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Tax

Outline of the 2017 Tax Reform Proposal
(Corporate Income Tax and International
Taxation)

On December 22, 2016, the Cabinet approved the 2017 Tax
Reform Proposal. Noteworthy amendments pertaining to
corporate income tax and international taxation contained in
the 2017 Tax Reform Proposal include the following:
(i)

Tax Deferral on Spin-off

A spin-off (i.e., a transfer of a business line or division of a
parent company to a newly established or existing subsidiary
followed by distribution of shares of the subsidiary to the
parent’s shareholders) will qualify for tax deferral if it satisfies
certain requirements such as a pro rata distribution of shares of
the subsidiary. In addition, the distribution of all shares of an
existing wholly owned subsidiary will be subject to the same
tax treatment as a divestiture. Further, even if a domestic
corporation distributes only shares of its foreign subsidiary to
foreign shareholders on a pro rata basis, the recipient foreign
shareholders will, with certain exceptions, be deemed as
having transferred the shares and will be subject to Japanese
capital gains tax. This amendment should be taken into
account in the planning of reorganizations going forward.
(ii)

Amendment of CFC Rules

Major amendments include the following: (1) The existing
method for calculating the shareholding ratio for the purposes
of the definition of “controlled foreign corporation (CFC)” will
be changed and a new substantive test will be introduced; and

(2) while the existing trigger tax rate (currently, an effective
tax rate on income of a CFC of lower than 20 percent) will
substantially be retained as a criterion for exemption, any
income of a CFC that falls in any of the following three
categories will be added to the taxable income of its parent
company unless the effective tax rate is 30 percent or higher:
(a) a company without fixed assets or personnel, (b) a company
with a ratio of total passive income of certain types to total
assets of higher than 30 percent; or (c) a company that is
situated in any country on the blacklist of Japanese tax
authorities.
These amendments will apply for fiscal years of CFCs
commencing on or after April 1, 2018. In particular, any
domestic corporation with a foreign subsidiary that is subject to
an effective tax rate in the applicable local jurisdiction of 20
percent or higher (but lower than 30 percent) should be
mindful of a possible increase of tax burdens caused by this
amendment.
(iii)

Others

The trading of certain types of virtual currency specified under
the Payment Services Act (which is currently treated as a
taxable transaction for Japanese consumption tax purposes)
will be treated as a nontaxable transaction on or after July 1,
2017.
All business enterprises should pay close attention to the recent
tax reform, including the foregoing amendments, when
engaging in business going forward.

General
Enactment of Casino Act: On December 15, 2016, the Act Concerning Promotion of Development of Integrated Resort
Areas (“Casino Act”) was enacted and promulgated, and on December 26, 2016, the Casino Act came into force (with the exception of the
provisions related to the headquarters of the promotion of development of integrated resort areas). Under this Act, private business operators
may establish and operate casino facilities integrated with recreation facilities, accommodations, etc. in an approved area designated by a
competent minister upon application by a local government. While it is uncertain what kind of measures would be implemented regarding the
establishment and operation of casino facilities, according to the report, activities aimed at attracting casino facilities have started around Japan,
including in Tokyo, Osaka, and Yokohama. Future regulations by the central government and future invitations by local governments should
both be closely monitored.
General
Diet Approved the Trans-Pacific Partnership on December 9, 2016: The Trans-Pacific Partnership (“TPP”) was
approved by the Diet, and the “Amendments to Relevant Acts Due to the Conclusion of Trans-Pacific Partnership” were enacted in order to
reform relevant domestic laws. However, while ratification by the United States is crucial to the implementation of the TPP, President Trump
has expressed his intention to withdraw from the TPP, and thus it is unclear whether the TPP will in fact be implemented.
Finance
Supreme Court Decision on Insider Trading (November 28, 2016): Deciding on whether material nonpublic information
(i.e., insider information) is deemed disclosed as a result of a so-called “scoop” by a news outlet, the Supreme Court (first petty bench) ruled
that “even if the material information was reported, insider trading regulations are not lifted unless the source is identified.” Therefore, the
Supreme Court clarified that, even if a scoop based on an anonymous source covered insider information, an insider is still subject to insider
trading regulations unless and until the insider information is officially disclosed in accordance with provisions of the Financial Instruments
and Exchange Act. Thus, if trading shares in a listed company under such circumstances, an insider would still need to rely on an exemption
from, or otherwise comply with, the insider trading regulations.
IP
Determination of Date of Enforcement of the Amended Personal Information Protection Act and Publication of
Guidelines: On December 20, 2016, the Cabinet decided to fully bring into force the Amended Act on the Protection of Personal Information,
which was enacted in September 2015 (please see the October 2015 issue), on May 30, 2017. On November 30, 2016, the Personal
Information Protection Commission published four sets of guidelines to the Act (the Guidelines on (i) the General Provisions, (ii) the transfer
of personal information outside Japan, (iii) the obligations to confirm and record certain matters when transferring personal information to
third parties, and (iv) the De-identified Information). These guidelines also will come into force on May 30, 2017. Companies are advised to
review their internal handling of personal information and the relevant internal rules in light of these guidelines, which will provide practical
guidance to measures that companies will need to take pursuant to the Act.
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平成 29 年度税制改正大綱（法人課税、国
際課税）の概要

平成 28 年 12 月 22 日、平成 29 年度税制改正の大綱
が閣議決定されました。法人課税及び国際課税の分野
で特に注目される改正点は以下のとおりです。
① スピン・オフに対する課税繰延べ
会社分割税制が改正され、子会社株式が株主の持株
数に応じて交付されるなど一定の要件を満たすスピ
ン・オフ（ある会社が新設又は既存の子会社に事業を
移管し、その子会社株式を自社の株主に現物配当する
取引）が課税繰延べの対象となります。また、既存の
100％子法人株式の全部を分配する現物分配について、
会社分割と同様の課税関係を整備するとともに、内国
法人である現物分配法人が外国法人株主の持株数に応
じて外国子法人株式のみを交付する場合についても、
一定の場合を除き株式の譲渡益に対して課税するもの
とする改正も行われました。今後組織再編を行う際に
は、上記改正の影響も念頭に置いた上でストラクチャ
ーの検討等を行う必要があります。
② 外国子会社合算税制の改正

主な改正点として、(1) 適用対象となる「外国関係会
社」について、従来の形式基準の持株割合の計算方法
が見直されると共に、実質支配基準が導入されました。
(2) 従来のトリガー税率（外国関係会社の所得に対する
実効税率が 20％未満）は、合算課税の適用免除要件と
して存置される一方、(a) ペーパーカンパニー、(b) 総資
産に対する一定の受動的所得の金額の合計額の割合が
30％超、(c) ブラックリスト国所在のいずれかに該当す
る外国関係会社は、実効税率が 30%以上でない限り、
会社単位の合算課税に服することとなりました。
上記改正は、外国関係会社の平成 30 年 4 月 1 日以後
に開始する事業年度から適用されます。とりわけ現地
における実効税率が 20％以上 30%未満となる外国子会
社を持つ内国法人は、上記改正による税負担増のリス
クに留意する必要があります。
③ その他の改正
平成 29 年 7 月 1 日以後、資金決済に関する法律に規
定する仮想通貨の取引について消費税が非課税となり
ます。
各事業者は、上記を始めとする税制改正を十分精査
の上、今後の企業活動を営む必要があります。

General
カジノ法の成立 平成 28 年 12 月 15 日、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律（いわゆるカジノ法）
が成立し、同月 26 日に公布され、施行されました（特定複合観光施設区域整備推進本部に関する規定を除く。）。同法により、
地方公共団体の申請に基づき主務大臣が認定した区域において、民間事業者が、カジノ施設とレクリエーション施設、宿泊施設
等が一体となった施設を設置し、運営することが可能となります。カジノ施設の設置及び運営に関して今後講じられる措置の内
容は未定ですが、報道によれば、東京都、大阪府及び横浜市を始め、カジノ施設の誘致に向けた活動が日本の各地で始まってい
ます。国による規制内容及び地方公共団体による誘致内容の両面について、今後の動向が注目されます。
General
環太平洋パートナーシップ協定の国会承認等 平成 28 年 12 月 9 日、国会において、環太平洋パートナーシップ
協定（以下「TPP」といいます。）の締結が承認されるとともに、関連する国内法規定の整備を目的とした「環太平洋パートナー
シップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」が成立しました。ただし、TPP の発効には米国による批准が不可欠であ
るところ、トランプ大統領は TPP からの離脱を表明しており、TPP 発効の行方は未だ不透明です。
Finance
インサイダー取引に関する最高裁決定 平成 28 年 11 月 28 日、最高裁判所（第一小法廷）は、いわゆるリーク
報道に伴い未公表の重要事実が公表されたと判断されるか否かにつき、「重要事実を内容とする報道がされたとしても、情報源
が公にされない限り、…インサイダー取引規制の効力が失われることはない」と判断しました。これにより、リーク報道がされ
たとしても匿名である場合には、金融商品取引法に従った正式な公表がなされるまでの間は、引き続きインサイダー取引規制の
対象となることが明確となったため、そのような状況下で当該上場会社株式の取引を行うに当たっては、適用除外事由に依拠す
るなど、インサイダー取引規制に抵触しないための対応が求められます。
IP
改正個人情報保護法の施行日決定とガイドラインの公表 平成 28 年 12 月 20 日の閣議決定により、平成 27 年 9
月に改正された個人情報の保護に関する法律（同法の詳細については、2015 年 10 月号をご参照下さい。）が平成 29 年 5 月 30
日に全面施行されることになりました。また、平成 28 年 11 月 30 日、個人情報保護委員会は、同法について 4 つのガイドライン
（通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編及び匿名加工情報編）を公表しました。これらのガ
イドラインも、平成 29 年 5 月 30 日から施行されます。各ガイドラインは、同法に基づき事業者が講ずべき措置について実務上
の指針を示すものであり、事業者はこれらに照らし、自社における個人情報の取扱い及び関連社内規定を見直す必要があります。
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