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組織再編税務の基礎

第21回

現物出資と消費税

平井 伸央
NobuoUirai

税理士，税理士法人山田＆パー トナー ズ 法人部 シニアマネージャー。

明治大学商学部卒業。大原簿記学校にて税理士講座法人税 法の講師に従

事 したのち，2004年 に税理士法人山 田＆パー トナー ズに入所 。2006

年税理士登録。主 と して法人の税務顧 問業 務に従事する ほか，M＆Aや

組織再編成のア ドバイザーなどを手 がける。

1現 物 出 資 に 関 す る 消 費 税 の 規

定

今回は，現物出資による資産の移転に伴う

消費税の取扱いについて確認をします。消費

税法4条 において，消費税の課税の対象とな

る取引は次のとお り規定されています。

【消費税法4条 （課税の対象）】

国内において事業者が行った資産の譲渡等

（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。

第3項 において同じ。）及び特定仕入れ （事

業として他の者から受けた特定資産の譲渡等

をいう。以下この章において同じ。）には，

この法律により，消費税を課する。

（第2項 以下省略）

条文中の 「特定資産の譲渡等」及び 「特定

仕入れ」は現物出資に関係 しませんので，解

説は省略します。これらを省略して消費税法

4条1項 を読むと，消費税の課税対象となる

取引は 「国内において事業者が行った資産の

譲渡等」 ということになります。したがって，

現物出資による資産の移転が 「資産の譲渡

等」に該当する場合には，国内において事業

者が行 う現物出資による取引は消費税の課税

の対象とな ります。

「資産の譲渡等」とは，消費税法及び消費

税法施行令において次のとおり規定されてい

ます。

【消費税法2条 （定義）8号 （資産の譲渡

等）】

事業として対価を得て行われる資産の譲渡

及び貸付け並びに役務の提供 （代物弁済によ

る資産の譲渡その他対価を得て行われる資産

の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類す

る行為として政令で定めるものを含む。）を

いう。

【消費税法施行令2条 （資産の譲渡等の範

囲）】

法第2条 第1項 第8号 に規定する対価を得

て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役

務の提供に類する行為として政令で定めるも

のは，次に掲げるものとする。
一 （略）

二 金銭以外の資産の出資 （特別の法律に

基づく承継に係るものを除く。）

三～五 （略）

消費税の課税の対象 となる資産の譲渡等 と

は，消費税法2条8号 において 「事業 として

対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並

びに役務の提供」 と規定されています。さら

に，譲渡性や対価性が不明瞭な取引のうち一

定の取引については消費税法施行令2条 にお

いて 「資産の譲渡等に類する行為」 として課

税の対象となる取引が列挙されています。こ

の資産の譲渡等に類する行為のうちに 「金銭

以外の資産の出資」が規定されているため，

現物出資は消費税の課税対象 とされます。

2現 物 出 資 が 消 費 税 の 課 税 対 象

とな る理 由

現物出資が消費税の課税対象取引とされる

のは，『DHCコ ンメンタール消費税法』（第

一法規）において会社法上の会社設立の一形

態である事後設立との課税のバランスを図る
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観点からと解説されています。事後設立とは，

金銭の出資により会社 を設立した後，その金

銭を対価 として資産 （及び負債）を譲渡する

行為を言います。金銭 を対価 として資産の譲

渡を行いますので，その取引は消費税法の資

産の譲渡等そのものであり，消費税の課税の

対象となります。会社法の会社設立の一形態

である現物出資も同様の経済効果が生 じるこ

とから，消費税の課税対象 とすることでバラ

ンスを図っています。

このように現物出資による資産の移転につ

いては，消費税の課税対象となります。これ

に対 して，同じ組織再編行為である合併と分

割による資産の移転は，法人の権利義務の全

部又は一部を他の法人に包括的に承継させる

行為であるため，消費税の取扱いにおける資

産の譲渡には該当 しません。また，消費税法

施行令2条 の資産の譲渡等に類する行為にも

定めがないため，消費税の課税対象となる取

引とはなりません。

なお，消費税法施行令2条2号 の金銭以外

の資産の出資からはカッコ書きで 「特別の法

律に基づ く承継に係るもの」が除かれていま

す。これは平成15年 度税制改正において，当

時進められていた特殊法人等改革に伴って設

けられた規定です。具体的には既存の特殊法

人等を独立行政法人化するなどに当たり現物

出資が多 く用いられる中，その事業の承継が

実態的には合併や分割 と同様に一体的 ・包括

的に行われるものとして，課税の対象から除

外することとなりました （『平成15年 版改正

税法のすべて』財団法人大蔵財務協会，参照）。

3現 物出資を行った場合の消費

税の計算

（1）消費税の課税標準に関する規定

次に，現物出資を行った場合の具体的な消

費税の計算について確認をします。まずは，

消費税の課税標準についての規定を確認 しま

す。
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【消費税法28条 （課税標準）】

課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準

は，課税資産の譲渡等の対価の額 （対価とし

て収受し，又は収受すべき一切の金銭又は金

銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益

の額とし，課税資産の譲渡等につき課される

べき消費税額及び当該消費税額を課税標準と

して課されるべき地方消費税額に相当する額

を含まないものとする。以下この項及び第3

項において同じ。）とする。（以下省略）

【消費税法施行令45条 （課税資産の譲渡等

及び特定課税仕入れに係る消費税の課税標

準の額）】

1法 第28条 第1項 及び第2項 に規定する

金銭以外の物又は権利その他経済的な利益

の額は，当該物若しくは権利を取得し，又

は当該利益を享受する時における価額とす

る。

2次 の各号に掲げる行為に該当するものの

対価の額は，当該各号に定める金額とする。
一～二 （省略）

三 金銭以外の資産の出資 当該出資によ

り取得する株式 （出資を含む。）の取得

の時における価額に相当する金額

四～五 （省略）

3事 業者が課税資産の譲渡等 （特定資産の

譲渡等に該当するものを除く。以下この項

において同じ。）に係る資産 （以下この項

において 「課税資産」という。）と課税資

産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係る資産

（以下この項において 「非課税資産」とい

う。）とを同一の者に対して同時に譲渡し

た場合において，これらの資産の譲渡の対

価の額 （法第28条 第1項 に規定する対価

の額をいう。以下この項において同じ。）

が課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産

の譲渡の対価の額とに合理的に区分されて

いないときは，当該課税資産の譲渡等に係

る消費税の課税標準は，これらの資産の譲

渡の対価の額に，これらの資産の譲渡の時

における当該課税資産の価額と当該非課税

資産の価額との合計額のうちに当該課税資

産の価額の占める割合を乗じて計算した金

額とする。

消費税の課税取引があった場合におけるそ

の消費税の課税標準は，金銭等の対価がある

場合には，その対価の額とされます。現物出
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