
関与先にぜひ「改正税法の手引き」を！  
　弊社では「平成31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 この冊子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 特別収録　消費税率引上げの事前準備 
u 付表 
平成31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31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
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 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（222）9973  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

k 主な改正内容 k 
l消費税率10％引上げに伴う景気対策 
　住宅ローン控除期間が 13 年に延長／車体課税の見直し 

l中小企業の設備投資を後押し 
　経営強化税制などが対象設備等を見直した上で延長 

l個人事業者向けの事業承継税制が創設 
　事業用土地・建物・機械等について相続税・贈与税の納税を猶予 

l防災・減災設備の導入を支援する事業継続力強化税制を創設 
l民法改正により配偶者居住権に関する取扱いなどを整備 
w 特別収録  ～消費税率10％への引上げ前に事業者がやるべきこと 
　「消費税還元セールはOK？」　「複数税率対応レジ補助金はいつまで？」 
　税率引上げに向けた事前準備について解説 
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　消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化等
の観点から、住宅に対する税制上の支援策を講ず
るとともに、車体課税について、地方の安定的な
財源を確保しつつ大幅な見直しを行う。さらに、
デフレ脱却と経済再生を確実なものとするため、
研究開発税制の見直し等を行う。また、都市・地
方の持続可能な発展のための地方税体系の構築の
観点から、特別法人事業税（仮称）及び特別法人
事業譲与税（仮称）の創設等を行う。このほか森
林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）の創
設、国際的な租税回避により効果的に対応するた
めの国際課税制度の見直し、経済取引の多様化等
を踏まえた納税環境の整備等を行う。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〕
○住宅ローン控除の拡充
・消費税率10％が適用される住宅取得等につ
いて、控除期間を3年延長する。（現行10年
⇒13年）
・11年目以降の3年間について、消費税率2％
引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設
定する。
・適用期間は平成31年10月1日から平成32年
12月31日までとする。

・この措置による個人住民税の減収額は、全額
国費で補填する。

○森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）
の創設
・森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保
する観点から、森林環境税（仮称）（平成36年
度から年額1,000円）及び森林環境譲与税（仮
称）（平成31年度から譲与）を創設する。

○ふるさと納税制度の見直し
・過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めて
いるような団体については、ふるさと納税（特
例控除）の対象外にすることができるよう、
制度の見直しを行う。

○子どもの貧困に対応するための個人住民税の非
課税措置
・子どもの貧困に対応するため、事実婚状態で
ないことを確認した上で支給される児童扶養
手当の支給を受けており、前年の合計所得金
額が135万円以下であるひとり親に対し、個

人住民税を非課税とする措置を講ずる。
〔資産課税〕
○個人事業者の事業承継税制の創設等
・新たな個人事業者の事業承継税制を、10年
間の時限措置として創設する（現行の事業用
小規模宅地特例との選択適用）。
－事業用の土地、建物、機械等について、適
用対象部分の課税価格の100％に対応する
相続税・贈与税額を納税猶予する。
－法人の事業承継税制に準じた事業継続要件
の設定等により制度の適正性を確保する。

・現行の事業用小規模宅地特例について、相続
前3年以内に事業の用に供された宅地を原則
として除外する適正化を行う。

○教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税
措置の見直し
・教育資金の一括贈与非課税措置について、受
贈者の所得要件設定や使途の見直し等を行う
一方、30歳以上の就学継続には一定の配慮
を行い、適用期限を2年延長する。
・結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置につ
いて、受贈者の所得要件設定を行い、適用期
限を2年延長する。

〔法人課税〕
○イノベーション促進のための研究開発税制の見
直し
・オープンイノベーション型について、大企業
や研究開発型ベンチャーに対する一定の委託
研究等を対象に追加するとともに、控除上限
を法人税額の10％（現行：5％）に引き上げる。
（※）　一定の研究開発型ベンチャー企業との共同研
究・委託研究に係る税額控除率については、25％
とする。

・総額型について、増加インセンティブの強化
の観点から控除率を見直すとともに、研究開
発を行う一定のベンチャー企業の控除上限を
法人税額の40％（現行：25％）に引き上げる。
・高い水準の研究開発投資を行っている企業に
ついて、総額型の控除率を割増しする措置を
講じた上で、高水準型を総額型に統合する。

○中堅・中小企業による設備投資等の支援
・中小企業者等の法人税の軽減税率の特例及び
中小企業向け投資促進税制の延長等を行う。

平成31年度税制改正の大綱の概要
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・地域未来投資促進税制について、高い付加価
値創出に係る要件を満たす場合に特別償却率
を50％（現行：40％）、税額控除率を5％（現行：
4％）に引き上げる等の見直しを行う。

・中小企業の事業活動に災害が与える影響を踏
まえて事前防災を促進する観点から、事業継
続力強化計画（仮称）に基づく防災・減災設
備への投資に係る特別償却制度を創設する。

○都市・地方の持続可能な発展のための地方税体
系の構築
・地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の
変化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比
較して大都市に税収が集中する構造的な課題
に対処し、都市と地方が支え合い、共に持続
可能な形で発展するため、地方法人課税にお
ける新たな偏在是正措置を講ずる。
・具体的には、消費税率10％段階において復
元後の法人事業税の一部を分離し、特別法人
事業税（仮称）とするとともに、その全額を
都道府県に対し、特別法人事業譲与税（仮称）
として、人口を譲与基準（不交付団体に対す
る譲与制限あり）とし譲与する。

○その他
・保険会社等の異常危険準備金制度について、
火災保険等に係る特例積立率を6％（現行：
5％）に引き上げる。

・医師の勤務時間短縮や、地域医療体制の確�
保、高額医療機器の共同利用の推進等効率的
な配置の促進といった観点から、医療用機器
の特別償却制度の拡充・見直しを行う。

〔消費課税〕
○車体課税の見直し
・平成31年10月1日以後に新車新規登録を受
けた自家用乗用車（登録車）から、小型自動
車を中心に全ての税率区分において、自動車
税の税率を引き下げる。
・自家用乗用車（登録車）に係る環境性能割の
税率等の適用区分を見直す。
・環境性能割の導入を契機に、自家用乗用車（登
録車及び軽自動車）に係るグリーン化特例（軽
課）の適用対象を、電気自動車等に限定する。
なお、消費税率引上げに配慮し、平成33年4
月1日以後に新車新規登録等を受けた自家用
乗用車（登録車及び軽自動車）から適用する。
・エコカー減税（自動車取得税・自動車重量税）
の軽減割合等を見直す。政策インセンティブ

機能の強化の観点から、自動車重量税のエコ
カー減税について、1回目車検時の軽減割合
等を見直すとともに、2回目車検時の免税対
象を電気自動車等や極めて燃費水準が高いハ
イブリッド車に重点化する。
・自動車税の恒久減税により生じる地方税の減
収のうち、地方税の見直しによる増収により
確保できない分について、以下の措置により
全額国費で補填する。
－エコカー減税（自動車重量税）の見直し
　　（前掲）
－自動車重量税の譲与割合の段階的引上げ
－揮発油税から地方揮発油税への税源移譲
・平成31年度税制改正に係る車体課税の見直
しに伴う都道府県・市町村間の財源調整のた
め、自動車税環境性能割交付金に係る交付率
を見直す。
・自動車の取得時の負担感を緩和するため、平
成31年10月1日から平成32年9月30日まで
の間に取得した自家用乗用車（登録車及び軽
自動車）について、環境性能割の税率を1％
分軽減する。これによる地方税の減収は、全
額国費で補填する。

○外国人旅行者向け消費税免税制度の利便性向上
・臨時の販売場での免税販売を認める。

〔国際課税〕
○BEPS（税源浸食と利益移転）プロジェクトを踏
まえた対応
・過大支払利子税制について、利子の損金算入
限度額の算定方法の見直し等により、税源浸
食リスクに応じて利子の損金算入制限を強化
する。
・移転価格税制について、独立企業間価格の算
定方法としてディスカウント・キャッシュ・
フロー法を加えるとともに、評価困難な無形
資産取引に係る価格調整措置を導入する。

〔納税環境整備〕
○経済取引の多様化等に伴う納税環境の整備
・仮想通貨取引等、経済取引の多様化・国際化
が進展する中、適正課税を確保するため、現
行実務上行われている事業者等に対する任意
の照会について税法上明確化するとともに、
高額・悪質な無申告者等の情報について国税
当局が事業者等に照会する仕組みを整備す
る。

〔関税〕＝略
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１　地方法人課税における新たな偏在是正措置
　地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変
化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較して
大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、
都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展
するため、特別法人事業税（仮称）及び特別法人
事業譲与税（仮称）を創設する。
◎特別法人事業税（仮称）の創設
　消費税率10％段階において復元後の法人事業
税（所得割・収入割）の一部（法人事業税の約3割）
を分離し、特別法人事業税（仮称）（国税）とする。
課 税 標 準：�法人事業税（所得割・収入割）の

税額（標準税率分）
主な税率区分：

主な税率区分
法人事業税

（所得割・収入割）
特別法人事業税
（仮称）

（復元後） （改正後） （創設）
資本金1億円超の普通
法人 3.6％ ⇒ 1％ 税額の260％

資本金1億円以下の普
通法人等 9.6％ ⇒ 7％ 税額の037％

収入金額課税対象法人 1.3％ ⇒ 1％ 税額の030％

賦 課 徴 収：�都道府県（法人事業税と併せて実施）
国への払込み：�税収の全額を交付税及び譲与税配

付金特別会計に直接払込み
適 用 期 日：�平成31年10月1日以後に開始す

る事業年度から適用
◎特別法人事業譲与税（仮称）の創設
譲 与 額：�特別法人事業税（仮称）の税収（全

額）を都道府県に譲与
譲与基準等：�「人口」を譲与基準とし、不交付

団体に譲与制限の仕組み（※）を
設ける

　　　　　　　※�　当初算出額の25％を保障し、残余
の75％を譲与しない（財源超過額を上
限）。

譲与開始時期：平成32年度
◎その他
○　都道府県の財政運営に支障が生じないよ
う、新たな偏在是正措置により減収が生じる
場合に、地方債の発行を可能とする措置を講
じる。
○　経済社会情勢の変化に対応できるよう、法
の施行後における検討に係る規定を設ける。

○　新たな偏在是正措置により生じる財源は、
必要な歳出を地方財政計画に計上するなど、
その全額を地方のために活用する。
○　市町村に対する法人事業税交付金につい
て、交付水準に変動が生じないよう交付率を
引き上げる（5.4％→7.7％）等の措置を講じる。

２　車体課税の大幅見直し
　消費税率10％への引上げにあわせ、保有課税
を恒久的に引き下げることにより、需要を平準化
するとともに、国内自動車市場の活性化と新車代
替の促進による燃費性能の優れた自動車や先進安
全技術搭載車の普及等を図る。
　恒久減税による地方税の減収については、エコ
カー減税等の見直しや国税から地方税への税源移
譲により、これに見合った地方税財源を確保する。
　加えて、消費税率引上げにあわせ、自動車の取
得時の負担感を緩和するため、環境性能割の税率
を1％分軽減する。（平成31年10月1日〜平成32
年9月30日の間の措置）
※　この見直しにより、平成31年度与党税制改正大綱に
おいて、「税制抜本改革法以来の累次の与党税制改正大
綱において懸案事項とされてきた車体課税の見直しに
ついては、今般の措置をもって最終的な結論とする。」
とされた。

〔保有課税の恒久減税〕
◎自動車税の税率引下げ（恒久減税）
　平成31年10月1日以後に新車新規登録を受け
た自家用乗用車（登録車）から、小型自動車を中
心に全ての税率区分において、自動車税の税率を
引き下げる。
　なお、軽自動車税の税率は、変更しない。

税率区分 〜1,000cc以下 1,000cc超1,500cc以下
1,500cc超
2,000cc以下

2,000cc超
2,500cc以下 2,500cc超〜

引下げ幅 ▲4,500円 ▲4,000円 ▲3,500円 ▲1,500円 ▲1,000円

◎地方税財源の確保
⑴　環境性能割の税率の適用区分の見直し
○　環境インセンティブを強化するため、自家
用乗用車（登録車）に係る環境性能割の税率
の適用区分を見直す。

⑵　グリーン化特例（軽課）の大幅見直し
○　環境性能割の導入を契機に、自家用乗用車

平成31年度地方税税制改正（案）について
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（登録車及び軽自動車）に係るグリーン化特例
（軽課）の適用対象を、電気自動車等に限定
する。
○　消費税率引上げに配慮し、平成33年4月1
日以後に新車新規登録等を受けた自家用乗用
車（登録車及び軽自動車）から適用する。

⑶　エコカー減税（自動車取得税・自動車重量税）
の軽減割合等の見直し
○　環境インセンティブを強化するため、乗用
車（登録車及び軽自動車）に係るエコカー減
税（自動車取得税・自動車重量税）の軽減割
合等を見直す。
○　上記のエコカー減税（自動車重量税）の見
直しによって、本来、国の増収分となるもの
についても、地方に税源移譲し、⑷の財源と
する。
○　トラック・バスに係るエコカー減税は、環
境インセンティブを強化するため、一定の見
直しを行う。

⑷　都道府県自動車重量譲与税制度の創設（自動
車重量税の譲与割合の引上げ）
○　自動車重量税の譲与割合を段階的に引き上
げることで国税から地方税への税源移譲を行
い、都道府県自動車重量譲与税制度を創設す
る。

⑸　揮発油税から地方揮発油税への税源移譲
○　⑴〜⑷の措置を講じてもなお不足する地方
税財源を確保するため、平成46年度から揮
発油税から地方揮発油税に税源移譲し、地方
揮発油譲与税を増額する。

⑹　その他
○　平成31年度税制改正に係る車体課税の見
直しに伴う都道府県・市町村間の財源調整の
ため、自動車税環境性能割交付金に係る交付
率を見直す。

　　�［現行：65％→平成31〜33年度：47％→平成
34年度以降：43％］

〔需要平準化対策に係る環境性能割の臨時的軽減〕
　自動車の取得時の負担感を緩和するため、平成
31年10月1日から平成32年9月30日までの間に
取得した自家用乗用車（登録車及び軽自動車）に
ついて、環境性能割の税率を1％分軽減する。
　これによる地方税の減収は、全額国費で補てん
する。

〔登録車〕 税率 臨時的軽減〔軽自動車〕 税率 臨時的軽減

非課税 非課税 非課税 非課税

1.0％ 非課税 1.0％ 非課税

2.0％ 1.0％ 2.0％ 1.0％

3.0％ 2.0％

３　消費税率引上げに伴う需要変動の平準化対策
◎自動車に係る措置
○　「2　車体課税の大幅見直し」のうち「保有
課税の恒久減税」及び「需要平準化対策に係
る環境性能割の臨時的軽減」のとおり。

◎住宅に係る措置
○　今回の住宅ローン控除の改正により延長さ
れた控除期間（11年目〜13年目）においては、
所得税額から控除しきれない額について、現
行制度と同じ控除限度額（所得税の課税総所
得金額等×7％）の範囲内において、個人住
民税額から控除する。
○　この措置による個人住民税の減収額は、全
額国費で補てんする。

４　ふるさと納税制度の見直し
　制度の健全な発展に向けて、一定のルールの中
で地方公共団体が創意工夫をすることにより全国
各地の地域活性化に繋げるため、過度な返礼品を
送付し、制度の趣旨を歪めているような団体につ
いては、ふるさと納税（特例控除）の対象外にす
ることができるよう、制度の見直しを行う。
◎見直し後の制度の基本的枠組み
○　総務大臣は、地方財政審議会の意見を聴い
た上で、次の基準に適合する地方公共団体を
ふるさと納税（特例控除）の対象として指定
する。
①　寄附金の募集を適正に実施する地方公共
団体
②　（①の地方公共団体で）返礼品を送付す
る場合には、以下のいずれも満たす地方公
共団体
・返礼品の返礼割合を3割以下とすること
・返礼品を地場産品とすること

５　森林環境税・譲与税（仮称）の法制化
　平成30年度税制改正で決定された以下の具体
的内容について法制化する。
◎森林環境税（仮称）の創設
　［平成36年度から課税］
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平成31年度税制改正の大綱
一　個人所得課税
１　住宅・土地税制
（国税）
〔延長・拡充等〕
⑴　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別
控除について、次の措置を講ずる。
①　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特
別控除の特例の創設
　　個人が、住宅の取得等（その対価の額又は
費用の額に含まれる消費税等の税率が10％
である場合の住宅の取得等に限る。）をして
平成31年10月1日から平成32年12月31日ま

での間にその者の居住の用に供した場合につ
いて、住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除の特例を創設する。
　　この特例は、適用年の11年目から13年目
までの各年の住宅借入金等特別税額控除額
を、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次
に定める金額として、住宅借入金等を有する
場合の所得税額の特別控除の適用ができるこ
ととする。
イ　一般の住宅（認定長期優良住宅及び認定
低炭素住宅以外の住宅）の場合　次に掲げ
る金額のいずれか少ない金額
イ　住宅借入金等の年末残高（4,000万円を

　納税義務者等：�国内に住所を有する個人に対し
て、年額1,000円を課する国税

　賦課徴収等：�市町村が個人住民税と併せて賦
課徴収し、都道府県を経由して
交付税及び譲与税配付金特別会
計に直接払込み

◎森林環境譲与税（仮称）の創設
　［平成31年度から譲与］
　譲 与 総 額：�森林環境税（仮称）の収入額（全

額）に相当する額（注1）
　譲 与 基 準：�（市町村）総額の9割に相当する

額を私有林人工林面積（5/10）、
林業就業者数（2/10）、人口
（3/10）で按分

　　　　　　　※�　市町村の私有林人工林面積は、
林野率により補正

　　　　　　　�（都道府県）総額の1割（注2）に
相当する額を市町村と同様の基
準で按分

　使 　 　 途：�（市町村）森林整備及びその促
進に関する費用

　　　　　　　�（都道府県）森林整備を実施す
る市町村の支援等に関する費用

　　　　　　　（注�１）平成35年度までの間は、暫定
的に譲与税特別会計における借入
れにより対応。借入金は、後年度
の森林環境税（仮称）の税収の一
部をもって確実に償還。

　　　　　　　（注�２）制度創設当初は、都道府県へ
の譲与割合を2割とし、段階的に

1割に移行。

６　子どもの貧困に対応するための個人住民税の
非課税措置
○　子どもの貧困に対応するため、事実婚状態
でないことを確認した上で支給される児童扶
養手当の支給を受けており、前年の合計所得
金額が135万円以下であるひとり親に対し、
個人住民税を非課税とする措置を講ずる。（平
成33年度分個人住民税〜）

７　主な税負担軽減措置等
◎固定資産税等の特例措置
○　特定所有者不明土地を利用した地域福利増
進事業に係る課税標準の特例措置を創設（固
定資産税、都市計画税）
○　高規格堤防の整備に伴う建替家屋に係る税
額の減額措置を創設（固定資産税）
○　福島県の原発事故による避難住民の帰還推
進を目的とした帰還環境整備推進法人が整備
する一定の公共施設に係る課税標準の特例措
置を創設（固定資産税、都市計画税、不動産
取得税）
○　熊本地震による被災住宅用地に係る課税標
準の特例措置の適用期間を2年延長（固定資
産税、都市計画税）
○　鳥獣被害対策を推進するため、対象鳥獣捕
獲員等の狩猟者登録に係る課税免除等の特例
措置を5年延長（狩猟税）
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限度）×1％
ロ　〔住宅の取得等の対価の額又は費用の
額－当該住宅の取得等の対価の額又は費
用の額に含まれる消費税額等〕（4,000万
円を限度）×2％÷3

ロ　認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の
場合　次に掲げる金額のいずれか少ない金
額
イ　住宅借入金等の年末残高（5,000万円を
限度）×1％
ロ　〔住宅の取得等の対価の額又は費用の
額－当該住宅の取得等の対価の額又は費
用の額に含まれる消費税額等〕（5,000万
円を限度）×2％÷3

ハ　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
控除額に係る特例の対象となる再建住宅の
場合　次に掲げる金額のいずれか少ない金
額
イ　住宅借入金等の年末残高（5,000万円を
限度）×1.2％
ロ　〔住宅の取得等の対価の額又は費用の
額－当該住宅の取得等の対価の額又は費
用の額に含まれる消費税額等〕（5,000万
円を限度）×2％÷3

（注１）適用年の1年目から10年目までの各年の住
宅借入金等特別税額控除については、現行と同
様の金額を控除できることとする。

（注２）上記の「住宅の取得等」とは、居住用家屋の
新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたこ
とのないもの若しくは既存住宅の取得又はその
者の居住の用に供する家屋の増改築等をいうも
のとし、上記イロ、ロロ及びハロの「住宅の取得
等の対価の額又は費用の額」は、次のとおりとする。
イ　当該住宅の取得等をした居住用家屋等のう
ちにその者の居住の用以外の用に供する部分
がある場合には、当該居住用家屋等の床面積
のうちに当該居住の用に供する部分の床面積
の占める割合を乗じて計算した金額とする。

ロ　当該住宅の取得等に関し、補助金等の交付
を受ける場合又は直系尊属から住宅取得等資
金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税等の
適用を受ける場合であっても、当該補助金等
の額又は当該適用を受けた住宅取得等資金の
額を控除しないこととする。

（注３）その他の要件等は、現行の住宅借入金等を

有する場合の所得税額の特別控除と同様とする。
②　二以上の住宅の取得等をした場合の控除額
の計算の調整措置、年末調整に係る住宅借入
金等を有する場合の所得税額の特別控除その
他の措置について、所要の措置を講ずる。
③　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について、次に掲
げる事項の記載を要しないこととする。
イ　住宅の取得等をした年月日
ロ　住宅の取得等をした家屋をその者の居住
の用に供した年月日
ハ　住宅の取得等（住宅借入金等に当該取得
等とともにする当該取得等をした家屋の敷
地の用に供される土地等の取得に係る住宅
借入金等が含まれる場合には、当該土地
等の取得を含む。下記④ロにおいて同じ。）
の対価の額又は費用の額
ニ　住宅の取得等をした家屋の床面積
注　上記の改正は、平成31年4月1日以後に提出す
る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について適用する。

④　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特
別控除証明書の記載事項は、次に掲げる事項
であることを法令上明確化する。
イ　住宅の取得等をした家屋をその者の居住
の用に供した年月日
ロ　住宅の取得等の対価の額又は費用の額
ハ　住宅の取得等をした家屋の床面積のうち
にその者の居住の用に供する部分の床面積
の占める割合及び住宅の取得等をした家屋
の敷地の用に供する土地等の面積のうちに
当該居住の用に供する部分の面積の占める
割合
ニ　住宅借入金等が連帯債務である場合に
は、その負担部分の割合
ホ　その他参考となるべき事項
注　上記の改正は、居住年が平成31年以後である者
に対し、平成32年10月1日以後に交付する住宅借
入金等を有する場合の所得税額の特別控除証明書
について適用する。

⑵　優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し
た場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象
に、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する
特別措置法に規定する地域福利増進事業（特定
所有者不明土地の土地使用権の取得についての
都道府県知事による裁定がされた当該裁定に係
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る申請書に記載されたものに限る。）を実施す
る者に対する当該申請書に記載された事業区域
内にある次に掲げる土地等の譲渡（当該裁定後
に行われるものに限る。）で、当該譲渡に係る
土地等が当該地域福利増進事業の用に供される
ものを加える。
①　確知所有者等が有する特定所有者不明土地
又はその上に存する権利
②　権利取得計画に記載がされた土地等（一定
の地域福利増進事業である場合におけるもの
を除く。）

注　上記の改正は、平成31年6月1日以後の譲渡につい
て適用する。

⑶　所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特
別措置法に規定する土地収用法の特例の規定に
よる収用があった場合には、収用交換等の場合
の譲渡所得の5,000万円特別控除等を適用する
（法人税についても同様とする。）。
注　上記の改正は、平成31年6月1日以後の譲渡につい
て適用する。

⑷　空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除
の特例について、老人ホーム等に入所をしたこ
とにより被相続人の居住の用に供されなくなっ
た家屋及びその家屋の敷地の用に供されていた
土地等は、次に掲げる要件その他一定の要件を
満たす場合に限り、相続の開始の直前において
その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ほか所要の整備を行った
上、その適用期限を4年延長する。
①　被相続人が介護保険法に規定する要介護認
定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老
人ホーム等に入所をしていたこと。
②　被相続人が老人ホーム等に入所をした時か
ら相続の開始の直前まで、その家屋について、
その者による一定の使用がなされ、かつ、事
業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居
住の用に供されていたことがないこと。

注　上記の改正は、平成31年4月1日以後に行う被相続
人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲
渡について適用する。

⑸〜⑹＝略
⑺　次に掲げる住宅の改修等に係る措置につい
て、次に掲げる措置の区分に応じそれぞれ次に
定める標準的な費用の額を、工事の実績を踏ま
えて見直すこととする。
①　既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額

の特別控除　耐震改修工事に係る標準的な工
事費用の額
②　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　特定の改修工事に係
る標準的な工事費用の額
③　認定住宅の新築等をした場合の所得税額の
特別控除　認定住宅の新築等に係る標準的な
性能強化費用の額

注　上記①の改正は平成32年1月1日以後に行う耐震改
修工事について、上記②の改正は特定の改修工事を
した家屋を同日以後に居住の用に供する場合につい
て、上記③の改正は認定住宅を同日以後に居住の用
に供する場合について、それぞれ適用する。

⑻〜⑽＝略
〔廃止〕＝略
（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　非課税口座を開設している居住者等が一時
的な出国により居住者等に該当しないことと
なる場合の特例措置を次のとおり講ずる。
イ　当該居住者等がその出国の日の前日まで
に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、その者に係
る給与等の支払をする者からの転任の命令
その他これに準ずるやむを得ない事由に基
因して出国をする旨、引き続き非課税措置
の適用を受けようとする旨、帰国をした後
再び当該非課税口座において非課税上場株
式等管理契約又は非課税累積投資契約に基
づく上場株式等の受入れを行う旨その他の
事項を記載した届出書（以下「継続適用届
出書」という。）の提出をしたときは、その
出国の時から、その者が当該金融商品取引
業者等の営業所の長に、帰国をした年月日、
当該非課税口座において再び非課税上場株
式等管理契約又は非課税累積投資契約に基
づく上場株式等の受入れを行わせようとす
る旨その他の事項を記載した届出書（以下
「帰国届出書」という。）の提出をする日と
当該継続適用届出書の提出をした日から起
算して5年を経過する日の属する年の12月
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31日とのいずれか早い日までの間は、そ
の者を居住者等に該当する者とみなして、
本措置を引き続き適用する。この場合にお
いて、当該帰国届出書の提出をする日まで
は、当該非課税口座に設けられた非課税管
理勘定又は累積投資勘定に上場株式等を受
け入れることができないこととする。
ロ　継続適用届出書の提出をした者が当該提
出をした日から起算して5年を経過する日
の属する年の12月31日までに当該金融商
品取引業者等の営業所の長に帰国届出書の
提出をしなかった場合には、同日において
その者が当該金融商品取引業者等の営業所
の長に非課税口座廃止届出書を提出したも
のとみなす。
ハ　その出国につき、国外転出をする場合の
譲渡所得等の特例の対象となる者は、継続
適用届出書の提出をすることができないこ
ととする。

②　居住者等が非課税口座を開設することがで
きる年齢要件をその年1月1日において18歳
以上（現行：20歳以上）に引き下げる。
③　次に掲げる書類の提出に代えて行う電磁的
方法による当該書類に記載すべき事項を記録
した電磁的記録の提供の際に行うこととされ
ている本人確認の方法について、その者の氏
名、生年月日及び住所の記載のある住所等確
認書類を提示する方法を加える。
イ　特定口座以外の他の保管口座への非課税
口座内上場株式等移管依頼書
ロ　非課税口座内上場株式等移管依頼書
ハ　未成年者口座非課税口座間移管依頼書
④　非課税口座を開設している居住者等は、当
該非課税口座にその年に設けられている勘定
を変更しようとする場合には、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
業所の長に対し、非課税口座異動届出書の提
出ができることとする。この場合において、
当該非課税口座異動届出書を提出する日以前
に当該勘定に既に上場株式等の受入れをして
いるときは、当該金融商品取引業者等の営業
所の長は、当該非課税口座異動届出書を受理
することができないこととする。
⑤　その他所要の措置を講ずる。
注　上記②の改正は、平成35年1月1日以後に設けられ
る非課税口座について適用するとともに、所要の経

過措置を講ずる。
⑵　未成年者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（ジュニア
NISA）について、次の措置を講ずる。
①　居住者等が未成年者口座の開設並びに非課
税管理勘定及び継続管理勘定の設定をするこ
とができる年齢要件をその年1月1日におい
て18歳未満（現行：20歳未満）に引き下げる。
②　次に掲げる書類の提出に代えて行う電磁的
方法による当該書類に記載すべき事項を記録
した電磁的記録の提供の際に行うこととされ
ている本人確認の方法について、その者の氏
名、生年月日及び住所の記載のある住所等確
認書類を提示する方法を加える。
イ　未成年者口座内上場株式等移管依頼書
ロ　特定口座以外の他の保管口座への未成年
者口座内上場株式等移管依頼書

③　その他所要の措置を講ずる。
注　上記①の改正は、平成35年1月1日以後に設けられ
る未成年者口座等について適用するとともに、所要
の経過措置を講ずる。

⑶　上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の
特例について、次の措置を講ずる。
①　支払の取扱者が交付をする集団投資信託の
収益の分配に係る上場株式等の配当等に係る
源泉徴収税額から控除することとされている
その集団投資信託の信託財産について納付し
た所得税及び外国所得税の額のうちその集団
投資信託の収益の分配に対応する部分の金額
の計算については、その集団投資信託の収益
から収益調整金のみに係るものを除いて行う
こととする。
②　受益権を他の証券投資信託の受託者に取得
させることを目的とする証券投資信託の範囲
に、その受益権を表示する受益証券が発行さ
れていないもののうち当該受益権の譲渡が制
限されているものを加える。
③　支払の取扱者は、上場株式等の配当等に係
る所得税の額からその上場株式等の配当等に
係る外国所得税に相当する金額等を控除した
場合には、その金額を控除したことを証する
書類等をその控除した日の属する年の翌年か
ら7年間、納税地に保存しなければならない
こととする。
④　その他所要の措置を講ずる。
注　上記の改正は、平成32年1月1日以後に支払われる
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上場株式等の配当等について適用する。
⑷　信託財産に係る利子等の課税の特例につい
て、次の措置を講ずる。
①　集団投資信託の収益の分配に係る源泉徴収
税額から控除することとされているその集団
投資信託の信託財産について納付した所得税
及び外国所得税の額の計算については、その
集団投資信託の収益から収益調整金のみに係
るものを除いて行うこととする。
②　集団投資信託の収益の分配の支払を受けた
者が確定申告書に記載する源泉徴収税額から
控除する外国所得税の額は、その者に係る収
益の分配に係る所得税の額にその集団投資信
託の信託財産の外貨建資産への運用割合を乗
じた額を限度とする。
③　受益権を他の証券投資信託の受託者に取得
させることを目的とする証券投資信託の範囲
に、その受益権を表示する受益証券が発行さ
れていないもののうち当該受益権の譲渡が制
限されているものを加える。
④　その他所要の措置を講ずる。
注　上記の改正は、平成32年1月1日以後に支払われる
収益の分配について適用する。

⑸　財産形成非課税住宅（年金）貯蓄申告書を提出
した個人が、その者の賃金の支払者、勤務先若
しくは事務代行先の名称若しくは所在地の変更
があった場合若しくはその者の賃金の支払者が
事務代行団体に事務の委託をした場合、委託を
やめた場合若しくは特定賃金支払者でなくなっ
た場合又は現にその者の財産形成住宅（年金）貯
蓄の受入れをしている金融機関の営業所等に対
してその事務の全部を移管することを依頼する
場合に提出する財産形成非課税住宅（年金）貯
蓄に関する異動申告書及び財産形成非課税住宅
（年金）貯蓄の勤務先異動申告書（以下「申告書
等」という。）には、当該申告書等を提出する者
の個人番号の記載を要しないこととし、当該申
告書等の提出を受けた者は、当該申告書等にそ
の提出した者の個人番号を付記するものとする。
注　上記の改正は、申告書等の提出をする者が当該提
出を受ける者に個人番号の記載された財産形成非課
税住宅（年金）貯蓄に関する異動申告書等を提出して
いない場合には、適用しない。

⑹　中小企業等経営強化法の改正を前提に、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）について、次の措置を
講ずる。
①　適用対象者の範囲に、中小企業等経営強化
法に規定する認定新規中小企業者等（仮称）
が同法の認定を受けた同法に規定する新事業
分野開拓計画（仮称）に従って活用する取締
役及び使用人等以外の者（当該新事業分野開
拓計画（仮称）の実施期間の開始の日から新
株予約権の行使までの間、居住者であること
等の要件を満たす者に限る。以下「特定事業
者」という。）を加える。
②　特定事業者が本特例の適用を受けて取得を
した株式を相続等により取得をした個人は、
承継特例適用者に該当しないこととする。
③　特定事業者が、本特例の適用を受けて取得
をした株式の譲渡等をするまでに国外転出を
する場合には、当該国外転出の時に、当該株
式に係る新株予約権の行使の日における当該
株式の価額に相当する金額により当該株式の
譲渡があったものとみなして、所得税を課する。
④　その他所要の措置を講ずる。
注　特定事業者の相続人は、本特例の適用はできな
いこととする。

⑺　特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所
得計算等の特例等について、特定口座に受け入
れることができる上場株式等の範囲に、居住者
等が発行法人等に対して役務の提供をした場合
におけるその役務の提供の対価としてその居住
者等に生ずる債権の給付と引換えにその居住者
等が取得することとされている上場株式等を加
える。
⑻　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、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）の適用対象となる沖縄振興
特別措置法の指定会社に係る同法の規定に基づ
く指定期限を2年延長する。
⑼　平成28年1月1日前に次に掲げる告知又は告
知書の提出（以下「告知等」という。）を行った者
で同日以後に配当等の支払を受けるものが、平
成31年1月1日以後最初に配当等の支払を受け
る日等までにその告知等を受けた者に行うこと
とされている個人番号又は法人番号の告知につ
いて、その告知期限を3年延長する。
①　利子、配当等の受領者の告知
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②　無記名公社債の利子等に係る告知書の提出
③　株式等の譲渡の対価の受領者の告知
④　交付金銭等の受領者の告知
⑤　償還金等の受領者の告知
⑥　信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
⑦　先物取引の差金等決済をする者の告知
⑧　金地金等の譲渡の対価の受領者の告知
⑨　特定株式投資信託の受益者に係る情報の受
託者への告知
⑩　特定口座開設届出書の提出をする者の告知
⑪　非課税口座開設届出書の提出をする者の告
知
⑫　国外送金等をする者の告知書の提出
⑬　国外証券移管等をする者の告知書の提出
⑽　行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律等の改正を前提
に、次の措置を講ずる。
①　個人番号の告知を受けるべき金融機関等
が、その金融機関等に個人番号の告知をすべ
き者でその告知をしていないもの（以下「番
号未告知者」という。）の個人番号を振替機関
から提供を受けて確認したときは、その番号
未告知者がその金融機関等に個人番号の告知
をしたものとみなして、改めてその番号未告
知者がその金融機関等に個人番号の告知を行
うことを要しないこととする。
②　金融機関等が番号未告知者の個人番号の確
認をしたときは、その金融機関等が提出すべ
きその確認後にその番号未告知者に支払をす
る配当等に係る支払調書等には、その確認を
した個人番号を記載することとする。

〔縮減〕
　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）の適
用対象となる株式の範囲から、認可金融商品取引
業協会の規則においてその事業の成長発展が見込
まれるものとして指定を受けている銘柄（グリー
ンシート・エマージング区分）の株式を発行する
等の要件を満たす株式会社により発行される株式
を除外する。
３　森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）
の創設
⑴　森林環境税（仮称）の創設
①　基本的な仕組み
イ　納税義務者等

　　森林環境税（仮称）は、国内に住所を有
する個人に対して課する国税とする。
ロ　税率
　　森林環境税（仮称）の税率は、年額1,000
円とする。
ハ　賦課徴収
　　森林環境税（仮称）の賦課徴収は、市町
村において、個人住民税と併せて行うこと
とする。
ニ　国への払込み
　　市町村は、森林環境税（仮称）として納
付又は納入された額を都道府県を経由して
国の交付税及び譲与税配付金特別会計に払
い込むこととする。

②　施行期日
　　森林環境税（仮称）は、平成36年度から課
税する。
③　その他
　　個人住民税に準じて非課税の範囲、減免、
納付・納入、罰則等に関する所要の措置を講
ずる。

⑵　森林環境譲与税（仮称）の創設
①　基本的な仕組み
イ　森林環境譲与税（仮称）
　　森林環境譲与税（仮称）は、森林環境税（仮
称）の収入額に相当する額とし、市町村及
び都道府県に対して譲与する。
ロ　譲与基準
イ　森林環境譲与税（仮称）の10分の9に
相当する額は、市町村に対し、当該額
の10分の5の額を私有林人工林面積で、
10分の2の額を林業就業者数で、10分
の3の額を人口で按分して譲与する。
ロ　森林環境譲与税（仮称）の10分の1に
相当する額は、都道府県に対し、市町村
と同様の基準で按分して譲与する。
注　市町村の私有林人工林面積は、次のとおり
林野率により補正する。

区分 補正の方法

林野率85％以上の市町村 私有林人工林面積を
1.5倍に割増し

林野率75％以上85％未満の
市町村

私有林人工林面積を
1.3倍に割増し

林野率75％未満の市町村 補正なし

ハ　使途及び公表
イ　市町村は、森林環境譲与税（仮称）を、
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間伐や人材育成・担い手の確保、木材利
用の促進や普及啓発等の森林整備及びそ
の促進に関する費用に充てなければなら
ないこととする。
ロ　都道府県は、森林環境譲与税（仮称）を、
森林整備を実施する市町村の支援等に関
する費用に充てなければならないことと
する。
ハ　市町村及び都道府県は、森林環境譲与
税（仮称）の使途等を公表しなければな
らないこととする。

②　施行期日
　　森林環境譲与税（仮称）は、平成31年度か
ら譲与する。

⑶　創設時の経過措置
①　平成31年度から平成35年度までの間にお
ける森林環境譲与税（仮称）は、交付税及び
譲与税配付金特別会計における借入金をもっ
て充てることとし、各年度における借入金の
額及び譲与額は次のとおりとする。

期間 借入金の額及び譲与額
平成31年度から平成33年度まで 200億円
平成34年度及び平成35年度 300億円

注　借入金の額には、当該年度における利子の支払
に要する費用等に相当する額を加算する。

②　平成36年度から平成44年度までの間にお
ける森林環境譲与税（仮称）は、森林環境税（仮
称）の収入額から借入金の償還金及び利子の
支払に要する費用等に相当する額を控除した
額に相当する額とし、各年度における借入金
の償還額は次のとおりとする。

期間 償還額
平成37年度から平成40年度まで 200億円
平成41年度から平成44年度まで 100億円

（注１）平成36年度においては、借入金の償還は行わ
ない。

（注２）償還額には、平成31年度から平成35年度まで
の利子の支払に要した費用等に相当する額を各年
度の借入金の償還額に応じて加算する。

③　平成31年度から平成44年度までの間にお
ける森林環境譲与税（仮称）の市町村及び都
道府県への譲与割合は、次のとおりとする。

期間 市町村 都道府県
平成31年度から平成36年度まで 100分の80 100分の20
平成37年度から平成40年度まで 100分の85 100分の15
平成41年度から平成44年度まで 100分の88 100分の12

⑷　その他
　その他所要の措置を講ずる。
４　租税特別措置等＝略
５　その他
（国税）
⑴　中核市の長から療育手帳の交付を受けている
者を障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対
象者に加えるとともに、当該療育手帳を障害者
等確認書類等の範囲に加える。
⑵　居住者が納付する森林環境税（仮称）及び森
林環境税（仮称）に係る延滞金は、必要経費に
算入しないこととする。
⑶　個人が保有する資金決済に関する法律に規定
する仮想通貨につき、その者の所得の金額の計
算上必要経費に算入する金額を算定する場合に
おけるその算定の基礎となる期末において有す
る仮想通貨の価額は、移動平均法又は総平均法
により算出した取得価額をもって評価した金額
とするほか、所要の措置を講ずる。
⑷　源泉徴収及び確定申告における配偶者に係る
控除の適用について、次の見直しを行う。
①　給与等又は公的年金等の源泉徴収における
源泉控除対象配偶者に係る控除の適用につい
ては、夫婦のいずれか一方しか適用できない
こととする。
②　居住者の配偶者が、公的年金等の源泉徴収
において源泉控除対象配偶者に係る控除の適
用を受け、かつ、公的年金等に係る確定申告
不要制度の適用を受ける場合等には、その居
住者は、確定申告において配偶者特別控除の
適用を受けることができないこととする等の
所要の措置を講ずる。

注　上記の改正は、平成32年1月1日以後に支払われる
給与等及び公的年金等並びに平成32年分以後の所得
税について適用する。

⑸　次に掲げる書類については、確定申告書等に
添付し、又は確定申告書等の提出の際提示する
ことを要しないこととするほか、これに伴う所
要の措置を講ずる。
①　給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉
徴収票
②　オープン型証券投資信託の収益の分配の支
払通知書
③　配当等とみなす金額に関する支払通知書
④　上場株式配当等の支払通知書
⑤　特定口座年間取引報告書
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⑥　未成年者口座等につき契約不履行等事由が
生じた場合の報告書
⑦　特定割引債の償還金の支払通知書
⑧　相続財産に係る譲渡所得の課税の特例を適
用する際の相続税額等を記載した書類

注　上記の改正は、平成31年4月1日以後に提出する確
定申告書等について適用する。

⑹　その年において支払を受けるべき給与等で年
末調整の適用を受けたものを有する居住者が提
出する確定申告書の記載事項のうち、その年末
調整で適用を受けた所得控除の額と確定申告で
適用を受ける所得控除の額とが同額である場合
におけるこれらの所得控除に関する事項につい
ては、その年末調整で適用を受けた所得控除の
額の合計額の記載によることができることとする。
（注１）確定申告で適用を受ける所得控除の額のうち年
末調整で適用を受けた所得控除の額と同額である所
得控除については、その内訳の記載を要しないこと
とし、その額の記載によることができることとする。

（注２）上記の改正は、平成31年分以後の確定申告書を
平成31年4月1日以後に提出する場合について適用する。

⑺　公的年金等（公的年金等の受給者の扶養親族
等申告書（以下「扶養親族等申告書」という。）の
提出をすることができないものを除く。以下同
じ。）の源泉徴収について、次の見直しを行う。
①　扶養親族等申告書の提出をしなかった場合
の源泉徴収税額は、その提出の際に経由すべ
き公的年金等の支払者が支払う公的年金等の
金額から公的年金等控除及び基礎控除に対応
する控除の月割額（その月割額が最低保障額
に満たない場合には、最低保障額）にその公
的年金等の支給月数を乗じて計算した金額を
控除した残額に、5％の税率を乗じて計算する。
注　上記の最低保障額は、9万円（その公的年金等の
支払を受ける居住者が65歳以上である場合には、
13万5千円）とする。

②　扶養親族等申告書にその者の氏名を自署し
た場合には、その者の押印を要しないことと
する。
③　扶養親族等申告書の記載事項から、同一生
計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害
者若しくはその他の特別障害者又は特別障害
者以外の障害者がある場合の人数を除外す
る。
④　その他所要の措置を講ずる。
注　上記の改正は、平成32年1月1日以後に支払を

受けるべき公的年金等について適用する。
⑻〜⒀＝略
（地方税）
〈個人住民税〉
⑴〜⑼＝略
⑽　個人住民税における都道府県又は市区町村（以
下「都道府県等」という。）に対する寄附金に係
る寄附金税額控除について、次の見直しを行う。
①　総務大臣は、次の基準に適合する都道府県
等をふるさと納税（特例控除）の対象として
指定することとする。
イ　寄附金の募集を適正に実施する都道府県
等
ロ　イの都道府県等で返礼品を送付する場合
には、次のいずれも満たす都道府県等
イ　返礼品の返礼割合を3割以下とするこ
と
ロ　返礼品を地場産品とすること

②　①の基準は総務大臣が定めることとする。
③　指定は、都道府県等の申出により行うこと
とする。
④　総務大臣は、指定をした都道府県等が基準
に適合しなくなったと認める場合等には、指
定を取り消すことができることとする。
⑤　総務大臣は指定をし、又は指定を取り消し
たときは、直ちにその旨を告示しなければな
らないこととする。
⑥　基準の制定や改廃、指定や指定の取消しに
ついては、地方財政審議会の意見を聴かなけ
ればならないこととする。
⑦　その他所要の措置を講ずる。
注　上記の改正は、平成31年6月1日以後に支出された
寄附金について適用する。

⑾　子どもの貧困に対応するため、次の措置を講
ずる。
①　児童扶養手当の支給を受けている児童の父
又は母のうち、現に婚姻をしていない者又は
配偶者の生死の明らかでない者（これらの者
の前年の合計所得金額が135万円を超える場
合を除く。）を個人住民税の非課税措置の対
象に加える。
（注１）上記の「児童」は、父又は母と生計を一にする
子で前年の総所得金額等の合計額が48万円以下で
あるものとする。

（注２）上記の「婚姻」及び「配偶者」には、婚姻の届出
をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に
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ある場合を含むものとする。
②　個人住民税の申告書、給与所得者の扶養親
族申告書及び給与支払報告書等について、上
記①の者に該当する旨の記載をし、申告する
こととする等の所要の措置を講ずる。

注　上記の改正は、平成33年度分以後の個人住民税に
ついて適用する。

⑿　個人住民税の非課税措置における未成年の要
件について、改正後の民法の未成年と同様とす
る。
⒀　平成31年度分の個人住民税に係る非課税限
度額（均等割・所得割）については、現行どお
りとする。

〈国民健康保険税〉
⒁　国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度
額を61万円（現行：58万円）に引き上げる。
⒂　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28万円（現行：27.5万円）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51万円（現行：50万円）に引き上げる。

二　資産課税
１　個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度
の創設等
⑴　個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税
猶予制度の創設
①　概要
　　認定相続人が、平成31年1月1日から平成
40年12月31日までの間に、相続等により特
定事業用資産を取得し、事業を継続していく
場合には、担保の提供を条件に、その認定相
続人が納付すべき相続税額のうち、相続等に
より取得した特定事業用資産の課税価格に対
応する相続税の納税を猶予する。
（注１）上記の「認定相続人」とは、承継計画に記載さ
れた後継者であって、中小企業における経営の承
継の円滑化に関する法律の規定による認定を受け
た者をいう。

（注２）上記の「特定事業用資産」とは、被相続人の事
業（不動産貸付事業等を除く。以下同じ。）の用に
供されていた土地（面積400㎡までの部分に限る。）、

建物（床面積800㎡までの部分に限る。）及び建物以
外の減価償却資産（固定資産税又は営業用として
自動車税若しくは軽自動車税の課税対象となって
いるものその他これらに準ずるものに限る。）で青
色申告書に添付される貸借対照表に計上されてい
るものをいう。

（注３）上記の「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て作成された特定事業
用資産の承継前後の経営見通し等が記載された計
画であって、平成31年4月1日から平成36年3月
31日までの間に都道府県に提出されたものをいう。

②　猶予税額の計算
　　猶予税額の計算方法は、非上場株式等につ
いての相続税の納税猶予制度の特例と同様と
する。
③　猶予税額の免除
イ　全額免除
　　次の場合には、猶予税額の全額を免除す
る。
イ　認定相続人が、その死亡の時まで、特
定事業用資産を保有し、事業を継続した
場合
ロ　認定相続人が一定の身体障害等に該当
した場合
ハ　認定相続人について破産手続開始の決
定があった場合
ニ　相続税の申告期限から5年経過後に、
次の後継者へ特定事業用資産を贈与し、
その後継者がその特定事業用資産につい
て贈与税の納税猶予制度（後述）の適用
を受ける場合

ロ　一部免除
　　次の場合には、非上場株式等についての
相続税の納税猶予制度の特例に準じて、猶
予税額の一部を免除する。
イ　同族関係者以外の者へ特定事業用資産
を一括して譲渡する場合
ロ　民事再生計画の認可決定等があった場
合
ハ　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、特定事業用資産の一
括譲渡又は特定事業用資産に係る事業の
廃止をするとき

（注４）上記の「経営環境の変化を示す一定の要件」は、
非上場株式等についての相続税の納税猶予制度の
特例に準じた要件とする。
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　　なお、上記イハ又はロの場合には、過
去5年間に認定相続人の青色事業専従者
に支払われた給与等で必要経費として認
められない額は免除しない。

④　猶予税額の納付
イ　認定相続人が、特定事業用資産に係る事
業を廃止した場合等には、猶予税額の全額
を納付する。
ロ　認定相続人が、特定事業用資産の譲渡等
をした場合には、その譲渡等をした部分に
対応する猶予税額を納付する。

⑤　利子税の納付
　　上記④により、猶予税額の全部又は一部を
納付する場合には、その納付税額について相
続税の法定申告期限からの利子税（年3.6％）
（利子税の特例（貸出約定平均利率の年平均
が0.6％の場合）を適用した場合には、年0.7％）
を併せて納付する。
⑥　その他
イ　被相続人は相続開始前において、認定相
続人は相続開始後において、それぞれ青色
申告の承認を受けていなければならない。
ロ　認定相続人は、相続税の申告期限から3
年毎に継続届出書を税務署長に提出しなけ
ればならない。
ハ　認定相続人が、相続税の申告期限から5
年経過後に特定事業用資産を現物出資し、
会社を設立した場合には、当該認定相続人
が当該会社の株式等を保有していることそ
の他一定の要件を満たすときは、納税猶予
を継続する。
ニ　被相続人に債務がある場合には特定事業
用資産の価額から当該債務の額（明らかに
事業用でない債務の額を除く。）を控除し
た額を猶予税額の計算の基礎とする、非上
場株式等についての相続税の納税猶予制度
における資産管理会社要件を踏まえた要件
を設定する等の租税回避行為を防止する措
置を講ずる。
ホ　この納税猶予の適用を受ける場合には、
特定事業用宅地等について小規模宅地等に
ついての相続税の課税価格の計算の特例の
適用を受けることができない。
ヘ　その他非上場株式等についての相続税の
納税猶予制度の特例に準ずる措置のほか所
要の措置を講ずる。

⑵　個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税
猶予制度の創設
①　認定受贈者（18歳（平成34年3月31日まで
の贈与については、20歳）以上である者に限
る。以下同じ。）が、平成31年1月1日から平
成40年12月31日までの間に、贈与により特
定事業用資産を取得し、事業を継続していく
場合には、担保の提供を条件に、その認定受
贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈与によ
り取得した特定事業用資産の課税価格に対応
する贈与税の納税を猶予する。
②　認定受贈者が贈与者の直系卑属である推定
相続人以外の者であっても、その贈与者がそ
の年1月1日において60歳以上である場合には、
相続時精算課税の適用を受けることができる。
③　猶予税額の納付、免除等については、相続
税の納税猶予制度と同様とする。
④　贈与者の死亡時には、特定事業用資産（既
に納付した猶予税額に対応する部分を除く。）
をその贈与者から相続等により取得したもの
とみなし、贈与時の時価により他の相続財産
と合算して相続税を計算する。その際、都道
府県の確認を受けた場合には、相続税の納税
猶予の適用を受けることができる。

注　上記⑴及び⑵の改正は、平成31年1月1日以後に相
続等又は贈与により取得する財産に係る相続税又は
贈与税について適用する。

⑶　特定事業用宅地等に係る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、特定事業用宅地等の範囲
から、相続開始前3年以内に事業の用に供され
た宅地等（当該宅地等の上で事業の用に供され
ている減価償却資産の価額が、当該宅地等の相
続時の価額の15％以上である場合を除く。）を
除外する。
注　上記の改正は、平成31年4月1日以後に相続等によ
り取得する財産に係る相続税について適用する。た
だし、同日前から事業の用に供されている宅地等に
ついては、適用しない。

２　教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
　直系尊属から教育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、次の措置を講じ
た上、その適用期限を2年延長する。
⑴　信託等をする日の属する年の前年の受贈者
の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、
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当該信託等により取得した信託受益権等につい
ては、本措置の適用を受けることができないこ
ととする。
注　上記の改正は、平成31年4月1日以後に信託等によ
り取得する信託受益権等に係る贈与税について適用
する。

⑵　教育資金の範囲から、学校等以外の者に支払
われる金銭で受贈者が23歳に達した日の翌日以
後に支払われるもののうち、教育に関する役務
提供の対価、スポーツ・文化芸術に関する活動
等に係る指導の対価、これらの役務提供又は指
導に係る物品の購入費及び施設の利用料を除外
する。ただし、教育訓練給付金の支給対象とな
る教育訓練を受講するための費用は除外しない。
注　上記の改正は、平成31年7月1日以後に支払われる
教育資金について適用する。

⑶　信託等をした日から教育資金管理契約の終了
の日までの間に贈与者が死亡した場合（その死
亡の日において次のいずれかに該当する場合を
除く。）において、受贈者が当該贈与者からそ
の死亡前3年以内に信託等により取得した信託
受益権等について本措置の適用を受けたことが
あるときは、その死亡の日における管理残額を、
当該受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈によ
り取得したものとみなす。
①　当該受贈者が23歳未満である場合
②　当該受贈者が学校等に在学している場合
③　当該受贈者が教育訓練給付金の支給対象と
なる教育訓練を受講している場合

（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から教育
資金支出額を控除した残額のうち、贈与者からその
死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権
等の価額に対応する金額をいう。

（注２）上記の改正は、平成31年4月1日以後に贈与者が
死亡した場合について適用する。ただし、同日前に
信託等により取得した信託受益権等の価額は、上記
（注1）の信託受益権等の価額に含まれないものとする。

⑷　教育資金管理契約の終了事由について、受贈
者が30歳に達した場合においても、その達し
た日において上記⑶②又は③のいずれかに該当
するときは教育資金管理契約は終了しないもの
とし、その達した日の翌日以後については、そ
の年において上記⑶②若しくは③のいずれかに
該当する期間がなかった場合におけるその年12
月31日又は当該受贈者が40歳に達する日のい
ずれか早い日に教育資金管理契約が終了するも

のとする。
注　上記の改正は、平成31年7月1日以後に受贈者が
30歳に達する場合について適用する。

⑸　その他所要の措置を講ずる。
３　結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見
直し
　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、次の措
置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
⑴　信託等をする日の属する年の前年の受贈者
の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、
当該信託等により取得した信託受益権等につい
ては、本措置の適用を受けることができないこ
ととする。
⑵　その他所要の措置を講ずる。
注　上記の改正は、平成31年4月1日以後に信託等により
取得する信託受益権等に係る贈与税について適用する。

４　租税特別措置等
（国税）
〔新設〕＝略
〔延長・拡充等〕
〈相続税・贈与税〉
⑴＝略
⑵　非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶
予制度について、次の措置を講ずる（特例制度
についても同様とする。）。
①　贈与税の納税猶予における受贈者の年齢要
件を18歳以上（現行：20歳以上）に引き下げる。
②　一定のやむを得ない事情により認定承継会
社等が資産保有型会社・資産運用型会社に該
当した場合においても、その該当した日から
6月以内にこれらの会社に該当しなくなった
ときは、納税猶予の取消事由に該当しないも
のとする。
③　非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相
続税の納税猶予の適用を受ける場合には贈与
税の納税猶予の免除届出の添付書類を不要と
する等、手続の簡素化を行う。

注　上記①の改正は、平成34年4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。

〈登録免許税〉
⑶　土地の売買による所有権の移転登記等に対す
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。
⑷〜⒁＝略
〈印紙税〉
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⒂　特定の学資としての資金の貸付けに係る消費
貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置の適
用期限を3年延長する。
⒃＝略
（地方税）＝略
５　その他
（国税）
⑴　相続税の未成年者控除の対象となる相続人の
年齢を18歳未満（現行：20歳未満）に引き下げる。
⑵　次に掲げる制度における受贈者の年齢要件を
18歳以上（現行：20歳以上）に引き下げる。
①　相続時精算課税制度
②　直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の
税率の特例
③　相続時精算課税適用者の特例
④　非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度
（特例制度についても同様とする。）（再掲）
注　上記⑴及び⑵の改正は、平成34年4月1日以後に相
続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る
相続税又は贈与税について適用する。

⑶　民法（相続関係）の改正に伴い、次の措置を
講ずる。
①　相続税における配偶者居住権等の評価額を
次のとおりとする。
イ　配偶者居住権
　　建物の時価－建物の時価×（残存耐用
年数－存続年数）／残存耐用年数×存続
年数に応じた民法の法定利率による複利
現価率

ロ　配偶者居住権が設定された建物（以下「居
住建物」という。）の所有権
　　建物の時価－配偶者居住権の価額
ハ　配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の
利用に関する権利
　　土地等の時価－土地等の時価×存続年
数に応じた民法の法定利率による複利現
価率

ニ　居住建物の敷地の所有権等
　　土地等の時価－敷地の利用に関する権
利の価額

（注１）上記の「建物の時価」及び「土地等の時価」は、
それぞれ配偶者居住権が設定されていない場合の
建物の時価又は土地等の時価とする。

（注２）上記の「残存耐用年数」とは、居住建物の所得
税法に基づいて定められている耐用年数（住宅用）
に1.5を乗じて計算した年数から居住建物の築後経

過年数を控除した年数をいう。
（注３）上記の「存続年数」とは、次に掲げる場合の区
分に応じそれぞれ次に定める年数をいう。
イ　配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間
である場合　配偶者の平均余命年数

ロ　イ以外の場合　遺産分割協議等により定めら
れた配偶者居住権の存続期間の年数（配偶者の
平均余命年数を上限とする。）

（注４）残存耐用年数又は残存耐用年数から存続年数
を控除した年数が零以下となる場合には、上記イ
の「（残存耐用年数－存続年数）／残存耐用年数」
は、零とする。

②　物納劣後財産の範囲に居住建物及びその敷
地を加える。
③　配偶者居住権の設定の登記について、居住
建物の価額（固定資産税評価額）に対し1,000
分の2の税率により登録免許税を課税する。
④　特別寄与料に係る課税について、次のとお
りとする。
イ　特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与
料の額が確定した場合には、当該特別寄与
者が、当該特別寄与料の額に相当する金額
を被相続人から遺贈により取得したものと
みなして、相続税を課税する。
ロ　上記イの事由が生じたため新たに相続税
の申告義務が生じた者は、当該事由が生じ
たことを知った日から10月以内に相続税
の申告書を提出しなければならない。
ハ　相続人が支払うべき特別寄与料の額は、
当該相続人に係る相続税の課税価格から控
除する。
ニ　相続税における更正の請求の特則等の対
象に上記イの事由を加える。

⑤　遺留分制度の見直しに伴う所要の措置を講
ずる（所得税についても同様とする。）。
⑥　その他所要の措置を講ずる。
⑷　次に掲げる書類について、住民票の写しの添
付を要しないこととする。
①　相続時精算課税選択届出書
②　障害者非課税信託申告書
注　上記①の改正は、平成32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。

⑸　関係法令の改正を前提に、社会保険診療等に
係る収入金額の合計額が全収入金額の100分の
80を超えることとの医療法人の移行計画の認
定要件における社会保険診療等に係る収入金額
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の範囲に障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律等の規定に基づく障害
福祉サービスに係る収入金額を加える見直しが
行われた後も、その見直し後の認定医療法人に
ついて、医業継続に係る相続税・贈与税の納税
猶予制度等を適用する。
⑹〜⑻＝略
（地方税）＝略

三　法人課税
１　イノベーション促進のための研究開発税制の
見直し

（国税）
　試験研究を行った場合の税額控除制度（研究開
発税制）について、次の見直しを行う（次の⑴の
控除税額の上限の見直しを除き、所得税について
も同様とする。）。
⑴　試験研究費の総額に係る税額控除制度につい
て、税額控除率を次のとおり見直した上、研究
開発を行う一定のベンチャー企業の控除税額の
上限を当期の法人税額の40％（現行：25％）に
引き上げる。
①　増減試験研究費割合が8％超
　　9.9％＋（増減試験研究費割合－8％）×0.3
②　増減試験研究費割合が8％以下
　　9.9％－（8％－増減試験研究費割合）×0.175
（注１）上記の「研究開発を行う一定のベンチャー企業」
とは、設立後10年以内の法人のうち当期において翌
期繰越欠損金額を有するもの（大法人の子会社等を除
く。）をいう。

（注２）上記①については、10％を上限とする（現行と同
じ。）。

（注３）上記②については、6％を下限とする（現行と同
じ。）。

⑵　試験研究費の額が平均売上金額の10％を超
える場合における試験研究費の総額に係る税額
控除制度の控除税額の上限の上乗せ特例につい
て、次のとおり改組した上、その適用期限を2
年延長する。
①　試験研究費の総額に係る税額控除制度にお
ける控除税額の上限（当期の法人税額の25％
又は40％）に、当期の法人税額に試験研究費
割合から10％を控除した割合を2倍した割合
（10％を上限とする。）を乗じて計算した金額
を上乗せする（現行と同じ。）。

②　試験研究費の総額に係る税額控除制度にお
ける税額控除率を、上記⑴①及び②並びに（注
3）により算出した率に、その算出した率に
控除割増率を乗じて計算した率を加算した率
とする（小数点以下3位未満の端数は切捨て）。
注　上記の「控除割増率」とは、試験研究費割合から
10％を控除した割合に0.5を乗じた割合（10％を上
限とする。）をいう。

⑶　試験研究費の総額に係る税額控除制度の税額
控除率（上記⑴及び⑵②）の上限を14％（原則：
10％）とする特例の適用期限を2年延長する。

⑷　中小企業技術基盤強化税制について、増減試
験研究費割合が5％を超える場合の特例を増減
試験研究費割合が8％を超える場合の特例に見
直した上、その適用期限を2年延長する。また、
上記⑵②と同様に、試験研究費の額が平均売上
金額の10％を超える場合に税額控除率を割り
増す措置を講ずる。
⑸　特別試験研究費の額に係る税額控除制度につ
いて、次の見直しを行う。
①　対象となる特別試験研究費の額に、次の要
件を満たす企業間の委託研究に要する費用の
額を加え、その税額控除率を下記③を除き
20％とする。
イ　受託者の委託に基づき行う業務がその受
託者において試験研究に該当するものであ
ること。
ロ　委託に係る委任契約等（契約又は協定で、
委任又は準委任の契約その他これに準ず
るものに該当するものをいう。）において、
その委託して行う試験研究の目的とする成
果をその委託に係る委任契約等に基づき委
託法人が取得するものとされていること。
ハ　次のいずれかを満たすこと。
イ　委託して行う試験研究が委託法人の基
礎研究又は応用研究であること。
ロ　委託して行う試験研究が受託者の知的
財産権等を利用するものであること。
注　上記の「知的財産権等」とは、知的財産権、
これに準ずるノウハウ（第三者との契約によ
り受託者が権利を有することが明らかなもの
に限る。）その他これらを活用した機械その他
の減価償却資産をいう。

ニ　委託に係る委任契約等において、その委
託に係る試験研究が委託法人の工業化研究
に該当するものでない旨又は受託者の知的
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財産権等を利用するものである旨その他一
定の事項が定められていること。

②　特別試験研究費の対象となる国の指定を受
けた医薬品等に関する試験研究について、医
薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律の改正を前提に国立研
究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所から
の助成金の交付を受けて行う特定用途医薬品
等に関する試験研究を加えるとともに、その
助成金の交付を受ける法人の常時使用従業員
数が1,000人以下であることとの要件を設ける。
注　上記の「特定用途医薬品等」とは、医薬品、医療
機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律の特定用途医薬品、特定用途医療機器及び
特定用途再生医療等製品のうち、その用途に係る
対象者の数が本邦において5万人未満であるもの
をいう。

③　研究開発型ベンチャー企業との共同研究及
び研究開発型ベンチャー企業への上記①の委
託研究に係る税額控除率を25％とする。
注　上記の「研究開発型ベンチャー企業」とは、産業
競争力強化法の新事業開拓事業者でその発行する
株式の全部又は一部が同法の認定ベンチャーファ
ンドの組合財産であるものその他これに準ずるも
のをいう。

④　控除税額の上限を当期の法人税額の10％
（現行：5％）に引き上げる。
⑤　特別試験研究費のうち大学等との共同研究
に係る費用について、研究開発のプロジェク
トマネジメント業務等を担う者の人件費の適
用を明確化する。

⑹　上記⑵の改組に伴い、平均売上金額の10％
を超える試験研究費に係る税額控除制度を廃止
する。
⑺　新設の分割承継法人等に係る調整計算等の適
正化その他の所要の整備を行う。

（地方税）＝略
２　中堅・中小・小規模事業者の支援
（国税）
⑴　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適
用期限を2年延長する。
⑵　中小企業投資促進税制の適用期限を2年延長
する（所得税についても同様とする。）。
⑶　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得
した場合の特別償却又は税額控除制度（中小企
業経営強化税制）について、特定経営力向上設

備等の範囲の明確化及び適正化を行った上、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。）。
⑷　特定中小企業者等が経営改善設備を取得した
場合の特別償却又は税額控除制度について、経
営改善設備の投資計画の実施を含む経営改善に
より売上高又は営業利益の伸び率が年2％以上
となる見込みであることについて認定経営革新
等支援機関等の確認を受けることを適用要件に
加えた上、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　上記の改正は、平成31年4月1日以後に取得等をす
る経営改善設備について適用する。なお、同日前に
交付を受けた経営改善指導助言書類に係る経営改善
設備のうち同年9月30日までに取得等をしたものに
ついては、上記の確認を受けることを不要とする経
過措置を講ずる。

⑸　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）について、
関係法令の改正を前提に、次の措置を講じた上、
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。）。
①　承認地域経済牽引事業について主務大臣の
確認を受ける事業年度の前事業年度の付加価
値額がその確認を受ける事業年度の前々事業
年度の付加価値額より8％以上増加している
こととの要件を満たす場合には、その承認地
域経済牽引事業の用に供した機械装置及び器
具備品について、特別償却率を50％（現行：
40％）に、税額控除率を5％（現行：4％）に、
それぞれ引き上げる。
②　承認地域経済牽引事業の実施場所が平成
29年7月31日以前に発生した特定非常災害
により生産活動の基盤に著しい被害を受けた
地区である場合において、その計画承認日が
特定非常災害発生日から5年（現行：3年）を
経過していないときは、その承認地域経済牽
引事業の主務大臣の確認要件のうち先進性に
係る要件を満たすものとする。
③　適用投資額の上限を80億円（現行：100億円）
に引き下げる。

⑹　中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色
申告書を提出する中小企業者（適用除外事業者
に該当するものを除く。）のうち同法の事業継
続力強化計画又は連携事業継続力強化計画（仮



19

称）の認定を受けたものが、同法の改正法の施
行の日から平成33年3月31日までの間に、そ
の認定に係る事業継続力強化計画又は連携事業
継続力強化計画に係る特定事業継続力強化設備
等の取得等をして、その事業の用に供した場合
には、その取得価額の20％の特別償却ができ
ることとする（所得税についても同様とする。）。
（注１）上記の「中小企業者」とは、中小企業等経営強化
法の中小企業者であって租税特別措置法第42条の4
第8項第6号の中小企業者その他これに準ずる法人に
該当するものをいう。

（注２）上記の「特定事業継続力強化設備等」とは、中小
企業等経営強化法の事業継続力強化設備等（仮称）と
して認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続
力強化計画（仮称）に記載された機械装置、器具備品
及び建物附属設備のうち、一定の規模以上のものを
いう。

（注３）上記の「一定の規模以上のもの」とは、それぞれ
次のものをいう。
①　機械装置　1台又は1基の取得価額が100万円以
上のもの

②　器具備品　1台又は1基の取得価額が30万円以上
のもの

③　建物附属設備　一の取得価額が60万円以上のもの
⑺　法人税関係の中小企業向けの各租税特別措置
等におけるみなし大企業の範囲について、次の
見直しを行う。
①　中小企業投資促進税制、特定中小企業者等
が経営改善設備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、中小企業経営強
化税制、被災代替資産等の特別償却制度及び
上記⑹の制度について、次のとおり、事業承
継ファンドを通じて株式を保有されている場
合の措置を講ずる。
　　中小企業等経営強化法の事業再編投資計画
の認定に係る投資事業有限責任組合の組合財
産である株式を発行した中小企業者について、
中小企業投資促進税制、特定中小企業者等が
経営改善設備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、中小企業経営強化
税制、被災代替資産等の特別償却制度及び上
記⑹の制度のみなし大企業の判定における大
規模法人の有する株式又は出資から、その投
資事業有限責任組合に係る組合員の出資をし
た独立行政法人中小企業基盤整備機構の有す
る株式を除外する。

②　みなし大企業の判定において、大規模法人
に次の法人を加えるとともに、その判定対象
となる法人の発行済株式又は出資からその有
する自己の株式又は出資を除外する。
イ　大法人の100％子法人
ロ　100％グループ内の複数の大法人に発行
済株式又は出資の全部を保有されている法
人

注　上記の「大法人」とは、資本金の額若しくは出資
金の額が5億円以上である法人、相互会社若しく
は外国相互会社（常時使用従業員数が1,000人超の
ものに限る。）又は受託法人をいう。

（地方税）＝略
３　地方創生の推進＝略
４　頻発する災害への対応＝略
５　都市・地方の持続可能な発展のための地方税
体系の構築
⑴　法人事業税（所得割及び収入割に限る。）の税
率の改正
　　法人事業税の標準税率を次のとおりとし、平
成31年10月1日以後に開始する事業年度から
適用する。
①　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所得割の標準
税率

現　行 改正案
年400万円以下の所得 1.9％ 0.4％
年400万円超年800万円以下の所得 2.7％ 0.7％
年800万円超の所得 3.6％ 1％

②　資本金1億円以下の普通法人等の所得割の
標準税率

現　行 改正案
年400万円以下の所得 0.5％ 3.5％
年400万円超年800万円以下の所得 7.3％ 5.3％
年800万円超の所得 9.6％ 0.7％

③　特別法人の所得割の標準税率

現　行 改正案
（年400万円以下の所得 0.5％ 3.5％）
（年400万円超の所得 6.6％ 4.9％）
（特定の協同組合等の年10億円超の所得 7.9％ 5.7％）

④　収入金額課税法人の収入割の標準税率
現　行 改正案

電気供給業、ガス供給業及び保険業を
行う法人の収入金額に対する税率 1.3％ 0.1％

（注１）資本金1億円超の普通法人の所得割の制限税
率について、標準税率の1.7倍（現行：1.2倍）に引
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き上げる措置を講ずる。
（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うち資本金1,000万円以上であ
るものの所得割に係る税率については、軽減税率
の適用はない。

（注３）上記の「現行」とは、平成31年10月以降に適
用することとされている税率に関する規定である。

⑵　特別法人事業税（仮称）の創設
①　特別法人事業税（仮称）の基本的な仕組み
イ　納税義務者等
　　特別法人事業税（仮称）は、法人事業税（所
得割又は収入割）の納税義務者に対して課
する国税とする。
ロ　課税標準
　　法人事業税額（標準税率により計算した
所得割額又は収入割額とする。）
ハ　税率
イ　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� 260％
ロ　所得割額によって法人事業税を課税さ
れる普通法人等の所得割額に対する税率
� 37％
ハ　所得割額によって法人事業税を課税さ
れる特別法人の所得割額に対する税率　
� 34.5％

ニ　収入割額によって法人事業税を課税さ
れる法人の収入割額に対する税率� 30％

ニ　申告納付
　　特別法人事業税（仮称）の申告納付は、
都道府県に対して、法人事業税と併せて行
うものとする。
ホ　賦課徴収
　　特別法人事業税（仮称）の賦課徴収は、
都道府県において、法人事業税と併せて行
うものとする。
ヘ　国への払込み
　　都道府県は、特別法人事業税（仮称）と
して納付された額を国の交付税及び譲与税
配付金特別会計に払い込むものとする。

②　適用期日
　　特別法人事業税（仮称）は、平成31年10月
1日以後に開始する事業年度から適用する。

⑶　特別法人事業譲与税（仮称）の創設
　　特別法人事業税（仮称）の収入額を、使途を
限定しない一般財源として都道府県へ譲与する

特別法人事業譲与税（仮称）を創設する。
　　特別法人事業譲与税（仮称）の譲与の基準は
次のとおりとし、平成32年度から譲与する。
①　特別法人事業税（仮称）の収入額を人口で
按分した額を各都道府県への譲与額とする。
②　当該年度の普通交付税の財源超過団体に対
しては、①による譲与額から当該譲与額の
75％に相当する額（当該額が当該財源超過団
体の財源超過額（①に基づく譲与が行われた
とした場合の財源超過額とする。）を超える
場合には、当該財源超過額）を控除した額を
譲与する。
③　当該年度の普通交付税の財源超過団体以外
の都道府県に対しては、②で控除した額をこ
れらの都道府県の人口で按分した額を①の譲
与額に加算した額を譲与する。
④　②の財源超過額は、東京都においては、特
別区との合算額を用いる。

⑷　その他
①　特別法人事業税（仮称）の創設に伴い、法
人事業税交付金の交付水準に変動が生じない
よう、交付率を100分の7.7（現行：100分の5.4）
に引き上げる。その際、交付金の算定基礎か
ら、法人事業税の超過課税分を除く措置を講
ずる。
注　上記の「現行」とは、平成31年10月以降に適用
することとされている交付率に関する規定である。

②　平成32年2月以降に都道府県から国に払い
込まれた地方法人特別税の収入額を特別法人
事業譲与税（仮称）の原資に加える等の所要
の措置を講ずる。
③　特別法人事業税（仮称）及び特別法人事業
譲与税（仮称）については、施行後適当な時
期において、施行後の状況を勘案し、必要が
あると認めるときは、検討を加え、その結果
に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
④　都道府県の財政運営に支障が生じないよ
う、法人事業税の標準税率の引下げ並びに特
別法人事業税（仮称）及び特別法人事業譲与
税（仮称）の創設により減収が生じる場合に、
地方債の発行を可能とする措置を講ずる。
⑤　その他所要の措置を講ずる。
６　円滑・適正な納税のための環境整備
（国税）
⑴　課税所得の範囲の変更に伴う調整措置につい
て、次の見直しを行う。
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①　公益法人等である一般社団法人若しくは一
般財団法人又は医療法人が普通法人に移行す
る場合の所得の金額の計算について、対象と
なる法人を公益法人等全般とした上、公益法
人等が協同組合等に移行する場合についても
対象とする。
②　普通法人又は協同組合等である一般社団法
人若しくは一般財団法人、医療法人又は生産
森林組合が公益法人等に移行する場合に解散
及び設立があったものとする措置について、
対象となる法人を普通法人又は協同組合等全
般とする。

⑵　法人税における仮想通貨の評価方法等につい
て、次のとおり時価法を導入する等の措置を講
ずる。
①　法人が事業年度末に有する仮想通貨のう
ち、活発な市場が存在する仮想通貨について
は、時価評価により評価損益を計上する。
②　法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損
益については、その譲渡に係る契約をした日
の属する事業年度に計上する。
③　仮想通貨の譲渡に係る原価の額を計算する
場合における一単位当たりの帳簿価額の算出
方法を移動平均法又は総平均法による原価法
とし、法定算出方法を移動平均法による原価
法とする。
④　法人が事業年度末に有する未決済の仮想通
貨の信用取引等については、事業年度末に決
済したものとみなして計算した損益相当額を
計上する。
⑤　その他所要の措置を講ずる。
注　上記の改正は、平成31年4月1日以後に終了する事
業年度分の法人税について適用する。なお、同日前
に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度につ
いては、会計上仮想通貨につき時価評価していない
場合には、上記①及び④を適用しないことができる
経過措置を講ずる。

⑶　法人設立届出書及び外国普通法人となった旨
の届出書について、定款等の写し以外の書類の
添付を要しないこととする。また、収益事業開
始届出書について、収益事業の概要等を記載し
た書類及び合併により設立した法人に係る書類
の添付を要しないこととする。
⑷　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、他の法
人の発行済株式又は出資の50％以上を有して

いないこととの要件に係る次の見直しを行う。
①　他の法人の出資に匿名組合出資を含めるこ
ととする。
②　匿名組合を通じて間接的に有する株式等を
合算（その保有株式等に匿名組合出資割合を
乗じて算出する。）して判定することとする。

７　その他の租税特別措置＝略
８　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　株式交換等の後に株式交換等完全親法人を
被合併法人とし、株式交換等完全子法人を合
併法人とする適格合併を行うことが見込まれ
ている場合には、その株式交換等に係る適格
要件のうち完全支配関係継続要件、支配関係
継続要件及び親子関係継続要件について、そ
の適格合併の直前の時までの関係により判定
することとする。
②　合併、分割及び株式交換に係る適格要件並
びに被合併法人等の株主における旧株の譲渡
損益の計上を繰り延べる要件のうち、対価に
関する要件について、対象となる合併法人等
の親法人の株式に合併法人等の発行済株式の
全部を間接に保有する関係がある法人の株式
を加える（旧株の譲渡損益の繰延要件は、所
得税についても同様とする。）。

⑵〜⑶＝略
⑷　法人が連結親法人又は連結親法人となる法人
との間に完全支配関係を有することとなり、連
結納税への加入時期の特例の適用を受けるため
の手続について、連結親法人又は連結親法人と
なる法人に一元化する。
⑸　連結子法人の本店等所在地に異動があった場
合に提出することとされている届出書について、
提出すべき法人をその連結子法人（現行：連結
親法人）とした上、連結親法人の納税地の所轄
税務署長への提出を要しないこととする。
⑹　法人の支給する役員給与における業績連動給
与の手続に係る要件について、次の見直しを行
う。
①　報酬委員会及び報酬諮問委員会（以下「報
酬委員会等」という。）における決定等の手続
について、次の見直しを行う。
イ　報酬委員会等を設置する法人の業務執行
役員が報酬委員会等の委員でないこととの
要件を除外するとともに、業務執行役員が
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自己の業績連動給与の決定等に係る決議に
参加していないこととの要件を加える。
ロ　報酬委員会等の委員の過半数が独立社外
役員であること及び委員である独立社外役
員の全てが業績連動給与の決定に賛成して
いることとの要件を加える。

②　監査役会設置会社における監査役の過半数
が適正書面を提出した場合の取締役会の決定
及び監査等委員会設置会社における監査等委
員の過半数が賛成している場合の取締役会の
決定の手続を除外する。

注　上記の改正は、平成31年4月1日以後に支給に係る
決議をする給与について適用する。なお、同日から
平成32年3月31日までの間に支給に係る決議をする
給与については、現行の手続による業績連動給与の
損金算入を認める経過措置を講ずる。

⑺〜⑿＝略
（地方税）＝略

四　消費課税
１　車体課税等の見直し
（国税）
⑴　排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷
の小さい自動車に係る自動車重量税の免税等の
特例措置（いわゆる「自動車重量税のエコカー
減税」）について、次の見直しを行った上、その
適用期限を2年延長する。
①　乗用自動車
イ　現行、税率を75％軽減する自動車に係
る軽減割合を50％とし、税率を50％軽減
する自動車に係る軽減割合を25％とする。
ロ　新車に係る新規検査後に受ける最初の継
続検査等の際に納付すべき自動車重量税を
免除する措置の対象となる揮発油自動車及
び石油ガス自動車は、平成32年度燃費基
準値より90％以上燃費性能の良い自動車
とする。

②　バス・トラック（車両総重量が2.5t以下の
もの）
　　新車に係る新規検査後に受ける最初の継続
検査等の際に納付すべき自動車重量税を免除
する措置の対象となる自動車の範囲から、揮
発油自動車を除外する。
③　バス・トラック（車両総重量が2.5tを超え
るもの）

イ　本措置の適用対象となる自動車の範囲か
ら、現行、税率を25％軽減する自動車を
除外する。
ロ　新車に係る新規検査後に受ける最初の継
続検査等の際に納付すべき自動車重量税を
免除する措置の対象となる自動車の範囲か
ら、揮発油自動車及び軽油自動車を除外す
る。

⑵　揮発油税及び地方揮発油税の税率（1㎘当た
り）を次のとおりとする。

現　行 改正案

揮発油税 48,600円
（本則税率：24,300円）

48,300円
（本則税率：24,000円）

地方揮発油税 5,200円
（本則税率：4,400円）

5,500円
（本則税率：4,700円）

注　上記の改正は、平成46年4月1日から施行する。
⑶　その他所要の措置を講ずる。
（地方税）
〈自動車取得税〉
⑴　排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷
の小さい自動車（新車に限る。）の取得に対して
課する自動車取得税に係る特例措置（いわゆる
「自動車取得税のエコカー減税」）について、次
の見直しを行った上、その適用期限を6月延長
する。
①　現行、税率を80％軽減する乗用車及び税
率を60％軽減する乗用車に係る軽減割合を
50％とし、税率を40％軽減する乗用車に係
る軽減割合を25％とする。
②　本措置の適用対象となる自動車の範囲か
ら、現行、税率を25％軽減するバス・トラッ
クを除外する。

⑵　排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷
の小さい自動車（新車を除く。）の取得に対して
課する自動車取得税の課税標準の特例措置につ
いて、その適用期限を6月延長する。
⑶　その他所要の措置を講ずる。
〈自動車税環境性能割〉
⑷　平成31年10月1日に導入される環境性能割
について、次の見直しを行う。
①　環境性能に応じた非課税又は1％若しくは
2％の税率（営業用自動車にあっては、非課税
又は0.5％若しくは1％の税率）の適用区分に
ついて、次の見直しを行う。
イ　天然ガス自動車（車両総重量が3.5t以下
のもの）
　　平成30年排出ガス規制に適合するもの



23

を非課税の適用を受ける区分に加える。
ロ　乗用車
イ　自家用乗用車に係る燃費性能に関する
要件を次のとおりとする。

現行 改正案

非課税
平成32年度燃費基準値よ
り10％以上燃費性能の良
いもの

平成32年度燃費基準値よ
り20％以上燃費性能の良
いもの

1％ 平成32年度燃費基準値を
満たすもの

平成32年度燃費基準値よ
り10％以上燃費性能の良
いもの

2％
平成27年度燃費基準値よ
り10％以上燃費性能の良
いもの

平成32年度燃費基準値を
満たすもの

ロ　ガソリン自動車で平成30年排出ガス
規制に適合し、かつ、平成30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を、非課税又は1％
若しくは2％の税率の適用を受ける区分
に加える。
注　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と同様の燃費
性能に関する要件を満たすものに限る。

ハ　石油ガス自動車（液化石油ガスを内燃
機関の燃料とする自動車をいう。）で平
成30年排出ガス規制に適合し、かつ、
平成30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又
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75％
以上窒素酸化物等の排出量が少ない自動
車を、非課税又は1％若しくは2％の税
率の適用を受ける区分に加える。
注　ガソリン自動車と同様の燃費性能に関する
要件を満たすものに限る。

ニ　軽油自動車で平成30年排出ガス規制
に適合するものを非課税の適用を受ける
区分に加える。

ハ　バス・トラック（車両総重量が2.5t以下
のもの）
　　ガソリン自動車で平成30年排出ガス規
制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基
準値より50％以上窒素酸化物等の排出量
が少ない自動車を、非課税又は1％若しく
は2％の税率の適用を受ける区分に加える。
注　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と同様の燃費性能に
関する要件を満たすものに限る。

ニ　バス・トラック（車両総重量が2.5tを超
え3.5t以下のもの）
イ　ガソリン自動車で次に掲げるものを、
非課税又は1％若しくは2％の税率の適
用を受ける区分に加える。
a 　平成30年排出ガス規制に適合し、
かつ、平成30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
b　平成30年排出ガス規制に適合し、
かつ、平成30年排出ガス基準値より
25％以上窒素酸化物等の排出量が少
ない自動車

注　上記aについては、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75％以上窒素酸化物等の排出量が少ない
自動車と同様の燃費性能に関する要件を満た
すものに限り、上記bについては、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と同様の燃費性能に関す
る要件を満たすものに限る。

ロ　軽油自動車で平成30年排出ガス規制
に適合する自動車を、非課税又は1％若
しくは2％の税率の適用を受ける区分に
加える。
注　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と同様の燃費
性能に関する要件を満たすものに限る。

②　市町村交付金の交付割合を、次のとおりと
する。
現行 100分の65
平成31年度から平成33年度まで 100分の47
平成34年度以降 100分の43

注　上記の「現行」とは、環境性能割導入以後に適用
することとされている交付割合に関する規定である。

⑸　平成31年10月1日から平成32年9月30日ま
での間に取得した自家用乗用車に係る環境性能
割について、次のとおり税率1％分を軽減する
特例措置を講ずる。
　　また、この措置による減収については、全額
国費で補填する。
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本措置を講ずる前の税率 本措置を講じた後の税率等
1％ 非課税
2％ 1％
3％ 2％

⑹　その他所要の措置を講ずる。
〈自動車税種別割〉
⑺　自家用乗用車（三輪の小型自動車を除く。）に
係る種別割の税率を次のとおりとし、平成31
年10月1日以後に新車新規登録を受けたものか
ら適用する。

（総排気量） 現行 改正案
1,000cc以下 29,500円 25,000円
1,000cc超1,500cc以下 34,500円 30,500円
1,500cc超2,000cc以下 39,500円 36,000円
2,000cc超2,500cc以下 45,000円 43,500円
2,500cc超3,000cc以下 51,000円 50,000円
3,000cc超3,500cc以下 58,000円 57,000円
3,500cc超4,000cc以下 66,500円 65,500円
4,000cc超4,500cc以下 76,500円 75,500円
4,500cc超6,000cc以下 88,000円 87,000円
6,000cc超 111,000円 110,000円

⑻　自動車税において講じている燃費性能等の優
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
「自動車税のグリーン化特例」）について、次の
措置を講ずる。
①　自家用乗用車
イ　自動車税のグリーン化特例（軽課）
　　平成33年度及び平成34年度に新車新規
登録を受けた自動車について、現行対象と
している自動車のうち電気自動車、天然ガ
ス自動車、プラグインハイブリッド自動車
及び軽油自動車に限った特例措置（税率を
概ね100分の75軽減する措置）を、当該登
録の翌年度に講ずる。その上で、平成31
年度及び平成32年度に新車新規登録を受
けた自動車については、平成30年度に新
車新規登録を受けた自動車に係る自動車税
において講じられている措置と同様の措置
を適用する。
ロ　自動車税のグリーン化特例（重課）
　　平成31年度及び平成32年度において、
現行と同様の措置を講ずる。

②　①以外の自動車
　　現行のグリーン化特例（軽課）及びグリーン
化特例（重課）の適用期限を2年延長する。

⑼　その他所要の措置を講ずる。
〈軽自動車税環境性能割〉

⑽　平成31年10月1日に導入される環境性能割
の環境性能に応じた非課税又は1％若しくは2％
の税率（営業用自動車にあっては、非課税又は
0.5％若しくは1％の税率。自家用軽自動車に係
る特例措置による2％の税率を除く。）の適用区
分について、次の見直しを行う。
①　天然ガス軽自動車
　　平成30年排出ガス規制に適合するものを
非課税の適用を受ける区分に加える。
②　乗用車及びトラック（車両総重量が2.5t以
下のもの）
　　ガソリン軽自動車で平成30年排出ガス規
制に適合し、かつ、平成30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
ない軽自動車を、非課税又は1％若しくは2％
の税率の適用を受ける区分に加える。
注　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と同様の燃費性能に関する要
件を満たすものに限る。

⑾　平成31年10月1日から平成32年9月30日ま
での間に取得した自家用乗用車に係る環境性能
割について、次のとおり税率1％分を軽減する
特例措置を講ずる。
　　また、この措置による減収については、全額
国費で補填する。
本措置を講ずる前の税率 本措置を講じた後の税率等

1％ 非課税
2％ 1％

⑿　その他所要の措置を講ずる。
〈軽自動車税種別割〉
⒀　軽自動車税において講じている、燃費性能等
の優れた軽自動車（新車に限る。）を取得した日
の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例
措置（いわゆる「軽自動車税のグリーン化特例（軽
課）」）について、次の措置を講ずる。
①　自家用乗用車
　　平成33年度及び平成34年度に新規取得し
た軽自動車について、現行対象としている軽
自動車のうち電気軽自動車及び天然ガス軽自
動車に限った特例措置（税率を概ね100分の
75軽減する措置）を、当該取得の翌年度に講
ずる。その上で、平成31年度及び平成32年
度に新規取得した軽自動車については、平成
30年度に新規取得した軽自動車に係る軽自
動車税において講じられている措置と同様の
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措置を適用する。
②　①以外の軽自動車
　　現行のグリーン化特例（軽課）の適用期限
を2年延長する。

⒁　その他所要の措置を講ずる。
〈自動車重量譲与税〉
⒂　自動車重量譲与税の自動車重量税の収入額に
対する割合について、次のとおりとする。

期間 本則の割合 当分の間の割合
現行 3分の1 1,000分の407
平成31年度から平成33年度まで 1,000分の348 1,000分の422
平成34年度から平成45年度まで 1,000分の357 1,000分の431
平成46年度 1,000分の401 1,000分の475
平成47年度以降 1,000分の416 1,000分の490

⒃　都道府県自動車重量譲与税制度を次のとおり
創設する。
①　自動車重量税の収入額の一部を、都道府県
に対して譲与する。
②　都道府県又は市町村に対する自動車重量譲
与税の譲与割合は、次のとおりとする。

期間 都道府県に対
する譲与割合

市町村に対す
る譲与割合　

平成31年度から
平成33年度まで

348分の15
（422分の15）

348分の333
（422分の407）

平成34年度から
平成45年度まで

357分の24
（431分の24）

357分の333
（431分の407）

平成46年度 401分の68
（475分の68）

401分の333
（475分の407）

平成47年度以降 416分の83
（490分の83）

416分の333
（490分の407）

注　カッコ内の割合は、当分の間の譲与割合である。
③　都道府県自動車重量譲与税は、自家用乗用
車（登録車）の保有台数（自動車税（平成31年
10月1日以後にあっては、自動車税種別割）
の賦課期日時点における課税台数）で按分し
て譲与する。
④　その他所要の措置を講ずる。
⒄　その他所要の措置を講ずる。
〈揮発油税・地方揮発油税〉＝略
〈地方揮発油譲与税〉＝略
２　復興支援のための税制上の措置＝略
３　租税特別措置等
（国税）
〔延長・拡充等〕
⑴　入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の
税率の特例措置について、ウイスキー及びブラ
ンデーに係る特例税率を1㎘につき800,000円（現
行：600,000円）に、スピリッツに係る特例税率

を1㎘につき500,000円（現行：400,000円）に、
リキュールに係る特例税率を1㎘につき400,000
円（現行：300,000円）に、それぞれ引き上げる。
注　上記の改正は、平成31年10月1日から実施する。
⑵　入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税
率の特例措置について、特例税率を1,000本に
つき12,500円（現行：12,000円）に引き上げた上、
その適用期限を1年延長する。
注　上記の改正のうち、税率引上げについては、平成
31年10月1日から実施する。

⑶〜⑷＝略
（地方税）
〔延長・拡充等〕
〈自動車取得税・自動車税環境性能割〉
⑴〜⑵＝略
⑶　車両安定性制御装置等を装備した自動車（新
車に限る。）に係る自動車取得税の課税標準の
特例措置の適用期限を6月延長する。また、自
動車税環境性能割について、自動車取得税と同
様の課税標準の特例措置を、次の見直しを行っ
た上、平成31年10月1日から平成33年3月31
日まで講ずる。
①　次に掲げる自動車で車両安定性制御装置
（横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図
るための装置をいう。②及び③において同
じ。）、衝突被害軽減制動制御装置（衝突に対
する安全性の向上を図るための装置をいう。
①から③までにおいて同じ。）又は車線逸脱
警報装置（車線からの逸脱に対する安全性の
向上を図るための装置をいう。①、②及び④
において同じ。）のうちいずれか2以上の装置
（車両総重量が5t以下のバス等（専ら人の運
送の用に供する自動車で乗車定員10人以上
のもの（立席を有するものを除く。）をいう。
①から④までにおいて同じ。）にあっては、衝
突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装
置）を装備したものに係る自動車税環境性能
割について、当該自動車（新車に限る。）の取
得が平成31年10月1日から平成31年10月31
日までの間に行われたときに限り、その通常
の取得価額から525万円を控除する。
イ　車両総重量が12t以下のバス等
ロ　車両総重量が3.5tを超え8t以下のトラッ
ク（トラクタ及びトレーラーを除く。②か
ら④までにおいて同じ。）

②　次に掲げる自動車で車両安定性制御装置、
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衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警
報装置（車両総重量が5t以下のバス等にあっ
ては、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸
脱警報装置）を装備したものに係る自動車税
環境性能割について、当該自動車（新車に限
る。）の取得が平成31年10月1日（イに掲げる
バス等及び車両総重量が3.5tを超え8t以下の
トラックにあっては、平成31年11月1日）か
ら平成33年3月31日までの間に行われたと
きに限り、その通常の取得価額から350万円
を控除する。
イ　車両総重量が12t以下のバス等
ロ　車両総重量が3.5tを超え20t以下のトラッ
ク

③　次に掲げる自動車で車両安定性制御装置又
は衝突被害軽減制動制御装置のいずれか一方
の装置（車両総重量が5t以下のバス等にあっ
ては、衝突被害軽減制動制御装置）を装備し
たものに係る自動車税環境性能割について、
当該自動車（新車に限る。）の取得が平成31年
10月1日から平成31年10月31日までの間に
行われたときに限り、その通常の取得価額か
ら350万円を控除する。
イ　車両総重量が12t以下のバス等
ロ　車両総重量が3.5tを超え8t以下のトラッ
ク

④　次に掲げる自動車で車線逸脱警報装置を装
備したものに係る自動車税環境性能割につい
て、当該自動車（新車に限る。）の取得が平成
31年10月1日から平成31年10月31日（ハに
掲げるトラックにあっては、平成32年10月31日）
までの間に行われたときに限り、その通常の
取得価額から175万円を控除する。
イ　バス等
ロ　車両総重量が3.5tを超え8t以下のトラッ
ク
ハ　車両総重量が20tを超え22t以下のトラッ
ク

〈軽油引取税〉＝略
〈狩猟税〉＝略
４　その他
（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　臨時販売場に係る届出制度の創設
イ　7月以内の期間を定めた臨時販売場を設

置しようとする事業者（既に輸出物品販売
場の許可を受けている事業者に限る。）が、
その設置日の前日までにその設置期間等を
記載した届出書をその納税地を所轄する税
務署長に提出したときは、その臨時販売場
を輸出物品販売場とみなすこととする。
ロ　上記イの適用を受けようとする事業者は、
あらかじめその納税地を所轄する税務署長
の承認を受けなければならないこととする。

（注１）上記の臨時販売場に係る届出制度の創設に伴
い、外航クルーズ船が寄港する港湾における輸出
物品販売場に係る届出制度を廃止する。

（注２）上記の改正は、平成31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。

（注３）上記の承認等については、平成31年5月1日
からその申請等を受け付けることとする。

②　手続委託型輸出物品販売場許可申請書につ
いて、承認免税手続事業者の承認通知書の写
しの添付を要しないこととする。
注　上記の改正は、平成31年4月1日以後に提出す
る申請書について適用する。

⑵　金地金等の密輸に対応するための消費税にお
ける仕入税額控除制度の見直し
①　密輸品と知りながら行った課税仕入れにつ
いて、仕入税額控除制度の適用を認めないこ
ととする。
②　金又は白金の地金の課税仕入れについて、
本人確認書類の写しの保存を仕入税額控除の
要件に加える。

注　上記①の改正は平成31年4月1日以後に国内におい
て事業者が行う課税仕入れについて、上記②の改正
は同年10月1日以後に国内において事業者が行う課
税仕入れについて、それぞれ適用する。

⑶〜⑼＝略
（地方税）＝略

五　国際課税
１　過大支払利子税制の見直し
（国税）
　関連者等に係る純支払利子等の課税の特例（い
わゆる「過大支払利子税制」）について、次の見直
しを行う。
⑴　対象となる純支払利子等の額
　　その事業年度における対象支払利子等の額
（支払利子等の額から対象外支払利子等の額を



27

控除した残額をいう。以下同じ。）の合計額か
らこれに対応するものとして計算した受取利子
等の額の合計額（以下「控除対象受取利子等合
計額」という。）を控除した残額（以下「対象純支
払利子等の額」という。）を本税制の対象とする。
⑵　対象外支払利子等の額
　　上記⑴の「対象外支払利子等の額」とは、次
に掲げる支払利子等の区分に応じ、それぞれ次
に定める金額注をいう。
注　一定の関連者が他の者を通じて当該法人に資金を
供与したと認められる場合その他の場合における当
該他の者に対する支払利子等の額を除く。

①　②に掲げる支払利子等以外の支払利子等　
次に掲げる金額
イ　支払利子等を受ける者において我が国の
課税所得に含まれる支払利子等の額
ロ　一定の公共法人に対する支払利子等の額
ハ　借入れと貸付けの対応関係が明らかな債
券現先取引等に係る支払利子等の額（イ及
びロに掲げる金額を除く。）

②　特定債券利子等（当該法人が発行した債券
（その取得をした者が実質的に多数でないも
のを除く。）に係る支払利子等で非関連者に
対するものをいう。以下同じ。）　債券ごとに
次のいずれかの金額
イ　その支払の時に源泉徴収が行われ、又は
その特定債券利子等を受ける者において我
が国の課税所得に含まれる特定債券利子等
の額及び一定の公共法人に対する特定債券
利子等の額
ロ　次に掲げる債券の区分に応じ、それぞれ
次に定める金額
イ　国内で発行された債券　特定債券利子
等の額の95％に相当する金額
ロ　国外で発行された債券　特定債券利子
等の額の25％に相当する金額

⑶　調整所得金額
　　調整所得金額の計算上、当期の所得金額に加
算する金額から受取配当等の益金不算入額及び
外国子会社配当等の益金不算入額を除外し、当
期の所得金額から減算する金額から法人税額か
ら控除する所得税額の損金不算入額を除外する
ほか、匿名組合契約の営業者の調整所得金額の
計算について所要の措置を講ずる。
⑷　損金不算入額
　　その事業年度における対象純支払利子等の額

が調整所得金額の20％（現行：50％）を超える
場合には、その超える部分の金額に相当する金
額は、損金の額に算入しないこととする。
⑸　適用免除基準
　　次のいずれかに該当する場合には、本税制を
適用しないこととする。
①　その事業年度における対象純支払利子等の
額が2,000万円以下（現行：1,000万円以下）で
あること。
②　その事業年度におけるイに掲げる金額のロ
に掲げる金額に対する割合が20％以下であ
ること。
イ　内国法人及び当該内国法人との間に発行
済株式等の50％超を保有する等の関係の
ある他の内国法人（その事業年度開始の日
及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属
する当該内国法人の事業年度開始の日及び
終了の日であるものに限る。ロにおいて同
じ。）の対象純支払利子等の額の合計額か
ら対象純受取利子等の額（控除対象受取利
子等合計額から対象支払利子等の額の合計
額を控除した残額をいう。）の合計額を控
除した残額
ロ　内国法人及び当該内国法人との間に発行
済株式等の50％超を保有する等の関係の
ある他の内国法人の調整所得金額の合計額
から調整損失金額（調整所得金額の計算に
おいて零を下回る金額が算出される場合の
その零を下回る金額をいう。）の合計額を
控除した残額

注　適用免除に係る「その事業年度における関連者支
払利子等の額の合計額が総支払利子等の額の50％
以下である」旨の要件は廃止する。

⑹　超過利子額の損金算入
①　その事業年度における対象純支払利子等の
額が調整所得金額の20％（現行：50％）に満
たない場合において、前7年以内に開始した
事業年度に本税制の適用により損金不算入と
された金額（以下「超過利子額」という。）があ
るときは、その対象純支払利子等の額と調整
所得金額の20％（現行：50％）に相当する金
額との差額を限度として、当該超過利子額に
相当する金額を損金の額に算入する。
②　上記①について、修正申告書又は更正請求
書にその適用を受ける金額等を記載した書類
の添付がある場合にもその適用を受けること
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ができることとする等の見直しを行う。
⑺　その他
　　上記の見直しのほか、過大支払利子税制につ
いて所要の措置を講ずる。
⑻　関連制度の整備
　　連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課
税の特例について、上記⑸②を除き、上記と同
様の見直しを行う。
（注１）上記（⑹②を除く。）の改正は、平成32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。

（注２）上記⑹②の改正は、平成32年4月1日以後に確
定申告書等の提出期限が到来する法人税について適
用する。

（地方税）＝略
２　移転価格税制の見直し
（国税）
　国外関連者との取引に係る課税の特例（いわゆ
る「移転価格税制」）について、「BEPSプロジェク
ト」の勧告により改訂されたOECD移転価格ガイ
ドライン等を踏まえ、次の見直しを行う。
⑴　移転価格税制の対象となる無形資産の明確化
　　移転価格税制の対象となる無形資産は、法人
が有する資産のうち、有形資産及び金融資産（現
金、預貯金、有価証券等）以外の資産で、独立
の事業者の間で通常の取引の条件に従って譲
渡・貸付け等が行われるとした場合に対価の支
払が行われるべきものとする。
⑵　独立企業間価格の算定方法の整備
　　独立企業間価格の算定方法（以下「価格算定
方法」という。）として、OECD移転価格ガイド
ラインにおいて比較対象取引が特定できない無
形資産取引等に対する価格算定方法として有用
性が認められているディスカウント・キャッシュ・
フロー法（DCF法）を加える。
　　これに伴い、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の提出等がない場合の
推定課税における価格算定方法に、国税当局の
当該職員が国外関連取引の時に知り得る状態に
あった情報を基にしてDCF法により算定した
金額を独立企業間価格とする方法を加える。
⑶　評価困難な無形資産に係る取引（特定無形資
産取引）に係る価格調整措置の導入
　　特定無形資産に係る取引（以下「特定無形資
産取引」という。）に係る独立企業間価格の算定
の基礎となる予測と結果が相違した場合には、
税務署長は、当該特定無形資産取引に係る結果

及びその相違の原因となった事由の発生の可能
性を勘案して、当該特定無形資産取引に係る最
適な価格算定方法により算定した金額を独立企
業間価格とみなして更正等をすることができる
こととする。
　　ただし、上記により算定した金額と当初取
引価格との相違が20％を超えていない場合は、
この限りでない。
①　特定無形資産
　　上記の「特定無形資産」とは、次に掲げる
要件の全てを満たす無形資産をいう。
イ　独自性があり重要な価値を有するもので
あること。
ロ　予測収益等の額を基礎として独立企業間
価格を算定するものであること。
ハ　独立企業間価格の算定の基礎となる予測
が不確実であると認められるものであるこ
と。

②　適用免除要件
　　国税当局の当該職員が次のイ又はロに掲げ
る書類の提出等を求めた日から一定期間以内
に法人からその書類の提出等があった場合に
は、価格調整措置は適用しない。
イ　次に掲げる書類
イ　特定無形資産取引に係る独立企業間価
格の算定の基礎となる予測の詳細を記載
した書類
ロ　当該予測と結果が相違する原因となっ
た事由が災害その他これに類するもので
あり取引時においてその発生を予測する
ことが困難であったこと、又は取引時に
おいて当該事由の発生の可能性を適切に
勘案して独立企業間価格を算定していた
ことを証する書類

ロ　特定無形資産の使用により生ずる非関連
者収入が最初に生じた日を含む事業年度開
始の日から5年を経過する日までの間の予
測収益等の額と実際収益等の額との相違が
20％を超えていないことを証する書類
注　法人から上記ロに掲げる書類の提出等があっ
た場合には、価格調整措置はその経過する日後
は適用しない。

⑷　移転価格税制に係る更正期間等の延長
　　移転価格税制に係る法人税の更正期間及び更
正の請求期間等を7年（現行：6年）に延長する。
⑸　差異調整方法の整備
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　　比較対象取引の利益率を参照する価格算定方
法に係る差異調整について、定量的に把握する
ことが困難な差異があるために必要な調整を加
えることができない場合には、いわゆる四分位
法に基づく方法により差異調整を行うことがで
きることとする。
⑹　その他
　　上記の見直しのほか、移転価格税制について
所要の措置を講ずる。
⑺　関連制度の整備
　　外国法人等の内部取引に係る課税の特例及び
内国法人等の国外所得金額の計算の特例につい
て、上記と同様の見直しを行う。
注　上記の改正は、平成32年4月1日以後に開始する事
業年度分の法人税及び平成33年分以後の所得税につ
いて適用する。

（地方税）＝略
３　外国子会社合算税制の見直し
（国税）
　内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の
特例（いわゆる「外国子会社合算税制」）について、
次の見直しを行う。
⑴　特定外国関係会社
①　ペーパー・カンパニーの範囲から、次の外
国関係会社を除外する。
イ　持株会社である一定の外国関係会社
イ　子会社の株式等の保有を主たる事業と
する外国関係会社で、その資産の額の
95％超が子会社の株式等及び一定の現
預金等の資産の額であり、かつ、その収
入の額の95％超が子会社からの配当等
の額及び一定の預金利子の額であるもの
注　上記の「子会社」とは、その外国関係会社
の本店所在地国と同一国に所在する外国法人
で、当該外国関係会社による持分割合が25％
以上等の要件に該当するものをいう。

ロ　特定子会社の株式等の保有を主たる事
業とする外国関係会社で、その本店所在
地国と同一国に所在する管理支配会社に
よってその事業の管理、支配及び運営等
が行われていること、当該管理支配会社
が当該同一国において行う事業の遂行上
欠くことのできない機能を果たすこと、
その資産の額の95％超が特定子会社の
株式等及び一定の現預金等の資産の額で
あること、その収入の額の95％超が特

定子会社からの配当等の額、特定子会社
の株式等の一定の譲渡対価の額及び一定
の預金利子の額であること等の要件の全
てに該当するもの（ロにおいて「被管理
支配会社」という。）
（注１）上記の「特定子会社」とは、その外国関
係会社の本店所在地国と同一国に所在する部
分対象外国関係会社又は管理支配会社に係る
他の被管理支配会社をいう。

（注２）上記の「管理支配会社」とは、経済活動
基準を満たす外国関係会社で、その本店所在
地国においてその役員又は使用人がその主た
る事業を的確に遂行するために通常必要と認
められる業務の全てに従事しているものをい
う。ロにおいて同じ。

ロ　不動産保有に係る一定の外国関係会社
イ　その本店所在地国と同一国に所在する
一定の不動産又は特定子会社の株式等の
保有を主たる事業とする外国関係会社
で、当該同一国に所在する管理支配会社
によってその事業の管理、支配及び運営
等が行われていること、当該管理支配会
社が当該同一国において行う事業（不動
産業に限る。）の遂行上欠くことのでき
ない機能を果たすこと、その資産の額の
95％超が当該不動産、特定子会社の株
式等及び一定の現預金等の資産の額であ
ること、その収入の額の95％超が当該
不動産及び特定子会社の株式等から生ず
る収入の額並びに一定の預金利子の額で
あること等の要件の全てに該当するもの
（イにおいて「被管理支配会社」という。）
注　上記の「特定子会社」とは、管理支配会社に
係る他の被管理支配会社をいう。

ロ　その本店所在地国と同一国に所在する
管理支配会社が自ら使用する当該同一国
に所在する不動産の保有を主たる事業と
する外国関係会社で、当該管理支配会社
によってその事業の管理、支配及び運営
等が行われていること、当該管理支配会
社が当該同一国において行う事業の遂
行上欠くことのできない機能を果たすこ
と、その資産の額の95％超が当該不動
産及び一定の現預金等の資産の額である
こと、その収入の額の95％超が当該不
動産から生ずる収入の額及び一定の預金
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利子の額であること等の要件の全てに該
当するもの

ハ　資源開発等プロジェクトに係る一定の外
国関係会社
　　特定子会社の株式等の保有、非関連者か
ら調達した資金の特定子会社への提供又は
その外国関係会社の本店所在地国と同一国
に所在する一定の不動産の保有を主たる事
業とする外国関係会社で、当該同一国に所
在する管理支配会社等によってその事業の
管理、支配及び運営等が行われていること、
当該管理支配会社等が当該同一国において
行う当該同一国の石油・天然ガス等の資源
又は社会資本の開発又は整備等に関する事
業（ハにおいて「資源開発等プロジェクト」
という。）の遂行上欠くことのできない機
能を果たすこと、その資産の額の95％超
が特定子会社の株式等、特定子会社に対す
る一定の貸付金、当該不動産及び一定の現
預金等の資産の額であること、その収入の
額の95％超が特定子会社の株式等、当該
貸付金及び当該不動産から生ずる収入の額
並びに一定の預金利子の額であること等の
要件の全てに該当するもの
（注１）上記の「特定子会社」とは、その外国関係会
社の本店所在地国と同一国に所在する持分割合
10％以上の外国法人で、管理支配会社等が当該
同一国において行う資源開発等プロジェクトの
遂行上欠くことのできない機能を果たすものを
いう。

（注２）上記の「管理支配会社等」とは、経済活動基
準を満たす外国関係会社で、その本店所在地国
においてその役員又は使用人が資源開発等プロ
ジェクトを的確に遂行するために通常必要と認
められる業務の全てに従事しているものをいい、
その本店所在地国と同一国に所在する他の外国
法人の役員又は使用人と共同で当該業務の全て
に従事している場合の当該他の外国法人を含む。

②　ペーパー・カンパニーの判定における保険
委託者特例について、次の措置を講ずる。
イ　保険委託者特例の対象となる外国関係会
社に関する「一の内国法人（保険業を主た
る事業とするものに限る。）によってその発
行済株式等の全部を直接又は外国法人を通
じて間接に保有されている外国関係会社で
ある」旨の要件について、「一の内国法人（保

険業を主たる事業とするもの又は保険持株
会社に限る。）及び当該一の内国法人との
間に発行済株式等の全部を保有する等の関
係のある内国法人（保険業を主たる事業と
するもの又は保険持株会社に限る。）によっ
てその発行済株式等の全部を直接又は外国
法人を通じて間接に保有されている外国関
係会社である」旨の要件に見直す。
ロ　特定保険受託者の要件に、その本店所在
地国においてその役員又は使用人が保険業
を的確に遂行するために通常必要と認めら
れる業務の全てに従事している旨の要件を
加える。

（注１）上記イ及びロは、対象外国関係会社の判定及
び部分対象外国関係会社である外国金融機関の判
定についても同様とする。

（注２）上記イ、ロ及び（注1）は、英国ロイズ市場に
おいて、現地の法令に従って設立された保険引受
子会社と管理運営子会社が一体となって保険業を
営む場合も同様とする。

③　事実上のキャッシュ・ボックスの範囲に、次
のいずれにも該当する外国関係会社を加える。
イ　当該事業年度における非関連者等からの
一定の収入保険料（ロにおいて「特定収入
保険料」という。）の合計額の収入保険料の
合計額に対する割合が10％未満である外
国関係会社
ロ　当該事業年度における収入保険料（特定
収入保険料を除く。ロにおいて同じ。）に
係る非関連者等に対する一定の支払再保険
料の合計額の収入保険料の合計額に対する
割合が50％未満である外国関係会社

⑵＝略
⑶　会社単位の合算課税制度における適用対象金
額
　　現地法令基準を用いて適用対象金額を計算す
る場合の基準所得金額は、外国関係会社の本店
所在地国の法人所得税に関する法令の規定から
連結納税の規定及びパススルーとして取り扱わ
れる規定を除いた規定を適用して計算した外国
関係会社の所得の金額に非課税所得等の金額の
調整を加えた金額とする。
⑷　適用免除基準における租税負担割合
①　所得の金額
　　外国関係会社の本店所在地国の外国法人税
に関する法令の規定により計算した所得の金
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額は、当該法令の規定から連結納税の規定及
びパススルーとして取り扱われる規定を除い
た規定を適用して計算した外国関係会社の所
得の金額に非課税所得等の金額の調整を加え
た金額とする。
②　外国法人税の額
　　外国関係会社の本店所在地国（注）におい
て課される外国法人税の額は、当該外国法人
税に関する法令の規定から連結納税の規定及
びパススルーとして取り扱われる規定を除い
た規定を適用して計算した外国関係会社の所
得の金額につき外国法人税が課されるものと
して計算される外国法人税の額とする。
注　その本店所在地国が無税国又は一定の免税国で
あり、かつ、その本店所在地国以外の国において
当該本店所在地国以外の国の法人として課税を受
ける一定の外国関係会社にあっては、当該本店所
在地国以外の国とする。

⑸　部分合算課税制度における部分適用対象金額
　　①に掲げる金額から②に掲げる金額を減算し
た金額について、部分対象外国関係会社（外国
金融子会社等に該当するものを除く。）に係る
部分合算課税の対象となる特定所得の金額に加
える。
①　収入した保険料の合計額から支払った再保
険料の合計額を控除した残額
②　支払った保険金の額の合計額から収入した
再保険金の額の合計額を控除した残額

（注１）上記により特定所得の金額に加えられる金額は、
部分適用対象金額の計算上、損益通算グループ所得
の金額に該当することとする。

（注２）特定所得の金額である異常所得の金額は、上記
①に掲げる金額から上記②に掲げる金額を減算した
金額がないものとした場合の各事業年度の所得の金
額を基礎として計算することとする。

⑹　二重課税調整
①　外国関係会社が本店所在地国で連結納税等
を適用している場合の外国税額控除の計算
　　内国法人が合算課税の適用を受ける場合に
控除される外国法人税の額のうち、外国関係
会社の本店所在地国注において課される外国
法人税の額は、当該外国法人税に関する法令
の規定から連結納税の規定及びパススルーと
して取り扱われる規定を除いた規定を適用し
て計算した外国関係会社の所得の金額につき
外国法人税が課されるものとして計算される

外国法人税の額とする。
注　その本店所在地国が無税国又は一定の免税国で
あり、かつ、その本店所在地国以外の国において
当該本店所在地国以外の国の法人として課税を受
ける一定の外国関係会社にあっては、当該本店所
在地国以外の国とする。

②　外国子会社からの配当等に係る二重課税調
整の適用要件
　　内国法人が合算課税の対象となった外国法
人等から受ける配当等に係る二重課税調整に
ついて、修正申告書又は更正請求書にその適
用を受ける金額等を記載した書類の添付があ
る場合にもその適用を受けることができるこ
ととする等の見直しを行う。

⑺　その他
　　上記の見直しのほか、外国子会社合算税制に
ついて所要の措置を講ずる。
⑻　関連制度の整備
　　居住者に係る外国子会社合算税制及び特殊関
係株主等である内国法人等に係る外国関係法人
に係る所得の課税の特例について、上記と同様
の見直しを行う。

（注１）上記（⑴③、⑸及び⑹②を除く。）の改正は、内国法
人の平成31年4月1日以後に終了する事業年度の合算課
税（外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事
業年度に係るものに限る。）について適用する。

（注２）上記⑴③及び⑸の改正は、外国関係会社の平成31
年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。

（注３）上記⑹②の改正は、内国法人の平成31年4月1日以
後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税につい
て適用する。

（地方税）＝略
４　平成32年に開催される東京オリンピック競
技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加
等をする非居住者及び外国法人に係る課税の特
例の創設＝略
５　台湾との間での金融口座情報の自動的な提供
のための報告制度等の整備＝略
６　その他
（国税）
⑴　特定外国法人が特定金融機関等との間で行う
債券現先取引に係る利子等の非課税措置につい
て、次の措置を講じた上、その適用期限を2年
延長する。
①　非課税の対象となる債券現先取引の範囲
に、特定金融機関等（金融商品取引清算機関
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及び日本銀行を除く。）との間で次に掲げる
債券を用いて行う取引期間3月以内等の要件
を満たす債券現先取引を加える。
イ　一定の外国が発行し、又は保証する債券
（当該外国の通貨をもって表示されるもの
に限る。）
ロ　上記イの外国の特別の法令の規定に基づ
き設立された一定の外国法人が発行する債
券（当該外国の通貨をもって表示されるも
のに限る。）

②　外国投資信託の信託財産につき支払を受け
る債券現先取引に係る利子について、当該外
国投資信託が振替公社債等の利子等の非課税
制度における適格外国証券投資信託である場
合に限り、一定の要件の下に、所得税の非課
税の対象とする。
③　その他所要の措置を講ずる。
注　上記の改正は、平成31年4月1日以後に開始する債
券現先取引につき支払を受ける利子等について適用
する。

⑵　非居住者又は外国法人が受ける振替社債等の
利子等の非課税制度について、次の措置を講ず
る。
①　振替特定目的信託受益権のうち社債的受益
権につき支払を受ける剰余金の配当等の非課
税措置の適用期限を3年延長する。
②　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。）につき
支払を受ける利子等の非課税措置は、適用期
限の到来をもって廃止する。

⑶　平成30年度税制改正で見直しが行われた特
定目的会社の利益の配当等に係る源泉徴収等の
特例（平成32年1月1日施行）を円滑に実施する
ため、次の措置を講ずる。
①　特定目的会社の利益の配当の額に係る所得
税の額から控除する外国法人税の額は、その
外国法人税の額のうち、その支払に係る利益
の配当の額に対応する部分の額を限度とし
て、その支払を受ける者ごとに計算した金額
の合計額とする。
②　その他所要の措置を講ずる。
（注１）上記の改正は、投資法人の配当等に係る源泉徴
収等の特例、特定目的信託の剰余金の配当に係る源
泉徴収等の特例及び特定投資信託の剰余金の配当に

係る源泉徴収等の特例についても同様とする。
（注２）上記の改正は、平成32年1月1日以後に支払わ
れる利益の配当等について適用する。

⑷　組織再編税制の見直しへの対応
①　合併法人等の発行済株式の全部を間接に保
有する関係がある法人の株式を対価とする合
併等が行われる場合の適格合併等の該当性の
要件の見直しに伴い、企業グループ内の一定
の法人間で合併等が行われる場合の適格合併
等の該当性を判定するための要件について、
合併法人等の発行済株式の全部を間接に保有
する関係がある一定の外国法人（②において
「特定関係外国法人」という。）の株式を対価
とする場合には、当該要件を満たさないこと
とする。
②　特定関係外国法人の株式を対価とする合併
等が行われる場合において、その合併等が適
格合併等に該当しないときは、その合併等の
時に株主の旧株の譲渡益に対して課税するこ
ととする。

⑸　外国税額控除における控除対象外国法人税の
額の範囲等の見直し
　　我が国で所得と認識されない金額に対して課
されるものとして外国税額控除の対象から除外
される外国法人税の額に、内国法人に対する配
当等の支払があったものとみなして課される一
定の外国法人税の額を加えるほか、所要の措置
を講ずる。
⑹　租税条約の実施のための国内法の整備
①　租税条約の相手国等において国外転出に係
る課税の規定の適用を受けた財産を譲渡した
場合の二重課税調整
　　租税条約の相手国等の国外転出に係る課税
の規定の適用を受けた居住者が、当該適用に
係る財産の譲渡をした場合において、当該租
税条約の規定により当該譲渡による所得の金
額に係る所得税の額の計算について二重課税
調整を行うこととされているときにおける事
業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の
金額又は雑所得の金額の計算については、当
該規定により課される外国所得税の額の計算
において収入金額に算入することとされた金
額をもって、当該財産の取得に要した金額と
する等の措置を講ずる。
②　その他
イ　租税条約の適用上、「一方の締約国の居
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住者」とされる事業体（当該租税条約の相
手国等において納税義務者として取り扱わ
れないものに限る。）に対する当該租税条
約の規定に基づく我が国の課税の取扱いを
明確化するための措置を講ずる。
ロ　限度税率を定める租税条約の規定の適用
がある譲渡収益に係る所得の金額について、
限度税率により源泉徴収等を行うこととす
る。
ハ　国際運輸に運用される船舶内又は航空機
内において行う勤務により受ける給与に対
する租税条約の適用手続に関する規定の整
備を行うほか、所要の措置を講ずる。

（地方税）＝略

六　納税環境整備
１　番号が付された証券口座情報の効率的な利用
に係る措置

（国税）
　個人番号又は法人番号（以下「番号」という。）が
付された証券口座に係る顧客の情報を税務上効率
的に利用できるよう、次の措置を講ずる。
⑴　証券会社等の口座管理機関は、証券口座に係
る顧客の情報を番号により検索することができ
る状態で管理しなければならないこととする。
⑵　振替機関は、証券口座に係る顧客の情報を番
号により検索することができる状態で管理しな
ければならないこととするとともに、調書を提
出すべき者（株式等の発行者又は口座管理機関
に限る。）から証券口座に係る顧客の番号その
他の情報の提供を求められたときは、これらの
情報を提供するものとする。

注　上記の改正は、平成32年4月1日から施行する。
（地方税）＝略
２　情報照会手続の整備
（国税）
　税務当局による情報照会の仕組みについて、次
のとおり整備を行う。
⑴　事業者等への協力要請
　　国税庁等の当該職員は、事業者及び特別の法
律により設立された法人に、国税に関する調査
（犯則事件の調査を除く。以下同じ。）に関し参
考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は
提供その他の協力を求めることができることを
法令上明確化する。

⑵　事業者等への報告の求め
①　所轄国税局長は、次の要件の全てを満たす
場合には、事業者、官公署又は特別の法律に
より設立された法人（以下「事業者等」という。）
に、特定取引者の氏名又は名称、住所又は居
所及び個人番号又は法人番号につき、60日
を超えない範囲内においてその準備に通常要
する日数を勘案して定める日までに、報告を
求めることができることとする。
イ　特定取引者の国税について、更正決定等
をすべきこととなる相当程度の可能性があ
る場合
ロ　この報告の求めによらなければ、特定取
引者を特定することが困難である場合

（注１）上記の「所轄国税局長」とは、事業者等の所在
地を所轄する国税局長をいう。

（注２）上記の「特定取引者」とは、事業者等との取引
（事業者等を介して行われる取引を含む。以下「特
定取引」という。）を行う不特定の者をいう。なお、
下記（注3）イに該当する場合にあっては、年間1,000
万円の課税標準を生じ得る取引金額を超える特定
取引を行う者に限る。

（注３）上記イの「更正決定等をすべきこととなる相
当程度の可能性がある場合」とは、次のいずれか
に該当する場合をいう。
イ　特定取引と同種の取引を行う者（その
取引に係る課税標準等が年間1,000万円
を超える者に限る。）に対する国税に関
する調査において、その半数以上の者に
ついて、その取引に係る課税標準等・税
額等につき更正決定等をすべきと認めら
れる場合
ロ　特定取引に係る物品又は役務を用いる
ことにより、当該特定取引に係る特定取
引者の課税標準等・税額等について国税
に関する法律の規定に違反すると認めら
れる場合
ハ　特定取引が経済的観点から見て通常で
あれば採られないような不合理な取引態
様であることにより、違法行為の存在を
推認させる場合

②　所轄国税局長は、上記①の報告の求めを行
う場合には、事業者等の事務負担に配慮する
とともに、報告を求める事項を書面で事業者
等に通知しなければならないこととする。

注　上記①の報告の求めに対する拒否又は虚偽報告に
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ついては、検査拒否等の場合と同様の罰則を設ける。
③　上記①の報告の求めについては、処分とし
て不服申立て又は訴訟の対象とするほか、所
要の措置を講ずる。

注　上記の改正は、平成32年1月1日以後に行う協力又
は報告の求めについて適用する。

３　eLTAX障害発生時の申告等に係る期限延長
　eLTAX（地方税のオンライン手続のためのシ
ステム）に障害が発生した場合の申告等に係る期
限について、迅速かつ全国統一的な対応を行うた
め、次の見直しを行う等の所要の措置を講ずる。
⑴　総務大臣は、eLTAXの障害によって多くの
納税者が期限までに申告等をすることができな
いと認めるときは、告示を行うことにより、当
該期限を延長することができることとする。
⑵　地方税共同機構（eLTAXの運営主体）は、
eLTAXの障害が生じたときは、遅滞なく総務
大臣に報告しなければならないこととする。
４　大法人の電子申告の義務化に伴う所要の措置
＝略
５　その他
（国税）
⑴　情報通信技術を活用した行政の推進等に関す
る法律（仮称）の制定を前提に、同法の趣旨を
踏まえ、税務手続のオンライン化を推進するほ
か所要の整備を行う。
⑵　税理士試験受験資格認定申請書及び税理士試
験免除申請書について、住民票の写しの添付を
要しないこととする。
注　上記の改正は、平成31年4月1日以後に提出する申
請書について適用する。

⑶　マイナポータルを利用して電子情報処理組織
により法人設立届出書等の設立関係書類の申請
等を行う場合において、その設立関係書類への
記載事項等をマイナポータルに入力して送信す
る際に電子署名及び電子証明書の送信を行うと
きは、その設立関係書類の情報について電子署
名及び電子証明書の送信を要しないこととする。
⑷　電子情報処理組織を使用して行うことができ
る申請等について、その範囲に地方揮発油税法
に基づく申請等を加えるほか、添付書類に係る
電子署名付の電磁的記録の提出方法を法令上明
確化する等の所要の整備を行う。
⑸　国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存
制度及びスキャナ保存制度について、次の見直
しを行うこととする。

①　新たに業務を開始した個人の承認申請書に
ついて、業務を開始した日から2月以内に提
出することができることとする。
②　承認申請手続等について、運用上、次の対
応を行う。
イ　ソフトウェアの要件適合性の確認業務を
行う公益社団法人による確認を受けたソフ
トウェアを利用する者が行う承認申請書の
提出手続の簡素化を行う。
ロ　受託開発されるシステム等を利用する者
が要件適合性を事前に国税当局に確認でき
る体制を構築する等の対応を行う。

③　スキャナ保存の承認を受けている者は、そ
の承認以前に作成又は受領をした契約書・領
収書等の重要書類（過去に本措置に係る届出
書を提出した重要書類と同一の種類のものを
除く。）について、所轄税務署長等への届出
書の提出等の一定の要件の下、スキャナ保存
を行うことができることとする。

注　上記①及び②イの改正は平成31年9月30日以後に
行う承認申請について、上記③の改正は同日以後に
提出する届出書に係る重要書類について、それぞれ
適用する。

⑹　国税犯則調査手続における臨検等及び国税徴
収手続における捜索の立会人並びに税理士とな
る資格を有する者の成年の要件について、改正
後の民法の成年と同様とする。
⑺　外国弁護士による法律事務の取扱いに関する
特別措置法の改正を前提に、弁護士・外国法事
務弁護士共同法人（仮称）（弁護士である社員の
全員が国税局長に通知しているものに限る。）
について、国税局長に通知することにより税理
士業務ができることとするほか、無限責任社員
の第二次納税義務の対象となる社員の範囲に、
弁護士・外国法事務弁護士共同法人（仮称）の
社員を加える等の所要の整備を行う。
⑻　独立行政法人日本学生支援機構法の学資支給
金について、同法の改正を前提に、引き続き国
税の滞納処分による差押えを禁止することとす
る。

（地方税）＝略

七　関税＝略
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 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（222）9973  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

k 主な改正内容 k 
l消費税率10％引上げに伴う景気対策 
　住宅ローン控除期間が 13 年に延長／車体課税の見直し 

l中小企業の設備投資を後押し 
　経営強化税制などが対象設備等を見直した上で延長 

l個人事業者向けの事業承継税制が創設 
　事業用土地・建物・機械等について相続税・贈与税の納税を猶予 

l防災・減災設備の導入を支援する事業継続力強化税制を創設 
l民法改正により配偶者居住権に関する取扱いなどを整備 
w 特別収録  ～消費税率10％への引上げ前に事業者がやるべきこと 
　「消費税還元セールはOK？」　「複数税率対応レジ補助金はいつまで？」 
　税率引上げに向けた事前準備について解説 

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 31年度税制改正大綱」 
（平成 30年 12 月 21 日閣議決定）
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