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法人税

相談委員

坂部

達夫（本所）

ら資本金等の額 ，

法人の清算関係

る（所法

万円とな

最終月に支給した報酬の額をいう。そしてそれは、

①四）また、各株主の個々のみなし配当

退職間際にその役員の報酬が大幅に引きあげられた

の金額は、この ，
当社は

事例①

月決算法人であるが、資産・

負債の処理を解散事業年度に行うべきか

万円を控除した ，

万円に各株主の持株割合を乗

じた金額となる。

などの事情がない限り、報酬月額の最高水準を示す
ものであり、その役員に対する功績の度合いをもっ

解散による剰余金の分配については、同法

条①

ともよく反映している（福岡高判・平成

．． 税

清算事業年度に行うべきか思料している。事業用の

の剰余金の配当等とみなされることになっている。

資

固定資産と在庫があり、また代表者からの借入金・

従って、所得税法

えばコロナ禍）により、一時的に役員の報酬を減額

未払金がある。また、当社は解散後、個人事業とし

ることになる。

条の配当控除の適用を受けられ

使って退職給与の額を算定すると、退職給与の額が

役員退職慰労金の適正額について

解散決議をしてから清算事業年度にお
いて、資産を整理し債務を弁済する清算

活動を行うのが一般的であるが、解散事業年度に財
産移転の手続きをしても一定条件のもとであれば、
支障はないと思われる。
清算事業年度に、含み益がある資産な

検討

どを譲渡して所得が発生した場合に、切

ならない場合がある。本件では、退職給与規定に定

事例③

められた「各段位の月額」が合理的な金額であれば

退職に伴う、退職慰労金の支給を決議

問題とならないが、固定であることにより合理的な

し、取締役会で金額を決定する予定である。当社の

金額から乖離する危惧がある。役員報酬の改定ごと

役員退職慰労金規程における退職慰労金の額の算定

に、規定を変更していれば、問題は無かろうが、や

については、同規定第

はり、規定から「各段位の月額」を削除することが

条により「各段位の在任期

間×各段位の功績倍率×本規定に定める各段位の月

算事業年度の債務超過の年度において活用できる。

額」により計算することになっている。そして、会

（法法

長職の月額は

）
。ただし、個人事業で現業を

過少となり、在職中の功績に応じた合理的な金額に

今期の株主総会において、当社会長の

り捨てられた過去の欠損金（期限切れ欠損金）を清
③、法令

」等）
。ところが、業績悪化（例

しているようなケースは、その減額後の報酬月額を

て業務を引き継ぐ予定である。

回答

号「順号

税務リスクを避けるうえで必要であろう。
いずれにしても、現に支給した最終報酬月額が必

万円で、功績倍率は ．と決まって

ずしも、その役員の功績の程度からして不合理であ

継続するとのことなので、事業用固定資産と社長借

いる。問題は、
「各段位の月額」を固定的に決めて

る場合、減額前、あるいは過去の最高報酬、さらに

入金・未払金とを相殺・譲渡し、譲渡益や債務免除

いることで、現在の役員給与の額がコロナ禍により

は過去の平均月額などを適用できるかどうかが実務

益が青色欠損金の範囲で処理できることが見込まれ

規定額（

割くらい下がっているこ

上の最大の論点であろう。これについては、実際の

るのであれば、解散事業年度に財産移転の手続きを

とである。規定額通りに払うと、過大役員報酬と認

最終報酬月額は、実態に比べて低すぎるとして、合

することも合理的な判断といえる。

定されてしまうのではないかと心配している。

理的な報酬月額に引き直して良いという判例がある

その他の相談事項

・在庫の処分については、清
算中の勘定科目は何を使う

万円）より

適正な退職給与を算定するために功績

回答

倍率を使う場合、役員の報酬月額が減額

（高 松 地 判・昭 和

．． 行 裁 例 集

巻

号

頁）
。

べきか。→通常の処理と同様に「売上勘定」を使

又は増額されている場合に、その改訂後の報酬月額

う。清算中は、通常の営業活動はできないが、
「売

が役職者の法人に対する功績の程度を反映しない不

上勘定」を使用しても特に差しさわりがあるわけ

合理なものであるときは、
「最終報酬月額」は合理

達

ではない。

的な報酬月額に置き直してもよいと思う。ただし、

給する退職給与は、業績連動型給与には該当しない

規定上の

万円の合理性を説明できるようにして

旨が明らかにされ、その（注書）において、
「功績

目が散見される。どのように処理すべきか。→一

おく必要がある。また、退職慰労金の算定の要素と

倍率法とは、役員の退職の直前に支給した給与の額

括して前期損益修正
（あるいは、
雑損失・雑収入）

しての月額報酬を固定的に決めておくのは、運用上

を基礎として、役員の業務に従事した期間及び役員

で処理して構わない。金額の多寡により会社側で

の弊害が大きいので、改定すべきだと考える。

の職務に応じた倍率を乗ずる方法により支給される

・前期以前の未払金・売掛金・買掛金で損益修正項

合理的な説明ができる状況であれば、社長個人の
借入金の精算等がなされたこととして、借入金・
未払金との相殺も考えられる。

事例②

令和元年

月

日解散決議をし、現在

清算中である。残余財産の金額は ，

．
役員に対する過大役員給与の損金不算

検討

入

．
平成
平成
−

年通達改正と本件との関係
年度の法人税法改正の際に、法人税基本通
−

の

により、功績倍率法に基づいて支

金額が算定される方法をいう。
」と定義された。こ
の「退職の直前に支給した給与の額」とは、硬直的

法人税の課税上、法人が役員に対して支給する退

かつ形式的にとらえるべきではなく、合理的な報酬

職給与の額のうち、不相当に高額な部分の金額は、

月額をいうものと解される。なぜなら、直前で恣意

損金の額に算入しない（法法

的に増額した場合も対象になってしまうからであ

②）
。

株）

この場合の「不相当に高額な部分の金額」とは、

る。この通達を本件に適用する場合には、報酬月額

年商法改正に伴う最低資本金制度

その役員の業務に従事した期間、退職の事情、同種

は減額されているのだから、規約の金額に拘らず、

の導入に伴い、利益積立金の資本組入れにより、

・同規模法人の退職給与の支給状況等に照らし、そ

合理的な報酬月額、例えば減額直前の報酬、過去数

万円で、資本金は当初
であったが平成

万円（

円× ，

万円に増資し、現在に至っている。みなし配

の役員に対する退職給与として相当であると認めら

年間の平均月額、過去の最大の報酬、類似法人の報

当の計算、及び、株の譲渡所得の計算について注意

れる金額を超える場合の、その超える部分の金額を

酬月額などを使って、功績倍率法を使うのが合理的

点をご教示願いたい。

いう（法令

と考える。

，

万円と当初の払込金額

万円との

差額について株式の譲渡所得等に係る収入金額とみ
なされる（払込金額

万円が取得費）
。また、みな

二）
。

以上が判断要素であるが、これらを実情に即した
基準に照らし合わせると「相当であると認められる
．
適正な退職給与額の具体的な算定方法

し配当の計算については、分配すべき財産の額から

実務的には、多くの場合、功績倍率法が適正な額

資本金相当額を控除した金額がみなし配当となる。

の算定の基準とされ、それが、過大かどうかの判定

当然、配当控除の適用がある。

にも使用される。

．
増資時の処理

検討

適正退職給与＝最終報酬月額×役員在職年数×功績

商法改正による最低資本金制度導入に

伴い利益積立金を資本組入れして増資したときは、
条の

の規定（平成

年改正

前のもの）により、そのみなし配当課税については
非課税とされている。本件では、その増資の際の利
益積立金

万円のみなし配当が非課税となってい

倍率
※功績倍率＝類似法人の役員の退職給与の額／最終
報酬月額×在職年数
判例では、功績倍率法の合理性を認める判例が増
えている（例えば、最高判・昭和

．． 税資

号

頁等）
。ただ、
「一年当たり平均額法※」の合理

る。その結果、取得価格の付け替え計算は行われず

性を認めた判例も見られる（広島高判・平成 ．．

（旧措令

税資

条の

する取得費は

）
、譲渡所得の収入金額から控除
万円となる。

頁等）
。

※適正退職給与＝（類似法人の役員の退職給与の額

．
みなし配当の計算

／類似法人の役員の在職年数）×在職年数

解散による残余財産の分配があった場合のみなし
配当の金額は交付される残余財産の額 ，

号

万円か

．
最終報酬月額の意味と減額の意義
「最終報酬月額」は、その役員に対して在職中の

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
【お詫びと訂正】
前号（第
号）
・ 面「会員相談室相談事例紹
介」の一部に誤りがございました。
訂正箇所は、下記のとおりです。
【検討】⑧ 租税特別措置法通達 − の取得
費加算額の計算について
Ａ：第二次相続人がそれぞれ各人別の適用限度
額をいい、〜
→ 第二次相続人の適用限度額をいい、〜
Ｂ：第二次相続人それぞれ各人別の，第二次相
続に係る相続税の課税価格〜
→ 第二次相続に係る相続税の課税価格〜

"!!!!!!!!!!!!!

旧租税特別措置法第

注）内容は、令和 年 月 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。

金額」を導くことができる。

"!!!!!!!!!!!!!

回答

譲渡所得の計算については、資本金

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

，

