前提にスキーム策定

居住用不動産 居住用等建物の取得 購入時の仕入れ税額控除なし 譲渡・課税事業への転用時
の取戻し失念注意。

棚卸資産調整 課税事業者から免税事業者への
転換時に還付対象となった棚卸
資産を保有

還付済消費税額の取戻し 簡易課税を挟む
(可能な場合のみ）

変動調整 課税売上割合の著しい変動 還付済消費税額の取戻し 課税売上割合の変動の管理

転用調整 還付対象資産について課税事業
から非課税事業への転用

課のみ控除で還付された控除済
消費税額の取戻し

還付資産の事業供用状況の
管理

インボイス制 令和5年10月1日より適用開始（経
過措置あり）

免税事業者は適格請求書を発
行不可

課税選択を検討

22
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中間申告・納付

23

1. 前年度実績による中間申告（消法第42条）

2. 仮決算による中間申告（消法第43条）

中間申告対象期間を一課税期間とみなして、確定申告に準じた方法により税額計算を行うことが
できる（ただし、還付申告は不可。）。


