










独身者、夫婦個別申告者 1万2950ドル
夫婦合算申告者、適格生存配偶者 2万5900ドル
特定世帯主 1万9400ドル

所得に関するもの

Form W-2（給与源泉徴収票）、Form W-2G（ギャンブル儲けの支払調書）、
Form 1099-B（株式・証券等売却明細書）、Form 1099-DIV（受取配当）、
Form 1099-INT（受取利子）、Form 1099-MISC（賃貸収 入、Form 1099-
NEC〈役務提供報酬額〉、ロイヤルティなどその他の所得）、Schedule K-1

（パートナーシップ損益分配報告書）、その他の賞金、宝くじ受取額、キャピ
タル・ゲイン計算書類など

控除に関するもの

Form 1098-T（授業料控除証明書）、固定資産税、寄付金・医療費などの
領収書、州・市税予定納税、ギャンブル損額など





申告資格 説明

夫婦合算申告者
（Married Filing Jointly）　 

夫婦の所得と控除を合算し、1 通の
申告書として申告する。通年で米国
居住の既婚者のみが選択できる。た
だし、赴任で途中から米国の居住者
になっても、あるいは配偶者が日本
在住であっても一定の選択をするこ
とで合算申告は可能となる。

夫婦個別申告者
（Married Filing Separately）

既婚者が夫婦別々に申告をする場
合。税率の適応対象額の枠が狭まり、
控除にも一定の制限がある。ただし、
赴任年度、帰任年度の場合、個別申
告のみとなる場合がある。

特定世帯主
（Head of Household）

未婚者で同居するこども、孫、適格
親族を扶養している人が選択できる。

適格生存配偶者
（Qualifying Surviving Spouse）

配偶者が他界した年の後 2 年間、一
定の条件を満たせば夫婦合算申告と
同じ税率を利用できる申告身分。

独身者（Single） 上記のいずれにも該当しない者。





項目別控除例 控除対象となる事例

医療費
調整課税所得の7.5%を超えた額。健康診断費、健康
保険料、メガネ、コンタクトレンズ代、入れ歯、松葉
杖、禁煙プログラム費、診察費、治療費、入院費、手
術費、処方箋による薬代、治療を受けるための交通費。

税金
州、市の所得税、アメリカ国内の固定資産税、動産税。
（注）控除限度額：夫婦合算申告者1万ドル、夫婦個別
申告者5000ドル

支払利息 住宅ローン利息

慈善寄付 IRSより慈善団体の認可を受けている宗教的、慈善的、
教育的、科学的、または文学的目的の組織への寄付。

災害・盗難損失
自動車事故、災害、水害など。保険金払い戻しの適用
を受けなかった調整後総所得の10%を超えた額。盗
難届け等の保管。
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LLCの税金
LLCの損益は事業レベルではなく、所有

者個人の納税申告書で報告します。申告はシ

ンプルな場合が多く、事業の損失や運営費

は個人の確定申告で控除でき、ほかの収入

の課税対象分を減額することもできます。LLC

に課税される税率は個人事業主として申請す

る場合と同様に、所有者の総所得によって累

進課税方式で異なります。 所有者は自営業税

（Self- employment Tax）の納税を課せられ

る場合があり、一部の州ではフランチャイズ

税の支払いも義務付けられています。フランチ

ャイズ税は事業を行うために州が課する税金

で、通常毎年支払われ、州ごとに異なります。

LLCは税法上認め

られた形態ではないの

で、どの形態として納

税するかを選択できま

す。たとえばCコーポ

レーションとしての課税を選択でき、一部の

企業はベネフィットも得られるのです。

Cコーポレーションの税金
Cコーポレーションは法人であり、独自の法

人格として利益に対して法人税が課せられま

す。また、株主は企業から分配される配当金

について税金を支払う責任があります。

配当は税控除の対象とならないため、二重

課税といわれます。二重課税は法人としての

申請を選択した企業にとって不利と見なされ

ますが、法人のみが利用できる連邦控除を考

えれば大したことではありません。企業は広

告費と運営費といったすべての事業費のほか、

医療や退職金制度などの特定の福利厚生を

控除できます。また、2018年の新税法で企業

は利益に対して21％の均一税率になりました。

この優遇税率措置は富裕層個人の税率よりも

低く、さらに配当金を発行しない場合は二重

課税も起こりません。

Sコーポレーション税
企業の株主数が100人未満の場合は、Sコ

ーポレーション（S法人）を選択できます。Sコー

ポレーションは、法人をLLCのように扱う税ス

テータスです。利益が所有者にパススルー課

税されるベネフィットを享受でき、かつ法人と

してのベネフィットももらうことができます。パ

ススルーなのでSコーポレーション自体は課税

されず、株主個人の確定申告上で納税します。

LLCとS 法 人 の 間 の 税 の 違 い は 少 し

微 妙 で す。 LLCの 利 益 分 配 に は 雇 用 税

（Self- employment Tax）が課せられ、S法人

の配当には課せられません。Sコーポレーション

は完全なる理想的なパススルー形態で税法的

なベネフィットがあるので、監査の対象として

最近注目されています。S法人の選択には、必

ず専門家のアドバイスを得るようにしてください。

法人形態により異なる課税方法
アメリカで会社を設立する場合、一般的に2つの法人形態の選択肢が
あります。一つは株主が所有する株式会社（コーポレーション）、もう
一つは1人以上の個人が所有する有限責任会社（Limited Liability 
Company = LLC）です。法人形態によって課税方法は異なります。
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福田恵子
日本とはあらゆる面で異な
るアメリカの学校の実態
を、ロサンゼルス郊外、ビー
チシティーの公立校（通称
Ｋ－12）に、11年生の娘ニナ
を通わせる筆者が、保護者
の視点からリポートする。

アメリカの学校アメリカの学校
としてもっと知りたい！としてもっと知りたい！親とととと親










