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本稿は平成３０年５月１５日開催

税は，給与所得控除が縮小されるなど，一般に

の税制基本問題研究会における，大阪府立大学

課税強化の方向にあるといえます。給与所得の

経済学研究科

貴子氏の『現物給付の範

対象となる労務対価には，現金で支払われる給

囲と課税のあり方―オーストラリアの FBT を

与や賃金といった金銭的報酬の他に，現金で払

参考に』と題する講演内容をとりまとめたもの

われない場合の，現物給付，いわゆるフリン

である。

ジ・ベネフィット（Fringe Benefit，
以下，
「FB」

酒井

と呼ぶ。
）
もあります。FB に関しては，「所得

はじめに

税における１つの問題領域を形成」すると認識
されてきました１。

このたびは報告の機会を有難うございます。

より具体的にみていくと，FB は，もらった

税制基本問題研究会では，ここ一年間ほどメン

側の被用者，すなわち受給者側では，非課税規

バーが順番で，所得課税の問題について報告す

定に該当しない限り２，給与所得として課税さ

るということでして，今回，私の方からは，過

れるべきだが３，通達においては，課税されな

去における判例研究や最近の研究上の関心の延

い場合や課税される範囲が定められ４，また，

長線上ということで，オーストラリアのフリン

しかし，実際のところ，ほとんどの「現物給

ジ・ベネフィッツ・タックスについてご紹介す

付」がその受け取った側では，課税の対象とさ

るとともに，それをヒントにわが国のフリン

れてこなかったといわれます５。

ジ・ベネフィット課税に関連して議論すべきこ

さらに，FB を提供する側の雇い主，すなわ
ち供給者側では，法人税法上，その支出は損金

とを示唆してみたいと思います。
さて，わが国において，給与所得に対する課

としうる項目となっています６。しかし，FB に

１

谷口勢津夫『税法基本講義（第５版）
』２７２頁（２０１６年，弘文堂）。

２

所得税法９条１項５号６号，所得税法施行令２０条の２等。

３

所得税法３６条１項括弧書き。

４

所得税基本通達３６―２１〜３６―５０。FB 現状把握についての優れた考察として，参照，鈴木一水『課税所得の再検討―
。
福利厚生費（特にフリンジベネフィット）
―』税務会計研究１０号１７７頁（１９９９年）

５
６

水野忠恒『体系租税法』１６６頁（２０１７年，有斐閣）
。
法人税法２２条３項２号。さしあたり，参照，石島弘「第１２章フリンジ・ベネフィット課税の問題」木下和夫・金
子宏監修『二訂版所得税の理論と課題』２９５頁（税務経理協会，２００１年）
。
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かかる支出が，役員賞与や交際費，使途秘匿金

の取扱いに関して参考となることを探りたいと

として扱われた場合，その部分については，損

考えております。

金不算入とされる部分（使途秘匿金の場合はさ
７

なお，冒頭述べた通り，今回の報告は，所得

らに重課）もあります 。このように，FB につ

課税の研究の一環として行うものであるため，

いては，雇い主側で課税される場合と課税され

法人側が負担する FBT そのものだけを検討対

ない場合とがあり，不均衡があるといえます。

象とするのではなく，FBT 創設の経緯などに

FB に対しては，わが国だけでなく，英国や

ついても触れます。オーストラリアにおいて，

アメリカ，カナダでは，受給者側で課税する立

FB はもともと所得税課税の対象でしたが，条

て付けとなっていて，多くの場合非課税となっ

文解釈において，また，執行上の問題から，

ているという問題があるかと存じます。しかし，

１９８６年に FBT の立法に至り，それにより，FB

南半球の方を向けば，FB を供給した側の雇用

は，所得税課税の対象から外れたという経緯が

８

主側で課税を行う国があります 。このような

あります。したがって，FB への所得税課税に

課税方法を採用する国は，オーストラリアやニ

ついていかなる問題があって，FBT の立法に

ュージーランドなどです。これは，フリンジ・

至ったか，そして，立法された FBT の概要を

ベネフィッツ税（Fringe Benefits Tax，以下，

みて，その中で FBT と所得税課税との関係は

「FBT」と呼ぶ）の名称で呼ばれ，基本的に

いかなるものとされるかについてもみていきま

は所得税とは別個の税として設けられていま

す。

９

す。
FBT は，後述する通り，FB を受け取った相
手方への所得課税の困難さがあることなどから，

１．オーストラリアの所得の概念と給
与に対する課税

払った側で FB に係る税負担を課そうとするも
のです。これまでも，わが国においては，FBT
は，FB 部分を法人側で損金算入させない制度
１０

１）所得の概念と給与所得課税の概要
オーストラリアの所得税は，２０１７年税収全体

と評価され，紹介されたことがあります 。今

のうち４１％を占めており，同国において最も重

回，オーストラリアの FBT について，具体的

要な税であるといえます１１。所得税の課税物件

にどのような制度となっているかをあらためて

としては，収入金額レベルで課税所得（assess-

概観し，FBT がどのように評価できるかを再

able income）が定められ，課税所得は，通常

確認したいと考えております。また，最後には，

所得（ordinary income）および制定法上の所

FBT の考察を通じて，わが国の FB の課税上

得（statutory income）からなりま す１２。制 定

７
８

法人税法３４条，租税特別措置法６１条の４，６１条の５。
また，諸国の FB 課税の概要について，さしあたり参照，吉牟田勲「諸外国のフリンジ・ベネフィット課税の現
。
状」税経通信４５巻１号６３頁（１９９０年）

９
１０

紹介論文として，参照，米原淳七郎「オーストラリアの現物給付税」地方税４３巻２号４頁（１９９２年）
。
例えば，参照，石島弘「フリンジ・ベネフィット課税について」石島弘ほか編著『山田次郎先生古希記念論集税
。石島弘「フリンジ・ベネフィット―現物給与の検討を中心として
法の課題と超克』３１，５６頁（信山社，２０００年）
，石島・前掲注６，３１９頁。濱田明子「従業員フリンジ・ベネフィットの課
―」租税法研究１７号５０，７９頁（１９８９年）
３２―３４頁（２０１５年）等。
税上の新たな視点（下）
」月刊税務事例４７巻２号３２，

１１

なお，OECD 加盟国の平均は，
２４％である。Available at http : //www．oecd．org/tax/revenue-statistics-australia．
２０１８．
pdf，
last visited １１ Jun．

１２

S．
６―１
（１）of ITAA９７．
なお，オーストラリアの所得税に関しては，１９３６年の所得税法（Income Tax Assessment
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法上の所得は，後に追加的に立法された特殊な

ここでの課税所得のとなるとここでも定められ

ものが含まれるので，ここでは，通常所得のみ

ています１６。
FB を除く役務提供所得（のうち，通常所得

触れることとします。
所得税額の計算としては，通常所得から，そ

に分類されるもの）については，原則として，

れを得るのに必要とされた費用控除項目が差し

PAYG（Payment As You Go，
PAYG）の制度

引かれ，累進税率を適用した後で税額控除（tax

の下，源泉徴収が行われます１７。

offset）という形で人的背景の考慮がなされ１３，

なお，オーストラリアにおいても，所得税法

納付税額が算定されます。課税所得には含まれ

上，所得とは何かについての定義規定はなく，

ない所得としては，非課税所得（exempt in-

通常所得及び制定法上の所得の定義があるだけ

１４

come） と，所得税は非課税だが（他の税が）

です。したがって，何が所得を構成するのかに

非課税でない所得（non-assessable non-exempt

ついて問題になりますが，１９８５年に，キャピタ

income）の２つが定められている。区分けと

ルゲイン課税が所得税課税の対象として導入さ

しては，後者に，FBT の対象となるものが含

れており，少なくともそれ以降は，課税所得の

まれ，所得税の課税対象から FB が除外されて

算定には，包括的所得概念に基づく所得概念の

いることが分かります。

もとでその強化がなされてきたといえます。そ

雇用や役務の提供に関して受け取られた所得

れまでは，制限的所得概念が採られていたと考

（Income from personal exertion，以下「役務

えられ，その考え方の中では役務提供所得は主

提供所得」という。
）は，課税所得（通常所得

な課税の対象であったといえますし，FB につ

１５

と制定法上の所得がある）を構成しています 。

いては，その規定のされ方から，課税できない

役務提供所得の内容として規定されているのは，

場合が生じ問題とされてきておりました。

①給与，および，賃金と合わせて，②「雇用や
役務の提供に関して支払われた手当，心づけ，

２）FBT 導入前における FB の取扱い

報酬，ベネフィット，賞与，および，報奨金」

FB とは何かの定義は難しいところですが，

です。ただし，②のうち，「ベネフィット」に

１．
３）②に後述する Asprey 報告書は，FB 課税

ついては，FB に該当するものを除いたものが，

問題を取り上げ，そこでは，FB は，「雇用に

Act，ITAA３６）と１９９７年の（Income Tax Assessment Act，
ITAA９７）に定められており，いわば二段構えとなって
いるので，現行の条文を引用する際，いずれかから引用することになる。
１３

わが国でいうところの所得控除は，税額控除においてなされ，その数としては，３９項目ある。See Div．
１３of ITAA
９７．

１４

非課税所得には，公益団体や宗教団体など非課税主体の所得と，非課税となる所得として，扶養義務の履行に伴
うもの（maintenance

payments）や教育費や各種奨学金等，心身に加えられた損害に対する損害賠償金などがあ

１１of ITAA３６．
なお，これら非課税所得は，ITAA３６，ITAA９７，
及び，他のコモンウェルス法に定めがあ
る。See S．
る。
１５
１６

S．
６
（１）of ITAA３６．
S．
１５―２ of ITAA９７は，後述する２６条
（e）
の新規定であり，換金できないものも給与に含む。対象となるのは，従
業員持ち株制度の下でのストックオプションに関係するものや，退職金，未消化の有給について支払いを受けたも
，
１４７（２０１６）
．
のなどである。See generally Robin Woellner，et．
al．
，
Australian Taxation Law ２６th ed．

１７

Ss．
１０―５
（１），
１２―３５ of ITAA９７．
年末調整はない。なお，
（FBT の適用される場合を除き）現金以外の給付（s．
９９５―
１
（１） of ITAA９７）については，その給付が現金でなされれば行われていたであろう源泉徴収額を ATO に支払わ
ねばならない。S．
１４―５ of ITAA９７．
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よって得られる給与や賃金以外のあらゆるベネ

なかったことにあります。所得の概念は，現金

フィット」と定義されています１８。同報告書の

あるいは，換金可能であるものという考え方が

公表以前から，FB については課税の対象とさ

裁判所の解釈としても採用されました２２。オー

れにくいように運用する実務が問題視されてき

ストラリアでも，裁判所は，現物給付について，

ました。その一つの理由は，「通常所得」の定

被用者にとって個人的かつ現金に転換できない

義規定にあるようです。

ものか，あるいは，現金に転換できるかの判断

１９３６年所得税法における「通常所得」の概念

が必要とされまして，現金に転換可能でないな

は，英国法の影響を受けて，現金と，換金可能

ら，価値も持たないと判断されるようになって

な（convertible into cash）経済的利益による

いきました２３。

収入を含むと定められていました１９。したがっ

ただし，FB 課税に向けた対抗手段としては，

て，受取人側で受け取った現金以外の物が現金

みなし受領の法理というのがあることについて

に変えられない場合，労働，事業，あるいは，

は補足しないといけません。これは，Heaton

資産からの所得として取り扱われる収入は，通

v．
Bell 事件において２４，雇用主は，現金給与の

常所得とみなされなかったということです。通

減額の代わりに，その価値に相当する社用車の

常所得の定義に係るこのような制限によって，

私的利用を被用者に対して認め，これについて，

雇用者が被用者に供給した様々な FB が課税

裁判所は，車の使用についての価値評価を行う

ベースから排除され，課税逃れが生じていまし

のではなく，車の使用のために雇用者が給与を

２０

減額した金額を，支払ったものとしてみなして

た 。
最も典型的なのは，Tennant v Smith の法理

課税を行うこととされました。すなわち，みな

（ベネフィットが現金や現金に転換可能である

し受領（Constructive receipt）の法理が，FB

ということを問うもの）に従ったものです。

の価値評価との関係でも巧みに適用されたとい

２１

Tennant v．
Smith 事件 において，ある銀行の

えます２５。

支配人が，同銀行の要求のもと銀行敷地に隣接

このような流れを経て，みなし受領の法理も

した住居に居住していましたが，その居住の利

ありますが，換金できないベネフィットについ

益，すなわち FB に対する課税が争われました

て，換金性がないよう操作することで，課税で

ところ，裁判所は，課税を認めないと判断しま

きないという運用が問題視されておりました。

した。そこでの主な理由づけは，当該住居への

オーストラリアにおいて，Tennant v Smith の

居住が雇用条件であったこと，および，本件の

判例法理から生じた FB 課税問題は，１９７４年に

住居利用が換金（convertible into cash）でき

の立法によって補われました２６。
おける２６条（e）

１８

Asprey Report，
infra note ３４，
at １１７．

１９

S．
２５
（１）of ITAA３６．
See Sch．D of the Income Tax Code（５＆６）Vict，c．
35．

２０
２１
２２

See e．g．
，K Sadiq et．al．
，
Principles of Taxation Law，
１５（Thomson Reuters，
２０１６）
．
［１８９２］AC １５０，
３ TC １５８．
現金に転換可能かは，法的に可能かを問うのであって，実際に現金に転換可能かを問うものではないと解されて
２０３（Bloomsbury，
２０１５）
．
いる。Natalie Lee，Revenue Law : Principles and Practice，

２３

See R．J．Vann，General Principles of the Taxation of Fringe Benefits，
１０ Sydney L．
Rev．
９０，
１２１（１９８３）
．See also
T．
C．
４１４０．
FCT v．Cooke & Sherden ８０ A．

２４

［１９７０］A．
C．
７２８．

２５

See R．J．Vann．，
supra note ２３，
at ９６．

２６

S．
２６
（e）of ITAA３６．
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すなわち，同規定において，課税対象となる所
得は，「ある納税者が提供した役務あるいは雇

たといわれます２９。
FBT 導入前においては，FB 課税のための価

用に，直接または間接に関連して，金銭，物品，

値の確定をめぐって，さまざまな法理が裁判所

土地，食事，生計に必要なもの（sustenance）
，

によって採用・選択され，予測可能性の面から

敷地や宿舎の利用その他によって提供されたか

の立法
も問題があったということで，２６条（e）

どうかにかかわらず，その納税者に与えられた，

後も，このような価値確定という執行上の問題

すべての手当て，報酬，ベネフィット，賞与，

から，常にこの規定が適用されるわけではなく，

および，特別 賞 与（premiums）
」を 含 む と 定

FB への課税は，十分でなかったといえます３０。

められ，現金に転換可能でないベネフィットで

また，それ以前に，納税者の側で，その者にと

あっても，それを受け取った「納税者にとって

っての価値を申告せず，かつ，支払者の側にお

の価値（the value to the taxpayer）」に課税す

いても，それを支払調書に記入することをしな

２７

ることとされました 。このことは，所得は，

いということから，FB は，その発見もまた困

現金でなく，また，換金もできないが，納税者

難であったという背景もあります３１。

にとって価値のあるものも課税所得に含むとい
うことで，Tennant v Smith の判例法理を立法

３）FB 課税問題

によって覆したということになります。

① FB 課税の問題

が適用されるにあたっては，
しかし，２６条（e）

オーストラリアでは，以上のような FB 課税

「納税者にとっての価値」という極めて主観的

問題があることをひとつの背景として，FB 課

な価値を確定する必要に迫られることになりま

税強化が唱えられ，FBT 導入を導いたという

した２８。その価値の確定にあって争われること

ことがいえます。FBT 導入前の同国の研究グ

があり，裁判所は，様々なルールを打ち出して

ループによる報告書での議論をみる前に，ここ

きました。例えば，あるときには「納税者にと

では FB に課税すべきかについての賛否両論を

ってのコスト」
，すなわち，「被用者にとっての

簡単にまとめておきたいと思います３２。

コスト」が，納税者にとっての価値を決定する

FB 課税の賛成の意見は，以下の３つが挙げ

という考え方があり，他には，「提供されたベ

られます。第一に，所得税は経済的利益を含む

ネフィットの市場価値」をみるとされたときに

収入に基づく担税力に応じて課税されるべきで

は，本物の市場の等価物がない場合に問題があ

あるという所得課税の原則に基づくものです。

り，また，「取替価値」を基準とするというも

第二に，公平性の観点があげられます。まず，

のがありましたが，様々な場面で，被用者側が

水平的公平性に関しては，価値にして同じ労働

税を支払わねばならないことがあるなら，会社

の対価を得るべき２人について，すべてを現金

のロールスロイスを運転したり，社宅などに住

でもらっている場合にはすべて課税対象とされ

んだりしなかったという主張によって対抗され

るのに対して，一部を FB で得ている場合には

２７
２８

現行は，S．
１５―２ of ITAA９７．
See generally Woellner，et．
al．
，
supra note １６，
at １４９．
And also Cooper，
Krever，
and Vann，Income Taxation ７th ed．
１７１（Thomson Reuters，
２０１６）
（hereinafter cited as Cooper，
et．al．，
）
．
Commentary and Materials，

２９

Cooper．
，
et．al．
，at 171．
See Donaldoson v FCT，74 ACT 4192．

３０

Cooper et．
al．
，at １７１．

３１

Cooper et．
al．
，at １９８．

３２

See R．J．Vann，supra note ２３，
at ９１―９４．
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その部分には課税されないということであれば，

言及されました３４。同報告書において，当時の

水平的不公平の観点から問題があるということ

法律によっては FB への適正な課税がなされて

です。次に，課税されない FB をより多く受け

いないことが問題視されました。同報告書の前

取るのは，より高い税率段階にある高所得を得

によっては，被
年に立法された前述の２６条（e）

る被用者であり，ここに垂直的公平性の観点か

用者の家族への FB に対しては課税できないこ

らも問題があるといえます。さらに，FB に関

とや，当時の源泉徴収の制度とどう嚙合わせる

する課税上の魅力は，現金での給与の支払いに

かということ，また，FB の評価方法が定めら

代えて，FB を提供することを促すという弊害

れていないことから，現行法では不十分である

も指摘されています。

点が早々に指摘されています３５。同報告書は，

第三に，FB に関する課税上の魅力は，現金

FB 課税が不十分であることから雇用者と被用

での給与の支払いに代えて，FB を提供するこ

者の間で馴れ合い（collusion）によりうまみを

とを促すという非中立性の問題が生じることも

双方で得ていることが指摘され，また，様々な

指摘されています３３。

FB を検討した上，妥協案として，FB 価値の

FB 課税の反対の意見としては，第一に，執

計算について，被用者，雇用者，および，課税

行上の問題ということで，FB が少額かつ頻回

庁の間で，交渉等を行い確定するべきこととし，

で，評価が困難，さらに，雇用の一部（費用弁

さらに，雇用者側での詳細な帳簿記録と，それ

償）なのか報酬の一部なのかの判断が煩雑で事

に基づく FB の開示義務強化を求めるべきこと

務的負担が大きいということが挙げられます。

が提案されました３６。

第二に，FB は，企業が被用者を募る場合の戦

１９８５年において公表された Draft White Pa-

略でもあり，被用者が FB を雇用条件の一つと

per は，キャピタルゲイン課税や新消費税の導

捉えている中に，新たに課税することによる状

入などを提案しておりまして３７，大きな改革を

況変化を好ましいものと認められないというこ

目指した重要な報告書です。そこでは，所得と

とが挙げられています。

消費に対する課税ベースの拡大を目的として，
不公平税制の是正や税制の効率化と簡素化，租
税回避の防止が骨子とされました３８。同 Paper

② FBT 導入までの議論
オーストラリアにおける FB 課税問題は，
１９７５年 Asprey 報告書において公的には初めて

３３

では，FBT についても導入の提案が行われて
おりました。

同様に，ある FB が課税されるときにはその FB について過少消費，課税されないときには過大消費の傾向を産
むであろう。

３４

Taxation Review Committee，
Full Report，AGPS，
（Canberra，
１９７５）
，available at http : //adc．library．usyd．
edu．
au/view?docId=law/xml-main-texts/p０００８７．xml ; chunk．id=d６５２e１８５；toc．depth＝１；toc．id=d６５２e１８５；database
２０１８）．
= ; collection= ; brand=ozfed（lase visited １２ Jun．

３５

Id．，paras７．
１５，
９．
２．
同委員会は，特に２６条
（e）
における「納税者にとっての価値」を納税者がそのベネフィットを
得るのに費やしたであろうコストであるとしたが，例えば，役員は，自分が必要とするより広すぎ贅沢な住宅に住
１３．
むことを会社から要求されたと弁明しうる点を指摘する。See id．
，para ９．

３６

See id．，
paras ９．
１６，
９．
４２，
９．
４５．

３７

１９８５年まで基本的にはキャピタルゲインへの課税がなかった。Id．，
ch．
７．
むろん，新消費税の導入自体は国民から
の同意が得られなかったが，他の提案は税制に採り込まれた。

３８

わが国においても，１９８０年代の税制改革論では，
「直間比率の是正」が大きな課題であったが，オーストラリアに
２４．
おいても同様に直間比率の是正のため，一般的な間接税である消費税の導入が重要な課題であった。Id．，
para．

50

租 税 研 究 ２０１８・８

同 Paper では，FBT 導入の提案にあたり，

き届いていない所得」と述べておりまして４１，

FB への課税が及んでいないことから，毎年７

FB の多くが課税を免れていることについて強

億ドルの税収ロスがあることが報告され，特に，

く非難したところでした。このような発言と上

高い職階にあるホワイトカラーの被用者の総報

記の経緯からは，FBT 課税の導入は，特に高

酬のうち，約２０％が FB であるいう統計結果が

所得者での恣意的な FB へのシフトによる租税

３９

示されました 。

回避への対処，租税回避行為への対抗策の一環

そこでは，さらに，「現物給与は，被用者側

という意味合いが強かったことが窺われます。

で，所得に含まれず，課税が困難」という認識

FB 課税の問題は，オーストラリアとお隣の

のもと，FB 濫用阻止のため，２つの選択肢が

国であるニュージーランドでも問題視されてお

検討されました４０。第一のアプローチは，既存

りまして，オーストラリアよりも１年早く１９８５

の法律がより精力的に執行され，FB の価値が

年から FBT が実施されました。Asprey 報告

被用者の課税所得に含まれるということを確保

書と Draft White Paper の合間１９８２年に公表さ

することです。これは，労務の対価の一部たる

れた Tax Reform 報告書おいて，ニュージーラ

FB への課税の方法としてはベスト，すなわち，

ンドの McCaw 委員会は，FBT を提案してい

被用者の限界税率により，その被用者の報酬合

ます４２。同報告書では，給与等の金銭的報酬か

計に課税されるから，担税力に応じた最善のア

ら FB へのシフト傾向が，課税ベースを狭めて

プローチといえますが，しかし，執行上の問題

いることを懸念しておりまして，FB 課税に対

があるのであって，すなわち，雇用主に FB 報

しての解決策が示唆されました。第一に，容易

告義務強化や FB 評価方法のルールの明確化を

に計算可能なもの（例，従業員への債務免除）

必要とし，それを執行できるかといった問題が

については，被用者側で給与として課すという

あるとされました。

ものです。第二に，残りのもの（例，自動車，

第二のアプローチは，雇用主の側で FB に課

低金利での貸付，雇用主により提供される物品

税し，被用者の側ではその FB を所得税の計算

や役務）については，雇用主側でその価値につ

上非課税とするものがあるとされまして，これ

いて４５％の比例税率で課すというものです。課

は，執行面でより簡素かつコストも抑えられる

税ベースは，定式により算定され，被用者が実

ものと考えられるから，「より混乱が少なく」

質どの程度ベネフィットを受け取ったかは問題

かつ「より公平な取決めをもたらす」として，

としないとするものと提案されました。だだし，

望ましい解決策とみなされました。このように

ニュージーランドで実際できた FB 課税制度に

分析され，同 Paper は，FBT 導入を求めると

よって，給与等の金銭的報酬が FB にシフトさ

したということです。

れることを阻止し，さらには，FB から現金給

ま た，FBT 立 法 当 時 の 財 務 省 長 官（P．
J．
Keating 氏）は，FB のことを，「最も課税が行

３９

与への逆シフトを促す結果となったといわれて
います４３。

The Reform of the Australian Tax System ; Draft White Paper，
９６（AGPT，
Canberra，
１９８５）
（hereinafter cited
as Draft White Paper）．

４０

Draft White Paper，
at ８８―９０．

４１

See Financial Review，
１３ Oct．
１９８３．

４２

McCaw Committee，
New Zealand Task Force on Tax Reform（１９８２）
．See generally B．
M．Niculescu，The McCaw
１６ New Zealand Economic Paper ２８（１９８２）
．
Repoert on Tax Reform，

４３

この点，オーストラリアでは，逆シフトに触れる文献はなかった。同国において，一般に FB もまた州税（賃金
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ではいよいよ次に，オーストラリアの FBT
についてみていきたいと考えます。

に提供されたすべての課税対象 FB すべての価
値の合計（税グロスアップ）に GST の額を合
計した金額となります４６。適用税率は，比例税

２．オーストラリアの FBT

率であり，４７％です４７。これは，個人の最高限
界税率４５％に，医療費徴収（Medicare levy）
分２％を合計した税率と説明されています４８。

１）FBT の概要
オーストラリアの FBT を課す法律，フリン
ジ・ベネフィッツ税法（Fringe Benefits Tax
Assessment Act，FBTAA）は，所得税とは別

また，FBT の課税事業年度は，４月１日から
３月３１日と定められています４９。
やはり，課税物件となる FB が具体的には何

個の税として１９８６年７月１日に施行されました。

かを検討することが重要となるところですが，

その創設以降，FBT の税収規模は大きくなく，

その定義については，後述の計算過程の説明で

２０１５−１６年の間で５０億ドルの税収をあげたもの

詳しくみることとし，先に所得税との調整につ

３パーセント程度に過ぎない
の，税収全体の１．

いて先に確認しておきます。

４４

ということです 。

FBT は，所得税に代替して課される租税で

では早速，主要な課税要件について簡単に確

ありますから，FB に対しては FBT の一回の

認していきます。まず，FBT の納税義務者は，

課税を確保すること，すなわち，FB に対して

FB を供給した側である雇用主であることが定

所得税と FBT の両方が課税されることのない

４５

められています 。次に，課税物件となる FB

ように，統合（integration）の措置が必要とな

は，おおまかには，雇用主から給付されたあら

ります５０。統合については，次の２つが大事で

ゆるベネフィットから一定のベネフィット（所

す。ひとつめは，所得税法上，FBT の対象と

得課税の対象となるベネフィットや，非課税と

なるベネフィットが，非課税所得の同様の取扱

なるベネフィット）を除いたものということで

いとなり，被用者において課税除外とされると

す。それら FB は一定の計算を経て FBT 課税

いうことです５１。これはうえでも触れたとおり

標準を構成します。課税標準は，一課税年度中

です。そして，もう一つは，雇用主側では，給

税）の対象となっており，逆シフトを阻む負担はあまり考えられない。ニュージーランドにおける FBT 制度概要
等については参照，Carr，S．A & Chan，C．，New Zealandʼs Fringe Benefit Tax ２０ years on : An Empirical Investiga１０―３ New Zealand J．of Tax．L．＆Policy，
２４５―２７０
（２００４）．
tion into Employersʼ Perception，
４４

Treasurer，Budget Strategy and Outlook-Budget Paper No１（２０１５３／１６）Statement―９：Revenue―９―２４．
なお，制
定当時の規定からは諸種の改善のための改正が１９９４年と１９９５年になされているが，本稿では，改正について触れず，
現行制度の紹介を主とする。

４５

S．
６６
（１）of FBTAA．

４６

１９８６年導入当初，FBT は，所得計算上控除されなかったが，１９９４年４月より控除を認める代わりに FBT の課税
（1A）and 66 of FBTAA．
標準について，グロスアップがなされた。Ss．5B

４７

Ss．
５B
（３）of FBTAA．

４８

ただし，近年年度ごとに税率等変更がある時がある。参照 https : //www．ato．
gov．au/rates/fbt/?page＝３

４９

また，確定申告納付とされ，その申告期限は，５月２１日とされている（なお，前年度の申告額が１０００ドルを超え
る場合には予定納税が必要とされる）
。

５０
５１

Cooper，
et．
al．
，at１９５．
S．
２３L（１）of ITAA３６．
S．
１５―２ of ITAA１９９７．
これとは逆に，FBTAA 上，所得税の対象となる部分を課税除外と
するという定めが置かれている。なお，雇用者が，ある被用者の受け取った FB が年間２０００ドルを超過する場合に
は，支払調書に記載するとともに，当該被用者の方では，課税はないものの情報申告を行う必要がある。これは，
at ２１６．
当該金額が，様々な保険付加的徴収金の算定等に係るからである。Sadiq，supra note ２０，
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与等の金銭的報酬について課税所得からの費用

際費の控除を取らないという選択もまた認めら

控除が可能であるように，FB のコストもまた

れています５５。

費用控除が可能です５２。しかし，交際費（entertainment expenses）との関係では調整の必要

２）基本的内容

が生じます。交際費には，飲食費用（会議や日

FBT 税額算定過程は，主に次の５つの段階

中の軽食等を除く）が該当し，事業上の費用と

からなります。第一段階では，雇用者から被用

されながらも，個人の消費への支出であるので

者に提供されたベネフィットで FBT の対象と

高額になる部分は収益への貢献がないとして，

なる FB が確定されます。第二段階では，その

所得金額の算定上，原則として全額費用控除が

FB が FBTAA 上どのカテゴリーに分類される

５３

認められていないというものです 。イメージ

かが確定されます。第三段階では，第二段階で

としては，ここでどのようなものが交際費にな

それぞれ分類された FB の評価額を，それぞれ

るかというと，リゾート地での研修時における

定められた方法によって算定されます。第四段

豪華な食事が典型例です。こういった交際費の

階で，FB 評価額を合計してグロスアップし，

うち被用者等に対する支出については FBT の

課税標準が求められ，第五段階で，その課税標

対象となります。そこで，FBT の対象となる

準に税率を適用して FBT が求められるという

部分については，課税所得からの費用控除が認

ことになります。それぞれの段階を簡単に見て

められまして，その控除額は FBT 課税上の取

いきます。

扱いによるということです。すなわち，FBT

① FB の確定

課税上，交際費に関係する FB は，後述の交際

第一段階では，雇用主から被用者へ提供され

費 FB に該当するが，そこでの FB 課税対象は

たベネフィットのうち FBT の対象となる FB

支出があった金額のうち，５０％と定められてい

が確定されます。FBTAA では，ベネフィット

ます。したがって，残り５０％が所得税法上控除

を一課税事業年度内に，雇用主等によって，被

可能となるということです。

用者等に対して，その被用者の雇用に関して，

交際費については，他にはたとえば，レク

提供されたあらゆるものを含むとし，被用者の

レーションクラブの費用，レジャー施設利用費

職務遂行に対するあらゆる対価を含むようにか

用，および，被用者に出張に同行した家族の旅

なり広範囲に捉えられています５６。

費といった費用もまた，所得税法上課税所得か

その大枠のベネフィットから，所得税課税の

らの控除が認められていないのですが，これら

対象となるベネフィットや非課税 FB（exempt

が，FBT の対象となった場合，所得税法上，

fringe benefit）が取り除かれたものが，FBT

控除可能となります５４。ここでも，あくまでも

課税対象となる FB となります。さらにここか

FB への一回課税を確保しようとしていること

ら，年度帰属，適格当事者，および，コネクシ

が分かります。ただし，FBT を払わずに，交

ョン・テストの判定を経て，課税対象となる

５２

S．
８―１ of ITAA１９９７（課税所得の獲得のための費用は控除できる。
）
．

５３

S．
３２―５ of ITAA１９９７．
Cooper et．
al．，
at ３３２．

５４

Ss．
２６―４５（レクレーションクラブ費用）
，
２６―５０（レジャー施設利用費用）
，
２６―３０（家族の旅費）of ITAA１９９７． 他
２６―２０）がある。
には，高度な教育を受けるための費用（s．

５５

S．
３２―３０ of ITAA97．法人税率が３０％であることから，FBT を避ける選択が一般には好まれると考えられる。S．
２３

（２）of ITRA８６．
５６

S．
１３６
（１）of FBTAA．
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FB が確定されていきます。

とは，わが国と変わりないと考えられます。た

まず，ベネフィットから，所得税の課税対象

だ，なかには，オフィスのトイレを使うことは

となるベネフィットが除かれます。所得税の課

FB ではないと定められており６５，FBTAA の

税対象となるベネフィットは，現金支給される

いうところのベネフィットの広がりが気になる

給与や賃金といった金銭的報酬のほか，従業員

ところではあります。

持ち株制度の下でのストックオプションに係る

また次に，年度帰属についても問題となりま

５７

す。提供された（provided）ベネフィットにつ

利益，年金基金等への支払い，退職給与です 。
５８

これらは，FBT の対象から除かれます 。後三

いて，課税繰延を意図して，提供された年度を

者は，FBT 導入以前から細則が定められてお

後に持ってくるインセンティブがあるからです。

り，FBT 導入後も，それぞれの細則に従い，

これについて，法は，「提供されたとみなされ

５９

所得課税を受けます 。

る（deemed to be provided）
」という概念も取

次に，さらに非課税 FB が，ベネフィットか
ら除かれます６０。非課税 FB には，職務上欠く

り入れて，ある課税年度に「提供された」の意
味を広く捉えようとしています６６。

ことのできない現物，費用弁償の場合や福利厚

さら に，適 格 当 事 者 に 関 連 し て，「被 用 者

生，少額不追及の場合など多数の場合が含まれ

等」および「雇用者等」は，現在，将来，過去

ます。例えば，仕事のために必要な備品（PC）
，

の被用者と雇用者をいうとされます６７。したが

設備など，仕事のため自家用車を使用する被用

って，内 定 者 が 企 業 か ら 得 た FB（例 え ば，

６１

６２

者に支払われた費用の返金 や，通勤費用 ，
６３

signing-on bonus（新入社員に，会社の魅力を

福利厚生に当たる社内児童保育施設 がありま

示すために行われる贈与）
）もまた FBT の対

す。毎回１回３００ドル未満（ただし，下記の（g）

象となります６８。また，被用者等には，その配

飛行機利用 FB，（j）
非課税主体交際費 FB 等の

偶者や家族などが含まれ，さらに，事実婚状態

６４

一定の FB を除く）もまた，非課税 FB です 。
多くのベネフィットが福利厚生の部分を構成し，
また，費用弁償や少額の FB が非課税であるこ

の相手方や関連会社も含むとされます６９。
コネクション・テストでは，「雇用に関して
（in respect of）
」FB が提供されたかが判定さ

５７

その他，みなし配当や，給与補償も含む。S．
１０９ and Div．
７A of ITAA９７．

５８

“Otherwise deductible” Rule というものもあり，雇用契約において提供された項目が，納税者個人によっても費
１９ of FBTAA
用控除の対象となるものについては，FB から除くとされる。See e．g．
，s．

５９

さらに年度帰属（S．
１４８
（３）of FBTAA）
，適格当事者（S．
１３６
（１）of FBTAA）
，及び，コネクション・テスト（
「雇
用に関して（in respect of）」FB が提供されたかの判断）の判定を経る。これらは紛争の的になりやすく，裁判例
もあるが，本報告では省略した。

６０

Div．
１３ of Pt III of FBTAA．

６１

S．
２２ of FBTAA．

６２

S．
４７
（１）of FBTAA．
ただし，飛行機（aircraft）による通勤を除く。S．
４７
（１）of FBTAA．
その他，一定の宿舎，
宿直室の利用，及び，会社等内の施設の利用一般（飲み物や軽食の提供）も非課税ベネフィットである。

６３

S．
４７
（２）of FBTAA．

６４

S．
４７ of FBTAA．

６５

Ss．
４７
（３）and（４）of FBTAA．
本文下記②の
（m）
に分類される。

６６

S．
１４８
（３）of FBTAA．

６７

S．
１３６
（１）of FBTAA．

６８

これは，金銭の支払いも含むと考えられる。Ruling MT ２０１６．

６９

S．
２６AAB
（１４）
（１５）of FBTAA．
S．
１５９ of FBTAA．
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れます。雇用の文脈の外で得られたベネフィッ

FB（提供した食事分）
，（i）
交際費 FB（被用者

トに，FBT 適用はありません７０。例えば，従業

に支出された交際費）
，（j）
非課税主体交際費

員として働く息子に，誕生祝いとして店で扱っ

７５
FB（非課税主体が被用者に提供した交際費）
，

ている家具をプレゼントした場合，雇用に関係

（k）
駐車場 FB（他の自動車関係 FB とは独立

していない FB であるから FBT の対象でない

的に発生する，職場等での駐車の場合）
，（l）
資

ことになります。また，例えば，保険会社が保

産 FB（資産を無償又は低廉譲渡した場合）
，

険販売員に低金利ローンを提供する場合，保険

（m）
残りの FB７６といった項目が挙がっていま

販売員は，独立の契約に基づき対価を得ている

す。最後の項目（m）
は，キャッチオールの項目

のであって，保険会社の被用者でないことから，

となり，広範囲な定めとなっていることが分か

低金利のベネフィットについては，所得税の課

ります。

７１

税対象となります 。

各項目について詳しくみませんが，補足する

②各種 FB に分類

と，交際費 FB は，社内の飲食や軽食ではなく，

第二段階では，FB の種類決定がなされます。

リゾート地での研修のときの豪華な食事とされ

これらは，それぞれの種類ごとに評価方法が異

ます。交際費について先に言及したところとリ

なることから必要となります。FB のタイプは，

ンクします。いずれも金額が大きくなりうるも

FBTAA において，下記の１３項目が列挙されて

のが該当するといえます。ちなみに，オースト

７２

自動車 FB（雇用主が
います 。すなわち，（a）

ラリアで典型的な FB は，自動車 FB と駐車場

被用者に供与または貸与した私用車）
，（b）
債

FB だといえます。

務免除 FB（雇用主が被用者の債務を免除した

③各種 FB の課税対象額の決定

場合）
，（c）
ローン FB（雇用主が被用者に低金
７３

第二段階目で区分された FB はその区分ごと

，（d）
費用支払 FB（被
利 で貸し付けた場合）

に価値が決定されます。それぞれに非課税 FB

用者の経費を雇用主が代わって支払う場合）
，

となる部分も細かに定められるところですが，

（e）
住居 FB（居所を無償又は低額で貸与した

詳細については省くこととし，評価方法等がよ

場合）
，（f）
単身赴任 FB（仕事で住所を離れる

りシンプルなものから以下，順にいくつかを概

場合の追加的費用の雇用主による負担）
，（g）

観しておきたいと思います。

飛行機利用 FB（航空会社がその従業員に無料

さて，最も簡単なのは，（b）
債務免除 FB で

７４
，（h）
まかない
又は低額で提供した航空券）

す。債務免除 FB は，被用者に対する債務を雇

７０

Taxation Ruling TR，９３／３８．

７１

S．
２１A of ITAA３６．

７２

Div．
２―１２，Pt．
III of FBTAA．

７３

ベンチマークより低い利率が該当する。S．136 of FBTAA.

７４

なお参照，Payne

v．FCT，
（１９９６）３２ATR５１６．
出張に係るマイレージは，FBT の対象とならない。第三者は雇用

関連性に気づいていないから十分なつながりがあるとは言えないとされた。See TR1966/6.
７５

See Woellner，supra note １６，
at １５１６―１５１７．
ここの考え方はややこしいが，費用控除の規定の適用を受けるには，
課税されるべき所得を獲得するための支出たることが予定される。同様に，交際費の規定の適用を受けるにはまず
課税されるべき所得を獲得するための支出であることが要求される。しかし，非課税主体は，課税される所得がな
いから，交際費を支出しても費用控除の対象としえず，また，それにより，交際費ともならない。しかし，FBT
課税を行う必要がある。その結果，ここで，特別に取り上げて規定しておく必要が生ずる。GST 含んだ価格での FB
価値を見る。

７６

低価格での販売がここに含まれる。７５％で価値計算。Div．
12 of FBTAA.
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用者が免除した金額そのままを FB の価値とす

または，実際に被用者によって私用される場合，

ロー
ることが定められています７７。また，（c）

車が被用者の住居に止めてある場合，被用者の

ン FB では，被用者に提供されたローンの金利

私用であるとされます８６。被用者が海外にいる

（低金利）と通常の金利の差により被用者にあ

間に車を自宅に止めている場合も，被用者の私

るとされた価値部分に FB が認定されます７８。

用とみなされます。

（l）
資産 FB は，雇用者が扱っている物品等

自 動 車 FB 価 値 は，よ り 簡 易 な 法 定 方 法

（in house benefits）か，または，外部から調

（statutory formula）か，あるいは，実走分や

達した物品等（external property benefits）か

実際かかった費用等の記録を要する，運転コス

によって FB 価値の算定方法が異なります。雇

ト方法（operating cost method）により決定

用主が製造業者で問屋に卸すなどしている場合，

され，被用者は，いずれかの方法を，車ごと，

取引相手に課した最も低い金額とすることが定

また，年度ごとに選択できます８７。ここで，そ

められ７９，直接消費者に販売する場合は，その

れぞれの方法の具体的な算式をみておきたいと

販売価格の７５％とされます８０。雇用主が製造業

思います。

者ではなく資産を購入してきて被用者に提供し

法定方法は，次の算式によって計算されま

た場合には，その商品を被用者が購入したら支

８８

す 。すなわち，制定法上の価値＝（自動車の

払った価額が，FB の価値となります８１。これ

価値×２０％（法定割合）×自動車が私用された

らのいずれにも該当しない場合には，時価の

日数）―被用者の走行費用に対する支出分（利

８２

７５％が FB の価値となります 。

用者支出分については控除）です。このとき，

交際費 FB は，昼間の軽食，ランチは含まず，
リゾート地を使った研修での贅沢な夕食で，従

自動車の価値は，取得原価（ただし，４年目以
降その３分の２に下落）とされます。

８３

業員に提供したものが対象となります 。FB
８４

運転コスト方法では，まず，車両に費やされ

価値は，その食事の時価の５０％となります 。

るすべての費用（燃料費，維持費，修繕費，登

所得税の非課税主体による支出もここには含ま

録料，保険料，および，減価償却費と帰属利息

８５

れます 。

またはリースコストのいずれか）を，オペレー

自動車 FB が生じているとされるのは，第一

ション・コストとして認識し，オペレーショ

に，雇用主によって所有またはリースされた車

ン・コストから，事業に利用した分を控除した

が，年間のうち何日間か被用者が私用可能か，

残りを私用分として FB の価値とされます８９。

７７

S．
１４ of FBTAA．
なお，消滅時効にかかっての免除の場合にどう扱われるかは不明確である。

７８

S．
１６―１９ of FBTAA．
See also Taxation Ruling TR，９３／３８．

７９

S．
４２
（１）
（a）
（i）of FBTAA．

８０

S．
４２
（１）
（a）
（ii）of FBTAA．

８１

S．
４２
（１）
（b）of FBTAA．

８２

S．
４２
（１）
（a）
（iii），
（１）
（c）of FBTAA．

８３

S．
３７AF of FBTAA．

８４

S．
３７BA of FBTAA．

８５

S．
３８ of FBTAA．

８６

S．
７
（１）―
（３）of FBTAA．

８７

S．
８
（２）of FBTAA．

８８

S．
９
（１）of FBTAA．

８９

S．
１０ of FBTAA．
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運転コスト方法では，雇用主は，走行日誌（log
book）をつけて事業上の利用分割合を決定し
９０

されたものであることが定められています。
このような要件の下で駐車 FB が確定してい

なければならないということです 。走行日誌

けるよう多くのルーリングが出されてきました。

について，不備がある場合には，全部の使用が

実際に問題とされるのは，上記要件のうちでも，

私用とみなされます。

例えば，「１キロ」どうやって測定するか，
「商

（k）
駐車 FB については，上記の自動車 FB
９１

業上の」駐車施設とは何か，単なる空き地や

とは別個にカウントされます 。下記にみてい

パーキングメーターを含むか，ショッピングセ

く通り，こちらはもっと泥沼な執行状態が想像

ンターの駐車場は無料だが，これはどうなるか

されます。駐車 FB は，勤務中の駐車スペース

など実際の運用には判断に迷う問題の多いとい

の利用というベネフィットが，FBT の課税対

うことが指摘されています９２。

象となるということですが，その認定される

そして次に，駐車場 FB の課税価値の算定の

ケースと価値の算定には細かな要件が定められ，

際にあっては，事態はもっと複雑になるようで

その判定が煩雑であるからです。

す。この課税価値の算定方法は，５つあります。

駐車 FB が生じる場合は，次のような内容で

おおまかにみていきますと，商業駐車場法（the

決まります。すなわち，①駐車された乗り物

commercial parking station method）で，実

（vehicle）が，
「自動車（car）
」の定義内にあ

際に利用した駐車施設から１キロ以内の商業駐

ること，②その自動車が，１日合計で４時間以

車場施設のうち最も低い時価を参考にする方

上駐車されていること，③朝７時から夜７時ま

法９３，市場価値法（the market value method）

での間（いわゆる日中）の駐車であること，④

で，アームスレングスな状況であれば支払った

雇用主の事業敷地内か，雇用主の敷地の近隣に

であろう金額に基づく方法９４，平均コスト法

あるその他の者の事業敷地内での駐車であるこ

（the average cost method）で，１キロ以内

と，⑤「商業上の駐車施設」の１キロメートル

の商業駐車施設の平均コストで算定する方法９５，

内の場所に自動車が駐車されていること，⑥

駐車面積法（the spaces formula method）で，

「商業上の駐車施設」では，その日「代替的」

個々の駐車コストをみないで，被用者が利用可

に利用した場合の価格として，最低５ドル（年

能な駐車面積に基づき上記のうちいずれかの方

度の相場で変わる）の駐車料を取っていること，

法で価値を算定する方法９６で，この方法につい

⑦自動車は，雇用主の乗り物で FB として提供

ては，利用者の一人一人，一つ一つを見ないで

されたものか，被用者自身の自動車かを問わな

よい簡便な方法といえ，FBT 課税でなしうる

い。⑧被用者は，雇用のある主な場所を有し，

簡便性を達成しているものといえます。最後に

自動車は，雇用の主な場所近くに駐車されてい

１２週間登録法（the １２-week register method）

ること，および，⑨自動車は，家と仕事の間の

がありまして，FBT 課税年度中１２週間の上の

行き来のため，その日に，被用者によって使用

いずれかの方法を記録して，それを参照に年間

９０

Ss．
１０A，
１０B of FBTAA．

９１

S．
３９A of FBTAA．

９２

See Cooper et．
al．
，
at １８７―１８８．

９３

S．
３９C of FBTAA．

９４

S．
３９D of FBTAA．

９５

S．
３９E of FBTAA．

９６

S．
３９FA of FBTAA．
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の FB 価値を算定するという簡便な方法です９７。

最後の第五段階としては，課税標準に FBT

雇用主は上記のうちどれかの方法を選択し，

税率を適用して FBT を算定するということに

１２週間登録法を除いては，実際の駐車 FB を年

なります。前述の通り，FBT の適用税率は，

度中記録し続けねばならないということです。

４７％の比例税率です。これは個人の最高限界税

また，それぞれの方法は，極めて複雑というこ

率に基づくものであり，いかなる税率段階にい

９８

とで ，とくに中小法人にとっては負担の重い

る納税者に対する FB にもフラットレイトでの

ものとなります。１９９９年には，The Small Busi-

一律の課税を行うという意味で，逆進的となる

ness Deregulation Task Force のリポートの結

ことが指摘されています１０２。

果，いくつかの例外規定が立法されており，こ

FBT については，所得課税（あるいはその

の駐車 FB については，政府関連機関や上場会

補完）というよりは，消費課税に近い構造をな

社を除き，年間売上げ１０００万ドル未満の一定の

すともいえます。計算過程を第五段階までみた

９９

主体は，非課税とされました 。

ので，ここで設例を考えてみます。例えば，な

④課税標準の計算

んらかの FB の価値で１０００を事業者が支給し，

第四段階として，FBT 税率の適用対象につ

FB 評価も１０００である場合，グロスアップを受

いては，グロスアップルールが適用されます。

４７≒１８８６が課税標準とされ，
け，１０００×１／１−０．

ここでは細かな計算はみないですが１００，被用者

税率を掛け，FBT は８８６となることになります

に提供された FB の給付額合計を第三段階目に

が，FBT は，従業員には転嫁されることが予

あった評価額に直した FB の課税対象額に対し

定されていません。FB 支給について，事業者

て，そのまま税率を適用するのではなく，その

側での税負担でとどまるのか，実際のところよ

金額にグロスアップ処理することで，課税標準

くわかりませんが，FBT が控除されることか

が求められることになります。その算式は，FB

ら，FB 支給の費用ということととらえられて

１０１

（１−FBT 税率）となります 。
課税対象額×１／

いるのだろうかという疑問は生じます。

この計算の結果，FBT の対象は，FBT 税込み
の価額となり，この処理によって，FBT は所

３）FBT と一般否認規定

得税の計算上において損金算入できることにな

に お い て，所 得 税 法
FBTAA６７条（１）

ります。また，細かな閾値（threshold）があ

（ITAA）１７７条に定められているのと同様な

りますが，年々変わりますし，ここでは省略し

一般的租税回避否認規定（General Anti-Avoid-

ますが，FBT 趣旨と事務負担等から FBT 負担

ance Rule，
GAAR）が設けられています１０３。す

を免れる範囲は極めて重要であろうと思われま

によると，FBT に関して，課
なわち，６７条（１）

す。

税上の利益を得ることを主な目的として取決め

⑤税率の適用

を行った結果，課税上の利益を得ている場合に

９７

S．
３９GB of FBTAA．

９８

See Cooper et．
al．
，
at １８７―１８８．

９９

S．
５８GA of FBTAA．

１００

２０００年改正における GST の導入以降，FB の種類によって GST の税額控除を利用する可能性があることから，

グロスアップルールの定式として，FB×
（FBT 税率＋GST 税率）／（１−FBT 税率）×（１＋GST 税率）×FBT 税率の
５B
（IB）of FBTAA．
計算式も定められている。S．
１０１

S．
１３５P of FBTAA．

１０２

See Cooper et．
al．
，
at １９８―１９９．

１０３

S．
１７７ of ITAA９７．
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は，歳入庁長官がその課税上の利益を否認する

するものとはいえないという問題があります１０７。

ことができると定められています。ただし，所

たしかに，FBT は，FB での給付をより確実に

得税法の GAAR と異なり，FBTAA の GAAR

課税対象としているので課税漏れを防ぎ，かつ，

は，主な目的を決定する要素の定めはなく，簡

歳入確保の手段として機能している面があり，

素な定めとなっています１０４。

また，FBT 導入以前に問題となった高所得者

たしかに，FBTAA 立法以前，FB 課税問題

への FB 課税を行う点で，上で指摘した不公平

に対しては，所得税法の GAAR の適用が問題

性を解消する面があるものの，給与が低く限界

となることはなく，おおむね原則的な課税の適

税率も低い被用者に対する FB に対しても，

用，執行の問題と捉えられていました１０５。また，

４７％（最高の限界税率）で FBT が課されるこ

FBT を回避しようとして FB での支給を現金

とになる点については，雇用主が負担するとあ

にしたという場合には，その現金については被

っても，重い負担といえることが指摘されま

用者の側で所得税課税を受けますので，FBT

す１０８。また，例えば，債務免除について，雇用

に関して，GAAR の適用頻度はそれほど多く

主が重い FB 負担から，債務免除を躊躇するこ

ないと考えられます。

ともあろう１０９。FBT については，FB への課税
について反対するというのではなく，FB を受
け取った者に課税するという構造を採らないこ

４）問題点
FBT に対しては，次のような問題点が指摘

とそのものはいいかという問いが当初からあ

されているので，ここでまとめ触れておきます。

る１１０。いまの FB の評価で執行していけば，そ

第一に，想像に難くなく，FBTAA の規定は，

れについて源泉徴収する形で，被用者に対する

FB の種類によっては，細かく，極めて複雑な

所得課税（雇用主側では源泉徴収）とするとい

ものとなっており，雇用主にとって，事務負担

う形式もありではなかったか１１１。割り振りでき

が重いということです。このことは，制定当初

ないものについてのみ FBT を課すという方法

より問題となっており，特に，自動車 FB の利

も利便性が高いであろう。

用が多かったことから，その評価の複雑さに関
１０６

して批判が噴出していました 。

れや過剰がありうるという点も指摘されていま

第二に，享受する側相互間の不公平性を是正

１０４

第三に，FBT の課税ベースについては，漏
す１１２。前述の通り，FB の範囲はかなり広く，

オーストラリア所得税法における GAAR について，さしあたり参照，拙稿「オーストラリア所得税法における

。
一般的租税回避否認規定」税法学５７７号９９頁（２０１７年）
１０５

R．A．Vann，supra note ２３，
at １２６．

１０６

D．J．，
Collins，
Taxation of Fringe Benefits-An Economistʼs Perspective，
４ Australian Tax Forum ９５（１９８７）
．

１０７

石島・前掲注６，３１９頁。

１０８

Henry et．
al．
，Australiaʼs Future Tax System, 47（２０１０）
．Henry 報告書は，２０１０年５月２日に公表され，AU 社

会の老齢化，少子化の社会となる中，世界的な競争力のある税制を目指す内容である。概要に関し，参照，カーン
ズ裕子「２０１０年度オーストラリア税制改正の動向―ヘンリー報告書，連邦政府予算案を中心に」租税研究７３０号２６３
頁（２０１０年）。
１０９

会社が FBT を負担することについて，会社内部においてその負担を最終的にはどのように振り分けているのか，

FB を受けた従業員への負担とするのか，そして，その FBT の負担もまた FB ということにならないかという点は
気になる。
１１０

See e．g．，Richard Edmonds，A Judicial Perspective on Tax Reform，
３５ Melb．U．Rev．
２３６，
２４２（２０１１）
．

１１１

See Cooper et．
al．
，
at １８８―１８９． ニュージーランドの提案が有用であったとの指摘もある。

１１２

また，FBT 課税上のルールの適用から派生する問題もある。DJ Collins，supra note １０６，
at ９５．
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例えば，会社から地位を得ることで社会的信用
を得るといった目に見えない何らかの恩恵を受

結びに代えて

けていることもあるだろうということも考えれ
ば，すべての FB が FBT の対象とし定められ

以上の考察において，前半では，オーストラ

ているとはいえないと考えられます。その意味

リアにおける所得課税の場面での FB における

で，まだまだ FB の対象は広がりうるしその範

課税問題，後半では，オーストラリアの FBT

１１３

囲の確定も難しいものであるといえますし ，

の基本的内容とその問題点を示してきました。

また，現状でも，評価についての煩雑さから，

FBT 算定に当たっては確かに煩雑な計算や判

それほど精緻な執行も難しいことがあるかと存

断を要するものもありますが，所得課税にした

じます。

場合の被用者全ての FB に係る執行コストを考

第四に，自動車 FB については，FB 価値計

えれば，FBT は，効率的なものといい得るか

算上，実費の算式の方では，事業上の利用分を

もしれないということです１１６。ただ，こうした

控除することが認められ，事業の用に供したと

FB への課税方法，FBT がすぐ日本でも有効だ

きに不必要な遠回りなどの走行分を稼ぐような

というつもりはまったくなく，むしろ，FBT

実務が見受けられるとされ，環境面で問題とな

の制度をみてみたときに，わが国の FB 課税の

るなど課税の弊害も指摘されています１１４。すな

取扱いにどんな性質があるのか，何か問題点は

わち，温室効果ガスの排出が地球環境に影響す

ないのかというところもあわせて指摘して，結

るということで，EV の早期導入が目指される

びに代えたいと思います。

中，FBT 執行による無駄な CO２の排出があれ

第一に，オーストラリアの FBT は，所得課

ば，それは無視できない重大な問題ということ

税面での問題，すなわち，高所得者の FB につ

です。

いて，現金給付から課税のされにくい FB への

第五に，国際的な場面で問題が起こりうるこ

シフトといった租税負担軽減への懸念と，それ

とも指摘されています。FBT は，オーストラ

に対抗した課税庁と裁判所，および，立法者の

リア居住者に対する FB だけでなく，非居住者

紆余曲折の成果であるという点は注意すべきで

に対する FB に対しても同様に適用されますの

あろうと考えます。FBT 自体も高所得者への

で，非居住者がオーストラリア国内で得た FB

高価値となりがちなもの（会社から役員への高

についてかかった FBT については，非居住者

級車などの現物支給というのも過去では問題と

の本国において，外国税額控除の対象とはなら

されたようです）をターゲットとしており，少

ないという点が指摘されていますが，この点，

額なものは対象から外れるのではないかという

改正も，租税条約上の取決めもないということ

点は一つの特徴と思います。

１１５

です 。

１１３

第二に，労働環境の違いという点も指摘して

評価の難しい所得に関する優れた論稿として，参照，中里実「所得の構成要素としての消費」金子博編『所得課

。
税の研究』（有斐閣，１９９１年）
１１４

Celeste Black，Fringe Benefits Tax and the Company Car : Aligning the Tax with Environmental Policy，
２５

EPLJ １８２（２００８）．
１１５

See Henry Tax Review，supra note １０８，
at ４７．

１１６

１００万人の被用者の申告と，７万人の雇用主の申告（PAYG でないことから個別に FB を決定しなくてよい）の

比較もいわれる。See Cooper，
et．
al．
，
at１９７． しかし，FBT 課税にあたり，問題はあるものの，多くの FB 評価方
法が執行可能であるということから，FB を企業側に算定させて，源泉徴収制度に乗せて執行するという手もあり
うると考える。
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おかねばなりません。オーストラリアにおいて，

指摘しておきたいと考えます。わが国において，

労働者が生涯同じ企業等に勤続し続けるという

租税特別措置法６１条の４に定められる交際費等

ことが統計的に見ても少ないという事実から

は，そのベネフィットを受け取った個人の側に

１１７

は ，日本における FB とはまた違った意味を

課税できないことから提供した企業の側で課税

持つかもしれないということがあります。日本

するという説明がなされることがあります１１９。

では，FB は，終身雇用と年功序列を背景とし

そして，この交際費等のなかには，被用者に対

て被用者の定着を図るための一つの重要な制度

する部分が含まれています１２０。しかし，被用者

として充実させてきた背景があります。しかし，

に対するベネフィットは本来給与課税の対象と

近年，日本において年功序列が崩壊し，雇用的

すべきものと考えます。交際費等に含まれた被

自営業（フリーランスの働き方）が増えつつあ

用者へのベネフィットの存在が交際費課税の強

るなかで，今一度 FB の実態把握し，幅広い議

化をもたらし，継続されたとする考察をするも

論をしてみるときが来ているかもしれないと考

のがあり１２１，なかには，交際費課税から従業員

えます。その実態把握の中で，より高い地位に

に対する FB を排除して，FBT 課税を導入す

いる役員や勤続年数の長い従業員，正社員か非

べきというような主張もみうけられます１２２。本

正規か，男女かで利用者の偏りがあるときに，

稿では，オーストラリアの FBT 導入背景と制

それについて，どう考えるのか議論すべきでは

度，及び，その問題点をみてきた後で，FBT

１１８

ないかと考えます 。所得税については，高い

導入に伴う執行上のコスト及び事務的負担から，

累進税率を背景に，金銭的報酬からの FB への

そこまでの主張はするつもりはないと先に述べ

シフトや，高給の被用者に対する FB 支給など

ましたが，被用者への FB について，交際費等

もみる必要があろう。FB についての実態的な

として企業側で課税される場合とされない場合

把握の必要性と，そこからどのような問題が浮

の不均衡は是正されるべきであると考えます。

かび上がるのかといった再検証過程を経たうえ

第四に，FBT についての評価です。冒頭に

で，わが国においてあるべき FB 課税の問題を

述べたとおり，FBT は，FB コストの控除が否

考えてみる必要があるというふうに考えていま

認された場合と同じと評価されることがありま

す。

すが，控除否認の形式を採れば，源泉徴収を行

第三に，わが国でも FB が企業の側で課税さ
れている場合として，FB と交際費との関係を

１１７

った場合と比べて，課税漏れが生じる場合が指
摘される，すなわち，赤字が継続するなどして，

やや古いが，同国統計局の調査では，10年以上勤続者は平均25％である。ABS, Labor Mobility（Feb, 2013）
．ま

た，参照，吉田研一，
「オーストラリアにおけるフリンジ・ベネフィット課税について」労働調整調査月報４５巻５
号６頁（１９９３年）。
１１８

例えば，FB 利用については，男女，正社員と非正規労働者，未婚か既婚かでも異なるであろうから，課税上の

不均衡は格差をもたらしうるであろう。
１１９

参照，渡辺徹也『スタンダード法人税法』１５５―１５６頁（２０１８年，弘文堂）
。

１２０

参照，渡辺・前掲注１１９，１５５頁。なお，交際費等が従業員に対するものについても含まれている点については，

「交際費課税の純化」の必要性が指摘されてきたところである。吉牟田勲「交際費の損金性，冗長性の分析と課税
。
方式のあり方」日税研論集１１号５，３２頁（１９８９年）
１２１

宮原史江「交際費課税についての研究―交際費とフリンジベネフィットの峻別―」熊本学園商学論集９巻１号１４９

頁（２００２年）。
１２２

畑山紀「交際費等の範囲に関する拡大解釈の是正―交際費課税制度の全面的・抜本的改革を目指して―」札幌学

院商経論集１２巻３号１，２１頁（１９９６年）
。
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法人税を払わない場合には，FB 課税は抜け落

公平性の問題だけでなく，波及的な問題もあろ

ちます１２３。このようなことは，給与が FB に過

うかと思います。ここで，思いつくままに挙げ

度に振り替えられている場合には，問題が大き

れば，たとえば，住民税に影響することから地

いということで，単に所得課税上，FB にかか

方税収，社会保険料の仕組み，さらには，公務

る支出の控除を認めないとする制度ではなく，

員給与の適正な算定への影響があるのではない

FBT の創設につながったのではないかと思わ

でしょうか。

れます。

今後の課題としては，わが国と同様に，FB

我が国において，FB への課税がうまくいっ

について受給者側での課税を行う米国や，英国，

ていないときの弊害は，給与所得課税が抜け落

カナダの制度も検討対象とし，比較法的に研究

ちるだけではないと思われます。というのも，

を進めたいと考えております。私からの報告は

こうしたことを原因とする税収面での問題や不

以上となります。ご清聴を有難うございました。

１２３

See Cooper et．
al．
，
at １８８―１８９．
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