
相談委員

利益積立金の減算
有
無

みなし配当
有
無
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��

別表四

別表五（一）
利益積立金額の計算に関する明細書

期末現在
利益積立金額
－38，000，000

資本金等の額の計算に関する明細書
期末現在
資本金等の額
10，000，000
－2，000，000
8，000，000

社外流出

38，000，000

当期の増減
増

－38，000，000

当期の増減
増

－2，000，000
－2，000，000

配当

留保

38，000，000

減

減

総額

38，000，000

38，000，000

期首現在
利益積立金額

期首現在
資本金等の額
10，000，000

10，000，000

区 分

みなし配当

自己株式認容

区分

自己株式

区分

資本金又は出資金
自己株式
差引合計額

加
算
減
算
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法人税

北川 裕之（（麹町支部））
相続人からの自己株式の取得に伴
うみなし配当課税の不適用と法人
税法上の利益積立金額等との関係

事例 非上場会社であるＡ社は、被相続
人株主甲の相続人乙より、乙が相続

により取得したＡ社株式を自己株式として取得
することとなった。
相続人乙は相続税の納税のために、上記Ａ社

株式を譲渡するものであるが、Ａ社株式の譲渡
について、租税特別措置法に規定する「相続財
産に係る非上場株式をその発行法人に譲渡した
場合のみなし配当課税の特例」（以下「みなし
配当課税の特例」という。）を適用することと
した。
これにより、相続人乙のＡ社に対するＡ社株

式の譲渡について「みなし配当課税」が適用さ
れず、譲渡対価の総額が株式等の譲渡所得の収
入金額として取り扱われることとなる。この場
合、Ａ社の法人税法上の利益積立金額及び資本
金等の額はどのようになるのか。
なお、Ａ社の純資産の部、発行済株式数、自

己株式の取得状況等は次のとおりである。

⑴ Ａ社の純資産の部
資本金 10，000千円
繰越利益剰余金 200，000千円
合計 210，000千円

⑵ Ａ社の発行済株数 200株

⑶ 乙からの自己株式の取得状況
・取得株数 40株
・1株当たりの買取金額 1，000千円
・買取金額の総額 40，000千円

回答 非上場会社が個人株主の相続人等
から自己株式を取得する場合に、み

なし配当課税の特例を適用するときは、譲渡す
る株主にみなし配当課税が行われない。この場
合であっても、自己株式を取得した法人におい
ては、株主に交付した金銭等の額のうち、取得
資本金額を資本金等の額から減算するととも
に、取得資本金額を超える部分の金額（みなし
配当に相当する金額）を利益積立金額から減算
することとなる。
なお、みなし配当課税が適用されないため、

自己株式を取得した法人に源泉徴収義務は生じ
ない。

検討 Ⅰ 自己株式を取得した場合の発行
法人の課税関係

1 会社法上の取扱い
法人が特定の株主から自己株式を取得する場

合には、株主総会の特別決議が必要とされる（会
法156①、160、162、309②二）。
また、自己株式の有償取得は、剰余金の分配

とされ、株主への配当と同様の財源規制（分配
可能額の範囲内）の適用を受ける（会法461①
三）。
2 自己株式の取得とみなし配当課税
株式の発行法人（以下「発行法人」という。）

が相対取引及び公開買付けによって、法人又は
個人の株主から自己株式を取得し、その取得の
対価としてその株主に金銭等の資産を交付した
場合に、その交付した金銭等の額が発行法人の
資本金等の額のうちその交付の基因となった株
式に対応する部分の金額（取得資本金額）を超
えるときは、所得税法及び法人税法の適用上、
その超える部分の金額は、利益の配当とみなさ
れる（所法25①、法法24①）。
この場合、配当に係る源泉徴収が必要となる

（所法181①）。
3 みなし配当課税の適用除外
発行法人が行う市場取引による自己株式の取

得や法人組織再編税制に伴う自己株式の取得
等、次の取引による自己株式の取得については
みなし配当課税が適用されない（所法25①、所
令61①、法法24①、法令23③）。
①金融商品取引所の開設する市場における購
入

②店頭売買登録銘柄として登録された株式の
その店頭売買による購入

③金融商品取引法第2条第8項が規定する金
融商品取引業者が行う有価証券の媒介、取
次ぎ又は代理する場合のその売買

④事業の全部の譲受け
⑤合併、会社分割、現物出資による被合併法
人、分割法人又は現物出資法人からの移転

⑥適格分社型分割による分割承継法人からの
交付

⑦株式交換による株式交換完全親法人からの
交付

⑧合併に反対するその合併に係る被被合併法
人の株主等の買取請求に基づく買取り

⑨単元未満株式の買取請求または1に満たな

い端数の処理の規定による買取り
⑩全部取得条項付種類株式の取得協議に基づ
く取得に係る端株の取得
⑪1株に満たない端数に相当する部分の対価
としての金銭の交付

4 会計上と税務上の取扱いの差異
⑴ 会計上の取扱い
会計上、取得した自己株式は、取得原価をも
って純資産の部の株主資本から控除する。
（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会
計基準7）

（自己株式）××× （現金預金） ×××
（源泉所得税）×××

⑵ 税務上の取扱い
法人税法上、自己株式は有価証券（法法2二
十一）の範囲から除かれており、自己株式の取
得、処分は資本等取引とされる（法法2十六、
法令8①一・十七）。
自己株式の取得により金銭その他の資産を交
付した場合には、次のとおり、交付した金銭等
の額につき、資本金等の額及び利益積立金額の
減算として取り扱う。
① 資本金等の額の減算
自己株式の取得により金銭その他の資産を交
付した場合の取得資本金額を資本金等の額から
減算する（法法2十六、法令8①十七）。

〔取得資本金額＝減算する資本金等の額〕
自己株式の取得直前の
資本金等の額 × 自己株式の取得株数

発行済株式の総数

② 利益積立金額の減算
自己株式の取得に係る金銭等の交付金額が取
得資本金額を超える場合には、その超える部分
の金額（みなし配当とされる金額）を利益積立
金額から減算する（法法2十八、法令9①十ニ）。

〔減算する利益積立金額〕
自己株式の取得
に係る交付金額 － 取得資本金等の額

【設例の場合に源泉所得税が課されるときの税
務上の仕訳】
（資本金等） 2，000，000 （現金預金） 32，240，400
（利益積立金）38，000，000 （源泉所得税） 7，759，600

○資本金等の額
10，000千円×40株／200株＝2，000千円

○利益積立金額
40，000千円－2，000千円＝38，000千円

○源泉所得税38，000千円×20．42％＝7，759，600円
⑶ 税務調整
税務上、みなし配当が生じる場合には、利益
積立金額の減算処理となるため、税務調整が必
要となる。
【会計上の仕訳】
（自己株式）40，000，000（現金預金）32，240，400

（源泉所得税）7，759，600
【税務修正仕訳】
（資本金等） 2，000，000 （自己株式）40，000，000
（利益積立金）38，000，000

Ⅱ 個人株主の課税関係
1 原則的な取扱い
発行法人の相対取引による自己株式の取得に
おいてみなし配当が生ずる場合で、その株主が
個人のときは、その個人株主では、みなし配当
金額は配当所得とされる（所法25①）。
また、その個人株主においては、株式等の譲
渡所得の収入金額は、その対価の額からみなし
配当金額を控除した金額とされる（措法37の10
①、③）。
【税務上の仕訳】
（現金預金）32，240，400 （有価証券）2，000，000
（源泉所得税）7，759，600 （配当所得）38，000，000
＊設例の取得費は2，000千円とする。この場
合、売却株主の株式の取得費と発行法人の取
得資本金額が同額となるため、譲渡所得の金
額はゼロとなる。
2 相続財産に係る非上場株式をその発行法人
に譲渡した場合のみなし配当課税の特例
⑴ みなし配当課税の特例の取扱い
上記Ⅰ2のとおり、相対取引による自己株式
の取得において「みなし配当」が生じる場合が
あり、みなし配当課税が行われる。しかし、相
続財産に係る非上場株式をその発行法人に譲渡
した場合にはみなし配当課税の特例（措法9の
7）があり、みなし配当課税が不適用とされる。
すなわち、相続又は遺贈による財産を取得し
た個人でその相続又は遺贈につき相続税がある
ものが、その相続の開始のあった日の翌日から
その相続税申告書の提出期限の翌日以後3年以
内に、その相続税額に係る課税価格の計算の基
礎に算入された非上場株式をその発行法人に譲
渡した場合には、所定の手続きを行うことによ
り（措令5の2②）、次の特例を適用すること

ができる。
① 所得税法第25条の規定によりみなし配当
とされる金額については、みなし配当とは
しない。

② みなし配当とされない金額は、株式等に
係る譲渡所得等の収入金額とみなす（措法
37の10③）。
また、配当に係る源泉徴収は不要である。
【設例に即した仕訳】
（現金預金）40，000，000（有価証券） 2，000，000

（株式譲渡所得）38，000，000
⑵ みなし配当課税の特例適用の効果
みなし配当課税の特例を適用することによ
り、次に掲げる効果が生じ、税負担の軽減が図
られている。
①みなし配当に相当する金額に対しては、株
式等に係る譲渡所得の収入金額となるた
め、分離課税による比例税率が適用される。

②株式等に係る譲渡所得の計算上、相続税額
の取得費加算の特例（措法39）を適用する
ことができる。

Ⅲ みなし配当と利益積立金額との対応関係
自己株式の取得についてみなし配当が生じる
場合には、みなし配当と利益積立金額の減算と
の関係では、原則として、次の表の対応関係が
ある。

つまり、みなし配当が生じる場合には、みな
し配当に相当する金額の利益積立金額が減少す
る。
しかし、上記Ⅱ2のみなし配当課税の特例を
適用した場合には、自己株式の取得の対価につ
き、本来のみなし配当が存するときであって
も、「みなし配当」とはしないというのである
から、利益積立金の額は減少しないのではない
かという疑問が生じる。
この点、法人税法の建付けは、次のとおりで
ある。
すなわち、法人税法施行令第9条第1項第12
号（利益積立金額）は、同第8条第1項第17号
（資本金等の額）の規定を受けて、法人税法第
24条第1項第4号（みなし配当金額）が規定す
るみなし配当金額を利益積立金額から減算する
こととされている。
他方、市場取引における自己株式の取得につ
いて、そもそもみなし配当は生じないことか
ら、利益積立金額から減算しない。
これに対して、上記Ⅱ2のみなし配当課税の
特例に関連して、法人税法のみなし配当に関す
る規定（法法24）においては、みなし配当課税
の特例に対応する別段の定めをしていない。
したがって、法人税法上は、みなし配当課税
が適用されない場合であっても、みなし配当に
相当する金額を「みなし配当」としてとらえて
いる。このため、みなし配当に相当する金額は
利益積立金額から減算することとなる。
なお、自己株式の取得に伴い、取得資本金額
は資本金等の額から減算することとなる。
Ⅳ 法人税申告書の記載
上記Ｉ4のとおり、非上場株式を自己株式と
して取得する場合には、会計処理と税務処理と
が異なるため、その差異について申告調整を行
うこととなる。

注）内容は、平成26年4月1日現在の法令等
に基づいています。
本事例紹介は、会員の業務上の諸問題解決
支援の一環として掲載しています。文中の税
法の解釈等見解にわたる部分は、執筆者の私
見（参考意見）ですので、実際の申告等税法
の解釈適用に当たっては、会員ご本人の責任
において行ってください。
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