
日本の法人税改革

一橋大学大学院
経済学研究科
田近 栄治

eiji.tajika@r.hit-u.ac.jp

2013年5月29日



構成
１．日本の法人税をどうみるか

OECD Economic Survey 2008

２．日本の法人税の実像：

4つの基礎事実

３．法人実効税率：負担の実態

４．法人税減税の効果

５．法人税改革の道筋：4つの改革
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1. OECD Economic Survey 2008

• 日本の法人税の特徴は、国税と並んで、法人住民税や法人
事業税などによって地方税でも重い負担となっていることで
ある。

• 地方の法人税は、地方団体間の偏在や景気変動による税収
の変動が大きい。

• この弊害に対して法人事業税の一部は外形標準化された。

• 外形標準課税は、応益的な側面から望ましいとされているが、
雇用と投資促進の阻害要因となることからOECD諸国では

廃止するようになってきている。また、景気変動のリスクを企
業にしわ寄せするため望ましくない。

• 地方法人税の弊害を考えると日本は地方法人税を廃止する
べきであり、それによって法人税率をOECD諸国平均に近け
ることができる。
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One way to lower the corporate tax rate and improve the local tax system would 
be to phase out local taxes on enterprises, while increasing other local taxes, 
notably on personal income, property and consumption. A unique feature of 
Japan’s corporate tax system is the significant amount is imposed at the local 
level through the prefectural enterprise tax and the local inhabitant tax on 
corporations. Corporate taxation at the local level has various drawbacks such 
as the large revenue gap between jurisdictions- tax revenues per capita in Toyo 
were nearly seven times higher than in the poorest prefecture between 2001 
and 2005- and high volatility in revenue. There problems could be reduced by 
the pro-forma scheme introduced in 2004, which determines the enterprise tax 
on the basis of assets and value-added, as well as income. Such an approach 
can be justified by the benefit principle-even firms that are not profitable should 
pay for the services they receive. However, many OECD countries have phased 
out this type of taxation as it tends to discourage job creation and business 
investment. Moreover, it may exacerbate enterprise failures during economic 
downturns by transferring the cyclical risk from local governments to companies 
(2005 OECD Economic Survey of Japan). Given the numerous drawbacks, 
Japan should shift away from corporate taxation at the local level, which would 
reduce the overall corporate tax rate toward the OECD average.



２．日本の法人税の実像 基礎事実１
高い税率： OECD諸国との比較（国税と地方税）
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法人税率の推移
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基礎事実２
高い法人税収（2007年、税、社会保険料のGDP比率）
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基礎事実３
大きな税収変動（法人税収の国税収入とGDPの比率）
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基礎事実４
構造的な赤字法人問題
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３．法人実効税率：負担の実態

• 法人実効税率

＝法人税額／企業利益

＝実効法定税率

－【実効法定税率ｘ繰越欠損金／企業利益】

－【実効法定税率ｘ受取配当益金不算入額／企業利益】

＋【留保金税額／企業利益】

－【所得税額／企業利益】

―【外国税額／企業利益】

－【試験研究費控除／企業利益】

＋【その他税額／企業利益】
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法人実効税率：負担の実態

①法人受取配当の増大による負担軽減（二重課税
調整による）

②外国税額控除の増大（二重課税調整）

③政策減税である試験研究費控除による実効税率
軽減は、企業利益の1%を下回る水準

しかし、試験研究費控除による負担率の軽減効果
は業種で大きな差がある。

④負担率推計の背後には、減価償却加速化による
負担軽減があるが、これは負担軽減を「先取り」し
たもので、後年度に負担は増加する。
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減価償却（2012年度改正）
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４．法人税減税の効果
• 税収に占める各税の割合が成長にど

のような影響を及ぼすかを分析

• 日本を含む21のOECD諸国の1971か
ら2004年の（パネル）データをもとにし

て、人的および物的資本蓄積の影響な
どを除去しつつ、各国の税構造が成長
率に及ぼす効果を調べた

• 経済成長促進の面から税率構造は順
序化できる

• 固定資産税＝＞消費課税＝＞この二
つに比べると個人所得課税ははるか
に成長阻害的であり、成長の観点から
は、法人所得税はもっとも望ましくない
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法人税減税の効果

①リスクテイキング：税引き後利益の増大により、内部資
金が増えることでリスクテイクしやすくなる。

②株価との関係（トービンQ効果）：税引き後利益の増大
による株価上昇＝＞投資の増大。国内投資だけではな
く、グローバル化した経済では、海外直接投資の増大。

③海外から日本への投資の促進

④高い法人税は、資本の国際移動が進むなかで、国内
産業（非貿易財）に負担シスト＝＞消費や雇用へのマ
イナス効果。

⑤政策減税は、新規投資や特定業種の負担軽減。それ
に対して、法人税減税は、新旧資本、すべての業種の
負担軽減。
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（参考）日本企業のキャッシュフローと投資
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５．法人税改革の道筋

改革１：正すべきものは正す。
「税を払っていない会社がある」といった国民の不満

赤字法人の割合が70％近くもあり、それが何10年も続いている
事実

しかし、外形標準課税にならって、付加価値や従業員数を基準と
して課税することは実行不可。

所得のないところに負担を求めることはできない。

問題の根源は、個人所得課税における給与所得控除を利用し
た家族などへの所得分散

できるところからやる

同族会社の内部留保金課税強化や「同族会社（一人オーナー会
社）の役員給与の損金不算入制度」をどう考えるか。
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法人税改革の道筋

改革２：課税ベースを広げて税率を下げる

政策減税の見直し

試験研究費控除や加速償却制度の見直しが必要。
しかし、それによる増収効果は限界的。また、制
度の全面的な見直しが必要かは要検討。

減税財源の確保

法人税の課税ベース拡大以外に、資本所得課税
全体の課税見直しから減税財源を確保する必要
性。（法人税と金融課税は一体で考えるべき）
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改革３：地方法人税の見直し

重い地方法人課税

国の税率（25.5%）＋地方法人二税（法人住民税、法
人事業税、約10%）＝約35.5%、プラス法人事業税の
外形標準課税

地方税源として、法人税は適切か

法人の活動は地域に限定されない。

税収の地域偏在性、景気変動性の高い税

地方法人特別税をどう考える

地方税源の「水平的調整」

地方固有税源（個人住民税、固定資産税など）の強化
が必要性
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改革４ 国際化へのさらなる対応

最近の改正

外国子会社配当益金不算入制度（2009年）

地域統括会社の合算課税からの除外（2010年）

日本企業の海外での競争力を高めるために必要

しかし、世界一高い法人税率のままでは、国内所得
の海外への移転の可能性が高まる

国内法人税率の引下げの一層の必要性

移転価格や親子間の費用配分の適正化を含む、国
政的な企業の課税強化が必要。
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