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Ⅰ 平成 30年度税制改正の概要 

 

財務省資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 ＜個人所得課税＞ 

１ 個人所得課税の見直し  

(1) 給与所得控除等（大綱 17頁）  

(2) 公的年金等控除（大綱 17頁）  

(3) 基礎控除（大綱 19頁）  

(4) 所得金額調整控除（大綱 20頁）  

(5) 青色申告控除（大綱 21頁）  

(6) 上記(1)から(5)までの見直しに伴う所要の措置（大綱 21頁）  

２ 金融・証券税制 

(1) 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例等（大綱 23頁）  

(2) 信託財産に係る利子等の課税の特例等（大綱 24頁）  

(3) ＮＩＳＡの見直し（大綱 25頁）  

(4) 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等（大綱 26頁）  

(5) エンジェル税制の見直し（大綱 27頁）  

(6) 個人の氏名又は住所の変更手続（大綱 27頁）  

３ 土地・住宅税制等 

(1) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の 

損益通算等の適用期限の延長（大綱 30頁）  

(2) 特定の居住用財産の譲渡損失の 

損益通算等の適用期限の延長（大綱 30頁）  

(3) 特定の居住用財産の買換え等の場合の 

長期譲渡所得の課税の特例の適用期限の延長（大綱 30頁）  

４ 森林吸収源対策に係る地方財源の確保 

(1) 森林環境税（仮称）の創設（大綱 32頁）  

(2) 森林環境譲与税（仮称）の創設（大綱 32頁）  

(3) 創設時の経過措置（大綱 33頁）  

 

 

 

主 な 改 正 項 目 
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＜資産課税＞ 

１ 事業承継税制の特例の創設等 

(1) 事業承継税制の特例の創設（大綱 45頁）  

(2) 現行の事業承継税制の見直し（大綱 48頁）  

２ 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し  

(1) 一般社団法人等に対して贈与等があった場合  

の贈与税等の課税の見直し（大綱 48頁）  

(2) 特定の一般社団法人等に対する相続税の課税（大綱 48頁）  

３ 租税特別措置等 

(1) 特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度の創設（大綱 50頁）  

(2) 農地等に係る納税猶予制度の見直し（大綱 53頁）  

(3) 小規模宅地等に係る相続税の課税価格計算の特例の見直し（大綱 55頁）  

(4) 国外財産に対する相続税・贈与税の課税の見直し（大綱 67頁）  

(5) 相続税の申告書の添付書類の追加（大綱 67頁）  

４ 印紙税・登録免許税の適用期限の延長等 

(1) 印紙税の税率の特例措置の適用期限の延長（大綱 55頁）  

(2) 土地の相続登記に対する登録免許税の減免措置の創設（大綱 50頁）  

(3) 認定長期優良住宅に係る登録免許税の 

特例措置の延長（大綱 54頁(3)・(4)・(5)）  

５ 固定資産税の負担調整措置の継続等 

(1) 土地に係る固定資産税等の負担調整措置の継続（大綱 49頁）  

(2) 固定資産税の税額の減額措置の適用期限の延長（大綱 61頁(12)・(16)・(17)）  
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＜法人課税＞ 

１ 賃上げ・生産性向上のための税制  

(1) 所得拡大促進税制の改組（大綱 70頁）  

(2) 情報連携投資等の促進に係る税制の創設（大綱 71頁＋57頁）  

(3) 租税特別措置の適用要件の見直し（大綱 72頁）  

(4) 中小企業における所得拡大促進税制の改組（大綱 73頁）  

２ 競争力強化のための税制措置 

(1) 特別事業再編を行う法人の株式等の譲渡に係る特例の創設（大綱 75頁）  

(2) 組織再編税制の見直し（大綱 75頁）  

３ その他の租税特別措置等 

 (1) 青色申告法人の取得資産に対する 

特別償却等（大綱 82頁(1)、83頁(2)・(3)、84頁(4)）  

 (2) 交際費等の損金不算入制度の適用期限の延長（大綱 85頁）  

 (3) 中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる 

還付制度の不適用措置の適用期限の延長（大綱 86頁）  

 (4) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の 

損金算入の特例の適用期限の延長（大綱 86頁）  

４ その他 

 (1) 法人税における収益の認識等の見直し（大綱 90頁）  

 (2) 地方拠点強化税制の見直し（大綱 75頁）  
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＜消費課税＞ 

１ 観光立国・地方創生の実現 

(1) 国際観光旅客税（仮称）の創設（大綱 92頁） 

(2) 輸出物品販売場制度の見直し（大綱 94頁） 

２ 消費税・地方消費税の見直し 

(1) 消費税の罰金刑の上限の引上げ（大綱 107頁） 

(2) 消費税における資産の譲渡等における延払基準の廃止（大綱 107頁） 

(3) 消費税の内外判定に係る措置（大綱 107頁） 

(4) 消費税の簡易課税制度の見直し（大綱 107頁） 

(5) 地方消費税の清算基準の抜本的な見直し（大綱 99頁） 

 

 

 

＜国際課税＞ 

１ 恒久的施設関連規定の見直し（大綱 108頁）  

２ 外国子会社合算税制等の見直し（大綱 110頁）  

３ 特定目的会社の利益の配当等に係る二重課税調整の改正（大綱 116頁）  

４ その他（大綱 117頁）  

 

 

 

＜納税環境整備＞ 

１ 申告手続の電子化促進のための環境整備（大綱 118頁）  

２ 年末調整手続の電子化（大綱 122頁）  

３ 共通電子納税システム（共同収納）の導入（大綱 124頁）  

４ eLTAXの安全かつ安定的な運営のための措置（大綱 124頁）  

５ その他（大綱 126頁・127頁・128頁）  
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Ⅱ 平成 30年度税制改正の具体的内容 

[1] 個人所得課税 

１ 個人所得課税の見直し 

 

自民党 税制調査会 小委員会資料 
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自民党 税制調査会 小委員会資料 
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(1) 給与所得控除等 

① 給与所得控除について、次の見直しを行う。 

イ 控除額を一律 10万円引き下げる。 

ロ 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を 850万円、その上限額を 195 

万円に引き下げる。 

 

② 上記①の見直しの結果、給与所得控除額は次のとおりとなる。 

 

給与等の収入金額 給与所得控除額 

162.5万円以下 55万円 

162.5万円超 180万円以下 その収入金額 × 40％ － 10万円 

180万円超 360万円以下 その収入金額 × 30％ ＋ ８万円 

360万円超 660万円以下 その収入金額 × 20％ ＋ 44万円 

660万円超 850万円以下 その収入金額 × 10％ ＋ 110万円 

850万円超 195万円 

 

③ 特定支出控除について、次の見直しを行う。 

イ 特定支出の範囲に、職務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認められるものを

加える。 

ロ 特定支出の範囲に含まれている単身赴任者の帰宅旅費について、１月に４往復を超

えた旅行に係る帰宅旅費を対象外とする制限を撤廃するとともに、帰宅のために通常

要する自動車を使用することにより支出する燃料費及び有料道路の料金の額を加える。 

 

④ 上記①の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表（月額表、日額表）、賞与に対する

源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表等

について所要の措置を講ずる。 
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自民党 税制調査会 小委員会資料 
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(2) 公的年金等控除 

① 公的年金等控除について、次の見直しを行う。 

イ 控除額を一律 10万円引き下げる。 

ロ 公的年金等の収入金額が 1,000万円を超える場合の控除額については、195万５千円

の上限を設ける。 

ハ 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 1,000 万円を超え 2,000

万円以下である場合の控除額を上記イ及びロの見直し後の控除額から一律 10万円、公

的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 2,000 万円を超える場合の控

除額を上記イ及びロの見直し後の控除額から一律 20万円、それぞれ引き下げる。 

 

② 上記①の見直しの結果、公的年金等控除額は次のとおりとなる。 

イ 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 1,000 万円以下である場

合、次の（イ）の定額控除の額及び次の（ロ）の定率控除の額の合計額（その合計額

が次の（ハ）の最低保障額に満たない場合には、次の（ハ）の最低保障額） 

（イ）定額控除 40万円 

（ロ）定率控除 

（50万円控除後の公的年金等の収入金額） 

360万円以下の部分 25％ 

360万円を超え 720万円以下の部分 15％ 

720万円を超え 950万円以下の部分 ５％ 

（ハ）最低保障額 

65歳未満 60万円 

65歳以上 110万円 

ロ 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 1,000 万円を超え 2,000

万円以下である場合、次の（イ）の定額控除の額及び次の（ロ）の定率控除の額の合

計額（その合計額が次の（ハ）の最低保障額に満たない場合には、次の（ハ）の最低

保障額） 

（イ）定額控除 30万円 

（ロ）定率控除 

（50万円控除後の公的年金等の収入金額） 

360万円以下の部分 25％ 

360万円を超え 720万円以下の部分 15％ 

720万円を超え 950万円以下の部分 ５％ 

（ハ）最低保障額 

65歳未満 50万円 

65歳以上 100万円 
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ハ 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 2,000万円を超える場合 

次の（イ）の定額控除の額及び次の（ロ）の定率控除の額の合計額（その合計額が次

の（ハ）の最低保障額に満たない場合には、次の（ハ）の最低保障額） 

（イ）定額控除 20万円 

（ロ）定率控除 

（50万円控除後の公的年金等の収入金額） 

360万円以下の部分 25％ 

360万円を超え 720万円以下の部分 15％ 

720万円を超え 950万円以下の部分 ５％ 

（ハ）最低保障額 

65歳未満 40万円 

65歳以上 90万円 

 

 

自民党 税制調査会 小委員会資料 
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(3) 基礎控除 

（国 税） 

① 基礎控除について、次の見直しを行う。 

イ 控除額を一律 10万円引き上げる。 

ロ 合計所得金額が 2,400 万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除

額が逓減し、合計所得金額が 2,500 万円を超える個人については基礎控除の適用はで

きないこととする。 

② 上記①の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなる。 

イ 合計所得金額が 2,400万円以下である個人 48万円 

ロ 合計所得金額が 2,400万円を超え 2,450万円以下である個人 32万円 

ハ 合計所得金額が 2,450万円を超え 2,500万円以下である個人 16万円 

③ 上記①の見直しに伴い、年末調整において基礎控除の適用を受ける場合に合計所得金

額の見積額を申告する等の所要の措置を講ずる。 

 

 

（地方税） 

① 基礎控除について、次の見直しを行う。 

イ 控除額を一律 10万円引き上げる。 

ロ 前年の合計所得金額が 2,400 万円を超える所得割の納税義務者についてはその前年

の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が 2,500万円を超える所

得割の納税義務者については基礎控除の適用はできないこととする。 

 

② 上記①の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなる。 

イ 前年の合計所得金額が 2,400万円以下である所得割の納税義務者 43万円 

ロ 前年の合計所得金額が 2,400 万円を超え 2,450 万円以下である所得割の納税義務者 

29万円 

ハ 前年の合計所得金額が 2,450 万円を超え 2,500 万円以下である所得割の納税義務者 

15万円 

 

③ 上記①の見直しに伴い、前年の合計所得金額が 2,500 万円を超える所得割の納税義務

者については、地方税法第 37条及び第 314条の６に規定する調整控除を適用しないこと

とする等の所要の措置を講ずる。 
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自民党 税制調査会 小委員会資料 
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(4) 所得金額調整控除 

（国税・地方税） 

① その年の給与等の収入金額が 850 万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの

又は年齢 23 歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若

しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額（その

給与等の収入金額が 1,000 万円を超える場合には、1,000 万円）から 850 万円を控除した

金額の 10％に相当する金額を、給与所得の金額から控除する。 

 

② その年の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額（以下「給与所得控除

後の給与等の金額」という。）及び公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除し

た残額（以下「公的年金等に係る雑所得の金額」という。）がある居住者で、給与所得控

除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が 10 万円を超えるもの

の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額（給与所得控除後の給

与等の金額が 10万円を超える場合には、10万円）及び公的年金等に係る雑所得の金額（公

的年金等に係る雑所得の金額が 10万円を超える場合には、10万円）の合計額から 10万円

を控除した残額を、給与所得の金額から控除する。 

 

③ 上記①の所得金額調整控除は、年末調整において、適用できることとする。 

 

④ 公的年金等に係る確定申告不要制度における公的年金等に係る雑所得以外の所得金額

を算定する場合には、上記②の所得金額調整控除を給与所得の金額から控除する等の所要

の措置を講ずる。 
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(5) 青色申告特別控除 

（国税・地方税） 

① 取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を

55万円（現行：65万円）に引き下げる。 

 

② 上記①にかかわらず、上記①の取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であ

って、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る青色申告特別控除の控除額を 65万

円とする。 

イ その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成

する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的

記録の備付け及び保存を行っていること。 

ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出

期限までに電子情報処理組織（e-Tax）を使用して行うこと。 

 

（注）平成 32年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳の備付けを開始する日に、これらの

帳簿の電磁的記録による備付け及び保存に係る承認を受けていない場合において、同

年中の日であってその承認を受けてこれらの帳簿の電磁的記録による備付けを開始す

る日から同年 12 月 31 日までの間におけるこれらの帳簿の電磁的記録による備付け及

び保存を行っているときは、同年分の 65万円の青色申告特別控除の適用における上記

（5）②イの要件を満たすこととする等の所要の措置を講ずる。 

 

自民党 税制調査会 小委員会資料 
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(6) 上記（1）から（5）までの見直しに伴う所要の措置 

（国 税） 

① 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を 48万円以下（現行：38万円以下）

に引き上げる。 

 

② 源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件を 95万円以下（現行：85万円以下）に引き上

げる。 

 

③ 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件を 48万円超 133万円以下（現

行：38 万円超 123 万円以下）とし、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金

額の区分を、それぞれ 10万円引き上げる。 

 

④ 勤労学生の合計所得金額要件を 75万円以下（現行：65万円以下）に引き上げる。 

 

⑤ 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最

低保障額を 55万円（現行：65万円）に引き下げる。 

 

⑥ 非居住者の公的年金等について、分離課税の対象となる金額等の算定における控除額

計算の基礎となる額を、65歳未満の者については５万円（現行：６万円）に、65歳以上

の者については９万５千円（現行：10万円）に、それぞれ引き下げる。 

 

⑦ その他所要の措置を講ずる。 

 

 

（地方税） 

① 同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件を 48万円以下（現行：38万円

以下）に引き上げる。 

 

② 配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件を 48万円超 133万円以

下（現行：38 万円超 123 万円以下）とし、その控除額の算定の基礎となる配偶者の前年

の合計所得金額の区分を、それぞれ 10万円引き上げる。 

 

③ 勤労学生の前年の合計所得金額要件を 75万円以下（現行：65万円以下）に引き上げる。 

 

④ 障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する個人住民税の非課税措置の前年の合計所得

金額要件を 135万円以下（現行：125万円以下）に引き上げる。 
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⑤ 個人住民税均等割の非課税基準を、35 万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合

計数を乗じて得た金額に 10万円を加えた金額（同一生計配偶者又は扶養親族を有する場

合には、その金額に 21万円を加えた金額）とする。 

また、個人住民税所得割について、前年の所得の金額が 35万円に本人、同一生計配偶

者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に 10万円を加えた金額（同一生計配偶者又は

扶養親族を有する場合には、その金額に 32万円を加えた金額）以下の者を非課税とする。 

 

⑥ 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最

低保障額を 55万円（現行：65万円）に引き下げる。 

 

⑦ その他所要の措置を講ずる。 

 

(注) 上記(1)から(6)の改正は、平成 32 年分以後の所得税及び平成 33 年度分以後の個人

住民税について適用する。 

 

自民党 税制調査会 小委員会資料 
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２ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算等の適用期限の延長 

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を２年延長する（平

成 30年１月１日から平成 31年 12月 31日）。 

 

財務省資料 
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３ 特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算等の適用期限の延長 

特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を２年延長する（平成 30年１月１

日から平成 31年 12月 31日）。 

 

財務省資料 
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４ 特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限の延長 

特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、買

換資産が建築後使用されたことのある家屋で耐火建築物以外のもの（以下「非耐火既存

住宅」という。）である場合の要件に、その取得の日以前 25 年以内に建築されたもので

あること又は地震に対する安全性に係る規定若しくはこれに準ずる基準に適合すること

のいずれかを満たすこと（以下「経過年数等要件」という。）を加えた上、その適用期限

を２年延長する（平成 30年１月１日から平成 31年 12月 31日）。 

なお、経過年数等要件を満たさない非耐火既存住宅を取得した場合であっても、その

取得期限までに改修等を行うことにより経過年数等要件に適合することとなったときに

は、経過年数等要件を満たす家屋を取得したものとする。 

 

（注）上記の改正は、平成 30年１月１日以後に譲渡資産の譲渡をし、同年４月１日以後に

買換資産を取得する場合について適用する。 

 

財務省資料 
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[2] 資産課税 

１ 事業承継税制の特例の創設等の創設 

１ 事業承継税制の特例の創設 

  平成 30年年度改正により、中小企業経営者の高齢化が進む中、時期を区切って（10年

間（平成 30 年１月１日から平成 39 年 12 月 31 日までの間））、代替りを集中的に進める

ために、現行の事業承継税制の特例として、更なる事業承継拡充を行うための仕組みが

創設されることになった。 

  事業承継税制の特例のあらましは、下表及び次の２によるが、次の２以外の特例のそ

の他の要件は、現行の事業承継税制と同様である。 

 

 

財務省資料 
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２ 事業承継税制の特例のあらまし 

1 納税猶予の対象株式 

(1) 現行の事業承継税制 

  現行制度では、納税猶予の対象となる株式は、次の①・②から約 53％（（３分の２）×

80％）に限定されている。 

① 総株数の３分の２ 

  納税猶予の対象となる株式は、発行済株式等（議決権に制限のない株式等に限る。）の

総数等の３分の２に達するまでの部分とされている（措法 70の 7の 2①他）。 

② 軽減割合は 80％ 

上記①に加えて、その 80％相当額が納税猶予の対象とされている（措法 70の 7の 2②

五他）。 

なお、上記①・②の制限について、「平成 21 年度 改正税法のすべて」では、次のよ

うに説明されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 事業承継税制の特例 

特例では、現行制度の制限が廃止され、総株数のすべてが猶予の対象になる。 

① 特例の内容 

特例後継者（仮称）が、特例認定承継会社（仮称）の代表権を有していた者から、贈

与又は相続若しくは遺贈（以下において「贈与等」という。）により当該特例認定承継会

社の非上場株式を取得した場合には、その取得した全ての非上場株式に係る課税価格に

対応する贈与税又は相続税の全額について、その特例後継者の死亡の日等までその納税

が猶予される。 

（注 1）上記の「特例後継者」とは、特例認定承継会社の特例承継計画（仮称）に記載され

た当該特例認定承継会社の代表権を有する後継者（同族関係者と合わせて当該特例

認定承継会社の総議決権数の過半数を有する者に限る。）であって、当該同族関係者

のうち、当該特例認定承継会社の議決権を最も多く有する者（当該特例承継計画に

・ ３分の２が限度について（「平成 21年度 改正税法のすべて 323頁」） 

後継者となった者が事業を承継し安定的に継続していくための議決権保有割合として

十分な水準、すなわち、会社法の特別決議を単独で行うことができる水準を念頭に、「発

行済株式等（議決権に制限のない株式等に限ります。）の総数等の３分の２」に達するま

での部分について、この特例の対象とすることとされました。 

・ 軽減割合が 80％について（「平成 21年度 改正税法のすべて 327頁」） 

「経済活力の維持等の要請」と「課税の公平の確保」の調和を図る観点から、個人の

事業用宅地の課税価格の軽減割合（措法 69の 4）を踏まえ、最大限の措置として軽減割

合を 80％としたものです。 
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記載された当該後継者が２名又は３名以上の場合には、当該議決権数において、そ

れぞれ上位２名又は３名の者（当該総議決権数の 10％以上を有する者に限る。）））をいう。 

（注 2）上記の「特例認定承継会社」とは、平成 30 年４月１日から平成 35 年３月 31 日ま

での間に特例承継計画を都道府県に提出した会社であって、中小企業における経営

の承継の円滑化に関する法律第 12条第１項の認定を受けたものをいう。 

（注 3）上記の「特例承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特

例認定承継会社が作成した計画であって、当該特例認定承継会社の後継者、承継時

までの経営見通し等が記載されたものをいう。 

 

② 特例の留意点 

イ 総株数のすべてが猶予対象 

  平成 25 年度改正により、現行制度の使い勝手を改善するため 10 項目を超える緩和措

置が設けられたが、猶予対象は総株数の約 53％という制限が廃止されることはなかった。 

しかし、特例ではその制限が廃止され、総株数のすべてが猶予対象になったことから、

平成 30年から特例の適用件数の増加が期待される。 

ロ 特例認定承継会社における承継計画の提出期間 

  特例の適用期間は、平成 30年１月１日から平成 39年 12月 31日までの 10年間である

が、特例認定承継会社の認定を受けるための承継計画の提出期間は平成 30年４月１日か

ら平成 35 年３月 31 日であり、本特例の適用期間と承継計画の提出期間が相違すること

に留意しなければならない。 

ハ 承認計画の記載事項 

承認計画の記載事項の詳細については、今後公表される法律・政省令等により確認す

ることになる。 

 

2 複数人からの承継 

(1) 現行の事業承継税制 

  現行制度では、納税猶予の対象となる承継は、先代経営者から１人の後継者への承継

の場合に限られている（措法 70の 7の 2①他）。 

 

(2) 事業承継税制の特例 

特例では、現行の先代経営者から１人の後継者への承継の場合だけに限定せず、次の

ように、より広い承継パターンにも対応できることになる。 

① 特例の内容 

特例後継者が特例認定承継会社の代表者以外の者から贈与等により取得する特例認定

承継会社の非上場株式についても、特例承継期間（仮称）（５年）内に当該贈与等に係る

申告書の提出期限が到来するものに限り、本特例の対象となる。 
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② 特例の留意点 

イ 特例後継者の範囲（複数人への承継） 

  現行制度では、納税猶予の対象となる後継者は１人に限定されているが（限定理由は

下記参照）（措法 70 の 7 の 2②三他）、特例における特例後継者に該当すれば承継パター

ンが拡大され最大３人まで承継ができるようになる。 

 

 

 

 

 

 

ロ 特例により認められることになる具体的な承継例 

  現行制度創設前に同族会社の創業者（先代経営者：夫）が死亡し、同族会社の株式は

すべて妻が相続するとともに、同族会社の代表者に長男が就任したケースとする。 

  上記のケースで妻に相続が開始すると、妻は代表者に就任していないので、相続財産

である同族会社の株式は、現行の事業承継税制の適用は受けられないが、平成 30年以後

に妻の相続が開始したのであれば、特例の適用を受けることができるようになる。 

・ 限定理由（「平成 21年度 改正税法のすべて 315頁」） 

１社において複数の者が被相続人から株式（議決権）を相続してそれぞれ後継者とし

て事業を承継した場合には、事業の安定的な継続に支障を生ずるおそれがあることから、

このような株式の分散を防止し、後継者への株式の集中を図ることが、事業承継におい

ては重要になります。 
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ハ 手続規定の確認 

納税猶予の対象となる複数人からの承継は、「特例承継期間（５年）内に当該贈与等に

係る申告書の提出期限が到来するもの」に限り対象となるが、「特例承継期間（５年）内」

について具体的な記述がないことから（現行制度における「経営（贈与）承継期間」が

想定される。）、今後公表される法律・政省令等によりその詳細を確認する必要がある。 

ニ 現行の事業承継税制にも適用 

複数人への承継は、現行の事業承継税制にも適用されることになる。 

 

3 雇用確保要件の弾力化 

(1) 現行の事業承継税制 

① 雇用確保要件の趣旨 

雇用確保という政策目的は維持しつつ、予測しがたい毎年の景気変動等の中小企業を

取り巻く経済状況にも配慮する観点から、平成 25年度改正により、次のように雇用確保

要件の緩和が図られた。 

 

② ５年平均で雇用を８割確保 

  平成 25年度改正により、納税猶予の取消事由である雇用確保要件について、経済産業

大臣の認定の有効期間(第１種基準日：５年間)における常時使用従業員数の平均値が、

相続開始時等における常時使用従業員数の 80％を下回ることとなった場合に緩和された

(措法 70の 7④二他)。 

具体的には、次のよう第１種基準日のうち３年後に常時使用従業員数が 80％を下回ったと

しても、５年間平均で 80％を維持していれば雇用確保要件を満たすことになった。 

 

財務省資料 
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(2) 事業承継税制の特例 

特例では、都道府県に一定事項を記載した書類を提出すれば、納税猶予の取消事由（期

限の確定）に該当しないことになる。 

① 特例の内容 

現行の事業承継税制における雇用確保要件を満たさない場合であっても、納税猶予の

期限は確定しないことになる。 

ただし、この場合には、その満たせない理由を記載した書類（認定経営革新等支援機

関の意見が記載されているものに限る。）を都道府県に提出しなければならない。 

なお、その理由が、経営状況の悪化である場合又は正当なものと認められない場合に

は、特例認定承継会社は、認定経営革新等支援機関から指導及び助言を受けて、当該書

類にその内容を記載しなければならない。 

 

② 特例の留意点 

イ 雇用確保要件の条件付き廃止 

  雇用確保要件は、事業承継税制の主要な政策目的を構成することから、平成 25年度改

正においても 80％基準が緩和されることはあっても、廃止されることはなかった。 

  しかし、特例では 10年間に限定された措置ではあるが、条件付きで廃止されることに

なったことから、納税猶予の取消しという不安要因が縮減したことになる。 

ロ 手続規定の確認 

雇用確保要件を満たさない場合であっても、納税猶予の取消事由に該当しないことに

なるためには、「その満たせない理由を記載した書類を都道府県に提出」する必要がある。 

そのため、上記２と同様に、今後公表される法律・政省令等により「その満たせない

理由を記載した書類」の詳細を確認する必要がある。 
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4 経営環境変化に対応した減免制度 

(1) 類似する現行の事業承継税制（納税猶予税額の再計算特例の創設） 

① 制度創設の趣旨 

  事業承継税制に係る認定承継会社が民事再生法等の適用を受け、後継者が事業再生を

図る場合には、納税猶予税額の納付が負担となり事業再生を断念する事態も想定される

ことから、平成 25年度改正により後継者が行う事業再生を支援するための措置が設けら

れた。 

 

② 制度のあらまし 

経営承継期間等(５年間)の末日の翌日以後に、特例非上場株式等に係る認定承継会社

等について民事再生計画の認可決定等があった場合において、認定承継会社等の資産評

定が行われたときは、その認可決定等の日における特例非上場株式等の価額に基づき納

税猶予税額を再計算し、再計算後の納税猶予税額(以下、「再計算猶予税額」という。)を

猶予税額として納税猶予が継続されることになり、当初の猶予税額から再計算猶予税額

との差額は免除されることになった(措法 70の 7㉒他)。 

 

財務省資料 

 



28 

(2) 事業承継税制の特例 

特例では、特例承継期間（５年）経過後に、特例認定承継会社が業績不振（経営環境

の変化を示す一定の要件を満たす場合）に陥った場合等において、次の①から③に該当

するときは、当初の猶予税額からその①から③の時点における再計算猶予税額等との差

額が免除されることになる。 

 

 

 

 

  なお、上記「①の譲渡」及び「②の合併」における譲渡対価がその時の相続税評価額

の 50％以上であるときにおいて、当初の猶予税額と再計算猶予税額等との差額の免除に

ついては、基本的に上記(1)と同様の仕組みである（上記「③の解散」も同様）。 

しかし、上記「①の譲渡」及び「②の合併」であっても、譲渡対価がその時の相続税

評価額の 50％を下回る場合における免除の仕組みは、次①のように複雑になっている。 

 

自民党税制調査会小委員会資料 

 

 

① 特例認定承継会社の非上場株式の譲渡をするとき 

② 特例認定承継会社が合併により消滅するとき 

③ 特例認定承継会社が解散をするとき等 
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① 特例の内容 

経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、特例承継期間経過後に、特

例認定承継会社の非上場株式の譲渡をするとき、特例認定承継会社が合併により消滅す

るとき、特例認定承継会社が解散をするとき等には、次のとおり納税猶予税額が免除さ

れる。 

イ 再計算猶予税額等との差額が免除される場合 

特例認定承継会社に係る非上場株式の譲渡若しくは合併の対価の額（当該譲渡又は合

併の時の相続税評価額の 50％に相当する額を下限とする。）又は解散の時における特例

認定承継会社の非上場株式の相続税評価額を基に再計算した贈与税額等と譲渡等の前

５年間に特例後継者及びその同族関係者に対して支払われた配当及び過大役員給与等

に相当する額（以下「直前配当等の額」という。）との合計額（合併の対価として交付

された吸収合併存続会社等の株式の価額に対応する贈与税額等を除いた額とし、当初の

納税猶予税額を上限とする。）を納付することとし、当該再計算した贈与税額等と直前

配当等の額との合計額が当初の納税猶予税額を下回る場合には、その差額が免除される。 

ロ 次のハの適用を受ける場合の取扱い 

特例認定承継会社の非上場株式の譲渡をする場合又は特例認定承継会社が合併によ

り消滅する場合（当該譲渡又は合併の対価の額が当該譲渡又は合併の時の相続税評価額

の 50％に相当する額を下回る場合に限る。）において、下記ハの適用を受けようとする

ときには、上記イの再計算した贈与税額等と直前配当等の額との合計額については、担

保の提供を条件に、上記イにかかわらず、その納税が猶予される。 

ハ 再々計算猶予税額等との差額が免除される場合 

上記ロの場合において、上記ロの譲渡又は合併後２年を経過する日において、譲渡後

の特例認定承継会社又は吸収合併存続会社等の事業が継続しており、かつ、これらの会

社において特例認定承継会社の譲渡又は合併時の従業員の半数以上の者が雇用されてい

るときには、実際の譲渡又は合併の対価の額を基に再々計算した贈与税額等と直前配当

等の額との合計額（合併の対価として交付された吸収合併存続会社等の株式の価額に対

応する贈与税額等を除く。）を納付することとし、当該再々計算した贈与税額等と直前配

当等の額との合計額が上記ロにより納税が猶予されている額を下回る場合には、その差

額が免除される。 

ニ 「経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合」の定義 

猶予税額の免除を受けるためには、「経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合」

に該当しなければならないが、「経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合」とは、

次のいずれか（特例認定承継会社が解散をした場合にあっては、(ﾎ)を除く。）に該当す

る場合をいう。 

(ｲ) 直前の事業年度終了の日以前３年間のうち２年以上、特例認定承継会社が赤字であ

る場合 
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(ﾛ) 直前の事業年度終了の日以前３年間のうち２年以上、特例認定承継会社の売上高が、

その年の前年の売上高に比して減少している場合 

(ﾊ) 直前の事業年度終了の日における特例認定承継会社の有利子負債の額が、その日の

属する事業年度の売上高の６月分に相当する額以上である場合 

(ﾆ) 特例認定承継会社の事業が属する業種に係る上場会社の株価（直前の事業年度終了

の日以前１年間の平均）が、その前年１年間の平均より下落している場合 

(ﾎ) 特例後継者が特例認定承継会社における経営を継続しない特段の理由があると 

ただし、特例認定承継会社の非上場株式の譲渡等が直前の事業年度終了の日から６月

以内に行われたときは上記(ｲ)から(ﾊ)までについて、当該譲渡等が同日後１年以内に行

われたときは上記(ﾆ)について、それぞれ「直前の事業年度終了の日」を「直前の事業年

度終了の日の１年前の日」とした場合にそれぞれに該当するときについても、「経営環境

の変化を示す一定の要件を満たす場合」に該当するものとする。 

 

② 特例の留意点 

イ 免除の仕組み 

「特例認定承継会社の非上場株式の譲渡」及び「特例認定承継会社が合併により消滅

するとき」における猶予税額の免除の仕組みは難解のものになっているため、今後公表

される法律・政省令等によりその詳細を確認する必要がある。 

ロ 再々計算猶予税額等との差額が免除される場合の手続き 

再々計算猶予税額等との差額の免除を受ける場合には、譲渡であれば、譲渡後２年経

過日において、譲渡後の特例認定承継会社が事業を継続していること、かつ、従業員の

半数以上の者が雇用されていることを確認する必要がある。 

非上場株式を譲渡した者（免除を受ける者）が、特例認定承継会社の２年後の状況を

どのように把握するのかという課題がある。 

  たとえば、グループ法人税制における「当事者間の通知義務（法令 122の 14⑯・⑰）」

に類似する仕組みを設けることが想定される。 
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5 親族外の後継者に対する相続時精算課税の適用 

(1) 現行制度における相続時精算課税の適用対象者 

  相続時精算課税の適用対象者等の要件は、次のようになっている（相法 21 の 9①、措

法 70の 2の 6①）。 

① 受贈者の適用要件 

  贈与をした者の推定相続人及び孫のうち、贈与を受けた年の１月１日において 20歳以

上である者。 

② 贈与者の適用要件 

  贈与をした年の１月１日において、60歳以上である者。 

 

(2) 事業承継税制の特例 

  特例では、受贈者が上記(1)①の受贈者の要件を満たさない場合であっても、相続時精

算課税の適用を受けることができるようになる。 

① 特例の内容 

特例後継者が贈与者の推定相続人以外の者（その年１月１日において 20歳以上である

者に限る。）であり、かつ、その贈与者が同日において 60 歳以上の者である場合におい

ても、相続時精算課税の適用を受けることができることになる。 

 

② 特例の留意点 

  平成 25年度改正では、後継者の親族間要件が廃止され、後継者の範囲が拡充されたが、

特例では相続時精算課税についても親族外の後継者を対象範囲に含めたことになる。 
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２ 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し 

(1) 一般社団法人等に対して贈与等があった場合の贈与税等の課税の見直し 

個人から一般社団法人又は一般財団法人（公益社団法人等、非営利型法人その他一定

の法人を除く。以下「一般社団法人等」という。）に対して財産の贈与等があった場合の

贈与税等の課税については、贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとさ

れる現行の要件（役員等に占める親族等の割合が３分の１以下である旨の定款の定めが

あること等）のうちいずれかを満たさない場合に贈与税等が課税されることとし、規定

を明確化する。 

 

（注）上記の改正は、平成 30年４月１日以後に贈与又は遺贈により取得する財産に係る贈

与税又は相続税について適用する。 

 

 

(2) 特定の一般社団法人等に対する相続税の課税 

① 特定一般社団法人等の役員（理事に限る。以下同じ。）である者（相続開始前５年以内

のいずれかの時において特定一般社団法人等の役員であった者を含む。）が死亡した場合

には、当該特定一般社団法人等が、当該特定一般社団法人等の純資産額をその死亡の時

における同族役員（被相続人を含む。）の数で除して計算した金額に相当する金額を当該

被相続人から遺贈により取得したものとみなして、当該特定一般社団法人等に相続税を

課税することとする。 

 

② ①により特定一般社団法人等に相続税が課税される場合には、その相続税の額から、

贈与等により取得した財産について既に当該特定一般社団法人等に課税された贈与税等

の額を控除する。 

 

③ その他所要の措置を講ずる。 

 

(注 1) 上記の「特定一般社団法人等」とは、次に掲げる要件のいずれかを満たす一般社団

法人等をいう。 

① 相続開始の直前における同族役員数の総役員数に占める割合が２分の１を超えるこ

と。 

② 相続開始前５年以内において、同族役員数の総役員数に占める割合が２分の１を超

える期間の合計が３年以上であること。 

(注 2) 上記の「同族役員」とは、一般社団法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又

は３親等内の親族その他当該被相続人と特殊の関係がある者（被相続人が会社役員と

なっている会社の従業員等）をいう。 
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(注 3) 上記の改正は、平成 30 年４月１日以後の一般社団法人等の役員の死亡に係る相続

税について適用する。ただし、同日前に設立された一般社団法人等については、平成

33 年４月１日以後の当該一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用し、

平成 30年３月 31日以前の期間は上記（注１）②の２分の１を超える期間に該当しな

いものとする。 

 

 

 

財務省資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

３ 小規模宅地等に係る相続税の課税価格計算の特例の見直し 

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直しを行う。 

① 持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、次に

掲げる者を除外する。 

イ 相続開始前３年以内に、その者の３親等内の親族又はその者と特別の関係のある法

人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者 

ロ 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者 

 

② 貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前３年以内に貸付事業の用に供された宅地等

（相続開始前３年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が当該貸付事業の用に

供しているものを除く。）を除外する。 

 

③ 介護医療院に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地

の用に供されていた宅地等について、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に

供されていたものとして本特例を適用する。 

 

(注) 上記の改正は、平成 30年４月１日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相

続税について適用する。ただし、上記②の改正は、同日前から貸付事業の用に供されて

いる宅地等については、適用しない。その他所要の措置を講ずる。 

 

自民党 税制調査会 小委員会資料 
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※ 小規模宅地等に係る特定居住用宅地等の適用の有無 

 

(1) 各相続人ごとによる判定 

平成 22年度改正後は、配偶者以外の相続人が特定居住用宅地等の適用を受ける場合に

は、各相続人ごとに次の要件判定が必要になった。 

 

① 同居の親族（措法 69の 4③ニ イ） 

被相続人の居住の用に供されていた宅地等の上に存する家屋に同居していた者で、次

頁表の各要件を満たすものをいう。 

＜例示＞ 

 

 

 

 

 

 

② 非同居・非生計一の親族（措法 69の 4③ニ ロ） 

被相続人の配偶者又は上記①の同居の親族がいない場合において、相続開始前３年以

内に、その者又はその者の配偶者の国内に所有する家屋に居住したことがない者で、次

頁表の各要件を満たすものをいう。 

＜例示＞ 

 

 

 

 

 

 

③ 生計一の親族（措法 69の 4③ニ ハ） 

被相続人が所有する宅地等の上に存する家屋に居住していた被相続人と生計一の者で、

次頁表の各要件を満たすものをいいます。 

＜例示＞ 

 

 

 

 

 

宅地：被相続人が所有 

家屋：被相続人が所有 

居住：被相続人と長男 

宅地：被相続人が所有 

家屋：被相続人が所有 

居住：被相続人が単独 

宅地：第三者が所有 

家屋：第三者が所有 

居住：長男 

宅地：被相続人が所有 

家屋：被相続人が所有 

居住：被相続人と長男 

宅地：被相続人が所有 

家屋：被相続人が所有 

居住：次男 
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(2) 措置法の規定 

特定居住用宅地等の適用要件（措法 69の 4①・③） 

① 被相続人の配偶者の要件 

被相続人等（被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族）の居住の用に供さ

れていた宅地等（当該宅地等がニ以上ある場合には、政令で定める宅地等に限る。）で、当該相

続人の配偶者が相続又は遺贈により取得したもの（政令で定める部分に限る。）をいう（措法

69の 4①）。 

 

② 被相続人の親族（被相続人の配偶者以外）の要件 

次に掲げる要件のいずれか（イ・ロ・ハのいずれか）を満たす当該被相続人の親族（当該被相

続人の配偶者を除く。）が、相続又は遺贈により取得したもの（政令で定める部分に限る。）を

いう（措法 69の 4③）。 
 

イ 同居の親族 

(措法 69の 4③ニ イ） 

ロ 非同居・非生計一の親族 

（措法 69の 4③ニ ロ） 

ハ 生計一の親族 

（措法 69の 4③ニ ハ） 

 

相続 

開 始

前 

被相続人の居住の用に供

されていた宅地等の上に

存する家屋に同居してい

た者。 

 

被相続人の配偶者又は左記

イの者がいない場合におけ

る、相続開始前３年以内に、

その者又はその者の配偶者

の国内に所有する家屋に居

住したことがない者。 

被相続人が所有する宅地等

の上に存する家屋に居住し

ていた被相続人と生計一の

者。 

 

相続 

開 始

後 

被相続人の居住の用に供

されていた宅地等を、そ

の者が所有し、居住する。 

被相続人の居住の用に供さ

れていた宅地等を、その者が

所有するが、居住しなくても

よい。 

その者の居住の用に供され

ていた宅地等を、その者が

所有し、居住する。 

所有 

継続 

要件 

相続開始時から申告期限

まで引き続き当該宅地等

を所有する。 

相続開始時から申告期限ま

で引き続き当該宅地等を所

有する。 

相続開始時から申告期限ま

で引き続き当該宅地等を所

有する。 

居住 

継続 

要件 

当該家屋に居住している

こと。 

居住要件なし。 相続開始前から申告期限ま

で引き続き当該宅地等を自

己の居住の用に供している

こと。 

※ 下線は、平成 22年度改正部分である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要件 
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※ 貸付事業用宅地等とは 

 

貸付事業用宅地等とは、相続開始の直前において被相続人等の事業（不動産貸付業・

駐車場業・自転車駐車場業及び準事業に限る）の用に供されていた宅地等で、次の区分

に応じ、それぞれに掲げる要件のすべてに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈によ

り取得したものをいう。 

 

(1) 被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等 

被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等で、被相続人の親族が相続等により取

得し、次の「事業承継要件」及び「保有継続要件」を満たすものをいう。 

 
 

その宅地等の上で営まれていた被相続人の貸付事業を相続税の申

告期限までに承継し、かつ、申告期限までその事業を営んでいるこ

と 

保有継続要件 その宅地等を相続税の申告期限まで有していること 

 

 

[相続開始直前]    [相続]               [申告期限] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被相続人が保有 

被相続人の貸付事業用 

貸付事業承継親族が取得(注) 

 

親族が貸付事業を承継(注) 事業承継 

保有継続 

 
(注) 貸付事業承継親族が死亡した場合

には、その者の相続人がその貸付事

業を承継し、その宅地等を相続して

申告期限まで貸付事業を承継し、か

つ、保有を継続すれば適用がある。 

 

 
事業承継要件 
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(2) 被相続人と生計を一にする親族の貸付事業の用に供されていた宅地等 

被相続人と生計を一にする親族の貸付事業の用に供されていた宅地等で、次の「事業

継続要件」及び「保有継続要件」を満たす、その貸付事業を行っていた親族が取得した

ものをいう。 

 
 

相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で貸

付事業を営んでいること 

保有継続要件 その宅地等を相続税の申告期限まで有していること 

 

 

[相続開始直前]    [相続]               [申告期限] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 貸付事業とは 

貸付事業とは、「不動産貸付業」・「駐車場業」・「自転車駐車場業」及び事業と称

するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行

う「準事業」をいい、事業規模は問わない。 

 ただし、本特例の対象となる不動産の貸付けは、相当の対価を得て継続的に行うもの

に限られているため、使用貸借により貸し付けられている宅地等は対象にならない。 

被相続人が保有 

被相続人と生計を一に

する親族の貸付事業用 

貸付事業を行う親族が取得(注) 

 

被相続人と生計を一に

する親族の貸付事業用 

 

事業継続 

保有継続 

 
(注) 申告期限前に貸付事業を行う親

族が死亡した場合には、その死亡の

日まで貸付事業を継続し、かつ、保

有を継続すれば適用がある。 

 

事業継続要件 
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４ 相続税の申告書の添付書類の追加 

相続税の申告書の添付書類として提出できる書類の範囲に、戸籍謄本を複写したもの

等の被相続人の全ての相続人、当該相続人の法定相続分及び当該相続人が被相続人の実

子又は養子のいずれに該当するかの別を明らかにする書類を加える。 

 

（注）上記の改正は、平成 30年４月１日以後に提出する申告書について適用する。 

 

 

 

自民党 税制調査会 小委員会資料 
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[3] 法人課税 

１ 所得拡大促進税制の改組 

雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度を改組し、青色申告書を提出する

法人が、平成 30年４月１日から平成 33年３月 31日までの間に開始する各事業年度にお

いて国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、次の要件を満たすときは、給

与等支給増加額の 15％の税額控除ができる制度とする。この場合において、教育訓練費

の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が 20％以上であるときは、給与等支給増加

額の 20％の税額控除ができることとする。 

ただし、控除税額は、当期の法人税額の 20％を上限とする 

 

 

 

 

 

(注 1) 設立事業年度は対象外とする。 

(注 2) 上記の「給与等支給増加額」とは、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給

額を控除した金額をいう。ただし、改組後の地方活力向上地域等において雇用者の

数が増加した場合の税額控除制度の適用がある場合には、現行と同様の調整を行う。 

(注 3) 上記の「教育訓練費」とは、国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、

又は向上させるための費用で次のものをいい、上記の「比較教育訓練費の額」とは、

前期及び前々期の教育訓練費の額の年平均額をいう。 

イ その法人が教育訓練等（教育・訓練・研修・講習その他これらに類するものをいう。）

を自ら行う場合の外部講師謝金・外部施設等使用料等の費用 

ロ 他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合のその委託費 

ハ 他の者が行う教育訓練等に参加させる場合のその参加に要する費用 

(注 4) 平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額については、計算の基礎となる継続雇

用者の範囲を見直し、当期及び前期の全期間の各月において給与等の支給がある雇用

者で一定のものとするほか、所要の措置を講ずる。 

なお、計算の基礎となる継続雇用者がない場合には、上記①の要件は満たさないも

のとする。 

(注 5) 上記の「国内設備投資額」とは、法人が当期において取得等をした国内にある減価

償却資産となる資産で当期末において有するものの取得価額の合計額をいい、上記の

「減価償却費の総額」とは、その法人の有する減価償却資産につき当期の償却費とし

て損金経理をした金額（前期の償却超過額等を除き、特別償却準備金として積み立て

た金額を含む。）をいう。 

 

① 平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支

給額に対する割合が３％以上であること。 

② 国内設備投資額が減価償却費の総額の 90％以上であること。 
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財務省資料 
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財務省資料 
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２ 情報連携投資等の促進に係る税制の創設 

生産性向上の実現のための臨時措置法（仮称）の制定を前提に、青色申告書を提出す

る法人で同法の革新的データ活用計画（仮称）の認定を受けたものが、同法の施行の日

から平成 33 年３月 31 日までの間に、その革新的データ活用計画に従ってソフトウエア

を新設し、又は増設した場合で一定の場合において、情報連携利活用設備の取得等をし

て、その事業の用に供したときは、その取得価額の 30％の特別償却とその取得価額の５％

（上記（1）①の要件を満たさない場合には、３％）の税額控除との選択適用ができるこ

ととする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の 20％（上記（1）①

の要件を満たさない場合には、15％）を上限とする（所得税についても同様とする。）。 

 

(注 1) 上記の「一定の場合」とは、その新設又は増設をしたソフトウエアの取得価額の合

計額（そのソフトウエアとともに取得又は製作をした機械装置又は器具備品がある場

合には、これらの取得価額の合計額を含む。）が 5,000万円以上の場合をいう。 

(注 2) 上記の「情報連携利活用設備」とは、上記（注１）のソフトウエア、機械装置及び

器具備品をいい、開発研究用資産を除く。なお、機械装置は、データ連携・利活用の

対象となるデータの継続的かつ自動的な収集を行うもの又はデータ連携・利活用によ

る分析を踏まえた生産活動に対する継続的な指示を受けるものに限る。 

(注 3) 上記の「データ連携・利活用」とは、革新的データ活用計画に基づく生産性向上の

実現のための臨時措置法の革新的データ活用（仮称）のうち次の要件を満たすものを

いう。 

① 次のいずれかに該当すること。 

イ 他の法人若しくは個人が収集若しくは保有をするデータ又は自らがセンサー

を利用して新たに取得するデータを、既存の内部データとあわせて連携し、利

活用すること。 

ロ 同一の企業グループに属する異なる法人間又は同一の法人の異なる事業所間

において、漏えい又は毀損をした場合に競争上不利益が生ずるおそれのあるデ

ータを、外部ネットワークを通じて連携し、利活用すること。 

② 次の全てが行われること。 

イ 上記①イの各データ又は上記①ロの各データの継続的かつ自動的な収集及び

一体的な管理 

ロ 上記①イの各データ又は上記①ロの各データ同士の継続的な連携及び分析ハ 

上記ロの分析を踏まえた生産活動に対する継続的な指示 

③ 上記②イからハまでを行うシステムのセキュリティの確保等につきセキュリテ

ィの専門家が確認をするものであることその他の要件を満たこと。 
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財務省資料 
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３ 租税特別措置の適用要件の見直し 

大企業が、平成 30年４月１日から平成 33年３月 31日までの間に開始する各事業年度

において次の要件のいずれにも該当しない場合には、その事業年度については、研究開

発税制その他の一定の税額控除を適用できないこととする。 

ただし、その所得の金額が前期の所得の金額以下の一定の事業年度にあっては、対象

外とする（所得税についても同様とする。）。 

 

 

 

(注 1) 上記の「大企業」とは、中小企業者（適用除外事業者に該当するものを除く。）又

は農業協同組合等以外の法人をいう。 

(注 2) 一定の税額控除は、次の制度の税額控除とする。 

イ 試験研究を行った場合の税額控除制度（研究開発税制） 

ロ 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償

却又は税額控除制度（地域未来投資促進税制） 

ハ 情報連携投資等の促進に係る税制（上記（2）） 

(注 3) 所得の金額は、欠損金の繰越控除前の金額とするほか、必要な調整を行う。なお、

受取配当等の益金不算入、外国子会社から受ける配当等の益金不算入等は調整を行

わない。 

(注 4) 一定の事業年度からは、設立事業年度又は合併等の日を含む事業年度を除く。 

(注 5) 平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額は上記（1）（注 4）と同様とし、その

計算の基礎となる継続雇用者がない場合には上記①の要件は満たすものとする。 

(注 6) 国内設備投資額及び減価償却費の総額は、上記（1）（注 5）と同様とする。 

 

財務省資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること。 

② 国内設備投資額が減価償却費の総額の 10％を超えること。 
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４ 中小企業における所得拡大促進税制の改組 

青色申告書を提出する中小企業者等が、平成 30年４月１日から平成 33年３月 31日ま

での間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合におい

て、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給

額に対する割合が 1.5％以上であるときは、給与等支給増加額の 15％の税額控除ができ

ることとする。この場合において、次の要件を満たすときは、給与等支給増加額の 25％

の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人税額の 20％を上限と

する（所得税についても同様とする。）。 

① 平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額

に対する割合が 2.5％以上であること。 

② 次のいずれかの要件を満たすこと。 

イ 教育訓練費の額の前期の教育訓練費の額に対する増加割合が 10％以上であること。 

ロ その中小企業者等がその事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向

上計画の認定を受けたもので、その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行わ

れたものとして証明がされたこと。 

 

(注 1) 上記の「中小企業者等」とは、中小企業者又は農業協同組合等をいう。なお、中小

企業者のうち適用除外事業者に該当するものを除く。 

(注 2) 上記（1）の制度との選択適用とする。 

(注 3) 上記（1）の（注 1）から（注 4）までは、上記においても同様とする。 

 

財務省資料 
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５ 法人税における収益の認識等の見直し 

法人税における収益の認識等について、次の措置を講ずる。 

① 資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供（以下「資産の販売等」という。）に係る収益

の額として所得の金額の計算上益金の額に算入する金額は、原則として、その販売若し

くは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べ

き対価の額に相当する金額とすることを法令上明確化する。この場合において、引渡し

の時における価額又は通常得べき対価の額は、貸倒れ又は買戻しの可能性がある場合に

おいても、その可能性がないものとした場合の価額とする。 

 

(注) 資産の販売等に係る収益の額を実質的な取引の単位に区分して計上できることとす

るとともに、値引き及び割戻しについて、客観的に見積もられた金額を収益の額から

控除することができることとする。 

 

② 資産の販売等に係る収益の額は、原則として目的物の引渡し又は役務の提供の日の属

する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入することを法令上明確化する。 

 

③ 資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従

って上記②の日に近接する日の属する事業年度の収益の額として経理した場合には、上

記②にかかわらず、当該資産の販売等に係る収益の額は、原則として当該事業年度の所

得の金額の計算上益金の額に算入することを法令上明確化する。 

 

④ 返品調整引当金制度は、廃止する。なお、平成 30年４月１日において返品調整引当金

制度の対象事業を営む法人について、平成 33 年３月 31 日までに開始する各事業年度に

ついては現行どおりの損金算入限度額による引当てを認めるとともに、平成 33年４月１

日から平成 42 年３月 31 日までの間に開始する各事業年度については現行法による損金

算入限度額に対して１年ごとに 10分の１ずつ縮小した額の引当てを認める等の経過措置

を講ずる（所得税についても同様とする。）。 

 

⑤ 長期割賦販売等に該当する資産の販売等について延払基準により収益の額及び費用の

額を計算する選択制度は、廃止する。なお、平成 30年４月１日前に長期割賦販売等に該

当する資産の販売等を行った法人について、平成 35 年３月 31 日までに開始する各事業

年度について現行の延払基準により収益の額及び費用の額を計算することができること

とするとともに、平成 30年４月１日以後に終了する事業年度において延払基準の適用を

やめた場合の繰延割賦利益額を 10年均等で収益計上する等の経過措置を講ずる（所得税

についても同様とする。）。 
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(注) ファイナンス・リース取引並びに関西国際空港及び大阪国際空港に係る公共施設等

運営権の設定の対価については、現行どおりとする。 

 

⑥ その他所要の措置を講ずる（所得税についても同様とする。）。 

 

 

 

 

※ 税大論叢 「収益認識に関する一考察－法人税基本通達に与える影響」 

税務大学校 研究部教育官 池田 誠著（平成 23年６月 28日） 

要約 

１ 研究の目的（問題の所在） 

  経済のグローバル化を背景として、会計基準の国際化が急速に進展しており、我が国

においても、金融庁の企業会計審議会が、2010 年 3 月期から一定の要件を満たす上場企

業の連結財務諸表につき国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）の任意適用を認め、

さらに、強制適用とするか否かについては 2012年を目途に判断するとしており、国際会

計基準の導入に向けた動きが加速化している。 

 このような状況の中で、企業会計においては、日本公認会計士協会が「我が国の収益

認識に関する研究報告（中間報告）」（2009年７月、改正 2009年 12月）を公表し、IFRS

の収益認識基準を適用した場合の考え方を示すなど、IFRS の導入に向けた収益認識に関

する研究が進められている。我が国の法人税法は、企業利益を基に各事業年度の課税所

得を計算する確定決算基準を採用しており、収益及び費用等の額は、一般に公正妥当と

認められる会計処理の基準に基づいて計算されることから（法法 22条 4項。以下「公正

処理基準」という。）、企業会計における IFRSの導入は課税所得の計算にも影響を与え

ることとなる。 

特に、どの事業年度において収益を認識するかは、課税所得を計算する上で最も基本

的な問題であることから、企業会計における議論を踏まえて、現時点から税務上の取扱

い等における収益認識の考え方を整理しておくことは有意義であると考える。 

 課税所得の計算における収益認識は、現行の企業会計が採用する実現主義の考え方を

基本としつつ、権利確定主義や管理支配基準といった考え方を用いており、個別の取扱

いは法人税基本通達（以下「基本通達」という。）において明らかにしているところ、

同通達において示された税務上の取扱いは、企業会計において明確にされていない個別

の取扱いを補完するものであって、会計実務における指針となっているともいえる。 

 したがって、本研究では、このような法人税基本通達の機能を踏まえて、IFRS が導入

された場合に同通達へどのような影響を与えるかといった観点からも考察を行い、税務

上の対応策等について検討する。 
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２ 研究の概要 

(1) 企業会計、税務会計及び IFRSの収益認識に係る考え方の相異点 

イ 企業会計における収益認識の考え方（省略） 

ロ 税務会計における収益認識の考え方（省略） 

ハ IFRSにおける収益認識の考え方（省略） 

ニ IFRSの導入による企業会計・税務会計への影響等（省略） 

(2) 公正処理基準と基本通達の機能からの検討 

イ 公正処理基準の意義（省略） 

ロ 公正処理基準に係る基本通達の機能（省略） 

ハ 今日的な公正処理基準についての考察（省略） 

(3) 個別の取扱いにおける問題からの検討 

イ 棚卸資産の譲渡における収益認識時期に関する問題点（省略） 

ロ 棚卸資産の譲渡に係る収益の計上額に関する問題点（省略） 

(4) IFRSが導入された場合の税務上の対応（省略） 

 

 

３ 結論 

税務会計における収益認識基準は、課税所得の計算が公平かつ適正に行い得る基準で

あることが必要であり、したがって、IFRS に基づく収益認識基準が公正処理基準たり得

るか否かを判断するに当たっても、当該収益認識が法人の恣意性を排除し得るものであ

るか否かといった面から検討する必要がある。 

 そのような観点からすれば、IFRS に基づく収益認識では妥当性を欠く場合もあると考

えられるところ、IFRS のような会計制度全般の基準が導入された場合の対応としては、

現行の基本通達において個別の取扱いを示すだけでは不十分であり、法令において明確

に収益認識に係る考え方を規定すべきである。 

 なお、IFRS の収益認識については現在見直しが行われているところ、公開草案におけ

る取扱いが多様な取引のすべてに対応しているとはいえず、今後更なるガイダンスや指

標が示されることが想定される。また、新たな取引形態等が発生した場合には、新たな

収益認識に関する考え方が示される可能性もある。したがって、具体的な対応について

は、今後の IFRSにおける収益認識の見直し作業の状況、及び我が国における企業会計の

対応等も考慮して検討していく必要がある。 
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[4] 消費課税 

１ 観光立国・地方創生の実現 

(1) 国際観光旅客税（仮称）の創設 

① 納税義務者 

国際観光旅客等（出入国管理及び難民認定法による出国の確認を受けて本邦から出国

する観光旅客その他の者等をいい、船舶又は航空機の乗員等を除く。以下同じ。）は、国

際観光旅客税（仮称）を納める義務がある。 

 

② 課税の対象 

国際船舶等（本邦と外国との間で観光旅客その他の者の運送の用に供される船舶又は

航空機（公用船及び公用機を除く。）をいう。以下同じ。）による本邦からの出国には、

国際観光旅客税（仮称）を課する。 

 

③ 非課税 

次に掲げる国際観光旅客等の出国には、国際観光旅客税（仮称）を課さない。 

イ 航空機により入国後 24時間以内に出国する乗継旅客 

ロ 天候その他の理由により本邦に寄港した国際船舶等に乗船等していた者 

ハ ２歳未満の者 

(注) 本邦に派遣された外交官等の一定の出国については、関係法令の改正により、国際

観光旅客税（仮称）を課さないこととする。 

 

④ 納税地 

国際観光旅客税（仮称）の納税地は、国内運送事業者（国内に住所等を有する国際運

送事業（国際船舶等を使用して有償で旅客を運送する事業をいう。以下同じ。）を営む者

をいう。以下同じ。）の特別徴収による場合は、原則としてその住所等の所在地とし、国

外運送事業者（国内運送事業者以外の国際運送事業を営む者をいう。以下同じ。）の特別

徴収及び国際観光旅客等の納付による場合は、原則として出国する港の所在地とする。 

 

⑤ 税率 

国際観光旅客税（仮称）の税率は、出国１回につき 1,000円とする。 

 

⑥ 納付等 

イ 国際運送事業を営む者による特別徴収等 

国際運送事業を営む者は、国際観光旅客等が国際船舶等に乗船等する時までに国際

観光旅客税（仮称）を当該国際観光旅客等から徴収し、翌々月末日までに国に納付す

るとともに、納付すべき税額に係る計算書を、国内運送事業者にあっては納税地を所
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轄する税務署長に、国外運送事業者にあっては納税地を所轄する税関長に提出しなけ

ればならない。国際運送事業を営む者が納付すべき国際観光旅客税（仮称）を納付し

なかったときは、税務署長又は税関長はその国際観光旅客税（仮称）を当該国際運送

事業を営む者から徴収する。 

ロ 国際観光旅客等による納付 

上記イの適用がない場合、国際観光旅客等は国際船舶等に乗船等する時までに国際

観光旅客税（仮称）を国に納付しなければならない。国際観光旅客等が納付すべき国

際観光旅客税（仮称）を納付しなかったときは、税関長はその国際観光旅客税（仮称）

を当該国際観光旅客等から徴収する。 

 

⑦ 国際運送事業の開廃等の届出及び記帳義務 

イ 国際運送事業を開始しようとする者は、その旨を納税地を所轄する税務署長又は税

関長に届け出なければならない。事業を廃止等する場合も同様とする。 

ロ 国際運送事業を営む者は、その国際運送事業に係る国際観光旅客等の出国に関する

事実を帳簿に記載しなければならない。 

⑧ 適用時期 

国際観光旅客税（仮称）は、平成 31年１月７日以後の出国に適用する。 

(注) 平成 31年１月７日前に締結された運送契約による国際運送事業に係る出国（運送契

約等により運賃の領収とは別に国際観光旅客税（仮称）を徴収することとされている場

合等を除く。）には適用しない。 

 

⑨ その他 

イ 現に国際運送事業を営んでいる者の国際運送事業の開始の届出に係る措置等の所要

の経過措置を講ずる。 

ロ 国際観光旅客税（仮称）に係る質問検査等に関する規定を整備するとともに、国際

観光旅客税（仮称）を税理士業務の対象外税目とする等、所要の関係法令の整備を行

う。 

ハ その他所要の措置を講ずる。 
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財務省資料 
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２ 輸出物品販売場制度の見直し 

外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度）について、次の見直しを行う。 

① 免税販売手続の電子化 

イ 免税販売手続については、輸出物品販売場を経営する事業者が、外国人旅行者から

旅券等の提示を受け、その購入の事実及び氏名その他の旅券等に記載された情報に係

る電磁的記録を、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく国税庁長官に提供する方法

とする。ただし、国税庁長官に提供した電磁的記録（紙で出力したものを含む。）を当

該事業者が保存しない場合には、その販売について、外国人旅行者向け消費税免税制

度は適用しない。 

(注 1) 手続委託型輸出物品販売場については、当該手続委託型輸出物品販売場に係る承認

免税手続事業者が上記イの電磁的記録を提供することとする。この場合において、当

該承認免税手続事業者は当該電磁的記録（紙で出力したものを含む。）を当該手続委

託型輸出物品販売場を経営する事業者に対し提供又は交付するものとする。 

(注 2) 上記の免税販売手続の電子化に伴い、輸出物品販売場を識別するための措置等を講

ずる。 

ロ 輸出物品販売場を経営する事業者は、外国人旅行者に対して、免税購入した物品を

輸出しなければならないこと等を説明しなければならないこととする。 

ハ 輸出物品販売場において免税購入した外国人旅行者は、その出国の際、税関長にそ

の所持する旅券等を提示しなければならないこととする。 

ニ 免税販売手続の電子化に伴い、免税購入された物品等に関する税関職員による調査

に係る質問検査権の規定の整備その他所要の措置を講ずる。 

(注 1) 上記の免税販売手続の電子化に伴い、輸出物品販売場における現行の次の手続等は

廃止する。 

イ 外国人旅行者がその所持する旅券等に購入記録票の貼付けを受け、当該旅券等との

間に割印を受ける手続 

ロ 外国人旅行者による輸出物品販売場を経営する事業者に対する購入者誓約書及び旅

券等の写しの提出並びに当該事業者による当該購入者誓約書及び旅券等の写しの保存

義務 

ハ 外国人旅行者による税関長への購入記録票の提出義務 

(注 2) 基地内輸出物品販売場については、上記の免税販売手続の電子化の対象としない。 

(注 3) 上記の改正は、平成 32 年４月１日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用

する。 

(注 4) 平成 32 年４月１日から平成 33 年９月 30 日までの間については、現行の免税販売

手続を引き続き適用できることとするとともに、所要の経過措置を講ずる。 

(注 5) 上記の改正に伴い、輸出酒類販売場における酒税の免税販売手続について、所要の

措置を講ずる。 
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財務省資料 
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② 免税販売の対象となる下限額の判定の見直し 

イ 一般物品について、国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して定める方

法により包装等を行う場合には、当該一般物品と消耗品の販売金額を合計して、免税

販売の対象となる下限額を判定できることとする。 

ロ 上記イの対象となる一般物品については、消耗品として免税販売手続を行うことと

するほか、所要の措置を講ずる。 

(注) 上記の改正は、平成 30年７月１日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用す

る。 

 

 

財務省資料 
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３ その他 

(1) 金の密輸に対応するための罰金強化 

輸入に係る消費税の脱税犯に係る罰金刑の上限について、脱税額の 10倍が 1,000万円

を超える場合には、脱税額の 10倍（現行：脱税額）に引き上げる。 

(注) 上記の改正は、法律の公布の日から起算して 10日を経過した日以後にした違反行為

について適用する。 

 

財務省資料 

 

(2) 延払基準の範囲――廃止 

消費税における長期割賦販売等に該当する資産の譲渡等について延払基準により資産

の譲渡等の対価の額を計算する選択制度は、廃止する。なお、平成 30年４月１日前に長

期割賦販売等に該当する資産の譲渡等を行った事業者について、平成 35 年３月 31 日ま

でに開始する各年又は各事業年度について現行の延払基準により資産の譲渡等の対価の

額を計算することができることとするとともに、平成 30年４月１日以後に終了する課税

期間において延払基準の適用をやめた場合の賦払金の残金を 10年均等で資産の譲渡等の

対価の額とする等の経過措置を講ずる。 

(注) ファイナンス・リース取引については、現行どおりとするとともに、その他所要の

措置を講ずる。 
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(3) 外国債券等を譲渡した場合における取扱いの厳格化 

券面のない有価証券等の譲渡に係る消費税の内外判定について、次のとおりとし、そ

の他所要の措置を講ずる。 

① 振替機関又はこれに類する外国の機関（以下「振替機関等」という。）が取り扱う券面

のない有価証券等については、振替機関等の所在地で判定する。 

(注) 上記①の有価証券等には、券面の発行された有価証券のうち振替機関等が取り扱う

ものを含むこととする。 

② ①以外の券面のない有価証券等については、当該有価証券等に係る法人の本店、主た

る事務所その他これらに準ずるものの所在地で判定する。 

 

 

(4) 簡易課税制度の見直し 

消費税の簡易課税制度について、農林水産業のうち消費税の軽減税率が適用される食

用の農林水産物を生産する事業を第２種事業とし、そのみなし仕入率を 80％（現行：70％）

とする。 

(注) 上記の改正は、平成 31 年 10 月１日を含む課税期間から適用する。ただし、同日前

における食用の農林水産物を生産する事業については、適用しない。 

 

自民党 税制調査会 小委員会資
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[5] 納税環境整備 

１ 年末調整手続の電子化 

（国 税） 

生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控

除に係る年末調整手続について、次の措置を講ずる。 

 

(1) 給与等の支払を受ける者で年末調整の際に生命保険料控除又は地震保険料控除の適

用を受けようとするものは、給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的

方法により提供する場合には、控除証明書の書面による提出又は提示に代えて、当該控

除証明書に記載すべき事項が記録された情報で当該控除証明書の発行者の電子署名及び

その電子署名に係る電子証明書が付されたものを、当該申告書に記載すべき事項と併せ

て電磁的方法により提供することができることとする。この場合において、当該給与等

の支払を受ける者は、当該控除証明書を提出し、又は提示したものとみなす。 

(注) 上記の改正は、平成 32 年 10 月１日以後に提出する給与所得者の保険料控除申告書

について適用する。 

 

(2) 給与等の支払を受ける者で年末調整の際に住宅借入金等を有する場合の所得税額の

特別控除（以下「住宅ローン控除」という。）の適用を受けようとするものは、税務署長

の承認を受けている給与等の支払者に対し、給与所得者の住宅借入金等を有する場合の

所得税額の特別控除申告書（以下「住宅ローン控除申告書」という。）の書面による提出

に代えて、当該住宅ローン控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供するこ

とができることとする。この場合において、当該給与等の支払を受ける者は、当該住宅

ローン控除申告書を提出したものとみなす。 

(注) 上記の改正は、税務署長の承認を受けている給与等の支払をする者に対し、平成 32

年 10月１日以後に提出する住宅ローン控除申告書について適用する。 

 

(3) 給与等の支払を受ける者で年末調整の際に住宅ローン控除の適用を受けようとする

もの（居住年が平成 31 年以後である者に限る。）は、住宅ローン控除申告書に記載すべ

き事項を電磁的方法により提供する場合には、住宅借入金等を有する場合の所得税額の

特別控除証明書（以下「住宅ローン控除証明書」という。）又は住宅取得資金に係る借入

金の年末残高証明書（以下「年末残高証明書」という。）の書面による提出に代えて、当

該住宅ローン控除証明書又は年末残高証明書に記載すべき事項が記録された情報で当該

住宅ローン控除証明書又は年末残高証明書の発行者の電子署名及びその電子署名に係る

電子証明書が付されたものを、当該住宅ローン控除申告書に記載すべき事項と併せて電

磁的方法により提供することができることとする。この場合において、当該給与等の支

払を受ける者は、当該住宅ローン控除証明書又は年末残高証明書を提出したものとみなす。 
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(注) 上記の改正は、平成 32 年 10 月１日以後に提出する住宅ローン控除申告書について

適用する。 

 

(4) 上記（2）及び（3）の改正に伴い、年末残高証明書に記載すべき事項の電磁的方法に

よる交付を可能とする等の所要の措置を講ずる。 

(注) 上記の改正は、平成 32年 10月１日以後に交付する年末残高証明書について適用する。 

 

(5) 住宅ローン控除の適用を受ける際に住宅ローン控除申告書等に添付すべき住宅ロー

ン控除証明書又は年末残高証明書の範囲に、当該住宅ローン控除証明書又は年末残高証

明書の発行者から電磁的方法により提供を受けた当該住宅ローン控除証明書又は年末残

高証明書に記載すべき事項が記録された電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で、

真正性を担保するための所要の措置が講じられているものとして国税庁長官が定めるも

のを加える。 

(注) 上記の改正は、平成 32 年 10 月１日以後に提出する住宅ローン控除申告書等につい

て適用する。 

 

財務省資料 
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２ その他 

（国 税） 

(1) コンビニ納付の利用手手段の拡充 

国税のコンビニ納付について、自宅等において納付に必要な情報（いわゆる「ＱＲコ

ード」）を出力することにより行うことができることとする。 

(注) 上記の改正は、平成 31年１月４日以後に納付の委託を行う国税について適用する。 

 

 

自民党 税制調査会 小委員会資料 

 

 



61 

(2) ダイレクト納付を利用した米納制度の拡充 

国税の予納制度について、対象となる国税を概ね 12月（現行：６月）以内において納

付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税に拡充し、併せて、ダイレ

クト納付により行うことができることとする。 

(注) 上記の改正は、平成 31年１月４日以後に納付手続を行う国税について適用する。 

 

 

自民党 税制調査会 小委員会資料 
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(3) 電子交付による処分通知等の範囲拡充 

電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等について、その範囲に次の

処分通知等を加えるほか所要の整備を行う。 

① 更正の請求に係る減額更正等の通知 

② 住宅ローン控除証明書の交付 

③ 適格請求書発行事業者の登録に係る通知 

(注) 上記の改正は、平成 32年１月１日以後に行う処分通知等について適用する。 

 

 

自民党 税制調査会 小委員会資料 

 

 



63 

(4) 参加差押えをした行政機関による換価の実施 

参加差押えをした行政機関等は、参加差押えに係る不動産について、差押えをした行

政機関等に換価の催告をしてもなお換価が行われない場合には、差押えをした行政機関

等の同意を得ることを要件として、配当順位を変更することなく、換価の執行をする旨

の決定（以下「換価執行決定」という。）をすることができることとする。 

また、先行する差押えが解除された場合において、参加差押えをした行政機関等が、

第二順位であるときは原則として換価を続行することができることとし、第三順位以降

であるときは換価執行決定を取り消すこととするほか所要の整備を行う。 

(注) 上記の改正は、平成 31年１月１日以後の換価執行決定により行う換価について適用

する。 

 

 

自民党 税制調査会 小委員会資料 
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(5) 利子税の計算期間の見直し 

法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例等の適用がある場合における利子税につ

いて、申告した後に減額更正がされ、その後更に増額更正等があった場合には、増額更

正 等により納付すべき税額（その申告により納付すべき税額に達するまでの部分に限

る。）のうち延長後の申告期限前に納付がされていた部分は、その納付がされていた期間

を控除して計算することとする。 

(注) 上記の改正は、平成 29年１月１日以後に法定納期限が到来した国税について適用す

る。 

 

 

自民党 税制調査会 小委員会資料 
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(6) 税理士試験に係る受験手数料の見直し 

税理士試験に係る受験手数料について、受験科目が１科目の場合は 4,000 円（現行：

3,500円）に、受験科目が２科目以上の場合は１科目追加ごとに加算する額を 1,500円（現

行：1,000円）に引き上げることとする。 

 

 

自民党 税制調査会 小委員会資料 
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(7) 成年被後見人に係る税理士等の欠格条項の見直し 

各士業の資格等における成年被後見人等の欠格条項の見直しに係る所要の法令改正を

前提に、次の措置を講ずる。 

① 税理士の欠格条項について、その範囲から成年被後見人等を除外するほか所要の整備

を行う。 

② 類販売管理者の欠格条項の範囲について、成年被後見人等を心身の故障により酒類販

売管理者の業務を行うことができない者とする。 

 

 

自民党 税制調査会 小委員会資料 
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(8) 税理士の登録申請における戸籍謄本の添付省略 

税理士の登録申請書に添付が必要とされる戸籍抄本について、試験申込時から登録ま

での間に氏名等の変更がある申請者を除き、提出を要しないこととする。 

 

 

自民党 税制調査会 小委員会資料 

 

 

 

 

 

以上 税理士法人 平川会計パートナーズ 

 

 

 

 

月刊ＤＶＤ 速報･税務セミナー2018  1 月号   製作・著作・発売元 ハナレコード株式会社 
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＜今月の税情報＞ 

租税特別措置（相続税関係）の適用状況等についての報告書 

（要旨）          平成 29年 11月 会計検査院 
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