
 

II サイバー攻撃の激化 
サイバーセキュリティタスクフォース 
総務省が定期的に実施している「サイバーセキュリティタ
スクフォース」では、さる 1月 14 日に 35 回目の会合が開
かれ、ここ数年のサイバーセキュリティに関する動向がま
とめられています。 
それによれば 2010 年以前の単調な特定ウエブサイトへの
アクセスによる感染から年を追うごとに手口が大規模化、
巧妙化してきています。近年では、IoT（ルーターや Hub、
Webカメラといったパソコンやサーバ以外でインターネッ
トに接続する機器）にも不正アクセスするといった事象も
起こっており、メーカー工場出荷時の初期パスワードのま
ま利用していた 5 年以上前に導入したネットワーク機器と
いったものがコンピュータウィルスに狙われています。 
こういった機器は管理が不十分で会社の隅に忘れ去られて
いる場合が多く、たった一つのそのような機器のせいで重
大な情報漏洩やデータ破損のリスクを背負わなければなら
なくなり、注意が必要です。 
また、在宅テレワークの広がりをうけて、個人宅のセキュ
リティの甘さがそのまま企業のリスクにつながることも考
えられます。 

露のウクライナ侵攻はサイバー攻撃を助長する 
ロシアのウクライナ侵攻は、双方が軍事行動とサイバー攻
撃を組み合わせる「ハイブリッド戦争」の様相を呈してお
り、それぞれを支援する周辺国に対しても今後ますますサ
イバー攻撃の激化が予想されます。もちろん日本も対岸の

火事ではなく、すでに以前からサイバー攻撃が激化してい
るという報告もあるようです。 
したがって、より一層のセキュリティ対策が必要となって
きますが、対策ソフトウェアを導入しただけでは不十分で、
社内スタッフの意識改革も重要です。会社によっては単な
る注意喚起だけでなく、情報システム部門の担当者が社外
のメールアドレスからわざとそれらしい文面で添付ファイ
ルを開くよう促すメールを送って、開くと「出処の不明瞭
なメールの添付ファイルを簡単に開かないように」とメッ
セージが表示されるといった予行演習を行っている会社も
あるようです。 
今後は少なくとも社内で最低一人は専門家を雇う、外部の
教育を受けてもらうといったセキュリティに関する人材を
確保するか、定期的な外部専門機関の診断をうけることが
必要になってきます。企業の大小にかかわらずこれを機に
下記リンク先の情報などを参考に、社内セキュリティの見
直しを行ってみてはいかがでしょうか。 
参考：総務省「サイバーセキュリティタスクフォース」 
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/cybersec
urity_taskforce/02cyber01_04000001_00204.html 

II コマンドプロンプトの活用 
はじめに 
近頃は業務上で RPA、業務効率化・自動化というキーワー
ドが出てくるとまず PowerShell と Power Automate（旧 
Microsoft Flow）で解決を試みる筆者ですが、新しいサービ
スを利用するのは研究目的の側面も多く、実はシンプルな
コマンドプロンプトもよく利用しています。PowerShell は 
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Windows に標準で搭載されているスクリプトを書くため
の言語で、Windows コマンドプロンプトで使えるほとんど
のコマンドと同じことができ、拡張性が高く非常に便利で
すがその分扱いはやや難しく、反面、Windowsコマンドで
記述した一連の処理をバッチファイルとして保存して実行
させるという単純な機能で、自動化の目的であるヒューマ
ンエラーの防止と手間の削減が達成できる状況も多いため
です。つい先日も業務のためにバッチファイルを作成した
事例がありましたのでご紹介します。 

ファイル名の変更作業 
弊社では最近、電子帳簿保存法の対応で以下のようなルー
ルになりました。 
・ 紙で入手した領収書は、スキャナーでスキャンまたはス
マフォで写真を撮ってファイル保存する 

・ ファイル名は「会計期間＋従業員番号＋支払先＋金
額.pdf」とする。 

作業の頻度としては、各従業員が月に数件程度、各自当月
内に処理する程度で、支払先・金額はバラバラという想定
です。ファイルの保存作業はメールに添付するなり、スマ
ートフォンと PC とでファイルを同期するサービスを利用
するなり様々な方法があちらこちらで特集されていますの
で機会を譲るとして、このファイル名の修正作業を効率化
する方法を考えてみます。直感的にこのファイル名を手作
業で付けるのが面倒そうなことはわかりますが、効率化の
ポイントである「人為的なミスの発生を予防し」、「単純な
繰り返し作業を減らす」観点で見ると、いくつかわかりや
すい改善点があります。 
・ そもそもこのファイル名の命名ルールを間違える。 
・ 入力時期で決まっている会計期間と社員ごとに固定の
従業員番号を毎回入力する必要がある。 

・ ファイル名の編集操作がやりにくい。 
これらの点を解決するため、保存した PDF ファイルをドラ
ッグ＆ドロップすると支払先と金額の入力を受け付け、フ
ァイル名を変更するバッチファイルを作成しました。 

バッチファイルと操作イメージ 
従業員番号（例：E001）は固定のため用意した batファイ
ルは従業員番号ごとです。作業用のフォルダを用意して、
バッチファイル（画像：経費精算領収書ファイル名変換
_E001.bat）を配置しました。このファイル名を処理する bat
ファイルに pdf ファイルをドラッグ&ドロップします。 

 
支払先と金額の入力を要求するコマンドプロンプトの画面
が表示されます。 

 
入力して Enter キーを押せば、ルールに従ったファイル名
をつけてファイルをコピーします。 

 
バッチファイルの処理内容 
処理内容は単純で、画面から「支払先」と「金額」の入力を
受け付け、実行日の日付から会計期間（年＋月＋0）の文字
列を取得し、固定の従業員番号と支払先、金額を組み合わ
せたファイル名を付けて元のファイルを copy します。上書
きしてしまうミスはありそうなので既存の同名ファイルが
存在する場合に上書きするかを確認するオプションも追加
しています。 

 
もし月初に前月分まとめて処理する運用であれば会計期間
は処理作業ごとに固定にしたバッチファイルを用意するフ
ローにした方がミスは減りそうですし、常に前月分を処理
する運用であれば月の数字を-1 して会計期間の月の数字部
分の文字を作成するなどが考えられそうです。ただ、「領収
書は後でまとめて整理しよう」が後々大変な面倒になるの
はご承知の通りで、やはり個々の作業を極力効率化して労
力を減らし、リアルタイムに処理を完了するのが理想と思
われます。 

II 半導体不足は今後も続く？ 
はじめに 
世界の目は現在、ロシアとウクライナに注がれています。
2022/2/24、ロシア軍がウクライナの軍事施設に対して攻
撃を開始しました。核保有国が戦争（侵攻）を行っている恐
ろしさを目の当たりにしています。まず、なぜロシアはウ
クライナに侵攻しているのか、その経緯を簡単におさ
らいしておきたいと思います。1990 年、ソ連は東西ドイ
ツの統一を容認しましたが、その際、ドイツより東に「反ソ
連（反ロシア）軍事同盟」である NATO、これを拡大しない
ことを求め、アメリカは不拡大を約束しました。しかし、ソ
連崩壊後、東欧諸国だけでなく、かつてソ連の一部だった
バルト三国（リトアニア、ラトビア、エストニア）も NATO
に加盟したのです。ソ連崩壊時 16 ヵ国だった NATO は、
現在では 30 ヵ国にまで増えています。そしてさらに、ロシ
アの隣国で旧ソ連国ウクライナやジョージアも NATO に加
わろうとしているのです。プーチン大統領は、アメリカが
ロシアとの約束を破り、NATO の東方拡大を続けているこ
とに憤っているというわけです。ウクライナはロシアと
NATO 勢力の間に位置し、ウクライナからロシアの首都モ
スクワまではさほど遠くありません。「最後の緩衝国」とみ
ているウクライナの NATO 加盟をなんとしても阻止したい
のです。一方、ソ連崩壊の結果ウクライナは独立国になり、
国連加盟国になりました。そして、国連憲章 51 条によって、
個別的自衛権、集団的自衛権を有しています。つまり、ウク
ライナには NATO に加盟する権利があるのです。この衝突
が、結果的に軍事的な衝突にまで発展してしまっています。 

諸刃の剣覚悟の経済制裁 



 
ロシアによる軍事侵攻に対し、欧米を中心に経済制裁を科
す動きが活発化し、2/27 に日本政府もロシアを SWIFT か
ら排除する動きに参加することを発表しました。SWIFTと
は、世界中の銀行間の金融取引の仲介と実行の役割を担っ
ている団体です。世界各国の銀行・金融機関を結ぶ安全性
の高いネットワークで、世界中の高額な決済の約半分が
SWIFTネットワークを利用していると言われており、現在
200 以上の国と地域で約 1 万 1000 社以上の金融機関が利
用し、決済額は 1 日 575 兆円にのぼります。そのため、ウ
クライナ情勢で世界各国がロシアへの経済制裁の動きを強
めていますが、この SWIFT からの排除は経済制裁として
「最終手段」とも言われています。ただし、ドイツのように
資源大国ロシアの燃料資源に依存している国もあり、ロシ
アから燃料を輸入することを難しくしてしまうため、
SWIFTから排除する銀行を一部に絞るなど、なかなか一枚
岩になりきれない一面もあります。また、ロシアは小麦の
輸出量世界一位でもあります。穀物の先物相場も値上がり
傾向にあり、日本も含め多くの国でパンや麺や菓子など食
料品の値段も上がることが懸念されております。 

半導体生産に影響必至 
半導体の製造工程では、ネオンガスなどのガスが欠かせま
せん。ロシアとウクライナは共にネオンガスの生産国で、
ウクライナは世界の高純度のネオンガスの70％近くを供給
しています。また、パラジウムという半導体の主原料であ
る希少金属は、ロシアが世界最大の生産国であり、世界の
生産の約 40％を占めています。半導体生産に必要なこれら
の物資について、世界はウクライナとロシアに依存し過ぎ
ており、経済制裁への対抗措置としてこれらの物資の禁輸
措置などが発動されると、その生産に深刻な影響を及ぼし、
特に「DRAM」や「フラッシュメモリ」などが手に入りにく
い事態が懸念されます。注文したけど納期がいつになるか
わからない、といったことをコロナ禍でも経験済みですが、
同じ状況が今後もしばらく続いてしまいそうです。 

最後に 
筆者はスポーツ観戦が大好きです。先日「北京冬季オリン
ピック」が閉幕し、もうすぐ「北京冬季パラリンピック」が
開幕しようとしている時期に本稿を書いています。まだパ
ラリンピックはどうなるかわかりませんが、スポーツ界で
もロシアを国際大会などから排除する動きが出始めており、 
平和だからこそ戦えるはずのスポーツ界に暗い影を落とし
ていることが残念でなりません。一日も早い終結を心から
願うばかりです。 

II 米国の台湾政策の今後 
米中関係の中で、台湾防衛への関与は最も敏感な問題であ
ろう。米中対峙という緊張が高まる最近、特に 2021 年後半
にバイデン政権幹部による米国の積極的な関与を窺わせる
発言も再三報道されている。 
日本最西端の与那国島から約 100 ㎞の距離に位置する、台
湾問題を巡る最近の米国の対応を概観し、米国の台湾政策
が安全保障に与える影響を簡単に考えてみたい。 

米国現政権の台湾政策の基本軸 
バイデン政権の安全保障政策の基本的な方向は米国の国益
を追求すべきという考え方に沿っている。米国主導の下で
同盟国、友好国との協力関係を強化するという多国間主義
で外交・安全保障の問題に対処していく姿勢である。 

台湾への防衛支援に関しては、2021年 8 月に政権発足後初
めて台湾への武器売却（750百万ドル）を承認した。さらに
豪州への軍事支援の拡大、日米豪印 4 カ国のパートナ－シ
ップ QUAD の関係強化と、米国主導での中国に対抗する
同盟関係の強化を進めている。とりわけ同政権は当面台湾
海峡を含む東シナ海・南シナ海で艦船の自由航行と西太平
洋の制海権を確保して中国の武力行使を抑止することによ
り、台湾海峡の現状を維持することを図っていくものと考
えられる。 

対台湾外交の動き・米国議会/世論の動向 
米国の台湾との外交関係では、中国との国交樹立後初めて
台湾の駐米代表を就任式に招待し台湾寄りの姿勢を鮮明に
している。2021 年 10 月、米台の外交当局の間で台湾の国
連関係機関への参加についての協議が開催されている。米
国議会では、台湾防衛への支援は超党派の支持を得ている
2021年５月には 20 名を超える議員が台湾を訪問し、同11
月には同じく超党派 5 名の議員が訪台し蔡英文総統と面
談して台湾防衛への支援を表明した。2020 年度の国防授権
法では、「米国は、台湾が即戦力を有し近代的な防衛力を増
強することを支援するため台湾との防衛・安全保障での協
力を強化する」と明記された。米国国内の中国・台湾関係の
世論の動向では、2021 年 7 月の世論調査にて「中国が侵攻
した際に米国が派兵して台湾を守ることを支持する」と回
答した人の割合が 52％に達し、1982 年に同様な調査を開
始し以来最も高い水準となったという。 

台湾の地政学的重要性 
東アジアの逆さ地図（地図ご参照）で明らかなように、台湾
は東南アジアからマラッカ海峡に至るシーレーンの要衝を
占めている。また上海（地図上の赤丸）からロサンゼルスへ
の最短航路は対馬海峡から津軽海峡を抜けるルートである。
中国が核心的利益としている台湾併合を実現すれば、「第一
列島線」の最大の要所をコントロールすることになる。こ
れを起点に中国は西太平洋海域へ進出し、米国をアジア地
域から締め出しを図ることが予想される。言い換えれば、
西太平洋から太平洋全域に中国が海洋進出していく場合、
最大の地理的・政治的な障害となっている台湾を取り払う
ことなる。中国による台湾の併合は東アジア地域の勢力均
衡を大きく崩し、東アジアの安全保障のパラダイムを 180 
度転換するものとなろう。 

台湾政策の今後とウクライナ侵攻の影響 
台湾の中国への併合が、台湾人の民族自決により平和的に
行われるという可能性は極めて低く、中国が台湾海峡の現
状変更を強行するには武力行使以外は考えられないという
のが現在の大方の見方である。ロシアのウクライナ侵攻を
受け、米国の外交・安全保障政策当局はロシアに対して強
固なスタンスを欧米側や国際社会がとるよう足並みを揃え
ることに集中している。 
足元、米中海軍が南シナ海の海底に沈んだ軍事機密満載の 
F-35 ステルス戦闘機の回収を目指し、暗闘していることは
殆ど報道されていない。また、北朝鮮の相次ぐ弾道ミサイ
ル発射実験への米国の対応についての報道も減少気味であ
る。 
2022年 2 月末、中国は米国が相応の関心を払う余裕がない
ことを見越して、台湾の防空識別圏に 2021 年 10 月以来最
大の一日 39 機の戦闘機を侵入させ、同時にインドとのヒ
マラヤ国境の強化も進めている。 
日本を含む東アジア各国政府は、ロシアのウクライナ侵攻



 
が長期化する場合、バイデン政権の中国抑止を強化してい
く台湾政策は今後スローダウンせざるを得なくなると懸念
しているだろう。 

図表 東アジアの逆さ地図 

 
出所）産経新聞 2019 年 1月 1 日 

II 仕事と介護の両立 
高齢化社会日本 
日本における高齢化は、世界のどの国も経験していない速
度で進行しており、高齢化の割合が最も高く他の全ての国
を上回っています。内閣府から公表されている令和 3 年度
高齢社会白書(概要版)によると日本の総人口は 2020 年 10
月現在 1 億 2571 万人と言われています。 
そのうち高齢化と言われる 65 歳以上の人口は 3,619 万人。
総人口における高齢化率は 28.6%である。そのうち 65 歳～
74 歳人口は 1,747 万人。総人口における割合は 13.9%。75
歳以上人口は 1,872万人。総人口に占める割合は 14.9%で、
65～74 歳人口を上回っています。 
2065 年には、約 2.6 人に 1 人が 65 歳以上、約 3.9 人に 1
人が 75 歳以上になると言われています。 
日本における高齢化の進行はこの数字を見る限り確実に進
行していると言え、筆者も 20年弱で高齢化と言われる年齢
に達します。 

核家族における親の介護 
筆者は今認知症と認定を受けた 80 歳の母親と 2 人暮らし
をし、仕事の傍ら母親の介護をしています。 
介護度は要支援 1。日常生活上の基本動作は 1 人で行える
とされ、要介護度の中では最も軽い状態を指します。 
しかしながら現実は記憶障害により本人が電話の聞き取り
が出来ず、筆者が代わりに電話応対する。一度聞いたこと
をすぐに忘れる。今まで自身で出来ていた諸々の手続きも
出来ない。認知症の症状に見られる妄想に巻き込まれる状
態等々家族が認知症介護をするのは楽ではありません。介
護は仕事と違い 1 日 24 時間 365 日続きます。体力よりむ
しろ精神的な負担が大きいと筆者が関わっている過程で痛
感しています。昔は 1 つの世帯に親兄弟が何人も住み、同
居で世話が出来る人が何人もいる時代には、どちらかと言
うと親の介護は家族が行うとものという考えがありました
が現代は核家族化が進み、家族で介護しようとすると同居
者本人に全ての負担がかかります。ご近所付き合いも希薄
で自宅に閉じこもりがちになり、より症状が進行します。

筆者は昨年になってから自治体による介護保険制度による
要介護認定制度を知りました。以来、筆者 1 人で抱え込ま
ずに専門である介護支援専門士に相談しながら介護にあた
っています。 

テレワークとシフト勤務を活用し仕事と両立 
弊社では 2020 年からテレワーク制度、勤務時間シフト制度
を導入しております。 
筆者は平日日中、夕方にかけて母親を病院や銀行への付き
添い、介護支援専門士との面談やデイサービスの送迎等々
が頻繁に入りますがそれでも時短勤務する事なく平日 8 時
間勤務し、繁忙時期には残業もしています。これはひとえ
にテレワークとシフト勤務を活用しながら勤務出来る弊社
の制度のおかげです。 
例を挙げると朝 7 時半に在宅勤務を開始し 16 時半で勤務
終了。その後病院へ付き添う事があります。日中家事手伝
いが発生しても 1 時間程勤務を中断しても 8 時間勤務にな
るよう時間調整をする事も可能です。朝早い時間に病院へ
付き添う場合でも午前 11 時から勤務開始し、20 時まで勤
務するという働き方も可能です。通常のフルタイムでの出
勤ではこのような働き方が出来ない点で仕事と介護の両立
を図れるのもテレワークのメリットの 1 つであると筆者は
考えます。また弊社では有給休暇を取得しやすい環境であ
るので半日、終日かかる用件が発生した場合にはその制度
を活用しています。 
介護しながら仕事をする必要がある従業員について、参考
になれば幸いです。 

決して他人事ではない 
昨今は平均寿命が延び、働き盛りの年代のサラリーマンが
親の介護をするのが珍しくない世の中になっていくのでは
ないかと感じます。 
高齢化により切り離せないのが認知症です。平成 29 年度高
齢者白書によると 2025 年には高齢者の 5 人に 1 人が認知
症になると言われています。誰もが認知症になる可能性が
あり、決して他人事ではないと言えるでしょう。 
認知症介護の大変さは携わる本人でないと分からないもの
で精神的に疲弊してしまうのは珍しくありません。外部サ
ービスを利用する、繋がりを持つ事はとても重要で 1 人で
抱え込まない事が何よりも大切だと筆者は強く感じます。 

II Plaza-i 最新バージョン情報 
2022 年 3 月 18 日現在までリリースしております、最新の
Plaza-i バージョン情報をお知らせ致します。 
・ Plaza-i.NET V2.03.02.04 
 

  



 
II IPOに備えた収益認識会計基
準の適用について 
はじめに 
2021 年 4 月以後に開始される事業年度から、「収益認識に
関する会計基準」（以下、収益認識基準）が上場企業に適用
されています。売上計上の前提となる継続的な会社の営業
活動に対する基準の改正のため、実務上の影響は決して小
さいものではありません。さらに監査法人との見解相違か
ら、その対応に苦慮するケースも多く見受けられます。上
場準備企業においても今後対応が必須であり、監査対象と
なる期間前に、収益認識基準を念頭においた会計処理の検
討および収益認識に係る業務フローの整備等を進める必要
があります。 

会計処理の検討方法について 
収益認識の検討を行う場合、企業と顧客との契約の内容に
合わせて、次の 5 つのステップを検討することになります。 
（Step１）契約の識別 
（Step２）履行義務の識別 
（Step３）取引価格の算定 
（Step４）履行義務への取引価格の配分 
（Step５）履行義務の充足による収益の認識 

契約の識別 
まず、収益認識基準を適用する場合は、次の①から⑤の要
件のすべてを満たす顧客との契約を識別します。 
① 当事者が書面、口頭、取引慣行等により契約を承認し、

それぞれの義務の履行を約束していること 
② 移転される財またはサービスに関する各当事者の権利

を識別できること 
③ 移転される財またはサービスの支払条件を識別できる

こと 
④ 契約に経済的実質があること（契約の結果として、企

業の将来キャッシュ・フローのリスク、時期または金
額が変動すると見込まれること） 

⑤ 顧客に移転する財またはサービスと交換に企業が権利
を得ることとなる対価を回収する可能性が高いこと 

例えば、ソフトウェア受注制作で開発工程ごとに分けて契
約を締結している場合における、売上の計上単位（工程ご
とか、全ての工程を一体と見るか）が本ステップの検討に
あたります。 

履行義務の識別 
（Step１）で識別した契約における取引開始日に、顧客と
の契約において約束した財又はサービスを評価し、次のい
ずれかを顧客に移転する約束のそれぞれについて履行義務
として識別します。 
・別個の財又はサービス（あるいは別個の財またはサービ
スの束） 
・一連の別個の財又はサービス（特性が実質的に同じであ
り、顧客への移転のパターンが同じである複数の財又はサ
ービス） 
具体的な例として、ソフトウェア開発とその後のサポート・
サービスを組み合わせて提供する場合の売上の計上単位
（二つの取引を別々の単位と見るか）の検討がこれにあた

ります。また、卸売業における取引、小売業におけるいわゆ
る消化仕入、メーカーの製造受託の取引や有償支給取引、
電子商取引サイト運営に係る取引などの売上高の表示方法
（総額で表示すべきか（本人の場合）、手数料相当額の純額
で表示すべきか（代理人の場合））等についても、本ステッ
プで検討が必要となります。 

取引価格の算定 
次に、第３のステップとして、取引価格を算定します。収益
認識基準上の「取引価格」とは、財またはサービスの顧客へ
の移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額（ただ
し、第三者のために回収する額を除きます。）をいいます。
なお、取引価格には、契約の条件や取引慣行等が考慮され
ます。 

履行義務への取引価格の配分 
本ステップでは、（Step3）で決定した取引価格を（Step２）
で識別した履行義務に配分します。各履行義務の取引価格
として定義されていないサービスに関しては、再検討が必
要となります。 

履行義務の充足 
最後のステップとして、（Step２）で識別した各履行義務に
ける収益認識時点を決定します。約束した財またはサービ
スを顧客に移転することにより、履行義務を充足した時に
または充足するにつれて、収益を認識します。履行義務の
充足の有無に関しては、たとえば下記のような場面で留意
が必要です。 
・ ソフトウェア開発やビル建設等の長期の個別受注取引
等の売上高の計上方法（進捗に応じて売上計上すべき取
引かどうか。） 

・ 出荷してから顧客による検収までの期間が一定程度あ
る取引の売上計上時点 

・ サービス業における入会金など企業が返金不能の前払
報酬を受領した場合の売上高の計上方法（売上は一時点
か、サービス提供期間に応じて計上か。） 

おわりに 
収益認識基準は、規定されている内容に抽象的な概念が多
いため、実務における個々の取引にあてはめを行うことが
困難なことがあります。検討にあたっては、早期に監査法
人や外部のアドバイザーの指導のもと着手いただくことを
お勧めします。 
【出典】「日本公認会計士協会 株式新規上場（IPO）のた
めの事前準備ガイドブック（会計監査を受ける前に準備し
ておきたいポイント）」 

  



 
II 配当等に係る源泉徴収の改正 
１．改正の概要 
令和 4 年度改正（税制大綱）において、内国法人（※）が
支払を受ける配当等で次に該当する場合には、配当等にか
かる所得税の源泉徴収を行わないこととされました。 
① 完全子法人株式等（株式等保有割合 100%）に該当する

株式等にかかる配当等 
② 配当等の支払基準日において、内国法人が直接に保有

する他の内国法人の株式等（名義人として保有するも
のに限る。）の発行済株式等の総数等に占める割合が３
分の１超である場合における当該他の内国法人の株式
等に係る配当等 

（※）内国法人のうち、一般社団法人及び一般財団法人（公
益社団法人及び公益財団法人を除く。）、人格のない社団等
並びに法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされ
ている法人以外の法人 

 
出典：金融庁 令和４年度税制改正について 税制改正大綱
等における金融庁関係の主要項目 

２．適用時期 
この改正は、令和 5 年 10 月 1 日以後に支払を受けるべき
配当等について適用されます。 

３．配当等の源泉徴収制度と益金不算入制度 
配当等にかかる源泉徴収制度 
所得税法 181 条において、利子や配当等の支払をする者は、
支払の際に当該利子や配当等について所得税を徴収し、国
に納付する源泉徴収制度が定められております。当該源泉
徴収制度は、納税者の所得税を効果的かつ確実に徴収する
ことを趣旨とした制度であり、本来は個人に帰属する所得
につき行われるものであるものの、源泉徴収事務の便宜を
考慮して、内国法人に支払う場合においても同様に源泉徴
収することとなっています。このため、内国法人での源泉
徴収は法人税の前払としての性質を有しており、法人の確
定申告により精算される仕組みとなっています。 

受取配当金等の益金不算入の制度 
法人が他の内国法人から配当等を受けた場合、企業会計上
は利益となりますが、配当等は配当を行う法人で既に法人
税を課税されているため、法人税法上は二重課税排除の観
点から配当の一部又は全部を益金の額に算入しないことと
されております。具体的には以下のとおりとなっています。 

 
４．改正の背景 
上述の源泉徴収制度及び受取配当金等の益金不算入制度の
関係により、完全子法人株式等及び関連法人株式に係る受
取配当金等については、源泉徴収が行われて所得税額控除

（法人税より控除）の対象となる一方で、受取配当金は益
金不算入となるため、還付金が発生しやすい構造となって
います。この点に着目した会計検査院は、完全子法人株式
及び関連法人株式に係る配当金等にかかる所得税額控除や
還付金等の発生状況を調査した結果を 2020 年 11 月 10 日
に「令和元年度決算検査報告の概要」で公表しています。 

 

 
(*1)平成 29 年度～令和元年度の延べ数値 

出典：会計検査院 令和元年度決算検査報告の概要 
上表のとおり、所得税額控除は、少数の完全子法人株式又
は関連法人株式を保有している法人より過半が発生してお
り、当該法人から多額の還付金額が発生している状況が明
らかとなっています。このため、当報告では仮に当該法人
に対する源泉徴収を行わないとした場合、還付金及び還付
加算金が発生せず、税務署における源泉所得税事務及び還
付事務等の負担が削減される可能性があることを示唆して
おり、当該改正へと繋がっております。 

５．留意点 
受取配当等の益金不算入制度における関連法人株式等には、
保有期間要件が定められているものの、当該源泉徴収の改
正の対象となる関連法人株式には、実務上の便宜を考慮し
当該保有期間要件は定められていない（源泉徴収不要にな
る関連法人株式の方が範囲は広い）点に留意が必要です。 

６．おわりに 
当該改正により、税務署の事務負担の軽減のみならず、源
泉徴収時点から還付時までに一時的な資金負担が生じてい
た状況が解消されることから、法人の資金繰りに寄与する
ものと考えられます。 

 株式等の区分 株式等保有割合 益金不算入割合
完全子法人株式等 100% 100%
関連法人株式等 3分の1超 100%(負債利子除く)
その他の株式等 5%超3分の1以下 50%
非支配目的株式等 5%以下 20%
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