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本事例における留意点

外国子会社の名義株を外貨建仮払金で会計処理している場合、その外貨建仮払金は、税務上

は外貨建子会社株式に該当することから、外貨建債権債務の期末時換算による為替換算差損益

を計上することができない。

事 例

当社は、当期（平成28年３月期）にＡ社を100％出資（総株式数100株）の子会社（外国

子会社）として設立しました。

ところで、Ａ社の所在する国の法令により、現地の居住者が１名以上は株主である必要があ

ったことから、Ａ社の役員であるＢ氏の名義を借りることとし、Ａ社株式10株（額面金額

1,000米国ドル）をＢ氏の名義としてＡ社を設立しています。

このため、当社はＢ氏に対するＡ社株式の払込代金10,000米国ドル（日本円換算で

1,250,000円）を外貨建仮払金として計上しています。

また、当社は自社名義のＡ社株式90株分の払込代金90,000米国ドル（日本円換算で

11,250,000円）をＡ社株式として計上しています。

当社とＢ氏の間にはＢ氏の保有するＡ社株式が名義株であることの確認書はありますが、会

計処理では外貨建仮払金としており、短期の外貨建債権債務は期末時換算法を選択しているの

で、この外貨建仮払金も期末時換算をしています。

ところで、Ｂ氏に対する外貨建仮払金はＡ社の名義株に該当するものであることから、外貨

建有価証券として発生時換算法を適用すべきものとして申告調整をする予定でいますが、その

ような税務処理でよろしいですか。

なお、当社とＢ氏の確認書では、Ｂ氏の名義となっているＡ社株式は当社の所有するもので

あることから、当社がＡ社株式のすべてを保有するものとして取り扱うことを確認しており、

かつ、Ａ社にもその確認書の写しを交付しています。

発生時の為替レートは１米国ドル＝125円です。
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【当社の会計処理】

為替換算差損 100,000円 ╱ 外貨建仮払金 100,000円

【当社の税務調整】

外貨建仮払金 100,000円 ╱ 為替換算差損 100,000円

期末の為替レートを１米国ドル＝115円で計算しています。

Ⅰ 本事例における法令等の検討

１ 支配関係及び完全支配関係

国税庁の公表している法人税基本通達の

趣旨説明により、名義株の取扱いが明らか

にされています（平成22年６月30日付課

法２―１ほか１課共同「法人税基本通達等

の一部改正について」（法令解釈通達）の

趣旨説明）。

（名義株がある場合の支配関係及び完

全支配関係の判定）

１－３の２－１ 法第２条第12号の

７の５ 支配関係 の規定の適用上、

一の者と法人との間に当該一の者に

よる支配関係があるかどうかは、当

該法人の株主名簿、社員名簿又は定

款に記載又は記録されている株主等

により判定するのであるが、その株

主等が単なる名義人であって、当該

株主等以外の者が実際の権利者であ

る場合には、その実際の権利者が保

有するものとして判定する。

同条第12号の７の６ 完全支配

関係 の規定の適用上、一の者と法

人との間に当該一の者による完全支

配関係があるかどうかについても、

同様とする。

【解説】

１ 法人税法上、支配関係とは、一の者が

法人の発行済株式等の50％超を直接又

は間接に保有する関係と認められる一定

の関係（以下「当事者間の支配の関係」

という。）又は一の者との間に当事者間

の支配の関係がある法人相互の関係をい

う（法２十二の七の五）。

ところで、会社法上、会社が株式を発

行した場合には、株主名簿に株主の氏名

又は名称及び住所その他所要の事項を記

載等することが要され（会社法121）、

また、会社の株主に対する通知又は催告

は、株主名簿に記載等された株主の住所

又は株主が会社に通知した連絡先にあて

ることをもって足りることとされている

（同法126①）。したがって、一の者と法

人との間に当該一の者による支配関係が

あるかどうかは、原則として、当該法人

の株主名簿等に記載等された株主等の持

株数又は出資金額を基礎としてその判定

を行うこととなる。

２ しかし、現実問題として、株主名簿等

に記載等されている株主等が単なる名義

人であって、実際の権利者が他に存在す

る場合も少なくない。この点、税務上は、

いわゆる「名義株」をその外形どおりに

取り扱うこととすると税制の適用が恣意

的に行われる可能性もあることから、株
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主名簿等に記載等されている株主等が単

なる名義人であって、他に実際の権利者

がいる場合には、その実際の権利者が株

式等を保有するものとして、その判定を

行うこととしている。本通達の前段では、

支配関係の判定に当たっても、名義株が

ある場合には、実際の権利者が株式等を

保有するものとして判定することを明ら

かにしている。

３ また、法人税法上、完全支配関係とは、

一の者が法人の発行済株式等の全部を直

接又は間接に保有する関係と認められる

一定の関係（以下「当事者間の完全支配

の関係」という。)又は一の者との間に当

事者間の完全支配の関係がある法人相互

の関係をいうが（法２十二の七の六）、本

通達の後段では、この完全支配関係の判

定に当たっても、名義株がある場合には

同様に取り扱うことを明らかにしている。

２ 名義株に関する判決

最高裁判所の昭和42年11月17日の判

決において、名義株の所有者は、名義人で

はなく実際に払込みを行った者であること

を明らかにしています。

他人の承諾を得てその名義を用い株

式を引き受けた場合においては、名義

人はすなわち名義貸与者ではなく、実

質上の引受人すなわち名義借用者が株

主となるものと解することが相当であ

る。

けだし、商法第201条は第１項にお

いて、名義のいかんを問わず実質上の

引受人が株式引受人の義務を負担する

という当然の事理を規定し、第２項に

おいて、特に通謀者の連帯責任を規定

したものと解され、単なる名義貸与者

が株主たる権利を所得する趣旨を規定

したものとは解されないから、株式の

引受及び払込については、一般私法上

の法律行為の場合と同じく、真に契約

の当事者として申し込みをしたものが

引受人としての権利を取得し、義務を

負担するものと解すべきである。

なお、旧商法第201条では、以下のよう

に規定されていました。

第201条 仮設人ノ名義ヲ以テ株式ヲ

引受ケタル者ハ株式引受人タル責任

ヲ負フ他人ノ承諾ヲ得ズシテ其ノ名

義ヲ以テ株式ヲ引受ケタル者亦同ジ

２ 他人ト通ジテ其ノ名義ヲ以テ株式

ヲ引受ケタル者ハ其ノ他人ト連帯シ

テ払込ヲ為ス義務ヲ負フ

３ 実質上の株主の認定

東京地方裁判所の昭和57年３月30日の

判決において、実質上の株主の認定につい

ては以下の点を総合的に判断すべきとされ

ています。

① 株式取得資金の拠出者

② 名義貸与者と名義借用者との関係

及びその間の合意の内容

③ 株式取得（名義変更）の目的

④ 取得後の利益配当や新株等の帰属

状況

⑤ 名義貸与者及び名義借用者と会社

との関係

⑥ 名義借りの理由の合理性

⑦ 株主総会における議決権の取扱及

び行使の状況
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Ⅱ 本事例における取扱いの検討

１ 外貨建子会社株式の期末の円換算に

ついて

貴社の保有するＡ社株式は外貨建子会社

株式であることから、法人税法上は期末の

円換算においては発生時換算法を適用する

ことになります（法法61の９①二ハ)。

したがって、貴社の保有するＡ社株式の

期末時換算法による為替換算差損益を益金

の額又は損金の額に算入することはできま

せん。

２ Ｂ氏名義のＡ社株式

貴社がＢ氏の名義を借用して払込みをし

たＡ社株式10株については、貴社とＢ氏

との確認書において、貴社が所有するもの

であることを明らかにしており、さらに、

その確認書の写しを発行法人であるＡ社に

も交付していることから、貴社がＢ氏名義

のＡ社株式を所有しているものとして取り

扱うことが相当です。

３ Ａ社株式の帳簿価額

貴社の保有するＡ社株式の会計上の帳簿

価額は11,250,000円ですが、貴社が外貨

建仮払金として会計処理している

1,250,000円も貴社が負担したＡ社株式の

払込代金であり、かつ、Ａ社株式10株の

名義人であるＢ氏が資金負担をしたもので

もなく、貴社とＢ氏の間にはＢ氏名義のＡ

社株式が名義株であり、その真実の所有者

が貴社であることを明らかにする確認書も

存在し、また、株主としての権利も貴社に

帰属するものとされていることから、Ｂ氏

名義のＡ社株式10株も貴社が所有するも

のとして税務処理することになります。

そうすると、貴社の会計上の外貨建仮払

金1,250,000円もＡ社株式として計上され

るべきものであることから、貴社の会計上

のＡ社株式の帳簿価額11,250,000円に外

貨建仮払金として計上した1,250,000円の

合計12,500,000円が税務上のＡ社株式の

帳簿価額となります。

４ 申告調整について

外貨建仮払金として計上したＡ社株式に

係る期末時レートによる為替換算差損

100,000円は損金の額に算入されません。

また、外貨建仮払金として計上したＡ社

株式に係る為替換算差損100,000円だけで

なく、期末時レートによる円換算後の外貨

建仮払金1,150,000円もＡ社株式の帳簿価

額に振替処理をする必要があります。

（貴社）

【会計処理】

為替換算差損 100,000円 ╱ 外貨建仮払金 100,000円

（Ｂ氏に対する外貨建仮払金は1,250,000円）

【税務処理】

Ａ社株式 1,250,000円 ╱ 外貨建仮払金 1,250,000円

【税務修正】

外貨建仮払金 100,000円 ╱ 為替換算差損 100,000円

Ａ社株式 1,250,000円 ╱ 外貨建仮払金 1,250,000円
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貴社の申告調整>

【別表４】

【別表５⑴】

※１ 期末時レートによる円換算後の会計上の帳簿価額1,150,000円と一致します。

※２ Ｂ氏名義のＡ社株式10株×1,000米国ドル（発生時の円換算1,250,000円）に一致

します。

また、貴社の保有するＡ社株式の会計上の帳簿価額11,250,000円と別表５⑴の

1,250,000円の合計額12,500,000円が税務上の帳簿価額となります。

（了)
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