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k 主な改正内容 k
l消費税の軽減税率を導入

対象品目は 8%に据え置き／インボイス導入も

l法人税率引下げ！企業版ふるさと納税も登場
地方自治体の事業への寄附で法人税等を減税

l固定資産税の減額で設備投資を後押し
中小企業が取得する機械・装置等の固定資産税が 3年間半額

lセルフメディケーション（自主服薬）を推進
市販薬(スイッチOTC 薬)購入でも医療費控除を適用

l３世代同居住宅のリフォームで税額控除
工事費用・工事費ローンの所得税額控除制度を創設

l通勤手当の非課税限度額を引上げ
月額 10 万円から 15 万円に大幅アップ

関与先にぜひ「改正税法の手引き」を！
弊社では、「平成28年度版　改正税法の手引き」を例年どおり販売いたします。
「改正税法の手引き」は、改正法はもとより、政令、省令等を踏まえて執筆する

とともに、付表として実務に便利な税額表、社会保険関係の一覧表などを収録して
おり、企業で常備する実用書として最適です。

表紙に先生または事務所の芳名を印刷し、ぜひ関与先に配付して、より強い信頼
関係を築かれることをお勧めします。

申　込 この概要の最終頁の申込書にご記入の上、FAXでお申し込みください。

納　品 改正法案の成立後を予定しております。

s 収録内容s
u 改正内容の解説
u 付表

平成28年度改正事項と適用期日一覧
印紙税額一覧　源泉徴収税額表（月額、日額、賞与）
労災保険率表　各保険の適用と給付　等

○芳名印刷代（50冊以上は無料、49冊以下は1,000円です)

○送　料（地域、数量にかかわらず1,000円です） 1 0 0 0
消費税等（８％）

合　計

年 　 　 　 月 　 　 　 日 下記の通り申し込みます。

平成28年度版 改正税法の手引き 申込書

改正税法の手引き 700円 冊

品　　　名 価　格 数　量 金　額

お
名
前

住
所

〒

TEL

FAX

後
  払

資格と芳名
又は事務所名

(住所は入りません)

TEL

FAX

★表紙に印刷する原稿をお書きください。

より早く！より正確に！FAXでご注文くださいFax

170-0011 東京都豊島区池袋本町4-1-1  T 03（3985）3111  F  03（3985）3112
530-0054 大阪市北区南森町1-4-19       T 06（6363）1951  F  06（6363）1952
460-0011 名古屋市中区大須3-31-22     T 052（241）3131  F  052（262）3132
730-0012 広島市中区上八丁堀7-1         T 082（224）1314  F  082（224）1314

★表紙芳名印刷代→50冊以上無料（49冊以下は1,000円）
■価格／700円　■送料／地域、数量にかかわらず1,000円　※価格は全て消費税等（8％）別
■お支払い／後払い、納品時に請求書同封　■納品／改正法案の成立後予定芳名を印刷

信 頼 を 高 め る こ の 一 冊

B5判・88頁
会員特価 700円

表紙に芳名を印刷して関与先配付用にどうぞ

※消費税等別

弊
社
使
用
欄

前
通

T
変

所
変

前
無

今
無

新
規

復
新

復
継

D
M

会
広

追
加

訪
問

本
直

支
受

H
P

C
変

地
変

名
変

東京本社
03（3985）3112

大阪支社
06（6363）1952

名古屋支社
052（262）3132

広島事務所
082（224）1314

「平成28年度税制改正大綱」
（平成 27年 12月 24 日閣議決定）
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　現下の経済情勢等を踏まえ、経済の好循環を確
実なものとする観点から成長志向の法人税改革等
を行うとともに、消費税率引上げに伴う低所得者
への配慮として消費税の軽減税率制度を導入す
る。あわせて、少子化対策・教育再生や地方創生
の推進等に取り組むとともに、グローバルなビジ
ネスモデルに適合した国際課税ルールの再構築を
行うための税制上の措置を講ずる。このほか、震
災からの復興を支援するための税制上の措置等を
講ずる。具体的には、次のとおり税制改正を行う
ものとする。
〔個人所得課税〕
○　空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除の
導入
・相続により生じた空き家であって旧耐震基準
しか満たしていないものに関し、相続人が必
要な耐震改修又は除却を行った上で家屋又は
土地を売却した場合の譲渡所得について特別
控除（3,000万円）を導入。

○　三世代同居に対応した住宅リフォームに係る
税額控除制度の導入
・三世代同居に対応した住宅リフォームに関	
し、借入金を利用してリフォームを行った場
合や自己資金でリフォームを行った場合の税
額控除制度を導入（借入金：住宅借入金等の
年末残高の1〜2％、自己資金：標準的な工
事費用相当額の10％）。

○　スイッチOTC薬控除（医療費控除の特例）の
導入
・検診、予防接種等を受けている個人を対象と
して、いわゆるスイッチOTC医薬品の購入
費用（年間1.2万円を超える部分の金額）につ
いてセルフメディケーション推進のための所
得控除制度（医療費控除の控除額計算上の特
例措置）を導入。

○　個人の寄附税制の包括的な見直し
・国立大学法人等の行う学生の修学支援事業の
ために充てられる個人寄附について税額控除
制度を導入。
・公益法人等について、個人寄附に係る税額控
除の対象となるために必要な寄附者数の要件
を事業規模に応じて緩和。

〔資産課税〕
○　農地保有に係る課税の強化・軽減
・農業委員会から農地中間管理機構との協議の
勧告を受けた遊休農地について、通常の農地
より固定資産税の評価額を引上げ。
・所有する全農地を農地中間管理機構に10年
以上貸し付けた場合は、固定資産税等の課税
標準を最初の3年間価格の2分の1等とする
特例措置を創設。

○　機械及び装置の固定資産税の特例措置の創設
・中小企業の生産性向上に関する法律（仮称）
の制定を前提に、中小企業者等が、同法の施
行の日から平成30年度末までに、一定の機
械及び装置の取得をした場合には、固定資産
税の課税標準を最初の3年間価格の2分の1
とする特例措置を創設。

〔法人課税〕
○　成長志向の法人税改革
・法人税率の引下げ等

平成27年度

⇒

28・29年度 30年度
法人税率 23.9％ 23.4％ 23.2％

法人事業税所得割
※ 6.0％ 3.6％ 3.6％

（参考）
国・地方の法人実
効税率

32.11％ 29.97％ 29.74％

※平成28年度までは、地方法人特別税を含む
・課税ベースの拡大等：
－租税特別措置の見直し（後掲）
－減価償却の見直し（建物附属設備・構築物
の償却方法を定額法に一本化）
－欠損金繰越控除の更なる見直し（大法人
の控除限度　平成28年度：所得の65％
⇒60％、29年度：所得の50％⇒55％）
－法人事業税の外形標準課税の更なる拡大
（現行（平成27年度）：3/8⇒28年度：5/8）

○　租税特別措置の見直し
・生産性向上設備投資促進税制の縮減・廃止	
（現行：即時償却等⇒平成28年度：特別償却
率50％等⇒平成29年度：廃止（平成28年度
税制改正法案において明確化））
・環境関連投資促進税制の見直し（売電用の太
陽光発電設備の除外等）
・雇用促進税制の見直し（対象地域・対象雇用

平成28年度税制改正の大綱の概要
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者の限定）　等
○　地方法人課税の偏在是正（平成29年度〜）
・法人住民税法人税割の税率の引下げ及び地方
法人税の税率の引上げ
・地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の廃
止
・法人事業税交付金の創設
○　地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の
創設
・地域再生法の改正を前提に、地方公共団体の
行う同法の認定計画に記載された一定の事業
に関連する寄附金を支出した場合の税額控除
を創設

○　復興支援のための税制上の措置
・復興産業集積区域において機械等を取得した
場合の特別償却又は税額控除制度について、
一定の見直しを行いつつ、適用期限を5年延
長（その際、被災地の実情等を踏まえ、一部
要件緩和）　等

〔消費課税〕
○　消費税の軽減税率制度の導入
・平成29年4月から軽減税率制度を導入。
・対象品目は、①酒類及び外食を除く飲食料品、
②新聞の定期購読料
・軽減税率は8％（国分：6.24％、地方分:1.76％）
・平成33年4月から適格請求書等保存方式を導
入。それまでの間は簡素な方法とするととも
に、税額計算の特例を設ける。
※　軽減税率制度の導入に当たり、安定的な
恒久財源を確保するとともに、軽減税率制
度の円滑な導入・運用のために必要な措置
を講ずる旨を、平成28年度税制改正法案
に規定する。

○　外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充
・外国人旅行者向け消費税免税制度につき、免
税販売の対象となる一般物品の購入下限額を

引下げ（1日1店舗当たり「10,000円超」→「5,000
円以上」）。

○　車体課税の見直し
・平成29年4月の消費税率10％への引上げ時に、
自動車取得税を廃止するとともに、自動車税
及び軽自動車税において、自動車取得税のグ
リーン化機能を維持・強化する環境性能割を
それぞれ導入。
・平成28年度に適用される自動車税及び軽自
動車税におけるグリーン化特例（軽課）の見
直し・延長。

〔国際課税〕
○　日台民間租税取決め
・「日台民間租税取決め」（租税条約に相当。法
的効力は無し。）（平成27年11月に署名）に規
定された内容（日台間で支払われた配当等の
源泉地における課税の税率の10％への引下
げ等）を日本で実施するための国内法を整備。

○　多国籍企業情報の報告制度等の構築
・多国籍企業のグローバルな活動・納税実態の
把握のため、各国が協調して情報収集・共有
する枠組等を構築。

〔納税環境整備〕
○　国税のクレジットカード納付制度の創設
・インターネット上でのクレジットカードによ
る国税の納付を可能とする制度を創設。

○　加算税制度の見直し
・短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が
行われた場合の加算税の加重措置（無申告加
算税・重加算税を10％加算）等を導入。

〔関税〕
○　暫定税率の適用期限の延長
○　輸出入申告官署の自由化等
・AEO（認定事業者）について輸出入申告官署
を自由化するとともに、通関業制度の見直し
を行う。

平成28年度地方税制改正（案）について
１　法人税改革
◎　法人事業税の所得割の税率引下げと外形標準

課税の拡大
○　資本金1億円超の普通法人に係る所得割の税
率を引き下げるとともに、外形標準課税（付加
価値割、資本割）を8分の5に拡大（㉖2/8→㉗
3/8→㉘5/8）。

・　国・地方を通じた法人実効税率　㉖34.62％→㉗
32.11％→㉘29.97％　※㉚29.74％

	〔標準税率〕	 平成26年度	 27年度	 28年度〜
	〔所得割※	 7.2％	 6.0％	 3.6％
	〔付加価値割	 0.48％	 0.72％	 1.2％
	〔資本割	 0.2％	 0.3％	 0.5％
※平成28年度までは、地方法人特別税を含む
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○　外形標準課税の拡大により負担増となる法
人のうち、事業規模が一定以下の法人につい
て、3年間、負担増を軽減（㉘3/4軽減、㉙
2/4軽減、㉚1/4軽減）。

２　地方法人課税の偏在是正
◎　法人住民税の交付税原資化（平成 29 年度〜）
○　消費税率（国・地方）10％段階において、
地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差
の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一
部を交付税原資化。
⑴　法人住民税法人税割の税率の改正（［	］
は制限税率）

　　道府県民税：3.2％→1.0％（△2.2％）［2.0％］
　　市町村民税：9.7％→6.0％（△3.7％）［8.4％］
⑵　地方法人税の税率の改正
	 	 4.4％→10.3％（＋5.9％）
○　偏在是正により生じる財源（不交付団体の
減収分）を活用して地方財政計画に歳出を計
上。

◎　地方法人特別税の廃止等（平成 29 年度〜）
○　地方法人特別税・譲与税を廃止し、全額法
人事業税に復元。
○　法人事業税額の一部を都道府県が市町村に
交付する法人事業税交付金を創設。
・　交付額：法人事業税額の5.4％
・　交付基準：従業者数
　※　いずれも所要の経過措置を講ずる。

３　車体課税
◎　自動車取得税の廃止と環境性能割（仮称）の

創設（平成 29 年度〜）
○　平成29年4月の消費税率（国・地方）10％
への引上げ時に、自動車取得税を廃止し、自
動車税及び軽自動車税にそれぞれ環境性能割
（仮称）を創設。
・　税率は、燃費基準値達成度等に応じて決
定し、非課税、1％、2％、3％の4段階を
基本とする（営業車・軽自動車の税率は、
当分の間、2％を上限）。
・　新車・中古車を問わず対象とする。
・　税率を決定する燃費基準値達成度等につ
いては、技術開発の動向や地方財政への影
響等を踏まえ、2年ごとに見直しを行う。
・　軽自動車税環境性能割（仮称）は、当分
の間、都道府県が賦課徴収等を行う。
・　自動車税環境性能割（仮称）について、
税収の一定割合を市町村へ交付する制度を

設ける。
◎　グリーン化特例（軽課）の見直し・延長
○　自動車税におけるグリーン化特例の見直し。
・　基準の切り替えと重点化を行った上で1
年間延長。

○　軽自動車税におけるグリーン化特例の延長。
・　現行の特例措置について適用期限を1年
間延長。

４　地方消費税
◎　消費税（国・地方）の軽減税率制度（平成 29

年度〜）
○　消費税（国・地方）の軽減税率制度を平成
29年4月から導入。

○　対象品目
・　酒類及び外食を除く飲食料品
・　定期購読契約が締結された週2回以上発
行される新聞

○　軽減税率：8％（国分：6.24％	地方分：1.76％）
　　（標準税率：10％（国分：7.8％	地方分：
2.2％））

○　軽減税率制度の導入に当たり、財政健全化
目標を堅持し、安定的な恒久財源を確保する
ため、平成28年度末までに歳入及び歳出に
おける法制上の措置等を講ずる	等

◎　地方消費税に係る徴収取扱費の見直し
○　消費税率（国・地方）の引上げによる影響
を踏まえ、徴収取扱費を見直す。
・　譲渡割：既往の1％相当分（社会保障財
源化分以外）×0.55％
・　貨物割：既往の1％相当分（社会保障財
源化分以外）×0.55％

５　固定資産税
◎　地域の中小企業による設備投資の支援
○　地域の中小企業による設備投資の促進を図
るため、中小企業者等が新規取得した生産性
向上に資する一定の機械及び装置の固定資産
税の課税標準の特例措置（最初の3年間価格
の1/2）を創設。
※　中小企業の生産性向上に関する法律（仮
称）の制定が前提。（同法附則により地方
税法を改正）

○　固定資産税が市町村財政を支える安定した
基幹税であることに鑑み、償却資産に対する
固定資産税の制度は堅持。

◎　農地保有に係る課税の強化・軽減
○　農地法に基づく農業委員会による協議の勧
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告を受けた遊休農地について、正常売買価格
に乗じられている割合（0.55）を乗じないこと
とする等の評価方法の変更による課税の強化
を平成29年度から実施。
○　所有する全農地に農地中間管理事業のため
の賃借権等（設定期間10年以上）を新たに設
定した農地について、固定資産税の課税標準
の特例措置（最初の3年間価格の1/2）を創設。
※　賃借権等の設定期間が15年以上の場合、
課税標準を最初の5年間価格の1/2。

６　主な税負担軽減措置等
◎　地方創生応援税制（「企業版ふるさと納税」）

の創設
○　地方公共団体が行う、地方創生を推進する
上で効果の高い一定の事業に対して法人が
行った寄附について、現行の寄附金の損金算
入措置に加え、法人事業税・法人住民税及び
法人税から税額控除。

◎　固定資産税等の特例措置
○　防災上重要な道路における無電柱化のため、
道路の地下に埋設するために新設した電線等
に係る固定資産税の課税標準の特例措置を創
設。
○　JR九州㈱の国鉄から承継した固定資産及
び事業用固定資産に係る固定資産税等の課税
標準の特例措置について、所要の経過措置を
講じた上で廃止。
○　日本郵便株式会社が所有する一定の固定資
産に係る固定資産税等の課税標準の特例措置
について、特例率を見直した上で2年延長。
○　新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措
置を2年延長。
○　以下の特例措置について、わがまち特例を
導入した上で延長。
・　再生可能エネルギー発電設備に係る課税
標準の特例措置〔2年延長〕
・　津波対策の用に供する港湾施設等に係る
課税標準の特例措置〔4年延長〕
・　認定誘導事業者※が取得した公共施設等
に係る課税標準の特例措置〔2年延長〕
※　都市再生特別措置法に基づく都市機能
誘導区域内に誘導すべき医療施設、福祉
施設等の整備計画の認定を受けた民間事
業者

○　中小企業者が取得する健康サポート薬局の
用に供する不動産に係る不動産取得税の課税

標準の特例措置を創設。
７　納税環境整備等
◎　個人住民税の徴収引継特例の対象拡大
○　都道府県知事が市町村長の同意を得て行う
個人住民税の滞納処分等について、当該年度
分のみの個人住民税を滞納している者の滞納
に係る徴収金を対象に追加。

◎　加算金の加重措置の導入
○　国税における見直しと同様、短期間に繰り
返して不申告又は仮装・隠蔽に基づく修正
申告の提出等を行った場合、加算金の割合に
10％加算する措置を導入。

８　検討事項等
◎　地方法人課税
○　大法人向けの法人事業税の外形標準課税の
拡大も踏まえ、分割基準や資本割の課税標準
のあり方等について検討する。あわせて、外
形標準課税の適用対象法人のあり方について
も、地域経済・企業経営への影響も踏まえな
がら引き続き慎重に検討を行う。

◎　個人所得課税の見直し
○　社会・経済の構造変化を踏まえ若年層・低
所得層の生活基盤を確保する観点から、個人
所得課税について、税収中立の考え方の下、
各種控除や税率構造の総合的・一体的な見直
しを丁寧に検討する。
　　個人住民税については、地方団体が提供す
る行政サービスの充実や質の向上のための財
源確保の面で最も重要な税であるとともに、
応益課税の観点から広く住民が負担を分かち
合う仕組みとなっていることも踏まえ、制度
のあり方を検討していく。

◎　森林吸収源対策・地方の地球温暖化対策に関
する財源確保
○　森林整備等に関する市町村の役割の強化
や、地域の森林・林業を支える人材の育成確
保策について必要な施策を講じた上で、市町
村が主体となった森林・林業施策を推進する
こととし、これに必要な財源として、都市・
地方を通じて国民に等しく負担を求め、市町
村による継続的かつ安定的な森林整備等の財
源に充てる税制（森林環境税（仮称））等の新
たな仕組みを検討する。その時期については、
適切に判断する。

※ゴルフ場利用税については、現行制度を堅持
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一　個人所得課税
１　住宅・土地税制
（国税）
〔新設〕
⑴　空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
　　相続の開始の直前において被相続人の居住の
用に供されていた家屋（昭和56年5月31日以前
に建築された家屋（区分所有建築物を除く。）で
あって、当該相続の開始の直前において当該被
相続人以外に居住をしていた者がいなかったも
のに限る。以下「被相続人居住用家屋」という。）
及び当該相続の開始の直前において当該被相続
人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等
を当該相続により取得をした個人が、平成28
年4月1日から平成31年12月31日までの間に、
次に掲げる譲渡（当該相続の時から当該相続の
開始があった日以後3年を経過する日の属する
年の12月31日までの間にしたものに限るもの
とし、当該譲渡の対価の額が1億円を超えるも
のを除く。）をした場合には、当該譲渡に係る
譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得
の3,000万円特別控除を適用することができる
こととする。
①　当該被相続人居住用家屋（次に掲げる要件
を満たすものに限る。）の譲渡又は当該被相
続人居住用家屋とともにするその敷地の用に
供されている土地等の譲渡
イ　当該相続の時から当該譲渡の時まで事業
の用、貸付けの用又は居住の用に供されて
いたことがないこと。
ロ　当該譲渡の時において地震に対する安全
性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合
するものであること。

②　当該被相続人居住用家屋（イに掲げる要件
を満たすものに限る。）の除却をした後にお
けるその敷地の用に供されていた土地等（ロ
に掲げる要件を満たすものに限る。）の譲渡
イ　当該相続の時から当該除却の時まで事業
の用、貸付けの用又は居住の用に供されて
いたことがないこと。
ロ　当該相続の時から当該譲渡の時まで事業
の用、貸付けの用又は居住の用に供されて

いたことがないこと。
（注1）当該譲渡の対価の額と当該相続の時から当
該譲渡をした日以後3年を経過する日の属する
年の12月31日までの間に当該相続に係る相続
人が行った当該被相続人居住用家屋と一体とし
て当該被相続人の居住の用に供されていた家屋
又は土地等の譲渡の対価の額との合計額が1億
円を超える場合には、本特例は適用しない。

（注2）本特例は、確定申告書に、地方公共団体の
長等の当該被相続人居住用家屋及び当該被相続
人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等
が上記①又は②の要件を満たすことの確認をし
た旨を証する書類その他の書類の添付がある場
合に適用するものとする。

（注3）相続財産に係る譲渡所得の課税の特例との
選択適用とするほか、居住用財産の買換え等の
特例との重複適用その他所要の措置を講ずる。

⑵　住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設
①　住宅の三世代同居改修工事等に係る住宅借
入金等を有する場合の所得税額の特別控除の
控除額の特例
イ　個人が、その者の所有する居住用の家屋
について一定の三世代同居改修工事を含む
増改築等（以下「三世代同居改修工事等」と
いう。）をして、当該居住用の家屋を平成
28年4月1日から平成31年6月30日までの
間にその者の居住の用に供した場合を特定
の増改築等に係る住宅借入金等を有する場
合の所得税額の特別控除の控除額に係る特
例の対象に追加し、その三世代同居改修工
事等に充てるために借り入れた次に掲げ
る住宅借入金等の年末残高（1,000万円を限
度）の区分に応じ、それぞれ次に定める割
合に相当する金額の合計額を所得税の額か
ら控除する。この特例は、住宅の増改築等
に係る住宅借入金等を有する場合の所得税
額の特別控除との選択適用とし、控除期間
は5年とする。
イ　一定の三世代同居改修工事に係る工事
費用（250万円を限度）に相当する住宅借
入金等の年末残高　2％
ロ　イ以外の住宅借入金等の年末残高　
1％

平成28年度税制改正の大綱
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（注1）上記の「一定の三世代同居改修工事」とは、
①調理室、②浴室、③便所又は④玄関のいず
れかを増設する工事（改修後、①から④まで
のいずれか2つ以上が複数となるものに限る。）
であって、その工事費用（補助金等の交付があ
る場合には、当該補助金等の額を控除した後
の金額）の合計額が50万円を超えるものをいう。

（注2）適用対象となる住宅借入金等は、償還期
間5年以上の住宅借入金等とする。

（注3）三世代同居改修工事等の証明書の発行は、
住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定
する登録住宅性能評価機関、建築基準法に規
定する指定確認検査機関、建築士法の規定に
より登録された建築士事務所に所属する建築
士又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等
に関する法律の規定による指定を受けた住宅
瑕疵担保責任保険法人が行うものとする。下
記②イにおいて同じ。

（注4）その他の要件は、現行の住宅の増改築等
に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除の要件と同様とする。

ロ　二以上の増改築等をした場合の控除額の
計算の調整措置その他所要の措置を講ず
る。

②　既存住宅に係る三世代同居改修工事をした
場合の所得税額の特別控除
イ　個人が、その者の所有する居住用の家屋
について一定の三世代同居改修工事をし
て、当該居住用の家屋を平成28年4月1日
から平成31年6月30日までの間にその者
の居住の用に供した場合を既存住宅に係る
特定の改修工事をした場合の所得税額の特
別控除の適用対象に追加し、その三世代同
居改修工事に係る標準的な工事費用相当額
（250万円を限度）の10％に相当する金額を
その年分の所得税の額から控除する。
（注1）上記の「一定の三世代同居改修工事」とは、
①調理室、②浴室、③便所又は④玄関のいずれ
かを増設する工事（改修後、①から④までのい
ずれか2つ以上が複数となるものに限る。）であっ
て、その工事に係る標準的な工事費用相当額（補
助金等の交付がある場合には、当該補助金等の
額を控除した後の金額）が50万円を超えること
等の要件を満たすものをいう。

（注2）上記の「標準的な工事費用相当額」とは、三
世代同居改修工事の改修部位ごとに標準的な工

事費用の額として定められた金額に当該三世代
同居改修工事を行った箇所数を乗じて計算した
金額をいう。

（注3）その年の前年以前3年内の各年分において本
税額控除の適用を受けた者は、その年分におい
ては本税額控除の適用を受けることはできない。

（注4）その年分の合計所得金額が3,000万円を超え
る場合には、本税額控除は適用しない。

ロ　上記イの税額控除は、確定申告書に、当
該控除に関する明細書、三世代同居改修工
事が行われた家屋である旨を証する書類及
び登記事項証明書その他の書類の添付があ
る場合に適用するものとする。
ハ　上記イの税額控除は、住宅借入金等を有
する場合の所得税額の特別控除又は特定の
増改築等に係る住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
の適用を受ける場合には、適用しない。

〔延長・拡充〕
⑴〜⑵＝略
⑶　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の適用期限を2年延
長する。
⑷　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。
⑸　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。
⑹　次に掲げる住宅取得等に係る措置について、
現行の居住者が満たすべき要件と同様の要件の
下で、非居住者期間中に住宅の新築若しくは取
得又は増改築等をした場合についても適用でき
ることとする。
①　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特
別控除
②　特定の増改築等に係る住宅借入金等を有す
る場合の所得税額の特別控除の控除額に係る
特例
③　既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額
の特別控除
④　既存住宅に係る特定の改修工事をした場合
の所得税額の特別控除
⑤　認定住宅の新築等をした場合の所得税額の
特別控除
⑥　東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金
等を有する場合の所得税額の特別控除等の重
複適用に係る特例
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⑦　東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金
等を有する場合の所得税額の特別控除の控除
額に係る特例
注　上記の改正は、非居住者が平成28年4月1日以
後に住宅の新築若しくは取得又は増改築等をする
場合について適用する。

〔縮減〕
⑴　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別
控除及び特定の増改築等に係る住宅借入金等を
有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係
る特例の適用対象となる省エネ改修工事に係る
省エネ要件の緩和措置は、適用期限の到来を
もって廃止する。

（地方税）＝略
２　金融・証券税制
（国税・地方税）
〔延長・拡充〕
⑴　非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所
得及び譲渡所得等の非課税措置（NISA）につい
て、次の措置を講ずる。
①　非課税適用確認書の交付申請書について、
基準日における国内の住所の記載及び当該住
所を証する書類の添付を不要とする。これに
伴い、平成30年以後の勘定設定期間を、平成
30年1月1日から平成35年12月31日までとする。

②　平成29年分の非課税管理勘定が設定され
ている非課税口座を平成29年10月1日にお
いて開設している居住者等で、同日において
その者の個人番号を当該非課税口座が開設さ
れている金融商品取引業者等の営業所の長に
告知をしているものは、同日に当該金融商品
取引業者等の営業所の長に対し、平成30年1
月1日から平成35年12月31日までの勘定設
定期間が記載されるべき非課税適用確認書の
交付申請書の提出をしたものとみなす。ただし、
当該居住者等から当該金融商品取引業者等の
営業所の長に対し、平成29年9月30日までに、
非課税適用確認書の交付申請書の提出があっ
たものとみなされることを希望しない旨の申
出があった場合には、この限りでない。なお、
当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当
該居住者等に対し、平成29年10月15日までに、
非課税適用確認書の交付申請書が提出された
こととなる旨の通知をしなければならない。
③　非課税口座を開設している居住者等が出国
により非課税口座を廃止する場合において、

その者が出国の日の3月前の日における有価
証券等の価額により国外転出をする場合の譲
渡所得等の特例の適用を受けるときは、その
非課税口座内の上場株式等を、出国の日の3
月前の日の価額により譲渡し、かつ、再び取
得したものとして譲渡所得等の非課税措置を
適用する。

（注1）上記①の改正は、平成30年以後の勘定設定期間
に係る非課税適用確認書の交付申請書について適用
する。

（注2）上記③の改正については、未成年者口座内の少額
上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置（ジュニア
NISA）についても同様とする。

⑵　地域再生法施行規則の改正を前提に、エン
ジェル税制（特定新規中小会社が発行した株式
を取得した場合の課税の特例）の適用対象とな
る株式の範囲に、特定地域再生事業を行う株式
会社で次の①に掲げる要件を満たすことにつき
平成28年4月1日から平成30年3月31日までの
間に認定地方公共団体の確認を受けたものが
当該確認を受けた日から3年以内に発行する株
式（居住者等との投資契約の締結日において当
該株式会社が次の①イからヌまで及び②に掲げ
る要件を満たす場合における当該株式に限る。）
を加える。これに伴い、エンジェル税制（特定
中小会社が発行した株式の取得に要した金額の
控除等の特例及び特定中小会社が発行した株式
に係る譲渡損失の繰越控除等の特例）の適用対
象となる株式の範囲から、特定地域再生事業を
行う株式会社が発行する株式を除外する。
①　認定地方公共団体の確認の日において次に
掲げる要件を満たしていること。
イ　次に掲げる事業を専ら行う株式会社であ
ること（イに掲げる事業を専ら行う株式会
社を除く。）。
イ　集落生活圏の住民の共同の福祉又は利
便のために必要な施設の整備又は運営に
関する事業
ロ　集落生活圏における就業の機会の創出
に資する施設の整備又は運営に関する事
業

ロ　常時雇用する従業員の数が2人以上であ
ること。
ハ　前事業年度の売上高に占める営業利益の
割合が2％を超えていないこと（設立事業
年度を経過していない会社を除く。）。
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ニ　設立の日後10年未満であること。
ホ　中小企業者であること。
ヘ　特定の株主グループの有する株式の総数
が発行済株式の総数の6分の5を超える会
社でないこと。
ト　金融商品取引所に上場されている株式等
の発行者である会社でないこと。
チ　発行済株式の総数の2分の1を超える数
の株式が一の大規模法人及び当該大規模法
人と特殊の関係のある法人の所有に属して
いる会社又は発行済株式の総数の3分の2
以上が大規模法人及び当該大規模法人と特
殊の関係のある法人の所有に属している会
社でないこと。
リ　払込みにより当該会社の株式の取得をす
る者と投資契約（当該投資契約に係る払込
金を、事業実施計画に記載された事業の用
に供する旨の記載があるものに限る。）を
締結する会社であること。
ヌ　その会社の営む事業が公序良俗に反して
おらず、かつ、風俗営業に該当しないこと。

②　投資契約の締結日において次に掲げる要件
を満たしていること。
イ　設立の日後10年未満であること。
ロ　常時雇用する従業員の数が認定地方公共
団体の確認を受けた日における数以上であ
ること。
ハ　当該確認を受けた日の属する事業年度の
翌事業年度以後に出資を受ける場合には、
常時雇用する従業員の数が前事業年度末の
数よりも2人（商業又はサービス業に属す
る事業を主たる事業として営む会社にあっ
ては1人）以上増加していること。

⑶　総合特別区域法施行規則の改正を前提に、特
定新規中小会社が発行した株式を取得した場合
の課税の特例について、適用対象となる総合特
別区域法の指定会社を、地域活性化総合特別区
域のうち、市街化区域の区域又は区域区分に関
する都市計画が定められていない都市計画区域
（用途地域が定められている区域に限る。）内に
おいてのみ特定地域活性化事業を行う株式会社
とした上、同法の指定会社に係る同法の指定期
限を2年延長する。
注　上記の改正は、平成28年4月1日以後に総合特別区
域法の指定を受ける指定会社について適用する。

⑷　上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰

越控除の対象となる上場株式等の譲渡の範囲
に、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例又
は贈与等により非居住者に資産が移転した場合
の譲渡所得等の特例の適用により行ったものと
みなされた譲渡を加える。
⑸　個人が次に掲げる告知又は告知書の提出（以
下「告知等」という。）をする場合において、そ
の告知等を受ける者が、その告知等をする者の
個人番号その他の事項を記載した帳簿を備えて
いるときは、当該告知等をする者は、当該告知
等を受ける者に対して、当該告知等をする者の
個人番号の告知又は告知書へのその者の個人番
号の記載を要しないものとする。
①　利子・配当等の受領者の告知
②　無記名公社債の利子等に係る告知書の提出
③　譲渡性預金の譲渡等に関する告知書の提出
④　株式等の譲渡の対価の受領者の告知
⑤　交付金銭等の受領者の告知
⑥　償還金等の受領者の告知
⑦　信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
⑧　先物取引の差金等決済をする者の告知
⑨　金地金等の譲渡の対価の受領者の告知
⑩　特定口座開設届出書の提出をする者の告知
⑪　非課税適用確認書の交付申請書の提出をす
る者の告知
⑫　非課税口座開設届出書の提出をする者の告知
⑬　未成年者非課税適用確認書の交付申請書の
提出をする者の告知
⑭　未成年者口座開設届出書の提出をする者の
告知
⑮　国外送金等をする者の告知書の提出
⑯　国外証券移管等をする者の告知書の提出

〔廃止・縮減〕
⑴　無記名の公社債、無記名の株式又は無記名の
投資信託等の受益証券について、その元本の所
有者以外の者が利子・配当等の支払を受ける場
合には、その元本の所有者が利子・配当等の支
払を受けるものとみなす措置を廃止する。
⑵　特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使
による株式の取得に係る経済的利益の非課税等
（ストックオプション税制）のうち特定多国籍企
業による研究開発事業等の促進に関する特別措
置法に係る措置について、適用期限の到来をもっ
て廃止する。
⑶　先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先
物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除につ
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いて、適用対象となる先物取引の範囲から次に
掲げる取引を除外する。
①　商品先物取引業者以外の者を相手方として
行う店頭商品デリバティブ取引
②　金融商品取引業者等（金融商品取引業者の
うち第一種金融商品取引業を行う者又は登録
金融機関をいう。）以外の者を相手方として
行う店頭デリバティブ取引
注　上記の改正は、平成28年10月1日以後に開始す
る先物取引について適用する。

３　復興支援のための税制上の措置＝略
４　租税特別措置等
（国税）
〔新設〕
⑴　セルフメディケーション（自主服薬）推進のた
めのスイッチOTC薬控除（医療費控除の特例）
の創設

　　適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代
替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病
の予防への取組として一定の取組を行う個人が、
平成29年1月1日から平成33年12月31日まで
の間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者
その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品
の購入の対価を支払った場合において、その年
中に支払ったその対価の額（保険金、損害賠償
金その他これらに類するものにより補塡される
部分の金額を除く。）の合計額が1万2千円を超
えるときは、その超える部分の金額（その金額
が8万8千円を超える場合には、8万8千円）に
ついて、その年分の総所得金額等から控除する。
（注1）上記の「一定の取組」とは、次の検診等又は予防
接種（医師の関与があるものに限る。）をいう。
①　特定健康診査
②　予防接種
③　定期健康診断
④　健康診査
⑤　がん検診

（注2）上記の「一定のスイッチOTC医薬品」とは、要指
導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用
された医薬品（類似の医療用医薬品が医療保険給付の
対象外のものを除く。）をいう。

（注3）本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控
除の適用を受けることができない。

〔延長・拡充等〕
⑴　公益法人等に寄附をした場合の所得税額の特
別控除制度について、次の措置を講ずる。

①　適用対象となる公益法人等の年平均の判定
基準寄附者数により判定する要件（いわゆる
「パブリック・サポート・テストの絶対値要件」）
について、公益法人等の各事業年度の公益目
的事業費用等の額の合計額が1億円に満たな
い場合には、年平均の判定基準寄附者数が
100人以上であることとする要件（現行要件）
を、その公益目的事業費用等の額の合計額を
1億で除した数に100を乗じた数（最低10人）
以上であることとするとともに、その判定基
準寄附者に係る寄附金の額の年平均の金額が
30万円以上であることとする要件を加える。
（注1）上記の「公益法人等」とは、公益社団法人及び
公益財団法人、学校法人及び準学校法人、社会福
祉法人並びに更生保護法人をいう。

（注2）上記の「公益目的事業費用等」とは、公益社団
法人及び公益財団法人にあっては公益目的事業費
用、学校法人及び準学校法人にあっては私立学校
等の経営に関する事業の費用、社会福祉法人にあっ
ては社会福祉事業費用、更生保護法人にあっては
更生保護事業費用をいう。

②　特例の対象となる寄附金の範囲に、国立大
学法人、公立大学法人、独立行政法人国立高
等専門学校機構又は独立行政法人日本学生支
援機構のうちいわゆる「パブリック・サポート・
テスト要件」及び情報公開に関する要件を満
たすものに対する寄附金であって、その寄附
金が学生等に対する修学の支援のための事業
（以下「修学支援事業」という。）に充てられる
ことが確実なものとして次に掲げる要件を満
たすことを所管庁が確認したものを加える。
イ　各法人が当該寄附金を修学支援事業のた
めの独立した基金（以下「修学支援事業基
金」という。）を設けて管理し、他の財源と
区分して経理していること。
ロ　修学支援事業基金からの使途が各法人の
行う次に掲げる事業（経済的理由により修
学が困難な学生等を対象とするものに限
る。）に限定されていること。
イ　授業料、入学料又は寄宿料の全部又は
一部の免除その他学生等の経済的負担の
軽減を図る事業
ロ　学資を貸与又は支給する事業
ハ　法人が教育研究上の必要があると認め
た学生等による海外への留学に係る費用
を負担する事業
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ニ　各法人の規則で定めるところにより、
当該法人が学生の資質を向上させること
を主たる目的として、学生を教育研究に
係る業務に雇用するための費用を負担す
る事業

ハ　各法人は事業年度終了後3月以内に修学
支援事業基金への受入額、修学支援事業基
金からの支出額等の明細書を監査を経た上
で所管庁に提出すること。

注　上記の改正は、平成28年分以後の所得税について
適用する。

⑵　国等に対して重要有形民俗文化財を譲渡した
場合の譲渡所得の課税の特例の適用期限を2年
延長する。
⑶　給付金の非課税について、次の措置を講ずる。
①　「簡素な給付措置（臨時福祉給付金）」とし
て給付される給付金について、引き続き所得
税を課さない。
②　低所得の高齢者等を対象に給付される「年
金生活者等支援臨時福祉給付金」について、
所得税を課さない。

〔縮減等〕
⑴　債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の
課税の特例について、適用対象となる内国法人
の範囲を、その内国法人が金融機関から受けた
事業資金の貸付けに係る債務の弁済につき中小
企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨
時措置に関する法律の施行の日（平成21年12
月4日）から平成28年3月31日までの間に条件
の変更が行われたものとした上、適用期限を3
年延長する。

（地方税）＝略
５　その他
（国税）
⑴　非課税所得について、次の措置を講ずる。
①　義務教育学校の児童又は生徒が、その学校
の長の指導を受けて預入等をした預貯金等の
利子等について、小学校及び中学校の児童又
は生徒と同様に、所得税を課さない。
②　通勤手当の非課税限度額を月額15万円（現
行：10万円）に引き上げる。
③　学資に充てるため給付される金品のうち非
課税所得とならない給与その他対価の性質を
有するものから、給与所得を有する者がその
使用者から通常の給与に加算して受けるもの
であって、次に掲げるもの以外のものを除外

する。
イ　法人である使用者からその法人の役員に
対して給付されるもの
ロ　法人である使用者からその法人の使用人
（役員を含む。）の配偶者その他のその使用
人の特殊関係者に対して給付されるもの
ハ　個人事業主からその個人事業主の営む事
業に従事する親族（生計を一にする者を除
く。）に対して給付されるもの
ニ　個人事業主からその個人事業主の使用人
の配偶者その他のその使用人の特殊関係者
に対して給付されるもの

（注1）上記②の改正は、平成28年1月1日以後に受け
るべき通勤手当について適用する。

（注2）上記③の改正は、平成28年4月1日以後に給付
される金品について適用する。

⑵　生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金
控除の適用を受ける際に確定申告書等に添付等
をすることとされている控除証明書又は領収書
の範囲に、保険会社等又は寄附金の受領者から
電磁的方法により交付を受けた当該控除証明書
又は領収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30年分以後の所得税について
適用する。

⑶＝略
⑷　確定給付企業年金法等の改正を前提に、企業
年金等の掛金等の必要経費算入の対象に次の掛
金等を加えるとともに、その掛金等に係る従業
員の給与所得の金額の計算上、その掛金等を収
入金額に算入しないこととするほか、確定給付
企業年金法に基づく給付等について、現行の税
制上の措置を適用する。
①　事業主が将来の財政悪化を想定して計画的
に拠出する掛金
②　事業主が拠出する掛金で給付増減調整によ
り運用リスクを事業主と加入者とで分担する
企業年金に係るもの
③　複数事業主制度における厚生労働大臣の承
認等を受けて実施事業所を減少させる特例に
よりその減少の対象となる事業主が一括拠出
する掛金

⑸　給与所得者の特定支出控除の特例の対象とな
る特定支出の範囲から、雇用保険法の教育訓練
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給付金及び母子及び父子並びに寡婦福祉法の自
立支援教育訓練給付金が支給される部分の支出
を除外する。
⑹　国外転出をする場合の譲渡所得等の特例（以
下「国外転出時課税制度」という。）及び贈与等
により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所
得等の特例（以下「贈与等時課税制度」という。）
について、次の措置を講ずる。
①　相続の開始の日の属する年分の所得税につ
いて贈与等時課税制度の適用を受けた居住者
につき次に掲げる事由が生じたことにより、
非居住者に移転した有価証券等又は未決済信
用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に
係る契約（以下「対象資産」という。）が当初申
告と異なることとなった場合には、その居住
者の相続人は、その事由が生じた日から4月
以内に、その相続の開始の日の属する年分の
所得税について、税額が増加する場合等には
修正申告書を提出しなければならないことと
し、税額が減少する場合等には更正の請求が
できることとする。
イ　未分割財産について民法の規定による相
続分の割合に従って対象資産の移転があっ
たものとして贈与等時課税制度の適用が
あった後に、遺産分割が行われたこと。
ロ　強制認知の判決の確定等により相続人に
異動が生じたこと。
ハ　遺留分による減殺の請求に基づき返還す
べき、又は弁償すべき額が確定したこと。
ニ　遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈
の放棄があったこと。
ホ　相続等により取得した財産についての権
利の帰属に関する訴えについての判決が
あったこと。
ヘ　条件付きの遺贈について、条件が成就し
たこと。

②　対象となる有価証券等の範囲から、新株予
約権その他これに類する権利で株式を無償又
は有利な価額により取得することができるも
ののうち、その行使による所得の全部又は一
部が国内源泉所得となるものを除外する。
③　国外転出時課税制度又は贈与等時課税制度
の適用がある場合の納税猶予に係る期限の満
了に伴う納期限を、国外転出の日又は贈与の
日若しくは相続の開始の日（以下「国外転出
等の日」という。）から5年4月を経過する日（現

行：5年を経過する日）とする。
④　国外転出等の日の属する年分の所得税につ
き国外転出時課税制度又は贈与等時課税制度
の適用を受けていない場合には、その国外転
出の時に保有等をしている対象資産又は贈与
若しくは相続により移転した対象資産につい
て、取得価額をその国外転出の時又は贈与若
しくは相続の時における価額をもって取得し
たものとみなす措置等を適用しない。
⑤　国外転出時課税制度の適用を受けた者で納
税猶予の適用を受けている者が、国外転出の
後に有価証券等の譲渡等をした場合において、
その譲渡等をした有価証券等がその国外転出
の時において有していたものであるかどうか
の判定は、次に定めるところによる。
イ　「納税猶予の適用を受けている有価証券
等」と「納税猶予の適用を受けていない有
価証券等」に区分し、「納税猶予の適用を
受けていない有価証券等」から先に譲渡し
たものとする。この場合の「納税猶予の適
用を受けている有価証券等」には、贈与等
により取得した有価証券等でその贈与者等
が納税猶予の適用を受けているものを含む
ものとする。

ロ　「納税猶予の適用を受けている有価証券
等」を譲渡したものとされる場合には、先に
取得したものから先に譲渡したものとする。

⑥　その他所要の措置を講ずる。
（注1）上記①の改正は、平成28年1月1日以後に上記①
イからヘまでの事由が生じた場合について適用する。

（注2）上記②の改正は、平成28年分以後の所得税につ
いて適用する。

（注3）上記③の改正は、平成28年1月1日以後に納税猶
予に係る期限の満了日が到来する場合について適用
する。

（注4）上記④の改正は、平成28年1月1日以後に帰国等
をした場合について適用する。

（注5）上記⑤の改正は、平成28年1月1日以後の譲渡等
について適用する。

⑺　給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者
に対して次に掲げる申告書の提出をする場合に
おいて、その支払者が、当該提出をする者の個
人番号及び当該申告書に記載すべき控除対象配
偶者又は扶養親族等の個人番号その他の事項を
記載した帳簿を備えているときは、当該提出を
する者は、当該申告書に、その帳簿に記載され
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た個人番号の記載を要しないものとする。
①　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書
②　従たる給与についての扶養控除等（異動）
申告書
③　退職所得の受給に関する申告書
④　公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
注　上記の改正は、平成29年分以後の所得税について
適用する。

⑻　外国親法人等から付与された株式等を取得す
る権利の行使等に関する調書の対象となる経済
的利益の供与等を受けた者の範囲に、次に掲げ
る者を加える。
①　外国法人の子会社である内国法人等の役員
又は使用人であった居住者
②　外国法人の子会社である内国法人等の役員
又は使用人である非居住者（当該内国法人等
の役員又は使用人であった者を含む。）で国内
源泉所得となる経済的な利益の供与等を受け
た者

⑼〜⒂＝略
⒃　雇用保険法の失業等給付等について、雇用保
険法等の改正を前提に、引き続き次の措置を講
ずる。
①　所得税を課さない。
②　国税の滞納処分による差押えを禁止する。

（地方税）
〈個人住民税〉＝略
〈国民健康保険税〉
⒅　国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限
度額について、次のとおりとする。
①　基礎課税額に係る課税限度額を54万円（現
行：52万円）に引き上げる。
②　後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度
額を19万円（現行：17万円）に引き上げる。

⒆　国民健康保険税の減額の対象となる所得の基
準について、次のとおりとする。
①　5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得
の算定において被保険者の数に乗ずべき金額
を26.5万円（現行：26万円）に引き上げる。
②　2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得
の算定において被保険者の数に乗ずべき金額
を48万円（現行：47万円）に引き上げる。

二　資産課税
１　復興支援のための税制上の措置＝略
２　農地保有に係る課税の強化・軽減＝略

３　租税特別措置等
（国税）
〔新設〕＝略
〔延長・拡充等〕
〈相続税・贈与税〉
⑴　農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
について、次の見直しを行う。
①　贈与税の納税猶予を適用している場合の特
定貸付けの特例について、農地中間管理事業
のために貸し付ける場合にあっては、受贈者
の納税猶予の適用期間要件（現行：10年以上
（貸付け時において65歳未満の場合には、20
年以上））は適用しない。
②　贈与税の納税猶予の適用を受けることがで
きる者を認定農業者等に限ることとする。
③　特例適用農地等に区分地上権が設定された
場合においても、農業相続人等がその特例適
用農地等の耕作を継続しているときは、納税
猶予の期限は確定しないこととする。
④　農地法の改正に伴い、農業生産法人制度の
見直しに伴う所要の措置を講ずる。

注　上記①の改正は平成28年4月1日以後の貸付けにつ
いて、上記②の改正は同日以後の贈与について、上
記③の改正は同日以後の区分地上権の設定について、
それぞれ適用する。

⑵　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を
受けた場合の贈与税の非課税措置について、そ
の対象となる不妊治療に要する費用には薬局に
支払われるものが含まれること等を明確化する。

〈登録免許税〉
⑶　特定創業支援事業による支援を受けて行う株
式会社の設立の登記に対する登録免許税の税率
の軽減措置について、次の措置を講じた上、そ
の適用期限を2年延長する。
①　適用対象に次に掲げる会社の設立の登記を
加え、当該登記に対する登録免許税の税率を
それぞれ次のとおり軽減する。
イ　合同会社　1,000分の3.5（最低税額3万円）
（本則：1,000分の7（最低税額6万円））
ロ　合名会社又は合資会社　1件につき3万
円（本則：1件につき6万円）

②　事業を開始した日以後5年を経過していな
い個人が特定創業支援事業による支援を受け
た場合における会社の設立の登記を適用対象
に加える。

⑷〜⑹＝略
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⑺　特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等
に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期
限を2年延長する。
⑻　認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対す
る登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2
年延長する。
⑼　特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権
の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措
置の適用期限を2年延長する。
⑽〜⒂＝略
〔廃止〕〜＝略
（地方税）
〔新設〕
〈固定資産税・都市計画税〉
⑴＝略
⑵　中小企業の生産性向上に関する法律（仮称）
の制定を前提に、中小企業者等が、同法の施行
の日から平成31年3月31日までの間において、
同法に規定する認定生産性向上計画（仮称）に
記載された生産性向上設備（仮称）のうち一定
の機械及び装置の取得をした場合には、当該機
械及び装置に係る固定資産税について、課税標
準を最初の3年間価格の2分の1とする措置を
講ずる。
（注1）上記の「中小企業者等」とは、次の法人又は個人
をいう。
①　資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
②　資本若しくは出資を有しない法人の場合、常時
使用する従業員の数が1,000人以下の法人

③　常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
（注2）上記の「一定の機械及び装置」とは、次の①から
③までのいずれにも該当するものとする。
①　販売開始から10年以内のもの
②　旧モデル比で生産性（単位時間当たりの生産量、
精度、エネルギー効率等）が年平均1％以上向上す
るもの

③　1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
⑶〜⑸＝略
〔延長・拡充等〕
〈固定資産税・都市計画税〉
⑴〜⑷＝略
⑸　耐震改修等を行った住宅に係る固定資産税の
減額措置について、次のとおり見直しを行う。
①　耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の
減額措置の適用期限を2年3月延長する。
②　バリアフリー改修を行った住宅に係る固定

資産税の減額措置について、次のとおり見直
しを行った上、その適用期限を2年延長する。
イ　対象となる住宅について、平成19年1月
1日に存していた住宅から新築された日か
ら10年以上を経過した住宅とする。
ロ　床面積要件（改修後の住宅の床面積が50
㎡以上）を追加する。
ハ　工事費要件について、50万円超（地方公
共団体からの補助金等をもって充てる部分
を除く。）から50万円超（国又は地方公共団
体からの補助金等をもって充てる部分を除
く。）とする。

③　省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税
の減額措置について、次のとおり見直しを行っ
た上、その適用期限を2年延長する。
イ　床面積要件（改修後の住宅の床面積が50
㎡以上）を追加する。
ロ　工事費要件について、50万円超から50
万円超（国又は地方公共団体からの補助金
等をもって充てる部分を除く。）とする。

⑹〜㉖＝略
〔廃止・縮減等〕＝略
４　その他
（国税）
⑴　贈与税の配偶者控除について、その適用を受
けるための申告書に添付すべき登記事項証明書
を、居住用不動産を取得したことを証する書類
に変更する。
注　上記の改正は、平成28年1月1日以後に贈与により
取得する財産に係る贈与税について適用する。

⑵　株式を発行した法人等を委託者とする金銭の
信託契約であって、その信託契約に係る信託の
受託者が、当該株式の取得をするとともに、当
該委託者の従業員等に勤続年数その他の事由を
勘案して定められた基準に応じて当該株式の交
付を行うことを定める規則に従い当該株式の交
付を行うこととされている信託等（いわゆる「日
本版ESOP信託」）については、信託に関する受
益者別（委託者別）調書の提出を不要とする。
⑶〜⑻＝略
（地方税）＝略

三　法人課税
１　成長志向の法人税改革
（国税）
⑴　法人税の税率（現行：23.9％）について、次の
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とおり、段階的に引き下げる。
①　平成28年4月1日以後に開始する事業年度
について、23.4％とする。
②　平成30年4月1日以後に開始する事業年度
について、23.2％とする。

⑵　租税特別措置の見直し
①　生産性向上設備等を取得した場合の特別償
却又は税額控除制度（生産性向上設備投資促
進税制）は、適用期限をもって廃止すること
とし、関係規定を削除する（所得税について
も同様とする。）。
（注1）普通償却限度額との合計でその取得価額まで
の特別償却ができる措置（即時償却）及び税額控除
率の上乗せ措置は、平成28年3月31日とされてい
る適用期限を延長しない。

（注2）上記の関係規定の削除は、平成29年4月1日か
ら施行する。

②　他の特例措置について、所要の見直しを行
う。（後掲）

⑶　減価償却制度について、次の見直しを行う。
　　平成28年4月1日以後に取得をする建物附属
設備及び構築物並びに鉱業用の建物の償却の方
法について、定率法を廃止し、これらの資産の
償却の方法を次のとおりとする（所得税につい
ても同様とする。）。

資産の区分 償却方法
建物附属設備及び構築物（鉱業用
のこれらの資産を除く。）

定額法

鉱業用減価償却資産（建物、建物
附属設備及び構築物に限る。）

定額法又は生産高比例
法

注　リース期間定額法、取替法等は存置する。
⑷　欠損金の繰越控除制度等について、次の見直
しを行う。
①　平成27年度税制改正において講じた青色
申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控
除制度、青色申告書を提出しなかった事業年
度の災害による損失金の繰越控除制度及び連
結欠損金の繰越控除制度における控除限度額
の段階的な引下げ措置について、次のとおり
とする。
平成27年度税制改正後 改正案

事業年度開始日 控除限度割合 事業年度開始日 控除限度割合

平成27年４月〜
平成29年３月 100分の65

平成27年４月〜
 平成28年３月 100分の65

平成28年４月〜
 平成29年３月 100分の60

平成29年４月〜 100分の50
平成29年４月〜
 平成30年３月 100分の55

平成30年４月〜 100分の50

②　平成27年度税制改正において講じた次の
措置（平成29年4月1日施行）について、平成
30年4月1日から施行し、同日以後に開始す
る事業年度において生ずる欠損金額について
適用することとする。
イ　青色申告書を提出した事業年度の欠損金
の繰越期間、青色申告書を提出しなかった
事業年度の災害による損失金の繰越期間及
び連結欠損金の繰越期間を10年（現行：9年）
に延長する措置

ロ　青色申告書を提出した事業年度の欠損金
の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかっ
た事業年度の災害による損失金の繰越控除
制度及び連結欠損金の繰越控除制度の適用
に係る帳簿書類の保存要件における保存期
間を10年（現行：9年）に延長する措置
ハ　法人税の欠損金額に係る更正の期間制限
を10年（現行：9年）に延長する措置
ニ　法人税の欠損金額に係る更正の請求期間
を10年（現行：9年）に延長する措置

（地方税）
⑴　法人事業税の税率引下げと外形標準課税の拡大
①　法人事業税の税率の改正
　　資本金の額又は出資金の額（以下「資本金」
という。）1億円超の普通法人の法人事業税の
標準税率を次のとおりとし、平成28年4月1
日以後に開始する事業年度から適用する。

現行 改正案
平成27年度 平成28年度〜

付加価値割 0.72％ 1.2％
資　本　割 0.3％ 0.5％

所
得
割

年400万円以下の所得 3.1％
（1.6％）

1.9％
（0.3％）

年400万円超
� 800万円以下の所得

4.6％
（2.3％）

2.7％
（0.5％）

年800万円超の所得 6.0％
（3.1％）

3.6％
（0.7％）

（注1）所得割の税率下段のカッコ内の率は、地方法人
特別税等に関する暫定措置法適用後の税率であり、
当該税率の制限税率を標準税率の2倍（現行：1.2倍）
に引き上げる。

（注2）3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて
事業を行う法人の所得割に係る税率については、
軽減税率の適用はない。

②　地方法人特別税の税率の改正
　　資本金1億円超の普通法人の地方法人特別
税の税率を次のとおりとし、平成28年4月1
日以後に開始する事業年度から適用する。
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現行 改正案
平成 27年度 平成 28 年度

付加価値割額、資本割額及び
所得割額の合算額によって法
人事業税を課税される法人の
所得割額に対する税率

93.5％ 414.2％

③　法人事業税の税率の改正に伴う負担変動の
軽減措置
　　資本金1億円超の普通法人のうち平成28年
4月1日から平成29年3月31日までの間に開
始する事業年度に係る付加価値額が40億円
未満の法人について、当該事業年度に係る付
加価値割額、資本割額及び所得割額の合算
額（以下「事業税額」という。）が平成28年3月
31日現在の付加価値割、資本割及び所得割
の税率を当該事業年度のそれぞれの課税標準
に乗じて計算した額を超える場合にあっては、
付加価値額が30億円以下の法人については
その超える額に4分の3の割合を乗じた額を、
付加価値額が30億円超40億円未満の法人に
ついてはその超える額に付加価値額に応じて
4分の3から0の間の割合を乗じた額を、そ
れぞれ当該事業年度に係る事業税額から控除
する措置を講ずる。

　　資本金1億円超の普通法人のうち平成29年
4月1日から平成30年3月31日までの間に開
始する事業年度に係る付加価値額が40億円
未満の法人について、当該事業年度に係る事
業税額が平成28年3月31日現在の付加価値
割及び資本割の税率を当該事業年度のそれぞ
れの課税標準に乗じて計算した額と同日現在
の所得割の税率に同日現在の地方法人特別税
相当分の率を加えた率を当該事業年度の所得
割の課税標準に乗じて計算した額との合計額
を超える場合にあっては、付加価値額が30億
円以下の法人についてはその超える額に2分
の1の割合を乗じた額を、付加価値額が30億
円超40億円未満の法人についてはその超え
る額に付加価値額に応じて2分の1から0の
間の割合を乗じた額を、それぞれ当該事業年
度に係る事業税額から控除する措置を講ずる。

　　資本金1億円超の普通法人のうち平成30年
4月1日から平成31年3月31日までの間に開
始する事業年度に係る付加価値額が40億円
未満の法人について、当該事業年度に係る事
業税額が平成28年3月31日現在の付加価値
割及び資本割の税率を当該事業年度のそれぞ

れの課税標準に乗じて計算した額と同日現在
の所得割の税率に同日現在の地方法人特別税
相当分の率を加えた率を当該事業年度の所得
割の課税標準に乗じて計算した額との合計額
を超える場合にあっては、付加価値額が30億
円以下の法人についてはその超える額に4分
の1の割合を乗じた額を、付加価値額が30億
円超40億円未満の法人についてはその超え
る額に付加価値額に応じて4分の1から0の
間の割合を乗じた額を、それぞれ当該事業年
度に係る事業税額から控除する措置を講ずる。
④　その他＝略
⑵　租税特別措置の見直し
①　生産性向上設備等を取得した場合の特別償
却又は税額控除制度（生産性向上設備投資促
進税制）は、適用期限をもって廃止すること
とし、関係規定を削除する。
（注1）普通償却限度額との合計でその取得価額まで
の特別償却ができる措置（即時償却）及び税額控除
率の上乗せ措置は、平成28年3月31日とされてい
る適用期限を延長しない。

（注2）上記の関係規定の削除は、平成29年4月1日か
ら施行する。

②　他の特例措置について、所要の見直しを行
う。（後掲）

⑶　法人住民税及び法人事業税について、欠損金
の繰越控除制度等に関する国税における諸制度
の取扱いを踏まえ、所要の措置を講ずる。
２　地方法人課税の偏在是正
⑴　法人住民税法人税割の税率の改正
　　法人住民税法人税割の税率を次のとおりとし、
平成29年4月1日以後に開始する事業年度から
適用する。

現行 改正案
[ 標準税率 ] [ 制限税率 ] [ 標準税率 ] [ 制限税率 ]

道府県民税
法人税割 3.2% 4.2% 1.0% 2.0%

市町村民税
法人税割 9.7% 12.1% 6.0% 8.4%

⑵　地方法人税の税率の改正
　　地方法人税の税率を10.3％（現行：4.4％）に
引き上げ、平成29年4月1日以後に開始する事
業年度から適用する。
⑶　地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の廃止
①　平成29年4月1日以後に開始する事業年度
から地方法人特別税は廃止し、法人事業税に
復元する。
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②　地方法人特別譲与税は、平成30年8月譲与
分をもって廃止する。

⑷　法人事業税交付金の創設
　　平成29年度から、法人事業税の一部を都道
府県から市町村に交付する制度を創設する。
①　道府県は、納付された法人事業税の額の
100分の5.4に相当する額を市町村に対して
交付する。
②　都は、納付された法人事業税の額の100分
の5.4に相当する額を市町村に対して交付し、
特別区相当分については、特別区財政調整交
付金の財源とする。
③　上記①及び②の市町村に対する交付につい
ては、従業者数を基準として行う。

（注1）平成29年度の①及び②の交付率については、所
要の経過措置を講ずる。

（注2）平成29年度から平成31年度までの間の③の交付
基準については、所要の経過措置を講ずる。

⑸　その他
　　その他所要の措置を講ずる。
３　その他の地方創生の推進・特区に係る税制上
の支援措置

（国税）
〔新設・拡充〕
⑴　地方拠点強化税制の拡充
　　雇用者の数が増加した場合の税額控除制度
（雇用促進税制）のうち地方活力向上地域特定
業務施設整備計画に係る措置について、雇用者
給与等支給額が増加した場合の税額控除制度と
重複して適用できることとする（所得税につい
ても同様とする。）。なお、重複して適用する場
合には、雇用者給与等支給額が増加した場合の
税額控除制度の適用の基礎となる雇用者給与等
支給増加額から、雇用促進税制の適用の基礎と
なった増加雇用者に対する給与等支給額として
一定の方法により計算した金額を控除する。
⑵　地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の
創設
　　地域再生法の改正を前提に、青色申告書を提
出する法人が、地域再生法の改正法の施行の日
から平成32年3月31日までの間に、地域再生
法の認定地域再生計画に記載された同法の地方
創生推進寄附活用事業（仮称）に関連する寄附
金を支出した場合には、その支出した寄附金の
額の合計額の20％からその寄附金の支出につ
いて法人住民税の額から控除される金額を控除

した金額とその支出した寄附金の額の合計額の
10％とのうちいずれか少ない金額の税額控除
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5％を上限とする。
⑶　国家戦略特別区域における指定法人の所得の
特別控除制度の創設
　　国家戦略特別区域法の改正により法人の指定
制度が創設されることを前提に、青色申告書を
提出する内国法人で、国家戦略特別区域の指定
の日以後に設立され、同区域内に本店又は主た
る事務所を有し、専ら特定事業（注1）を営むも
のであって、国家戦略特別区域法の改正法の施
行の日から平成30年3月31日までの間に国家
戦略特別区域担当大臣の指定を受けた法人（同
区域外の事業所において一定の業務（注2）以外
の業務を行わないものであること、その事業所
に勤務する従業員の数の合計がその法人の常時
使用する従業員の数の20％以下であること等
の要件を満たすものに限る。）については、そ
の設立の日から5年間、所得の金額の20％の所
得控除ができることとする。
（注1）本措置の対象となる特定事業は、国家戦略特別区
域法の規制の特例措置が重要な役割を果たす事業で、
医療、国際及び農業分野の事業並びに「インターネッ
トその他の情報通信技術を活用し、物品による情報の
収集、蓄積、解析又は発信及び当該情報を活用した物
品の自律的な作動を可能とするために必要な技術の研
究開発又はその成果を活用した一定の事業」とする。

（注2）一定の業務とは、調査、広告宣伝等の業務（補助
的なものに限る。）とする。

　　なお、この措置の適用を受ける事業年度においては、
国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の
特別償却等又は法人税額の特別控除制度及び国際戦
略総合特別区域において機械等を取得した場合の特
別償却又は法人税額の特別控除制度は、適用しない
こととする。

（地方税）＝略
４　復興支援のための税制上の措置＝略
５　円滑・適正な納税のための環境整備
（国税）
⑴　現物出資について、次の見直しを行う。
①　外国法人に対する現物出資のうちその移転
する国内資産の全てを恒久的施設に直接帰属
させるものについて、適格現物出資の対象に
加える。ただし、国内不動産その他の恒久的
施設から国外本店等への内部取引が帳簿価額
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で行われたものとなる国内資産が含まれる場
合には、現物出資後これらの国内資産につい
て内部取引を行わないことが見込まれている
場合に限る。
②　次の現物出資について、適格現物出資の対
象から除外する。
イ　内国法人が行う外国法人に対する現物出
資のうち、その現物出資の日以前1年以内
にその内国法人の本店等からの内部取引
により国外事業所資産となった資産（現金、
預貯金、棚卸資産及び有価証券を除く。）
をその外国法人の恒久的施設以外の事業所
に直接帰属させるもの
ロ　外国法人が行う現物出資のうちその移転
する国外事業所資産を他の外国法人の恒久
的施設に直接帰属させるもの

⑵　投資法人に係る課税の特例及び特定投資信託
に係る受託法人の課税の特例について、特定の
資産の割合が総資産の50％を超えていること
とする要件における特定の資産のうち匿名組合
契約等に係る権利を、主として有価証券、不動
産等に対する投資として運用することを約する
ものに限ることとする。
６　その他の租税特別措置等
（国税）
〔拡充等〕＝略
〔延長〕
⑴　交際費等の損金不算入制度について、その適
用期限を2年延長するとともに、接待飲食費に
係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算
入の特例の適用期限を2年延長する。
⑵　中小企業者等以外の法人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を2年延
長する。

〔廃止・縮減等〕
⑴〜⑶＝略
⑷　雇用者の数が増加した場合の税額控除制度
（雇用促進税制）について、次の見直しを行う。
①　地方活力向上地域特定業務施設整備計画に
係る措置以外の措置について、適用の基礎と
なる増加雇用者数を地域雇用開発促進法の同
意雇用開発促進地域内にある事業所における
無期雇用かつフルタイムの雇用者の増加数（新
規雇用に限るものとし、その事業所の増加雇
用者数及び法人全体の増加雇用者数を上限と
する。）とした上、その適用期限を2年延長す

る（所得税についても同様とする。）。
注　上記の改正に伴い、雇用者給与等支給額が増加
した場合の税額控除制度の適用の基礎となる雇用
者給与等支給増加額から本措置の適用の基礎と
なった増加雇用者に対する給与等支給額として一
定の方法により計算した金額を控除した上、雇用
者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度と
本措置とを重複して適用できることとする。

②　合併、分割等があった場合の増加雇用者数
の調整計算について所要の措置を講ずる。

⑸〜⒃＝略
⒄　中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額
の損金算入の特例について、対象となる法人か
ら常時使用する従業員の数が1,000人を超える
法人を除外した上、その適用期限を2年延長す
る（所得税についても同様とする。）。
⒅　中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産
に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特
例について、次の見直しを行った上、その適用
期限を3年延長する。
①　対象となる中小企業者の範囲を、金融機関
から受けた事業資金の貸付けに係る債務の弁
済について中小企業者等に対する金融の円滑
化を図るための臨時措置に関する法律の施行
の日（平成21年12月4日）から平成28年3月
31日までの間に条件の変更を受けたものに
限定する。
②　確定申告書に添付すべき書類について、再
建計画に係る計画書の記載事項から再生債権
の取得対価の額を除外するとともに、第三者
による確認書類の記載事項に再生債権の取得
対価の額が適正であることを確認した旨を加
える。

⒆＝略
（地方税）＝略
７　その他
（国税）
⑴　組織再編税制について、次の見直しを行う。
①　株式交換又は株式移転（以下「株式交換等」
という。）に係る税制について、次の見直し
を行う。
イ　共同事業を行うための株式交換等に係る
適格要件のうち役員継続要件について、株
式交換等前の特定役員の全てがその株式交
換等に伴って退任をする株式交換等でない
こととする。
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ロ　適格株式交換等により親法人が取得する
子法人株式の取得価額について、株主が
50人以上である子法人の場合には、その
子法人の直前の申告における簿価純資産価
額にその後の資本金等の額等の増減を調整
したものとする。
ハ　その他適格要件について、所要の措置を
講ずる。

②　共同事業を行うための新設合併、新設分割
又は株式移転に係る適格要件のうち株式継続
保有要件の判定について明確化する。

⑵＝略
⑶　法人の支給する役員給与について、役員から
受ける将来の役務の提供の対価として交付する
一定の譲渡制限付株式による給与についての事
前確定の届出を不要とするとともに、利益連
動給与の算定指標の範囲にROE（自己資本利益
率）その他の利益に関連する一定の指標が含ま
れることを明確化する。
⑷　寄附金の損金不算入制度について、特定公益
増進法人である独立行政法人国際観光振興機構
が国際会議等の主催者に代わって寄附金を募集
し、その国際会議等の主催者に交付する制度の
対象となる国際会議等の要件を緩和する（所得
税についても同様とする。）。
⑸＝略
⑹　法人が、個人から受ける将来の役務の提供の
対価として一定の譲渡制限付株式を交付した場
合には、その役務の提供に係る費用の額は、原
則として、その譲渡制限付株式の譲渡制限が解
除された日の属する事業年度の損金の額に算入
する措置を講ずる。
注　上記の改正は、平成28年4月1日以後に交付の決議
がされる譲渡制限付株式について適用する。

⑺＝略
⑻　確定給付企業年金法等の改正を前提に、企業
年金等の掛金等の損金算入の対象に次の確定給
付企業年金の掛金等を加えるとともに、その掛
金等に係る積立金を退職年金等積立金に対する
法人税の課税対象に加える。
①　事業主が将来の財政悪化を想定して計画的
に拠出する掛金
②　事業主が拠出する掛金で給付増減調整によ
り運用リスクを事業主と加入者とで分担する
企業年金に係るもの
③　複数事業主制度における厚生労働大臣の承

認等を受けて実施事業所を減少させる特例に
よりその減少の対象となる事業主が一括拠出
する掛金

⑼〜⑾＝略
（地方税）
⑴　次の①から③に掲げる場合における法人の事
業税の課税標準の算定に係る従業者数について
は、当該事業年度に属する各月の末日現在にお
ける従業者数を合計した数値（当該事業年度中
に月の末日が到来しない場合には、当該事業年
度終了の日現在における数値）によることとする。
①　内国法人が事業年度の中途において国外の
事業を開始又は廃止した場合
②　資本金1億円超の普通法人が事業年度の中
途において非課税事業又は収入金額課税事業
を開始又は廃止した場合
③　非課税事業又は収入金額課税事業を行う資
本金1億円超の普通法人が事業年度の中途に
おいてその他事業を開始又は廃止した場合

　　課税標準の算定期間の中途において国外の事
業を開始又は廃止した場合には、国内に主たる
事務所又は事業所を有する個人で国外の事業を
行うものに係る事業税の課税標準の算定に係る
従業者数については、当該算定期間に属する各
月の末日現在における従業者数を合計した数値
（当該算定期間中に月の末日が到来しない場合
には、当該算定期間の末日現在における数値）
によることとする。
⑵〜⑹＝略

四　消費課税
１　消費税の軽減税率制度
（国税）
⑴　消費税の軽減税率制度
　　消費税の軽減税率制度を、平成29年4月1日
から導入する。あわせて、複数税率制度に対応
した仕入税額控除の方式として、適格請求書等
保存方式（いわゆる「インボイス制度」）を平成33
年4月1日から導入する。それまでの間については、
現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、
区分経理に対応するための措置を講ずる。

⑵　軽減税率対象品目及び税率
　　軽減税率の対象となる課税資産の譲渡等（以
下「軽減対象課税資産の譲渡等」（仮称）という。）
は次のとおりとし、軽減税率は6.24％（地方消
費税と合わせて8％）とする。
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①　飲食料品の譲渡（食品表示法に規定する食
品（酒税法に規定する酒類を除く。）の譲渡を
いい、外食サービスを除く。）
②　定期購読契約が締結された週2回以上発行
される新聞の譲渡

⑶　適格請求書等保存方式が導入されるまでの間
の経過措置
①　適格請求書等保存方式が導入されるまでの
間における仕入税額控除制度については、現
行の請求書等保存方式を維持する。ただし、
課税仕入れが軽減税率対象品目に係るもので
ある場合には、請求書等に記載されるべき事
項として「軽減対象課税資産の譲渡等である
旨」及び「税率の異なるごとに合計した対価の
額」を加える。なお、これらの事項については、
当該請求書等の交付を受けた事業者が事実に
基づき追記することを認める措置を講ずる。
②　売上げ又は仕入れを税率の異なるごとに区
分することが困難な事業者に対して、売上税
額又は仕入税額を簡便に計算することを認め
る措置を講ずる。

⑷　適格請求書等保存方式の導入
①　請求書等保存方式における請求書等の保存
に代えて、「適格請求書発行事業者」（仮称）
から交付を受けた「適格請求書」（仮称）の保
存を、仕入税額控除の要件とする。
注　上記の「適格請求書」とは、適格請求書発行事業
者の登録番号、適用税率、消費税額等の一定の事
項が記載された請求書、納品書等の書類をいい、「適
格請求書発行事業者」とは、免税事業者以外の事
業者であって、納税地を所轄する税務署長に申請
書を提出し、適格請求書を交付することのできる
事業者として登録を受けた事業者をいう。

②　適格請求書発行事業者登録制度を創設す
る。
注　適格請求書発行事業者の登録については、平成
31年4月1日からその申請を受け付けることとする。

③　適格請求書発行事業者には、適格請求書の
交付義務を課す。
④　適格請求書を交付することが困難である一
定の取引については、適格請求書の交付義務
を免除する。また、当該取引に係る課税仕入
れを行った事業者においては、一定の事項が
記載された帳簿のみの保存による仕入税額控
除を認める。

⑤　適格請求書等保存方式の導入後一定期間に

ついては、免税事業者等から行った課税仕入
れに係る消費税相当額に一定の割合を乗じて
算出した額の控除を認める経過措置を講ずる。

⑥　その他適格請求書等保存方式の導入に係る
所要の措置を講ずる。
注　上記の改正は、平成33年4月1日以後に国内に
おいて事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ
並びに保税地域から引き取られる課税貨物につい
て適用する。

⑸　その他所要の措置を講ずる。
注　上記の改正は、⑴及び⑷を除き、平成29年4月1日
以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び
課税仕入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨
物について適用する。

　　（上記⑴から⑸までにつき付記1参照）
⑹　軽減税率制度の導入に当たっては、財政健全
化目標を堅持するとともに、「社会保障と税の
一体改革」の原点に立って安定的な恒久財源を
確保するため、平成28年度税制改正法案にお
いて次に掲げる旨を規定する。
①　平成28年度末までに歳入及び歳出におけ
る法制上の措置等を講ずることにより、安定
的な恒久財源を確保する。
②　財政健全化目標との関係や平成30年度の
「経済・財政再生計画」の中間評価を踏まえ
つつ、消費税制度を含む税制の構造改革や社
会保障制度改革等の歳入及び歳出の在り方に
ついて検討を加え、必要な措置を講ずる。

⑺　軽減税率制度の円滑な導入・運用のため、平
成28年度税制改正法案において次に掲げる旨
を規定する。
①　軽減税率制度の導入に当たり混乱が生じな
いよう万全の準備を進めるため、政府に必要
な体制を整備するとともに、事業者の準備状
況等を検証しつつ、必要に応じて、軽減税率
制度の円滑な導入・運用に資するための必要
な措置を講ずる。
②　軽減税率制度の円滑な運用及び適正な課税
の確保の観点から、中小・小規模事業者の経
営の高度化を促進しつつ、軽減税率制度の導
入後3年以内を目途に、適格請求書等保存方
式（インボイス制度）導入に係る事業者の準
備状況及び事業者取引への影響の可能性、軽
減税率制度導入による簡易課税制度への影
響、経過措置の適用状況などを検証し、必要
と認められるときは、その結果に基づいて法
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制上の措置その他必要な措置を講ずる。
（地方税）
⑴　消費税の軽減税率制度の導入に伴い、地方消
費税について所要の措置を講ずる。
２　車体課税の見直し
（地方税）
⑴　自動車取得税の廃止
　　自動車取得税は、平成29年3月31日をもっ
て廃止する。同日までの自動車の取得に対して
課する自動車取得税については、なお従前の例
によるなど、所要の措置を講ずる。
⑵　自動車税及び軽自動車税における環境性能割
（仮称）の創設
　　自動車税及び軽自動車税にそれぞれ環境性能
割（仮称）を設ける。これに伴い、現行の自動
車税を自動車税排気量割（仮称）とし、現行の
軽自動車税を軽自動車税排気量割（仮称）とす
るなど、所要の措置を講ずる。
　　自動車税及び軽自動車税の環境性能割（以下
「環境性能割」という。）は、次のとおりとする。
①　納税義務者等
　　環境性能割は、自動車の取得が行われた際
に、当該自動車の主たる定置場の所在地にお
いて、当該自動車を取得した者に課する。
注　課税対象となる自動車は、現行の自動車取得税
の対象と同一とする。また、国等に対する非課税、
相続による取得に対する非課税など、所要の非課
税規定等を設ける。

②　課税主体
　　環境性能割は、登録車については自動車税
環境性能割として道府県が課し、軽自動車に
ついては軽自動車税環境性能割として市町村
が課す税とする。
　　ただし、軽自動車税環境性能割は、当分の
間、道府県が賦課徴収等を行うものとする。
（注1）上記の「登録車」とは、普通自動車及び三輪以
上の小型自動車をいう。

（注2）上記の「軽自動車」とは、三輪以上の軽自動車
をいう。

（注3）道府県が賦課徴収する軽自動車税環境性能割
については、市町村が徴収取扱費を負担する。

③　課税標準と免税点
　　環境性能割の課税標準は、自動車の取得価
額とし、免税点は、50万円とする。
④　徴収の方法
　　環境性能割は、申告納付とする（申告書に

証紙を貼って納付する方法を原則とし、現金
による納付も可能とする。）。
⑤　環境性能に応じた税率の適用及び非課税
イ　次に掲げる自動車に係る環境性能割を非
課税とする。
イ　電気自動車
ロ　天然ガス自動車で平成21年排出ガス
規制に適合し、かつ、平成21年排出ガ
ス基準値より10％以上窒素酸化物の排
出量が少ないもの
ハ　プラグインハイブリッド自動車
ニ　乗用車で平成17年排出ガス規制に適
合し、かつ、平成17年排出ガス基準値
より75％以上窒素酸化物等の排出量が
少ない自動車のうち、平成32年度燃費
基準値より10％以上燃費性能の良いも
の（揮発油を内燃機関の燃料とする自動
車に限る。）

ホ　車両総重量が2.5t以下のバス・トラッ
クで平成17年排出ガス規制に適合し、か
つ、平成17年排出ガス基準値より75％
以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動
車のうち、平成27年度燃費基準値より
20％以上燃費性能の良いもの（揮発油を
内燃機関の燃料とする自動車に限る。）
へ　車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のバ
ス・トラックで平成21年排出ガス規制（揮
発油を内燃機関の燃料とする自動車に
あっては、平成17年排出ガス規制）に適
合し、かつ、平成21年排出ガス基準値
より10％以上（揮発油を内燃機関の燃料
とする自動車にあっては、平成17年排
出ガス基準値より75％以上）窒素酸化物
等の排出量が少ない自動車のうち、平成
27年度燃費基準値より10％以上燃費性
能の良いもの
ト　車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のバ
ス・トラックで平成21年排出ガス規制に
適合する自動車（揮発油を内燃機関の燃
料とする自動車にあっては、平成17年
排出ガス規制に適合し、かつ、平成17
年排出ガス基準値より50％以上窒素酸
化物等の排出量が少ない自動車）のうち、
平成27年度燃費基準値より15％以上燃
費性能の良いもの
チ　平成21年排出ガス規制に適合する乗
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用車（軽油を内燃機関の燃料とする自動
車に限る。）

リ　車両総重量が3.5tを超えるバス・トラッ
クで平成28年排出ガス規制に適合する自
動車又は平成21年排出ガス規制に適合
し、かつ、平成21年排出ガス基準値より
10％以上窒素酸化物等の排出量が少ない
自動車のうち、平成27年度燃費基準値よ
り10％以上燃費性能の良いもの（軽油を
内燃機関の燃料とする自動車に限る。）
ヌ　車両総重量が3.5tを超えるバス・トラッ
クで平成21年排出ガス規制に適合する
自動車のうち、平成27年度燃費基準値
より15％以上燃費性能の良いもの（軽油
を内燃機関の燃料とする自動車に限る。）

ロ　次に掲げる自動車に係る環境性能割の税
率を1％（一定税率）とする。（上記イに該
当するものを除く。営業用の自動車につい
ては、当分の間、0.5％（一定税率）とする。）
イ　乗用車で平成17年排出ガス規制に適
合し、かつ、平成17年排出ガス基準値
より75％以上窒素酸化物等の排出量が
少ない自動車のうち、平成32年度燃費
基準を満たすもの（揮発油を内燃機関の
燃料とする自動車に限る。）

ロ　車両総重量が2.5t以下のバス・トラッ
クで平成17年排出ガス規制に適合し、か
つ、平成17年排出ガス基準値より75％
以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動
車のうち、平成27年度燃費基準値より
15％以上燃費性能の良いもの（揮発油を
内燃機関の燃料とする自動車に限る。）
ハ　車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のバ
ス・トラックで平成21年排出ガス規制（揮
発油を内燃機関の燃料とする自動車に
あっては、平成17年排出ガス規制）に適
合し、かつ、平成21年排出ガス基準値
より10％以上（揮発油を内燃機関の燃料
とする自動車にあっては、平成17年排
出ガス基準値より75％以上）窒素酸化物
等の排出量が少ない自動車のうち、平成
27年度燃費基準値より5％以上燃費性能
の良いもの
ニ　車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のバ
ス・トラックで平成21年排出ガス規制に
適合する自動車（揮発油を内燃機関の燃

料とする自動車にあっては、平成17年
排出ガス規制に適合し、かつ、平成17
年排出ガス基準値より50％以上窒素酸
化物等の排出量が少ない自動車）のうち、
平成27年度燃費基準値より10％以上燃
費性能の良いもの

ホ　車両総重量が3.5tを超えるバス・トラッ
クで平成28年排出ガス規制に適合する自
動車又は平成21年排出ガス規制に適合
し、かつ、平成21年排出ガス基準値より
10％以上窒素酸化物等の排出量が少ない
自動車のうち、平成27年度燃費基準値よ
り5％以上燃費性能の良いもの（軽油を内
燃機関の燃料とする自動車に限る。）
へ　車両総重量が3.5tを超えるバス・トラッ
クで平成21年排出ガス規制に適合する
自動車のうち、平成27年度燃費基準値
より10％以上燃費性能の良いもの（軽油
を内燃機関の燃料とする自動車に限る。）

ハ　次に掲げる自動車に係る環境性能割の税
率を2％（一定税率）とする。（上記イ又はロ
に該当するものを除く。営業用の自動車に
ついては、当分の間、1％（一定税率）とする。）
イ　乗用車で平成17年排出ガス規制に適合
し、かつ、平成17年排出ガス基準値より
75％以上窒素酸化物等の排出量が少ない
自動車のうち、平成27年度燃費基準値よ
り10％以上燃費性能の良いもの（揮発油
を内燃機関の燃料とする自動車に限る。）

ロ　車両総重量が2.5t以下のバス・トラッ
クで平成17年排出ガス規制に適合し、か
つ、平成17年排出ガス基準値より75％
以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動
車のうち、平成27年度燃費基準値より
10％以上燃費性能の良いもの（揮発油を
内燃機関の燃料とする自動車に限る。）
ハ　車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のバ
ス・トラックで平成21年排出ガス規制（揮
発油を内燃機関の燃料とする自動車に
あっては、平成17年排出ガス規制）に適
合し、かつ、平成21年排出ガス基準値
より10％以上（揮発油を内燃機関の燃料
とする自動車にあっては、平成17年排
出ガス基準値より75％以上）窒素酸化物
等の排出量が少ない自動車のうち、平成
27年度燃費基準を満たすもの
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ニ　車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のバ
ス・トラックで平成21年排出ガス規制に
適合する自動車（揮発油を内燃機関の燃
料とする自動車にあっては、平成17年
排出ガス規制に適合し、かつ、平成17
年排出ガス基準値より50％以上窒素酸
化物等の排出量が少ない自動車）のうち、
平成27年度燃費基準値より5％以上燃費
性能の良いもの
ホ　車両総重量が3.5tを超えるバス・トラッ
クで平成28年排出ガス規制に適合する
自動車又は平成21年排出ガス規制に適
合し、かつ、平成21年排出ガス基準値
より10％以上窒素酸化物等の排出量が
少ない自動車のうち、平成27年度燃費
基準を満たすもの（軽油を内燃機関の燃
料とする自動車に限る。）
へ　車両総重量が3.5tを超えるバス・トラッ
クで平成21年排出ガス規制に適合する
自動車のうち、平成27年度燃費基準値
より5％以上燃費性能の良いもの（軽油
を内燃機関の燃料とする自動車に限る。）

ニ　イからハまでに掲げる自動車以外の自動
車に係る環境性能割の税率を3％（一定税
率）とする。（営業用の自動車及び軽自動
車については、当分の間、2％（一定税率）
とする。）

⑥　用途、構造等による特例措置
イ　都道府県の条例で定める路線の運行の用
に供する一般乗合用のバスに係る環境性能
割について、非課税とする措置を平成29
年4月1日から2年間に限り講ずる。
ロ　公共交通移動等円滑化基準に適合したノ
ンステップバス及びリフト付きバス並びに
ユニバーサルデザインタクシー（新車に限
る。）に係る環境性能割について、現行の
自動車取得税と同様の課税標準の特例措置
を平成29年4月1日から2年間に限り講ずる。
ハ　車両安定性制御装置又は衝突被害軽減
制動制御装置を搭載した自動車（新車に限
る。）に係る環境性能割について、現行の
自動車取得税と同様の課税標準の特例措置
を平成29年4月1日から2年間に限り講ずる。
ニ　被災代替自動車の取得に係る環境性能割
について、非課税とする措置を平成29年4
月1日から2年間に限り講ずる。

⑦　市町村交付金
　　道府県は、自動車税環境性能割について、
その税収から徴税に要する経費に相当する額
を控除した額の100分の65を市町村に交付す
るものとする。交付基準等は、現行の自動車
取得税交付金の交付基準等と同一とする。
⑧　施行期日
　　平成29年4月1日から施行し、同日以後の
自動車の取得に対して課する環境性能割につ
いて適用する。
⑨　税率適用基準の見直し
　　上記⑤に定める税率適用基準については、
2年ごとに見直すものとする。

⑩　その他
　　課税標準の算定方法、納付の手続き、滞納
処分、罰則等に関する所要の規定を整備する。

⑶　グリーン化特例の見直し及び延長
　　自動車税及び軽自動車税において講じている
燃費性能等が優れた自動車の税率を軽減し、一
定年数を経過した自動車の税率を重くする特
例措置（いわゆる「グリーン化特例」）について、
次のとおり適用期限を1年延長する。
①　自動車税のグリーン化特例（軽課）
　　平成28年度に新車新規登録された自動車
について、以下のとおり、当該登録の翌年度
に特例措置を講ずる。
イ　次に掲げる自動車について、税率を概ね
100分の75軽減する。
イ　電気自動車
ロ　天然ガス自動車で平成21年排出ガス
規制に適合し、かつ、平成21年排出ガ
ス基準値より10％以上窒素酸化物の排
出量が少ないもの
ハ　プラグインハイブリッド自動車
ニ　平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、
平成17年排出ガス基準値より75％以上
窒素酸化物等の排出量が少ない自動車の
うち、平成32年度燃費基準値より10％
以上燃費性能の良いもの（揮発油を内燃
機関の燃料とする自動車に限る。）
ホ　平成21年排出ガス規制に適合する乗
用車（軽油を内燃機関の燃料とする自動
車に限る。）

ロ　平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、
平成17年排出ガス基準値より75％以上窒
素酸化物等の排出量が少ない自動車のう
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ち、平成27年度燃費基準値より20％以上
燃費性能の良いもの（揮発油を内燃機関の
燃料とする自動車に限る。）について、税
率を概ね100分の50軽減する。

②　自動車税のグリーン化特例（重課）
　　現行のグリーン化特例（重課）の適用期限
を1年延長し、平成29年度分を特例措置の対
象とする。
③　軽自動車税のグリーン化特例（軽課）
　　現行のグリーン化特例（軽課）の適用期限
を1年延長し、平成28年度に新規取得した三
輪以上の軽自動車（新車に限る。）について適
用する。

⑷　その他
　　その他所要の措置を講ずる。
３　地方創生の推進に係る税制上の支援措置
（国税）
⑴　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　免税販売の対象となる下限額については、
次のとおりとする。
イ　一般物品　5千円以上（現行：1万円超）
ロ　消耗品　5千円以上（現行：5千円超）
②　外国人旅行者が輸出物品販売場で免税対象
物品を購入する場合において、当該物品の輸
出に係る運送契約をその場で締結し、かつ、
当該物品を当該運送契約に係る運送事業者
（当該運送契約に係る代理人を含む。）に引き
渡す場合における免税販売手続については、
購入記録票の作成を省略する等、その簡素化
を行う。
③　大規模小売店舗を設置している者が商店街
振興組合又は中小企業等協同組合法上の組合
の組合員である場合には、当該大規模小売店
舗とこれらの組合に係る地区又は地域を一の
特定商業施設として、手続委託型輸出物品販
売場の設置を認める。
④　免税販売の要件である外国人旅行者から提
出を受けた購入者誓約書の保存については、
その旅行者から提供を受けた当該書類の記載
事項に係る電磁的記録の保存に代えることが
できることとする。
⑤　その他所要の措置を講ずる。
注　上記の改正は、平成28年5月1日以後に行われる課
税資産の譲渡等又は輸出物品販売場の許可申請につ
いて適用する。

４　復興支援のための税制上の措置＝略
５　租税特別措置等＝略
６　その他
（国税）
⑴　事業者向け電気通信利用役務の提供に係る消
費税の内外判定基準の見直し
①　国内事業者が所得税法又は法人税法上の国
外事業所等において受ける事業者向け電気通
信利用役務の提供のうち、国内以外の地域に
おいて行う資産の譲渡等にのみ要するものに
ついては、当該事業者向け電気通信利用役務
の提供に係る特定仕入れが国内以外の地域に
おいて行われたものとする。
②　国外事業者が所得税法又は法人税法上の恒
久的施設において受ける事業者向け電気通信
利用役務の提供のうち、国内において行う資
産の譲渡等に要するものについては、当該事
業者向け電気通信利用役務の提供に係る特定
仕入れが国内において行われたものとする。
③　その他所要の措置を講ずる。
注　上記の改正は、平成29年1月1日以後に行われる特
定仕入れについて適用する。

⑵　高額資産を取得した場合における消費税の中
小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し
①　事業者（免税事業者を除く。）が、簡易課税
制度の適用を受けない課税期間中に国内にお
ける高額資産の課税仕入れ又は高額資産の保
税地域からの引取り（以下「高額資産の仕入
れ等」という。）を行った場合には、当該高額
資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当
該課税期間の初日以後3年を経過する日の属
する課税期間までの各課税期間においては、
事業者免税点制度及び簡易課税制度は、適用
しない。
注　上記の「高額資産」とは、一取引単位につき、支
払対価の額が税抜1,000万円以上の棚卸資産又は調
整対象固定資産とする。

②　自ら建設等をした資産については、建設等
に要した費用の額が税抜1,000万円以上となっ
た日の属する課税期間から当該建設等が完了
した日の属する課税期間の初日以後3年を経
過する日の属する課税期間までの各課税期間
において、上記①の措置を講ずる。
③　その他所要の措置を講ずる。
注　上記の改正は、平成28年4月1日以後に高額資産
の仕入れ等を行った場合について適用する。ただし、
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平成27年12月31日までに締結した契約に基づき平
成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場
合には、適用しない。

⑶　外国人旅行者向け消費税免税制度（輸出物品
販売場制度）における免税対象物品から、金又
は白金の地金を除外する。
注　上記の改正は、平成28年4月1日以後に行う課税資
産の譲渡等について適用する。

⑷　学校教育法の改正により創設される義務教育
学校に係る教科用図書の譲渡、授業料等につい
て、消費税を非課税とする。
⑸＝略
⑹　環太平洋パートナーシップ（TPP）協定に係る
関税暫定措置法の改正を前提に、消費税につい
て所要の措置を講ずる。
⑺〜⑿＝略
（地方税）
⑴　地方消費税に係る徴収取扱費について、所要
の経過措置を講じた上、次の見直しを行う。

現行 改正案

①　譲渡割に係る徴収取扱
費

　　徴収取扱費算定期間に
各都道府県に払い込むべ
き譲渡割として納付され
た額の総額（社会保障財
源化分を除く。）× 0.45％

②　貨物割に係る徴収取扱
費

　　徴収取扱費算定期間に
各都道府県に払い込むべ
き貨物割として納付され
た額の総額（社会保障財
源化分を除く。）× 0.50％

①　譲渡割に係る徴収取扱
費

　　徴収取扱費算定期間に
各都道府県に払い込むべ
き譲渡割として納付され
た額の総額（社会保障財
源化分を除く。）× 0.55％

②　貨物割に係る徴収取扱
費

　　徴収取扱費算定期間に
各都道府県に払い込むべ
き貨物割として納付され
た額の総額（社会保障財
源化分を除く。）× 0.55％

⑵=略

五　国際課税
１　日台民間租税取決めに規定された内容の実施
に係る国内法の整備＝略
２　移転価格税制に係る文書化
（国税）
　移転価格税制に係る文書化制度について、
BEPSプロジェクトの行動計画に対応して示され
た勧告を踏まえ、次の措置を講ずる。
⑴　国別報告事項
　　多国籍企業グループの最終親事業体である内
国法人等は、当該多国籍企業グループが事業を
行う国ごとの収入金額、税引前当期利益の額、

納付税額その他必要な事項（国別報告事項）を、
最終親事業体の会計年度終了の日の翌日から1
年を経過する日までに、電子情報処理組織を使
用する方法（e-Tax）により、税務署長に提供し
なければならないこととする。
注　上記の改正は、平成28年4月1日以後に開始する最
終親事業体の会計年度に係る国別報告事項について
適用する。

⑵　事業概況報告事項（マスターファイル）
　　多国籍企業グループの構成事業体である内国
法人等は、当該多国籍企業グループの組織構造、
事業の概要、財務状況その他必要な事項（事業
概況報告事項）を、最終親事業体の会計年度終
了の日の翌日から1年を経過する日までに、電
子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）により、
税務署長に提供しなければならないこととする。
注　上記の改正は、平成28年4月1日以後に開始する最
終親事業体の会計年度に係る事業概況報告事項につ
いて適用する。

⑶　独立企業間価格を算定するために必要と認め
られる書類（ローカルファイル）
　　国外関連取引に係る独立企業間価格を算定す
るために必要と認められる書類（電磁的記録を
含む。）を確定申告書の提出期限までに作成し、
原則として、7年間保存しなければならないこ
ととする等の所要の整備を行う。
注　上記の改正は、平成29年4月1日以後に開始する事
業年度分の法人税について適用する。

３　外国子会社合算税制等の見直し
（国税）
　内国法人等の特定外国子会社等に係る所得の課
税の特例（いわゆる「外国子会社合算税制」）等に
ついて、次の見直しを行う。
⑴　本税制の適用除外基準の適用方法について、
次の見直しを行う。
①　一の内国法人等によってその発行済株式等
の全部を直接又は間接に保有されている等の
要件を満たす特定外国子会社等（英国ロイズ
市場において保険業を行うものに限る。以下
⑴において同じ。）の実体基準又は管理支配
基準の判定について、当該一の内国法人等に
よってその発行済株式等の全部を直接又は間
接に保有されている等の要件を満たす他の特
定外国子会社等がその特定外国子会社等の本
店所在地国において実体基準又は管理支配基
準を満たしている場合には、その特定外国子
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会社等は実体基準又は管理支配基準を満たす
ものとする。
②　非関連者基準の判定上、一の内国法人等に
よってその発行済株式等の全部を直接又は間
接に保有されている等の要件を満たす特定外
国子会社等が当該一の内国法人等によってそ
の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有
されている等の要件を満たす他の特定外国子
会社等との間で行う取引については、関連者
取引に該当しないものとする。
③　その他所要の措置を講ずる。
⑵　本税制の適用がある場合の外国税額控除の対
象となる外国法人税の額は、特定外国子会社等
が納付した外国法人税の額に本税制による合算
所得の特定外国子会社等の所得に対する割合
（合算割合）を乗じて計算されるが、特定外国
子会社等が子会社（持株割合25％以上等の要件
を満たす法人をいう。）から受ける配当等のう
ち外国法人税の課税標準に含まれないものは、
当該合算割合の計算に係る特定外国子会社等の
所得から除外する。
⑶　特殊関係株主等である内国法人等に係る特定
外国法人に係る所得の課税の特例について、上
記⑵と同趣旨の改正を行う。

注　上記の改正は、特定外国子会社等の平成28年4月1日
以後に開始する事業年度から適用する。

（地方税）＝略
４　店頭デリバティブ取引に係る証拠金の利子の
非課税制度の拡充

（国税）
　金融商品取引業等に関する内閣府令の改正を前
提に、本制度の対象となる店頭デリバティブ取引
の範囲について見直しを行う。
５　振替社債等の利子等の非課税制度の適用期限
の延長

（国税）
　非居住者又は外国法人が次に掲げる振替社債等
について受ける利子等の非課税制度について適用
期限を3年延長する。
⑴　振替特定目的信託受益権のうち社債的受益権
⑵　東日本大震災復興特別区域法に規定する特定
地方公共団体との間に完全支配関係がある内国
法人が発行する利益連動債（地方公共団体が債
務保証をしないものに限る。）
６　国際課税原則の帰属主義への変更の円滑な実施
（国税）

　平成26年度税制改正で措置された国際課税原
則の帰属主義への変更（平成28年4月1日施行）を
円滑に実施するため、次の措置を講ずる。
⑴　内国法人の外国税額控除に係る国外所得金額
の計算について、国外事業所等帰属所得の金額
が零を下回る場合にはその下回る金額である旨
及び国外所得金額（国外事業所等帰属所得とそ
の他の国外源泉所得の合計額）が零を下回る場
合には零である旨を明確化する。
⑵　外国法人（過去に恒久的施設を有していた外
国法人に限る。）が適格合併等により恒久的施
設を有することとなった場合には、その外国法
人が過去に有していた恒久的施設に係る欠損金
の繰越控除は認めない旨を明確化する。
⑶　その他所要の措置を講ずる。
（地方税）＝略

六　納税環境整備
１　クレジットカード納付制度の創設
（国税）
　国税の納付手続について、国税を納付しようと
する者がクレジットカードに係る事項につきイン
ターネットを利用して行う入力により納付しよう
とする場合には、国税庁長官が指定する納付受託
者に納付を委託することができることとする。こ
の場合において、納付受託者が国税の納付をしよ
うとする者の委託を受けたときは、その委託を受
けた日に国税の納付があったものとみなして、延
滞税、利子税等に関する規定を適用するほか、納
付受託者の納付義務、帳簿保存義務、納付受託者
の指定の取消し等について所要の措置を講ずる。
注　上記の改正は、平成29年1月4日以後に国税の納付を
委託する場合について適用する。

２　加算税制度の見直し
（国税）
　加算税制度について、次の見直しを行う。
⑴　調査を行う旨、調査対象税目及び調査対象期
間の通知以後、かつ、その調査があることによ
り更正又は決定があるべきことを予知（⑵にお
いて「更正予知」という。）する前にされた修正
申告に基づく過少申告加算税の割合（現行：0％）
については5％（期限内申告税額と50万円のい
ずれか多い額を超える部分は10％）とし、期限
後申告又は修正申告に基づく無申告加算税の割
合（現行：5％）については10％（納付すべき税
額が50万円を超える部分は15％）とする。
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（注1）次の修正申告等については、上記⑴の加算税の対
象としない。
①　次のように調査対象を区分する場合において、
調査対象とならない部分に係る修正申告
イ　調査の事前通知の際に納税者の同意の上、移
転価格調査とそれ以外の部分の調査に区分する
場合

ロ　一部の連結子法人の調査を行わないこととし
た場合

②　他の税目における更正の請求に基づく減額更正
に伴い、調査対象税目において必要となる修正申
告等

③　相続税又は贈与税について、遺産分割が確定す
るなどして任意に行う修正申告等

（注2）源泉所得税の不納付加算税については、上記⑴の
見直しの対象としない。

⑵　期限後申告若しくは修正申告（更正予知によ
るものに限る。）又は更正若しくは決定等（以下
⑵において「期限後申告等」という。）があった場
合において、その期限後申告等があった日の前
日から起算して5年前の日までの間に、その期
限後申告等に係る税目について無申告加算税（更
正予知によるものに限る。）又は重加算税を課さ
れたことがあるときは、その期限後申告等に基
づき課する無申告加算税の割合（15％、20％）又
は重加算税の割合（35％、40％）について、それ
ぞれその割合に10％加算する措置を講ずる。
注　過少申告加算税及び源泉所得税に係る不納付加算
税については、上記⑵の見直しの対象としない。

⑶　その他所要の措置を講ずる。
注　上記の改正は、平成29年1月1日以後に法定申告期
限が到来する国税について適用する。

３　マイナンバー記載の対象書類の見直し
（国税）
　提出者等の個人番号（マイナンバー）を記載し
なければならないこととされている税務関係書類
（申告書及び調書等を除く。）のうち、次に掲げる
書類について、提出者等の個人番号の記載を要し
ないこととする。
⑴　申告等の主たる手続と併せて提出され、又は
申告等の後に関連して提出されると考えられる
書類（例：所得税の青色申告承認申請書、消費
税簡易課税制度選択届出書、納税の猶予申請書）
⑵　税務署長等には提出されない書類であって提
出者等の個人番号の記載を要しないこととした
場合であっても所得把握の適正化・効率化を損

なわないと考えられる書類（例：非課税貯蓄申
込書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、非課税
口座廃止届出書）

（注1）上記⑴の改正は、平成29年1月1日以後に提出すべ
き書類について適用する。上記⑵の改正は、平成28年
4月1日以後に提出すべき書類について適用する。

（注2）上記の改正の趣旨を踏まえ、個人番号の記載を要し
ないこととする上記⑴の書類については、施行日前に
おいても、運用上、個人番号の記載がなくとも改めて
求めないこととする。

（備考）日本年金機構における個人情報流出問題
を契機として、行政機関等がオンライン手続に
より利用者から個人番号の提供を受ける際のセ
キュリティ対策が重要視されていることを踏ま
え、平成27年度税制改正で決定された「e-Tax
の新たな認証方式」について、納税者利便にも
配意しつつ、早期にセキュリティ対策やなりす
まし対策について再検討を行った上で実施する。

（地方税）
　提出者等の個人番号（マイナンバー）を記載し
なければならないこととされている地方税関係書
類について、次の見直しを行う等の所要の措置を
講ずる。
⑴　地方税関係書類のうち、申告等の主たる手続
と併せて提出され、又は申告等の後に関連して
提出されると考えられる一定の書類について、
提出者等の個人番号の記載を要しないこととす
る。
⑵　給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者
に対して次に掲げる申告書の提出をする場合に
おいて、その支払者が、当該提出をする者の個
人番号及び当該申告書に記載すべき控除対象配
偶者又は扶養親族等の個人番号その他の事項を
記載した帳簿を備えているときは、当該提出を
する者は、当該申告書に、その帳簿に記載され
た個人番号の記載を要しないものとする。
①　給与所得者の扶養親族申告書
②　公的年金等受給者の扶養親族申告書
③　退職所得申告書

注　上記の改正は、国税における手続と一体的に行われる
と考えられる手続については、当該国税における手続
の適用開始時期と合わせて適用を開始するものとする。
また、それ以外の手続に係る適用の開始時期については、
地方公共団体における円滑な施行が可能となるよう所
要の措置を講ずる。
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４　国税関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し
（国税）
　国税関係書類に係るスキャナ保存制度について、
次の見直しを行う。
⑴　国税関係書類（契約書、領収書等の重要書類
に限る。以下⑴において同じ。）の受領等をす
る者がスキャナで読み取りを行う場合には、次
に掲げる事項をスキャナ保存に係る承認の要件
とする。
①　国税関係書類の受領等後、当該受領等を
する者が当該国税関係書類に署名を行った上
で、特に速やか（3日以内）にタイムスタンプ
を付すこととする。
②　記録する国税関係書類が日本工業規格A
列4番以下の大きさである場合には、国税関
係書類の大きさに関する情報の保存を要しな
いこととする。
③　適正事務処理要件のうち、相互けん制要件
及び定期検査要件について、次のとおりとす
る。
イ　相互けん制要件について、国税関係書類
の受領等をする者以外の者が記録事項の確
認（必要に応じて原本の提出を求めること
を含む。）を行うこととすることで足りる
こととする。
ロ　定期検査要件について、定期検査を了す
るまで必要とされている国税関係書類の原
本保存を本店、支店、事務所、事業所その
他これらに準ずるものにおいて行うことと
する。

④　小規模企業者（中小企業基本法に定める小
規模企業者をいう。）である場合にあっては、
上記③ロの定期検査要件について、税務代理
人による検査とすることにより、上記③イの
相互けん制要件を不要とすることができるこ
ととする。

⑵　その他
①　スキャナについて、原稿台と一体となった
ものに限定する要件を廃止する。
②　スキャナに係る階調の要件について、デジ
タルカメラ、スマートフォン等の機器に対応
した取扱いを行うこととする。
③　その他所要の措置を講ずる。

（注1）上記の「スキャナ」とは、原稿をデジタル画像にデー
タ変換する入力装置を指し、デジタルカメラやスマート
フォン等の機器も含まれる。

（注2）上記の改正は、平成28年9月30日以後に行う承認申
請について適用する。

５　その他
（国税）
⑴　最高裁判決（平成26年12月12日）を踏まえ、
申告をした後に減額更正がされ、その後更に増
額更正又は修正申告があった場合における延滞
税等について、次の措置を講ずる。
①　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のうち、減額更正前
に納付がされた部分に限る。）について、そ
の申告により納付すべき税額の納付日から増
額更正等までの間（減額更正が納税者からの
更正の請求に基づきされたものである場合に
あっては、その減額更正がされた日から1年
を経過する日までの期間を除く。）は、延滞
税を課さないこととする。
（注1）上記の「申告により納付すべき税額」のうち、
未納の税額については、減額更正（減額更正が納
税者からの更正の請求に基づきされたものである
場合にあっては、その減額更正がされた日から1
年を経過する日）までの間、延滞税の対象とする。

（注2）上記の改正は、平成29年1月1日以後の期間に
対応する延滞税について適用する。

②　増額更正等により納付すべき税額（その期
限内申告があった場合において、その申告税
額に達するまでの部分に限る。）については、
加算税を課さないことを法令上明確化する。
注　上記の改正は、平成29年1月1日以後に法定申
告期限が到来する国税について適用する。

③　その他所要の措置を講ずる。
⑵　法人の分割又は合併につき無効の訴えに係る
請求を認容する判決が確定した場合における徴
収手続について、次の措置を講ずる。
①　分割等をした法人は、分割により事業を承
継した法人等の分割等の日後に納税義務の成
立した国税について、連帯して納付する義務
を負うこととする。
②　その他所要の措置を講ずる。
注　上記の改正は、平成29年1月1日以後に行われ
る分割等について適用する。

⑶　事業を譲り受けた者の第二次納税義務につい
て、次の見直しを行う。
①　第二次納税義務の対象となる者の範囲を納
税者と生計を一にする親族等又は特定支配関
係同族会社に限ることとする。
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②　事業の譲受人が同一とみられる場所におい
て事業を営んでいるとの要件を廃止する。
③　第二次納税義務の責任について、譲受財産
の価額を限度とする。

（注1）上記の「特定支配関係同族会社」とは、1株主グルー
プの所有株式数が会社の発行済株式の50％を超える
場合等におけるその会社をいう。

（注2）上記の改正は、平成29年1月1日以後に滞納となっ
た国税（同日前に事業を譲り受けた場合における当該
事業に係るものを除く。）について適用する。

⑷　口座振替納付に係る領収証書の発行方法の見
直しを踏まえ、金融機関へ送付する納付書の様
式について、所要の措置を講ずる。
注　上記の改正は、平成29年1月1日から適用する。
⑸＝略
（地方税）＝略

七　関税＝略

＜付記1　消費税の軽減税率制度＞

（国税）

一　消費税の軽減税率制度
　消費税の軽減税率制度を、平成29年4月1日か
ら導入する。あわせて、複数税率制度に対応した
仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方
式（いわゆる「インボイス制度」）を平成33年4月
1日から導入する。それまでの間については、現
行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、区
分経理に対応するための措置を講ずる。

二　軽減税率対象品目及び税率
１　軽減税率の対象となる課税資産の譲渡等（以
下「軽減対象課税資産の譲渡等」（仮称）という。）
は次のとおりとし、軽減税率は6.24％（地方消
費税と合わせて8％）とする。
⑴　飲食料品の譲渡（食品衛生法上の飲食店営
業、喫茶店営業その他の食事の提供を行う事
業を営む事業者が、一定の飲食設備のある場
所等において行う食事の提供を除く。）
（注1）上記の「飲食料品」とは、食品表示法に規定す
る食品（酒税法に規定する酒類を除く。）をいう。

（注2）飲食料品と飲食料品以外の資産が一体となって
いる資産については、飲食料品に該当しない。た

だし、一定金額以下の少額の資産であって、当該
資産の主たる部分が飲食料品から構成されている
ものについては、その全体を飲食料品として軽減
税率の対象とする。

⑵　定期購読契約が締結された新聞（一定の題
号を用い、政治、経済、社会、文化等に関す
る一般社会的事実を掲載する週2回以上発行
される新聞に限る。）の譲渡

２　軽減税率の対象となる保税地域から引き取ら
れる課税貨物は上記1⑴の飲食料品とし、軽減
税率は6.24％（地方消費税と合わせて8％）とす
る。

注　上記二の改正は、平成29年4月1日以後に国内におい
て事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保
税地域から引き取られる課税貨物について適用する。

三�　適格請求書等保存方式が導入され
るまでの間の措置

１　適格請求書等保存方式が導入されるまでの間
における仕入税額控除制度については、現行の
請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、区分
経理に対応するための措置を講ずる。
２　帳簿及び請求書等の記載事項の追加
⑴　課税仕入れが軽減税率対象品目に係るもの
である場合には、帳簿に記載すべき事項とし
て「軽減対象課税資産の譲渡等に係るもので
ある旨」を加える。
⑵　課税仕入れが軽減税率対象品目に係るもの
である場合には、請求書等に記載されるべき
事項として「軽減対象課税資産の譲渡等であ
る旨」及び「税率の異なるごとに合計した対
価の額」を加える。
⑶　上記⑵の記載事項については、請求書等の
交付を受けた事業者が事実に基づき追記する
ことを認める措置を講ずる。

３　売上げを税率の異なるごとに区分することが
困難な中小事業者に対する売上税額の簡便計算
に係る経過措置
　　基準期間における課税売上高が5,000万円以
下である軽減対象課税資産の譲渡等を行う事業
者（免税事業者を除く。）が、平成29年4月1日
から平成33年3月31日までの期間に、国内に
おいて行う課税資産の譲渡等を税率の異なるご
とに区分することにつき困難な事情があるとき
は、通常の事業を行う連続する10営業日の課
税資産の譲渡等に占める軽減対象課税資産の譲
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渡等の割合、又は卸売業及び小売業に係る課税
仕入れ等に占める軽減対象課税資産の譲渡等に
のみ要するものの割合を用いて、当該期間の売
上税額を簡便に計算することを認める措置を講
ずる。
（注1）課税資産の譲渡等の税込対価の額の合計額に上記
の割合を乗じて計算した金額を軽減対象税込売上額
とし、これに108分の100を乗じて計算した金額を軽
減対象課税資産の譲渡等の対価の額の合計額とする。
また、当該税込対価の額の合計額から軽減対象税込
売上額を控除した残額に110分の100を乗じて計算し
た金額を軽減対象課税資産の譲渡等以外の課税資産
の譲渡等の対価の額の合計額とする。

（注2）卸売業及び小売業に係る課税仕入れ等に占める軽
減対象課税資産の譲渡等にのみ要するものの割合を
用いて売上税額を計算する措置については、簡易課
税制度の適用を受けない課税期間に限り、適用する
ことができる。また、この措置は、卸売業及び小売
業に係る課税資産の譲渡等について適用し、これら
以外の業種に係る課税資産の譲渡等については、通
常の税額計算の方法による。

（注3）主として軽減対象課税資産の譲渡等を行う事業者
が割合の算定につき困難な事情があるときは、当該
割合を50％として計算することができる。

４　仕入れを税率の異なるごとに区分することが
困難な中小事業者に対する仕入税額の簡便計算
に係る経過措置
⑴　基準期間における課税売上高が5,000万円
以下である軽減対象課税資産の譲渡等を行う
事業者（免税事業者を除く。）が、平成29年4
月1日から平成30年3月31日の属する課税期
間の末日までの期間に、国内において行う卸
売業又は小売業に係る課税仕入れ等を税率の
異なるごとに区分することにつき困難な事情
があるときは、卸売業及び小売業に係る課税
資産の譲渡等に占める軽減対象課税資産の譲
渡等の割合を用いて、当該期間の仕入税額を
簡便に計算することを認める措置を講ずる。
（注1）卸売業及び小売業に係る課税仕入れ等に係る
税込支払対価の額の合計額に上記の割合を乗じて
計算した金額を軽減対象税込課税仕入れ等の金額
とする。また、当該税込支払対価の額の合計額か
ら軽減対象税込課税仕入れ等の金額を控除した残
額を軽減対象税込課税仕入れ等以外の税込課税仕
入れ等の金額として仕入税額を計算する。

（注2）上記の措置については、上記3の卸売業及び小

売業に係る課税仕入れ等に占める軽減対象課税資
産の譲渡等にのみ要するものの割合を用いて売上
税額を計算する措置及び簡易課税制度の適用を受
けない課税期間に限り、適用することができる。

⑵　基準期間における課税売上高が5,000万円以
下である事業者（免税事業者を除く。）が、国
内において行う課税仕入れ等を税率の異なる
ごとに区分することにつき困難な事情がある
場合であって、平成29年4月1日から平成30
年3月31日までの日の属する課税期間の末日
までに、簡易課税制度の適用を受ける旨の届
出書を納税地を所轄する税務署長に提出した
ときは、その提出した日の属する課税期間か
ら簡易課税制度の適用を認める措置を講ずる。

５　売上げを税率の異なるごとに区分することが
困難な中小事業者以外の事業者に対する売上税
額の簡便計算に係る経過措置
　　基準期間における課税売上高が5,000万円超
である軽減対象課税資産の譲渡等を行う事業者
が、国内において行う課税資産の譲渡等を税率
の異なるごとに区分することにつき困難な事情
があるときは、平成29年4月1日から平成30年
3月31日の属する課税期間の末日までの期間に
ついて、上記3と同様の措置を講ずる。
６　仕入れを税率の異なるごとに区分することが
困難な中小事業者以外の事業者に対する仕入税
額の簡便計算に係る経過措置
⑴　基準期間における課税売上高が5,000万円
超である軽減対象課税資産の譲渡等を行う事
業者が、国内において行う卸売業又は小売業
に係る課税仕入れ等を税率の異なるごとに区
分することにつき困難な事情があるときは、
平成29年4月1日から平成30年3月31日の属
する課税期間の末日までの期間について、上
記4⑴と同様の措置を講ずる。
⑵　基準期間における課税売上高が5,000万円
超である事業者が、平成29年4月1日から平
成30年3月31日の属する課税期間の末日ま
での間に、国内において行う課税仕入れ等を
税率の異なるごとに区分することにつき困難
な事情がある場合であって、その課税期間の
末日までに簡易課税に準じた計算を行う旨の
届出書を納税地を所轄する税務署長に提出し
たときは、簡易課税に準じた方法により当該
課税仕入れ等の税額の合計額を計算すること
を認める措置を講ずる。
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７　その他適格請求書等保存方式が導入されるま
での間について、所要の経過措置を講ずる。

注　上記三の改正は、4⑵を除き、平成29年4月1日以後
に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕
入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物につい
て適用する。

四　適格請求書等保存方式
　適格請求書発行事業者登録制度を創設し、原則
として「適格請求書発行事業者」（仮称）から交付
を受けた「適格請求書」（仮称）又は「適格簡易請求
書」（仮称）の保存を、仕入税額控除の要件とする。
１　適格請求書発行事業者登録制度
⑴　適格請求書発行事業者の登録
　　「適格請求書発行事業者」とは、免税事業者
以外の事業者であって、納税地を所轄する税務
署長に申請書を提出し、適格請求書を交付する
ことのできる事業者として登録を受けた事業者
とする。
（注1）特定国外事業者（事務所、事業所等を国内に有し
ない国外事業者をいう。）が上記の登録を受ける場合
にあっては、消費税に関する税務代理人があること
等を要件に加える。

（注2）適格請求書発行事業者の登録については、平成
31年4月1日からその申請を受け付けることとする。

⑵　適格請求書発行事業者の公表
　　適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登
録番号等については、インターネットを通じて
登録後速やかに公表するものとする。
⑶　適格請求書発行事業者の登録の取消し
　　適格請求書発行事業者が、登録の取消しを求
める届出書を納税地を所轄する税務署長に提出
した場合には、当該登録を取り消すことができる。
⑷　事業者免税点制度との適用関係
　　上記⑴の登録を受けた日の属する課税期間の
翌課税期間以後の課税期間については、上記（3）
の登録の取消しを求める届出書の提出が行われ
ない限り、事業者免税点制度は、適用しない。
⑸　登録国外事業者制度に係る経過措置
　　平成33年3月31日において電気通信利用役
務の提供に係る登録国外事業者である者につい
ては、平成33年4月1日に適格請求書発行事業
者の登録を受けたものとみなす。
⑹　その他適格請求書発行事業者登録制度に係る
所要の措置を講ずる。
２　適格請求書の記載事項

　「適格請求書」とは、次に掲げる事項を記載した
請求書、納品書その他これらに類する書類をいう。
⑴　適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登
録番号
⑵　課税資産の譲渡等を行った年月日
⑶　課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
（当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の
譲渡等である場合には、その旨）
⑷　課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価
額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
及び適用税率
⑸　消費税額等
（注1）上記の「消費税額等」とは、消費税額及び地方消費
税額の合計額をいい、課税資産の譲渡等に係る税抜価
額を税率の異なるごとに区分して合計した金額に100
分の10（軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、
100分の8）を乗じて計算した金額又は課税資産の譲渡
等に係る税込価額を税率の異なるごとに区分して合計
した金額に110分の10（軽減対象課税資産の譲渡等で
ある場合には、108分の8）を乗じて計算した金額とする。

（注2）消費税額等の計算において1円未満の端数が生じ
た場合には、税率の異なるごとに当該端数を処理する。

⑹　書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
３　適格簡易請求書の記載事項
　「適格簡易請求書」とは、次に掲げる事項を記
載した請求書、納品書その他これらに類する書類
をいう。
⑴　上記2⑴から⑶までに掲げる事項
⑵　課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価
額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
⑶　消費税額等又は適用税率
４　適格請求書発行事業者の義務等
⑴　適格請求書の交付義務
　　適格請求書発行事業者は、国内において課税
資産の譲渡等を行った場合において、他の事業
者（免税事業者を除く。）から求められたときは、
適格請求書を交付しなければならない。
⑵　適格請求書の交付義務が免除されるもの
　　次に掲げる課税資産の譲渡等については、適
格請求書の交付義務を免除する。
①　公共交通機関である船舶、バス又は鉄道に
よる旅客の運送として行われるもの（3万円
未満のものに限る。）
②　媒介又は取次ぎに係る業務を行う者（卸売
市場、農業協同組合又は漁業協同組合等）が
委託を受けて行う農水産品の譲渡等
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③　自動販売機により行われるもの（3万円未
満のものに限る。）
④　その他請求書等を交付することが困難な課
税資産の譲渡等のうち一定のもの

⑶　適格簡易請求書を交付することのできる事業
　　適格請求書発行事業者が、小売業、飲食店業、
写真業、旅行業、タクシー業又は駐車場業等の
不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う
一定の事業を行う場合には、適格請求書に代え
て適格簡易請求書を交付することができる。
⑷　適格請求書に係る電磁的記録の提供
　　適格請求書発行事業者が、あらかじめ課税資
産の譲渡等を受ける他の事業者の承諾を得たと
きは、適格請求書を交付することに代えて適格
請求書の記載事項に係る電磁的記録を提供する
ことができる。
⑸　適格請求書等の保存
　　適格請求書又は適格簡易請求書を交付した適
格請求書発行事業者は、交付した書類の写しを
保存しなければならない。また、適格請求書の
記載事項に係る電磁的記録を提供した適格請求
書発行事業者は、当該電磁的記録を保存しなけ
ればならない。
⑹　適格請求書類似書類等の交付禁止
①　適格請求書又は適格簡易請求書に類似する
もの及び適格請求書の記載事項に係る電磁的
記録に類似するもの（以下「適格請求書類似
書類等」（仮称）という。）の交付及び提供を禁
止する。

②　適格請求書類似書類等の交付又は提供に関
する調査に係る質問検査権の規定を整備する。
③　適格請求書類似書類等を交付又は提供した
者に対する罰則を設ける。

⑺　任意組合等の適格請求書等の交付
　　民法上の組合、投資事業有限責任組合、有限
責任事業組合等については、その組合員全員が
適格請求書発行事業者であることについて、そ
の旨を税務署長に届け出た場合に限り、適格請
求書若しくは適格簡易請求書又は適格請求書の
記載事項に係る電磁的記録を交付又は提供する
ことができる。
⑻　その他適格請求書発行事業者に課される義務
等について、所要の措置を講ずる。
５　仕入税額控除の要件の見直し
⑴　帳簿の記載事項
　　課税仕入れが軽減税率対象品目に係るもので

ある場合には、帳簿に記載すべき事項として「軽
減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨」
を加える。
⑵　帳簿のみの保存により仕入税額控除が認めら
れる取引
　　次に掲げる課税仕入れについては、当該課税
仕入れを行った事業者において適格請求書等の
保存を要せず、一定の事項が記載された帳簿の
みの保存により仕入税額控除を認める。
①　適格請求書の交付義務が免除される上記4
⑵①に掲げる公共交通機関からのもの
②　適格簡易請求書の要件を満たす入場券等が
使用の際に回収されるもの
③　古物営業を営む者が適格請求書発行事業者
でない者から買い受けるもの
④　質屋を営む者が適格請求書発行事業者でな
い者から買い受けるもの
⑤　宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行
事業者でない者から買い受けるもの
⑥　適格請求書発行事業者でない者から再生資
源又は再生部品を買い受けるもの
⑦　自動販売機からのもの（3万円未満のもの
に限る。）
⑧　その他適格請求書等の交付を受けることが
困難な一定のもの

注　課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未
満である場合に帳簿の保存のみで仕入税額控除が認
められる現行の措置については、廃止する。

⑶　仕入税額控除の要件を満たす請求書等
　　上記⑵に掲げる場合を除き、次に掲げるもの
の保存を課税仕入れに係る仕入税額控除の要件
とする。
①　適格請求書
②　適格簡易請求書
③　適格請求書の記載事項に係る電磁的記録
④　事業者が課税仕入れについて作成する仕入
明細書、仕入計算書等の書類で、適格請求書
の記載事項が記載されているもの（適格請求
書発行事業者の確認を受けたものに限る。）
⑤　媒介又は取次ぎに係る業務を行う者（卸売
市場、農業協同組合又は漁業協同組合等）が、
委託を受けて行う農水産品の譲渡等について
作成する一定の書類

６　売上げに係る税額の計算方法
⑴　課税資産の譲渡等に係る課税標準額に対する
消費税額は、税率の異なるごとに区分した課税
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標準である金額の合計額にそれぞれ税率を乗じ
て計算する方法による。
⑵　適格請求書発行事業者が、交付した適格請求
書又は適格簡易請求書の写しを保存している場
合（適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を
保存している場合を含む。）には、これらの書
類に記載した消費税額等を積み上げて当該課税
資産の譲渡等に係る課税標準額に対する消費税
額を計算することができる。
注　現行制度において特例として認められている課税
標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置（積
上げ計算の特例）については、廃止する。

７　仕入れに係る税額の計算方法
⑴　課税仕入れに係る消費税額は、原則として適
格請求書及び適格簡易請求書（適格請求書の記
載事項に係る電磁的記録を含む。）に記載され
た消費税額等を積み上げて計算するものとする。
注　仕入税額控除が認められる課税仕入れについて、当
該課税仕入れに係る支払対価の額を基礎として消費
税額等を計算し、1円未満の端数につき税率の異なる
ごとに当該端数を切捨て又は四捨五入により処理す
る場合には、当該消費税額等の積上げ計算を認める。

⑵　売上げに係る税額の計算につき、上記6⑵の
適用を受けない事業者については、課税期間中
に国内において行った仕入税額控除が認められ
る課税仕入れに係る支払対価の額を税率の異な
るごとに区分した金額の合計額にそれぞれ税率
を乗じて、課税仕入れに係る消費税額を計算す
ることを認める。
８　免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置
⑴　適格請求書等保存方式導入後3年間の経過措置
　　事業者が平成33年4月1日から平成36年3月
31日までの間に国内において免税事業者等か
ら行った課税仕入れについて一定の事項が記載
された帳簿及び請求書等を保存している場合に
は、当該課税仕入れに係る支払対価の額に係る
消費税相当額に80％を乗じた額を仕入税額と
して控除する。
注　上記の「一定の事項が記載された帳簿及び請求書等」
とは、上記三2の「適格請求書等保存方式が導入され
るまでの間の措置」において仕入税額控除の要件を満
たす帳簿及び請求書等をいい、帳簿にはこの経過措
置の適用を受けたものである旨を、あわせて記載す
るものとする。

⑵　⑴の措置後3年間の経過措置
　　事業者が平成36年4月1日から平成39年3月

31日までの間に国内において免税事業者等か
ら行った課税仕入れについて一定の事項が記載
された帳簿及び請求書等を保存している場合に
は、当該課税仕入れに係る支払対価の額に係る
消費税相当額に50％を乗じた額を仕入税額と
して控除する。
注　上記の「一定の事項が記載された帳簿及び請求書等」
については、上記⑴と同様とする。

９　その他適格請求書等保存方式について、所要
の措置及び経過措置を講ずる。

注　上記四の改正は、8⑵を除き、平成33年4月1日以後
に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕
入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物につい
て適用する。

付記2　移転価格税制に係る文書化＝略
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k 主な改正内容 k
l消費税の軽減税率を導入

対象品目は 8%に据え置き／インボイス導入も

l法人税率引下げ！企業版ふるさと納税も登場
地方自治体の事業への寄附で法人税等を減税

l固定資産税の減額で設備投資を後押し
中小企業が取得する機械・装置等の固定資産税が 3年間半額

lセルフメディケーション（自主服薬）を推進
市販薬(スイッチ OTC 薬)購入でも医療費控除を適用

l３世代同居住宅のリフォームで税額控除
工事費用・工事費ローンの所得税額控除制度を創設

l通勤手当の非課税限度額を引上げ
月額 10 万円から 15 万円に大幅アップ

関与先にぜひ「改正税法の手引き」を！
弊社では、「平成28年度版　改正税法の手引き」を例年どおり販売いたします。
「改正税法の手引き」は、改正法はもとより、政令、省令等を踏まえて執筆する

とともに、付表として実務に便利な税額表、社会保険関係の一覧表などを収録して
おり、企業で常備する実用書として最適です。

表紙に先生または事務所の芳名を印刷し、ぜひ関与先に配付して、より強い信頼
関係を築かれることをお勧めします。

申　込 この概要の最終頁の申込書にご記入の上、FAXでお申し込みください。

納　品 改正法案の成立後を予定しております。

s 収録内容s
u 改正内容の解説
u 付表

平成28年度改正事項と適用期日一覧
印紙税額一覧　源泉徴収税額表（月額、日額、賞与）
労災保険率表　各保険の適用と給付　等

○芳名印刷代（50冊以上は無料、49冊以下は1,000円です)

○送　料（地域、数量にかかわらず1,000円です） 1 0 0 0
消費税等（８％）

合　計

年 　 　 　 月 　 　 　 日 下記の通り申し込みます。

平成28年度版 改正税法の手引き 申込書

改正税法の手引き 700円 冊

品　　　名 価　格 数　量 金　額

お
名
前

住
所

〒

TEL

FAX

後
  払

資格と芳名
又は事務所名

(住所は入りません)

TEL

FAX

★表紙に印刷する原稿をお書きください。

より早く！より正確に！FAXでご注文くださいFax

170-0011 東京都豊島区池袋本町4-1-1  T 03（3985）3111  F  03（3985）3112
530-0054 大阪市北区南森町1-4-19       T 06（6363）1951  F  06（6363）1952
460-0011 名古屋市中区大須3-31-22     T 052（241）3131  F  052（262）3132
730-0012 広島市中区上八丁堀7-1         T 082（224）1314  F  082（224）1314

★表紙芳名印刷代→50冊以上無料（49冊以下は1,000円）
■価格／700円　■送料／地域、数量にかかわらず1,000円　※価格は全て消費税等（8％）別
■お支払い／後払い、納品時に請求書同封　■納品／改正法案の成立後予定芳名を印刷

信 頼 を 高 め る こ の 一 冊

B5判・88頁
会員特価 700円

表紙に芳名を印刷して関与先配付用にどうぞ

※消費税等別

弊
社
使
用
欄

前
通

T
変

所
変

前
無

今
無

新
規

復
新

復
継

D
M

会
広

追
加

訪
問

本
直

支
受

H
P

C
変

地
変

名
変

東京本社
03（3985）3112

大阪支社
06（6363）1952

名古屋支社
052（262）3132

広島事務所
082（224）1314

「平成28年度税制改正大綱」
（平成27年12月 24日閣議決定）


