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※中央経済社『旬刊経理情報』

「恩典を得るための条件は? 英国パテント・ボックス税制の利用上の留意点」
2012年12月20日
（No.1334）
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おいて排他的な特許権の使用権を有
すること）し、当該特許権あるいはそ
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─

評価性引当額

─

評価性引当額

─

交際費等永久に損金に算入さ
れない項目

4.9

税効果会計適用後の法人税等
②29.8％
の負担率
△5.0

日東電工株式会社     （単位＝百万円）

ユニ・チャーム株式会社（単位＝百万円）
当連結会計年度
（自2012年4月1日 至2013年3月31日）

税金等調整前当期純利益

63,455（100％）

税金等調整前当期純利益

64,283（100％）

法人税等合計

19,113（30.1％）

法人税等合計

15,371（23.9％）

次回は、税務戦略の巧拙の分析目的
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税効果会計適用後の法人税等
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の負担率

税効果会計適用後の法人税等
③30.1％
の負担率
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のれん等償却

交際費等永久に損金に算入さ
れない項目

とが必要となる。

試験研究費等の特別税額控除等
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在外子会社の税率差異
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試験研究費等の特別税額控除等

△10.8
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評価性引当額

評価性引当額
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下記④参照
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下記③参照

38.0％

37.6％

特に、グローバルに事業を展開する

（調整）

（調整）

当連結会計年度
（2013年3月31日）
法定実効税率

当連結会計年度
（2013年3月31日）
法定実効税率

企業においては、全世界レベルで、税

税効果会計適用後の法人税等
①35.4％
の負担率

当連結会計年度
（自2012年4月1日 至2013年3月31日）

務上の恩典を探すことが必至となる。

─

△0.9

その他
1.0
その他

パテント・ボックス税制について

在外子会社の税率差異

受取配当金等永久に益金に算
入されない項目

↓
下記②参照
↓
下記①参照

37.8％
37.7％

試験研究費等の特別税額控除等
△2.4
試験研究費等の特別税額控除等

試験研究費等の特別税額控除等の
税務メリットに関連する事項として、
パテント・ボックス税制がある。英国を
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（調整）
（調整）

当連結会計年度
（2013年3月31日）
法定実効税率
当連結会計年度
（2013年3月31日）
法定実効税率

積水化学工業株式会社（単位＝百万円）
当連結会計年度
（自2012年4月1日 至2013年3月31日）
株式会社クラレ         （単位＝百万円）
当連結会計年度
（自2012年4月1日 至2013年3月31日）

その他

その他

例にとってパテント・ボックス税制の概
要を紹介する。英国パテント・ボック
ス税制（※）は、特許化された製品・プ
ロセス・サービスを利用して利益を稼
得している英国法人税の課税対象法

●税金開示情報
（要約）

