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□1  令和元年度の金融・証券税制の主な改正点 

Q1-1 令和元年度の金融・証券税制の改正点について教えてください。 

A   令和元年度は、次のような改正が行われました。

《令和元年度の主な改正点》 

(1) NISA 口座保有者の一時出国に係る対応 

NISA 口座保有者が、海外転勤命令などやむを得ない事由により一時的に出国した場合、引き続

き口座を保有できるようになりました(最長 5 年)。出国前に継続適用届出書、帰国時に帰国届出書の

提出が必要です。非居住者期間中に取得した上場株式等は、非課税口座に受け入れることはできませ

ん。平成 31 年 4 月 1 日以後出国する場合に適用されます。

(2) NISA 口座及びジュニア NISA 口座適用年齢の引下げ 

 居住者等が NISA 口座を開設することができる年齢が、民法における成年年齢の引下げに合わせ、

その年の 1 月 1 日時点で 18 歳以上（現行 20 歳以上）に引き下げられました。また、ジュニア NISA
口座を開設することができる年齢が、その年の 1 月 1 日時点で 18 歳未満（現行 20 歳未満）に引き

下げられました。令和 5 年 1 月 1 日以後に設けられる NISA 口座及びジュニア NISA 口座に適用さ

れます。

（3）確定申告書への書類の添付義務の不要化 

次の書類については、確定申告書への添付を要しないこととされました。平成 31 年 4 月 1 日以後

に提出する確定申告書について適用されます。

 ① オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書

 ② 配当等とみなす金額に関する支払調書

 ③ 上場株式配当等の支払通知書

 ④ 特定口座年間取引報告書

 ⑤ 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書

 ⑥ 特定割引債の償還金の支払調書

 ⑦ 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例を適用する際の相続税額等を記載した書類

《平成 30年度の主な改正点》 

(1) 公募投資信託等の国内国外二重課税の調整 

 公募投資信託等の収益分配金等に係る日本の源泉所得税は、当該公募投資信託等を経由して

支払った外国の税を控除して計算することとされました。 

この見直しは、令和 2年 1月 1日以後に支払われるものについて適用されます。 

(2) 分配時調整外国税相当額の控除 

公募投資信託等の収益分配金等を確定申告する場合は、日本の源泉所得税から控除された

外国税相当額を「分配時調整外国税相当額」として、その年分の所得税の額から控除するこ

ととされました。          １ 



この見直しは、令和２年分の申告から適用されます。 

 <改正前> 

〈改正後〉 

海外からの分配金  外国税     日本の源泉所得税率  外国税    日本の源泉所得税 

※○リ：（9,000○チ＋1,000○ト）× 15％ －1,000○ト＝ 500○リ

一度グロスに戻す ★1,000○ト＋500○リ＝1,500 で結果的に 15％の源泉所得税となる。 

              住民税については、10,000×５％＝500が徴収される。 

 ○ト：確定申告する場合は、1,000○トを「分配時調整外国税相当額」として、その年分の所得税 

   の額から控除する。 

【解説】 

《改正前》 

１．海外資産の運用で配当が 10,000○イあり、外国税 1,000○ロが控除され、9,000○ハが日本の公募

投資信託に分配される。 

２．日本の公募投資信託では、分配金 9,000○ハから、日本の源泉所得税（15％）1,350○ニ及び住

民税（5％）450 が控除され、日本の投資家には手取り 7,200○ホが分配される。 

《改正後》 

１．海外資産の運用で配当が 10,000○ヘあり、外国税 1,000○トが控除され、9,000○チが日本の公募

投資信託に分配される（改正前１．と同じ）。 

２．日本の公募投資信託では、分配金 9,000○チから、日本の源泉所得税 500○リ及び住民税（５％）

500 が控除され、日本の投資家には手取り 8,000○ヌが分配される。 

(3) NISA の口座開設申込時における即日買付けの実現 

改正前までは、投資家が NISA 口座の開設を申し込んでも、二重口座でないことの確認が必

要なため当日には買付けができませんでした。今回の改正で、NISA 口座開設の当日に買付け

ができることとなりました。     ２ 
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   税務署は、事後的に二重口座の確認を行い、仮に、二重口座であった場合は、金融機関は、

NISA口座で買付けていた商品を、開設当初に遡及して一般口座へ移管することとされました。 

   この見直しは、平成 31 年 1月 1 日以後提出する非課税口座簡易開設届出書から適用されま

す。 

(4) NISA における非課税期間終了時の対応 

改正前までは、保有から 5年が経過し非課税期間が終了した後、顧客は引き続き非課税枠を

使って投資を行うこと（ロールオーバー）ができますが、ロールオーバーを希望しない場合は、

保有商品は課税口座へ移管されることとなっていました。 

 今回の改正で、非課税期間が終了した NISA 口座内で保有する商品について、同金融機関に

特定口座が開設されている場合は、自動的に当該特定口座に移管されることとなりました。な

お、別途届出を行うことにより、一般口座に移管することもできます。 

【参考】 

《平成 29年度の主な改正点》 

(1) つみたて NISA の創設 

家計の安定的な資産形成を支援する観点から、少額からの積立・分散投資を促進するための

「つみたて NISA」が創設されました。一般 NISA と同様、口座内で生じた配当及び譲渡益が非

課税とされます。平成 30 年 1 月 1 日以後の投資について、年間投資上限額 40 万円、非課税期

間 20 年、総額上限額 800 万円までが非課税となります。一般 NISA とは選択適用となります。 

(2) NISA、ジュニア NISA の非課税期間終了後の移管（ロールオーバー）の上限額の撤廃 

NISA、ジュニア NISA の 5年間の非課税期間が終了後、新たな非課税口座に移管する場合の

上限額が撤廃されました。例えば、NISA で非課税期間が終了したときに時価 150 万円の上場株

式等があった場合、非課税枠 120 万円ではなく 150 万円を移管できることとなりました。 

(3) 非永住者の課税所得の範囲の見直し 

所得税法上の有価証券で外国金融市場において譲渡されるものによる所得については、次に

掲げるものを除き、非永住者の課税所得の範囲から除外されます（次のものは課税されます。）。 

  ① 過去 10年以内の非永住者期間に取得した有価証券（平成 29年 4 月 1 日以後取得分に限

る。）の譲渡によるもの 

  ② 国内において支払われ、又は国外から送金されたもの 

この見直しは、平成 29 年 4 月 1 日以後の有価証券の譲渡から適用されます。 

《平成 28年度の主な改正点》 

(1) 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の改正（平成 28 年分以後） 

   適用対象となる上場株式等の譲渡の範囲に、国外転出時課税制度又は贈与等時課税制度の適

用により行われたものとみなされた譲渡が追加されました。

                    ３



(2) 先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の改正（平成 28年 10 月 1日以後） 

 適用対象となる先物取引の範囲から、次の取引が除外されました（総合雑所得になります。）。 

 ① 商品先物取引業者以外の者を相手として行う店頭商品デリバティブ取引 

 ② 金融商品取引業者のうち第一種金融商品取引業を行う者以外の者又は登録金融機関以外の

者を相手方として行う店頭デリバティブ取引 

４ 
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《令和元年分の金融・証券税制》

① 上場株式(上場新株予約権を含む) ※上場株式等に該当しないもの

②　外国上場株式 非上場株式

③ 公募株式投資信託の受益権 外国非上場株式

④　公募特定受益証券発行信託の受益権 私募株式投資信託の受益権

⑤ 特定投資法人の投資口 私募公社債投資信託の受益権

⑥ 証券投資信託以外の公募投資信託の受益権 など

⑦ 公募特定目的信託の社債的受益権

⑧ 公募公社債投資信託の受益権 損
益

《特定公社債》 通 《一般公社債》
⑨ 国債・地方債・外国国債・外国地方債 算

不 ※特定公社債以外の公社債

⑩ 会社以外の法人が特別の法律により発行する債券（投資法人 可
債、特定目的会社の特定社債を除く） 私募公社債

など
⑪ 公募公社債・上場公社債・外国公募公社債・外国上場公社債

⑫ 発行日前9か月以内(外国法人は12か月)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

⑬ 金融商品取引所(外国を含む)において公表された公社債情報

に基づき発行する公社債

⑭ 国外で発行された公社債で国内において売り出しがされたもの

⑮ 外国政府が2分の1以上出資している外国法人又は国際機関が

発行する債券

⑯ 国内外の銀行若しくは金融商品取引業者又はその100％子会 上場株式等と一般株式等間
社等が発行した社債 での損益通算はできない

⑰ 平成27年12月31日以前に発行された公社債（発行時に同族 一般株式等内では、譲渡損益

会社であった会社が発行したものを除く） 間での損益通算はできるが、

譲渡損と利子・配当・収益

分配金間での損益通算はでき

ない

上場株式等内で、譲渡損益間の通算並びに譲渡損益・償還差 譲渡損失の繰越控除はできない

損益と利子・配当・収益分配金等間で損益通算ができる

利子所得は20.315％源泉

譲渡損失の繰越控除ができる（翌年以後3年間） 分離課税★

利子所得は、20.315％（所得税・復興特別所得税15.315％、住民税5 配当所得は20.42％源泉徴収

％★)源泉後申告不要若しくは20.315％申告分離課税（所得税・復興特 （所得税・復興特別所得税

別所得税15.315％、住民税5％★）を選択できる 20.42％、住民税ゼロ★）後、

総合課税

配当所得は、20.315％源泉徴収後申告不要若しくは確定申告 （少額配当は申告不要選択可。

し、20.315％申告分離課税か総合課税を選択できる ただし住民税は総合課税）

上場株式等の譲渡所得は、20.315％申告分離課税（源泉徴収 一般株式等の譲渡所得は20.

あり特定口座は、申告不要を選択できる） 315％申告分離課税

(注)　　①～⑰を上場株式等、⑨～⑰を特定公社債といいます。
★ 以下、税率の内訳は省略。

一般株式等

株式等

上場株式等

課税方式

課税方式

⇔



□2  株式にかかる税金 

株式の譲渡益の申告分離課税 

Q2-1 株式の譲渡所得の課税方式はどのようになっていますか。どのようなときに確定申告が

必要になるのでしょうか。また、申告にあたり注意すべきことは、どのような点でしょ

うか。 

A  確定申告により、申告分離課税で計算されます。源泉徴収あり特定口座の場合は、確定

申告は不要です。 

1. 株式の譲渡益の計算 

譲渡代金-(取得費＋委託手数料及びその消費税等＋借入金利子＋その他の費用(注))＝譲渡益 

 譲渡益×20.315％(所得税・復興税 15.315％、住民税 5％)＝ 税額 ※申告分離課税

※申告分離課税とは、株式の譲渡益だけ他の所得とは分離して、税額が計算される課税方式です。 

(注) 事業所得又は雑所得の場合、口座管理料、投資顧問料、事務所家賃等が対象となります。 

2. 確定申告が必要な場合 

一 般 

口 座 
上場株式等 

非上場株式等 

特 定 

口 座 

源泉徴収なし 

源泉徴収あり 

一般口座 

特定口座 

他の口座と損益通算したい 

譲渡損と配当等とを損益通算したい 

譲渡損を翌年以後に繰延べたい 

株
式
等
の
譲
渡
益

申告不要 

利益が出たとき 

直取引 

利益が出たとき 

利益が出たとき 確
定
申
告
（
申
告
分
離
課
税
）

(注)１．確定申告の結果、税金面では有利になっても、国民健康保険料等・高齢者の病院窓口負担割合のアップ

や健康保険組合における被扶養者の資格喪失等、他の面に影響が出る場合もあるので、総合的な検討が

必要です。 

２．特定口座(源泉徴収あり)での取引を確定申告した場合、後で更正の請求をすることはできません。 

3. 確定申告にあたって注意すべき点 

平成 15 年 1月 1 日から源泉分離課税が廃止されて、申告分離課税に一本化されています。 

したがって、株式等の年間譲渡益から譲渡損失を差し引いて利益が出ている場合（源泉徴収 

選択特定口座以外）は、すべて確定申告義務者となります。 

６ 

確定申告義務あり 

     確定申告の義務はないが、任意に申告して税金の還付等受けることができる。



2. 上場株式等の譲渡益に対する軽減税率の廃止 

軽減税率 10％が適用されたのは、上場株式等を平成 25年までに金融商品取引業者（証券会社

等）経由で譲渡したときだけです。 

７ 

上場株式等の譲渡益に対する課税の特例 

Q2-2 上場株式等の譲渡益に対する 10％の軽減税率は、いつまで適用されていたのですか。

また、その特例には、どのようなものがありますか。 

A    上場株式等の譲渡益には、平成 25 年まで 10％の軽減税率が適用されていました。平

成 26 年から特例が廃止されて、原則税率(20％)が適用されます。また、平成 25 年か

ら復興特別所得税が同時に課されます。なお、平成 28 年から上場株式等の定義が変

わり、損益通算・損失の繰越控除等で変更がありました。 



８ 

■合同会社の社員持分 

合同会社とは、アメリカの LLC（Limited Liability Company）をモデルに会社法で取り入れられた

もの。出資者全員が有限責任社員で、業務執行権限を持つ。  

  合同会社は法人格を有するので、基本的に法人税が課税される点が、別の法律で規定されている有

限責任事業組合（LLP）異なる（LLP は構成員課税）。 

■新株予約権

新株予約権とは、それを付与会社に対して行使すれば、その法人の株式の交付を受けることができ

る権利をいう。ストック・オプションがこれにあたる。新株予約権を有する者がその権利を行使すれ

ば、会社はその者に新株を発行するか保有する自己株式を移転しなければならない。 

  権利行使の際に払い込む金額（権利行使価額）はあらかじめ決められているため、付与会社の株価

がそれより高いときに行使すれば、経済的利益が得られることとなる。 

■転換社債型新株予約権付社債（旧称：転換社債、CB）(H14.4 以降の法律上の名称) 

旧転換社債（CB＝Convertible Bond）は、発行後所定の期間（転換請求期間）に、所定の価格（転

換価格）により、所定の数の株式に転換できる権利が付された社債である。 

  株式に転換されたあとは、転換社債は消滅する。 

  将来、発行会社の株価が上昇すれば、あらかじめ決められた価格（転換価格）で株式に転換して値

上り益を得ることができる。反対に、株価が上昇しなければ、社債のまま保有することで償還まで一

定の利子と元本が得られる。 

■新株予約権付社債（旧称：非分離型ワラント債） 

発行後所定の期間（新株予約権行使請求期間）内に、所定の価格（行使価額）により、所定の数の

新株の引受けを発行会社に請求できる権利（新株予約権＝旧ワラント）が付された社債である。 

  社債権者が新株予約権を行使する際に現金で払い込みし、社債を償還せずに株主になることもでき

る。新株予約権と社債のどちらかが消滅するまでは、譲渡するときは両方を一体として行う必要があ

る。 

■CP・CD 等 ＝短期の金融商品＝ 

CP(ｺﾏｰｼｬﾙﾍﾟﾊﾟｰ) 法人が事業に必要な短期資金を調達するために発行

する約束手形（ペーパレスは「短期社債」） 

割引方式 

海外 CP 外国法人が発行する CP 割引方式が大半 

CD(譲渡性預金証書) 金融機関が発行する譲渡可能な預金証書。自由金利 利付方式 

海外 CD 外国法人の発行する譲渡性預金の証書(海外 CD は金

融商品取引法上の有価証券) 

利付方式が中心 

商品の仕組み 



1. 上場株式等の場合 

       上場株式              特定公社債 

○ 

○ 

○ ○ 

公募株式投資信託 公募公社債投資信託 

               ○

※ ○は損益通算できます。 

  ①               ②                ③ 

 源泉徴収あり特定口座に、上場株式、特定公社債、公募公社債投資信託・公募株式投資信託等

を受け入れている場合は、譲渡損益・利子・収益分配金等は自動的に損益通算され、源泉徴収さ

れます。 

上場株式等と一般株式等との間の損益通算はできません。 

９ 

株式の譲渡損失の損益通算と繰越控除 

Q2-3 譲渡損失の損益通算及び繰越控除について説明してください。 

A     株式等のうち上場株式等と一般株式等で、取扱いが異なります。 

配 当 

譲渡損益 

利 子 

譲渡損益 

償還差損益 

収益分配金 

譲渡損益 

償還差損益

解約損益 

収益分配金 

譲渡損益 

償還差損益

解約損益 

 譲渡損益、利子、配当、償還差損益、収益分配金、解約損益それぞれの間での損益通算

ができます。

 損益通算の順序は、次のとおりです（同一年での損益通算）。※下図参照

①上場株式・公募株式投資信託・公募公社債投資信託・特定公社債等の譲渡益・償還差損益

等の間で通算する。

②通算し切れなかった上場株式等の譲渡損は、申告分離課税を選択した上場株式の配当・特

定公社債の利子・公募公社債投資信託の収益分配金等と損益通算する。

③損益通算後、損失が残っている場合は、翌年以後 3 年間譲渡損失の繰越しができる（毎年

連続して確定申告が必要。期限後申告可。修正申告不可。）。

譲渡益 

△譲渡損 

 譲渡損 

譲渡損 

△利子・配当 

△収益分配金等 

譲渡損 

譲渡損 

翌年以後3年間繰

越し 

(確定申告が必要)
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2.　一般株式等の場合

この枠内での損益通算は可能。
私募公社債投資信託の償還差益は、利子所得として源泉分離課税、私募株式投資信託の償還
差益は、配当所得として課税される。

※ ○は損益通算できますが、×はできません。

損益通算不可

（株　式） （利付債） （公社債投信） （株式投信）

譲渡損益と償還差損益との間での損益通算はできます。

譲渡損益と利子・配当・収益分配金との間での損益通算はできません。

上場株式等と一般株式等との間の損益通算はできません。

特定口座へ受け入れることはできません。

一般株式等内で損益通算した結果損失が生じたとしても、翌年以後にその損失を繰り越すことは
できません。

配 当
※源泉徴収後総合課税

少額は申告不要

利子
※源泉分離課税

非上場株式 一般公社債 私募公社債投信

償還差損益

×

譲渡損益 譲渡損益○ ○

○

○

収益分配金
※源泉分離課税

(利子所得)

収益分配金
※源泉後総合課税

少額は申告不要

私募株式投信

譲渡損益

償還差損
(償還差益は除く)

償還差益
※源泉分離課税

(利子所得)

譲渡損益

償還差損
(償還差益は除く)

○

○○

○

償還差益
※源泉後総合課税

少額は申告不要



上場株式等の譲渡損失と配当・利子との損益通算及び譲渡損失の繰越控除 

Q2-4 上場株式等の譲渡損は、上場株式等の配当・利子と損益通算でき、しかも、な

お損失が残っていれば、翌年以降 3年間にわたって繰越控除できるそうですが、

どのような仕組みになっているのですか。 

A   まずその年分の上場株式等の譲渡損と配当・利子とを損益通算します。その際、

上場株式等の配当・利子等については、申告分離課税を選択する必要があります。

それでも譲渡損失が残れば、翌年以後 3年間の株式等の譲渡益と上場株式等の配

当・利子から繰越控除できます。

1. 上場株式等の譲渡損失と配当所得・利子所得との損益通算 

上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式の配当・利子と損益通

算ができます。 

 ■その年分の損益通算の順序(例)

①上場株式の譲渡損          △200 

  ②特定公社債の償還差益          70 

  ③上場株式の配当・特定公社債の利子    30 

翌年以後に繰り越せる上場株式等の譲渡損失＝100 

（ポイント）①の損失があるときは、②の償還差益から控除します。控除しきれない上場株式等の譲渡

損（△130）は、③の配当・利子から控除します。 

（注） 源泉徴収選択特定口座内では、上場株式等の譲渡損失と配当・利子とが自動通算されます。 

2. 上場株式等の譲渡損失の 3年間繰越控除 

平成 15 年 1 月 1 日以後に発生した上場株式等の譲渡損失は、翌年以後 3 年間にわ

たって繰越控除が可能です。平成 21 年から繰越損失は、その年分の株式等に係る譲

渡所得等の金額のほか、上場株式等の配当所得とも損益通算できます。さらに平成

28 年以後は、特定公社債等の利子等とも損益通算ができます。給与所得、不動産所

得等の他の所得との損益通算はできません。 

            連続して確定申告書を提出する必要あり 

   3 年前      2 年前      1 年前             その年 

古い年分の譲渡損から順次控除。その年の中では、まず譲渡益か

ら控除し、次に控除しきれない損失を配当・利子から控除する。 

(注)1. 一般株式等の譲渡損失には、適用できません。 

   2. 譲渡損失の繰越控除をするには、一定の書類を添付した確定申告書を年分を前後せず、連続して提出する必

要があります。 

   3. 平成 27年以前の各年に生じた改正前の上場株式等に係る譲渡損失の金額で、平成 28年以後に繰越されるも

のについても、平成 28年以後の各年分の特定公社債にかかる利子所得等の金額から控除できます。 

△130 
△100 

譲渡損 譲渡損 譲渡損 譲渡益 控除不足分 利子 配当 

控除不足分 

翌年以後 3年間繰越 
(3 年前の繰越損失は打切り) 

11 
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Q2-5　株式の取得価額が不明の場合の確認方法は、どのようにしたらよいのでしょうか。

A    次のような方法により、確認することとなります。

で確認

株主名簿・複本
株式異動証明書
(株式発行会社又は
信託銀行等)

NO

名
義
書
換
日
の
確
認

(日記帳や預金通帳)

NO

NO

取得日の
終値を調べる

〈証券会社等〉

売買(取引)報告書の有無

〈取引証券会社〉

「顧客勘定元帳」で確認
取得価額を確認

投資家の保存資料

取得日の確認

YES

YES

YES

YES

NO

概算取得費
(譲渡収入×5％)
を選択してもよい

（参照：国税庁ホームページ）
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特定口座と申告不要制度 

Q2-6 投資家は、株式等の譲渡益を自ら計算して確定申告しなければならならないわけですが、特定口座に預

け入れておけば簡易に申告できたり、確定申告が不要になったりすると聞きました。詳しく説明してください。

A    投資家が 1つの証券会社等につき 1口座の「特定口座」を開いて、その口座内で売買した上場株式等に

ついては、証券会社等から「年間取引報告書」が翌年 1月末までに投資家に交付されますので、その合計

数値（譲渡による収入金額の総額、年間純損益）をもとに比較的容易に確定申告することができます。さ

らに、投資家の希望によって源泉徴収選択特定口座を選べば、譲渡のたびに証券会社等が、年初からの通

算純損益の増減額に対して一定の税率による所得税等と住民税の源泉（特別）徴収又は還付を行うととも

に、年末において還付されずに残っている税金を、翌年 1月 10日までに一括納付することになります。し

たがって、投資家は確定申告をする必要がありません(申告不要制度)。

1. 仕組み（2つの特定口座） 

2. 特定口座への受入れ 

○ 特定口座において購入した上場株式等、特定口座における信用取引により買い付けた上場株式等を

現引きし、その特定口座への振替により受け入れるもの。  

 ○ 特定口座に他の証券会社等の特定口座から移管された上場株式等 

 ○ 相続や贈与によって取得した株式（特定口座間・一般口座→特定口座〈一定条件あり〉）、EB 債（他

社株転換条項付債権）や償還や株券オプションの権利行使により取得した株式等について特定口座

に受け入れたもの。 

 (注) タンス株券は、原則として平成 17年 4月 1日から平成 21年 5 月 29日までの間（株券電子化〈平

成 21 年 1月 5日〉後は、信託銀行等の特定口座からの移管）、実際の取得価額（一定の書類に基づ

く価額）で特定口座に入れることとされていました（以後、一定のケース以外は、一般口座への移

管のみとなります。） 

■上記以外で特定口座に受け入れることができる主なケース（H21.6.1 以後） 

○ 持株会を通じて取得した上場株式等（事務委託を受ける証券業者の特定口座） 

 ○ 上場前から所有している上場株式等（従業員・創業者等）で、上場の際に一定の方式により特定口

座に受け入れたもの 

 ○ 株式分割・併合、株式無償割当・新株予約権無償割当により取得する上場株式等で、その割当ての

際に特定口座に受け入れられるもの 

 ○ 新株予約権等（有利発行のものに限り、ストック・オプション税制の適用があるものを除く）の行

使により取得した上場株式等で、その行使により取得した上場株式等の全てを特定口座に受け入れられ

るもの

 ○ 特定口座以外の口座で管理されていた被相続人等の上場株式等で、当該口座の開設取引業者以外の

取引業者の相続人等の特定口座に移管されるもの 

 ○ 平成 26年以後の NISA 口座、平成 28年 4 月以後のジュニア NISA 口座から、移管により受け入れる

上場株式等 

 ○ 平成 28年以後は、特定公社債、公募公社債投資信託も受け入れることができる（平成 27年 12 月

31 日以前に取得したものについては、一定の要件を備えている場合に受け入れることができる。）。 
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特定口座 選 択 

源泉徴収なし 

年間取引報告書 

源泉徴収あり 選択 

簡易確定申告 

確定申告不要 



3. 源泉徴収選択特定口座 

                       30 



１．特定口座（源泉徴収あり）の売却益、償還差益、配当、利子は、口座ごと、かつ、その売却

益、償還差益、配当、利子ごとに確定申告するしないを選択できます。

 ただし、その口座内の１回の売却、償還、配当、利子ごとに確定申告するしないの選択はで

きません。例えば、利払いが 2回ある利子で、一つは申告し、もう一つは申告しないというこ
とはできません。

２．特定口座（源泉徴収あり）の配当を確定申告する場合、そのすべてについて、総合課税か申

告分離課税のいずれかを選択する必要があります。一部を総合課税、一部を申告分離課税にす

ることはできません。なお、特定公社債の利子は、源泉徴収後確定申告不要か申告分離課税の

選択であり、総合課税はできません。特定公社債の利子を申告分離課税、株式の配当を総合課

税とすることはできます。

３．特定口座（源泉徴収あり）が 2つ以上あり、配当を申告する場合、申告分離課税又は総合課
税のどちらかに統一する必要があります。

４．特定口座（源泉徴収あり）以外の配当、利子は、各銘柄の１回ごとの受取りについて、確定

申告するしないを選択できます。

５．特定口座（源泉徴収あり）の株式譲渡損を他の口座の株式譲渡益と損益通算する場合、株式

譲渡損がある口座の株式配当、特定公社債利子は、必ず確定申告する必要があります。

《例》

特定口座 A(源泉徴収あり)       特定口座 B(源泉徴収あり) 

※ ①と④を損益通算する場合

・①④⑤⑥は、必ず確定申告が必要です。

・②③は、確定申告してもしなくても構いません。
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① 株式譲渡益

② 株式配当

③ 特定公社債利子

④ 株式譲渡損

⑤ 株式配当

⑥ 特定公社債利子

Q2-7 特定口座（源泉徴収あり）内の配当及び利子を確定申告する場合、注意すべき点

はありますでしょうか。 

A    次の点に注意する必要があります。 



上場株式等の譲渡益課税（まとめ） 

Q2-8 上場株式等を平成 26 年以後に譲渡した場合、譲渡益に対する税率はどうなってい

ますか。 

A    上場株式等の譲渡益については、平成 25 年までは 10％の軽減税率が維持されてい

ました。また、平成 25 年からは復興特別所得税が同時に課されます。平成 26 年以

後、源泉徴収選択特定口座分の譲渡益については、20.315％の税金が源泉徴収され、

原則申告不要とされます。 

なお、平成 21 年分から上場株式等の譲渡損については、上場株式等の配当と損益

通算することができます。さらに平成 28 年分からは、特定公社債の利子、譲渡損

益、公募公社債投信の収益分配金・譲渡損益と損益通算できるようになりました。

上場株式等の譲渡益の課税関係（平成 28.1.1 以後） 

申告が必要

平成 26 年 1 月 1 日以後は、特別（軽減）税率が廃止されて、上場株式等の譲渡益と配当（申告

分離選択の場合）については、20％の税率が適用されます（確定申告の際に、所得税には復興特

別所得税が上乗せされます。）。源泉徴収選択特定口座における源泉徴収税率は 20.315％とされ、

原則申告不要とされます。 

一般口座 

特定口座 

他の口座の譲渡損益

と通算したいとき 

他の口座の譲渡損益

と通算したいとき 

譲渡損と配当とは 

口座内自動通算 

(H22.1.1～) 

申告不要 

源泉徴収なし 

源泉徴収あり
20.315% 

源泉徴収

20.315% 

20.315% 

株式等の譲渡に 

係る申告分離 

通算後源泉徴収
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株式等の譲渡益課税と住民税 

Q2-9  株式等を売却した場合（一般口座や特定口座）、住民税はどのようにして課税されるのでしょう

か。 

A    一般口座や源泉徴収なしの特定口座で売却した場合は、賦課徴収されます。源泉徴収選択特定口

座で売却した場合、住民税も平成 16年から特別徴収(株式等譲渡所得割)されています。

(注) 投資家が税務署に提出した確定申告書の情報をもとに、市町村が住民税 5％（平成 25 年度までは

3％）を賦課徴収（納付は 6月、8月、10月、翌年 1月の 4期分納）します。給与所得者は特別徴

収（月々の給与より天引き）も選択できます。 

 精算 

《参考》特定管理口座とみなし譲渡損 

 特定口座に預入れされている株式・公社債等の発行会社が、上場廃止を経て無価値化の事実が発生（清

算結了等）した場合には、その損失が上場株式等の譲渡損失とみなされて、他の株式・特定公社債等の譲

渡益と通算することができます。3年間の譲渡損失の繰越控除も可能です。一般口座での損失は救済されま

せん。 

特定口座         証券会社の特定管理口座へ移管 

        上場株式    上場廃止       特定管理株式     清算結了等 

                                                  みなし譲渡損(注) 

(注) 確定申告書に、特例の適用を受けようとする旨を記載し、金融機関から清算結了等の確認をした旨

を証する書類及び上場株式等に係る譲渡所得の金額に関する計算明細書の添付が必要です。 

《参考》複数の特定口座を有しているときの確定申告 

A証券(簡易申告特定口座) 

 B 証券(簡易申告特定口座) 

                               (加算)(譲渡損益の通算) 

C証券(源泉徴収選択特定口座)                 

 ＜確定申告するとき＞                                 C 証券の源泉

D証券(一般口座)                                    徴収税は精算 

(注) 複数の証券会社等において特定口座を開設している場合は、それぞれの証券会社等から送付され

た「年間取引報告書」及びこれらの「年間取引報告書」の金額の合計を転記した「株式等に係る譲渡

所得等の金額計算書」を添付して確定申告します。 

源泉徴収なし 

（簡易申告）

確定申告する 

確定申告しない 

証券業者等によ

る特別徴収 5% 

(H26.1～) 

源泉徴収あり 

申告不要 

賦課徴収(注) 

特定口座 

一般口座 

年間取引報告書 

年間取引報告書 

年間取引報告書 

譲渡所得等の金額の計算明細書 

合 計 

確定申告 
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1. 上場株式等の配当に対する課税方法 

2. 大口株主や非上場株式の配当に対する課税方法 

                      34 

配当金の課税方式一覧 

Q2-10  株式の配当金についての課税はどうなっていますか。 

A   平成 15 年 4 月以後に支払われる（株主総会等が到来する）上場株式等の配当金から

所得税、住民税とも原則申告不要とされており（大口株主を除く）、源泉（特別）徴

収税率は平成 26 年から 20.315％となっています。 



上場株式等の配当・利子所得及び特定口座（源泉徴収あり）内の上場株式等の譲渡所得につい

ては、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができます。その場合、所得税の確定申

告書のほか、住民税の申告書も市区町村に提出する必要があります。

例えば、上場株式の配当所得の場合（大口株主に該当しない）、所得税、住民税ともに、①申

告不要制度②総合課税③申告分離課税のいずれかを選択することができますが、所得税では、上

場株式の損失を配当所得と損益通算するために確定申告するものの、住民税では、国民健康保険

料の関係から、申告不要制度を選択することもできます。

市区町村により、手続き方法が異なるようですので、実際に手続きするときは、各市区町村に

確認する必要があります。

35 

Q2-11 上場株式等の配当は、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することがで

きるのでしょうか。 

A      最も有利となる課税方式を選択することができます。 



1. 負債利子の控除 

      その年中に譲渡しなかった株式を取得するために ⇒ 配当金から控除できる 

      要した負債の利子(その年の所有期間対応分) 

      その年中に譲渡した株式を取得するために要した ⇒ 株式等の譲渡益から控除 

      負債利子(その年の所有期間対応部分) 

(注) その負債利子が、その年に譲渡した株式等に係るものかどうか明らかでない場合には、一定の 

算式により按分計算します。 

2. 配当控除 

3. 配当控除額の計算例 

36 

負債利子の控除と配当控除 

Q2-12 株式の配当金を確定申告すると、その株式を取得するための借入金の利子を配当金か

ら控除できたり、配当控除が適用できるとのことですが、どういう仕組みになってい

るのでしょうか。 

A  株式の配当金から負債利子を控除できます。確定申告すると負債利子控除後の金額に

対して 10％（課税所得 1,000 万円超の部分は 5％）相当の配当控除の適用があるうえ、

源泉徴収された所得税等は精算されます。 

配当金の収入金額－負債利子＝配当所得の金額 
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□3 公社債・金融類似商品にかかる税金 

公社債の課税方式

１．特定公社債 

① 利子は、20.315％源泉徴収され確定申告不要とするか、20.315％の申告分離課税とするか 

選択できます。 

② 譲渡益は、20.315％申告分離課税。 

③ 償還差益は、20.315％申告分離課税。 

④ 譲渡損・償還差損は、特定公社債等の利子・償還差益・収益分配金、上場株式の譲渡益・ 

配当と損益通算できます。 

⑤ 損益通算後、損失が残っている場合は、翌年以後３年間繰越控除ができます（必ず確定 

申告が必要です。）。 

※（イ）又は（ロ）のどちらかを選択できる 

（イ）20.315％源泉徴収され確定申告不要 

（所得税・復興税 15.315％、住民税 5％） 

（ロ）20.315％申告分離課税

（所得税・復興税 15.315％、住民税 5％） 

（利子所得）   （源泉徴収あり特定口座は、申告不要を選択できる。） 

20.315％申告分離課税 

（所得税・復興税 15.315％、住民税 5％） 

（上場株式等の譲渡所得） （源泉徴収あり特定口座は、申告不要を選択できる。） 

20.315％申告分離課税 

（所得税・復興税 15.315％、住民税 5％）

（上場株式等の譲渡所得） （源泉徴収あり特定口座は、申告不要を選択できる。） 

（注）平成27年 12月 31日以前は、利子は 20.315％源泉分離課税（所得税・復興税 15.315％、住民税 5％）、 

譲渡益は非課税、償還差益は雑所得（総合課税）でした。 

Q3-1 公社債の課税方式について教えてください。 

A  特定公社債と一般公社債で課税方式が異なります。 

譲
渡
損
・
償
還
差
損
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
間
で
損
益
通
算
で
き
る

利子

譲渡益

償還差益
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２．一般公社債 

① 利子は、20.315％源泉分離課税。 

② 譲渡益は、20.315％申告分離課税。 

③ 償還差益は、20.315％申告分離課税。 

④ 同族会社発行の社債利子で、その同族会社の株主が支払を受けるものは、総合課税 

（利子所得）となり確定申告が必要。 

⑤ 同族会社発行の社債償還差益で、その同族会社の株主が支払を受けるものは、総合課税 

（雑所得）となり確定申告が必要。 

⑥ 譲渡損・償還差損は、非上場株式の譲渡益、私募公社債投資信託・私募株式投資信託の 

譲渡益（償還差益は除く。）と損益通算できますが、非上場株式の配当、一般公社債の利子 

とは損益通算はできません。 

⑦ 損益通算後、損失が残っている場合でも、損失を繰り越すことはできません。 

(注)平成 27 年 12 月 31日以前は、利子は 20.315％源泉分離課税（所得税・復興税 15.315％、住民税 5％）、 

譲渡益は非課税、償還差益は雑所得（総合課税）でした。 

譲
渡
損
・
償
還
差
損
は
、

損
益
通
算
で
き
る

20.315％源泉分離課税 

（所得税・復興税 15.315％、住民税 5％）

20.315％申告分離課税 

（所得税・復興税 15.315％、住民税 5％）

20.315％申告分離課税

（所得税・復興税 15.315％、住民税 5％）

利子

譲渡益

償還差益

（利子所得）

（一般株式等の譲渡所得）

（一般株式等の譲渡所得）

譲
渡
損
・
償
還
差
損
は
、

利
子
と
損
益
通
算
で
き
な
い
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利子、利息、収益分配金 

Q3－2 預貯金の利子や抵当証券等金融類似商品の利息等は所得税が源泉徴収されましたが、確

定申告する必要はありますか。 

A   源泉分離課税扱いですから、利子等から所得税（15%）と住民税（5％）が源泉（特別）

徴収されるだけで（平成 25 年以後は復興特別所得税が合わせて徴収されます）、一切の

課税関係は終了します。したがって、確定申告の必要はありません。

○預貯金の利子 

 （世銀債等の利子を除く※） 

○定期積金又は相互掛金の給付 

 補てん金 

○金貯蓄口座の差益

○抵当証券の利息 

○一時払い養老保険（5年以下）の 

 差益 

○先物為替予約付外貨建預金（元本

部分の為替差益）

※ 世銀債等の利子は、平成 28 年以後は特定公社債として扱われ、国内の金融機関を通じて支

払いを受ける場合は、20.315％源泉徴収後申告不要又は申告分離課税を選択できる。 

商品の仕組み 

■金貯蓄口座（金投資口座） 

金地金を販売すると同時に、その金地金について将来の一定の期日（金貯蓄口座の満期日）に

一定の価格で買い取ることを約し（先物売予約による）、売却代金を確定させる売買取引。した

がって、金地金の市況変動による一切のリスクを回避した確定利回りの金融商品。 

■抵当証券

抵当証券会社が法人・個人に不動産を担保とした融資を行い、融資時に設定した抵当権の登記

に基づいて、法務局から抵当証券会社に交付される抵当証券を小口化して一般投資家に販売する

もの。実際に投資家に交付されるものは、抵当証券そのものではなくて抵当証券の預り（預け先

は抵当証券保管機構）といった性格の「モーゲージ証券」である。 

所得税及び 

復興特別所得税 

15.315％

＋ 

住民税 5％

源泉分離課税 

■世銀債等とは

国際復興開発銀行（世銀）   米州開発銀行    アジア開発銀行 

 アフリカ開発銀行       国際金融公社    欧州復興開発銀行 
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商品の仕組み 

■一時払い養老保険 

(注)要するに、万一のときの保障額 

 が少ない保険、つまり貯蓄性の 

 高い保険のことです。 

■先物為替予約付外貨建預金

20.315％源泉分離課税 
所得税・復興特別所得税 15.315％、

住民税 5％ 

保険期間 5 年

以下のもの 

(解約・満期)

保険期間 5 年

超のもの 

5 年以下

で解約 

5年超で解約 

(又は満期) 

一時所得 
50 万円控除後の 

2 分の 1が課税対象 

＊災害死亡の場合の死亡

保険金等の額の満期保

険金等の額に対する割

合が 5 未満であり、か

つ災害死亡以外の死亡

保険金等の額の満期保

険金等の額に対する割

合が 1以下であるもの 

(注) 

先物為替予約の締結

のないもの 

先物為替予約の締結のあ

るもの(外貨投資口座) 

元本部分にかかる 

為替差益 

利 息 

元本部分にかかる

為替差益 

雑所得 

(総合課税) 

20.315％源泉分離課税 
所得税・復興特別所得税 15.315％、

住民税 5％ 

保
険
料
の
支
払
形
態

＊保険料の支払いが一括支

払いであるもの 

＊初年度に全体の 50％以上

あるいは、初年度・次年度

の 2 年合わせて全体の

75％以上を支払うといっ

た一括支払いに準ずる支

払方法のもの 

＊その他のもの 

保
険
の
内
容

外貨預金契約と為替予約がセット 

にされていて、満期日の元本、利子 

の円貨受取総額があらかじめ確定し 

ているもの。 

(注) 

(注)外貨預金でその元本と利子をあらかじめ確定した率により、他の外国通貨に換算して支払う 

 こととされている元本部分の為替差益も源泉分離課税の対象とされます。 
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マル優、特別マル優、財形 

Q3-3  平成 18 年以後は、高齢者についてはマル優等を使えなくなったという話を

聞きましたが、今まで預入れしていた非課税貯蓄はどのように取り扱われる

のでしょうか。 

A   「老人等の少額貯蓄非課税制度」（マル優、特別マル優〈いずれも元本 350 万

円が限度〉）は、平成 18 年 1 月 1 日から「障害者等に対する少額貯蓄非課税

制度」に変わっています。すなわち、マル優等を利用できる人は身体障害者

手帳の交付を受けている者、遺族基礎年金受給者である被保険者の妻等に限

られ、「高齢者（年齢 65 歳以上の者）」は利用できなくなり、今まで預入れし

ていた公社債等でも平成 18 年 1 月 1 日以後受けるべき利子等については、課

税扱いとされます。 
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割引債と利付債 

Q3-4 割引債の償還差益の課税方式は、どのようになっているのでしょうか。また、利

付債の課税方式についても教えてください。 

A  割引債の償還差益は、償還時に課税されるようになりました。また、利付債、割

引債とも特定公社債、一般公社債の区分により課税方式が異なります。 

《特定公社債のうち一般口座及び一般公社債の場合》 

1. 割引債の償還差益 

割引債の償還差益は、平成27年までは発行時に償還差益の18.378％源泉分離課税（雑

所得）でしたが、平成 28 年からは償還時に、償還金額×みなし割引率(※)の 20.315％

源泉徴収後、実際の償還差益に対して 20.315％申告分離課税（株式の譲渡等）となり

ました（一般口座の場合）。特定口座が選択できますが、源泉徴収あり口座となし口座

で、課税方式が若干異なります（次頁の表参照）。 

※ みなし割引率：償還期間が 1年以内のもの… 0.2％ 

償還期間が 1年超のもの … 25％ 

【例】 

・10,000 円の額面で、9,000 円で発行した割引債があるとする（償還期間 1年超のもの

とする。）。 

  10,000 円×25％＝2,500 円がみなし利益 

  2,500 円×20.315％＝507 円が源泉徴収される。 

・一方、実際は 10,000 円（額面）－9,000 円（発行価格）＝1,000 円が利益 

 1,000 円×20.315％＝203 円が税金 

・確定申告することによって 507 円－203 円＝304 円が還付される。 

 （源泉徴収あり特定口座の場合は、口座内で精算される。） 

2. 公社債の課税方式 

公社債は、いろいろな分類の仕方があります。 

 利息に着目した分類 … 利付債、割引債 

 募集方法に着目した分類 … 公社債、私募債 

 発行主体に着目した分類 … 国債、地方債、社債、外国債 

 償還されるまでの期間に着目した分類 … 短期債、中期債、長期債 

公社債の課税は、特定公社債、一般公社債の区分に分かれ、それぞれ課税方式が異な

ります。 

ここでは利息に着目した分類により、説明します。 
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利付債と割引債 

《特定公社債の場合》  

(注) みなし償還益 

 (1) 償還金額×0.2％(発行日から償還日までの期間が 1年以内のもの) 

 (2) 償還金額×25％(発行日から償還日までの期間が 1 年超のもの) 

課税方式 

公

社

債

利付債 

(利子が払

われる) 

利子 20.315％源泉徴収され申告不要又は申告分離課税選択可 

(源泉徴収あり特定口座は、申告不要選択可) 

償還差益 20.315％申告分離課税 

(源泉徴収あり特定口座は、申告不要選択可) 

譲渡益 20.315％申告分離課税 

(源泉徴収あり特定口座は、申告不要選択可) 

割引債 
(利子が払

わ れ な い

が、利息分

だけ割引い

た価格で発

行される)

利子 なし 

償還差益 ①源泉徴収あり特定口座 

 (ｲ)償還時の実際の償還差益の 20.315％源泉徴収 

 (ﾛ)申告不要(申告することも可) 

②源泉徴収なし特定口座 

 (ｲ)源泉徴収なし 

 (ﾛ)実際の償還差益の 20.315％申告分離課税 

③一般口座 

 (ｲ)償還時にみなし償還差益(注)の 20.315％源泉徴収 

 (ﾛ)その後、実際の償還差益の 20.315％申告分離課税 

譲渡益 ①源泉徴収あり特定口座 

 (ｲ)譲渡益の 20.315％源泉徴収 

 (ﾛ)申告不要(申告することも可) 

②源泉徴収なし特定口座 

 (ｲ)源泉徴収なし 

 (ﾛ)譲渡益の 20.315％申告分離課税 

③一般口座 

 (ｲ)源泉徴収なし 

 (ﾛ)譲渡益の 20.315％申告分離課税 
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《一般公社債の場合》

課税方式 

公

社

債

利付債 利子 20.315％源泉分離課税(注) 

償還差益 20.315％申告分離課税(注) 

譲渡益 20.315％申告分離課税 

割引債 利子 なし 

償還差益 償還時にみなし償還差益に 20.315％源泉徴収され、その後、実

際の償還差益の 20.315％申告分離課税(※) 

譲渡益 20.315％申告分離課税（源泉徴収なし） 

(注) 同族会社が発行した社債の利子・償還金で、同族会社の株主等が支払いを受けるものは、 

利子は利子所得、償還差益は雑所得として総合課税。 

新株予約権付社債、ゼロ・クーポン債の譲渡益 

新株予約権付社債やゼロ・クーポン債等の売却益は、特定公社債と一般公社債に区分され、課税

方式はどちらも申告分離課税です。 

特定公社債 

(20.315％申告分離課税) 

(上場株式等に係る譲渡所得) 

一般公社債 

(20.315％申告分離課税) 

(一般株式等に係る譲渡所得) 

債券の譲渡益 

○住宅金融公庫支援機

構債等、利子が支払わ

れない公社債（例えば

ETFS 金上場投信） 

○ゼロ・クーポン債 

○低クーポン債 

○ﾃﾞｨﾌｧｰﾄﾞ･ﾍﾟｲﾒﾝﾄ債 

○ストリップス債 

○分離元本振替国債 

         等
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■割引債券（割引国債・割引金融債） 

額面より安く発行され、額面で償還される債券で、その償還差益が利子に相当する。

平成 28年 1 月 1日以後に発行されるものについては、特定公社債のうち一般口座及び一

般公社債の場合、償還時にみなし償還差益に 20.315％源泉徴収後、実際の償還差益の

20.315％申告分離課税となる。 

■ゼロ・クーポン債 

利札（クーポン）がゼロ、つまり利息が付かない代わりに額面を下回る価格で割引発

行され、満期時に額面で償還される。その償還差益が利息相当額となる。  

 通常、海外で割引発行される中長期債をゼロ・クーポン債と呼び、日本の割引国債や

割引金融債と区別している。平成 28 年 1月 1 日以後に発行されるものについては、譲渡

益・償還差益は、実際の譲渡益・償還差益の 20.315％申告分離課税となる。 

■低クーポン債 

転換社債等以外の公社債で、その利率が著しく低い利付債をいう。その利率が著しく

低いかどうかは、その債券の発行時期によって定められている。 

■ディファード・ペイメント債 

その利子の計算期間が 1 年を超えるもの、又は、その利子の計算期間のうちに 1 年を

超える利子の計算期間があるもの。例えば、最初の数年間は利払いを行わずに繰延べ（デ

ィファード）させ、数年後に利払いのある公社債。 

その利子の利率のうち、最も高いものを最も低いもので除して計算した割合（最高利

率÷最低利率）が 100 分の 150 以上（1.5 以上）であるもの（利子を付さない期間がある

ものを含む）も、一種のディファード・ペイメント債とされ、税務上は同様に扱われる。 

■ストリップス債 

利付債である米国国債の元本部分と利札（クーポン）を切り離して、別々に流通させ

る形式のもの。そうすることによって、元本部分も利札部分もゼロ・クーポン債化する

ことになる。Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities

の各頭文字を取ったもの。 

(注) 低クーポン債、ディファード・ペイメント債、ストリップス債は、中途売却によって、本来利息に相

当する部分が、キャピタル・ゲイン化して課税が除外されることを防止するため、ゼロ・クーポン債類似

の公社債としてその譲渡による所得が課税対象とされる。 

H15.6.13～H27.2.2 発行分 

H27.2.3 以降発行分

償還期間 7年以上 8年未満……利率 年 0.2％未満 

    7 年未満……………………………0.1％未満 

                   (一部抜粋) 

償還期間 25年以上…………………利率 年 0.5％未満 

    15 年以上 25年未満…………………0.3％未満 

    15 年未満………………………………0.1％未満 

商品の仕組み 
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経過利子 

Q3-5 債券を利払日と利払日の中途で購入したり、譲渡したりすると経過利子が受渡

しされるそうですが、課税関係はどうなりますか。 

A   経過利子は利子所得とはされず、個人の場合、購入時に支払う経過利子は取得価

額に加算され、譲渡時に受け取る経過利子は譲渡対価に加算されます。

            利子の計算期間 

      非所有期間           所有期間 

      (経過日数) 

(売主が所有していた期間)①    (買主が所有していた期間)② 

     支払経過利子(日割) 

(注)

所得税 15.315%  

住民税 5％ 

※例えば、売主から見た場合、売主が所有していた期間①の利子を受け取りますが、利子収入で

はなく譲渡収入になります。 

利
払
い

利
払
い

購

入

利
子
所
得

20.315%％ 
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※（イ）又は（ロ）のどちらかを選択できる 

（イ）20.315％源泉徴収され確定申告不要 

（所得税・復興税 15.315％、住民税 5％） 

（ロ）20.315％申告分離課税

（所得税・復興税 15.315％、住民税 5％）

20.315％申告分離課税 

（所得税・復興税 15.315％、住民税 5％）

20.315％申告分離課税 

（所得税・復興税 15.315％、住民税 5％）

□4  投資信託にかかる税金 

公社債投資信託の課税方式 

１．公募公社債投資信託 

①収益分配金は、20.315％源泉徴収され確定申告不要とするか、20.315％の申告分離課税と 

するか選択できます。 

②譲渡益は、20.315％申告分離課税。 

③償還差益・解約益は、20.315％申告分離課税。 

④譲渡損・償還差損・解約損は、特定公社債等の利子・償還差益・収益分配金、上場株式の 

譲渡益・配当と損益通算できます。 

⑤損益通算後、損失が残っている場合は、翌年以後３年間繰越控除ができます（必ず確定申告 

が必要です。）。

（利子所得） （源泉徴収あり特定口座は、申告不要を選択できる。）

（上場株式等の譲渡所得）   （源泉徴収あり特定口座は、申告不要を選択できる。）

（上場株式等の譲渡所得）    （源泉徴収あり特定口座は、申告不要を選択できる。）

（注）平成 27 年 12月 31 日以前は、収益分配金は 20.315％源泉分離課税（所得税・復興税 15.315％、住民税

5％）（利子所得）、譲渡益は非課税、償還差益は 20.315％源泉分離課税（所得税・復興税 15.315％、住

民税 5％）（利子所得）でした。 

Q4-1 公社債投資信託の課税方式について教えてください。 

A  公募と私募で課税方式が異なります。 

収益分配金 

譲渡益

償還差益 

解約益 

譲
渡
損
・
償
還
差
損
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
間
で
損
益
通
算
で
き
る
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20.315％源泉分離課税 

（所得税・復興税 15.315％、住民税 5％）

20.315％申告分離課税 

（所得税・復興税 15.315％、住民税 5％）

20.315％源泉分離課税 

（所得税・復興税 15.315％、住民税 5％）

２．私募公社債投資信託 

①収益分配金は、20.315％源泉分離課税。 

②譲渡益は、20.315％申告分離課税。 

③償還差益・解約益は、20.315％源泉分離課税。 

④譲渡損・償還差損・解約損は、一般株式等の譲渡損益と損益通算できますが、配当・利子・ 

償還差益・収益分配金とは損益通算できません。 

⑤損益通算後、損失が残っていても繰り越すことはできません。 

（利子所得） 

（一般株式等の譲渡所得）  

（利子所得）       

※償還差損は、一般株式等の譲渡損失となります（解約・償還時に受け取った金銭等が元本以下である 

場合には、その受け取った金銭等の額が、一般株式等の譲渡所得の計算上、収入金額とみなされます。）。 

（注）平成 27 年 12 月 31 日以前は、収益分配金は 20.315％源泉分離課税（所得税・復興税 15.315％、住民税 5％） 

（利子所得）、譲渡益は非課税、償還差益は 20.315％源泉分離課税（所得税・復興税 15.315％、住民税 5％） 

（利子所得）でした。 

収益分配金 

譲渡益

償還差益※

解約益 

譲
渡
損
・
償
還
差
損
は
、

収
益
分
配
金
と
損
益
通
算
で
き
な
い
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※（イ）又は（ロ）のどちらかを選択できる 

（イ）20.315％源泉徴収され確定申告不要 

（所得税・復興税 15.315％、住民税 5％） 

（ロ）20.315％申告分離課税か総合課税を選択

（申告分離課税の場合、所得税・復興税 15.315％、住民税 5％）

20.315％申告分離課税 

（所得税・復興税 15.315％、住民税 5％）

20.315％申告分離課税 

（所得税・復興税 15.315％、住民税 5％）

株式投資信託の課税方式 

１．公募株式投資信託 

①収益分配金は、20.315％源泉徴収され確定申告不要とするか、確定申告して 20.315％の申告 

分離課税か総合課税とするか選択できます。 

②譲渡益は、20.315％申告分離課税。 

③償還差益・解約益は、20.315％申告分離課税。 

④譲渡損・償還差損・解約損は、特定公社債等の利子・償還差益・収益分配金、上場株式の 

譲渡益・配当と損益通算できます。 

⑤損益通算後、損失が残っている場合は、翌年以後３年間繰越控除ができます（必ず確定申告 

が必要です。）。 

（配当所得） （源泉徴収あり特定口座は、申告不要を選択できる。）

（上場株式等の譲渡所得）   （源泉徴収あり特定口座は、申告不要を選択できる。）

（上場株式等の譲渡所得）   （源泉徴収あり特定口座は、申告不要を選択できる。）

（注）収益分配金、譲渡益、償還差益・解約金とも課税方式は、平成 27 年 12 月 31 日以前と平成 28 年 

1 月 1 日以降で変更はありません。 

Q4-2 株式投資信託の課税方式について教えてください。 

A  公募と私募で課税方式が異なります。 

収益分配金 

譲渡益

償還差益 

解約益 

譲
渡
損
・
償
還
差
損
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
間
で
損
益
通
算
で
き
る



50 

20.42％源泉徴収され確定申告 

（所得税・復興税 20.42％のみ）

20.315％申告分離課税 

（所得税・復興税 15.315％、住民税 5％）

20.42％源泉徴収され確定申告 

（所得税・復興税 20.42％のみ）

２．私募株式投資信託 

①収益分配金は、20.42％源泉徴収され、少額配当の場合以外は確定申告。 

②譲渡益は、20.315％申告分離課税。 

③償還差益・解約益は、20.42％源泉徴収され、少額配当の場合以外は確定申告。 

④譲渡損・償還差損・解約損は、一般株式等の譲渡損益と損益通算できますが、配当・利子・ 

償還差益・収益分配金とは損益通算できません。 

⑤損益通算後、損失が残っていても繰り越すことはできません。 

（配当所得）     （少額配当は申告不要を選択できる。） 

（一般株式等の譲渡所得）

（配当所得）        （少額配当は申告不要を選択できる。）

※償還差損は、一般株式等の譲渡損失となります（解約・償還時に受け取った金銭等が元本以下である場合には、 

その受け取った金銭等の額が、一般株式等の譲渡所得の計算上、収入金額とみなされます。）。 

（注）平成 27 年 12 月 31 日以前は、収益分配金と譲渡益の課税方式は現行と同じでしたが、償還差益・解約益は 

20.315％申告分離課税（所得税・復興税 15.315％、住民税 5％）（譲渡所得）でした。 

収益分配金 

譲渡益

償還差益※

解約益 

譲
渡
損
・
償
還
差
損
は
、

収
益
分
配
金
と
損
益
通
算
で
き
な
い
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Q4-3 証券投資信託には、いろいろ種類があるそうですが、その種類ごとに課税関係

が異なるのでしょうか。 

A   証券投資信託には契約型と会社型とがあり、それぞれに公募形式のものと私募

形式のものがあります。課税関係も投資信託の種類によってそれぞれ異なります

が、現在販売されているもののほとんどが公募・契約型投資信託であり、公社債

投信（MRF 等）の収益分配金は利子所得に、株式投信の収益分配金は配当所得に

区分されます。公募証券投資信託は上場株式等に、私募証券投資信託は一般株式

等に区分され、課税方式が異なります。

商品の仕組み 

■公社債投信・株式投信 

公社債投信は株式を一切組み入れず公社債のみを投資対象とする投信であり、収益分配金は利子所

得とされる。銘柄としての「公社債投信」（狭義）、MRF、MMF が公社債投信の代表的銘柄である。一

方、株式を主な投資対象とするのが株式投信で、株式組入れ上限により成長型や安定型などのタイプ

に分かれる。 

■公募・契約型投資信託

委託者（投信会社）と受託者（信託会社等）が信託契約を結び、これをもとに発行された受益証券

を受益者（投資家）が購入する仕組みが契約型で、公募は日本においては、50 人以上を対象として

販売されるもの。日本の投信のほとんどが、この公募・契約型である。 

■追加型（オープン型）・単位型（ユニット型） 

追加型は設定した信託財産への追加設定が可能な投信。したがって、投資家は追加設定時に購入で

きる。単位型は追加設定ができないため、運用途中では購入できない。 

■ＭＲＦ(マネー・リザーブ・ファンド) 

流動性と安全性確保のために高格付けの公社債、ＣＤ、ＣＰなどの短期金融商品で運用され、株式

は一切組み入れない追加型公社債投信。 

■ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド） 

国内外の公社債（国債・地方債・政府保証券・社債）やＣＤ、ＣＰなどの短期金融商品を中心に運

用する追加型公社債投信。 

証券投資信託の分類と課税
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Q4-4 公募株式投資信託の期中分配金は、平成 15 年までは一律源泉分離課税方式

の対象とされていましたが、平成 16 年からは原則申告不要とされています。

源泉分離課税とどのように相違するのでしょうか。 

A  上場株式等の配当金と同様に、源泉（特別）徴収されるだけで申告不要とさ

れています（平成 16 年 1 月から 25 年 12 月の間は軽減税率、平成 26 年 1 月

から 20.315％）。「申告不要」は、確定申告（総合課税または申告分離課税）

した方が有利な投資家は、還付を受けられる課税方式です。 

   なお、平成 25 年分から復興特別所得税が、同時に課税されます。

1. 期中分配金（普通分配金）と源泉（特別）徴収税

源泉徴収          源泉徴収           源泉徴収      源泉徴収 

□所15%□住5%            □所7％□住3%          □所□復7.147％□住3％  □所□復15.315%□住5％  

源泉分離課税    申告不要     申告不要・総合課税 

又は総合課税    又は申告分離課税 

(配当所得)    (配当所得)    (配当所得) 

（□所＝所得税、□復＝復興特別所得税、□住＝住民税） 

2. 総合課税を選択したとき

●申告不要→源泉(特別)徴収（所得税 15.315％／平成 25 年からは復興特別所得税加算 

・住民税 5％） 

       （申告不要を選択した場合、配偶者控除等の適否を判定する際の合計所得に 

算入されません。） 

 ●総合課税→

              ＋      －      × 累進税率＝ 

平成 25年からは復興 

特別所得税が加算されて 

います。 

(住民税は) (住民税は特別徴収〈配当割〉)＝ 

 (住民税は所得割) 

(注) 上場株式等の譲渡損と期中分配金を損益通算したいときは、申告分離課税を選択する必要が 

   あります。 

公募株式投資信託の期中分配金の課税

H16.1 H21.1 H25.1 H26.1 

給与所得 

事業所得

不動産所得等

配当所得
所得控除

(基礎控除等) 
算出所得税額 

算出所得税額 配当控除等 差引所得税額 

差引所得税額 源泉所得税等 納付税額 

― ＝

―
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3. 普通分配金と元本払戻金（特別分配金） 

追加型（オープン型）株式投資信託は単位型（ユニット型）と異なって、そのときどき 

の時価（基準価額）によって追加設定できるため、同一銘柄でも追加設定ごとの受益証券 

の発行価額（個別元本といいます）が異なっています。 

 支払われる期中分配金は一律であるため、個別元本の高低によって課税対象金額が、以 

下のように異なってきます。平成 16 年から普通分配金は、原則申告不要とされています。 

【分配落ち後の基準価額≧個別元本】 【分配落ち後の基準価額<個別元本】

決算日の 

基準価額  

12,000円              (注)1.3.

              ×（□所□復15.315％ 

分配落ち後           ＋□住5％） 

の基準価額            〈申告不要〉

10,500円 

投資家の 

個別元本 

10,000円 

決算日の 

基準価額 

12,000円               (注)1.3.

              ×（□所□復15.315％ 

            ＋□住5％） 

投資家の              〈申告不要〉 

個別元本 

11,000円         非課税分配金 (注)2

     特別     

分配落ち後 

の基準価額 

10,500円         決算後の新個別元本 

             旧個別元本から非課

税分配金を控除した

額 

(注)1. 普通分配金は配当所得とされます。 

2. 特別分配金があった場合は、従前の取得

価額の総額から特別分配金を控除した金

額を総口数で除して、取得価額を洗い直

します。 

3. 平成 26 年からは、軽減税率が廃止されて

原則税率が適用されています。

課税分配金 
(普通分配金) 

1,500円 

課税分配金 
(普通分配金) 

 1,000円 

元本払戻金 

(特別分配金) 

500円 

参 考 

個別元本………… 投信の設定時に実際に信託された金額をいう。つまり、各々の投

資家の（追加）設定時の受益証券の発行価額のこと。 

元本払戻金……… 期中分配金が支払われた後の基準価額が個別元本を下回る場合

（上図右）、その下回る部分の金額を元本払戻金（特別分配金）

といい、文字どおり元本の払戻しに当たるので非課税とされる。

(特別分配金) 
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買取りと解約 

■ 平成 21 年から解約価額 ＝ 譲渡収入とみなされ解約差益は譲渡益扱いに 

【解約差益が生じる場合】 

解約価額             解約価額         買取価額 

取得価額        配当所得 取得価額         取得価額 

 個別元本             個別元本    

＝ 

       (解約請求)            (解約請求)         (買取請求)

(注) 個人が公募・株式投資信託を解約した場合、解約価額＞個別元本のときでも配当所得と 

  されないため、源泉徴収されません。 

【解約差損が生じる場合】 

取得価額  

 個別元本         みなし譲渡損失 

 解約価額 

（従前と同じ扱い） 

       (解約請求) 

(注) 1. 解約差損は、従来から譲渡損とみなされていました。 

  2. 平成 21年からは、「買取り」と「解約」の税制上の差異がなくなったことから、中途

換金については「解約」に一本化している証券会社が多いようです。   

Q4-5 株式投資信託を中途換金したときの課税関係はどうなっていますか。 

A  証券投資信託の中途換金には、「買取り」と「解約」の 2つの方法があります。「買

取り」は投資家から証券会社への譲渡（つまり、証券会社による買取り）であり、

「解約」はそれによって信託財産が減少する換金の方法です。 

   平成 20 年までは、公募・株式投資信託の解約差益は配当所得とされていました

が、平成 21 年からは「解約差益」も「譲渡益」とみなされるように改正され、現

行では「解約」も「買取り」も譲渡益として申告分離課税の対象とされています。 

みなし譲渡

損失    

みなし譲

渡収入 

みなし譲

渡益   

みなし譲

渡収入 

譲渡益 

譲渡収入 

みなし譲

渡収入 
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■私募投信 

公募型に対するもので、特定又は少数（日本においては 2人から 49人まで）の投資 

家を対象とする場合、及び、いわゆる適格機関投資家のみを対象とする場合（プロ私募）

が私募投信。いわばオーダー・メイド型といえる。   

■私募投資信託の類型  

(1)少人数私募投資信託       (2)適格機関投資家限定私募投資信託〈プロ私募〉 

〈投資家数 2人以上 50人未満〉 〈人数制限なし〉

■会社型投信 

証券投資等を目的とする会社（投資法人）を設立し、その発行株式（投資証券）を 

投資家（投資主）が購入する仕組みが会社型で、平成 10年 12 月より我が国にも導 

入された。

■オープン・エンド型、クローズド・エンド型    

 〈オープン・エンド型〉 

投資家が換金する際、その時の純資産価額で投資法人の資産から払戻しするもの。 

 税法上は特定投資法人といいます。 

〈クローズド・エンド型〉   

解散（償還）までの投資法人の資産からの払戻しができず、市場で需給関係に基 

づく時価で売買される。純資産の減少がないため、運用は安定する。  

私募投信と会社型投信 

Q4-6 私募投信と会社型投信はどのような投信ですか。課税関係はどうなっていますか。 

A  平成 10 年 12 月に証券投資信託法が改正され、私募投信と会社型投信が解禁されま

した。会社型投信には、オープン・エンド型とクローズド・エンド型があり、オー

プン・エンド型は、公募契約型投信の課税とほぼ同一です。 

商品の仕組み 

ファンド ファンド 

投資家Ａ 投資家Ｂ 投資家Ｃ 適格機関投資家Ｂ 適格機関投資家Ａ 適格機関投資家Ｃ 
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■会社型投資信託（投資法人） 

商品の仕組み 
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■ＥＴＦ（株価指数連動型上場投資信託） 

Exchange-Traded Fund の略。特定の株価指数に連動することを目的に適用される投資 

信託で、取引所に上場され、通常の株式と同じように市場でいつでも売買することが可能。 

例えば TOPIX 型の場合、TOPIX の構成と同じように現物株を組み入れることになるので、 

TOPIX 型 ETF の価額も TOPIX に近似する価額となる。ETF の大きな特徴としては、一定口 

数以上の ETF をもって現物株バスケットと交換できること。 

 従来、日経 300 型が上場されていたが、現物株式のバスケットをもって ETF が発行（設 

  定）されることが可能な日経平均型、東証株価指数（TOPIX）型等が創設、上場された。 

■Ｊ－ＲＥＩＴ（上場不動産投資法人の投資口） 

不動産を投資対象とした新しい金融商品で、米国のＲＥＩＴ（Real Estate Investment  

Trust）の日本版といえるもの。 

不動産投資信託の基本的な商品性は、運用者となる投資信託委託業者又は信託会社等が投 

資者から資金を集め、これを不動産を中心とする資産に投資して運用し、運用益を投資者に分 

配する仕組み。投資者は、ファンドの発行する不動産投資信託に投資することにより、当該 

ファンドの保有資産である不動産や不動産証券化商品から生じる賃料などの収益を分配金とし 

て受け取ることができる。現在上場しているのは契約型ではなく、前頁の図の投資法人（会社 

型）の投資口（不動産投資証券）のみ。 

商品の仕組み 
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利子  ○外   ○外○復

(1 円未満切り捨て)

○住         〈○外は外国税額〉

･･･1,000 円＋510 円＋500 円

＝2,010 円※…確定申告不可(源泉分離課税)

（顧客への支払額 7,990 円）

（注）1

□5  外国証券にかかる税金 

□1  外国債券（一般公社債）の利子の場合 

外国債券（一般公社債）の利子に対する国内課税方式は、外国で徴収された税金（外国税額） 

控除前の金額に対して、所得税 15％の税率を掛けて算出した金額からその外国税額を控除し、 

その控除後の金額に 2.1％の復興特別所得税が課税されます。また、別途住民税（5％）が特

別徴収されます（差額徴収方式）。 

（例）外国債券（一般公社債）の利子（外国税率が 10％）の場合 

(10,000 円×15％-1,000 円)×1.021＝510 円          

10,000 円×5％           ＝500 円         

※外国の徴収税額と合わせて、復興税加算前で 20％となるように国内での徴収分を調整している。 

外国株式の配当金、外国債券の利子（日本国内の金融業者を通した場合） 

Q5-1 日本国内の金融業者を通じて、外国株式の配当や外国債券の利子を受け取ったときの

税金はどうなりますか。 

A  基本的には国内株式の配当、国内債券の利子受領時と同じ扱いとされますが、 

 外国現地で外国所得税が天引きされている場合は、日本での源泉徴収の仕方や邦貨換算

が異なってきます。 

外国債の利子は、一般公社債の場合は差額徴収方式によって国内の所得税等が源泉徴収

（源泉分離課税）され、特定公社債の場合は確定申告し外国税額控除を受けることとな

ります。なお、総合課税のときでも配当控除は適用されません。 

差額徴収方式 

○外   ○所○復   ○住
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□2 上場外国株式の配当の場合 

（例）上場外国株式の配当（外国税率が 15％の場合） 

（注）１．特定公社債の利子に係る差額徴収方式は、平成 28年以後廃止されて外国税額控除方式に 

変更されています。一般公社債の利子については、平成 28 年以後も差額徴収方式が適用 

されます。 

２．確定申告をしたときは○外1,500 円のうち一定の外国税額が所得税、住民税から控除されま

す（外国税額控除）。 

 (10,000 円-1,500 円)×

○所○復  

15％×1.021＝1,301 円  

○住

5％         ＝425 円 

○外    ○所○復   ○住  

…1,500 円＋1,301 円＋425円 

（注）2 

＝3,226 円…確定申告は不要 

（顧客への支払額 6,774 円） 

配当 ○外
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 Q5- 

■外国債券 

発行体・通貨・発行地のうちのいずれか 1つでも、国外の要素を保持しているものを 

 外国債券という。発行体が居住者か非居住者か、発行地が国内か国外かなどで、以下の 

 ように区分される。 

■デュアル・カレンシー債 

「デュアル」は〝二元の″という意味で、「カレンシー」は〝通貨″という意味。 

  つまり、「デュアル・カレンシー債」とは、「払込金・利金」と「償還金」の通貨が 

  異なる債券で二重通貨建債券ともいう。 

   一般的に国内で販売されるデュアル・カレンシー債とは、払込金と利金が〝円″で、 

  償還金のみが〝外貨″の債券のことをさす。したがって、償還金には為替リスクがあ 

るが、利金についてはサムライ債と同様、円で確定している。 

銘柄の種別      払込金   利 金   償還代金 

外貨建外債       外貨    外貨    外貨 

円建外債（サムライ債）    円     円     円 

ユーロ円債       円     円     円 

デュアル債       円     円     外貨 

リバース・デュアル債     円     外貨    円 

外国株式、外国債券の譲渡益〈日本国内の金融業者を通じた場合〉

Q5-2 日本国内の金融業者を通じて外国株式や外国債券を譲渡した場合、譲渡益に対する

税金はどうなりますか。 

A   基本的には、国内株式や国内債券を譲渡した場合と同じ扱いとされます。外国株式

のうち、国内又は外国の有価証券市場で売買されているものを、国内の証券業者等へ

の売委託によって譲渡したときは、税率が国内上場株式並みに優遇されます。外国現

地での課税（日本の投資者は外国では非居住者）は、ほとんどの国で非課税とされて

います。 

   なお、受渡代金は円でも外貨でも決済できます。 

商品の仕組み 

発 行 地 

国 内         国 外 

発 居住者  円貨                 居住者ユーロ円債

行 外貨  外貨建国内債         外貨建外債（スシボンド） 

体 非居住者 円貨  円建外債（サムライ債）    非居住者ユーロ円債

外貨 外貨建国内債（ショーグン債） 外貨建外債
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■公募・契約型外国株式投信 

⇒ 国内・公募契約型株式投信の課税関係と同じ（配当控除適用なし） 

■会社型外国投信 

⇒ 国内株式の課税関係と同じ（配当控除適用なし） 

（上場会社型外国投信〈カントリーファンド等〉は国内上場株式の課税関係と同じ） 

外国投資信託〈日本国内の金融業者を通した場合〉 

Q5-3  日本国内で発行される外国株式投資信託には契約型と会社型があるそうですが、

課税関係はどのように違いますか。 

A   公募・契約型外国株式投資信託の収益分配金は平成 16 年以後、申告不要とされ

ています。会社型外国投信は外国株式とみられますので、国内の課税関係も外国株

式と同様に扱われます。次頁以降の表のとおりです。  
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《外国証券》＝上場株式等のケース＝    〈日本国内の金融業者を通した場合〉 

 利子・配当・収益分配金 譲渡益 償還差益 

外国株式 

(上場株式等) 

配当所得(配当)  

(ｲ)(ﾛ)のどちらかを選択 

(ｲ)20.315％源泉徴収され申告不

要 

(ﾛ)20.315％申告分離課税か総合

課税選択 

※(ﾛ)の場合、配当控除不可、外国

税額控除可 

上場株式等譲渡所得 

20.315％申告分離

課税 

   ― 

外国公社債 

(特定公社債) 

利子所得(利子) 

(ｲ)(ﾛ)のどちらかを選択 

(ｲ)20.315％源泉徴収され申告不

要 

(ﾛ)20.315％申告分離課税 

※(ﾛ)の場合、外国税額控除可 

上場株式等譲渡所得 

20.315％申告分離

課税 

上場株式等譲渡所得 

20.315％申告分離

課税 

外国投資信託 

(上場株式等) 

配当所得(収益分配金)  

(ｲ)(ﾛ)のどちらかを選択 

(ｲ)20.315％源泉徴収され申告不

要 

(ﾛ)20.315％申告分離課税か総合

課税選択 

※(ﾛ)の場合、配当控除不可、外国

税額控除可 

上場株式等譲渡所得 

20.315％申告分離

課税 

上場株式等譲渡所得 

20.315％申告分離

課税 会

社

型 

上場外国 

株式投資信託 

契

約

型 

公募外国 

株式投資信託 

配当所得(配当)  

(ｲ)(ﾛ)のどちらかを選択 

(ｲ)20.315％源泉徴収され申告不

要 

(ﾛ)20.315％申告分離課税か総合

課税選択 

※(ﾛ)の場合、配当控除不可、外国

税額控除可 

上場株式等譲渡所得 

20.315％申告分離

課税 

上場株式等譲渡所得 

20.315％申告分離

課税 

公募外国 

公社債投資信託 

利子所得(収益分配金) 

(ｲ)(ﾛ)のどちらかを選択 

(ｲ)20.315％源泉徴収され申告不

要 

(ﾛ)20.315％申告分離課税 

※(ﾛ)の場合、外国税額控除可 

上場株式等譲渡所得 

20.315％申告分離

課税 

上場株式等譲渡所得 

20.315％申告分離

課税 
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《外国証券》＝一般株式等のケース＝    〈日本国内の金融業者を通した場合〉 

 利子・配当・収益分配金 譲渡益 償還差益 

外国株式 

(非上場株式等) 

配当所得(配当) 

20.42％(所得税 20.42％、住民税ゼ

ロ)源泉徴収され総合課税(少額配

当は申告不要。ただし、住民税は

総合課税) 

※配当控除不可、外国税額控除可 

上場株式等譲渡所得

20.315％申告分離

課税 

   ― 

外国公社債 

(一般公社債) 

利子所得(利子)

20.315％源泉分離課税 

※源泉徴収は、差額徴収方式が適

用される(外国税額控除不可)。 

上場株式等譲渡所得

20.315％申告分離

課税 

上場株式等譲渡所得

20.315％申告分離

課税 

外国投資信託 

(一般株式等) 

配当所得(収益分配金) 

20.42％源泉徴収され総合課税(少

額配当は申告不要。ただし、住民

税は総合課税) 

※配当控除不可、外国税額控除可 

上場株式等譲渡所得

20.315％申告分離

課税 

上場株式等譲渡所得

20.315％申告分離

課税 会

社

型 

非上場外国 

株式投資信託 

契

約

型 

私募外国 

株式投資信託 

配当所得(収益分配金) 

20.42％源泉徴収され総合課税(少

額配当は申告不要。ただし、住民

税は総合課税) 

※配当控除不可、外国税額控除可 

上場株式等譲渡所得

20.315％申告分離

課税 

上場株式等譲渡所得

20.315％申告分離

課税 

私募外国 

公社債投資信託 

利子所得(収益分配金)

20.315％源泉分離課税 

※源泉徴収は、差額徴収方式が適

用される(外国税額控除不可)。 

上場株式等譲渡所得

20.315％申告分離

課税 

利子所得(利子)

20.315％源泉分離

課税 

※償還差損は、一般

株式等の譲渡所得

の損失 
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海外の金融業者と直接取引した場合の課税関係 

Q5-4 日本国内の金融業者を通さずに、国外にある金融業者と直接取引した場合の税金の取

扱いについて教えてください。 

A  税金の取扱いは、利子、配当、株式の譲渡益などによって異なります。

1. 外国預金の利子 

 利子所得として、他の所得と合算して確定申告が必要(総合課税)。 

 外国で引かれている税金は、確定申告のときに外国税額控除を受けることができる。 

 為替差損益は、雑所得として確定申告が必要。ただし、給与所得のみで年末調整済みの 

会社員は、為替差益と預金利子が 20 万円以下ならば、給与所得以外の所得が 20 万円 

以下なので申告義務なし。 

(注) 外国利子は、租税条約で限度税率がある。 

2. 外国株式の配当 

【上場株式】 

 総合課税（配当所得）か 20.315％申告分離課税を選択できる。配当控除を受けること 

はできない。外国で引かれている税金は、外国税額控除を受けることができる。 

 日本に登録した金融業者を通じたものでなければ、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の

配当等との損益通算及び譲渡損失の繰越控除はできない。 

【非上場株式】  

 総合課税（配当所得）。配当控除を受けることはできない。外国で引かれている税金は、 

外国税額控除を受けることができる。 

 一般株式等の譲渡損とは、損益通算できない。 

    (注) 外国配当は、租税条約で限度税率がある。 

3. 外国株式の譲渡益 

【上場株式】   

 20.315％申告分離課税（特定口座への受入れ不可） 

 国内・国外間の上場株式等の譲渡損益は損益通算できる。 

 日本に登録した金融業者を通じたものでなければ、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配

当等との損益通算及び譲渡損失の繰越控除はできない。 

 一般株式等の譲渡損とは、損益通算できない。 

【非上場株式】  

 20.315％申告分離課税（特定口座への受入れ不可） 

 上場株式とは、損益通算できない。 

 譲渡損は、一般株式等の利子・配当等と損益通算できない。 

 譲渡損失の繰越控除はできない。 
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4. 外国公社債の利子等  

【特定公社債】   

○利子 

 20.315％申告分離課税（民間国外債は除く）。 

 外国税額控除を受けることができる。 

○償還差益

20.315％申告分離課税（上場株式等の譲渡所得）。 

 国内・国外間の上場株式等の譲渡損益は損益通算できる。一般株式等との損益通算は

できない。 

 日本に登録した金融業者を通じたものでなければ、上場株式等の譲渡損失と上場株式

等の配当等との損益通算及び譲渡損失の繰越控除はできない。 

○譲渡益 

 20.315％申告分離課税（上場株式等の譲渡所得） 

 国内・国外間の上場株式等の譲渡損益は損益通算できる。一般株式等との損益通算は

できない。 

 日本に登録した金融業者を通じたものでなければ、上場株式等の譲渡損失と上場株式

等の配当等との損益通算及び譲渡損失の繰越控除はできない。 

【一般公社債】 

○利子 

 総合課税(利子所得) 

 外国税額控除を受けることができる。 

 一般株式等の譲渡損益とは、損益通算できない。 

○償還差益 

 20.315％申告分離課税（一般株式等の譲渡所得） 

 特定公社債との損益通算はできない。 

 償還差損は、一般株式等の利子・配当とは損益通算できない。 

 譲渡損失の繰越控除はできない。 

○譲渡益 

 20.315％申告分離課税（一般株式等の譲渡所得） 

 譲渡損は、一般株式等の利子・配当とは損益通算できない。 

 譲渡損失の繰越控除はできない。 

 外国株式・外国公社債など外貨建資産を譲渡した場合の所得計算は、外貨建取引を

行った時点の外国為替売買相場により行います。この結果、為替差損益は譲渡所得に

含まれ、別途為替差損益を認識する必要はありません。 
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5. 外国公社債投資信託の利子等 

【公募公社債投資信託】 

○収益分配金（利子） 

 20.315％申告分離課税 

 外国税額控除を受けることができる。 

○償還差益 

 20.315％申告分離課税（上場株式等の譲渡所得） 

 国内・国外間の上場株式等の譲渡損益は、損益通算できる。一般株式等との損益通算は

できない。 

 日本に登録した金融業者を通じたものでなければ、上場株式等の譲渡損失と上場株式等

の配当等との損益通算及び譲渡損失の繰越控除はできない。 

○譲渡益 

 20.315％申告分離課税（上場株式等の譲渡所得） 

 国内・国外間の上場株式等の譲渡損益は、損益通算できる。一般株式等との損益通算は

できない。 

 日本に登録した金融業者を通じたものでなければ、上場株式等の譲渡損失と上場株式等

の配当等との損益通算及び譲渡損失の繰越控除はできない。 

【私募公社債投資信託】 

○収益分配金（利子） 

 総合課税（利子所得）

 外国税額控除を受けることができる。

 一般株式等との損益通算はできない。 

○償還差益 

 総合課税（利子所得）。償還差損は、一般株式等の譲渡所得。 

 償還差損は、一般株式等の利子・配当とは損益通算できない。 

 譲渡損失の繰越控除はできない。 

○譲渡益 

 20.315％申告分離課税（一般株式等の譲渡所得） 

 譲渡損は、一般株式等の利子・配当とは損益通算できない。 

 譲渡損失の繰越控除はできない。 
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6. 外国株式投資信託の利子等 

【公募株式投資信託】 

○収益分配金（配当） 

 総合課税（配当所得）か 20.315％申告分離課税。 

 外国税額控除を受けることができる。 

 配当控除を受けることはできない。 

○償還差益 

 20.315％申告分離課税（上場株式等の譲渡所得） 

 国内・国外間の上場株式等の譲渡損益は、損益通算できる。一般株式等との損益通算は

できない。 

 日本に登録した金融業者を通じたものでなければ、上場株式等の譲渡損失と上場株式等

の配当等との損益通算及び譲渡損失の繰越控除はできない。 

○譲渡益 

 20.315％申告分離課税（上場株式等の譲渡所得） 

 国内・国外間の上場株式等の譲渡損益は、損益通算できる。一般株式等との損益通算は

できない。 

 日本に登録した金融業者を通じたものでなければ、上場株式等の譲渡損失と上場株式等

の配当等との損益通算及び譲渡損失の繰越控除はできない。 

【私募株式投資信託】 

○収益分配金（配当） 

 総合課税（配当所得）

 外国税額控除を受けることができる。 

 配当控除を受けることはできない。

○償還差益 

 総合課税（配当所得）。償還差損は一般株式等の譲渡所得。 

 償還差損は、一般株式等の利子・配当とは損益通算できない。 

 譲渡損失の繰越控除はできない。 

○譲渡益 

 20.315％申告分離課税（一般株式等の譲渡所得） 

 譲渡損は、一般株式等の利子・配当とは損益通算できない。 

 譲渡損失の繰越控除はできない。 
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《直接海外の金融業者と取引した場合の上場株式等の損益通算》 

                 国内外の譲渡損益は 

                ○損益通算できる① 

                      ×国外の譲渡        ×国外の譲渡 

○国内の譲渡      ○国内の譲渡     損失⑤           損失⑥ 

 損失②         損失④     

×国外の譲渡 

 損失③ 

(注) ○は損益通算できる。×は損益通算できない。 

【説明】 

① 国内の金融業者を通じて行い生じた国内上場株式等の譲渡損益と国外の金融業者を通

じて行い生じた国外上場株式等の譲渡損益は、損益通算できる。 

   ∵ 上場株式等には、外国市場のものも含む（措法 37 の 11②一、措令 25の 9②）。 

     株式等には、投資信託の受益権も含む（措法 37の 10②四）。 

 ② 国内の金融業者を通じて行い生じた国内上場株式等の譲渡損益と国内の金融業者を通

じて行い生じた国内上場株式等の配当等は損益通算できる。 

 ③ 国内の金融業者を通じて行い生じた国内上場株式等の譲渡損益と国外の金融業者を通

じて行い生じた国外上場株式等の譲渡損益を損益通算した結果、国外上場株式等の譲渡

損失が残った場合は、国内上場株式等の配当等と損益通算できない。 

国内の金融業者 

(登録金融機関) 

国外の金融業者 

(日本に登録なし) 

国内の配当・利子 

上場株式 

特定公社債 

公募公社債投信 

公募株式投信 

国外の配当・利子 

上場株式 

特定公社債 

公募公社債投信 

公募株式投信 

上場株式の譲渡損益 

特定公社債の譲渡損益 

公募公社債投信の譲渡損益 

公募株式投信の譲渡損益 
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 ④ 国内の金融業者を通じて行い生じた国内上場株式等の譲渡損失と国外の金融業者を通

じて行い生じた国外上場株式等の配当等は、損益通算できる。 

 ⑤ 国外の金融業者を通じて行い生じた国外上場株式等の譲渡損失と国内の金融業者を通

じて行い生じた国内上場株式等の配当等は、損益通算できない。 

 ⑥ 国外の金融業者を通じて行い生じた国外上場株式等の譲渡損失と国外の金融業者を通

じて行い生じた国外上場株式等の配当等は、損益通算できない。 
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為替差損益の課税 

Q5-5 為替差損益は、どのような場合に認識し課税はどのようにされるのでしょうか。 

A   具体的に 6つの事例で説明いたします。

事例 1 円で外貨を購入し、その後解約し円で受け取った。 

円で購入 解約し円で払出  

1 ドル 100 円          解約時 110 円

10,000 ドル  10,000 ドル

●為替差益を認識します。

(110 円－100 円)×10,000 ドル＝100,000 円

 → 外貨建取引とは、外国通貨で支払いが行われる資産の販売及び購入、役務

の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいいます。  

     外貨建取引を行った場合には、当該外貨建取引を行ったときにおける外国

為替の売買相場により換算した金額により、所得の金額を計算します(所法 57

の 3①)。 

事例 2 外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益(銀行は異なるが同じドル預金)   

円で購入            解約しドルで預入         

          1 ドル 100 円          解約時 110 円

●為替差益を認識する必要はありません。  

→ ①元本について、②同一の金融機関に、③同一の外国通貨で、④継続して預け入れ

る場合は、外貨建て取引に該当しません(所令 167 の 6②)。 

   → しかし、他の金融機関に預け入れる場合でも、同一の外国通貨で行われる限り外貨

建て取引に該当しません。 

     元本が、同一の外国通貨で預入及び払出が行われる限り、金額に増減はなく、実質

的には同じ外国通貨を保有し続けている状態と変わりなく、このような外貨の保有状

況に実質的に変化がない取引については、取引の都度、為替差損益を認識するのは実

情に即さず、所令 167の 6②は例示規定と解されます。 

預金者

A 銀行 

ドル建 

定期預金

預金者 

基本的に円転したときに

は、為替差損益を認識する。 

預金者

A銀行 

ドル建 

定期預金

B銀行 

ドル建 

定期預金
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事例 3 外貨建債券が償還された場合の為替差損益(ドルで買ったものがドルで償還された) 

           ドルで購入           満期にドルで償還  

           1 ドル 100 円          償還時 1ドル 110 円       

●為替差益を認識する必要はありません。 

→ 平成 28 年から税制改正により、利付債の償還差益は総合課税（雑所得）から譲渡

所得課税に変更されており、償還時に生ずる償還差益は譲渡所得となり、その結果、

為替差損益は譲渡所得に含まれ、別途為替差損益を認識する必要はありません。 

事例 4 預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合 

    （ドル預金をおろしてドルで建物を購入。種類が異なるものに投資。） 

          円で購入            解約しドルで購入

1ドル 100 円          解約時 120 円 

          300,000 ドル          300,000 ドル   

●為替差益を認識します。 

(120 円－100 円) × 300,000 ドル ＝ 6,000,000 円 

   → 預金以外のものを、たとえ同じドルで購入したとしても、購入した時点で預金とは

異なる経済的価値を持った資産に変わることにより、新たな経済的価値が生まれ収入

が実現したものとして、為替差損益を認識します。 

預金者 

A 銀行 

ドル建 

債券
預金者 

預金者 

A 銀行 

ドル建 

定期預金

建物 
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事例 5 外貨建預金を払い出して外貨建 MMF に投資(銀行は同じだが商品が異なる) 

円で購入  解約しドルで購入            

         1 ドル 100 円            解約時 110 円 

         100,000 ドル            100,000 ドル        

● 為替差益を認識します。 

 (110 円－100 円) × 100,000 ドル ＝ 1,000,000 円 

  → 外貨建預金を外貨建 MMF に投資した場合、新たな資産に投資した時点で新たな経済的

価値が生まれ収入が実現したものとして、為替差損益を認識します。 

事例 6 保有する外貨通貨を他の外国通貨に交換した場合(通貨が異なる) 

          円で購入            米ドルで購入              

         1 ドル 100 円           1 ユーロ 150 円 

         10,000 ドル            8,000 ユーロ 

● 為替差益を認識します。 

  (150 円×8,000 ユーロ)－(100 円×10,000 ドル)＝200,000 円 

  → 他の通貨への交換時に収入が実現したと考えます。 

   (注) 外貨建預貯金の元本及び利子をあらかじめ約定した率により、他の外国通貨で支

払われる場合の元本部分に係る差益については、外国通貨を円に交換する取引で

はないものの、その支払時において課税されます(所法 174⑦、209 の 2、所令 298

④二)。 

※ 為替差損益について雑所得という考え方のほか、譲渡所得という意見もあります。 

(参照：国税庁ホームページ) 

預金者 

A 銀行 

ドル建 

定期預金

A銀行 

ドル建 

MMF

預金者 米ドル ユーロ 
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邦貨換算レート 

 原  則 … TTM（所得税基本通達 57の 3－2） 

次の方法をとることもできます。 

 株式譲渡 … 収入は TTB、取得費は TTS（措置法通達 37 の 10・37 の 11 共－6） 

 不動産所得・事業所得・雑所得・山林所得 

… 原則は TTM。ただし、継続適用を条件として、収入・資産は TTB、仕入・必要

経費・負債は TTS も可（所得税基本通達 57の 3－2 ただし書）。 

 不動産譲渡… 原則は TTM。ただし、譲渡代金として受領した外国通貨を直ちに売却し本邦通貨

としている場合、収入は TTB で、本邦通貨により外国通貨を購入し直ちに取得費・

譲渡費用に充てている場合は、取得費・譲渡費用は TTS も可（所得税基本通達 57

の 3－2 注書 4）。                  (参照：国税庁ホームページ)

 給与所得・利子所得・配当所得 

      … TTM（所得税基本通達 57 の 3－2） 

◎ 換算する日は、その取引を計上すべき日の為替相場（所得税基本通達 57の 3－2） 

◎ 円換算に係る日に為替相場がない場合  

…同日前の最も近い日の為替相場（所得税基本通達 57の 3－2 注書き 3(1)） 

  例えば、平成 30 年 3 月 31 日(土)は為替相場がありませんので、平成 30 年 3 月 30

日(金)の為替相場の数値により換算します。 

Q5-6 外貨建取引を行った場合の邦貨換算について教えてください。 

A   個人の方が、外貨建て取引を行った場合の邦貨換算レートは、次のとおりです。 

《コラム》 

円換算にどのレートを採用するかによって、どのような違いが生じるのでしょうか？ 

例えば米ドルの場合、為替手数料は TTS、TTB それぞれ TTM±1 円です（為替手数料は通貨

により異なります）。 

TTM が 100 円とすると、TTS は 101 円、TTB は 99 円となります。収入は TTB、必要経費は

TTS を採用することにより、収入及び必要経費とも TTM を採用した場合に比べ、所得金額

が少なく計算されることとなります。 

国外において不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得を生ずる個人で、その業務に

ついて損益計算書、収支内訳書を外国通貨表示で作成している場合は、その年の年末に

おける為替相場により換算することができます（所基通 57の 3－7）。 

 この邦貨換算に当たっては、継続適用を条件として、その年の電信売買相場の仲値

（TTM）、電信買相場（TTB）、電信売相場（TTS）の年平均値を使用して換算することがで

きます（所基通 57 の 3－7 注書）。 
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海外資産に対する課税強化 

Q5-7 海外資産に対する課税の強化が図られているようですが、どのようなことが行

われているのか教えてください。 

A    海外の財産が、正しく申告されているかどうか把握するために、いくつかの制

度が実施されています。

国外送金等調書制度 

平成 10 年 4 月 1 日から施行されている制度で、100 万円超の国外送受金について、銀

行は「国外送金等調書」を税務署に提出しなければならないという制度です。 

税務署ではこの調書に基づき、国内・国外間の送受金の内容を把握し、必要がある場

合は、「国外送受金等に関するお尋ね」という照会文書を送受金者宛に送付します（Ｐ．

77 参照）。 

国外証券移管等調書制度 

平成 27年 7 月 1日から施行されている制度で、国内証券口座と国外証券口座間で有価

証券の移管があった場合、金融商品取引業者は、「国外証券移管等調書」を税務署に提出

しなければならないという制度です。移管された金額の多寡は問いません（Ｐ.59 参照）。

国外財産調書制度 

平成 26 年 1 月 1 日から施行されている制度で、①②の両方に該当する方は、翌年の 3

月 15 日までに「国外財産調書」を税務署に提出する必要があります。 

① 居住者の方(外国人で過去 10 年内に、日本に 5年超居住している人も含む) 

② その年 12月 31 日において、国外財産(不動産、預金、有価証券等すべての財産)の

合計額が 5,000 万円を超える方 

 この調書は、確定申告の必要がなくても上記①②に該当すれば、提出の必要がありま

す。 

財産債務調書制度 

平成 27年分の確定申告から、①②③のすべてに該当する方は、確定申告書とともに「財

産債務調書」を提出する必要があります。 

① 所得税の確定申告書を提出しなければならない方 

② その年分の総所得金額及び山林所得の合計額が 2,000 万円を超える方 

③ その年 12 月 31 日、財産が 3 億円以上又は 1 億円以上の有価証券等(有価証券、未

決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引等)を有する方 



76 

共通報告基準（CRS）による非居住者口座情報の自動的情報交換制度  

 ※CRS＝Common Reporting Standard  

 H26.11 非居住者金融口座情報の自動的情報交換について、G20首脳会議でCRSが承認され、

H30 までに自動的情報交換を開始する旨の共同声明が発表された。   

 日本では、H27 年度税制改正で租税条約等実施特例法を改正した。  

 ① H29.1.1 以後、金融機関等に新規預け入れをする者は、金融機関等に必要事項を記載し

た届出書を提出し、国内金融機関等は非居住者に係る口座保有者の氏名、口座残高、利

子、配当等の年間受取総額等の情報について所轄税務署長に報告する。  

 ② H30.4.30 までに、国内金融機関等から初回の報告が行われる。  

 ③ H30.9.30 までに、各国との間で自動的情報交換を行う。  

 ④ Ｈ28.12.31 以前に口座開設している者については、金融機関等はＨ30.12.31 までに居

住地国等を特定しなければならない。  

※ H29.1.1 以後、新規に口座開設等をする場合、日本居住者を含むすべての個人・法人が、

金融機関へ氏名、住所、居住地国等を記載した届出書の提出が必要となる。 

【参考】 

令和元 
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《コラム》 
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□6  その他の証券税制等 

株式ミニ投資、株式累積投資 

Q6-1  株式ミニ投資や株式累積投資（るいとう）に対する税金はどうなっていますか。 

A   株式ミニ投資の配当金は MRF 等に入金され、株式累積投資の配当金は全額再投資 

されますが、申告不要とされます。売却益については申告分離課税の対象とされます。 

商品の仕組み 

株式ミニ投資         株式累積投資(るい投) 

通常の売買単位の 10 分の 1単  投資家が好きな銘柄を選び、毎月 

位の整数倍で、最高 9倍まで売  一定の資金(1 万円からで１人 10 

仕組み   買できる(仕切売買)制度。ただ  銘柄が申込みの上限）で株式を買 

し、株式分割等で発生した端株  い付けていく(ドルコスト平均 

は、一括売却が可能。      法)制度。売買単位(通常 1,000 

株)にまとまらなくても、原則と 

して 1株単位で売却できる。 

東証・大証・名証の 1部・2部 

に上場している下記以外の全銘柄 

対象銘柄  及び各証券会社の選択した店頭  各証券会社の株式累積投資選定銘 

登録銘柄            柄(上場銘柄及び店頭登録銘柄の 

み) 

対象外→単元株が 1株の銘柄 

直接現金で受け取れない(証券   税引後の手取金額の全額が元本 

配   口座<MRF>に入金)        に再投資される

課 当    15.315％の所得税・復興特別所得税、5％の住民税(原則)の源泉 

税 金   (特別)徴収による申告不要・総合課税又は申告分離課税 

関

係 譲

 渡   申告分離課税 

益 
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■ドルコスト平均法 

投資金額 一口の価額 購入口数(一口未満切捨て) 

１か月目 10,000 円 10 円 1,000 口

２か月目 10,000 円 8 円 1,250 口

３か月目 10,000 円 6 円 1,666 口

４か月目 10,000 円 4 円 2,500 口

５か月目 10,000 円 8 円 1,250 口

 50,000 円 6.5 円 7,666 口

   ★5 か月後の資産額  7,666 口×8円＝61,328 円 

【説明】 

 ① 5 か月後 50,000 円分投資した結果、一口の価額が当初 10円だったものが 8円 

  に下がっているものの、購入口数が 7,666 口と増えているので、資産額は 

50,000 円が 61,328 円に増えている。 

  ② ドルコスト平均法は、平均単価を下げる効果がある。平均単価が下がる結果、 

   購入口数が増える。  
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株価指数等先物取引、オプション取引 

Q6-2 株価指数等先物取引、オプション取引による差益には、どのような税金がかか

りますか。 

A   平成 16 年から「先物取引に係る雑所得等」として、申告分離課税（所得税 15％、

住民税 5％）の対象とされています。なお、損失は翌年以後 3 年間繰越控除でき

ることとされています。 

商品の仕組み 
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エンジェル税制 

株式等（上場株式等を除く）の譲渡損失は、その年中の他の株式等の譲渡益と通算し、なお赤字

が残っても翌年以後に持ち越すことはできません。その例外として設けられたのがこの繰越控除制

度です。 

特定中小会社 

の要件 

① 創業期（設立から 10 年以内）の中小企業者であること 

② 相当程度の研究開発を行っている会社であること等（試験研究費等

の売上高に占める割合が設立５年以内３％超、設立６年～10 年以内

５％超であること等）（注）

③ 大規模会社の子会社でないこと 

④ 外部からの投資を６分の１以上取り入れている会社であること 

⑤ 未登録・未公開の株式会社であること……等 

その後、以下の株式会社（いずれも設立から 10年以内）が追加され

ました（上記②④は免除）。 

・投資事業組合契約に従って投資事業有限責任組合を通じて投資され

る（投資ファンド）等一定の要件を満たす会社 

・沖縄振興特別措置法の認定会社 

・地域再生法に規定する特定地域再生事業を行う一定の株式会社 

（注）設立後５年未満の会社は試験研究費要件を満たさない場合でも、他の 

要件を充足すれば対象者とされることになっています。

繰越控除の対象 

となる特定株式 

の譲渡損失 

価値喪失による

みなし譲渡損 

特定中小会社の発行した株式（特定株式）を払込み
．．．

により取得（ストッ

ク・オプション適用株式を除く）した居住者等（発行会社と投資契約を

締結していることが条件。同族株主や特定事業主であった者等一定の者

を除く）が、その取得の日からその株式の上場等の日の前日までの間に

譲渡したことによって生じた損失の金額。その会社が解散 

（合併による解散を除く）して、その清算が結了したとき、破産宣告を

受けたとき等、要するにその会社が破綻してその株式が株式としての価

値がなくなったときの損失分も、その株式を譲渡したことにより生じた

損失とみなされて繰越控除の対象となる。 

繰越控除の順序 

特定株式の譲渡損→その年中の一般株式等の譲渡所得等→上場株式等

の譲渡所得等→その年の翌年以後３年以内の各年分の株式等の譲渡所

得等の金額から繰越控除 

※１ 平成27年以前の各年に生じた特定株式の譲渡損失の金額で平成28年以後に繰り越されるものについて

も、平成 28 年以後の各年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することができます。 

Q6－3 エンジェル税制とは、どういうものですか。 

A   一定のベンチャー企業（特定中小会社）が発行した株式（特定株式）については、キャピタ

ル・ロスを３年間繰越控除することができ、さらに、いろいろな特例(P.67)が適用されるこ

ととされています。これらの特例が、通称エンジェル税制といわれるものです。 
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２ 譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合には、確定申告書に明細書等各種書類の添付が必要です。 

《設例》 

平成 23 年  払込みにより取得   3,000 株       800 円      2,400,000 円 

平成 24 年 相対取引により取得  2,000 株     1,000 円      2,000,000 円 

令和元年 破産宣告 

繰越控除の対象となる金額（価値喪失による損失の金額） 

2,400,000 円＋2,000,000 円 

3,000 株＋2,000 株 

880 円×3,000 株＝2,640,000 円 

（注）払込みにより取得した株式の損失のみ繰越控除の対象になります。 

＝880 円 
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エンジェル税制（各種特例） 

1,000万円を限度として 

寄附金控除の対象 

総所得金額等×40％と 

1,000万円のいずれか 

低い方が控除額の上限 

・株式譲渡時の特例○イ  

・株式取得時の特例○ロ○ハ 

特定中小会社の 

特定株式 

（一定のベンチャー企業） 

譲渡 

公開後 

公開前 
２分の１課税の特例 

株式の譲渡時の特例で、 

譲渡益が２分の１に軽減 

されていた。 

H20.4.29 までの取得分に適用。

H20.4.30 以後の取得分から廃止 

（改正前 H21.3.31 までの取得分） 

総所得金額等から控除した 

金額を株式の取得価額から控除 

つまり、株式取得時の 

寄附金控除額は、株式 

譲渡時に課税される。 

譲渡損失の繰越控除の特例 

（価格喪失によるみなし譲渡損） 

（その年の翌年以後３年以内） 

取得に要した金額をその年分の株式等に 

係る譲渡所得等の金額から控除できる特例（注）1

○ハ株式の取得時の特例 

合併・買収等 

による譲渡 

上場等の日以後

渡（証券会社経

由） 

（３年超保有） 

○イ株式の譲渡 

時の特例 

○ロ株式の取得 

時の特例 

設立１年目の株式会社 

設立２年目又は３年目 

の株式会社 

特定新規中小会社（注）2

（中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律） 

特定新規中小会社であって前事業年度 

及び前々事業年度における営業活動による 

キャッシュ・フローが赤字であるもの 上記会社への出資 

Q6-4 特定中小会社が発行した株式を取得した場合の特例（いわゆるエンジェル税制）につい

て、譲渡損失の繰越控除以外にどのような特例がありますか。 

A   公開日以後３年以内に譲渡した場合の２分の 1 課税の特例は、経過措置をもって廃止さ

れましたが、新たに出資額 1,000 万円を限度とする寄附金控除制度が創設されています。 
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（注）１．特例の内容：株式発行の際の払込みにより株式を取得した場合、その取得価額相当額を同じ年分の一般株

式等の譲渡益からまず控除し、控除しきれない場合は、同じ年分の上場株式等の譲渡益から控除できる。 

２．特定新規中小会社とは、未登録・非上場の株式会社で、財務状況等が一定の要件を満たす会社、 

沖縄振興特別措置法の指定会社、国家戦略特別区域法の指定会社、地域再生法に規定する株式会社 

をいいます。 



86 

(注) 1.平成 24 年以後、店頭 FXも「先物取引に係る雑所得等」として取り扱われます。 

2.平成 26年 3月 24 日から東証上場のデリバティブは、すべて大阪取引所に移行しました。 

 3.平成 28年 10月 1日以後の第一種金融商品取引業者又は登録金融機関以外の者を相手方とす

る店頭取引は、雑所得又は事業所得として総合課税となります。 

■「先物取引に係る雑所得等」の種類

・有価証券先物(10 年物国債先物等<標準物>)    ・金融先物(東京金融取引所等で行うユーロ円 3か月 

・有価証券指数等先物(TOPIX 先物、日経 225     金利先物<TIBOR>等) 

 先物等)                    ・取引所為替証拠金取引(「くりっく 365」) 

・有価証券オプション(TOPIX オプション、日経   ・カバードワラント(非上場) 

 225 オプション等)               ・取引所株価指数証拠金取引(「くりっく株 365」) 

・商品先物(東京商品取引所等で行う商品先物<大豆、 ・CFD(日経 225先物、金、株式、債券等多数の金融 

 金等>等）                    商品の証拠金取引) 

■FX 取引 

FX 取引は、外国為替(Foreign exchange)証拠金取引のこと。手持ち資金を担保(証拠金)に、その何倍か 

 の外国通貨を売買して為替差益や各国の金利差収入(スワップポイント)を得る取引。 

FX 取引 

Q6-5  FX 取引による利益には、どのような税金がかかりますか。 

A   平成 23 年までは取引所取引と取引所外取引(店頭 FX)では取扱いが異なっていまし 

  たが、平成 24 年からは同じ課税方式は適用されます。 

FX 課税方式（平成 24 年から） 

FX の種類  取引所取引            取引所外取引 

くりっく 365（東京金融取引所）

※ 大証 FX は、平成 26 年 10 月  店頭 FX(注)1 

呼  称 23 日を最終取引日として取引を  （相対取引）

休止している。 

所得区分 雑所得（「先物取引に係る雑所得等」） 

課税方法   申告分離課税 

税  率  20％（所得税 15％、住民税 5％）

損益通算 「先物取引に係る雑所得等」の中での損益通算はできる（他の所得との損益通算はできない） 

損失の繰越控除 

(翌年以後 3年間) できる 

商品の仕組み 
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《FX の課税について》

         分離雑所得       総合雑所得         総合雑所得 

H24.1.1

         分離雑所得       分離雑所得      総合雑所得 分離雑所得 

∵投資家保護の体制が 

  整った。        海外証券会社等との相対取引は総合

雑。

支払調書ができた。  ∵措置法 41 の 14、41 の 15 では、金

商法に規定する店頭デリバティブ

取引は、分離雑の特例が受けられ

る。海外証券会社、FX 業者は、日

本の金融庁の認可を受けていない

ので、金商法に規定する店頭デリ

バティブ取引に該当しない。 

H28.10.1 

    分離雑所得        分離雑所得        総合雑所得 

【改正趣旨】海外の無登録業者と

のトラブルが生じ、投資家保護

ができないので、分離課税の特

例の対象とはしない。 

                                   つまり、金商法に規定する金融

商品取引業者(第一種金融取引

業を行う者に限る。) 又は登

録金融機関を相手方として行

う取引に限る。∴外国業者との

取引は特例の対象とならない。 

国内取引所取引 国内店頭取引 

(取引所外取引)

国外取引(海外証券会社

等との相対取引等)
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1. ストック・オプションとは

会社が発行する株式を、一定の期間内にあらかじめ定められた価格(権利行使価額)で購

入できる権利(新株予約権)を無償で付与された場合、その権利をストック・オプションと

いいます。 

2. 税制適格ストック・オプションの要件

《ストック・オプションの権利が与えられる者》 

①その会社の役職員(取締役・使用人・執行役) 

 ②株式の 50％超を保有する関連会社の役職員 

③ストック・オプションの権利を行使できる役職員の相続人を含み、大口株主等を除く

《税制適格ストック・オプションの要件》 

①付与の決議の日から 2年後～10 年後までの間に権利行使すること 

②権利行使価額の年間合計額が、1,200 万円を超えないこと 

 ③1 株当たりの権利行使価額が、ストック・オプション契約締結時の株式の時価以上で

あること 

④新株予約権は譲渡してはならないこと 

⑤権利行使によって取得した株式は、取得後直ちに、会社を通じて証券会社等に管理信

託されるものであること 等 

3. 税制適格・非適格ストック・オプションの比較

ストック・オプション 

Q6-6  税制適格ストック・オプションと税制非適格ストック・オプションでは、 

   税制上、どのような違いがありますか。 

A    一定の要件を満たす(税制適格)ストック・オプションは、権利行使時には 

   課税は行われず、売却時まで課税が繰延べられます。 

ｽﾄｯｸ・ｵﾌﾟｼｮﾝ       税制適格             税制非適格 

付 与 時             課税されない 

権利行使時      課税されない      権利行使時 － 権利行使価額 

                       の株価    〈新株の発行価額等〉 

の経済的利益に対して総合課税(給与所得等) 

         (譲渡対価－権利行使価額)  (譲渡対価－権利行使時の株価) 

譲 渡 時    の利益に対して申告分離課税  の利益に対して申告分離課税 
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外国親会社からの株式報酬の課税 

１．Stock Option（ストック・オプション）「税制非適格ストック・オプション」 

株式会社が、一定の期間に一定の価額（権利行使価額）で一定の株数の自社株を購入する権利を

与える制度。 

制度の流れ 

Grant（付与）→ Vesting period（権利行使制限期間）→ Exercise（権利行使）→ Sale（売却・譲渡） 

課税関係 

権利行使時に給与所得課税。譲渡時に株式譲渡所得課税。日本国内の子会社からもらう給与と合算

した確定申告が必要。 

株価 

（1 株当たり） 

課税なし 40 ドルが 

給与所得課税

30 ドルが 

株式譲渡所得課税

120ドル 

90 ドル 

50 ドル 

①権利付与（Grant） ②権利行使（Exercise） ③株式売却（Sale） 

株式譲渡所得 

30 ドル 

経済的利益 

40ドル 

Q6-7 私は外資系の会社に勤務しておりますが、ストック・オプションなど外国の親会社から直接も

らうインセンティブ報酬の税金について教えてください。 

A  代表的なものとしては、ストック・オプション（税制非適格）、リストリクテッド・ストック

（RS）、リストリクテッド・ストック・ユニット（RSU）、エンプロイー・ストック・パーチェス・

プラン（ESPP）、パフォーマンス・シェアなどがあります。 
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【解説】 

①１株 50 ドルで権利付与された。すなわち、将来、権利行使するときに、時価が 50 ドル以上

に上がっていても、50 ドルで購入できる権利を付与されたということ。権利を付与されただけ

で、この時は経済的利益を得ているわけではないので課税なし。 

②１株 90 ドルのときに権利行使した。すなわち、90 ドルのものを 50 ドルで購入できるので、

差額 40 ドルが経済的利益となり給与所得として課税される。 

③１株 120 ドルのときに株式を譲渡した。すなわち、120 ドルと 90 ドルの差額 30 ドルが株式譲

渡所得として課税される。 

※実際は②権利行使と③株式売却は同時に行われることが多い。その場合は、売却価額（90 ド

ル）と取得価額（有償 50 ドル＋無償 40ドル）は同額となり株式売却益は発生しない。 

労働保険の取扱い 

「ストック・オプション制度では、権利付与を受けた労働者が権利行使を行うか否か、また 

権利行使するとした場合において、その時期や株式売却時期をいつにするかを労働者が決定 

するものとしていることから、この制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額とも 

に労働者の判断に委ねられているため、労働の対償ではなく、労働基準法第 11 条の賃金には 

当たらないものである。」（平成９年６月１日付基発第 412 号）よって、ストック・オプション 

制度から得られる利益は社会保険料の算定対象に含まれない。 

２．Restricted Stock／RS（リストリクテッド・ストック／譲渡制限株式） 

株式会社が、一定の期間経過後に一括してあるいは何年かに分けて、自社株を無償で交付する制

度。現物株式が付与されるため制度内容によっては制限期間中であっても、付与された従業員等は、

議決権の行使や配当金を受ける権利を有することがある。ストック・オプションと異なり、権利行

使しなくても期間が経過すれば利益を得ることができる。 

制度の流れ 

Grant（付与）→ Vesting period（譲渡制限期間）→ Vest（譲渡制限解除）→ Sale（売却・譲渡） 

         Dividend（配当）         Dividend（配当） 

課税関係 

制限期間経過時（制限期間解除時）の時価と取得価額（通常 0）の差額に給与所得課税される。



91 

【例】 

【解説】 

①H30.1.10 無償で 120 株を権利付与された。 

1 年経過ごとに毎年 40株ずつ制限期間が解除されるという条件。 

②H31.1.10 1 年経過し、40 株が制限期間解除された。 

時価 10 ドルの株式を無償で取得したので、40 株×10 ドル＝400 ドルが、平成 30 年分の給与所

得として課税される。 

③R2.1.10 さらに 1年経過し、40 株が制限期間解除された。 

時価 15 ドルの株式を無償で取得したので、40 株×15 ドル＝600 ドルが、平成 31 年分の給与所

得として課税される。 

④R3.1.10 さらに 1年経過し、40 株が制限期間解除された。 

時価 8 ドルの株式を無償で取得したので、40 株×8 ドル＝320 ドルが、平成 32 年分の給与所得

として課税される。 

①H30.1.10 

権利付与 

（120 株） 

②R.1.10 

制限期間解除 

（40 株） 

40 株 

時価 1株 

10 ドル

40 株 40 株

③R2.1.10 

制限期間解除 

（40株） 

④R3.1.10 

制限期間解除 

（40 株） 

40 株×10ドル 

＝400 ドルが 

給与所得課税 

40 株×15ドル 

＝600 ドルが 

給与所得課税 

40 株×8ドル 

＝320 ドルが 

給与所得課税 

時価 1株 

15 ドル

時価 1株 

8 ドル
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３．Restricted Stock Unit／RSU（リストリクテッド・ストック・ユニット／制限株式ユニット） 

株式会社が、期間経過後に一括してあるいは何年かに分けて、株式と等価のユニット（交換単位

権）を無償で交付する制度。ユニットは現物株式ではないので直接の議決権はなく、配当相当額の

ユニットを受け取ることが多い。 

リストリクテッド・ストック（RS）とリストリクテッド・ストック・ユニット（RSU）は、

良く似た制度ではあるが、RS は譲渡制限付きの株式現物の交付を受けるのに対して、RSU は株

式現物ではなく株式と等価のユニットを取得するものである。 

制度の流れ 

Grant（付与）→ Vesting period（譲渡制限期間）→ Vest（譲渡制限解除） 

         Deemed dividend（配当相当手当）  Deemed dividend（配当相当手当） 

→ Convert（転換／ストック・ユニットを株に換えることができる期間）→ Sale（売却・譲渡） 

課税関係 

制限期間経過時（制限期間解除時）の時価に給与所得課税される。配当金相当額のユニットも制

限期間経過時の時価で給与所得課税される。日本国内の子会社からもらう給与と合算した確定申告

が必要。 

 配当相当金額は、給与所得として課税される。 

４．Employee Stock Purchase Plan／ESPP（エンプロイー・ストック・パーチェス・プラン／従業員持株購入制度） 

自社株を割引（通常 15％引き）で購入できる制度。外国法人の国内子会社が、その役員・使用人

の税引き後の給与から、毎月、役員・使用人が自ら定めた金額又は一定の率を基本給等に乗じて計

算した金額を控除し、これを外国法人を経由して、外国法人と外国証券会社との契約に基づいて開

設された役員・使用人の外国証券会社の個人口座に移動する。役員、使用人は毎年一定時期に、自

らの個人口座に積み立てられた資金を基に、外国法人の株式を市場価格に対して割り引かれた金額

で購入できる。アメリカ企業に多くみられる。 

制度の流れ 

ESPP deduction（給与控除）→ Pooling（積み立て）→ Discount purchase（割引購入）→ Sale（売却） 

課税関係 

・15％相当額を内国法人が支払った場合 ⇒ 給与所得として源泉徴収 

・15％相当額を外国法人が支払った場合 ⇒ 株の時価と給与天引額の差額を確定申告（総合課税） 

・株式売却時の時価と購入時の時価との差額が、株式譲渡所得として課税。 
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５．Performance Share（パフォーマンス・シェア） 

役員・使用人の勤務成績に応じて一定数の株式が当初付与（Initial grant）され、２～３年の制

限期間（Vesting period）経過後に、制限期間中（Vesting period）の勤務成績に応じた株数が、

最終付与（Final grant）される。当初付与（Initial grant）は、毎年されることが多い。 

当初付与された株数と最終付与された株数は同じ場合もあるが、制限期間中の成績が加味される

ため、必ずしも付与された株数と同じ株数が最終付与されるとは限らない。制限期間中の業績を加

味させることにより、役員・使用人のモチベーションを高めることができるので、インセンティブ

としての効果が RS や RSU と比べて大きいといえる。 

制度の流れ 

Initial grant（当初付与）→ Vesting period（制限期間）→ Final grant（最終付与）→ Sale（譲渡） 

課税関係 

制限期間が解除され、最終付与されたときの株式の時価で給与所得課税される。 

当初付与 

100株 

最終付与 

100株 

時価110ドル 

H30 

 H30.4.1 

譲渡 
この間の業績

が加味される 

H31.4.1 

③ ④ 

当初付与 

100株 

最終付与 

90株 

時価100ドル 

H29 

【例】  H29.4.1 

譲渡 この間の業績

が加味される 

H31.4.1制限期間 

① ② 

最終付与 

120株 

時価100ドル 

Ｒ１

 H31.4.1 

譲渡 この間の業績

が加味される 

R2.4.1 

⑤
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【解説】 

①H29.4.1 100 株が当初付与された。 

②Ｒ1.4.1 H29.4.1～Ｒ1.3.31 までの業績が加味され、当初付与より減らされた 90 株が 

最終付与された。 

90 株×100 ドル＝9,000 ドルが、H30 年分で給与所得課税。 

③H30.4.1 新たに 100 株が当初付与された。 

④Ｒ2.4.1 H30.4.1～Ｒ2.3.31 までの業績が加味され、当初付与どおり 100 株が最終付与 

された。 

100 株×110 ドル＝11,000 ドルが、Ｒ2年分で給与所得課税。 

⑤Ｒ1.4.1 新たに 120 株が当初付与された。 

⑥Ｒ3.4.1 Ｒ1.4.1～Ｒ3.4.1 までの業績が加味され、当初付与どおり 120 株が最終付与 

された。 

120 株×100 ドル＝12,000 ドルが、Ｒ3年分で給与所得課税。 
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【制度の概要】 

NISA 

Q6-8 平成 26 年から NISA が導入されましたが、どのような制度なのでしょうか。 

A     証券会社、銀行などの金融機関の営業所に開設された非課税口座内の上場株式、公

募株式投資信託などの配当・譲渡益に対して、毎年の新規投資額 120 万円（平成 28

年以後。平成 27 年以前は 100 万円）を上限として非課税とする制度です。平成 29

年度税制改正で、非課税期間終了後の移管（ロールオーバー）の上限額が撤廃されて

います。令和元年開設の非課税口座に移管されるものから適用になります。 
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ジュニア NISA 

Q6-9 平成 28 年からジュニア NISA が導入されましたが、どのような制度なのでしょうか。 

A   NISA の未成年者版で、未成年者口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益に対して、毎

年 80 万円を上限として非課税とする制度です。平成 29 年度税制改正で、非課税期間終

了後の移管（ロールオーバー）の上限額が撤廃されています。平成 33 年開設の非課税口

座に移管されるものから適用になります。

【制度の概要】 
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つみたて NISA 

Q6-10 つみたて NISA が導入されるとのことですが、どのような制度なのでしょうか。 

A  現行の NISA が積立型の投資に利用しにくいことを踏まえ、家計の安定的な資産形成

を支援する観点から、少額からの積立・分散投資を促進するために、つみたて NISA

が創設されました。 

   年間の投資上限額は 40 万円で、非課税期間は 20 年間、投資上限額は総額 800 万円

です。投資対象商品は、積立・分散投資に適した一定の公募等株式投資信託になりま

す。つみたて NISA は、現行の NISA とのいずれか選択になります。

【制度の概要】 
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国外転出時課税 

Q6-11  国外転出時課税について教えてください。 

A  平成 27 年 7 月 1 日以後に、国外転出をする居住者で 1 億円以上の対象資産を所

有している場合、国外転出をするときに所得税・復興特別所得税が課税されま

す。

1. ①②の両方に該当する者は、国外転出（国内に住所及び居所を有しなくなること）

のときに、対象資産の含み益に課税されるという制度です。 

① 居住者（国外転出前 10 年以内に国内に 5 年超、住所又は居所を有している者。

一定の在留資格を持って在留していた外国人も含みます。） 

② 1 億円以上の有価証券（株式、投資信託等）、匿名組合契約の出資の持ち分、未

決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引を有している者 

  国外に居住する親族等へ②の全部又は一部を贈与した場合、及び国外に居住する相

続人等が、②の全部または一部を相続などした場合も課税されます。 

2. 申告期限及び納期限は、納税管理人の届出を国外転出までに行うか否かにより、大

きく異なりますので注意が必要です。納税管理人の届出を提出しないで国外転出した

場合は、国外転出時までに確定申告することが必要です。 

(参照：国税庁ホームページ) 
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□7  仮想通貨（暗号資産）の税金 

１．仮想通貨（暗号資産）の現状と仕組み 

（１）呼称 

仮想通貨が決済手段として普及が進まない中、円やドルなど法定通貨との混同を防ぐた

め、20 か国・地域（Ｇ20）会議などで使われる国際標準に表現を統一しようとのことから、

2019 年 5月 31日に改正資金決済法が可決・成立し、仮想通貨の呼び名を「暗号資産（Crypto 

assets／ｸﾘﾌﾟﾄ・ｱｾｯﾂ）」に変えることとされました。2020 年 4月施行予定です。 

（注）本レジュメの作成時点において、改正資金決済法は施行前であるため、本レジュメでは仮想通貨の

呼称を使うこととします。

（２）仮想通貨の取引の概要 

 取引交換業者は令和元年９月６日現在、国内には 20 業者あります。 

 取引は現物の通貨があるわけではなく、すべてクラウド上で行われます。 

【取引の概要（例）】  

国内                               国外 

 Bit flyer テックビューロ Coin check など   

   〈取引所〉       〈取引所〉     〈取引所〉     ex． 

                                   BitStamp   

                                    BitFinex    

                                  BitMex     

                                                                    BitTrex     

  買う Poloniex

                                                                    Kraken      

                                                                    Binance など 

送金    入金   

ﾋﾞｯﾄｺｲﾝ､ｲｰｻﾘｱﾑ 

売る 

     買う 

ﾋﾞｯﾄｺｲﾝ､ﾈﾑ

ﾓﾅｺｲﾝ

ﾋﾞｯﾄｺｲﾝ､ﾈﾑ

ｲｰｻﾘｱﾑ､ﾘｯﾌﾟﾙ

ﾌｧｸﾄﾑ などＡさんの 

口座 

Ａさんの 

銀行口座 

【説明】 

ビットコインを取引したい場合は、Bitflyer、テックビューロ、Coincheck な

どビットコインを扱っている取引所、ネムを取引したい場合は、ネムを扱ってい

るテックビューロや Coincheck などの取引所を選択し取引を開始します。 

Ｑ ビットコインをはじめとする仮想通貨の仕組みと税金の取扱いについて教えてくだ

さい。 

Ａ 所得税の課税対象となるのは、①仮想通貨を売却した場合 ②仮想通貨で商品を購

入した場合 ③仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合 ④マイニングで仮想通貨を取

得した場合で、原則として雑所得として課税されます。 
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 ブロックチェーン 

入替えできない            入替えできない 

① 円は中央銀行（日銀）が発行し、通貨の量をコントロールしますが、仮想通貨は中央

銀行がなく参加者が相互に監視する（取引の正しさを承認する。）仕組みになっています。 

② 取引を 10分ごとにまとめ、一つのブロックとします。一つのブロックに数百～数千の

取引記録が格納されます。 

③ 一つのブロックにされると、マイニング作業が始まります（ブロックに記録された取

引が正しいかどうかの検証を行う。）。承認作業をする人が「マイナー（採掘者）」です。 

④ 最後のブロックに付ける(チェーンでつなげる)には、規則にそった鍵が必要です。鍵

を見つけるには、何億回、何兆回の試行錯誤が必要です。ブロックの前後を入れ替える

ことはできません。 

⑤ 一番先に検証しカギを見つけた人は、例えば、12.5 ビットコイン（1BTC10 万円とする

と 125 万円）もらえます。 

２．仮想通貨の税務 

（１）所得税の取扱い 

 ① 仮想通貨を売却した場合 

保有する仮想通貨を売却した場合、売却価額と仮想通貨の取得価額の差額が所得金額と

なります。 

※以下、例１で簡単な事例、例２で国税庁ＨＰに掲載されている事例を紹介します。 

【例１／著者作成】 

《例》１ビットコイン（BTC）= 200,000 円で購入し、１BTC＝1,000,000 円に値上

がりしたときに売却した。 

【計算式】 1,000,000 円－200,000 円＝800,000 円（所得金額） 

Ａブロック Ｂブロック Ｃブロック チェーン チェーン 
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【例２／国税庁ＨＰ掲載】 

② 仮想通貨で商品を購入した場合 

保有する仮想通貨を使用して商品を購入した場合、商品の購入価額と仮想通貨の取得価

額の差額が所得金額となります。 

【例１／著者作成】 

少し見方を変えますと、保有する仮想通貨で商品を購入した場合、保有する仮想通貨を

譲渡したことになりますので、この譲渡に係る所得金額は、その仮想通貨の譲渡価額と譲

渡した仮想通貨の取得価額との差額となります。 

《例》１BTC= 200,000 円で購入し、１BTC＝1,000,000 円に値上がりしたときに

1,000,000 円の家電製品を購入した。 

1,000,000 円－200,000 円＝800,000 円（所得金額） 

《例》・ ３月９日 2,000,000 円で４ビットコインを購入した。  

 ・ ５月 20 日 0.2 ビットコインを 110,000 円で売却した。  

（注）上記取引において仮想通貨の売買手数料については勘案していない。 

【計算式】110,000 円 － (2,000,000 円÷４ビットコイン） × 0.2 ビット 

[売却価額]      [１ビットコイン当たりの取得価額]     [売却した数量]   

コイン ＝ 10,000 円（注）

           [所得金額]  

（注） その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。  

【関係法令等】  

所法 36、37 

法法 22、22 の２ 
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  【例２／国税庁ＨＰ掲載】 

③ 仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合 

  保有する仮想通貨を他の仮想通貨に交換した場合、交換により取得した仮想通貨の時価

（購入価額）と交換に出した仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。 

  【例１／著者作成】 

《例》１BTC= 200,000 円で購入し、１BTC＝1,000,000 円に値上がりしたときに、全

額をモナコイン（MONA）の取得に使用した。 

     1,000,000 円－200,000 円＝800,000 円（所得金額） 

《例》・ ３月９日 2,000,000 円で４ビットコインを購入した。  

・ ９月 28 日 162,000 円（消費税等込）の商品を購入する際の決済に 0.3 

ビットコインを支払った。なお、取引時における交換レートは１ビットコイン

＝540,000 円であった。  

（注） 上記取引において仮想通貨の売買手数料については勘案していない。 

【計算式】 162,000 円 － (2,000,000 円÷４ビットコイン） × 0.3 ビットコイ 

[商品価額（注２）]   [１ビットコイン当たりの取得価額]      [支払った数量] 

ン ＝ 12,000 円（注１）

            [所得金額]   

（注）１ その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。  

２ 上記の「商品価額」とは、その商品を日本円で購入する場合の支払総額（消費税等込）をいいます。 

【関係法令等】  

所法 36、37 

法法 22、22 の２ 

【説明】(筆者追記) 

162,000 円の商品を買うために、時価 540,000 円×0.3＝162,000 円のビッ

トコインを売った。ビットコインの購入価額は 500,000 円(200 万円÷４ビ

ットコイン)だった。∴162,000 円－150,000 円＝12,000 円が所得。 
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  少し見方を変えますと、保有する仮想通貨Ａを他の仮想通貨Ｂと交換した場合、仮想通

貨Ａで仮想通貨Ｂを購入したことになりますので、 「② 仮想通貨で商品を購入した場合」

と同様に所得金額を計算することとなります。 

【例２／国税庁ＨＰ掲載】 

④ マイニングで仮想通貨を取得した場合 

  マイニングの報酬として受け取った金額（収入金額）から、マイニングを行うために要

した費用（必要経費）を差し引いた金額が所得金額となります。 

《例》マイニングした報酬として１BTC＝1,000,000 円を受け取り、マイニングのため

の費用として電気代等に 100,000 円かかった。 

    1,000,000 円－100,000 円＝900,000 円（所得金額） 

《例》・ ３月９日 2,000,000 円で４ビットコイン(Ａ)を購入した。  

・ 11 月２日 10 リップル(Ｂ)を購入する際の決済に１ビットコインを支払っ

た。なお、取引時における交換レートは１リップル＝60,000 円であった。  

（注） 上記取引において仮想通貨の売買手数料については勘案していない。 

【計算式】（60,000 円×10 リップル）－ (2,000,000 円÷４ビットコイン）×１ビッ 

[Ｂの購入価額（注２）]       [Ａの１単位当たりの取得価額]   [支払った数量]

トコイン ＝ 100,000 円（注１）

[所得金額]

（注）１ その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額となります。  

     ２ 上記の「Ｂの購入価額」とは、この取引と同じ時点で同じ数量の仮想通貨Ｂを日本円で購入する場合の

支払総額をいいます。 

【関係法令等】  

所法 36、37 

法法 22、22 の２ 

【説明】(筆者追記) 

600,000 円相当リップルを買うために、500,000 円相当ﾋﾞｯﾄｺｲﾝを売却（使

用）した。∴600,000 円－500,000 円＝100,000 円が所得。 
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⑤ 仮想通貨の取得価額 

同一の仮想通貨を 2 回以上にわたって取得した場合、取得価額の算定方法は、仮想通貨

の種類ごとに総平均法又は移動平均法のいずれかを選定する必要があります。選定しなか

った場合は総平均法となります。 

⑥ 仮想通貨の分裂（分岐）により仮想通貨を取得した場合 

仮想通貨の分裂（分岐）により新たに誕生した仮想通貨を取得した場合、課税対象となる

所得は生じません。  

       所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を

基にして所得金額を計算します。  

     しかしながら、仮想通貨の分裂（分岐）に伴い取得した新たな仮想通貨については、 

分裂（分岐）時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していな

かったと考えられます。  

        したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は使用した時

点において所得が生ずることとなります。  

   なお、その新たな仮想通貨の取得価額は０円となります。    （出典：国税庁ホームページ）

《例》1月 1日に 1,000,000 円で 4BTC を取得。さらに、2月 1日に 1,800,000 円で

6BTC を取得。 

【総平均法】 

 （1,000,000 円+1,800,000 円）÷(4BTC+6BTC)= 280,000 円（1BTC） 

《分裂例》 

ビットコイン       ビットコインキャッシュ(H29.8.2) 

             ビットコインゴールド(H29.10.24～11.頃) 

             ビットコインダイヤモンド(H29.11.24) 

- 利便性を改善する目的などから分裂する。 

- マイナー(採掘者)主導で分裂させている。分裂させれば競合するマイナーが減るため、マイ

ナー報酬を多く得られる可能性が高まる。 

- 分裂時に情報はコピーされる。元の台帳の取引履歴は正当なものとして扱われる。 

- 分裂しても、そもそも取引所で価値が付かない可能性もある。取引所で扱わない場合もあ

る。 
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⑦ 仮想通貨で得た利益の所得区分及び損益通算 

   仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益は、原則として雑所得になります。 

仮想通貨取引により生じた損益（邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益）

は 、（イ）その仮想通貨取引自体が事業と認められる場合（注１）、（ロ）その仮想通貨取

引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合（注２） を除き、雑所得に区

分されます。  

（注）１ 「仮想通貨取引自体が事業と認められる場合」とは、例えば、仮想通貨取引の収入によって生計を立てているこ

とが客観的に明らかである場合などが該当し、この場合は事業所得に区分されます。  

２ 「仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」とは、例えば、事業所得者が、事業

用資産として仮想通貨を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として使用した場合が該当します。  

（出典：国税庁ホームページ）

  なお、仮想通貨で得た利益は総合課税の雑所得ですので、損失が生じた場合、公的年金

等他の雑所得との損益通算はできますが、給与所得、不動産所得等他の所得と損益通算す

ることはできません。また、FX取引のような申告分離課税の雑所得との損益通算もできま

せん。仮想通貨の取引を信用取引（証拠金取引）で行っていた場合も総合課税の雑所得と

され、申告分離課税の雑所得とされることはありません。 

⑧ 仮想通貨の必要経費 

仮想通貨の売却による所得の計算上、必要経費となるものには、例えば次の費用があり

ます。 

  ・ 売却した仮想通貨の取得価額  

  ・ 売却の際に支払った手数料  

    このほか、インターネットやスマートフォン等の回線利用料、パソコン等の購入費用な

どについても、仮想通貨の売却のために必要な支出であると認められる部分の金額に限り、

必要経費に算入することができます。  

⑨ 仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合 

 顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に補償金が支払われた場合、その金銭は、

仮想通貨に代えて支払われるものであり、その補償金と同額で仮想通貨を売却したことと

同じと考えられるので、雑所得となります。非課税の損害賠償金にはなりません。 

   補償金の金額が、仮想通貨の取得価額を上回る場合は雑所得となり、下回る場合はその損

失を他の雑所得と通算することができます。 
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⑩ 仮想通貨の購入価額や売却価額が分からない場合 

(１) 国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨取引 

平成 30年 1月 1日以後の仮想通貨取引については、国税庁から仮想通貨交換業者に対

して、「年間取引報告書」の交付をお願いしているので、それに基づいて計算します。 

 (２) (１)以外の仮想通貨取引（国外の仮想通貨交換業者・個人間取引） 

   個々の仮想通貨の購入価額や売却価額について、例えば次の方法で確認します。 

   ① 仮想通貨を購入した際に利用した銀行口座の出金状況や、仮想通貨を売却した際

に利用した銀行口座の入金状況から、仮想通貨の購入価額や売却価額を確認します。 

   ② 仮想通貨取引の履歴及び仮想通貨交換業者が公表する取引相場を利用して、仮想

通貨の購入価額や売却価額を確認します。         （参照：国税庁ホームページ）

⑪ 国外財産調書及び財産債務調書への記載の要否 

仮想通貨は、国外送金等調書規則第12条第３項第６号の規定により、財産を有する方の

住所（住所を有しない方にあっては、居所）の所在により「国外にある」かどうかを判定

する財産に該当します。また、国外財産調書は、居住者の方（国内に住所を有し、又は現

在まで引き続いて１年以上居所を有する個人をいい、非永住者の方を除きます。）が提出

することとされています。 

したがって、居住者の方が国外の仮想通貨取引所に保有する仮想通貨は、「国外にある財

産」とはなりませんので、国外財産調書の対象にはなりません。 

《コラム》 

仮想通貨の流出やトラブル 

取引所名等 被害額 

マウントゴックス(日本) H26 約 480 億円相当ﾋﾞｯﾄｺｲﾝ 

ビットフィネックス(香港)H28 約 66 億円相当ﾋﾞｯﾄｺｲﾝ 

THE  DAO(ドイツ)H28 約 52 億円相当 

ナイスハッシュ(スロベニア)H29 約 72 億円相当 

コインチェック(日本)H30 約 580 億円相当ネム 

ザイフ(日本)H30 約 70 億円相当ﾋﾞｯﾄｺｲﾝなど 

バイナンス(モナコ)H31.5 約 45 億円相当ﾋﾞｯﾄｺｲﾝ 

ビットポイント(日本)R元.7 約 35 億円相当ﾋﾞｯﾄｺｲﾝなど 
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  財産債務調書については、仮想通貨は、財産の区分のうち「その他の財産」に該当し、

国内、国外の財産ともに記載する必要がありますので、仮想通貨についても記載する必要

があります。                       （出典：国税庁ホームページ）

⑬ 年間取引報告書を活用した仮想取引の所得金額の計算 

１ ２

３ ４ 
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(出典：国税庁ホームページ) 

(注) 「仮想通貨取引等に係る申告等の環境整備に関する研究会」(国税庁、金融庁、仮想通貨団

体で構成)において、仮想通貨取引に関して正確な所得計算のために、「年間取引報告書」な

どを交換業者から顧客へ提供することが検討されてきています(H30 年分から実施)。 

１ ２

３ ４

５ ６

５
６ 

740,000×2.24,440,000÷6.0 ７ ８

８ ９ 10 

 令和元年分 
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（２）消費税の取扱い 

  平成29年度税制改正で、仮想通貨の譲渡は消費税が非課税とされました。すなわち、

消費税法上、支払手段及びこれに類するものの譲渡は非課税とされており、国内の仮

想通貨交換業者を通じた仮想通貨の譲渡は、この支払手段等の譲渡に該当し、消費税

は非課税となります。また、課税売上割合の計算上、非課税売上高に含めないものと

されました。 

  この取り扱いは、平成 29 年 7月 1 日以後に行うものについて適用されます。 

  また、平成 29 年 7 月 1 日以後の課税期間において、基準期間が平成 29 年 7 月 1 日

前であるときは、仮想通貨は非課税として取り扱われることとされています（平 29 政

109 附則３）。したがって、平成 30年分の納税義務の判定において、平成 28 年分の仮

想通貨売上は含めないで判定してよい。 

           H28             H29 7/1     H30 

課税売上は仮想通貨売上 課税売上 課税売上

4,000 万円のみ  800 万円 3,000 万円 

平成 30年分の納税義務の判定において、        ∴消費税納税義務なし 

        これは非課税と扱われる。 

（３）源泉所得税の取扱い 

問 10月10日従業員の９月分給与について、200,000円を現金で支払い、一部を当社が保

有する仮想通貨（給与支給時の取引価格は50,000円）で支払った。 

答 従業員の給与の支給額は、現金200,000円と仮想通貨の価額50,000円を合計した250,000

円となりますので、250,000円を給与の支給額（月額）として源泉徴収税額を計算すること

になります。 

給与は、金銭で支給されるのが一般的ですが、お尋ねのケースのように、労働協約で別段

の定めを設け給与の一部を仮想通貨で支給する場合、その仮想通貨による支給分も給与所得

の収入金額に該当します。 

したがって、源泉徴収義務者である貴社は、給与の支払の際、仮想通貨の支給分も合わせ

て源泉徴収税額の計算を行うことになります。 

なお、現金以外の現物給与については、その経済的利益を評価する必要がありますが、仮

想通貨の場合は、その支給時の価額で評価することになります。 

（出典：国税庁ホームページ）
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（４）相続税・贈与税の取扱い 

被相続人等から仮想通貨を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相

続税又は贈与税が課税されます。 

評価方法は、活発な市場が存在する仮想通貨は相続人等の納税義務者が取引を行っ

ている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。

活発な市場が存在しない仮想通貨の場合には、客観的な交換価値を示す一定の相場が

成立していないため、その仮想通貨の内容や性質、取引実態等を勘案し、個別に評価し

ます。 

※ 相続人からの請求により仮想通貨交換業者は、「残高証明書」等を交付します。また、

被相続人の確定申告の関係から、被相続人の生前の「取引明細書」も交付します。 

（５）財務大臣への報告 

外為法により、日本と外国との間又は居住者と非居住者との間で、3,000 万円相当額

を超える仮想通貨を用いて行った取引があった場合、「支払又は支払の受領に関する

報告書」により財務大臣への報告が必要になります。 

  実務上は、該当する場合は、送金する際に窓口で報告書の様式を渡されますので、そ

の様式に記載の上、提出することになります。 

  3,000 万円を超えるかどうか判断する際の換算方法について、外為法省令及び通達

が改正され、平成 30年 6 月 1 日から施行・適用されています。

（６）税務当局による照会手続きの整備（令和元年度税制改正） 

仮想通貨取引やインターネット取引の普及に伴う納税環境の変化に対応して、適正・公平

な課税を推進する観点から、国税当局の情報収集体制を強化することとされました。具体的

には次のような対策が講じられます。 

  高額・悪質な無申告者等を特定するため、次の要件の全てを満たす場合は、所轄国税局長

は、60 日を超えない範囲内で、その準備に通常要する日数を勘案して定める日までに、報告

を求めることができるとされました。 

 ① 特定取引者の国税について、更正決定等をすべきこととなる相当程度の可能性がある

場合 

 ② この報告の求めによらなければ、特定取引者を特定することが困難である場合 

イ 特定取引者とは、事業者等との取引（事業者等を介して行われる取引を含む。）を行

う不特定の者をいいます。 

ロ 更正決定等をすべきこととなる相当程度の可能性がある場合とは、次のいずれかに

該当する場合をいいます。 

（イ）特定取引と同種の取引を行う者（その取引に係る課税標準等が年間 1,000 万   
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円を超える者に限る）に対する国税調査で、その半数以上の者について、更正決定

等すべきと認められる場合 

   （ロ）特定取引に係る物品又は役務を用いることにより、当該特定取引に係る課税標準

等・税額等について国税に関する法律の規定に違反すると認められる場合 

   （ハ）特定取引が経済的観点から見て、通常であれば採られないような不合理な取引態

様であることにより、違法行為の存在を推認させる場合 

     なお、所轄国税局長は、報告の求めを行う場合には、事業者等の事務負担に配慮する

とともに、報告を求める事項を書面で事業者等に通知しなければならないこととされ

ています。また、報告の求めに対する拒否又は虚偽報告については、罰則が設けられて

います。さらに、報告の求めについては、不服申し立て又は訴訟の対象とするほか、所

要の措置が講じられます。 

※ 照会する情報は「氏名等」に限定されます。ただし、「氏名等」とは、氏名並びに

（保有している場合には）住所及び番号（個人/法人）をいうとされており、いわ

ゆるマイナンバーによる照会も可能とされています。

※ 適用関係令和 2年１月１日以後に行う協力又は国税庁長官の承認を受けてする報

告の求めについて適用されます。  

《コラム》 

国税庁の発表では平成 30年分確定申告で、公的年金以外の雑所得が 1億円以上あっ

た人のうち、仮想通貨取引があった人は 271人（平成 29 年分は 331 人）とされてい

ます。 


