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政府・与党は優秀な外国⼈材を⽇本に招くため、2021年度税制改正で相続税の減免制度を

:⽇本経済新聞

保有する海外資産を課税対象外にする特例案を検討する。外国⼈の役員報酬を損⾦（経
費）算⼊する企業の対象も広げる⽅向。ただ国際的な⼈材誘致競争に勝つには相続税の減
免だけでなく、より⼿厚い対策が必要になりそうだ。



⽇経からのお知らせ



プレスリリース
令和2年7⽉豪⾬ 救援募⾦受け付け

菅義偉⾸相は⽇本に世界の⾦融ハブをつくる「国際⾦融都市構想」を掲げる。⼀国⼆制度
が事実上崩れた⾹港から⾦融⼈材が流出しているほか、⽶国も年内に外国⼈技術者向けの
ビザ（査証）の発給要件を厳しくする予定。優秀な外国⼈が新たな就労国を探す可能性が



電⼦版活⽤法はこちら（PDF）



電⼦版とセットでお得なサービスはこちらから

⾼まっている。
おすすめ情報

外国⼈材を⽇本に呼び込むには魅⼒的な環境が不可⽋になる。政府・与党内では相続税率
の⾼さが問題視されている。相続する財産が多いほど税率が⾼くなり、15年から最⾼税率
は55%になった。これに対し、⽶国は40%、ドイツは30%、フランスは45%にとどま
る。シンガポール、マレーシア、オーストラリア、カナダ、⾹港ではそもそも⾃国・地域
内の資産に相続税がかからない。

北関東・甲信のクイズ

解けますか︖

上司「中抜き」仕事を⾃分ごと化優位
1200万円突破、国宝を守る願いと共に
診断で同年代の偏差値を確認しよう
⼣焼けの美しい別荘で癒されよう
⾜裏激痛、⾜底筋膜炎

⽇本の現⾏制度では外国⼈が⽇本で死亡したと

早く治す体操

コロナ禍に苦しむ中⼩経営のヒントに

き、過去15年以内で⽇本滞在歴が「通算10年以

ウイルス対策に「粘膜免疫」を⾼める

下」なら、相続税は⽇本国内の資産だけにかか
る。ただ滞在が10年超なら海外に保有する資産

[PR]

も課税対象になる。税率の⾼さとともに、外国⼈

⼀覧はこちら

好評企画

材が⽇本での就労を避ける⼀因とされてきた。

⽵中平蔵⽒が語る、2020年世界経済
展望/NEC

政府・与党は海外資産への相続税を減免する⽅

⽩いお湯で贅沢バスタイム

向。⾦融⼈材が⽇本で死亡した際に、過去15年

様々な効能で注⽬されるファインバブ
ルと⽩い泡を⽣み出す給湯システムと
は／リンナイ

以内に⽇本に通算10年超、滞在していても、⼀
定の要件を満たせば海外資産を課税対象から外す

医薬品を必要な⼈に適正に

特例を検討する。対象は⾼度外国⼈材に限定する

医薬品のオープンなデジタルプラット
フォーム構築「⽇本通運ー未来を運
べ」第1回

案がある。財務省、⾦融庁などで詳細を詰める。

画像の拡⼤

⾼度外国⼈材は学歴や職歴、年収などを総合判断

して政府が認定する制度。複数の在留資格にまたがる活動を認め、永住許可が取りやすい

⽇経１００年の資産形成
資産形成待ったなし︕元横綱稀勢の⾥
の荒磯親⽅と⽇証協の鈴⽊会⻑が対談

など、⼀般的な外国⼈に⽐べて多くの優遇措置がある。
外国⼈役員に払う報酬に関しては損⾦に算⼊できる企業を増やす。損⾦算⼊できれば企業
は報酬を⽀出した際に所得（税務上の利益）が減り、法⼈税の負担が軽くなる。
⽇本は現在、上場企業など有価証券報告書を出す企業を対象に限って業績連動型報酬の損
⾦算⼊を認めている。⾮上場企業の多くは認められていない。先進国では珍しく、業績連
動の報酬が多い海外の資産運⽤会社から不満の声が出ていた。
【関連記事】
国際⾦融都市構想 ⾸相、東京・⼤阪・福岡競わせる
企業管理職「⼥性や外国⼈拡充」 ⾸相インタビュー
海外勢の参⼊を促進 国際⾦融都市へ地位向上

⾦融審
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⾃⺠党税制調査会が11⽉にも具体策の議論を始める。年末に与党税制改正⼤綱をまとめ、
来年1⽉召集の通常国会に政府が関連法案を提出する。
海外⼈材の呼び込みを巡っては所得税減税論もある。政府・与党内には「富裕層優遇」と
批判されることへの懸念から慎重論が根強い。外資系⾦融機関の関係者からは「所得税減
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妨害の懸念も

税に踏み込めないと強いインパクトはない」との⾒⽅もある。

10/15 6:00 更新

外国⼈のビザ取得⽀援を⼿がける⾏政書⼠の飯⽥哲也⽒も「外国⼈からは所得税と在留資
格制度への不満が⼤きい」と指摘する。在留資格は家族以外の帯同を1⼈しか認めないな
ど制約も多い。
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