
関与先にぜひ「改正税法の手引き」を！ 
 
　弊社では「令和 3年度版　改正税法の手引き」を例年通り販売いたします。 
　「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、ぜひ関与先に配布して、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。
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　ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環
の実現を図るため、企業のデジタルトランスフォー
メーション及びカーボンニュートラルに向けた投
資を促進する措置を創設するとともに、こうした
投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除上限
の特例を設ける。また、中小企業の経営資源の集
約化による事業再構築等を促す措置を創設する。
加えて、家計の暮らしと民需を下支えするため、
固定資産税の評価替えへの対応、住宅ローン控除
の特例の延長等を行う。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〕
○住宅ローン控除の特例の延長等

・控除期間13年の特例の適用期限を延長し、
令和4年末までの入居者を対象とするととも
に、この延長した部分に限り、合計所得金額
1,000万円以下の者について面積要件を緩和
する（50㎡以上→40㎡以上）。

・この措置による個人住民税の減収額は、全額
国費で補塡する。

○セルフメディケーション税制の見直し
・対象をより効果的なものに重点化し、手続を

簡素化した上で5年延長する。
○国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等

の非課税措置
・国や自治体からの子育てに係る助成（ベビー

シッター・認可外保育施設の利用料等）につ
いて、子育て支援の観点から、非課税とする
措置を講ずる。

○退職所得課税の適正化
・勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金

についても、雇用の流動化等に配慮し、退職
所得控除額を控除した残額のうち300万円を
超える部分について2分の1課税を適用しない。

〔資産課税〕
○国際金融都市に向けた税制上の措置

・就労等のために日本に居住する外国人が死亡
した際、その居住期間にかかわらず、外国に
居住する家族等が相続により取得する国外財
産を相続税の課税対象としない。

○住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡
充
・非課税枠（1,500万円／令和3年4月以降縮小）

を令和3年末まで据え置く（面積要件につい
て、住宅ローン控除と同様の措置を講ずる）。

○教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る
贈与税の非課税措置の見直し
・節税的な利用を防止する観点から、受贈者が

贈与者の孫等である場合の贈与者死亡時の残
高に係る相続税額への2割加算の適用等、所
要の見直しを行った上、適用期限を2年延長
する。

○土地に係る固定資産税等の負担調整措置
・宅地等及び農地の負担調整措置について、令

和3年度から令和5年度までの間、現行の負
担調整措置の仕組みを継続する。

・その上で、令和3年度に限り、負担調整措置
等により税額が増加する土地について、前年
度の税額に据え置く特別な措置を講ずる。

〔法人課税〕
○産業競争力強化に係る措置
－デジタルトランスフォーメーション（DX）投資

促進税制の創設
・「つながる」デジタル環境の構築（クラウド化

等）による事業変革を行う場合に、税額控除
（5％・3％）又は特別償却（30％）ができる措
置を創設する。

－カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の
創設
・カーボンニュートラルに向け、脱炭素化効果

の高い先進的な投資（化合物パワー半導体等
の生産設備への投資、生産プロセスの脱炭素
化を進める投資）について、税額控除（10％・
5％）又は特別償却（50％）ができる措置を創
設する。

－活発な研究開発を維持するための研究開発税制
の見直し
・厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増

加させる企業の税額控除の上限を引き上げる
（現行：25％→30％）とともに、インセンティ
ブを高めるための控除率カーブの見直し及び

令和３年度税制改正の大綱の概要
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控除率の下限の引下げ（現行：6％→2％）を
行う。

・クラウド環境で提供するソフトウェアなどの
試験研究に要した費用について、研究開発税
制の対象とするほか、所要の見直しを行う。

－コロナ禍を踏まえた賃上げ及び投資の促進に係
る税制の見直し
・雇用環境の悪化に対応するため、新規雇用拡

大・教育訓練支援に着目した形に見直しを行
う。

－繰越欠損金の控除上限の特例
・コロナ禍の厳しい経営環境の中、赤字であっ

ても果敢に前向きな投資（※）を行う企業に
対し、その投資額の範囲内で、最大5年間、
繰越欠損金の控除限度額を最大100％（現行：
所得の金額の50％）とする特例を創設する。

（※）カーボンニュートラル、DX、事業再構築・再編等
○株式対価M＆Aを促進するための措置の創設

・自社株式を対価として、対象会社株主から対
象会社株式を取得するM＆Aについて、対
象会社株主の譲渡損益に対する課税を繰り延
べる措置を講ずる。

○国際金融都市に向けた税制上の措置
・投資運用業を主業とする非上場の非同族会社

等の役員に対し支払われる業績連動給与につ
いて、一定の要件の下、損金算入を可能とす
る。

○中小企業の支援
－中小企業向け投資促進税制等の延長

・中小企業者等の法人税の軽減税率の特例及び
中小企業投資促進税制等を延長するととも
に、商業・サービス業・農林水産業活性化税
制の対象業種を中小企業投資促進税制に統合
する。

－所得拡大促進税制の見直し
・雇用者全体の給与等支給額に着目した要件に

見直す。
－中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創

設
・M＆Aを実施する中小企業者の投資リスク

に備える準備金制度を創設するとともに、前
向きな投資を推進するための措置等を講ずる。

〔消費課税〕
○車体課税

・自動車重量税のエコカー減税及び自動車税・

軽自動車税の環境性能割について、新たな
2030年度燃費基準の下での区分の見直し等、
所要の措置を講ずる。

・環境性能割の臨時的軽減について、適用期限
を9か月延長し、令和3年末までの取得を対
象とする。この措置による減収については、
全額国費で補塡する。

・グリーン化特例（軽課）は、重点化等を行った
上で2年間延長する。

○金密輸に対応するための消費税の仕入税額控除
制度の見直し
・金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税

額控除の要件として保存することとされてい
る本人確認書類のうち、一定の書類をその対
象から除外する。

〔国際課税〕
○国際金融都市に向けた税制上の措置

・リミテッド・パートナーシップの投資家であ
る外国組合員に対する課税の特例について、
持分割合要件等の見直しを行う。

〔東日本大震災からの復興支援のための税制〕
○復興支援のための税制上の措置

・福島国際研究産業都市区域の15市町村を対
象とした福島イノベーション・コースト構想
の推進に係る特例及び特定風評被害による経
営への影響に対処するための特定事業活動に
係る特例の創設等を行う。

〔納税環境整備〕
○税務関係書類における押印義務の見直し

・税務署長等に提出する国税関係書類において、
実印・印鑑証明書を求めている手続等を除き、
押印義務を廃止する。

（※）地方公共団体の長に提出する地方税関係書類に
ついても同様とする。

○電子帳簿等保存制度の見直し等
・経理の電子化による生産性の向上、テレワー

クの推進、クラウド会計ソフト等の活用によ
る記帳水準の向上に資するため、帳簿書類を
電子的に保存する際の手続を抜本的に見直
す。また、スキャナ保存制度については、ペー
パーレス化を一層促進する観点から、手続き・
要件を大幅に緩和するとともに、電子データ
の改ざん抑止のための措置を講ずる。
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○地方税共通納税システムの対象税目の拡大
・地方税共通納税システムの対象税目について、

固定資産税、都市計画税、自動車税種別割及
び軽自動車税種別割を追加し、eLTAX（地
方税のオンライン手続のためのシステム）を
通じた電子納付を可能とする。

○個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
・特別徴収税額通知（納税義務者用）について、

特別徴収義務者が求めた場合、市町村は、
eLTAX及び特別徴収義務者を経由して電子
的に送付するものとする。

○国際的徴収回避行為への対応
・徴収共助の要請が可能な国に財産を所有する

滞納者が行う徴収回避行為に適切に対応する
ため、滞納処分免脱罪及び第二次納税義務の
適用対象を見直す。

〔関税〕
○暫定税率等の適用期限の延長等

・令和2年度末に適用期限の到来する暫定税率
（416品目）の適用期限を1年延長する等の措
置を講ずる。

○個別品目の関税率の見直し
・ポリ塩化ビニル製使い捨て手袋について、暫

定税率を無税とする等の措置を講ずる。

１　固定資産税等
◎　固定資産税（土地）の負担調整措置

○　宅地等及び農地の負担調整措置について、
令和3年度から令和5年度までの間、据置年
度において価格の下落修正を行う措置並びに
商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増
土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担
調整措置の仕組みを継続。

○　その上で、新型コロナウイルス感染症によ
り社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環
境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の
負担感に配慮する観点から、令和3年度に限
り、負担調整措置等により税額が増加する土
地について、前年度の税額に据え置く特別な
措置を講ずる。
※　都市計画税も同様。

○　税負担の公平性や市町村の基幹税である固
定資産税の充実確保の観点から、固定資産税
の負担調整措置のあり方について引き続き検
討を行う。

◎　不動産取得税の特例税率等
○　住宅及び土地に係る税率の特例措置（4％

→3％）を3年延長。
○　宅地評価土地に係る課税標準の特例措置
（2分の1）を3年延長。

２　車体課税 
◎　環境性能割の税率区分の見直し〔5頁参照〕

○　軽減対象車の割合を現行と同水準としつ

つ、新たな2030年度燃費基準の下で税率区
分を見直す。クリーンディーゼル車については、
構造要件による非課税の対象から除外した上
で、2年間の激変緩和措置を講ずる。

◎　環境性能割の臨時的軽減の延長
○　環境性能割の税率を1％分軽減する臨時的

軽減について、適用期限を9か月延長し、令
和3年12月31日までに取得したものを対象
とする。

○　この措置による減収については、全額国費
で補塡する。

◎　グリーン化特例（軽課）の見直し〔別紙参照〕
○　グリーン化特例（軽課）は、重点化等を行っ

た上で2年間延長する。

３　個人住民税 
◎　住宅ローン控除

○　今回の所得税における措置（控除期間を13
年間とする特例の適用期限の延長等）の対象
者についても、適用年の各年において、所得
税額から控除しきれない額を、現行制度と同
じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控
除する。

○　この措置による減収については、全額国費
で補塡する。

４　納税環境整備
◎　地方税共通納税システムの対象税目の拡大

○　地方税共通納税システムの対象税目につい

令和3年度地方税制改正（案）について
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て、固定資産税、都市計画税、自動車税種別
割及び軽自動車税種別割を追加し、eLTAX

（地方税のオンライン手続のためのシステム）
を通じた電子納付を可能とする。

◎　個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
○　特別徴収税額通知（納税義務者用）につい

て、特別徴収義務者が求めた場合、市町村は、
eLTAX 及び特別徴収義務者を経由して電子
的に送付するものとする。

◎　その他
○　軽自動車税関係手続について、国の関連シ

ステムの更改時期（令和5年1月予定）にオン
ライン化を実現

○　地方税関係書類について、原則、押印を不
要とする見直し

○　国税の制度に準じ、納税者等が地方税等の
納付を委託する制度を整備

５　主な税負担軽減措置
○　浸水被害対策のために整備される雨水貯留

浸透施設に係る課税標準の特例措置を創設
（固定資産税）

○　利水ダムに整備される治水のための放流施
設に係る非課税措置を創設（固定資産税）
※国有資産等所在市町村交付金についても交付対象

から除外
○　市町村自転車活用推進計画に基づき設置し

たシェアサイクルポートに係る課税標準の特
例措置を創設（固定資産税）

○　駅のバリアフリー化により取得した償却
資産等に係る課税標準の特例措置について、
対象駅を拡充した上、2年延長（固定資産税、
都市計画税）

○　市町村計画に基づく災害ハザードエリアか
らの移転により取得した不動産に係る課税標
準の特例措置を創設（不動産取得税）

６　航空機燃料譲与税 
○　令和3年度に限り、航空機燃料税の税率が

引き下げられることに伴い、航空機燃料譲与
税の譲与割合を引き上げる等所要の措置を講
ずる。

７　その他（与党税制改正大綱における記載）
○　望まない受動喫煙対策の推進や今後の地方

たばこ税の継続的かつ安定的な確保の観点か
ら、地方たばこ税の活用を含め、地方公共団
体が駅前・商店街などの公共の場所における
屋外分煙施設等のより一層の整備を図るよう
促すこととする。

現行 改正案
航空機燃料税率 18,000円/kl 9,000円/kl
譲　与　割　合 9分の2 9分の4
地　　方　　分 14,000円/kl 4,000円/kl
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一　個人所得課税
１　住宅・土地税制

（国税）
〔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、次の特例措置を講ずる。
①　住宅の取得等で特別特例取得に該当するも

のをした個人が、その特別特例取得をした家
屋を令和3年1月1日から令和4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
は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の
特別控除及び当該控除の控除期間の3年間延
長の特例を適用できることとする。
注　上記の「特別特例取得」とは、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で、次に掲げる区分に応じそ
れぞれ次に定める期間内にその契約が締結されて
いるものをいう。
イ　居住用家屋の新築　令和2年10月1日から令

和3年9月30日までの期間
ロ　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　令和2年12月1日
から令和3年11月30日までの期間

②　上記①の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は、個人が取得等をし
た床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅の
用に供する家屋についても適用できることと
する。ただし、床面積が40㎡以上50㎡未満
である住宅の用に供する家屋に係る上記①の
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別
控除の特例は、その者の13年間の控除期間
のうち、その年分の所得税に係る合計所得金
額が1,000万円を超える年については、適用
しない。

（注１）上記①及び②について、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。

（注２）上記①及び②について、認定住宅の新築等
に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の
特別控除の特例及び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についても同様の措
置を講ずる。

③　要耐震改修住宅の取得をして耐震改修をし
た場合の特例、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。

⑵　税務署長が納税者から提供された既存住宅等
に係る不動産識別事項等を使用して、入手等を
した当該既存住宅等の登記事項により床面積要
件等を満たすことの確認ができた住宅を、住宅
借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の
対象となる既存住宅等に含めることとする。
注　上記の改正は、令和4年1月1日以後に確定申告書

を提出する場合について適用する。
⑶　マンションの建替え等の円滑化に関する法律

の改正に伴い、次の措置を講ずる（次の③の措
置については、法人税についても同様とする。）。
①　火災に対する安全性が不足するマンション

及び外壁の剥落等により危害を生ずるおそれ
のあるマンションが対象に追加されたマンショ
ン敷地売却事業を実施する者に対する土地等
の譲渡について、引き続き優良住宅地の造成
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対象とする。

②　上記①のマンション敷地売却事業に伴い交
付された権利の消滅に対する補償金について、
引き続き移転等の支出に充てるための交付金
の総収入金額不算入の対象とする。

③　換地処分等に伴い資産を取得した場合の課
税の特例の適用対象に、敷地分割事業が実施
された場合においてその資産に係る敷地権利
変換により除却敷地持分等を取得したときを
加える。

④　割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例
について、支払を受ける割引債の償還金につ
き所得税の納税義務者となる内国法人の範囲
に、敷地分割組合を加える。

⑤　その他所要の措置を講ずる。
⑷　都市計画法等の改正を前提に、次の措置を講

ずる（法人税についても同様とする。）。
①　一団地の都市安全確保拠点施設（仮称）が

令和３年度税制改正の大綱
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都市施設に追加された後の都市計画事業によ
り土地等が買い取られる場合について、引き
続き収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万
円特別控除等の対象とする。

②　浸水被害防止区域（仮称）、地すべり防止
区域、土砂災害特別警戒区域及び急傾斜地崩
壊危険区域が追加等された後の移転促進区域
内にある農地等が集団移転促進事業計画に基
づき地方公共団体に買い取られる場合につい
て、引き続き特定土地区画整理事業等のため
に土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控
除の対象とする。

⑸　電気事業法等の改正に伴い、次の措置を講ず
る（法人税についても同様とする。）。
①　土地収用法及び大深度地下の公共的使用に

関する特別措置法の対象事業に配電事業が追
加された後も引き続き、土地収用法の規定に
基づいて収用され、補償金を取得する場合及
び大深度地下の公共的使用に関する特別措置
法の使用の認可に関する処分に伴い一定の補
償金を取得する場合を収用交換等の場合の譲
渡所得の5,000万円特別控除等の対象とする。

②　収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円
特別控除等に係る簡易証明制度の対象に、配
電事業の用に供するために設置される一定の
施設に関する事業に必要な土地等を加える。

③　その他所要の措置を講ずる。
〔縮減等〕
　特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲
渡した場合の1,500万円特別控除について、次の
見直しを行った上、その適用期限を3年延長する

（法人税についても同様とする。）。
⑴　適用対象から開発許可を受けて行われる一団

の宅地造成事業を除外する。
⑵　適用対象となる土地区画整理事業として行わ

れる一団の宅地造成事業について、その土地区
画整理事業として行われる一団の宅地造成事業
の施行地区の全部が市街化区域に含まれる場合
に限定する。

（地方税）
〔拡充等〕
⑴　個人住民税の住宅借入金等特別税額控除につ

いて、次の特例措置を講ずる。
①　住宅の取得等で特別特例取得に該当するも

のをした個人が、その特別特例取得をした家
屋を令和3年1月1日から令和4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
おける、住宅借入金等を有する場合の所得税
額の特別控除及び当該控除の控除期間の3年
間延長の特例の適用がある者のうち、適用年
の各年分の住宅借入金等特別税額控除額から
当該年分の所得税額（住宅借入金等特別税額
控除の適用がないものとした場合の所得税額
とする。）を控除した残額があるものについ
ては、翌年度分の個人住民税において、当該
残額に相当する額を当該年分の所得税の課税
総所得金額等の額に100分の7を乗じて得た
額（最高13.65万円）の控除限度額の範囲内で
減額する。また、この措置による個人住民税
の減収額は、全額国費で補塡する。
注　上記の「特別特例取得」とは、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で、次に掲げる区分に応じそ
れぞれ次に定める期間内にその契約が締結されて
いるものをいう。
イ　居住用家屋の新築　令和2年10月1日から令

和3年9月30日までの期間
ロ　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　令和2年12月1日
から令和3年11月30日までの期間

②　その他所要の措置を講ずる。
⑵　個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の対

象となる既存住宅等の確認方法について、所得
税における見直しに伴い、所要の措置を講ずる。

⑶　マンションの建替え等の円滑化に関する法律
の改正に伴い、次の措置を講ずる。
①　火災に対する安全性が不足するマンション

及び外壁の剥落等により危害を生ずるおそれ
のあるマンションが対象に追加されたマンショ
ン敷地売却事業を実施する者に対する土地等
の譲渡について、引き続き優良住宅地の造成
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対象とする。

②　上記①のマンション敷地売却事業に伴い交
付された権利の消滅に対する補償金について、
引き続き移転等の支出に充てるための交付金
の総収入金額不算入の対象とする。

③　換地処分等に伴い資産を取得した場合の課
税の特例の適用対象に、敷地分割事業が実施
された場合においてその資産に係る敷地権利
変換により除却敷地持分等を取得したときを
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加える。
④　その他所要の措置を講ずる。

⑷　都市計画法等の改正を前提に、次の措置を講
ずる。
①　一団地の都市安全確保拠点施設（仮称）が

都市施設に追加された後の都市計画事業によ
り土地等が買い取られる場合について、引き
続き収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万
円特別控除等の対象とする。

②　浸水被害防止区域（仮称）、地すべり防止
区域、土砂災害特別警戒区域及び急傾斜地崩
壊危険区域が追加等された後の移転促進区域
内にある農地等が集団移転促進事業計画に基
づき地方公共団体に買い取られる場合につい
て、引き続き特定土地区画整理事業等のため
に土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控
除の対象とする。

⑸　電気事業法等の改正に伴い、次の措置を講ず
る。
①　土地収用法及び大深度地下の公共的使用に

関する特別措置法の対象事業に配電事業が追
加された後も引き続き、土地収用法の規定に
基づいて収用され、補償金を取得する場合及
び大深度地下の公共的使用に関する特別措置
法の使用の認可に関する処分に伴い一定の補
償金を取得する場合を収用交換等の場合の譲
渡所得の5,000万円特別控除等の対象とする。

②　収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円
特別控除等に係る簡易証明制度の対象に、配
電事業の用に供するために設置される一定の
施設に関する事業に必要な土地等を加える。

③　その他所要の措置を講ずる。
〔縮減等〕
　特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲
渡した場合の1,500万円特別控除について、次の
見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
⑴　適用対象から開発許可を受けて行われる一団

の宅地造成事業を除外する。
⑵　適用対象となる土地区画整理事業として行わ

れる一団の宅地造成事業について、その土地区
画整理事業として行われる一団の宅地造成事業
の施行地区の全部が市街化区域に含まれる場合
に限定する。

２　金融・証券税制
（国税・地方税）
〔延長・拡充等〕

⑴　障害者等に対する少額貯蓄非課税制度につい
て、次の措置を講ずる。
①　次に掲げる書類の金融機関の営業所等に対

する書面による提出に代えて、金融機関の営
業所等に対して当該書類に記載すべき事項の
電磁的方法による提供を行うことができるこ
ととする。この場合において、当該提供があっ
たときは、当該書類の提出があったものとみ
なす。
イ　（特別）非課税貯蓄申込書
ロ　（特別）非課税貯蓄申告書
ハ　（特別）非課税貯蓄限度額変更申告書
ニ　（特別）非課税貯蓄に関する資格喪失届

出書
ホ　（特別）非課税貯蓄申込書を提出する者

が告知をすべき事項を記載した帳簿の作成
に係る申請書

ヘ　（特別）非課税貯蓄申込書を提出する者
が告知をすべき事項を記載した帳簿の記載
事項の変更届出書

ト　（特別）非課税貯蓄に関する異動申告書
チ　（特別）非課税貯蓄廃止申告書
リ　（特別）非課税貯蓄者死亡届出書
ヌ　（特別）非課税貯蓄相続申込書

②　金融機関の営業所等の長が非課税貯蓄申告
書等の写しを作成し、当該書類の写しを保存
することに代えて、当該書類に記載すべき事
項を記録した電磁的記録を作成し、当該電磁
的記録を保存できることとする。

③　その他所要の措置を講ずる。
⑵　次に掲げる書類の公社債等の利子等の支払を

する者等に対する書面による提出に代えて、公
社債等の利子等の支払をする者等に対して当該
書類に記載すべき事項の電磁的方法による提供
を行うことができることとする。この場合にお
いて、当該提供があったときは、当該書類の提
出があったものとみなす。
①　公社債等の利子等の非課税申告書
②　国外公社債等の利子等の源泉徴収不適用申

告書
③　金融機関が支払を受ける収益の分配に対す

る源泉徴収不適用に係る明細書
④　公募株式等証券投資信託の受益権を買い

取った金融商品取引業者等が支払を受ける収
益の分配に係る源泉徴収不適用申告書

⑶　同族会社が発行した社債の利子で、その同族
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会社の判定の基礎となる株主である法人と特殊
の関係のある個人及びその親族等が支払を受け
るものを、総合課税の対象とする。

　　また、当該個人及びその親族等が支払を受け
るその同族会社が発行した社債の償還金につい
ても、総合課税の対象とする。

（注１）上記の「法人と特殊の関係のある個人」とは、法
人との間に発行済株式等の50％超の保有関係がある
個人等をいう。

（注２）上記の改正は、令和3年4月1日以後に支払を受
けるべき社債の利子及び償還金について適用する。

⑷　勤労者財産形成住宅（年金）貯蓄非課税制度
について、次の措置を講ずる。
①　勤労者等、勤務先の長、事務代行先の長又

は金融機関の営業所等の長（以下①において
「提出者」という。）は、次に掲げる書類につ
いて、当該書類の提出を受けるべき者に対し、
書面による提出に代えて電磁的方法による提
供を行うことができることとする。この場合
において、その提出者は、当該書類を提出し
たものとみなす。
イ　財産形成非課税住宅（年金）貯蓄申込書
ロ　財産形成非課税住宅（年金）貯蓄申告書
ハ　財産形成非課税住宅（年金）貯蓄限度額

変更申告書
ニ　財産形成非課税住宅（年金）貯蓄に関す

る異動申告書
ホ　財産形成非課税住宅（年金）貯蓄の勤務

先異動申告書
ヘ　転職者等の財産形成非課税住宅（年金）

貯蓄継続適用申告書
ト　海外転勤者の財産形成非課税住宅（年金）

貯蓄継続適用申告書
チ　海外転勤者の（特別）国内勤務申告書
リ　育児休業等をする者の財産形成非課税住

宅（年金）貯蓄継続適用申告書
ヌ　育児休業等期間変更申告書
ル　財産形成非課税住宅（年金）貯蓄廃止申

告書
ヲ　財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告

書
ワ　財産形成年金貯蓄者の退職等申告書
カ　一回に支払を受ける年金の額を記載した

書面
ヨ　事業譲渡等に関する書類
タ　退職等に関する通知書

レ　財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に記
載した氏名等に変更があった場合の届出書

（注１）上記イからヨまでに掲げる書類に記載すべき事項
の電磁的方法による提供は、給与所得者の扶養控除等
申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行
う場合と同様の要件を満たしていなければならない。

（注２）提出者が、上記イからカまで及びレに掲げる書
類に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行う
場合には、その者の氏名又は名称を明らかにする措
置を講じなければならない。

②　財産形成非課税住宅（年金）貯蓄申告書を
提出した個人につき、当該申告書に記載した
勤務先（以下「前の勤務先」という。）から当該
前の勤務先以外の勤務先（以下「他の勤務先」
という。）への異動があり、かつ、次に掲げ
る場合に該当する場合には、当該個人の財産
形成非課税住宅（年金）貯蓄の勤務先異動申
告書の提出に代えて、当該他の勤務先の長が、
当該勤務先異動申告書と同様の事項を記載し
た書類を、金融機関の営業所等を経由して所
轄税務署長に提出することができることとす
る。この場合において、当該個人は、当該勤
務先異動申告書を提出したものとみなす。
イ　当該異動に係る他の勤務先が、前の勤務

先に係る賃金の支払者の国内における事務
所等である場合

ロ　イに掲げる場合以外の場合であって、当
該異動が出向その他の前の勤務先の賃金の
支払者に係る勤労者に該当しないこととな
る異動を命じられたことによるもの又は前
の勤務先の事業の譲渡によるものであると
き（当該個人の財産形成住宅（年金）貯蓄に
関する情報の当該他の勤務先への提供依頼
等があった場合に限る。）

③　財産形成非課税住宅（年金）貯蓄申告書を
提出した個人につき、当該申告書に記載した
賃金の支払者等の名称又は所在地の変更が
あった場合その他一定の場合には、当該個人
の財産形成非課税住宅（年金）貯蓄に関する
異動申告書の提出に代えて、当該個人の勤務
先の長が、当該異動申告書と同様の事項を記
載した書類を金融機関の営業所等を経由して
所轄税務署長に提出することができるという
現行の取扱いを法令に規定する。

④　その他所要の措置を講ずる。
⑸　特定寄附信託の利子所得の非課税措置につい
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て、次の措置を講ずる。
①　次に掲げる書類の特定寄附信託に係る受託

者に対する書面による提出に代えて、特定寄
附信託に係る受託者に対して当該書類に記載
すべき事項の電磁的方法による提供を行うこ
とができることとする。この場合において、
当該提供があったときは、当該書類の提出が
あったものとみなす。
イ　特定寄附信託申告書
ロ　特定寄附信託契約の契約書の写し
ハ　特定寄附信託異動申告書

②　上記①イからハまでに掲げる書類は、特定
寄附信託に係る受託者を経由して、当該受
託者の営業所等の所在地の所轄税務署長（現
行：提出者の住所地の所轄税務署長）に提出
しなければならないこととする。

③　特定寄附信託の受託者が特定寄附信託申告
書等の写しを作成し、当該書類の写しを保存
することに代えて、当該書類に記載すべき事
項を記録した電磁的記録を作成し、当該電磁
的記録を保存できることとする。

④　その他所要の措置を講ずる。
⑹　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、次の措置を講ずる。
①　特定口座内保管上場株式等移管依頼書の書

面による提出に代えて、当該特定口座内保管
上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を電
磁的方法により提供できることとする。

②　次に掲げる書類の書面による提出に代えて
行う電磁的方法による当該書類に記載すべき
事項の提供の際に併せて行うこととされてい
る住所等確認書類の提示又は特定署名用電子
証明書等の送信を不要とする。
イ　特定口座源泉徴収選択届出書
ロ　源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出

書
ハ　特定管理口座開設届出書
ニ　特定口座への非課税口座内上場株式等移

管依頼書
ホ　特定口座への未成年者口座内上場株式等

移管依頼書
ヘ　営業所の移管又は勘定の設定若しくは廃

止に係る特定口座異動届出書
ト　源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出

書
③　源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上

場株式等の譲渡等による事業所得の金額又は
雑所得の金額の計算上、当該源泉徴収選択口
座を開設している金融商品取引業者等に支払
う投資一任契約に係る費用を必要経費に算入
できることとする。

④　その他所要の措置を講ずる。
注　上記③の改正は、令和4年分以後の所得税について

適用する（個人住民税についても同様とする。）。
⑺　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　次に掲げる書類の書面による提出に代えて

行う電磁的方法による当該書類に記載すべき
事項の提供の際に併せて行うこととされてい
る住所等確認書類の提示又は特定署名用電子
証明書等の送信を不要とする。
イ　金融商品取引業者等変更届出書
ロ　非課税口座廃止届出書
ハ　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
ニ　非課税口座内上場株式等移管依頼書
ホ　未成年者口座非課税口座間移管依頼書
ヘ　特定累積投資上場株式等受入選択不適用

届出書
ト　勘定の変更等に係る非課税口座異動届出

書
チ　非課税口座移管依頼書

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令和3年4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
知していないものについて、令和3年分以後
の非課税管理勘定又は累積投資勘定を設定す
るための手続を設ける。

⑻　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、次に掲げる書類の書面によ
る提出に代えて行う電磁的方法による当該書類
に記載すべき事項の提供の際に併せて行うこと
とされている住所等確認書類の提示又は特定署
名用電子証明書等の送信を不要とする。
①　未成年者口座廃止届出書
②　未成年者口座内上場株式等移管依頼書
③　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
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④　未成年者口座移管依頼書
⑼　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1年延長する。

〔縮減〕
　特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に
係る譲渡所得等の課税の特例の適用対象から、特
定保有株式を除外する。
３　租税特別措置等

（国税）
〔延長・拡充等〕
　特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医
療費控除の特例（セルフメディケーション税制）に
ついて、次の措置を講じた上、その適用期限を5
年延長する。
⑴　本特例の対象となる医薬品の範囲について、

次の見直しを行う。
①　所要の経過措置（5年未満の必要範囲内）を

講じた上、対象となるスイッチOTC医薬品
から、療養の給付に要する費用の適正化の効
果が低いと認められるものを除外する。

②　スイッチOTC医薬品と同種の効能又は効果
を有する要指導医薬品又は一般用医薬品（ス
イッチOTC医薬品を除く。）で、療養の給付
に要する費用の適正化の効果が著しく高いと
認められるもの（3薬効程度）を対象に加える。

（注１）上記の具体的な範囲については、専門的な知
見を活用して決定する。

（注２）上記の改正は、令和4年分以後の所得税につ
いて適用する。

⑵　健康保険法等の規定に基づき行われる健康診
査等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組
を行ったことを明らかにする書類（以下「取組
関係書類」という。）については、確定申告書へ
の添付又は確定申告書の提出の際の提示を不要
とする。この場合において、税務署長は、確定
申告期限等から5年間、当該取組関係書類の提
示又は提出を求めることができることとし、当
該求めがあったときは、その適用を受ける者は、
当該取組関係書類の提示又は提出をしなければ
ならないこととする。

（注１）確定申告書の提出の際に添付すべき医薬品購入

費の明細書には、その取組に関する事項を記載しな
ければならない。

（注２）上記の改正は、令和3年分以後の確定申告書を
令和4年1月1日以後に提出する場合について適用する。

（地方税）=略
４　その他

（国税）
⑴　国又は地方公共団体が行う保育その他の子育

てに対する助成をする事業その他これに類する
一定の助成をする事業により、これらの助成を
受ける者の居宅において保育その他の日常生活
を営むのに必要な便宜の供与を行う業務又は認
可外保育施設その他の一定の施設の利用に要す
る費用に充てるため給付される金品については、
所得税を課さないこととする。

⑵　確定拠出年金法施行令の改正を前提に、確定
拠出年金制度について次の見直し等が行われた
後も、現行の税制上の措置を適用する。
①　確定給付企業年金制度の加入者の企業型確

定拠出年金の拠出限度額（現行：月額2.75万
円）を、月額5.5万円から確定給付企業年金
ごとの掛金相当額を控除した額とする。

②　確定給付企業年金制度の加入者の個人型確
定拠出年金の拠出限度額（現行：月額1.2万円）
を、月額5.5万円から確定給付企業年金ごと
の掛金相当額及び企業型確定拠出年金の掛金
額を控除した額（月額2万円を上限）とする。

⑶　退職所得課税の適正化
①　その年中の退職手当等のうち、退職手当等

の支払者の下での勤続年数が5年以下である
者が当該退職手当等の支払者から当該勤続年
数に対応するものとして支払を受けるもので
あって、特定役員退職手当等に該当しないも
の（以下「短期退職手当等」という。）に係る退
職所得の金額の計算につき、短期退職手当等
の収入金額から退職所得控除額を控除した残
額のうち300万円を超える部分については、
退職所得の金額の計算上2分の1とする措置
を適用しないこととする。

②　上記①の見直しに伴い、短期退職手当等と
短期退職手当等以外の退職手当等がある場合
の退職所得の金額の計算方法、退職手当等に
係る源泉徴収税額の計算方法及び退職所得の
源泉徴収票の記載事項等について所要の措置
を講ずる。

注　上記の改正は、令和4年分以後の所得税について適
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用する。
⑷　労働者災害補償保険法の複数事業労働者傷病

年金を受けている者、複数事業労働者障害年金
を受けている者及び複数事業労働者遺族年金を
受けている遺族（妻に限る。）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。

⑸　特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金
控除及び所得税額の特別控除について、その対
象となる寄附金から出資に関する業務に充てる
ことが明らかな寄附金を除外する。

⑹　所得税の確定申告等について、次の措置を講
ずる。
①　その計算した所得税の額の合計額が配当控

除の額を超える場合であっても、控除しきれ
なかった外国税額控除の額があるとき、控除
しきれなかった源泉徴収税額があるとき又は
控除しきれなかった予納税額があるときは、
確定申告書の提出を要しないこととする。こ
の場合における確定申告書の提出期間につい
ては、現行の申告義務のない者の還付申告書
の提出期間（その年の翌年1月1日から5年間）
と同様となる。

②　上記①の改正に伴い、財産債務調書の提出
義務者の範囲について現行と同様とするほか、
所要の措置を講ずる。

注　上記の改正は、令和4年1月1日以後に確定申告書
の提出期限が到来する所得税について適用する。

⑺　給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給
与等」という。）の支払を受ける者が、給与等の
支払をする者に対し、次に掲げる源泉徴収関係
書類の書面による提出に代えて当該書類に記載
すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合
の要件であるその給与等の支払をする者が受け
るべき税務署長の承認を不要とするほか、これ
に伴う所要の措置を講ずる。
①　給与所得者の扶養控除等申告書
②　従たる給与についての扶養控除等申告書
③　給与所得者の配偶者控除等申告書
④　給与所得者の基礎控除申告書
⑤　給与所得者の保険料控除申告書
⑥　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
⑦　所得金額調整控除申告書
⑧　退職所得の受給に関する申告書
⑨　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、令和3年4月1日以後に提出する源

泉徴収関係書類について適用する。
⑻　社会医療法人制度における認定要件のうち救

急医療等確保事業に係る業務の実績が一定の基
準に適合することとの要件について、関係法令
の改正により夜間等救急自動車等搬送件数及び
へき地診療所に対する医師の延べ派遣日数等の
基準値に係る特例を追加する見直しが行われた
後も、その見直し後の社会医療法人を引き続き
公共法人等（所得税法別表第一）とする。

⑼　農水産業協同組合貯金保険法の改正を前提
に、農水産業協同組合貯金保険機構の業務範囲
の見直しが行われた後も、引き続き公共法人等

（所得税法別表第一）とする。
⑽　健康保険法の傷病手当金等及び出産育児一時

金等について、健康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。

⑾　特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給
に関する特別措置法の改正を前提に、同法の特
定B型肝炎ウイルス感染者給付金等について、
引き続き所得税を課さないこととする。

⑿　雇用保険法の育児休業給付等について、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。

⒀　年金制度の機能強化のための国民年金法等の
一部を改正する法律による改正後の児童扶養手
当法の児童扶養手当について、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。
③　児童扶養手当を受けている児童の母である

者を障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の
対象者とする。

⒁　国民年金法の障害基礎年金等について、所要
の法令改正を前提に、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。
③　障害基礎年金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とする。
（地方税）
⑴　国又は地方公共団体が行う保育その他の子育

てに対する助成をする事業その他これに類する
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一定の助成をする事業により、これらの助成を
受ける者の居宅において保育その他の日常生活
を営むのに必要な便宜の供与を行う業務又は認
可外保育施設その他の一定の施設の利用に要す
る費用に充てるため給付される金品については、
個人住民税を課さないこととする。

⑵　確定拠出年金法施行令の改正を前提に、確定
拠出年金制度について次の見直し等が行われた
後も、現行の税制上の措置を適用する。
①　確定給付企業年金制度の加入者の企業型確

定拠出年金の拠出限度額（現行：月額2.75万
円）を、月額5.5万円から確定給付企業年金
ごとの掛金相当額を控除した額とする。

②　確定給付企業年金制度の加入者の個人型確
定拠出年金の拠出限度額（現行：月額1.2万円）
を、月額5.5万円から確定給付企業年金ごと
の掛金相当額及び企業型確定拠出年金の掛金
額を控除した額（月額2万円を上限）とする。

⑶　個人住民税について、所得税における次の見
直しに伴い、所要の措置を講ずる。
①　退職所得課税の適正化
②　源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署

長の承認の廃止
⑷　労働者災害補償保険法の複数事業労働者傷病

年金を受けている者、複数事業労働者障害年金
を受けている者及び複数事業労働者遺族年金を
受けている遺族（妻に限る。）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。

⑸　国税における特定公益増進法人等に係る次の
見直しに伴い、所要の措置を講ずる。
①　特定公益増進法人の範囲に、試験研究業務

を行う地方独立行政法人のうち定款に出資に
関する業務を行う旨の定めがあるものを加え
る。

②　特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附
金控除及び所得税額の特別控除について、そ
の対象となる寄附金から出資に関する業務に
充てることが明らかな寄附金を除外する。

⑹　所得税において一部の者に課されていた還付
申告の義務をなくすこととしたことに伴い、提
出義務のなくなった申告書の提出があった場合
において、その提出の日の翌日から起算して2
年を経過する日が通常の賦課決定の除斥期間経
過後に到来するときは、その提出の日の翌日か
ら起算して2年間、個人住民税の賦課決定を行
うことができることとする。

注　上記の改正は、令和4年1月1日以後に上記の提出
の日が到来する場合について適用する。

⑺　健康保険法の傷病手当金等及び出産育児一時
金等について、健康保険法等の改正を前提に、
引き続き次の措置を講ずる。
①　個人住民税を課さない。
②　地方税の滞納処分による差押えを禁止す

る。
⑻　特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給

に関する特別措置法の改正を前提に、同法の特
定B型肝炎ウイルス感染者給付金等について、
引き続き個人住民税を課さないこととする。

⑼　雇用保険法の育児休業給付等について、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　個人住民税を課さない。
②　地方税の滞納処分による差押えを禁止す

る。
⑽　年金制度の機能強化のための国民年金法等の

一部を改正する法律による改正後の児童扶養手
当法の児童扶養手当について、引き続き次の措
置を講ずる。
①　個人住民税を課さない。
②　地方税の滞納処分による差押えを禁止す

る。
③　児童扶養手当を受けている児童の母である

者を障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の
対象者とする。

⑾　国民年金法の障害基礎年金等について、所要
の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ず
る。
①　個人住民税を課さない。
②　地方税の滞納処分による差押えを禁止す

る。
③　障害基礎年金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とする。
⑿　国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額

の必要経費算入制度の対象となる国庫補助金等
の範囲について、国立研究開発法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機構法に基づく助成金
で5G等の活用による製造業のダイナミック・
ケイパビリティ強化に向けた研究開発事業等に
係るものを加える。

⒀　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に伴い、同法の
課徴金制度における課徴金及び延滞金について、
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必要経費算入しないこととする。
⒁　国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、そ

の他所要の措置を講ずる。
⒂　扶養控除における国外居住親族の取扱いの見

直しを踏まえ、個人住民税均等割及び所得割の
非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族か
ら、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であっ
て次のいずれにも該当しない者を除外する。
①　留学により国内に住所及び居所を有しなく

なった者
②　障害者
③　その納税義務者から前年において生活費又

は教育費に充てるための支払を38万円以上
受けている者

　　また、個人住民税均等割の税率軽減の判定の
基礎となる扶養親族についても、同様の措置を
講ずる。
注　上記の改正は、令和6年度分以後の個人住民税につ

いて適用する。
⒃　個人住民税において、特定配当等及び特定株

式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源
泉分離課税（申告不要）とする場合に、原則と
して、確定申告書の提出のみで申告手続が完結
できるよう、確定申告書における個人住民税に
係る附記事項を追加する。
注　上記の改正は、令和3年分以後の確定申告書を令和

4年1月1日以後に提出する場合について適用する。

二　資産課税
１　国際金融都市に向けた税制上の措置
　国内に短期的に居住する在留資格を有する者、
国外に居住する外国人等が、相続開始の時又は贈
与の時において国内に居住する在留資格を有する
者から、相続若しくは遺贈又は贈与により取得す
る国外財産については、相続税又は贈与税を課さ
ないこととする。
注　上記の「在留資格」とは、出入国管理及び難民認定法

別表第一の上欄の在留資格をいう。
２　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措置等
⑴　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措置について、次の措置
を講ずる。
①　令和3年4月1日から同年12月31日までの

間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結し
た場合における非課税限度額を、次のとおり、

令和2年4月1日から令和3年3月31日までの
間の非課税限度額と同額まで引き上げる。

現行 改正案
消費税等の税率 10％が適用さ
れる住宅用家屋の新築等 1,200 万円 1,500 万円

上記以外の住宅用家屋の新築等 800 万円 1,000 万円

注　上記の非課税限度額は、耐震、省エネ又はバリア
フリーの住宅用家屋に係る非課税限度額であり、一
般の住宅用家屋に係る非課税限度額は、上記の非
課税限度額からそれぞれ500万円を減じた額とする。

②　受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る
合計所得金額が1,000万円以下である場合に
限り、床面積要件の下限を40㎡以上（現行：
50㎡以上）に引き下げる。
注　上記の改正は、東日本大震災の被災者が直系尊

属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与
税の非課税措置についても同様とする。

注　上記の改正は、令和3年1月1日以後に贈与により取
得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。

⑵　特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受
けた場合の相続時精算課税制度の特例につい
て、床面積要件の下限を40㎡以上（現行：50㎡
以上）に引き下げる。
注　上記の改正は、令和3年1月1日以後に贈与により取

得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
⑶　税務署長が納税者から提供された既存住宅用

家屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入
手等をした当該既存住宅用家屋等の登記事項に
より床面積要件等を満たすことの確認ができた
住宅を、本措置の対象となる既存住宅用家屋等
に含めることとする。
注　上記の改正は、令和4年1月1日以後に贈与税の申

告書を提出する場合について適用する。
３　教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係

る贈与税の非課税措置
⑴　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。
①　信託等があっ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、受贈者が次のいず
れかに該当する場合を除く。）には、その死
亡の日までの年数にかかわらず、同日におけ
る管理残額を、受贈者が当該贈与者から相続
等により取得したものとみなす。
イ　23歳未満である場合
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ロ　学校等に在学している場合
ハ　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　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をいう（②において同じ。）。
②　上記①により相続等により取得したものと

みなされる管理残額について、贈与者の子以
外の直系卑属に相続税が課される場合には、
当該管理残額に対応する相続税額を、相続税
額の2割加算の対象とする。
注　上記①及び②の改正は、令和3年4月1日以後の信

託等により取得する信託受益権等について適用する。
③　本措置の対象となる教育資金の範囲に、1

日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外
保育施設のうち、都道府県知事等から一定の
基準を満たす旨の証明書の交付を受けたもの
に支払われる保育料等を加える。
注　上記の改正は、令和3年4月1日以後に支払われ

る教育資金について適用する。
④　次に掲げる申告書等の書面による提出に代

えて、取扱金融機関の営業所等に対して、当
該申告書等に記載すべき事項等を電磁的方法
により提供することができることとする。
イ　教育資金非課税申告書
ロ　追加教育資金非課税申告書
ハ　教育資金非課税取消申告書
ニ　教育資金非課税廃止申告書
ホ　教育資金管理契約に関する異動申告書

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、次
の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
①　贈与者から相続等により取得したものとみ

なされる管理残額について、当該贈与者の子
以外の直系卑属に相続税が課される場合に
は、当該管理残額に対応する相続税額を、相
続税額の2割加算の対象とする。

（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から結
婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。

（注２）上記の改正は、令和3年4月1日以後の信託等
により取得する信託受益権等について適用する。

②　受贈者の年齢要件の下限を18歳以上（現
行：20歳以上）に引き下げる。
注　上記の改正は、令和4年4月1日以後の信託等に

より取得する信託受益権等について適用する。
③　本措置の対象となる結婚・子育て資金の範

囲に、1日当たり5人以下の乳幼児を保育す

る認可外保育施設のうち、都道府県知事等か
ら一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受
けたものに支払われる保育料等を加える。
注　上記の改正は、令和3年4月1日以後に支払われ

る結婚・子育て資金について適用する。
④　次に掲げる申告書等の書面による提出に代

えて、取扱金融機関の営業所等に対して、当
該申告書等に記載すべき事項等を電磁的方法
により提供することができることとする。
イ　結婚・子育て資金非課税申告書
ロ　追加結婚・子育て資金非課税申告書
ハ　結婚・子育て資金非課税取消申告書
ニ　結婚・子育て資金非課税廃止申告書
ホ　結婚・子育て資金管理契約に関する異動

申告書
４　土地に係る固定資産税等の負担調整措置
⑴　土地に係る固定資産税の負担調整措置

①　宅地等及び農地の負担調整措置について
は、令和3年度から令和5年度までの間、据
置年度において価格の下落修正を行う措置並
びに商業地等に係る条例減額制度及び税負担
急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の
負担調整措置の仕組みを継続する。

②　その上で、令和3年度限りの措置として、
次の措置を講ずる。
イ　宅地等（商業地等は負担水準が60％未満

の土地に限り、商業地等以外の宅地等は負
担水準が100％未満の土地に限る。）及び農
地（負担水準が100％未満の土地に限る。）
については、令和3年度の課税標準額を令
和2年度の課税標準額と同額とする。

ロ　令和2年度において条例減額制度の適用
を受けた土地について、所要の措置を講ず
る。

③　その他所要の措置を講ずる。
⑵　土地に係る都市計画税の負担調整措置
　　固定資産税の改正に伴う所要の改正を行う。
５　租税特別措置等

（国税）
〔新設〕
〈登録免許税〉
⑴　令和3年4月1日から令和5年3月31日までの

間に都市再生特別措置法の居住誘導区域等権利
設定等促進計画に基づき取得する不動産の所有
権等の移転登記等に対する登録免許税の税率
を、次のとおり軽減する措置を講ずる。
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①　所有権の移転登記　1,000分の10（本則1,000
分の20）

②　地上権等の設定登記　1,000分の5（本則
1,000分の10）

⑵　関係法令の改正を前提に、改正法の施行の日
から令和5年3月31日までの間の措置として、
医療機関の開設者が、共同再編計画（仮称）に
基づき、医療機関の再編に伴い取得する土地又
は建物の所有権の移転登記等に対する登録免許
税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずる。
①　土地の所有権の移転登記　1,000分の10（本

則1,000分の20）
②　建物の所有権の保存登記　1,000分の2（本

則1,000分の4）
〔延長・拡充〕
〈相続税・贈与税〉
⑴　特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度に

ついて、登録有形文化財登録基準の改正を前提
に、適用対象となる特定美術品の範囲に製作後
50年を経過していない美術品のうち一定のも
のを加える。

⑵　個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与
税の納税猶予制度について、適用対象となる特
定事業用資産の範囲に、被相続人又は贈与者の
事業の用に供されていた乗用自動車で青色申告
書に添付される貸借対照表に計上されているも
の（取得価額500万円以下の部分に対応する部
分に限る。）を加える。

⑶　非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例
制度について、次に掲げる場合には、後継者が
被相続人の相続開始の直前において特例認定承
継会社の役員でないときであっても、本制度の
適用を受けることができることとする（①につ
いては、一般制度についても同様とする。）。
①　被相続人が70歳未満（現行：60歳未満）で

死亡した場合
②　後継者が中小企業における経営の承継の円

滑化に関する法律施行規則の確認を受けた特
例承継計画に特例後継者として記載されてい
る者である場合

⑷　農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
の適用に係る農地等を収用交換等により譲渡し
た場合に利子税の全額を免除する措置の適用期
限を5年延長する。

〈登録免許税〉
⑸　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。

⑹　マンションの建替え等の円滑化に関する法律
の改正に伴い、次の措置を講ずる。
①　火災に対する安全性が不足するマンション

及び外壁の剥落等により危害を生ずるおそれ
のあるマンションが対象に追加されたマンショ
ン敷地売却事業について、引き続きマンショ
ン建替事業の施行者等が受ける権利変換手続
開始の登記等に対する登録免許税の免税措置
を適用する。

②　マンションの建替え等の円滑化に関する法
律の改正法の施行の日から令和6年3月31日
までの間の措置として、敷地権利変換手続開
始の登記及び敷地権利変換後の土地について
必要な登記（一定のものに限る。）に対する登
録免許税を免税とする。

⑺　利用権設定等促進事業により農用地等を取得
した場合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。

⑻　信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に
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　農業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登
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。

⑽　日本酒造組合中央会が受ける抵当権の設定登
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。

⑾　造船法の改正を前提に、産業競争力強化法の
事業再編計画の認定があったものとみなされる
造船法の認定を受けた事業基盤強化計画（仮称）
に基づき行う合併の登記等を、産業競争力強化
法の認定事業再編計画等に基づき行う登記に対
する登録免許税の税率の軽減措置の対象とす
る。

⑿　農業競争力強化支援法の認定事業再編計画に
基づき行う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。

⒀　預金保険法の改正を前提に、同法の第一号措
置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定等に基づ
き金融機関等が受ける増資の登記等に対する登
録免許税の税率の軽減措置を恒久化する。

⒁　認定民間都市再生事業計画（当該計画に係る
認定が国家戦略特別区域法の規定により国土交
通大臣の認定があったものとみなされるもので
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ある場合における当該計画を含む。⒂において
同じ。）に基づき都市再生緊急整備地域内に特
定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築
した場合の所有権の保存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。

⒂　認定民間都市再生事業計画に基づき特定都市
再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の
用に供する建築物を建築した場合の所有権の保
存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。

⒃　特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定
不動産を取得した場合等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。

⒄　特例事業者等が不動産特定共同事業契約によ
り不動産を取得した場合の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　適用対象となる不動産の範囲に保育所用の

建築物及びその敷地を加える。
②　建築物の用途が住宅（サービス付き高齢者

向け住宅を除く。）、倉庫又は駐車場である場
合を除き、当該建築物の建築面積が150㎡以
上（新築又は改築の場合には、当該建築物の
床面積1㎡当たりの工事に要した費用の額が
25万円以上である場合に限る。）の場合にも、
特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が
新築等をする建築物に係る規模要件を満たす
こととする。

⒅　相続に係る所有権の移転登記に対する登録免
許税の免税措置について、適用対象となる登記
の範囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地
の所有権の保存登記を加えた上、その適用期限
を1年延長する。

（地方税）
〔新設〕=略
〔延長・拡充等〕
〈固定資産税・都市計画税〉=略
〈不動産取得税〉
㉑〜㉚=略
㉛　宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課

税標準を価格の2分の1とする特例措置の適用
期限を3年延長する。

㉜　住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標
準税率（本則4％）を3％とする特例措置の適用

期限を3年延長する。
㉝〜㊲=略

〈事業所税〉=略
〔廃止・縮減等〕=略
６　その他

（国税）
⑴　特定障害者に対する贈与税の非課税措置につ

いて、次に掲げる申告書等の書面による提出に
代えて、受託者の営業所等に対して、当該申告
書等に記載すべき事項等を電磁的方法により提
供することができることとする。
①　障害者非課税信託申告書
②　障害者非課税信託取消申告書
③　障害者非課税信託廃止申告書
④　障害者非課税信託に関する異動申告書

⑵　日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関
する法律の改正を前提に、独立行政法人鉄道建
設・運輸施設整備支援機構が改正後の同法の規
定に基づき取得する一定の土地に係る所有権の
移転登記を、登録免許税法別表第三（登録免許
税の非課税登記）に追加する。

⑶　新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防
止のための措置によりその経営に影響を受けた
事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借
契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を令和
4年3月31日まで延長する。

⑷　種苗法の一部を改正する法律による改正後の
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究
機構法の規定に基づく品種登録審査に関する文
書については、引き続き印紙税を課さないこと
とする。

（地方税）
〈固定資産税・都市計画税〉
⑴=略
⑵　生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固

定資産税の特例措置について、生産性向上特別
措置法の廃止及び認定先端設備等導入計画等に
係る規定の他法への移管を前提に、適用期限の
2年延長に関し、所要の措置を講ずる。なお、
本特例措置は延長後の適用期限の到来をもって
廃止することとし、関係規定を削除する。

（注１）適用期限の2年延長は、「新型コロナウイルス感染
症緊急経済対策における税制上の措置」（令和2年4月6日）
での決定事項。

（注２）上記の関係規定の削除は、令和5年4月1日から施
行する。
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〈不動産取得税〉=略
〈事業所税〉=略
〈市町村交付金〉=略

三　法人課税
１　産業競争力の強化に係る措置

（国税）
⑴　デジタルトランスフォーメーション投資促進

税制の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告

書を提出する法人で同法の事業適応計画（仮称）
について同法の認定を受けたものが、同法の改
正法の施行の日から令和5年3月31日までの間
に、その事業適応計画に従って実施される産業
競争力強化法の事業適応（仮称）の用に供する
ためにソフトウエアの新設若しくは増設をし、
又はその事業適応を実施するために必要なソフ
トウエアの利用に係る費用（繰延資産となるも
のに限る。）の支出をした場合には、次の措置
を講ずる（所得税についても同様とする。）。
①　取得等をして国内にある事業の用に供した

事業適応設備の取得価額の30％の特別償却
とその取得価額の3％（グループ外の事業者
とデータ連携をする場合には、5％）の税額控
除との選択適用ができることとする。

②　上記の繰延資産の額の30％の特別償却と
その繰延資産の額の3％（グループ外の事業
者とデータ連携をする場合には、5％）の税額
控除との選択適用ができることとする。

　　ただし、税額控除における控除税額は、カー
ボンニュートラルに向けた投資促進税制の税
額控除制度による控除税額との合計で当期の
法人税額の20％を上限とする。

（注１）上記の「事業適応設備」とは、事業適応計画に従っ
て実施される事業適応（生産性の向上又は需要の開拓
に特に資するものとして主務大臣の確認を受けたも
のに限る。）の用に供するために新設又は増設をする
ソフトウエア並びにそのソフトウエア又はその事業
適応を実施するために必要なソフトウエアとともに
事業適応の用に供する機械装置及び器具備品をいい、
開発研究用資産を除く。

（注２）上記の「グループ」とは、会社法上の親子会社関
係にある会社によって構成されるグループをいう。

（注３）対象資産の取得価額及び対象繰延資産の額の合
計額のうち本制度の対象となる金額は300億円を限
度とする。

⑵　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（所得
税についても同様とする。）。
①　試験研究費の総額に係る税額控除制度につ

いて、次の見直しを行う。
イ　税額控除率を次のとおり見直し、その下

限を2％（現行：6％）に引き下げた上、そ
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。
イ　 増 減 試 験 研 究 費 割 合 が 9.4 ％ 超　

10.145％＋（増減試験研究費割合－9.4％）
×0.35

ロ　増減試験研究費割合が 9.4％以下　
10.145％－（9.4％－増減試験研究費割合）
×0.175

ロ　令和3年4月1日から令和5年3月31日ま
での間に開始する各事業年度のうち基準年
度比売上金額減少割合が2％以上であり、
かつ、試験研究費の額が基準年度試験研究
費の額を超える事業年度（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の
特例の適用を受ける事業年度を除く。）の
控除税額の上限に当期の法人税額の5％を
上乗せする。

（注１）上記の「基準年度比売上金額減少割合」とは、
当期の売上金額が令和2年2月1日前に最後に終了
した事業年度の売上金額に満たない場合のその満
たない部分の金額のその最後に終了した事業年度
の売上金額に対する割合をいう。

（注２）上記の「基準年度試験研究費の額」とは、令和
2年2月1日前に最後に終了した事業年度の試験研
究費の額をいう。

ハ　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税額控除率の特例及
び控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限
を2年延長する。

②　中小企業技術基盤強化税制について、次の
見直しを行う。
イ　令和3年4月1日から令和5年3月31日ま

での間に開始する各事業年度のうち基準年
度比売上金額減少割合が2％以上であり、
かつ、試験研究費の額が基準年度試験研究
費の額を超える事業年度の控除税額の上限
に当期の法人税額の5％を上乗せする。

ロ　増減試験研究費割合が8％を超える場合
の特例を増減試験研究費割合が9.4％を超
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える場合に次のとおりとする特例に見直し
た上、その適用期限を2年延長する。
イ　税額控除率（12％）に、増減試験研究

費割合から9.4％を控除した割合に0.35
を乗じて計算した割合を加算する。

ロ　控除税額の上限に当期の法人税額の
10％を上乗せする。

ハ　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税額控除率の特例及
び試験研究費の額が平均売上金額の10％
を超える場合（上記ロの適用がある場合を
除く。）における控除税額の上限の上乗せ
特例の適用期限を2年延長する。

注　税額控除率は、17％を上限とする（現行と同じ。）。
③　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。
イ　対象となる特別試験研究費の額に、国立

研究開発法人の外部化法人との共同研究及
び国立研究開発法人の外部化法人への委託
研究に要する費用の額を加え、その税額控
除率を25％とする。

（注１）共同研究及び委託研究の範囲は、出資後10
年以内に限定しないことを除き、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
企業への委託研究と同様とする。

（注２）関係法令の改正を前提に、国立大学、大学共
同利用機関及び公立大学の外部化法人との共同研
究並びに国立大学、大学共同利用機関及び公立大
学の外部化法人への委託研究についても同様とす
る。

ロ　特別試験研究費の対象となる特別研究機
関等との共同研究及び特別研究機関等への
委託研究について、特別研究機関等の範囲
に人文系の研究機関を加える。

ハ　その事業年度における特別試験研究費の
額であることの共同研究の相手方の確認に
ついて、第三者が作成した報告書等によっ
て確認することが可能であることを明確化
する等の運用の改善を行う。

ニ　特別試験研究費の対象となる大学等との
共同研究及び大学等への委託研究につい
て、契約上の試験研究費の総見込額が50
万円を超えるものに限定する。
注　中小企業者（適用除外事業者に該当するもの

を除く。）及び農業協同組合等については現行ど
おりとする。

ホ　特別試験研究費の対象となる特定中小企
業者等への委託研究について、次の要件を
満たすものに限定する。
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。

⑶　給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の
税額控除制度を見直し、青色申告書を提出する
法人が、令和3年4月1日から令和5年3月31日
までの間に開始する各事業年度において国内新
規雇用者に対して給与等を支給する場合におい
て、新規雇用者給与等支給額の新規雇用者比較
給与等支給額に対する増加割合が2％以上であ
るときは、控除対象新規雇用者給与等支給額の
15％の税額控除ができる制度とする。この場
合において、教育訓練費の額の比較教育訓練費
の額に対する増加割合が20％以上であるときは、
控除対象新規雇用者給与等支給額の20％の税
額控除ができることとする。ただし、控除税額
は、当期の法人税額の20％を上限とする（所得
税についても同様とする。）。

（注１）設立事業年度は対象外とする。
（注２）上記の「新規雇用者給与等支給額」とは、国内の事

業所において新たに雇用した雇用保険法の一般被保険
者（支配関係がある法人から異動した者及び海外から異
動した者を除く。）に対してその雇用した日から1年以
内に支給する給与等の支給額をいい、上記の「新規雇用
者比較給与等支給額」とは、前期の新規雇用者給与等支
給額をいう。

（注３）上記の「控除対象新規雇用者給与等支給額」とは、
国内の事業所において新たに雇用した者（支配関係があ
る法人から異動した者及び海外から異動した者を除く。）
に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等
の支給額をいう。ただし、雇用者給与等支給額から比
較雇用者給与等支給額を控除した金額を上限とすると
ともに、地方活力向上地域等において雇用者の数が増
加した場合の税額控除制度の適用がある場合には、所
要の調整を行う。

（注４）比較教育訓練費の額は、前期の教育訓練費の額と
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する。
（注５）給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため

他の者から支払を受ける金額」について、その範囲を明
確化するとともに、新規雇用者給与等支給額及び新規
雇用者比較給与等支給額からは雇用調整助成金及びこ
れに類するものの額を控除しないこととする。

⑷　繰越欠損金の控除上限の特例の創設
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告

書を提出する法人で同法の改正法の施行の日か
ら同日以後1年を経過する日までの間に産業競
争力強化法の事業適応計画（仮称）の認定を受
けたもののうちその事業適応計画に従って同法
の事業適応（仮称）を実施するものの適用事業
年度において特例対象欠損金額がある場合には、
その特例対象欠損金額については、欠損金の繰
越控除前の所得の金額（その所得の金額の50％
を超える部分については、累積投資残額に達す
るまでの金額に限る。）の範囲内で損金算入で
きることとする。

（注１）事業適応は、経済社会情勢の著しい変化に対応し
て行うものとして一定の基準に該当するものに限る。

（注２）上記の「適用事業年度」とは、次のいずれにも該当
する事業年度をいう。
①　基準事業年度（特例対象欠損金額が生じた事業年度

のうちその開始の日が最も早い事業年度後の事業年
度で所得の金額が生じた最初の事業年度をいう。）開
始の日以後5年以内に開始した事業年度であること。

②　事業適応計画の実施時期を含む事業年度であるこ
と。

③　令和8年4月1日以前に開始する事業年度であること。
（注３）上記の「特例対象欠損金額」とは、令和2年4月1日

から令和3年4月1日までの期間内の日を含む事業年度
（一定の場合には、令和2年2月1日から同年3月31日ま
での間に終了する事業年度及びその翌事業年度）におい
て生じた青色欠損金額をいう。

（注４）上記の「累積投資残額」とは、事業適応計画に従っ
て行った投資の額から既に本特例により欠損金の繰越
控除前の所得の金額の50％を超えて損金算入した欠損
金額に相当する金額を控除した金額をいう。

（地方税）=略
２　株式対価M＆Aを促進するための措置の創設

（国税）
　法人が、会社法の株式交付により、その有する
株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付を
受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益の
計上を繰り延べることとする（所得税についても

同様とする。）。
（注１）対価として交付を受けた資産の価額のうち株式交

付親会社の株式の価額が80％以上である場合に限るこ
ととし、株式交付親会社の株式以外の資産の交付を受
けた場合には株式交付親会社の株式に対応する部分の
譲渡損益の計上を繰り延べる。

（注２）株式交付親会社の確定申告書の添付書類に株式交
付計画書及び株式交付に係る明細書を加える（株式交換
及び株式移転についても同様とする。）とともに、その
明細書に株式交付により交付した資産の数又は価額の
算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類を添付
することとする。

（注３）外国法人の本措置の適用については、その外国法
人の恒久的施設において管理する株式に対応して株式
交付親会社の株式の交付を受けた部分に限る。

３　国際金融都市に向けた税制上の措置
（国税）
　金融商品取引法の改正を前提に、青色申告書を
提出する法人で特定投資運用業者に該当するもの
が令和3年4月1日から令和8年3月31日までの間
に開始する各事業年度（同法の改正法の施行の日
以後に終了する事業年度に限る。）においてその
業務執行役員に対して業績連動給与を支給する場
合において、投資家の事前承認要件を満たすとき
は、その業績連動給与に係る役員給与の損金不算
入制度の適用については、その法人が提出した金
融商品取引法の事業報告書で金融庁長官によりイ
ンターネットに公表されたものは、利益に関する
指標等が記載されるべき有価証券報告書とみなす
とともに、その法人が、その業績連動給与に係る
算定方法の内容を、報酬委員会における決定等の
手続終了の日以後遅滞なく、その事業報告書に記
載して提出し、かつ、同法の説明書類に記載して
公衆の縦覧に供し、又は公表した場合には、算定
方法の内容が有価証券報告書等で開示されている
こととの要件を満たすこととする。

（注１）上記の「特定投資運用業者」とは、その事業年度の
収益の額の合計額のうちに占める次の業務に係る収益
の額の合計額の割合が75％以上である法人（有価証券報
告書提出会社及びその完全子法人を除く。）をいう。
①　金融商品取引業者等の投資運用業
②　特例業務届出者の適格機関投資家等特例業務
③　海外投資家等特例業務届出者（仮称）の海外投資家

等特例業務（仮称）
④　届出をして移行期間特例業務（仮称）を行う者の移

行期間特例業務
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（注２）業績連動給与は、その運用財産の運用として行った
取引により生ずる利益に関する指標を基礎とした客観
的なものに限る。

（注３）上記の「投資家の事前承認要件」とは、次のいずれ
かの要件を満たすことをいう。
①　その運用財産に係るファンド契約書等においてその

業績連動給与を支給する旨及びその算定方法を記載
すること。

②　本制度の適用を受けようとする事業年度開始前に
その運用財産に係る投資事業有限責任組合の組合員
の集会等においてその業績連動給与を支給する旨及
びその算定方法についての報告が行われ、かつ、そ
の議事録にその報告につき組合員等から異議があっ
た旨の記載又は記録がないこと。

４　民間におけるデジタル化の促進
（国税）
⑴　デジタルトランスフォーメーション投資促進

税制の創設（再掲）
　　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告

書を提出する法人で同法の事業適応計画（仮称）
について同法の認定を受けたものが、同法の改
正法の施行の日から令和5年3月31日までの間
に、その事業適応計画に従って実施される産業
競争力強化法の事業適応（仮称）の用に供する
ためにソフトウエアの新設若しくは増設をし、
又はその事業適応を実施するために必要なソフ
トウエアの利用に係る費用（繰延資産となるも
のに限る。）の支出をした場合には、次の措置
を講ずる（所得税についても同様とする。）。
①　取得等をして国内にある事業の用に供した

事業適応設備の取得価額の30％の特別償却
とその取得価額の3％（グループ外の事業者
とデータ連携をする場合には、5％）の税額控
除との選択適用ができることとする。

②　上記の繰延資産の額の30％の特別償却と
その繰延資産の額の3％（グループ外の事業
者とデータ連携をする場合には、5％）の税額
控除との選択適用ができることとする。

　　ただし、税額控除における控除税額は、カー
ボンニュートラルに向けた投資促進税制の税
額控除制度による控除税額との合計で当期の
法人税額の20％を上限とする。

（注１）上記の「事業適応設備」及び「グループ」は、上記
1⑴（注1）及び（注2）と同様とする。

（注２）対象資産の取得価額及び対象繰延資産の額の合
計額のうち本制度の対象となる金額は300億円を限

度とする。
⑵　研究開発税制の対象となる試験研究費につい

て、次の見直しを行う（所得税についても同様
とする。）。
①　試験研究費のうち、研究開発費として損金

経理をした金額で非試験研究用資産の取得価
額に含まれるものを加える。

（注１）上記の「非試験研究用資産」とは、棚卸資産、
固定資産及び繰延資産で、事業供用の時に試験研
究の用に供さないものをいう。

（注２）上記に伴い、売上原価並びに取得価額に研究開
発費として損金経理をした金額が含まれる非試験研
究用資産の償却費、譲渡損及び除却損を研究開発税
制の対象となる試験研究費から除外するとともに、
取得価額に研究開発費として損金経理をした金額が
含まれる非試験研究用資産について研究開発税制と
特別償却等に関する制度との選択適用とする。

②　リバースエンジニアリング（新たな知見を
得るため又は利用可能な知見の新たな応用を
考案するために行う試験研究に該当しないも
の）を除外する。

③　開発中の技術をその開発をする者において
試行する場合において、その技術がその者の
業務改善に資するものであっても、その技術
に係る試験研究が工学又は自然科学に関する
試験研究に該当するときは、その試験研究に
要する費用は研究開発税制の対象となること
等、研究開発税制の対象となる試験研究費の
範囲について明確化する。

（地方税）=略
５　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

の創設
（国税）
　産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書
を提出する法人で同法の中長期環境適応計画（仮
称）について同法の認定を受けたものが、同法の
改正法の施行の日から令和6年3月31日までの間
に、その中長期環境適応計画に記載された産業競
争力強化法の中長期環境適応生産性向上設備（仮
称）又は中長期環境適応需要開拓製品生産設備（仮
称）の取得等をして、国内にある事業の用に供し
た場合には、その取得価額の50％の特別償却と
その取得価額の5％（温室効果ガスの削減に著し
く資するものにあっては、10％）の税額控除との
選択適用ができることとする。ただし、税額控除
における控除税額は、デジタルトランスフォーメー
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ション投資促進税制の税額控除制度による控除税
額との合計で当期の法人税額の20％を上限とす
る（所得税についても同様とする。）。

（注１）上記の「中長期環境適応生産性向上設備」とは、産
業競争力強化法の生産性向上設備等のうち、生産工程
の効率化による温室効果ガスの削減その他の中長期環
境適応（仮称）に用いられるものをいう。

（注２）上記の「中長期環境適応需要開拓製品生産設備」と
は、中長期環境適応に用いられる製品であって、温室効
果ガスの削減に資する事業活動に特に寄与する製品そ
の他の我が国事業者による新たな需要の開拓に寄与す
ることが見込まれる製品として主務大臣が定める製品
の生産に専ら使用される設備をいう。

（注３）対象資産の取得価額の合計額のうち本制度の対象
となる金額は500億円を限度とする。

（地方税）=略
６　中小企業向け投資促進税制等

（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（所
得税についても同様とする。）。
①　対象となる指定事業に次の事業を加える。

イ　不動産業
ロ　物品賃貸業
ハ　料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ

その他これらに類する事業（生活衛生同業
組合の組合員が行うものに限る。）

②　対象となる法人に商店街振興組合を加え
る。

③　対象資産から匿名組合契約等の目的である
事業の用に供するものを除外する。

⑶　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は、適用期限
の到来をもって廃止する（所得税についても同
様とする。）。

⑷　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、関係法令の改正を
前提に特定経営力向上設備等の対象に計画終了
年度に修正ROA又は有形固定資産回転率が一
定以上上昇する経営力向上計画（経営資源集約
化措置（仮称）が記載されたものに限る。）を実
施するために必要不可欠な設備を加えた上、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。）。
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、
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　対象となる事業にサプライチェーンの強靭

化に資する類型を加えるとともに、承認地域
経済牽引事業の主務大臣の確認要件のうち先
進性に係る要件について、次の見直しを行う。
イ　事業の先進性の確認に当たっては、投資

収益率又は労働生産性の伸び率が一定水準
以上であることが見込まれることを確認す
ることとする。

ロ　サプライチェーンの強靭化に資する類型
については、上記イの投資収益率又は労働
生産性の伸び率の確認に代えて、海外に生
産拠点が集中している一定の製品の製造を
すること及びその地域経済牽引事業計画が
実施される都道府県の行政区域内でのその
製品の承認地域経済牽引事業者の取引額の
一定水準以上の増加が見込まれることを確
認することとする。

ハ　承認地域経済牽引事業の実施場所が特定
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先進性に係る
要件を満たすこととする特例について、そ
の承認地域経済牽引事業に係る地域経済牽
引事業計画の承認を受けた日がその特定非
常災害発生日から1年（現行：5年又は3年）
を経過していない場合とし、対象となる区
域を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のうちその特定非
常災害に基因して事業又は居住の用に供す
ることができなくなった建物等の敷地等の
区域とする。

②　特別償却率及び税額控除率の引上げに係る
要件について、その確認に当たっては、投資
収益率及び労働生産性の伸び率が一定水準以
上であることが見込まれることを確認するこ
ととする。

③　主務大臣の確認を受けた承認地域経済牽引
事業計画の実施期間内には、同一の都道府県
知事又は主務大臣の承認を受けた他の地域経
済牽引事業計画について主務大臣の確認を受
けられないこととし、承認地域経済牽引事業
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計画の実施期間終了後に、同一の都道府県知
事又は主務大臣の承認を受けた他の地域経済
牽引事業計画について主務大臣の確認を受け
ようとする場合には、主務大臣は、現行の要
件の確認に加えて、その確認に係る地域経済
牽引事業計画前の地域経済牽引事業計画に係
る投資収益率及び労働生産性の伸び率の実績
を確認することとする。

⑹　特定事業継続力強化設備等の特別償却制度に
ついて、次の措置を講ずる（所得税についても
同様とする。）。
①　対象法人を中小企業の事業活動の継続に資

するための中小企業等経営強化法等の一部を
改正する法律の施行の日（令和元年7月16日）
から令和5年3月31日までの間に中小企業等
経営強化法の事業継続力強化計画等の認定を
受けた中小企業者等とし、対象資産をその認
定を受けた日から1年以内に、取得等をして、
事業の用に供する資産とする。

②　対象資産に次の資産を加える。
イ　架台（対象資産をかさ上げするために取

得等をするものに限る。）及び無停電電源
装置

ロ　感染症対策のために取得等をするサーモ
グラフィ

ハ　資本的支出により取得等をする資産
③　対象資産から次の資産を除外する。

イ　火災報知器、スプリンクラー、消火設備、
排煙設備及び防火シャッター

ロ　資産の取得等に充てるための補助金等の
交付を受けて取得等をするもの

④　令和5年4月1日以後に取得等をする資産の
特別償却率を18％（現行：20％）に引き下げる。

（地方税）=略
７　所得拡大促進税制の見直し

（国税）
　中小企業における所得拡大促進税制について、
次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長
する（所得税についても同様とする。）。
⑴　適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の

継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合
が1.5％以上であることとの要件を、雇用者給
与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する
増加割合が1.5％以上であることとの要件に見
直す。

⑵　税額控除率が25％となる要件のうち、継続

雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支
給額に対する増加割合が2.5％以上であること
との要件を、雇用者給与等支給額の比較雇用者
給与等支給額に対する増加割合が2.5％以上で
あることとの要件に見直す。

注　給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他
の者から支払を受ける金額」について、その範囲を明確
化するとともに、次の見直しを行う。
①　上記⑴及び⑵の要件を判定する場合には、雇用調

整助成金及びこれに類するものの額を控除しないこ
ととする。

②　税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支給
額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額は、
雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除し
て計算した金額を上限とする。

（地方税）=略
８　中小企業の経営資源の集約化に資する税制の

創設
（国税）
　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。）のうち同法の改正法の施行の
日から令和6年3月31日までの間に中小企業等経
営強化法の経営力向上計画（経営資源集約化措置

（仮称）が記載されたものに限る。）の認定を受け
たものが、その認定に係る経営力向上計画に従っ
て他の法人の株式等の取得（購入による取得に限
る。）をし、かつ、これをその取得の日を含む事業
年度終了の日まで引き続き有している場合（その
株式等の取得価額が10億円を超える場合を除く。）
において、その株式等の価格の低落による損失に
備えるため、その株式等の取得価額の70％以下の
金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積
み立てたときは、その積み立てた金額は、その事
業年度において損金算入できることとする。
　この準備金は、その株式等の全部又は一部を有
しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額
した場合等において取り崩すほか、その積み立て
た事業年度終了の日の翌日から5年を経過した日
を含む事業年度から5年間でその経過した準備金
残高の均等額を取り崩して、益金算入する。
注　上記の「中小企業者」とは、中小企業等経営強化法の

中小企業者等であって租税特別措置法の中小企業者に該
当するものをいう。

９　円滑・適正な納税のための環境整備
（国税）
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⑴　寄附金の損金不算入制度について、次の見直
しを行う。
①　特定公益増進法人等に対する寄附金の別枠

の損金算入限度額について、その対象となる
寄附金から出資に関する業務に充てることが
明らかな寄附金を除外する。

②　みなし寄附金制度について、その対象とな
る寄附金の額から収益事業以外の事業のため
に支出した金額のうち事実を隠蔽し又は仮装
して経理することにより支出した金額を除外
する。

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おける特定の資
産の総資産のうちに占める割合が50％を超え
ていることとする要件について、ファイナンス・
リース取引に係る金銭債権はそのファイナンス・
リース取引の目的となっている資産として、そ
の割合を計算する。

10　その他の租税特別措置等
（国税）
〔拡充等〕
⑴　過疎地域自立促進特別措置法の期限の到来に

伴い、及び過疎地域に関する新たな法律（新過
疎法）の制定を前提に、所要の経過措置を講じ
た上、特定地域における工業用機械等の特別償
却制度のうち過疎地域に係る措置について、青
色申告書を提出する法人が、新過疎法の施行の
日から令和6年3月31日までの間に、新過疎法
の過疎地域のうち市町村が定める過疎計画（仮
称）において産業振興施策促進事項（仮称）に記
載されている地区の区域内において、機械装置、
建物等及び構築物の取得等をした場合には、5
年間普通償却限度額の32％（建物等及び構築物
については、48％）の割増償却ができる措置に
改組する（所得税についても同様とする。）。

（注１）対象となる事業は次の事業とし、対象となる機
械装置、建物等及び構築物は次の事業の区分に応じ
それぞれ次の設備を構成するこれらのものとする。
なお、次の①から④までの減価償却資産の取得価額は、
法人税法等の規定による圧縮記帳の適用後の金額と
する。
①　製造業　一の設備を構成する減価償却資産の取

得価額の合計額が500万円以上（資本金の額等が
5,000万円超1億円以下である法人にあっては1,000
万円以上とし、資本金の額等が1億円超である法
人又は適用除外事業者に該当する法人にあっては

2,000万円以上とする。）である場合のその一の設備
②　農林水産物等販売業　一の設備を構成する減価

償却資産の取得価額の合計額が500万円以上であ
る場合のその一の設備

③　旅館業　一の設備を構成する減価償却資産の取
得価額の合計額が500万円以上（資本金の額等が
5,000万円超1億円以下である法人にあっては1,000
万円以上とし、資本金の額等が1億円超である法
人又は適用除外事業者に該当する法人にあっては
2,000万円以上とする。）である場合のその一の設備

④　情報サービス業等　一の設備を構成する減価償
却資産の取得価額の合計額が500万円以上である
場合のその一の設備

（注２）取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいい、
建物等にあっては、増築、改築、修繕又は模様替の
ための工事による取得又は建設を含む。なお、資本
金の額等が5,000万円超である法人又は適用除外事業
者に該当する法人にあっては、新設又は増設による
取得等に限る。

⑵　マンションの建替え等の円滑化に関する法律
の改正に伴い、次の措置を講ずる。
①　火災に対する安全性が不足するマンション

及び外壁の剥落等により危害を生ずるおそれ
のあるマンションが対象に追加されたマンショ
ン敷地売却事業を実施する者に対する土地等
の譲渡について、引き続き、法人の一般の土
地譲渡益に対する追加課税制度の適用除外措
置（優良住宅地の造成等のための譲渡等に係
る適用除外）の対象とする。

②　敷地分割事業における敷地権利変換につい
て、換地処分等に伴い資産を取得した場合の
課税の特例のうち完全支配関係がある法人の
間で譲渡された譲渡損益調整資産の譲渡利益
額を引き続き計上しないこととする措置の対
象とする。

③　その他所要の措置を講ずる。
〔延長〕
⑴　事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編

促進機械等の割増償却制度の適用期限を2年延
長する（所得税についても同様とする。）。

⑵　沖縄の情報通信産業特別地区における認定法
人の所得控除制度の適用期限を1年延長する。

〔廃止・縮減等〕
⑴　高度省エネルギー増進設備等を取得した場合

の特別償却又は税額控除制度は、所要の経過措
置を講じた上、令和3年3月31日をもって廃止
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する（所得税についても同様とする。）。
⑵　中小企業投資促進税制、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特定事
業継続力強化設備等の特別償却制度について、
これら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
行した中小企業者の株式のうちその投資事業有
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
する措置を廃止する。

⑶〜⑺=略
⑻　大企業につき研究開発税制その他生産性の向

上に関連する税額控除の規定を適用できないこ
ととする措置について、次の見直しを行った上、
その適用期限を3年延長する（所得税について
も同様とする。）。
①　本措置の対象に、カーボンニュートラルに

向けた投資促進税制の税額控除及びデジタル
トランスフォーメーション投資促進税制の税
額控除を加える。

②　継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較
給与等支給額を超えることとの要件を判定す
る場合に雇用調整助成金及びこれに類するも
のを控除しないこととする。

⑼〜㉔=略
（地方税）=略
11　その他=略

四　消費課税
１　車体課税の見直し

（国税）
　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。
⑴　乗用自動車（軽油自動車を除く。）

①　自動車重量税を免除し、又は税率を50％
若しくは25％軽減する自動車に係る燃費性
能に関する要件を次のとおりとする。

現行 改正案

令和 2 年度燃費基準
に対する達成の程度が
140％以上であるもの

令和 12 年度燃費基準に対する
達成の程度が 90％以上である
もの（令和 2年度燃費基準を達
成しているものに限る。）

令和 2 年度燃費基準
に対する達成の程度が
120％以上であるもの

令和 12 年度燃費基準に対する
達成の程度が 75％以上である
もの（令和 2年度燃費基準を達
成しているものに限る。）

令和 2年度燃費基準を
達成しているもの

令和 12 年度燃費基準に対する
達成の程度が 60％以上である
もの（令和 2年度燃費基準を達
成しているものに限る。）

②　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
する自動車は、令和12年度燃費基準に対す
る達成の程度が120％以上であるものとする。

⑵　乗用自動車（軽油自動車に限る。）
①　新車に係る新規検査の際に納付すべき自動

車重量税を免除する自動車は、令和2年度燃
費基準を達成しているものとする。
注　上記の改正は、令和4年5月1日から施行する。

②　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
する自動車は、令和12年度燃費基準に対す
る達成の程度が120％以上であるものとする。

⑶　バス（車両総重量が3.5t以下の揮発油自動車
及び軽油自動車に限る。）
①　揮発油自動車のうち、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％以上窒素酸化物の排出量が少
ないもの又は平成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％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
及び軽油自動車のうち、平成30年排出ガス
規制に適合するもの又は平成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
少ないものに係る本措置の適用については、
次のとおりとする。
イ　令和2年度燃費基準に対する達成の程度

が105％以上である自動車について、新車
に係る新規検査の際に納付すべき自動車重
量税を免除する。

ロ　令和2年度燃費基準を達成している自動
車について、新車に係る新規検査の際に納
付すべき自動車重量税の税率を75％軽減
する。

②　揮発油自動車のうち、平成30年排出ガス
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規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基
準値より25％以上窒素酸化物の排出量が少
ないもの又は平成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
50％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
及び軽油自動車のうち平成21年排出ガス規
制に適合するものに係る本措置の適用につい
ては、次のとおりとする。
イ　令和2年度燃費基準に対する達成の程度

が110％以上である自動車について、新車
に係る新規検査の際に納付すべき自動車重
量税を免除する。

ロ　令和2年度燃費基準に対する達成の程度
が105％以上である自動車について、新車に
係る新規検査の際に納付すべき自動車重量
税の税率を75％軽減する。

ハ　令和2年度燃費基準を達成している自動
車について、新車に係る新規検査の際に納
付すべき自動車重量税の税率を50％軽減
する。

⑷　その他所要の措置を講ずる。
（地方税）
〈自動車税環境性能割〉
⑴　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。
①　自家用乗用車

イ　燃費性能に関する要件を次のとおりとす
る。

現　行 改正案

令和 2年度燃費基準
に対する達成の程度が
120％以上であるもの

令和 12 年度燃費基準に対する
達成の程度が 85％以上である
もの（令和 2年度燃費基準を達
成しているものに限る。）

令和 2年度燃費基準
に対する達成の程度が
110％以上であるもの

令和 12 年度燃費基準に対する
達成の程度が 75％以上である
もの（令和 2年度燃費基準を達
成しているものに限る。）

令和 2年度燃費基準を
達成しているもの

令和 12 年度燃費基準に対する
達成の程度が 60％以上である
もの（令和 2年度燃費基準を達
成しているものに限る。）

ロ　軽油自動車に係る非課税の適用を受ける
要件に、令和12年度燃費基準に対する達
成の程度が85％以上であり、かつ、令和2
年度燃費基準を達成していることを加える。

ハ　軽油自動車で平成30年排出ガス規制又

は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、
令和12年度燃費基準に対する達成の程度
が75％以上である自動車を、1％の税率の
適用を受ける区分に加える。
注　令和2年度燃費基準を達成しているものに限り、

ロに掲げるものを除く。
ニ　軽油自動車で平成30年排出ガス規制又

は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、
令和12年度燃費基準に対する達成の程度
が60％以上である自動車を、2％の税率の
適用を受ける区分に加える。
注　令和2年度燃費基準を達成しているものに限り、

ロ及びハに掲げるものを除く。
ホ　ロからニまでに掲げる軽油自動車以外の

軽油自動車に係る環境性能割の税率を3％
とする。

②〜⑦=略
⑵=略
⑶　令和元年10月1日から令和3年3月31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
例措置の適用期限を9月延長する。

　　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％
3％ 2％

⑷　その他所要の措置を講ずる。
〈自動車税種別割〉
⑸　種別割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「種
別割のグリーン化特例」）について、次のとおり
適用期限を2年延長する。
①　種別割のグリーン化特例（軽課）
　　令和3年度及び令和4年度に新車新規登録

を受けた自動車について、以下のとおり、当
該登録の翌年度に特例措置を講ずる。
イ　自家用乗用車の税率を概ね100分の75軽

減する特例措置について、軽油自動車を適
用対象から除外し、電気自動車、天然ガス
自動車及びプラグインハイブリッド自動車
に限った措置とする。

ロ　次に掲げる自動車（自家用乗用車を除
く。）について、税率を概ね100分の75軽
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減する。
イ　電気自動車
ロ　天然ガス自動車で平成30年排出ガス

規制に適合するもの又は平成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
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の
うち、令和12年度燃費基準に対する達
成の程度が90％以上であり、かつ、令
和2年度燃費基準を達成しているもの（揮
発油又は液化石油ガスを内燃機関の燃料
とする営業用乗用車に限る。）

ホ　平成30年排出ガス規制又は平成21年
排出ガス規制に適合する自動車のうち、
令和12年度燃費基準に対する達成の程度
が90％以上であり、かつ、令和2年度燃
費基準を達成しているもの（軽油を内燃
機関の燃料とする営業用乗用車に限る。）

ハ　次に掲げる自動車について、税率を概ね
100分の50軽減する。
イ　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の
うち、令和12年度燃費基準に対する達
成の程度が70％以上であり、かつ、令
和2年度燃費基準を達成しているもの（揮
発油又は液化石油ガスを内燃機関の燃料
とする営業用乗用車に限る。）

ロ　平成30年排出ガス規制又は平成21年
排出ガス規制に適合する自動車のうち、
令和12年度燃費基準に対する達成の程度
が70％以上であり、かつ、令和2年度燃
費基準を達成しているもの（軽油を内燃
機関の燃料とする営業用乗用車に限る。）

②　種別割のグリーン化特例（重課）
　　現行のグリーン化特例（重課）の適用期限

を2年延長し、令和4年度分及び令和5年度
分を特例措置の対象とする。

⑹　その他所要の措置を講ずる。
〈軽自動車税環境性能割〉
⑺　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　自家用乗用車
　　燃費性能に関する要件を次のとおりとする。

現　行 改正案

令和 2 年度燃費基準
に対する達成の程度が
110％以上であるもの

令和 12 年度燃費基準に対する
達成の程度が 75％以上である
もの（令和 2年度燃費基準を達
成しているものに限る。）

令和 2年度燃費基準を
達成しているもの

令和 12 年度燃費基準に対する
達成の程度が 60％以上である
もの（令和 2年度燃費基準を達
成しているものに限る。）

平成 27 年度燃費基準
に対する達成の程度が
110％以上であるもの

令和 12 年度燃費基準に対する
達成の程度が 55％以上である
もの

②〜③=略
⑻〜⑾=略
２　租税特別措置等

（国税）
〔延長・拡充等〕
⑴　ビールに係る酒税の税率の特例措置の適用期

限を2年延長する。
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14,500円（現行：13,500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、令和3

年10月1日から実施する。
⑶〜⑺=略

（地方税）=略
３　その他

（国税）
⑴〜⑷=略
⑸　消費税の仕入控除税額の計算について、課税

売上割合に準ずる割合を用いようとする課税期
間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌
日以後1月を経過する日までに税務署長の承認
を受けた場合には、当該承認申請書を提出した
日の属する課税期間から課税売上割合に準ずる
割合を用いることができることとする。
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⑹　金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税
額控除の要件として保存することとされている
消費税法上の本人確認書類のうち、在留カード
の写し並びに国内に住所を有しない者の旅券の
写し及びその他これらに類する書類をその対象
から除外する。
注　上記の改正は、令和3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適用する。
⑺〜⑾=略

五　国際課税
１　国際金融都市に向けた税制上の措置

（国税）
　外国組合員に対する課税の特例について、次の
措置を講ずる。
⑴　特例適用投資組合契約を締結している外国組

合員が組合契約（当該特例適用投資組合契約を
除く。）を締結している場合における当該特例
適用投資組合契約に係る組合財産（以下「投資
組合財産」という。）に対する持分割合の要件に
ついて、当該特例適用投資組合契約を直接に締
結している組合に係る組合契約（以下「特定組
合契約」といい、次に掲げる要件を満たすもの
に限る。）に係る組合財産として当該投資組合
財産に対する持分を有する者（当該外国組合員
及び当該外国組合員と特殊の関係のある者（以
下「外国組合員等」という。）を除く。）の持分割
合を除外して判定する。
①　当該特定組合契約に係る組合財産に対する

当該外国組合員等（当該特定組合契約を直接
に締結している組合に係る組合契約に係る組
合財産に対する当該外国組合員等の持分割合
が25％以上である等の場合には、当該組合
契約に係る組合財産に対する持分を有する者

（当該外国組合員等を除く。）を含む。）の持分
割合の合計が25％未満であること。

②　当該特定組合契約に係る組合財産として当
該投資組合財産に対する持分を有する者が当
該特例適用投資組合契約に基づいて行う事業
に係る重要な業務の執行に関する行為を行わ
ないこと。

⑵　特例適用申告書等の提出手続について、次の
措置を講ずる。
①　特例適用申告書等及び特例適用投資組合契

約等の契約書の写し等の配分の取扱者に対す
る書面による提出に代えて、配分の取扱者に

対してこれらの書類に記載すべき事項の電磁
的方法による提供を行うことができることと
する。この場合において、当該提供があった
ときは、これらの書類の提出があったものと
みなす。

②　配分の取扱者が特例適用申告書等の写しを
作成し、当該特例適用申告書等の写しを保存
することに代えて、当該特例適用申告書等に
記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成
し、当該電磁的記録を保存することができる
こととする。

⑶　特例適用申告書及び特例適用投資組合契約等
の契約書の写し等を5年ごとに提出することと
する。

⑷　その他所要の措置を講ずる。
２　クロスボーダー取引に係る利子等の課税の特

例等における非課税適用申告書等の電子提出等
（国税）
⑴　振替国債等の利子の課税の特例等について、

次の措置を講ずる。
①　次に掲げる書類の特定振替機関等に対する

書面による提出に代えて、特定振替機関等に
対して当該書類に記載すべき事項の電磁的方
法による提供を行うことができることとする。
この場合において、当該提供があったときは、
当該書類の提出があったものとみなす。
イ　振替国債等の利子の課税の特例における

次に掲げる書類
イ　非課税適用申告書等
ロ　組合等届出書等及び組合契約書等の写

し
ハ　適格外国仲介業者の承認申請書

ロ　振替社債等の利子等の課税の特例又は振
替割引債の差益金額等の課税の特例におけ
る次に掲げる書類
イ　上記イイからハまでに掲げる書類
ロ　適格ロ座管理機関の承認申請書

ハ　民間国外債等の利子の課税の特例におけ
る非課税適用申告書

②　上記イハ又はロロに掲げる書類に記載すべ
き事項の電磁的方法による提供を行う者は、
当該書類に係る添付書類の特定振替機関に対
する書面による提出に代えて、当該書類に記
載すべき事項の電磁的方法による提供に併せ
て特定振替機関に対して当該添付書類に記載
すべき事項をスキャナによる読み取り等によ
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り作成した電磁的記録（一定の解像度及び階
調の要件を満たすものに限る。）の提供を行
うことができることとする。この場合におい
て、当該提供があったときは、当該添付書類
の提出があったものとみなす。

③　民間国外債等の利子の支払をする者が上記
①に掲げる書類の写しを作成し、当該書類の
写しを保存することに代えて、当該書類に記
載すべき事項を記録した電磁的記録を作成
し、当該電磁的記録を保存することができる
こととする。

⑵　外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証
拠金に係る利子の課税の特例について、次の措
置を講じた上、その適用期限を3年延長する。
①　非課税適用申告書等の国内金融機関等又は

金融商品取引清算機関に対する書面による提
出について、上記⑴①と同様の措置を講ずる。

②　国内金融機関等又は金融商品取引清算機関
による上記1の書類の写しの作成及び当該書
類の写しの保存について、上記⑴③と同様の
措置を講ずる。

⑶　外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子
等の課税の特例について、次の措置を講じた上、
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の適用期
限を2年延長する。
①　非課税適用申告書等の特定金融機関等に対

する書面による提出について、上記⑴①と同
様の措置を講ずる。

②　特定金融機関等による上記①の書類の写し
の作成及び当該書類の写しの保存について、
上記⑴③と同様の措置を講ずる。

⑷　条約届出書等の提出手続について、次の措置
を講ずる。
①　源泉徴収義務者等に対する書面による提出

に代えて、源泉徴収義務者等で一定の要件を
満たすものに対して条約届出書等に記載すべ
き事項の電磁的方法による提供を行うことが
できることとする。この場合において、当該
提供があったときは、当該条約届出書等の提
出があったものとみなす。
注　条約届出書等（社債、株式等の振替に関する法律

の対象となる振替株式等の配当等に係る一定の条
約届出書等を除く。）の提出を行う者が、当該条約
届出書等に記載すべき事項の電磁的方法による提
供を行う場合には、その者の氏名又は名称を明ら

かにする措置を講じなければならない。
②　条約届出書等に記載すべき事項の電磁的方

法による提供を行う者は、当該条約届出書等
に係る添付書類の源泉徴収義務者等に対する
書面による提出に代えて、当該条約届出書等
に記載すべき事項の電磁的方法による提供に
併せて源泉徴収義務者等に対して当該添付書
類に記載すべき事項を記録した電磁的記録

（当該添付書類が居住者証明書等である場合
には、スキャナによる読み取り等により作成
した電磁的記録で一定の解像度及び階調の要
件を満たすものに限る。）の提供を行うこと
ができることとする。この場合において、当
該提供があったときは、当該添付書類の提出
があったものとみなす。

⑸　その他所要の措置を講ずる。
３　その他

（国税）
⑴　対象純支払利子等に係る課税の特例（いわゆ

る「過大支払利子税制」）について、次の見直し
を行う。
①　対象外支払利子等の額に、次に掲げる金額

を含めることとする。
イ　生命保険契約又は損害保険契約に基づい

て保険料積立金に繰り入れる予定利子の額
ロ　損害保険契約に基づいて払戻積立金に繰

り入れる予定利子の額
②　対象純支払利子等の額（対象支払利子等の

額の合計額から控除対象受取利子等合計額を
控除した残額をいう。）の計算において、法
人が受ける公社債投資信託の収益の分配の額
に係る受取利子等相当額（その収益の分配の
額のうち公社債の利子から成る部分の金額を
いう。）を受取利子等の額に加えることがで
きることとする。

注　上記の改正は、令和3年3月31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。

⑵　外国法人の恒久的施設に帰せられるべき資本
に対応する負債の利子の損金不算入制度による
損金不算入額について、その恒久的施設を通じ
て行う事業に係る負債の利子の額に、自己資本
不足額がその利子の支払の基因となる負債その
他資金の調達に係る負債の総額（現行：その利
子の支払の基因となる負債の総額）に占める割
合を乗じて計算することとする。
注　内国法人の国外事業所等に帰せられるべき資本に対
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応する負債の利子の損金不算入制度等及び国外支配
株主等に係る負債の利子等の課税の特例（いわゆる「過
少資本税制」）について、上記と同様の見直しを行う。

⑶　内国法人が外国子会社から受ける配当等の額
に係る外国源泉税等の額の取扱いについて、次
の見直しを行う。
①　外国子会社から受ける配当等の額（外国子

会社配当益金不算入制度の適用を受ける部分
の金額に限る。）に係る外国源泉税等の額の
損金算入について、その配当等の額のうち内
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」）との二
重課税調整の対象とされる金額に対応する部
分に限ることとする（現行：全額損金算入）。

②　外国子会社から受ける配当等の額（外国子
会社配当益金不算入制度の適用を受けない部
分の金額に限る。）に係る外国源泉税等の額の
外国税額控除について、その配当等の額のう
ち外国子会社合算税制との二重課税調整の対
象とされない金額に対応する部分につきその
適用を認めることとする（現行：全額不適用）。
注　上記②により外国税額控除の適用を受ける場合

には、その対象とされる外国源泉税等の額は損金
不算入とする。

③　特殊関係株主等である内国法人に係る外国
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。

④　その他所要の措置を講ずる。
⑷　外国法人の株式対価M＆Aを促進するため

の措置の適用については、その外国法人の恒久
的施設において管理する株式に対応して株式交
付親会社の株式の交付を受けた部分に限る（所
得税についても同様とする。）。（再掲）

（地方税）
　個人住民税、法人住民税及び事業税について、
国税における諸制度の取扱いに準じて所要の措置
を講ずる。

六　東日本大震災からの�
� 復興支援のための税制＝略

七　納税環境整備
１　税務関係書類における押印義務の見直し

（国税）
　提出者等の押印をしなければならないこととさ

れている税務関係書類について、次に掲げる税務
関係書類を除き、押印を要しないこととするほか、
所要の措置を講ずる。
⑴　担保提供関係書類及び物納手続関係書類のう

ち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めて
いる書類

⑵　相続税及び贈与税の特例における添付書類の
うち財産の分割の協議に関する書類

（注１）国税犯則調査手続における質問調書等への押印に
ついては、刑事訴訟手続に準じた取扱いとする。

（注２）上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税
務関係書類について適用する。

（注３）上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこと
とする税務関係書類については、施行日前においても、
運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。

（地方税）
　提出者等の押印を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、押印を要しな
いこととするほか、所要の措置を講ずる。

（注１）地方税犯則調査手続における質問調書等への押印
については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとする。

（注２）上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する地
方税関係書類について適用する。

２　電子帳簿等保存制度の見直し
（国税）
⑴　国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存

制度について、次の見直しを行う。
①　承認制度を廃止する。
②　国税関係帳簿書類（国税関係帳簿について

は、正規の簿記の原則に従って記録されるも
のに限る。②において同じ。）について、自
己が一貫して電子計算機を使用して作成する
場合には、次に掲げる要件に従って、その国
税関係帳簿書類に係る電磁的記録の保存を行
うことができることとする。
イ　電子計算機処理システムの概要書その他

一定の書類の備付けを行うこと。
ロ　電子計算機、プログラム、ディスプレイ

及びプリンタ並びにこれらの操作説明書等
を備え付け、ディスプレイの画面等に、整
然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに
出力することができること。

ハ　国税庁等の当該職員の質問検査権に基づ
くその国税関係帳簿書類に係る電磁的記録
のダウンロードの求めがある場合には、こ
れに応じることとすること。



31

③　上記②イ及びロの要件、現行の訂正等履歴
要件及び相互関連性要件並びに下記⑵④の見
直し後と同様の検索要件の全てを満たして一
定の国税関係帳簿に係る電磁的記録の保存等
を行う者（その旨の届出書をあらかじめ提出
した者に限る。）のその電磁的記録に記録さ
れた事項に関し所得税、法人税又は消費税に
係る修正申告又は更正があった場合（申告漏
れについて、隠蔽し、又は仮装された事実が
ある場合を除く。）には、その記録された事
項に関し生じた申告漏れに課される過少申告
加算税の額については、通常課される過少申
告加算税の額から当該申告漏れに係る所得
税、法人税又は消費税の5％に相当する金額
を控除した金額とする。
注　上記の「一定の国税関係帳簿」とは、所得税若し

くは法人税の青色申告者が保存しなければならな
いこととされる仕訳帳、総勘定元帳その他必要な
帳簿又は消費税の事業者が保存しなければならな
いこととされる帳簿をいう。

④　上記の改正に伴い、所得税の青色申告特
別控除の控除額65万円の適用要件について、
仕訳帳及び総勘定元帳につき国税関係帳簿書
類の電磁的記録等による保存制度の要件を満
たす電磁的記録の保存等を行っていることを、
仕訳帳及び総勘定元帳につき上記③の要件を
満たす電磁的記録の保存等を行っていること
とするほか、所要の措置を講ずる。

⑵　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。
①　承認制度を廃止する。
②　タイムスタンプ要件について、付与期間（現

行：3日以内）を記録事項の入力期間（最長約
2月以内）と同様とするとともに、受領者等
がスキャナで読み取る際に行う国税関係書類
への自署を不要とするほか、電磁的記録につ
いて訂正又は削除を行った事実及び内容を確
認することができるシステム（訂正又は削除
を行うことができないシステムを含む。）に
おいて、その電磁的記録の保存を行うことを
もって、タイムスタンプの付与に代えること
ができることとする。

③　適正事務処理要件（相互けん制、定期的な
検査及び再発防止策の社内規程整備等をい
う。）を廃止する。

④　検索要件について、検索項目を取引等の年

月日、取引金額及び取引先に限定するととも
に、保存義務者が国税庁等の当該職員の質問
検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの
求めに応じることとする場合にあっては、範
囲指定及び項目を組み合わせて設定できる機
能の確保を不要とする。

⑶　電子取引（取引情報の授受を電磁的方式によ
り行う取引をいう。以下同じ。）の取引情報に
係る電磁的記録の保存制度について、次の見直
しを行う。
①　タイムスタンプ要件について、付与期間（現

行：遅滞なく）を上記⑵②の見直し後と同様
の期間とする。

②　検索要件について、上記⑵④と同様の措置
を講ずることに加え、判定期間における売上
高が1,000万円以下である保存義務者が上記
⑵④の求めに応じることとする場合にあって
は、検索要件の全てを不要とする。
注　上記の「判定期間」とは、個人事業者にあっては

電子取引が行われた日の属する年の前々年の1月1
日から12月31日までの期間をいい、法人にあって
は電子取引が行われた日の属する事業年度の前々
事業年度をいう。

⑷　国税関係書類に係るスキャナ保存制度並びに
申告所得税、法人税及び消費税における電子取
引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度につ
いて、次のとおり電磁的記録の適正な保存を担
保するための措置を講ずる。
①　スキャナ保存が行われた国税関係書類の保

存義務者又は申告所得税、法人税及び消費税
における電子取引の取引情報に係る電磁的記
録の保存義務者のその電磁的記録に記録され
た事項に関し、隠蔽し、又は仮装された事実
に基づき期限後申告若しくは修正申告又は更
正若しくは決定等があった場合には、その記
録された事項に関し生じた申告漏れ等に課さ
れる重加算税の額については、通常課される
重加算税の額に当該申告漏れ等に係る本税の
10％に相当する金額を加算した金額とする。

②　スキャナ保存が行われた国税関係書類の電
磁的記録並びに申告所得税及び法人税におけ
る電子取引の取引情報に係る電磁的記録につ
いて、次のとおりとする。
イ　スキャナ保存が行われた国税関係書類の

保存義務者は、上記⑵②から④までの見直
し後の要件を含めた保存要件を満たさない
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電磁的記録についても、保存しなければな
らないこととする。

ロ　申告所得税及び法人税における電子取引
の取引情報に係る電磁的記録の保存義務者
が行う当該電磁的記録の出力書面等の保存
をもって当該電磁的記録に代えることがで
きる措置は、廃止する。

ハ　上記⑵②から④まで又は上記⑶①及び②
の見直し後の要件を含めた保存要件を満た
さない電磁的記録については、国税関係書
類等と扱わないこととするとともに、災害
その他やむを得ない事情により、当該保存
要件に従って当該電磁的記録の保存をする
ことができなかったことを証明した場合に
は、その事情が生じた日以後については、
当該保存要件を不要とする。

⑸　その他所要の措置を講ずる。
（注１）上記の改正は令和4年1月1日から施行することとし、

上記⑴②、⑵②から④まで及び⑷②イの改正は同日以
後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国
税関係書類について、上記⑴②及び⑷①の改正は同日
以後に法定申告期限等が到来する国税について、上記
⑶及び⑷②ロの改正は同日以後に行う電子取引の取引
情報について、それぞれ適用する。

（注２）上記の改正の施行の際、国税関係帳簿書類の電磁
的記録等による保存制度又は国税関係書類に係るスキャ
ナ保存制度の承認を受けている国税関係帳簿書類等に
ついては、従前どおりとする。

（地方税）=略
３　納税管理人制度の拡充

（国税）
　納税管理人制度について、次の措置を講ずる。
⑴　納税者に対する納税管理人の届出をすべきこ

との求め
　　納税管理人を定めるべき納税者が納税管理人

の届出をしなかったときは、所轄税務署長等は、
その納税者に対し、納税管理人に処理させる必
要があると認められる事項（以下「特定事項」と
いう。）を明示して、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（以下「指定日」という。）までに、納税管
理人の届出をすべきことを求めることができる
こととする。
注　上記の「所轄税務署長等」とは、その納税者に係る国

税の納税地を所轄する税務署長又は国税局長をいう。
⑵　国内便宜者に対する納税者の納税管理人とな

ることの求め
　　納税管理人を定めるべき納税者が納税管理人

の届出をしなかったときは、所轄税務署長等は、
特定事項の処理につき便宜を有する者（国内に
住所又は居所を有する者に限る。以下「国内便
宜者」という。）に対し、その納税者の納税管理
人となることを求めることができることとする。

⑶　税務当局による特定納税管理人の指定
　　所轄税務署長等は、上記⑴の求めを受けた納

税者（以下「特定納税者」という。）が指定日まで
に納税管理人の届出をしなかったときは、上記
⑵により納税管理人となることを求めた国内便
宜者のうち一定の国内関連者を特定事項を処理
させる納税管理人（以下「特定納税管理人」とい
う。）として指定することができる。
注　上記の「一定の国内関連者」とは、次に掲げる場合

の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。
①　特定納税者が個人である場合　次に掲げる者

イ　その特定納税者と生計を一にする配偶者その
他の親族で成年に達した者

ロ　その特定納税者の国税の課税標準等又は税額
等の計算の基礎となるべき事実についてその特
定納税者との間の契約により密接な関係を有す
る者

ハ　電子情報処理組織を使用して行われる取引そ
の他の取引をその特定納税者が継続的に行う場
を提供する事業者

②　特定納税者が法人である場合　次に掲げる者
イ　その特定納税者との間にいずれか一方の法人

が他方の法人の発行済株式等の50％以上を保有
する関係その他の特殊の関係のある法人

ロ　その特定納税者の役員又はその役員と生計を
一にする配偶者その他の親族で成年に達した者

ハ　上記①ロ又はハに掲げる者
⑷　上記⑶の特定納税管理人の指定については、

特定納税者及び特定納税管理人に対して書面に
より通知を行い、これらの者による不服申立て
又は訴訟を可能とするほか、所要の措置を講ず
る。
注　上記の改正は、令和4年1月1日以後に行う上記⑴

から⑶までの求めについて適用する。
４　無償譲渡等の譲受人等の第二次納税義務の整

備
（国税）
　徴収共助の要請をした場合に徴収をしてもなお
徴収不足であると認められる場合において、その
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徴収不足が国税の法定納期限の1年前の日以後に
滞納者が行った国外財産の無償譲渡等に基因する
ときは、その無償譲渡等の譲受人等は、第二次納
税義務を負うこととする。
注　上記の改正は、令和4年1月1日以後に滞納となった

国税（同日前に行われた無償譲渡等に係るものを除く。）
について適用する。

５　滞納処分免脱罪の適用対象の整備
（国税）
　滞納処分免脱罪の適用対象に、納税者等が徴収
共助の要請による徴収を免れる目的で国外財産の
隠蔽等の行為をした場合を加える。
注　上記の改正は、令和4年1月1日以後にした違反行為

について適用する。
６　地方税共通納税システムの対象税目の拡大

（地方税）
　地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構
が電子的に処理する特定徴収金の対象税目に固定
資産税、都市計画税、自動車税種別割及び軽自動
車税種別割を追加し、eLTAX（地方税のオンラ
イン手続のためのシステム）を通じて電子的に納
付を行うことができるよう、所要の措置を講ずる。
注　上記の改正は、令和5年度以後の課税分について適用

する。
７　個人住民税の特別徴収税額通知の電子化

（地方税）
　個人住民税の特別徴収税額通知について、次の
見直しを行う。
⑴　給与所得に係る特別徴収税額通知（特別徴収

義務者用）について、eLTAXを経由して給与
支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出
をしたときは、市町村は、当該通知の内容を
eLTAXを経由し、当該特別徴収義務者に提供
しなければならないこととする。
注　現在、選択的サービスとして行われている、書面に

よる特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）の送付の
際の電子データの副本送付は、終了することとする。

⑵　給与所得に係る特別徴収税額通知（納税義務
者用）について、eLTAXを経由して給与支払
報告書を提出する特別徴収義務者であって、個々
の納税義務者に当該通知の内容を電磁的方法に
より提供することができる体制を有する者が申
出をしたときは、市町村は、当該通知の内容を
eLTAXを経由して当該特別徴収義務者に提供
し、当該特別徴収義務者を経由して納税義務者
に提供しなければならないこととする。この場

合において、当該特別徴収義務者は、当該通知
の内容を電磁的方法により納税義務者に提供す
るものとする。

⑶　その他所要の措置を講ずる。
注　上記の改正は、令和6年度分以後の個人住民税につい

て適用する。
８　軽自動車税関係手続のオンライン化

（地方税）
　軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報
告並びに継続検査時における種別割の納付の有無
の事実の確認について、国の関連システムの更改
時期注に合わせて、オンライン手続により行うこ
とを可能とする。
注　自動車登録検査業務電子情報処理システム等の更改時

期：令和5年1月予定
９　その他

（国税）
⑴　スマートフォンを使用した決済サービスによ

る納付手続の創設
　　国税の納付手続について、国税を納付しよう

とする者がスマートフォンを使用した決済サー
ビス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、納付受託者が国税を納付しようとする者の
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、令和4年1月4日以後に納付する国

税について適用する。
⑵　国外からの納付方法の拡充
　　国外に住所又は居所を有する納税者が行う国

税の納付について、国外の金融機関を通じて国
税収納官吏の国内預金口座に送金する方法によ
り行うことができることとする。この場合にお
いて、その国外の金融機関を通じて送金した日
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、納付に
必要な情報の提供手続等について所要の措置を
講ずる。
注　上記の改正は、令和4年1月4日以後に納付する国

税について適用する。
⑶　e-Taxによる申請等の方法の拡充
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　　税務署長等に対する申請等で電子情報処理組
織を使用する方法（e-Tax）によりその申請等に
係る書面に記載すべき事項を入力して送信する
ことができないものについて、書面による提出
に代えて、スキャナによる読み取り等により作
成した電磁的記録（いわゆる「イメージデータ」）
を送信することにより行うことができることと
する。

（注１）上記の改正は、令和3年4月1日以後に行う申請
等について適用する。

（注２）上記の改正の趣旨を踏まえ、上記の申請等につ
いては、施行日前においても、運用上、上記により
行うことができることとする。

（注３）政府全体として行政手続のデジタル化の推進を
図る観点から、上記の改正と併せて、e-Taxとマイ
ナポータル等のシステム連携による申告利便等の更
なる向上に取り組む。

⑷　処分通知等の電子交付の拡充
　　電子情報処理組織を使用する方法により行う

ことができる処分通知等について、その範囲に
次の処分通知等を加える。
①　加算税の賦課決定通知書の送付
②　所得税の予定納税額等の通知（予定納税額

の減額承認申請に対する処分に係る通知を含
む。）

③　国税還付金振込通知書の送付
注　上記①の改正は令和4年1月1日以後に行う送付

について、上記②の改正は令和5年1月1日以後に
行う通知について、上記③の改正は同年6月1日以
後に行う送付について、それぞれ適用する。

⑸　クラウド等を利用した支払調書等の提出方法
の整備

　　支払調書等の提出をする者は、あらかじめ税
務署長に届け出た場合には、クラウド等（国税
庁長官の定める基準に適合するものであること
についてそのクラウド等を管理する者が国税庁
長官の認定を受けたものに限る。以下同じ。）
に備えられたファイルにその支払調書等に記載
すべき事項（以下「記載情報」という。）を記録し、
かつ、税務署長に対してそのファイルに記録さ
れたその記載情報を閲覧し、及び記録する権限
を付与することにより、支払調書等の提出をす
ることができることとするほか、所要の措置を
講ずる。

（注１）上記の届出及び国税庁長官の認定に関する手続
については、電子情報処理組織を使用する方法によ

り行うことができることとする。
（注２）上記の改正は、令和4年1月1日以後に提出する

支払調書等について適用する。
（注３）上記の改正と併せて、クラウド等に記録された

支払調書等の記載情報を納税者が活用するための対
応を運用上行う。

⑹　納税地の異動があった場合における質問検査
権の管轄の整備

　　法人税、地方法人税又は消費税に関する調査
について、調査通知後に納税地の異動があった
場合において、その異動前の納税地の所轄国税
局長又は所轄税務署長が必要があると認めると
きは、その異動前の納税地の所轄国税局又は所
轄税務署の当該職員が質問検査権を行使するこ
とができることとする。
注　上記の改正は、令和3年7月1日以後に新たに納税

者に対して開始する調査及び当該調査に係る反面調
査について適用する。

（地方税）=略

八　関税＝略
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年 　 　 　 月 　 　 　 日 　下記の通り申し込みます。

令和３年度版  改正税法の手引き 申込書

 改正税法の手引き 770 円（税込） 冊

品　　　名 価　格 数　量 金　額
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〒
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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

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 1,100 円（税込）） 
■価格／770 円（税込）　■送料／地域、数量にかかわらず 1,100 円（税込） 
■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  

  770円（税込）
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★表紙に印刷する原稿をお書きください。（いずれかにチェックを入れて下さい）

昨年と同原稿 芳名印刷なし 新規・変更

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


