第14章
１．証券税制の変遷
（１）

証券税制

わが国の所得税制は，基本的に総合所得税を建

前としており，その源流は戦後のシャウプ勧告にまで遡る。1950年から実施さ
れたシャウプ税制では，利子，配当だけでなく有価証券譲渡益も全額総合課税
（譲渡損失は全額控除）の対象となった。しかし占領終了後，主に資本蓄積促
進という政策的観点から，利子については分離課税が認められ，譲渡益にい
たっては原則非課税となるなど，総合所得税の理想は急速に崩壊していった。
そして1987－1989年の抜本的税制改革において，現行所得税制の基礎的枠組み
が形成された。その際，10.5－70％の15段階であった所得税の税率構造が10－
50％の５段階にフラット化されるとともに，利子所得の一律源泉分離課税・非
課税貯蓄制度の原則廃止・有価証券譲渡益の原則分離課税化など金融所得課税
の抜本的な見直しが行われた。なお所得税率に関しては，1999年度税制改正に
おいて10－37％の４段階に，2006年度税制改正において５－40％の６段階に改
正された。さらに2013年度税制改正では，格差の是正および所得再分配機能の
回復の観点から，2015年分の所得税より，課税所得4,000万円超について45％
の税率が設けられることになった。また，法人税の基本税率は2016年度税制改
正により，2016年度には23.9％から23.4％に引き下げられ，さらに2018年度に
は23.2％に引き下げられた。これにより国・地方合わせた法人税率（法人所得
課税の実効税率）は29.74％になった。
証券税制の1990年代後半から2000年代初頭における主な動向としては，1998
年にストック・オプション，特定目的会社，会社型投資信託等に対する税制が
整備された。1999年４月からは長年の懸案事項であった有価証券取引税および
取引所税（先物・オプション取引にかかる税）が廃止されている。2000年には
エンジェル税制が拡充され，2001年には長期保有株式の少額譲渡益非課税制度
（１年超保有上場株式等の100万円特別控除）や緊急投資優遇措置（元本1,000
万円までの非課税措置）が創設された。2002年度税制改正では2003年１月より
特定口座制度が導入され，さらに老人等の少額貯蓄非課税制度（老人等のマル
優制度）が障害者等の少額貯蓄非課税制度（障害者等のマル優制度）に改組さ
れることとなった。
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証券税制の変遷（1949年～2002年）
年

主な改正事項

1949年
1950年
1951年
1952年
1953年

シャウプ勧告
利子・配当・有価証券譲渡益の総合課税化
利子の源泉分離選択課税（50％）の復活
配当の源泉徴収（20％）復活
有価証券譲渡益の原則非課税化
有価証券取引税の創設（株式等0.15％）
利子の一律源泉分離課税（10％）
配当の源泉徴収税率の引下げ（20％→15％）
利子非課税化
配当の源泉徴収税率の引下げ（15％→10％）
短期貯蓄（１年未満）のみ源泉分離課税復活（10％）
長期貯蓄の源泉分離課税復活（10％）
有価証券譲渡益のうち一定の大口取引の課税化

1954年
1955年
1957年
1959年
1961年
1962年
1963年
1965年

利子・配当の源泉徴収税率の引下げ（10％→５％）
利子・配当の源泉徴収税率の引上げ（５％→10％）
配当の源泉分離選択課税（15％），申告不要制度の導入
利子・配当の源泉徴収税率の引上げ（10％→15％）
配当の源泉選択税率の引上げ（15％→20％）

1967年
1969年
1970年
1971年
1973年

利子の源泉分離選択課税（20％）の復活
利子・配当の源泉選択税率の引上げ（20％→25％）
有価証券取引税の税率引上げ（株式等0.15％→0.3％）
利子・配当の源泉選択税率の引上げ（25％→30％）
利子・配当の源泉徴収税率の引上げ（15％→20％）
利子・配当の源泉選択税率の引上げ（30％→35％）
有価証券取引税の税率引上げ（株式等0.3％→0.45％）
有価証券取引税の税率引上げ（株式等0.45％→0.55％）

1976年
1978年

1998年
1999年
2001年
2002年

抜本的税制改革
・マル優原則廃止
・利子一律源泉分離課税（20％）
（金融類似商品なども同様の課税）
・有価証券譲渡益の原則課税化
（譲渡代金の１％による源泉分離課税の導入）
・有価証券取引税の税率引下げ（株式等0.55％→0.3％）


1995年
1996年



1981年
1984年
1987年
1988年
1989年

所得税の税率構造
20－55％の８段階

15－65％の11段階

10－70％の13段階

８－75％の15段階

10－75％の16段階
10－75％の19段階

（1971年 と1974年 に，
税率ブラケットの適用
課税所得額の引上げ）

10.5－70％の15段階
10.5－60％の12段階
10－50％の５段階

（1995年に，税率ブラ

ケットの適用課税所得
有価証券譲渡益課税の適正化（みなし譲渡益５％→5.25％）
額の引上げ）
有価証券取引税の税率引下げ（株式等0.3％→0.12％）
有価証券取引税の税率引下げ（株式等0.12％→0.06％）
有価証券取引税の廃止
10－37％の４段階
長期保有株式の少額譲渡益非課税制度の創設（2003年度税制改正により廃止）
緊急投資優遇措置の創設
特定口座制度の創設（2003年１月実施）
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２．証券税制の変遷
（２）

2003年以降の証券税制については，上場株式等

の配当・譲渡所得等に対する優遇税率に関する改正，損益通算の範囲拡大に関
する改正，非課税制度に関する改正などが行われている。
優遇税率に関する改正としては，まず2003年度税制改正において，上場株式
等の配当・譲渡益，公募株式投資信託の収益分配金について，20％（所得税
15％，住民税５％）の源泉徴収のみで納税が完了する仕組み（申告不要制度）
が導入されるのと同時に，これらについて，時限的に10％の優遇税率が適用さ
れることになった。2004年度税制改正では公募株式投資信託の譲渡益課税にも
優遇税率が適用されることになった。また，2007年度税制改正ではこうした上
場株式等の配当・譲渡所得等に対する優遇税率の適用期限が１年延長された。
さらに，2009年度税制改正により優遇税率の適用期限が３年延長された。2011
年度税制改正においても２年延長され，優遇税率は結局2013年末まで適用され
た。なお東日本大震災からの復興のため，個人に対しては2013年から2037年ま
で，復興特別所得税が課されている。
損益通算の範囲拡大に関する動向としては，2003年度税制改正において公募
株式投資信託の償還（解約）損と株式等譲渡益との通算が可能となった。2004
年度税制改正では公募株式投資信託の譲渡損失が繰越控除制度（３年）の対象
に追加された。また，2008年度税制改正では個人投資家の株式投資リスクを軽
減するため，2009年より，上場株式等の譲渡損失と配当との間の損益通算の仕
組みを導入することになった。2009年は損益通算できる上場株式等の配当所得
の金額は申告分離課税を選択したものに限られるが，2010年からは源泉徴収口
座内における損益通算が可能になった。さらに2013年度税制改正により，2016
年から公社債等に対する課税方式が変更され，特定公社債の利子・譲渡損益並
びに上場株式等に係る所得等の損益通算が可能になっている。
非課税制度については，NISA が2014年に，ジュニア NISA が2016年に，つ
み た て NISA が2018年 に 導 入 さ れ て い る。 ま た2020年 度 税 制 改 正 に よ り，
NISA の見直し・延長，つみたて NISA の延長が行われることになっている
（ジュニア NISA については延長せず2023年末で終了）。
また，所得税の確定申告期間が延長されるなど，新型コロナウイルス感染症
への対応として様々な税制上の特別措置が講じられている。
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証券税制の変遷（2003年～）
年
2003年

主な改正事項

所得税の税率構造

上場株式等の配当・譲渡益に係る優遇措置を導入
長期保有株式の少額譲渡益非課税制度の廃止

2004年

公募株式投資信託の収益分配金・譲渡益に係る優遇措置を導入
非上場株式の譲渡益課税の税率引下げ（26％→20％）

2007年

上場株式等の配当・譲渡益に係る優遇税率の適用期限を１年間延長

2009年

上場株式等の譲渡損失と配当との間の損益通算の仕組みを導入

５－40％の６段階

上場株式等の配当・譲渡益に係る優遇税率の適用期限を３年間延長
2011年
2014年

上場株式等の配当・譲渡益に係る優遇税率の適用期限を２年間延長
NISA の導入

５－45％の７段階

2015年
2016年

公社債等に対する課税方式の変更・損益通算の範囲拡大
ジュニア NISA の導入

2018年

つみたて NISA の導入

2020年

公募投資信託等の内外二重課税の調整措置（外国税額控除）の導入

NISA 制度の見直し・延長
現

成長資金の供給拡大
長期保有の株主育成

行

安定的な資産形成

改正後（2024年以降）

２
階

非課税期間20年

非課税期間５年
（600万円）

安定的な資産形成

非課税期間５年
（510万円）

１
階

安定的な資産形成

成長資金の供給拡大
長期保有の株主育成

非課税期間20年

１
階

安定的な資産形成
非課税期間５年
（100万円）

OR
一般 NISA
（2023年まで）

OR
つみたて NISA
（2037年まで）

新・NISA
（2024年から
５年の措置）

つみたて NISA
（2042年まで
５年延長）
※2023年まで20年間の積立確保

〔出所〕 財務省パンフレット「令和２年度税制改正」より作成
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３．利子課税

2013年度税制改正により2016年から利子所得に対する税制

が大きく変わった。現行制度の概要は以下のとおりである。特定公社債の利子，
公募公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益分配金については，
20％（復興特別所得税を含めると20.315％）の税率で源泉徴収された後に申告
分離課税又は申告不要が適用される。特定公社債とは，国債，地方債，外国国
債，公募公社債，上場公社債などの一定の公社債のことである。また，預貯金
の利子，特定公社債以外の公社債の利子，合同運用信託及び私募公社債投資信
託の収益分配金は原則，利子所得として一律20％（復興特別所得税を含めると
20.315％）の税率で源泉分離課税される。なお，納税貯蓄組合預金の利子，納
税準備預金の利子やいわゆる子供銀行の預貯金等の利子は非課税である。
また，金融類似商品の収益（定期積金の給付補てん金，銀行法第２条第４項
の契約に基づく給付補てん金，一定の契約により支払われる抵当証券の利息，
金投資口座の利益，外貨投資口座の為替差益，一時払養老保険や一時払損害保
険などで一定の要件を満たすものの差益など）については，一律20％（復興特
別所得税を含めると20.315％）の税率で源泉分離課税される。
利子所得に対する非課税制度には，障害者等の少額貯蓄非課税制度と勤労者
財産形成貯蓄の利子非課税制度（財形非課税制度）がある。
障害者等の少額貯蓄非課税制度には，障害者等の少額預金の利子所得等の非
課税制度（通称，障害者等のマル優）
，障害者等の少額公債の利子の非課税制
度（通称，障害者等の特別マル優）があり，それぞれについて元本350万円が
非課税限度額である。したがってこれら全てを利用すれば，一人元本700万円
までの収益については非課税となる。なお障害者等の郵便貯金の利子所得の非
課税制度は，郵政民営化に伴い廃止された。ここで障害者等に該当するのは，
身体障害者手帳の交付を受けている人，障害年金を受けている人，遺族年金や
寡婦年金を受けている妻などである。
財形非課税制度には，勤労者財産形成住宅貯蓄（財形住宅貯蓄）と勤労者財
産形成年金貯蓄（財形年金貯蓄）がある。これらは，それぞれ勤労者（55歳未
満）の住宅取得の奨励，老後の生活の安定を目的とし，両者を合わせて元本
550万円までの利子等が非課税となる。ただし生命保険，損害保険等を利用し
た財形年金貯蓄の非課税限度額は385万円となっている。
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利子課税の概要
区

分

概

要

 定公社債の利子，公募公社債投資信託及 申告分離課税又は申告不要
特
び公募公社債等運用投資信託の収益分配金 （20％の源泉徴収：住民税５％を含む）
 貯金の利子，特定公社債以外の公社債の
預
源泉分離課税
利子，合同運用信託及び私募公社債投資信
（20％：住民税５％を含む）
（注1）
託の収益分配金
・障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
制度（元本350万円まで）
・障 害者等の少額公債の利子の非課税制度
（元本350万円まで）
・財形住宅貯蓄非課税制度，財形年金貯蓄非
課税制度（元本550万円まで）

非課税貯蓄制度

（注） １．同族会社が発行した社債の利子でその株主である役員等が支払を受けるもの，同族会社が
発行した社債の利子でその役員等が関係法人を同族会社との間に介在させて支払を受ける
ものは，総合課税の対象となる。
２．2013年から2037年までは復興特別所得税も課される。
〔出所〕 財務省，国税庁の各種資料より作成

利子所得等の課税状況（2020年）
区

分

支払金額

（単位：百万円）

うち課税分

源泉徴収税額

公債

3,130,335

37,555

5,936

社債

1,339,015

233,345

33,618

預貯金（銀行預金）

553,220

477,995

72,832

預貯金（その他）

386,013

220,665

33,460

15,080

9,249

1,402

合同運用信託
公社債投資信託
特定公社債等の利子等（源泉徴収義務特例分）
割引債の償還差益
その他
合計

58,706

53,906

6,467

535,012

132,644

20,377

1,552

1,552

276

767,323

641,691

122,980

6,786,256

1,808,602

297,348

（注） １．
「課税分」には，個人のほか，法人の受取分も含まれている。
２．
「特定公社債等の利子等（源泉徴収義務特例分）」は，支払の取扱者が所得の支払者に代わっ
て源泉徴収を行い，国に納付する特例分である。
３．
「割引債の償還差益」の「支払金額」及び「源泉徴収税額」は個人のほか，法人の受取分も
含まれている。
４．四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
〔出所〕 国税庁ホームページより作成
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４．配当課税

株主や出資者が法人から受ける配当や公募株式投資信託の

収益の分配などに係る所得は，復興特別所得税を考慮しなければ，配当所得と
して20％の税率で源泉徴収したうえで総合課税を行うことが原則となってい
る。総合課税となった場合は，法人税との二重課税を調整するために配当の一
定割合を税額控除（配当控除）することができる。
公募株式投資信託の収益の分配等および大口（発行済株式総数の３％以上を
保有している場合）以外の上場株式等の配当等については，総合課税，申告分
離課税，申告不要（源泉徴収のみ）のいずれかを選択できる。源泉徴収税率は，
時限的に10％（2013年は10.147％）の軽減税率であったが，2014年から2037年
までは20.315％，それ以降は20％の税率が適用される。申告分離課税の税率も
時限的に10％（2013年は10.147％）の軽減税率であったが，2014年から2037年
までは20.315％，それ以降は20％の税率が適用される。なお，申告分離課税が
選択できるようになったのは2009年からである。また，2010年からは源泉徴収
口座への上場株式等の配当等の受入れも可能となっている。ここでいう「上場
株式等」は国内・国外の証券取引所等に上場している株式等のことであり，
ETF 等も含まれる。
一方，上場株式等以外の株式（非上場株式）の配当金および個人の大口株主
の配当金については，20％（2013年から2037年までは20.42％）の源泉徴収の
うえで総合課税の扱いを受ける。このとき，一回の支払配当の金額が10万円を
配当計算期間であん分した金額以下のものについては申告不要を選択できる。
ただし，住民税については総合課税となる。
公募株式投資信託からの収益分配金については，総合課税を選択した場合に
は配当控除が認められる。ただし，株式投資信託の外貨建資産割合と非株式割
合に応じて配当控除率が異なり，外貨建資産割合と非株式割合のうち少なくと
も一方が75％超の場合には配当控除は認められない。また契約型の私募株式投
資信託（10節参照）からの収益分配金は，原則として源泉徴収がなされたうえ
で総合課税となる（配当控除可）
。
配当所得金額を計算するにあたっては，株式等を取得するために必要とした
負債にかかる支払い利子を控除することができる。ただし負債利子控除が認め
られるのは確定申告をする場合についてのみである。
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配当課税の概要
区

分

概

要

公募株式投資信託の収益の分配等 ・総合課税
上場株式等の配当等×
（所得税５～45％，住民税10％）
（配当控除適用可）
上場株式等の配当
（注1）

（大口以外）等

・申告分離課税
上場株式等の配当等×
（所得税15％，住民税５％）
のどちらかを選択
（申告不要とすることも可）

剰余金の配
当，利益の

総合課税（配当控除）（所得税５～45％，住民税10％）

配当，剰余

上記以外

金の分配等

（20％の源泉徴収）
（所得税20％）

１回の支払配当の

確定申告不要

金額が，10万円×

（20％の源泉徴収）

配当計算期間／12

（所得税20％）

以下のもの

（注） １．
「上場株式等の配当（大口以外）」とは，その株式等の保有割合が発行済株式又は出資の総
数又は総額の３％未満である者が支払を受ける配当をいう。
２．この他，2013年１月から2037年12月までの時限措置として，所得税額に対して2.1％の復興
特別所得税が課される。
〔出所〕 財務省ホームページより作成

配当所得（源泉徴収分）の課税状況（2020年）
区

分

支払金額

（単位：百万円）

源泉徴収税額

うち課税分

うち非課税分

33,908,059

22,776,436

11,131,622

4,255,978

2,281,427

1,577,793

703,634

310,611

1,555,142

1,555,142

－

234,126

37,744,627

25,909,371

11,835,256

4,800,715

剰余金又は利益の配当，剰余金
の分配，基金利息の分配，特定
投資法人の投資の配当等
投資信託および特定受益証券発
行信託の収益の分配等
源泉徴収選択口座内配当等
合計

（注） １．
「投資信託」には公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託は含まない。
２．
「課税分」には，個人のほか，法人の受取分も含まれている。
３．四捨五入のため，合計が一致しない場合がある。
〔出所〕 国税庁ホームページより作成
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５．配当にかかる二重課税の調整

法人企業がその事業活動によって得た

利益は本来，当該法人の所有者に帰属すべきものである。しかし通常，法人所
得に関連しては，法人税と個人所得税（配当課税・キャピタル・ゲイン課税）
の二段階の課税が行われている。担税力を有するのは究極的には個人のみであ
ることを考えれば，こうした二重課税を回避するために何らかの調整が必要に
なってくる。これが法人税と個人所得税の統合問題である。理想的には，留
保・配当を問わずに全ての法人所得に関して二重課税調整を行うべきである
が，主に行われているのは配当部分の調整である。
わが国では個人株主の受取配当については，配当控除制度があり，剰余金の
配当等に係る配当所得（以下，配当所得）についてはその金額の10％（他に住
民税として2.8％）が税額控除される。ただし課税総所得金額が1,000万円を超
える場合，配当所得の金額のうち，課税総所得金額から1,000万円を差し引い
た金額に達するまでの部分の金額については５％（同1.4％）が税額控除される。
例えば，所得税に注目すると，配当所得が400万円，他の所得が900万円で合計
1,300万円の課税所得があった場合は，課税総所得金額から1,000万円を差し引
いた金額に達するまでの部分の金額である300万円（＝1,300万円－1,000万円）
の５％とそれ以外の部分の金額である100万円の10％が税額控除される。つま
り，税額控除の額は15万円と10万円を合わせた25万円になる。
諸外国の調整方法をみると，アメリカとドイツでは調整措置は講じられてい
ない。イギリスとフランスでは，配当所得一部控除方式が採用されている。か
つて諸外国においては，インピュテーション方式が二重課税調整法として広く
採用されていた。この方式は，法人税込みの配当を一旦課税所得に算入して所
得税額を計算し，その後算出税額から法人税相当額を控除する仕組みである。
わが国の配当控除（配当所得税額控除方式）やイギリスでかつて導入されてい
た部分的インピュテーション方式もインピュテーション方式の不完全な一種と
いえる。これらは個人段階での調整方法であるが，その他企業段階での調整方
法として支払配当控除方式（法人段階での支払配当に対して損金算入を認める
もの）
，包括的事業所得税（Comprehensive Business Income Tax：CBIT）方
式（利子・配当ともに法人段階での損金算入を認めず，個人段階での課税は不
要とするもの）などが挙げられる。
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調整措置なし

配当所得一部控除方式
（受取配当の60％を株主の
課税所得に算入）
（総合課税選択の場合）

（総合課税）17.2～62.2％
所得税：０～45％
＋
社会保障関連諸税：17.2％

又は




（注） １．上場株式等の配当（大口株主が支払を受けるもの以外）についてのものである。
２．適格配当 ( 配当落ち日の前後60日の計121日間に60日を超えて保有する株式について，内国法人又は適格外国法人から受領した配当）についてのものであ
る。
３．給与所得等，配当所得及び長期キャピタル・ゲインの順に所得を積み上げて，配当所得及び長期キャピタル・ゲインのうち，40,400ドル以下のブラケット
に対応する部分には０％，40,400ドル超のブラケットに対応する部分には15％，445,850ドル超のブラケットに対応する部分には20％の税率が適用される
（単身者の場合）
。なお，州・地方政府税については，税率等は各々異なる。
４．給与所得等，利子所得，配当所得の順に所得を積み上げて，配当所得のうち，37,500ポンド以下のブラケットに対応する部分には7.5％，150,000ポンド以
下に対応する部分には，32.5％，150,000ポンド超に対応する部分には38.1％の税率が適用される。
５．資本所得と他の所得を合算したときに適用される税率が25％以下となる場合には，申告により総合課税の適用が可能。ただし，申告を行った結果，総合
課税を選択した方が納税者にとって却って不利になる場合には，税務当局において資本所得は申告されなかったものとして取り扱われ，26.375％の源泉徴
収税のみが課税される。
６．利子・配当は原則として源泉徴収の対象となるが，前年の参照課税所得（課税所得に一部の所得控除（配当収入に係る控除等）を加算して戻したもの）が
一定以下の者は，源泉徴収を受けずに申告分離課税を選択することができる。
〔出所〕 財務省ホームページより作成

配当所得一部控除方式
（配当所得を2,000ポンド
控除）


所得税：25％
＋
連帯付加税：税額の5.5％

（分離課税）30％
所得税：12.8％
＋
社会保障関連諸税：17.2％



調整措置なし

市税：2.7～3.4％
＋
税額の14％の付加税

ニューヨーク市の場合
州税：4.00～8.82％

（注３）

（注６）

※総合課税も選択可（注５）
26.375％

分離課税と総合課税との選択

フランス

（2021年１月現在）
申告不要（分離課税）

ドイツ




配当所得税額控除方式
（総合課税選択の場合）

段階的課税（分離課税）

イギリス

３段階 ０，15，20％（注３） ３段階 7.5，32.5，38.1％
（注４）
＋
総合課税（州・地方政府税）

段階的課税（分離課税）
（連邦税）

アメリカ（注２）



法人税
との調整

課税方式

（注）源 泉 徴 収（20％（ 所 得 税
15％＋個人住民税５％））
のみで申告不要を選択す
ることも可能。

（申告分離）20％
（所得税：15％＋
個人住民税：５％）
又は
（総合課税）10～55%

申告分離と総合課税との選択

日本（注１）

主要国の配当課税と二重課税調整
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６．キャピタル・ゲイン課税

上場株式等の譲渡益については，以前は源

泉分離課税と申告分離課税との選択制であったが，2003年から後者に一本化さ
れている。すなわち，原則として上場株式等の譲渡による収入金額から取得価
額・譲渡に要した費用・負債利子等を控除することによって計算される所得金
額に対して，復興特別所得税を考慮しなければ，20％（所得税15％，住民税
５％）の税率が適用される。ただし上場株式等の譲渡益については，後述する
特定口座を利用して源泉徴収のみで課税関係を終了させることもできる。以前
は株式等の譲渡損失は他の株式等の売却益からのみ控除可能で，控除しきれな
いロスの繰越しは認められなかったが，2003年より上場株式等のロスについて
は翌年以降３年間の繰越しが可能になった。また2009年より上場株式等の譲渡
損を上場株式等の配当等から控除することができるようになった。さらに2016
年から公社債等に対する課税方式が変更され，特定公社債等の利子・譲渡損益
並びに上場株式等に係る所得等の損益通算が可能となった。なお，一般株式等
については申告分離課税が適用される。
また，源泉分離課税廃止に伴う投資者の申告事務負担を軽減する目的から
「特定口座制度」が創設されている。特定口座とは，投資者がこの口座を通じ
て行った上場株式等の売買について証券会社等がその損益通算を行うもので，
「源泉徴収口座（源泉徴収ありの口座）
」と「簡易申告口座（源泉徴収なしの口
座）」に区別される。仮に投資者が源泉徴収口座を利用すれば，証券会社等が
源泉税額を納付するため，確定申告は不要となる。また2010年からは，特定口
座を開設している証券会社等が源泉徴収を行う上場株式等の配当等を源泉徴収
口座へ受け入れることが可能となった。ただしこの口座を利用していても，確
定申告を行えば，他の口座で生じた損益との通算や損失の繰越しが可能となる。
さらに2016年からの公社債等に対する課税方式の変更などに伴い，特定口座の
対象範囲も拡大している。また源泉徴収口座を選択し，かつ確定申告を行わな
い場合には配偶者控除等への影響はない。投資者が簡易申告口座を選択した場
合は，証券会社等から送付される特定口座年間取引報告書を申告書に添付する
ことで簡易な申告が可能となる（2019年４月１日以後は添付不要）
。なお，ど
ちらの口座を選択しても特定口座年間取引報告書は投資者だけでなく税務署に
も送付される。
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株式等譲渡益課税の概要
概
上場株式等

要

申告分離課税

・上場株式
・ETF
・公募投資信託
・特定公社債

上場株式等の譲渡益×20％（所得税15％，住民税５％）
※源泉徴収口座における確定申告不要の特例
 源泉徴収口座（源泉徴収を選択した特定口座）を通じて行われる
上場株式等の譲渡による所得については，源泉徴収のみで課税関係
を終了させることができる。

等

※上場株式等に係る譲渡損失の損益通算，繰越控除
 上場株式等の譲渡損失の金額があるときは，その年の上場株式等
の配当所得等の金額から控除可。
 上場株式等の譲渡損失の金額のうち，その年に控除しきれない金
額については，翌年以後３年間にわたり，上場株式等に係る譲渡所
得等の金額及び上場株式等の配当所得等の金額からの繰越控除可。
一般株式等
（上場株式等以外
の株式等）

申告分離課税
一般株式等の譲渡益×20％（所得税15％，住民税５％）

（注） 2
 013年１月から2037年12月までの時限措置として，別途，基準所得税額に対して2.1％の復興特
別所得税が課される。
〔出所〕 財務省ホームページより作成

特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等の源泉徴収税額
（単位：百万円）
600,000

577,913

557,872

516,579

500,000

511,351

433,386

400,000

373,698
300,870

300,000

233,936

200,000
100,000
0

38,895 43,371
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
（年）

〔出所〕 国税庁ホームページより作成
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７．エンジェル税制

エンジェル税制とは，一定の要件を満たすベン

チャー企業（特定中小会社および特定新規中小会社）に対する個人投資家（エ
ンジェル）の投資を支援することを目的として講じられる税制上の特例措置の
ことである。特定中小会社とは，租税特別措置法第37条に規定される株式会社
で，中小企業等経営強化法第６条に規定する特定新規中小企業者に該当する株
式会社，内国法人のうちその設立の日以後10年を経過していない株式会社（所
定の要件を満たすものに限る）などのことである。一方，特定新規中小会社と
は，租税特別措置法第41条に規定される株式会社で，中小企業等経営強化法第
６条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社（所定の要件を満たす
ものに限る）
，内国法人のうちその設立の日以後５年を経過していない株式会
社（所定の要件を満たすものに限る）などのことである。
この制度は1997年度税制改正により創設され，以後数回の改正が行われてお
り，近年では2005年度税制改正により特定中小会社が発行した株式（特定株式）
に係る譲渡益を２分の１に軽減する特例の適用期限が２年延長された。また，
2007年度税制改正ではこの特例の適用期限がさらに２年延長されるとともに，
適用対象となる企業の要件の緩和および確認手続の合理化が行われた。2008年
度税制改正でこの特例は廃止されることとなったが，このとき特定新規中小会
社に出資した場合に寄附金控除の適用を認める制度が創設された。さらに2020
年度税制改正では，対象ベンチャー企業の拡大や多様な層の投資家がエンジェ
ル税制を利用しやすいよう手続きの簡素化が図られている。
2021年時点でのエンジェル税制の概要は以下のとおりである。①特定新規中
小会社が発行した株式（特定新規株式）を払込みにより取得する場合，その出
資した金額について，800万円（2020年分以前は1,000万円）を限度として寄附
金控除の適用が認められる（②と選択適用）
，②特定中小会社が発行した株式
（特定株式）を払込みにより取得した場合，その取得価額をその年の株式等の
譲渡所得等から控除できる，③上場日の前日までに特定株式の譲渡による損失
が生じた場合，あるいは発行会社が解散し，清算結了により損失が生じた場合
などについては，その年の株式等の譲渡益から控除するが，控除しきれない部
分は翌年以降３年間繰越すことができる。③の特例の対象となるのは，1997年
６月５日以後に払込みにより取得した特定株式である。
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特定中小会社と特定新規中小会社
特定中小会社

特定新規中小会社

・中小企業等経営強化法第６条に規定する特 ・中小企業等経営強化法第６条に規定する特
定新規中小企業者に該当する株式会社
定新規中小企業者に該当する株式会社（そ
・内国法人のうちその設立の日以後10年を経
の設立の日以後の期間が１年未満のものそ
過していない株式会社（中小企業法第２条
の他の一定のものに限る。）
第１項各号に掲げる中小企業者に該当する ・内国法人のうちその設立の日以後５年を経
会社であることその他の一定の要件を満た
過していない株式会社（中小企業法第２条
すものに限る。）
第１項各号に掲げる中小企業者に該当する
・内国法人のうち，沖縄振興特別措置法第57
会社であることその他の要件を満たすもの
条の２第１項に規定する指定会社で2014年
に限る。）
４月１日から2022年３月31日までの間に同 ・内国法人のうち，沖縄振興特別措置法第57
項の規定による指定を受けたもの
条の２第１項に規定する指定会社で2014年
４月１日から2022年３月31日までの間に同
項の規定による指定を受けたもの
・国家戦略特別区域法第27条の５に規定する
株式会社
・内国法人のうち地域再生法第16条に規定す
る事業を行う同条に規定する株式会社
〔出所〕 国税庁ホームページより作成

エンジェル税制の仕組み
（2020年４月１日以降の出資について）
ベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置
（以下の①と②の優遇措置のいずれかを選択できる。
）
① （対象企業への投資額－2,000円）を，その年の総所得金額から控除
※設立５年未満の企業が対象
※控除対象となる投資額の上限は，総所得金額 ×40％と1,000万円（2021年１月１日以降
は800万円）のいずれか低い方
② 対象企業への投資額全額をその年の株式譲渡益から控除
※設立10年未満の企業が対象
※控除対象となる投資額の上限なし

未上場ベンチャー企業株式を売却した年に受けられる優遇措置
（売却損失が発生した場合）
③

 上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を，その年の他の株式譲渡益と通
未
算（相殺）できるだけでなく，その年に通算（相殺）しきれなかった損失については，
翌年以降３年にわたって，順次株式譲渡益と通算（相殺）ができる。
※ベンチャー企業が上場しないまま，破産，解散等をして株式の価値がなくなった場合
にも，同様に翌年以降３年にわたって損失の繰越ができる。
※ベンチャー企業へ投資した年に優遇措置（①または②）を受けた場合には，その控除
対象金額を取得価額から差し引いて売却損失を計算する。
〔出所〕 中小企業庁ホームページより作成
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８．NISA

2013年 度 税 制 改 正 に よ っ て， わ が 国 で は2014年 よ り NISA

（ニーサ）が導入された。NISA とは，少額投資非課税制度（非課税口座内の
少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置）の愛称である。
NISA は，1999年にイギリスで導入された投資と貯蓄に対する優遇税制である
個人貯蓄口座（Individual Savings Account：ISA）をモデルとしており，当初
は日本版 ISA と呼ばれていた。ちなみに NISA の N は Nippon の N を意味し
ている。また，この制度を一般 NISA と呼ぶこともある。
2021年時点の NISA の概要は以下のとおりである。非課税対象となるのは，
NISA 口座内の少額上場株式等の配当等，譲渡益である。開設者（対象者）は，
口座開設の年の１月１日において20歳以上の居住者等である。当初，年間投資
上限は100万円，非課税投資額は最大500万円であったが，2016年より年間投資
上限は120万円，非課税投資額は最大600万円になった。口座開設期間は2014年
から2023年の10年間，非課税期間は最長５年間で，途中売却は自由であるが，
売却部分の枠は再利用できない。また，2015年１月１日以後，年単位で金融機
関を変更することができるようになった。
また2015年度税制改正によって，2016年よりジュニア NISA（未成年者口座
内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置）が創設され
た。2021年時点において，ジュニア NISA の非課税対象は，20歳未満の人が開
設するジュニア NISA 口座内の少額上場株式等の配当等，譲渡益である。年間
投資上限は80万円で，非課税投資額は最大400万円（80万円×５年間）である。
口座開設期間は2016年から2023年までの８年間，非課税期間は最長５年間であ
る。なお，18歳になるまで原則として払出しはできない。
さらに2017年度税制改正により，2018年よりつみたて NISA が創設された。
その特徴は，①少額からでも運用を始められる投資信託が対象で運用利益が非
課税であること，②非課税投資枠は年間40万円で非課税期間は最長20年間であ
ること，③ NISA との選択制であること，④対象となる投資信託は安定的な資
産形成を目指す，長期・積立・分散投資に適した商品となるよう法令上の条件
が設けられていることなどである。
なお2020年度税制改正において，NISA 制度の見直し・延長が行われ，2024
年から新しい制度体系がスタートする（２節参照）
。
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一般 NISA とつみたて NISA の比較（2021年時点）
一般 NISA

つみたて NISA

利用できる方

20歳以上の方

口座開設

１人１口座

一般 NISA とつみたて NISA の選択制

税制上の

運用利益が非課税

メリット
非課税期間

投資をした年から最大５年間

投資をした年から最大20年間

年間120万円

年間40万円

利用限度額
（非課税枠）
対象商品

上場株式，株式投資信託等

投資可能期間

2023年12月末まで

長期の積立・分散投資に適した
一定の商品性を有する投資信託
2037年12月末まで

損益通算

特定口座や一般口座との損益通算はできない

払出し制限

制限なし

金融機関変更

年単位で変更可能
買付けの方法は，「１ヵ月に１回」

その他

－

など定期的に一定金額の買付けを行
う方法（積立投資）に限る

〔出所〕 金融庁，日本証券業協会ホームページより作成

ジュニア NISA の概要（2021年時点）
非課税対象
開設者（対象者）

ジュニア NISA 口座内の少額上場株式等の配当等，譲渡益
口座開設の年の１月１日において20歳未満またはその年に出生した居住
者等

年間投資上限

80万円

非課税投資額

最大400万円

口座開設期間

2016年から2023年までの８年間

非課税期間

最長５年間

運用管理

親権者等の代理または同意の下で投資，18歳になるまで原則として払出
し不可

〔出所〕 国税庁，財務省の各種資料より作成
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９．非居住者に対する課税

わが国の所得税法では，個人を居住者と非居

住者に分けている。居住者とは国内に住所を有する個人または現在まで引き続
き１年以上居所を有する個人のことで，非居住者とは居住者以外の個人のこと
である。また居住者のうち，日本国籍を有しておらず，かつ，過去10年以内に
おいて国内に住所又は居所を有していた期間の合計が５年以下である個人のこ
とを非永住者という。非永住者以外の居住者は全ての所得（全世界所得）に対
して課税される。非永住者は，国外源泉所得以外の所得および 国外源泉所得
（国内払い・国内送金分に限る）に課税される。そして，非居住者は国内源泉
所得のみに課税される。非居住者に対する課税方法は，恒久的施設（Permanent Establishment：PE）を有するかどうか，国内源泉所得が恒久的施設に帰
せられるかどうかによって，総合課税の対象となるものと源泉分離課税の対象
となるものに分けられる。また恒久的施設には，①支店 PE（非居住者等の国
内にある事業の管理を行う場所，支店，事務所，工場，作業場，その他事業を
行う一定の場所）
，②建設 PE（非居住者等の国内にある長期建設工事現場等），
③代理人 PE（非居住者等が国内に置く代理人等で，一定の要件を満たす者）
がある。
例えば利子等と配当等についてみてみると，非居住者等の有する国内源泉所
得のうち，非居住者等の恒久的施設に帰せられる所得（恒久的施設帰属所得）
に対しては源泉徴収のうえ総合課税されるのに対して，恒久的施設帰属所得に
該当する所得以外のものについては源泉分離課税が適用される。源泉徴収税率
はそれぞれ15.315％と20.42％である。なお源泉徴収税率については，支払を受
ける非居住者等の居住地国とわが国との間に租税条約が締結されている場合に
は，その条約で定められている税率に軽減される。
なお国債に関しては，非居住者等に対して非課税措置が講じられている。す
なわち，国内に恒久的施設を有しない非居住者等が国内の国債振替決済制度参
加者や適格外国仲介業者に開設した振替口座により保有している国債の利子等
については，一定の要件を満たしている場合には，非課税となる。また非課税
とはならない場合でも，振替国債の利子については，非居住者等の居住国とわ
が国との間に租税条約が締結されていれば，源泉徴収税率はその条約に定めら
れている税率に軽減される。
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非居住者に対する課税関係の概要
非居住者の区分
所得の種類

恒久的施設を有する者
恒久的施設

その他の

帰属所得

国内源泉所得

（事業所得）
①資産の運用・保有により生ずる所得
※下記⑦～⑮に該当するものを除く。

恒久的施設
を有しない
者

【課税対象外】
【総合課税】

【総合課税（一部）
（注２）】

②資産の譲渡により生ずる所得

源泉
徴収
無
無
無

【課税対象外】

③組合契約事業利益の配分
④土地等の譲渡対価

【源泉徴収の上，

⑤人的役務の提供事業の対価

総合課税】

⑥不動産の賃貸料等

20.42％
10.21％
20.42％
20.42％

⑦利子等

15.315％

⑧配当等

20.42％

⑨貸付金利子
⑩使用料等

20.42％

【源泉徴収の上，
総合課税】

⑪給与その他人的役務の提供に対する

20.42％
【源泉分離課税】

報酬，公的年金等，退職手当等

20.42％

⑫事業の広告宣伝のための賞金

20.42％

⑬生命保険契約に基づく年金等

20.42％

⑭定期積金の給付補塡金等

15.315％

⑮匿名組合契約等に基づく利益の分配
⑯その他の国内源泉所得

20.42％
【総合課税】

【総合課税】

無

（注） １．恒久的施設帰属所得が，上記の表①から⑯までに掲げる国内源泉所得に重複して該当する
場合がある。
２．上記の表②資産の譲渡により生ずる所得のうち恒久的施設帰属所得に該当する所得以外の
ものについては，所得税法施行令第281条第１項第１号から第８号までに掲げるもののみ課
税される。
３．租税特別措置法の規定により，上記の表において総合課税の対象とされる所得のうち一定
のものについては，申告分離課税又は源泉分離課税の対象とされる場合がある。
４．租税特別措置法の規定により，上記の表における源泉徴収税率のうち一定の所得に係るも
のについては，軽減又は免除される場合がある。
〔出所〕 国税庁「令和３年版 源泉徴収のあらまし」より作成
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10．新しい商品に対する課税の扱い

⑴新しい形態の投資信託：私募株

式投資信託（契約型）の収益分配金は，原則，配当所得として源泉徴収のうえ
で総合課税され，配当控除も適用される。ただし一定の要件を満たせば申告不
要制度も選択できる。譲渡損益に対しては申告分離課税が適用される。私募公
社債投資信託の収益分配金については源泉分離課税，譲渡損益は申告分離課税
の対象である。会社型投資信託の課税については，オープンエンド型およびク
ローズドエンド型（上場）の場合は上場株式と同様である。すなわち，収益分
配金に関しては20.315％で源泉徴収されたうえで総合課税，申告分離課税ある
いは申告不要となる。ただし総合課税を選択しても配当控除は適用されない。
譲渡損益については申告分離課税が適用される。一方クローズドエンド型（非
上場）および私募の場合，収益分配金については20.42％で源泉徴収をされた
うえで総合課税，一定の要件を満たせば申告不要制度も選択可となっている。
ただし総合課税を選択しても配当控除は適用されない。譲渡損益については申
告分離課税が適用される。なお不動産投資信託（REIT）については，上場さ
れていればクローズドエンド型になり，収益分配金，譲渡損益に対する課税は
上場株式の課税方法と同様である。ただし収益分配金に関して総合課税を選択
しても配当控除は適用されない。
⑵ストック・オプション：ストック・オプション制度とは，企業が将来の一
定期間（権利行使期間）に一定の価額（権利行使価額）で自社の株式を購入す
ることができる権利を役職員等に付与する制度である。企業は役職員等に対す
る報酬を自社の株価上昇に連動させて支払うことになる。ストック・オプショ
ンは税制上，租税特別措置法により定められている要件を満たす税制適格ス
トック・オプションと満たさない税制非適格ストック・オプションに分かれ
る。税制適格ストック・オプションについては，権利行使時の経済的利益（権
利行使時の株式時価と権利行使価額の差額）に対しては課税されない。権利行
使により得た株式を売却したときは，譲渡価額と権利行使価額の差額に対して
申告分離課税が適用される。一方，税制非適格ストック・オプションについて
は，権利行使時の経済的利益に総合課税が適用され，権利行使により得た株式
を売却したときは，譲渡価額から権利行使時の株式時価を差し引いた額に申告
分離課税が適用される。
266

第 14 章

証券税制

新しい形態の投資信託に対する課税の概要
分配金

区 分

等

契約型 私募株式投資信託

解約・償還差損益
配当（利子）
所得部分

総合課税
（一般株式等の

みなし譲渡損益部分

譲渡損益

申告分離課税（一般株式等の譲渡所得等，
20.315％）

配当所得）1
私募公社債投資信託
会社型 公募型 オープンエンド型
クローズド 上場
エンド型

源泉分離課税

申告分離課税（一般株式等の譲渡所得等，

（20.315％）

20.315％）

総合課税・
申告分離課税

申告分離課税（上場株式等の譲渡所得等，
20.315％）

（上場株式等の
配当所得）2

非上場

総合課税
（一般株式等の

私募型

申告分離課税（一般株式等の譲渡所得等，
20.315％）

配当所得）1

（注） １．受取時に20.42％で源泉徴収され，少額配当の場合を除き，確定申告が必要
２．受取時に20.315％で源泉徴収され，総合課税・申告分離課税のみならず確定申告不要とす
ることも可能
〔出所〕 SMBC 日興証券㈱ソリューション企画部編『令和３年度版 税金の知識』中央経済社，125，
132頁より作成

ストック・オプションに対する課税

税制適格ストッ
ク・オプション

付 与 時

権利行使時

－

－

（譲渡価額－権利行使価額）
に対し申告分離課税（注）

（権利行使時の株式時価－ （譲渡価額－権利行使時の

税制非適格ストッ
ク・オプション

株式の譲渡時

－

権利行使価額）に対し総合

株式時価）に対し申告分離

課税

課税（注）

（注） 株式の譲渡所得として課税
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11．年金型商品に対する課税の扱い

「確定拠出型年金制度（日本版

401k）
」は2001年10月に導入された。確定拠出年金（Defined Contribution：
DC）は加入者自身が運用指図を行い，運用の実績に応じて給付額が変動する
私的年金で，原則として個人が自ら掛金を拠出する「個人型」
（iDeCo：イデコ）
と原則として企業が従業員の掛金を負担する「企業型」に分かれる。こうした
制度に基づく年金型商品の普及とその円滑な運営のためには，一定の税制上の
優遇措置が不可欠であるが，その際，他の年金制度との課税バランスや離転職
時における年金資産の移換可能性の問題等が十分配慮されなければならない。
なお2020年５月29日に改正確定拠出年金法が成立し，企業型年金加入者の
iDeCo 加入要件の緩和等が実施される。
確定拠出年金の課税上の措置は以下のようになっている。
⑴拠出段階：雇用主負担分については，当該企業の損金算入扱いになる。ま
た，本人負担分については所得控除（小規模企業共済等掛金控除）の対象とな
る。なお，2012年１月より企業型年金におけるマッチング拠出が導入されてい
る。さらに，2018年５月より中小企業に勤める iDeCo 加入者について中小事
業主掛金納付制度（iDeCo＋：イデコプラス）が導入されている。
⑵運用段階：企業年金の年金積立金に対しては，1.173％（国税１％，地方
税0.173％）の特別法人税課税がある。ただし，課税は2023年３月末まで凍結
されている。
⑶給付段階：①老齢給付金：積立金は５年以上に分割して年金として受け取
るか，一時金で受け取るかを選択できる。分割払いの給付金については，公的
年金等控除が適用される。なお公的年金等控除については，高所得の年金所得
者にとって手厚い仕組みになっているとの指摘があり，2018年度税制改正で仕
組みの見直しが行われている。一時金払いの給付金については，退職所得控除
の対象となる。②障害給付金：一定の障害を負った場合，年金または一時金と
して受給できるが，これに対して所得税・住民税は課税されない。③死亡一時
金：加入者が死亡した場合の遺族への死亡一時金については，みなし相続財産
として相続税の課税対象となり，法定相続人１人当たり500万円まで非課税と
なる。④脱退一時金：一定の要件を満たせば脱退一時金を受給できるが，これ
に対しては所得税・住民税が課税される。
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確定拠出年金の対象者と拠出限度額（2022年９月まで）
②企業型DCと，DB等の他制度
に 加入

①企業型DCのみに加入

④企業型DC，
③DB等の他制度 DB等の他制度
のみに加入
のいずれにも
（公務員を含む）
加入していない

iDeCoの加入を認める企業型DC規約の定めと事業主掛金の上限
引下げ（5.5万円→3.5万円。DB併用の場合は2.75万円→1.55万円）
が必要。

iDeCo

iDeCo

企業型DC

月額6.8万円

月額5.5万円

※国民年金
基金等と
の合算枠

企業型DC

月額2.0万円 月額2.75万円

国民年金
基金

iDeCo

月額1.2万円

iDeCo

月額2.3万円

iDeCo

月額2.3万円

月額1.55万円

企業型DC
月額3.5万円

iDeCo

月額1.2万円
企業型DC

DB

DBに拠出限度額は無い。DCの拠出限度額の算定に当たっ
て，全てのDBの掛金相当額を月額2.75万円として評価。

厚生年金保険
国民年金（基礎年金）

国民年金
第１号被保険者

国民年金
第２号被保険者等

国民年金
第３号被保険者

※１

企業型 DC 加入者は，マッチング拠出ができることを企業型 DC 規約に定めない場合であって，
① iDeCo に加入できること，②企業型 DC の事業主掛金の上限を月額3.5万円（DB 併用の場合
は1.55万円）以下とすることを企業型 DC 規約で定めた場合に限り，月額2.0万円（DB 併用の場
合は1.2万円）の範囲内で，iDeCo の拠出が可能。
※２ マッチング拠出を導入している企業の企業型 DC 加入者は，企業型 DC の事業主掛金額を超えず，
かつ，事業主掛金額との合計が拠出限度額（月額5.5万円（DB 併用の場合は2.75万円））の範囲
内で，マッチング拠出が可能。
※３ DB には，厚生年金基金・私立学校教職員共済制度・石炭鉱業年金基金を含む。
〔出所〕 厚生労働省ホームページ

確定拠出年金に関する税制上の取扱い
拠出段階

区

分

概

雇用主負担分

事業主の損金に算入

本人負担分

小規模企業共済等掛金控除

運用段階
老齢給付金
給付段階

障害給付金

要

特別法人税課税（2022年度末まで凍結）
年金

雑所得（公的年金等控除の適用あり）

一時金

退職所得（退職所得控除の適用あり）

年金
一時金

非課税

死亡一時金

相続税課税

脱退一時金

一時所得
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