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四訂版（平成 26 ～ 27 年版）はしがき

有価証券の投資から生ずる所得は、「有価証券の議渡による所得」、「有価証券
の保有による所得」及び「有価証券の償還・払戻等による所得」に区分するこ
とができる。平成 24 年版のはしがきに述べたところでもあるが、これらの所得
は、現行の所得税や住民税においては、①株式等の譲渡による所得は、事業所
得、譲渡所得又は雑所得、②債券等の議渡による所得は、譲渡所得（場合によっ
ては、事業所得又は雑所得）、③株式等の配当金は配当所得、④債券等の利金は
利子所得、⑤株式等の払戻・償還・解約等による所得は、配当所得又は議渡所
得（場合によっては、事業所得又は雑所得）、⑥債券等の償還による所得は雑所
得にと、それぞれ分類される。また、有価証券を対象とするデリバティブ取引
の差金決済による所得は、事業所得又は雑所得とされている。これらの課税方
式は、総合課税となるもの、申告分離課税となるもの、源泉分離課税となるも
のに区分されるが、中には非課税とされるものもある。さらには、個人の投資
する有価証券については、相続（遺贈）や贈与は避けることのできないもので
あり、相続税や贈与税の課税も看過できない。
個人の証券投資をめぐる税務は、複雑な制度となってきているが、本書は、初
版以来、その個人の証券税務について、様々な国内外の有価証券の取得・保有・
譲渡・償還（払戻）から相続や贈与の局面に至るまで、なるべく広範に取り上
げることとしている。むろん、強調したい項目については、随所において同じ
図表や記述を繰り返すことをいとわないのが、本書の従来からのスタンスであ
る。
個人の証券税制は、平成 26 年から①上場株式等の配当所得及び議渡所得等に
対する税率は、優遇税率が廃止され、本則税率化されたこと、②「NISA＝非
課税口座」の制度が開始されたこと、③「国外財産調書」の提出制度も開始さ
れたこと、平成 27 年からは④「国外証券移管等調書」の提出制度が創設された
こと、平成 28 年からは、金融所得一元化の第一歩として、⑤特定公社債等の利
子所得及び譲渡所得等に対する課税制度が、上場株式等の配当所得及び譲渡所
得等に対する課税制度と同列のものとなること等、めまぐるしい変化を遂げつ
つある。そして、平成 27 年からは、相続税の基礎控除の引下げと税率の見直し、
贈与税における直系尊属からの贈与に係る税率の緩和など、大きな改正が行わ



れている。
これらの課税制度の改正は、平成 25 年度及び平成 26 年度の税制改正並びに
それ以前の数年度の税制改正によるものであるが、本書は、その数年度の税制
改正を踏まえ、平成 27 年 12 月 31 日までの現行税制についての記述を中心とし
て、平成 28 年１月１日以後の制度にも触れながら、必要と思われる加筆補正等
を行った。なお、本書において文中意見にわたる部分は、個人的見解にすぎな
いことをお断りしておきたい。
最後となったが、お世話になっているみずほ証券株式会社プライベートバン
キング支援部の松本憲明氏ほかの皆さんには、証券実務につき多大なご教示を
戴いた。この場を借りて厚く御礼を申し上げる。
また、本書の刊行にあたっては、法令出版株式会社の鎌田順雄氏及び下島克
仁氏に大変お世話になった。併せて、御礼申し上げたい。

平成 26 年 12 月
前 田 繼 男
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第１章　有価証券

　個人投資家の株式や債券（公社債）など有価証券に対する投資をめぐる税務
について概観すると、有価証券の保有の段階では利子所得や配当所得への課税
が、有価証券（主として株式など）の譲渡が行われると譲渡所得・事業所得・
雑所得への課税が、有価証券（主として債券）の償還の段階では雑所得への課
税が、そして相続・遺贈・贈与による有価証券の移転の段階では相続税・贈与
税の課税が、それぞれ行われる。
　有価証券は、株式や債券（公社債）がその代表例であるが、元来、有価証券
とは、私法上の財産権を表わす証券、ないし私法上の権利の化体した証券なの
であって、基本的には、転々流通するものをいい、小切手や手形、倉荷証券や
船荷証券なども含まれる。しかしながら、小切手や手形は、その性質が現金預
金に準ずるもの（貨幣証券と呼ばれることもある）であり、倉荷証券や船荷証
券は、貨物の所有権やその引渡請求権を表象する証券（物品証券と呼ばれるこ
ともある）である。
　所得税法において「有価証券」とは、金融商品取引法第２条第１項に規定す
る有価証券その他これに準ずるものをいうこととされている。具体的には、「有
価証券」は、次の⑴及び⑵に掲げるものであるとされており、小切手や手形（い
わゆるコマーシャル・ペーパーは除かれる）、倉荷証券や船荷証券などは、所得
税法上、「有価証券」には含まれていない（所法２①十七、所令４）。

⑴　金融商品取引法第２条第１項に規定する有価証券
　①　国債証券
　②　地方債証券
　③　特別の法律により法人の発行する債券（④及び⑪に掲げるものを除く）
　　※�　例えば、独立行政法人住宅金融支援機構が発行する債券は、これに該

当する。
　④　資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社の特定社債券
　　※　特定社債券には、転換特定社債券も含まれる。
　⑤　社債券（相互会社の社債券を含む。以下同じ）
　　※�　社債券には、新株予約権付社債券（会社法制定前の新株引受権付社債

券及び転換社債券）も含まれる。
　　※�　特別の法人である日本放送協会（ＮＨＫ）が発行する放送債券は、本

来、上記③に掲げる債券に該当するのであるが、電力 10 社が発行する電
力債と同様に、一般担保付社債として、起債市場においてはこの⑤の扱
いを受けている。

　⑥�　特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（⑦⑧及び⑪に掲
げるものを除く）

　　※　日本銀行出資証券は、これに該当する。
　⑦　協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券
　⑧�　資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受

権を表示する証券
　⑨　株券又は新株予約権証券
　⑩�　投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信

託の受益証券
　　※�　投資信託を運用財産の種類に応じて分類すると、有価証券への投資に

より信託財産を運用する「証券投資信託」、証券投資信託以外の投資信託
で公社債や手形などへの投資により信託財産を運用する「公社債等運用
投資信託」、証券投資信託以外の投資信託で商品や不動産などへの投資に
より信託財産を運用する「非公社債等投資信託」となる。

　⑪�　投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券（投資法人の投
資口）、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券

　　※�　外国投資証券とは、外国投資法人の発行する証券で、投資証券（投資
口）の性質を有するもの又は投資法人債券の性質を有するものをいう（投
信法 220 ①）。

　⑫　貸付信託の受益証券
　⑬　資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
　⑭　信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券
　　※�　受益証券発行信託のうち、信託事務の実施につき一定の要件に該当す

るものとして税務署長の承認を受けた法人（承認受託者）が引き受けた
ものであることその他一定の要件に該当するものは、「特定受益証券発行
信託」という（法法２二十九）。

　　※�　東京証券取引所に上場されている「外国指標連動証券信託受益証券（い
わゆる「ETN」といわれているもの）」「内国商品信託受益証券」などは、
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受益証券発行信託に該当する。これらの中には、特定受益証券発行信託
に該当するものも含まれている。

　⑮�　法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内
閣府令で定めるもの

　　※�　いわゆるコマーシャル・ペーパー（ＣＰ）（銀行等の金融機関が交付し
た「ＣＰ」の文字が印刷された用紙を使用して発行されるもの）が、こ
れに該当する（内閣府令２）。

　⑯　抵当証券法に規定する抵当証券
　⑰�　外国又は外国の者の発行する証券又は証書で①から⑨まで又は⑫から⑯

までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの（⑱に掲げるものを除く）
　⑱�　外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付

けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する
権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの

　　※�　貸付債権信託の受益権（いわゆるCARDs 等）が、これに該当する（内
閣府令３）。

　⑲�　金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法
に従い行う金融商品取引法第２条第 21 項第３号に掲げる取引に係る権利、
外国金融商品市場において行う取引であって同号に掲げる取引と類似の取
引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う金
融商品取引法第２条第 22 項第３号若しくは第４号に掲げる取引に係る権
利（「オプション」という）を表示する証券又は証書

　　※　いわゆる「上場カバードワラント」といわれるものは、これに該当する。
　⑳�　①から⑲に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の

発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受け
た証券又は証書に係る権利を表示するもの

　㉑�　①から⑳に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は
投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める
証券又は証書

　　※�　これに該当するものとしては、①外国法人の発行する特定の譲渡性預
金の預金証書（いわゆる海外CD）、②学校法人等が発行する特定の学校
債券がある（金商令１、内閣府令４）。

　※�　以上に掲げる金融商品取引法第２条第１項に規定する「有価証券」につ

①　国債証券

②　地方債証券

③　特別の法律により法人の発行する債券（④及び⑪に掲げるものを除く）

④　資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券

⑤　社債券（相互会社の社債券を含む。以下同じ）

）く除をのもるげ掲に⑪び及⑧、⑦（券証資出るす行発の人法たれさ立設りよに律法の別特　 ⑥

⑦　協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券

す示表を権受引資出先優新は又券証資出先優るす定規に律法るす関に化動流の産資　 ⑧
る証券

⑨　株券又は新株予約権証券

　 ⑩ 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券

は又券債人法資投はくし若券証資投るす定規に律法るす関に人法資投び及託信資投　 ⑪
外国投資証券

⑫　貸付信託の受益証券

⑬　資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券

⑭　信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券

定で令府閣内、ちうの形手束約るす行発にめたるす達調を金資な要必に業事が人法　 ⑮
めるもの

券証当抵るす定規に法券証当抵　 ⑯

げ掲にでま⑯らか⑫は又でま⑨らか①で書証は又券証るす行発の者の国外は又国外　 ⑰
る証券又は証書の性質を有するもの（⑱に掲げるものを除く）

しと業をけ付貸の銭金の他のそ者む営を業行銀で書証は又券証るす行発の者の国外　 ⑱
て行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するものの
うち、内閣府令で定めるもの

う行い従に法方び及準基るめ定の者るす設開を場市品商融金ていおに場市品商融金　 ⑲
金融商品取引法第２条第 21項第３号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場に
おいて行う取引であつて同号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場
及び外国金融商品市場によらないで行う金融商品取引法第２条第 22項第３号若しく
は第４号に掲げる取引に係る権利（「オプション」という）を表示する証券又は証書

たれさ行発の書証は又券証該当が者たけ受を託預の書証は又券証るげ掲に⑲らか①　 ⑳
国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る
権利を表示するもの

保の者資投は又益公、し案勘を情事の他のそ性通流、かほののもるげ掲に⑳らか①　 ㉑
護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書

有

　価

　証

　券

いて図示すると、次のとおりである。
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⑵　上記⑴に掲げる有価証券に準ずるもの（所令４）
　①�　上記⑴の①から⑮までに掲げる有価証券及び⑰に掲げる有価証券（⑯に

掲げる有価証券の性質を有するものを除く）に表示されるべき権利で、有
価証券が発行されていないもの

　②�　合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第２条第７号
に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分

　③�　株主又は投資法人の投資主となる権利、協同組織金融機関の優先出資者
となる権利、特定目的会社の特定社員又は優先出資社員となる権利その他
法人の出資者となる権利

※�　有価証券の範囲については、法人税法上も、基本的には、所得税法の規定
するところと変わらない。しかしながら、法人税法においては、所得税法と
は異なり、内国法人の発行する特定の譲渡性預金の預金証券（いわゆる国内
CD）についても、有価証券の範囲に含めている（法令 11 二、法規８の２の
３）。また、株式の発行会社が有する自己の株式や発行法人が有する自己の出
資については、法人税法上、有価証券の範囲から除外することとされている
ところが、所得税法とは異なる（法法２二十一）。

※　有価証券の電子化
　�　有価証券については、現在、「社債、株式等の振替に関する法律」により
ペーパーレス化（電子化）が広範に実施されている。当初は、社債などのペー
パーレス化から開始され、順次、国債や地方債、証券投資信託などにペーパー
レス化が拡大されてきた。国債や地方債、社債その他の公社債は、もともと
無記名証券であり、紛失の危険の防止や質権の設定・管理などのために「登
録制度」があったから、公社債のペーパーレス化ということは、時代の要請
でもあったものと思われる。したがって、法律の名称も、当初は「社債等の
振替に関する法律」となっていた。ただ、公社債などで現実に証券が発行さ
れているもの（既発行の社債券、国債証券、地方債証券、無記名の証券投資
信託の受益証券など）については、無記名証券制度としての特質ゆえに、遡っ
てその証券自体を無効にして行う全面的なペーパーレス化（電子化）の実施
は、事実上不可能であることから、新規発行の証券から順次ペーパーレス化
（電子化）が実施されてきている。
　�　一方、株式のうち上場株式についても、「株券等の保管及び振替に関する法

律」による株券の保管振替の制度があった。この制度は、「保管振替機関」に
株券そのものを預託し、預託された上場株式についてのみ振替・管理が行わ
れるというものであった。しかし、これは、既発行の株券の無効化に伴う全
面ペーパーレス化（電子化）というようなものではなく、株券が証券会社を
通じて「保管振替機関」に預託された上場株式についてのみ、その振替・管
理が行われたのである。
　�　その「株券等の保管及び振替に関する法律」が廃止され、「社債等の振替に
関する法律」は、「社債、株式等の振替に関する法律」と改名されて、この法
律の下に、上場株式は、平成 21 年１月５日以後発行済みの株券すべてが無効
とされ、そのペーパーレス化（電子化）の全面的な実施が行われたのである。
ただし、非上場株式については、上場株式の発行会社が別途発行する非上場
の種類株式を除き、ペーパーレス化（電子化）の対象とはされていない。
　�　このように有価証券のペーパーレス化（電子化）の制度においては、証券
自体が発行されることなく、振替機関（証券保管振替機構＝いわゆる「ほふ
り」、国債の振替については日本銀行）や口座管理機関（金融商品取引業者
（証券会社）、信託銀行、銀行等）に備えられる「振替口座簿」に、株主や社
債権者などその有価証券の権利者（所有者）の氏名・住所等が電子的に記載
又は記録されることにより、その有価証券についての流通管理が行われる。
すなわち、上場株式の売買その他の有価証券の流通は、「振替口座簿」への記
載又は記録によるペーパーレス化（電子化）がなされることにより、有価証
券決済制度の改革が図られたのである。
　　注�　もっとも、上場株式の電子化は、株主が証券会社を通じて、振替口座簿への

記載・記録の請求を行うことが前提となっていることから、もともと証券会社

に株券の預かりを依頼せず、自宅などに株券の現物を保管してきた株主の場

合、そのままでは当然、その上場株式は、流通過程から除外される。したがっ

て、その株式の譲渡はできないが、株主総会の開催通知や配当金の支払などの

事務を実施するため、発行会社は、信託銀行等（株主名簿管理人）に「特別口

座」を設けることになっている。

　�　ところで、「社債、株式等の振替に関する法律」�は、ペーパーレス化（電子
化）の対象となる有価証券のことを「有価証券」という用語をストレートに
使用することなく、「社債等」という極めて紛らわしい用語を使用して定義し
ている（社債株式等振替法２①）。その「社債等」の範囲をみてゆくと、次に
掲げるとおりであり、実質的には、金融商品取引法に規定する「有価証券」
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の範囲とほぼ同じとなっている。そして、「社債、株式等の振替に関する法
律」は、ペーパーレス化（電子化）が実施された有価証券については、例え
ば、「振替国債」「振替地方債」「振替社債」「振替株式」「振替新株予約権」「振
替投資口」「振替投資信託受益権」「振替特定目的信託受益権」「振替受益証券
発行信託受益権」のように定義しているのである。
　①　社債（新株予約権付社債を除く）
　②　国債
　③　地方債
　④　投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債
　⑤　保険業法に規定する相互会社の社債
　⑥�　資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社の特定社債（転換特

定社債及び新優先出資引受権付特定社債を除く）�
　⑦�　特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利（①及び④

から⑥までに掲げるものを除く）�
　⑧�　投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信

託の受益権
　⑨　貸付信託法に規定する貸付信託の受益権
　⑩　資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権
　⑪　信託法に規定する受益証券発行信託の受益権
　⑫�　外国又は外国法人の発行する債券（新株予約権付社債券の性質を有する

ものを除く）に表示されるべき権利
　⑬　株式
　⑭　新株予約権
　⑮　新株予約権付社債
　⑯　投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人の投資口
　⑰　協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資
　⑱　資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社の優先出資
　⑲�　投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人の新投資口予約権
　⑳�　資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社の新優先出資の引受権
　㉑　資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社の転換特定社債
　㉒�　資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社の新優先出資引受権

付特定社債
　㉓�　金融商品取引法第２条第１項第 21号に掲げる政令で定める証券又は証書

に表示されるべき権利のうち、その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録
により定めるものとすることが適当であるものとして政令で定めるもの


