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はじめに 

政治状況が安定している中で議論された平成 28年度改正は、公明党との意見調整が困難な
軽減税率が大きな争点になったため、予定に反して一週間程度税制改正大綱の発表が遅れ

ました。平成 26年度改正を考えていただければわかる通り、政治状況が安定していれば基
本的には税制改正項目は重厚な内容になることが通例です。しかしながら、これまた予想

に反して、平成 28年度改正は改正項目が少なく、かつ内容も薄いことに驚かされます。

軽減税率という大きな争点があったため先送りにした、と言われればそれまでですが、軽

減税率は別にして、平成 28年度改正には過去のミスの修正（出国税の見直し）や、昨年度
に決定された方針を安易に転換している項目（欠損金の繰越控除や外形標準課税の拡大）

が非常に多いことに注目する必要があります。あらかじめ税の取扱いを知らなければ、経

済取引が困難になることもあって、税制には法的安定性と予見可能性の二つが必要になる

と言われます。しかし、過去の税制改正のミスや公表した方針の転換がこのように安易に

なされるとなれば、この大前提が崩れてしまいます。この点、特に問題視されてはいませ

んが、我が国の税制改正には大きな問題が発生していると考えています。

ところで、近年の税制改正の傾向として、改正速報の公表が非常に早いという印象があり

ます。税制改正の情報をいち早く出すことが税理士の価値でもありますから、早い税理士

事務所では税制改正大綱が発表された翌日に、改正後の取扱いを分かりやすくまとめて公

表しています。この傾向は税理士に止まらず、財務省や各省庁も同様で、税制改正大綱が

発表されるや否や、分かりやすく税制改正の内容や趣旨を説明しています。

改正情報は早ければ早いほど価値がありますので、このような状況は非常に望ましいです

が、その反面早さを追求すれば、肝心の検討はどうしても甘いものになります。過去の税

制改正のミスを修正したり、安易な方向転換をしたりするための税制改正も見られるわけ

ですから、本来は一つひとつの改正を細かく検討しなければなりません。

例えば、平成 27年度改正で創設された出国税について、非居住者の相続に対しても譲渡所
得課税が行われるという点を踏まえれば、平成 28年度改正で措置されたポイント（未分割
の場合の取扱いや相続人に異動があった場合の取扱い）は、当然に昨年度改正において問

題意識を持たなければならなかったはずです。この点、特に大きな指摘もなく法制化が進

んでしまったこともあり、改正テキストを執筆する著者も非常に反省しています。

税制改正について十分な対応をするためには、改正前の現行制度の問題点など、内容を深

く検討しなければならないのです。本テキストが、その一助になれば幸いです。



平成 28 年度主要税制改正項目サマリー

Ⅰ 個人課税関係 

税制改正項目 概要

国外転出時課税等に係る整備
国外転出時課税制度等の規定の整備（原則、平成 28年 1月 1
日以後の事由発生又は平成 28年分の所得税）

NISAの見直し
非課税適用確認書の交付申請書の簡略化（平成 30年以後の勘
定設定期間に係る非課税適用確認書の交付申請書）や出国税

との規定の整合性など（平成 28年分以後の所得税と想定）

先物取引に係る雑所得等の

課税の特例などの改正

適用対象から金融商品取引業者等以外の者を相手方とする店

頭デリバティブなどを除外（平成 28年 10月 1日以後に開始
する先物取引）

空き家に係る譲渡所得の

特別控除の特例の創設

所定の要件を満たす空き家の譲渡につき特別控除の特例の創

設（平成 28年 4月 1日～平成 31年 12月 31日期間内の譲渡）

住宅の三世代同居改修工事等

に係る特例の創設

三世代同居改修工事等に係るローン控除等や既存住宅に係る

同工事の所得税の控除の創設（平成 28年 4月 1日～平成 31
年 6月 30日に居住の用）

スイッチＯＴＣ薬控除（医療

費控除の特例）の創設

医療費控除との選択で、1.2万円超のスイッチ OTC医薬品の
購入金額の所得控除（8.8 万円限度）（平成 29 年 1 月 1 日～
平成 33年 12月 31日）

居住用財産の特例関係の延長
特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特

例など、適用期限が平成 29年 12月 31日までの２年延長

非居住者期間の住宅取得等に

係る措置の改正

住宅ローン控除などについて、非居住者期間中の住宅の新築

等についても適用対象とされる（平成 28年 4月 1日以後の住
宅の新築など）

通勤手当の非課税限度額の

増額

通勤手当の非課税限度額の増額（月額 10万⇒15万）（平成 28
年 1月 1日以後に受けるべき通勤手当）

学資に充てるため給付される

金品の範囲の拡大

従業員本人に対し、学資に充てるため給付される金品は非課

税（平成 28年 4月 1日以後に給付される金品）

申告書等添付書類の改正

生命保険料控除等の控除証明書等につき、所定事項が記録さ

れた電磁的記録を印刷した一定の書面が追加（平成 30年分以
後の所得税等）



Ⅱ 資産課税関係 

税制改正項目 概要

贈与税の配偶者控除の

添付書類の見直し

贈与税配偶者控除の添付書類の改正（登記事項証明書⇒居住

用不動産を取得したことを証する書類）（平成 28年 1月 1日
以後に贈与により取得する財産に係る贈与税）

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

税措置の規定の明確化

不妊治療に要する費用には、薬局に支払われるものが含まれ

ること等が明確化（平成 28年 4月 1日から施行と想定）

生産性向上設備に係る固定資

産税の特例

生産性向上設備のうち一定の機械装置の固定資産税の課税標

準が最初の３年間は１／２とされる（「中小企業の生産性向上

に関する法律の施行日」と想定）

農地等に係る相続税・贈与税

の納税猶予制度の見直し

贈与税の納税猶予の適用者を認定農業者等に限定するなどの

改正（原則、平成 28年 4月 1日以後の贈与等）
農地保有に係る固定資産税等

の課税強化・軽減

遊休農地保有に係る課税の強化や賃借権等を新たに設定した

保有農地の課税の軽減（平成 28年 4月 1日から施行と想定）

Ⅲ 法人課税関係

税制改正項目 概要

法人税率の引下げ

本則税率が 23.9%⇒23.4%（平成 28年 4月 1日以後開始事業
年度）、23.2%（平成 30年 4月 1日以後開始事業年度）に引
下げ

生産性向上設備投資促進税制

の廃止

適用期限（平成 29年 3月 31日）をもって廃止。即時償却及
び税額控除率の上乗せ措置の適用期限（平成 28年 3月 31日）
の延長もなし

減価償却制度の見直し
建物附属設備及び構築物の償却方法から定率法が廃止され、

原則定額法に一本化（平成 28年 4月 1日以後に取得）

欠損金の繰越控除制度等の

見直し

段階的な控除限度割合の縮減に変更し、10年の延長などを平
成 30年 4月 1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損
金額について適用するなどの措置

外形標準課税の拡大
大法人につき、外形標準課税の拡大（所得割と外形標準課税

の比率⇒３：５）（平成 28年 4月 1日以後開始事業年度）



税制改正項目 概要

地方法人課税の偏在是正

法人住民税法人税割の減額、地方法人税の増額、地方法人特

別税及び地方法人特別譲与税の廃止など（原則、平成 29年 4
月 1日以後開始事業年度）

地方拠点強化税制の拡充

雇用促進税制のうち地方活力向上地域特定業務施設整備計画

に係る措置について、所得拡大促進税制と重複適用可能（平

成 28年 4月 1日以後開始事業年度と想定）

地方創生応援税制（企業版ふ

るさと納税）の創設

地方創生推進寄附活用事業（仮称）に関連する寄附金につい

て、法人税・住民税・事業税の税額控除等の創設（地域再生

法の改正法の施行の日～平成 32年 3月 31日）

交際費等の損金不算入制度の

延長等

接待飲食費の特例（50％基準）及び中小特例（年 800万円）
とあわせて適用期限が２年延長（平成 30年 3月 31日までに
開始する事業年度）

欠損金の繰戻しによる還付制

度の不適用措置の延長

中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻還付の不適用が２年

延長（平成 30年 3月 31日までに終了する事業年度）
環境関連投資促進税制の延長

等

風力発電の即時償却不可、売電用の太陽光発電の適用除外な

どの上、適用期限が２年延長（平成 30年 3月 31日）

雇用促進税制の延長等

一定の地域における正社員に限定することや、所得拡大促進

税制と重複適用可能とした上、２年延長（平成 30 年 3月 31
日まで開始事業年度）

サ高住の割増償却の延長等
割増償却率を減額（耐用年数 35年未満：14％⇒10％、35年
以上：20％⇒14％）の上、１年延長（平成 29年 3月 31日）

中小企業者等の少額減価償却

資産の特例の延長等

従業員 1,000 人超を中小企業者から除くなどした上、２年延
長（平成 30年 3月 31日）

組織再編税制の見直し
株式交換等の適格要件に係る要件緩和など（平成 28年 4月 1
日以後開始事業年度と想定）

譲渡制限付株式についての

所要の措置

損金算入時期の明確化（平成 28年 4月 1日以後交付決議分）
や、譲渡制限付株式に係る事前確定届出給与の取扱い（平成

28年 4月 1日以後開始事業年度と想定）
利益連動給与の算定指標の

範囲の明確化

利益連動給与の算定指標の範囲に、ROE等が含まれることが
明確化（平成 28年 4月 1日以後開始事業年度と想定）



Ⅳ 消費課税関係

税制改正項目 概要

消費税の軽減税率制度～イン

ボイス制度以外～

インボイス制度導入までの所定の経過措置の上、飲食料品と

一定の新聞の譲渡は８％の軽減税率（平成 29年 4月 1日以後
の課税資産の譲渡等）

消費税の軽減税率制度～イン

ボイス制度～

軽減税率制度導入に合わせ、所定の経過措置の上、インボイ

ス制度の導入（原則平成 33年 4月 1日以後の課税資産の譲渡
等）

輸出物品販売場制度の見直し

免税販売の対象となる下限額の引下げや手続きの簡素化など

（原則、平成 28年 5月 1日以後の課税資産の譲渡等や輸出物
品販売場の許可申請）

事業者向け電気通信利用役務

の提供に係る内外判定基準の

見直し

特定仕入れに係る内外判定につき、役務提供を受ける者の本

店基準から所定の見直しなど（平成 29年 1月 1日以後の特定
仕入れ）

高額資産の仕入等に係る中小

事業者の特例措置の適用関係

の見直し

税抜 1,000 万円以上の高額資産の仕入等につき、仕入等から
原則３年間、免税・簡易の不適用措置（原則、平成 28年 4月
1日以後の高額資産の仕入れ等）

自動車取得税の廃止
平成 29年 3月 31日をもって廃止。同日までの自動車の取得
に対して課される自動車取得税については、所定の経過措置

自動車税及び軽自動車税にお

ける環境性能割の創設

自動車取得税に代えて、所定の自動車等に対して環境性能割

が課される（平成 29年 4月 1日以後の自動車の取得）
自動車税・軽自動車税におけ

るグリーン化特例（軽課）の

改正

取得期間と自動車の種類に応じ、グリーン化特例の見直し



Ⅴ 納税環境整備等関係

税制改正項目 概要

クレジットカード納付制度の

創設

クレジットカードによる納税が可能（平成 29年 1月 4日以後
に国税の納付を委託する場合）

スキャナ保存制度の見直し
承認の要件が緩和されるとともに、スマホ等で読み取ること

も可能となる（平成 28年 9月 30日以後に行う承認申請）

自主修正等の見直し

所定の自主修正について、過少申告加算税（０％⇒原則５％）、

無申告加算税（５％⇒原則 10％）（原則、平成 29年 1月 1日
以後法定申告期限到来分）

重加算税等の加重措置

過去５年において繰り返される無申告又は重加算税につい

て、加算税が 10％上乗せ（原則、平成 29年 1月 1日以後法
定申告期限到来分）

マイナンバー記載の

対象書類の見直し等

源泉徴収関係の扶養親族等のマイナンバーなど、所定の要件

を満たす書類につき、記載等の簡略化が可能（平成 29年分以
後の所得税など）

最高裁判決を踏まえた

延滞税等の改正

減額更正後の増額更正に係る所定の延滞税等については課さ

れない（平成 29年 1月 1日以後の期間に対応する延滞税等）
最高裁判決を踏まえた

加算税等の改正

減額更正後の増額更正に係る所定の加算税等については課さ

れない（平成 29年 1月 1日以後法定申告期限到末分）
eLTAX により行う給与所得
に係る特別徴収税額通知の到

達時期

特別徴収義務者の同意がある場合には、市町村が事前に登録

された電子メールアドレス宛に送信したときに、到達したも

のとみなされる（平成 28年 4月 1日から施行と想定）



Ⅵ 国際課税関係

税制改正項目 概要

移転価格税制に係る文書化

所定の大法人につき、国別報告事項及びマスターファイル（平

成 28年 4月 1日以後開始する最終親事業体の会計年度に係る
これらの報告、ローカルファイル（平成 29年 4月 1日以後開
始事業年度）という新しい文書化の導入

帰属主義に係る内部取引に係

る文書化制度の整備

移転価格税制のローカルファイルと同様に、内部取引に係る

独立企業間価格を算定するための文書化制度の整備（平成 29
年 4月 1日以後開始事業年度の法人税又は平成 30年分以後の
所得税）

日台民間租税取決めに規定さ

れた内容の実施に係る国内法

の整備

日台民間租税取決めについて、実施のための国内法の整備（台

湾で相互主義が確保されるために必要な手続が完了する時期

に合わせて実施）

外国子会社合算税制等の

見直し

英国ロイズ市場の特定外国子会社等の適用除外規定などの見

直しなど（特定外国子会社等の平成 28年 4月 1日以後開始事
業年度）

国際課税原則の帰属主義への

変更の円滑な実施

外国税額控除における国外所得金額の計算の明確化など、規

定の明確化（平成 28年 4月 1日以後開始事業年度と想定）

現物出資の見直し
外国法人が関係する現物出資について、適格要件の見直し（平

成 28年 4月 1日以後開始事業年度と想定）



Ⅰ 個人課税に関する改正

国外転出時課税等に係る整備

概要 

国外転出時課税（出国税）について、規定の整備がなされます（大綱 P27・35～37）。 
原則として不明確な取扱いについての規定の整備ですが、概ね納税者有利の改正と考えら

れます。 

内容 

１ 相続の後発事由に係る規定の整備

相続開始年分の所得税につき贈与等に係る出国税の課税を受けた居住者につき以下の事由

が生じたことにより、非居住者に移転した出国税の対象資産が当初申告と異なることとな

った場合には、その居住者の相続人は、その事由が生じた日から４月以内に、相続開始日

の属する年分の所得税について税額が増加する場合等には修正申告書を提出しなければな

らず、税額が減少する場合等には更正の請求ができることとされます。

・ 未分割財産について法定相続分の割合に従って対象資産の移転があったものとして贈

与等時課税制度の適用があった後に、遺産分割が行われたこと

・ 強制認知の判決の確定等により相続人に異動が生じたこと

・ 遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと

・ 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと

・ 相続等により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えの判決があったこと

・ 条件付きの遺贈について、条件が成就したこと

２ 所定のストックオプションの適用除外

対象となる有価証券等の範囲から、新株予約権等で株式を無償又は有利な価額により取得

することができるもののうち、その行使による所得の全部又は一部が国内源泉所得となる

ものが除外されます。

３ 納期限の適正化



納税猶予に係る期限の満了に伴う納期限が、国外転出等の日から５年４月を経過する日（現

行：５年を経過する日）とされます。

４ 簿価のステップアップ等の適正化

出国税の適用を受けていない場合には、国外転出等の時において保有等をしている対象資

産又は贈与等により移転した対象資産について、取得価額をその国外転出の時等における

価額をもって取得したものとみなす措置を適用しないこととされます。

５ 納税猶予後の有価証券の譲渡の計算方式

納税猶予の適用を受けている者が、国外転出の後に有価証券等の譲渡等をした場合におい

て、その譲渡等をした有価証券等がその国外転出の時において有していたものであるかど

うかの判定は、以下の通り行われます。

① 有価証券等を「納税猶予の適用を受けているもの」とそれ以外に区分する。

なお、「納税猶予の適用を受けているもの」には、贈与等により取得した有価証券等で

その贈与者等が納税猶予の適用を受けているものを含むものとする。

② 「納税猶予の適用を受けていない有価証券等」から先に譲渡したものとする。

③ 「納税猶予の適用を受けている有価証券等」を譲渡したものとされる場合については、

先に取得したものから先に譲渡したものとする。

６ 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

これらの対象となる上場株式等の譲渡の範囲に、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例

又は贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用により行った

ものとみなされた譲渡が加えられます。

７ その他所要の措置が設けられます。

適用関係 

上記１は、平成 28年 1月 1日以後にこれらの事由が生じた場合について適用されます。
上記２は、平成 28年分以後の所得税について適用されます。
上記３は、平成 28年 1月 1日以後に納税猶予に係る期限の満了日が到来する場合について
適用されます。

上記４は、平成 28年 1月 1日以後に帰国等をした場合について適用されます。
上記５は、平成 28年 1月 1日以後の譲渡等について適用されます。



上記６は、大綱上明確な規定がありませんので、経過措置の原則の通り、平成 28年 4月 1
日から施行され、平成 28年分以後の所得税について適用されると考えられます。

関連法規 

所法 60の 2～60の 4、137の 2・137の 3、措法 37の 12の 2等

コメント 

１ 相続の後発事由に係る規定の整備について

法律を作る立案者としても、相続税の申告を行っている税理士としても、相続に対しても

出国税が課税されることを踏まえれば、未分割などの疑義が生じる事態が生じることは自

明の理であり、このような事態における課税関係を想定できていなかったことについて、

大いに反省が必要な事項と考えます。本年度改正において、この点手当がなされました。

なお、特段の指摘もなく、未分割については法定相続分で準確定申告を行い、非居住者の

法定相続分に相当する部分には出国税が課される、とされていますが、法令上の根拠は必

ずしも明確ではありません。この点、以下のような見解がありますが、きちんと法令で明

確化すべき事項と考えます。

T&Amaster 595号 

この点、本誌取材によると、準確定申告の期限までに有価証券等が未分割である場合（非居住者が取得す

るか否かが決まっていない場合）には、共有持分として、非居住者（相続人）の法定相続分で準確定申告

を行うことが確認されている。

たとえば、国外転出時課税制度の適用対象となる被相続人の相続人が「居住者」と「非居住者」の２人の

みのケースで、有価証券等が未分割の場合には、非居住者の法定相続分が２分の１であるため、その未分

割である有価証券等の２分の１に相当する部分が国外転出（相続）時課税の適用対象となる。

なお、このときの準確定申告は、非居住者だけでなく、居住者を含むすべての相続人が共同で行うことに

なる。

なお、本改正の適用は平成 28年 1月 1日以後の事由発生分から、とされていますが、規定
の明確化という側面があり、本来であれば遡及適用させるべき内容と考えます。

２ 所定のストックオプションの適用除外

ストックオプションについては、税制適格・税制非適格の二種類がありますが、その両者

とも有価証券であることは相違ありませんので、出国税の対象になります。この場合、そ

の両者の譲渡所得以外に、国内源泉所得とされる金額があります。



具体的には、給与課税される税制非適格ストックオプションは役務提供地を基礎として、

国内対応分は国内源泉所得として課税され（所法 161八イ）、譲渡所得課税される税制適格
ストックオプションは特例によりその全額が国内源泉所得として課税される（措令 19の 3
⑭）わけですが、こうなると出国税との二重課税が行われることになります。

（出典）「与党税制調査会資料」

出国税との二重課税はなされるべきではありませんから、本改正により国内源泉所得とし

て課税される部分があるストックオプションは出国税の対象資産から除くこととされてい

ます。

ただし、その適用は平成 28 年分以後の所得税ですので、平成 27 年中の出国には適用され
ません。この点、出国時期によっては大きな税負担の差が生じ、不合理と考えます。

３ 納期限の適正化

出国税の納税猶予の適用を受けている場合、納税猶予期限まで保有している有価証券等の

価額が、課税された金額よりも下落しているときは、出国税を再計算することができます

（所法 60の 2⑩）。この場合、その納税猶予期限から４月以内に更正の請求をすることにな
りますが（所法 153の 2③）、納税猶予期限は更正の請求期限前に満了していますので、納
税猶予税額をいったんすべて納付する必要がありました。



（出典）「与党税制調査会資料」

この場合における納付の手間をなくすため、４月という更正の請求期限を踏まえて、納税

猶予の適用を受ける場合の納期限が４月延長されることになりました。規定の整備という

点においては評価できますが、本来であれば出国税の導入の際に措置しておくべき内容と

考えられます。

なお、更正の請求期限＝納期限となるため、更正の請求期限ギリギリで更正の請求をすれ

ば、その再計算が間に合わず、いったん納付する手間は生じると考えられますので、本改

正が実現したとしても、できるだけ早期に更正の請求を行うべきと解されます。

４ 簿価のステップアップ等の適正化について

出国税についての国際的二重課税排除の観点から、出国税の対象となった有価証券等につ

いては、時価まで簿価をステップアップ等させることとしています（所法 60の 2④）。出国
税の対象となる資産は時価課税されるため、このような取扱いは理論上問題ありませんが、

与党税制調査会資料によると、「確定申告の有無を問わず適用される」ことが問題とされて

います。

しかし、条文を読む限り、以下の通り「適用を受けた個人」とされていますので、「適用を

受ける個人」である場合は別にして、ストレートに読めば実際に適用を受けた者の簿価が

ステップアップ等されることになるはずで、本当に必要な改正なのか疑問が残ります。



所得税法 60条の 2（国外転出をする場合の譲渡所得等の特例）4項

国外転出の日の属する年分の所得税につき前三項～の規定の適用を受けた
．．．．．．．．．．．．．．

個人
．．
（その相続人を含む。）が、

当該国外転出の時に有していた有価証券等～の譲渡～をした場合における事業所得の金額、譲渡所得の金

額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる（後略）

一 その有価証券等については、第一項各号に定める金額（注：時価）をもつて取得したものとみなす。

（出典）「与党税制調査会資料」

本件の経過措置ですが、「平成 28年 1月 1日以後に帰国等」をした場合と、帰国ベースと
されています。しかし、改正の趣旨を踏まえれば、本改正は申告の有無を問題にする規定

ですので、経過措置は申告期限ベースで措置する必要があると考えます。

５ 納税猶予後の有価証券の譲渡の計算方式について

出国税が課された後の有価証券の譲渡については、以下の規定があり、課された後に取得

した有価証券から譲渡したとされることになっています。

所得税法施行令 170条（国外転出をする場合の譲渡所得等の特例）7項

国外転出の日の属する年分の所得税につき法第六十条の二第一項の規定の適用を受けるべき個人（その相

続人を含む。）が当該国外転出の時後に譲渡又は同条第八項に規定する限定相続等により有価証券等の移転

をした場合において、その移転をした有価証券等が、その者が当該国外転出の時において有していた有価

証券等に該当するかどうかの判定は、当該国外転出の時後に取得した同一銘柄の有価証券等から先に譲渡
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

又は贈与をした
．．．．．．．

ものとした場合における当該有価証券等の取得の日により行うものとする。



この規定は、「国外転出後に、国外転出の時に有していた有価証券等と同一銘柄の有価証券

等の取得をし、譲渡をした場合においても、納税の猶予～を継続して適用することができ

ます」（「平成 27年度改正税法のすべて」P97）という趣旨で設けられたものです。しかし、
出国後に、贈与等により取得した同一銘柄の有価証券について納税猶予の適用を受ける場

合の適用関係が明確ではなかった模様であり、この点を踏まえ、納税猶予の適用を受ける

有価証券等については、先に取得したものから払い出すという取扱いが明確化されます。

（出典）「与党税制調査会資料」

本人の出国とは異なり、贈与等については、納税猶予される者が贈与等をした者となりま

すので、原則として受贈者の都合によって贈与等の納税猶予期限は確定されるべきではあ

りません。このため、贈与等の納税猶予を受けている有価証券については、後の譲渡とし

て納税猶予を継続させるべきと考えます。非居住者に対する贈与について出国税が適用さ

れますから、出国後に贈与を受けることが通例となりますので、この点からも本改正は妥

当と考えます。

６ 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除について

出国税の対象となる上場株式等について、本年度改正により譲渡損失の損益通算や繰越控

除の対象とされます。この点、与党税制調査会資料においては、以下の通り解説されてい

ます。

与党税制調査会資料



【現行】

○ 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除は、その譲渡損失が適正・公正な価格によって行

われた譲渡により生じたものであること等を担保するために、金融商品取引業者等への売委託により行う

譲渡や、金融商品取引業者等に対する譲渡など一定の譲渡により生じた譲渡損失のみが対象とされている。

【見直し案】

○ 国外転出時課税制度は、国外転出時の時価により譲渡があったものとして課税されることから、当該

制度の適用により生じた上場株式等の譲渡損失についても、損益通算及び繰越控除の対象に追加する。

改正趣旨としてはもっともですが、出国税については後発的事由による事後修正の規定が

非常に多く設けられているため、後年度にまで影響を与えるものです。このため、このよ

うな繰越控除等の規定についてまで、出国税に係る調整の対象とするのは個人的には賛成

しかねます。当然のことながら、納税猶予をされていた納税者について課税取消しがあれ

ば、譲渡損失も否認されることになりますので、繰越控除を行った後年度の申告について

も修正が必要になるはずであり、その手間はかなり大きいのではないかと考えます。

なお、通則法の除斥期間の関係について、大綱では明記されていません。このあたり、特

例を置くのかどうか、改正法を検討する必要があります。

その他、繰越控除等が認められるとは言っても、申告要件は当然に付されることになると

考えられますので注意して下さい。下記の通り、株式等の譲渡がない場合においても、連

続提出が必要になりますので、適宜取引内容を把握する必要があります。

質疑応答事例 0121 Ⅳ 株式譲渡益課税のあらまし《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控
除》 問 27 譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けるための申告の手続（TAINS 所得事
例 700121）

上場株式等に係る譲渡損失が生じた年分の後の年に株式等の譲渡等がない場合でも、その年の翌年以後に

この譲渡損失の繰越控除の適用を受けようとする場合は、確定申告書に「所得税の確定申告書付表（上場

株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用）」を添付する必要がある。



ＮＩＳＡの見直しと先物取引に係る雑所得等の課税

の特例などの改正 

概要 

NISAについて、所要の見直しが行われます（大綱 P25～26）。 
先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に

ついて、適用対象となる先物取引の範囲の改正が行われます（大綱 P28～29）。 
一部納税者有利、一部納税者不利の改正です。 

内容 

１ NISAの見直し

① 非課税適用確認書の交付申請書（措法 37の 14⑥）について、基準日における国内の住
所の記載及び住所を証する書類の添付が不要とされます。

これに伴い、平成 30年以後の勘定設定期間（措法 37の 14⑤三）が、平成 30年 1月 1日
から平成 35年 12月 31日までとされますので、勘定設定期間が以下の通り２つに集約され
ます。

現行 改正案

平成 26年 1月 1日～平成 29年 12月 31日 平成 26年 1月 1日～平成 29年 12月 31日
平成 30年 1月 1日～平成 33年 12月 31日

平成 30年 1月 1日～平成 35年 12月 31日
平成 34年 1月 1日～平成 35年 12月 31日

② 平成 29年分の非課税管理勘定が設定されている非課税口座を平成 29年 10月 1日にお
いて開設している居住者等で、同日においてその者の個人番号を金融商品取引業者等の営

業所の長に告知（措法 37の 14⑦）しているものは、同日に金融商品取引業者等の営業所の
長に対し、平成 30年 1月 1日から平成 35年 12月 31日までの勘定設定期間が記載される
べき非課税適用確認書の交付申請書（措法 37の 14⑥）の提出をしたものとみなされます。

この場合、金融商品取引業者等の営業所の長は、その居住者等に対し、平成 29年 10月 15
日までに、非課税適用確認書の交付申請書が提出されたこととなる旨の通知をしなければ

ならないこととされます。



ただし、平成 29年 9月 30日までに、非課税適用確認書の交付申請書の提出があったもの
とみなされることを希望しない旨の申出があれば、この適用はありません。

③ 非課税口座を開設している居住者等が出国により非課税口座を廃止する場合（措令 25
の 13の 4）において、その者が出国日の３月前の日における有価証券等の価額により出国
税の適用を受けるとき（所法 60の 2①二）は、その非課税口座内の上場株式等を、出国の
日の３月前の日の価額により譲渡し、かつ、再び取得したものとして譲渡所得等の非課税

措置が適用されます。

なお、ジュニア NISAについても、同様とされます。

２ 先物取引に係る雑所得等の課税の特例などの改正

先物取引に係る雑所得等の課税の特例（措法 41の 14）及び先物取引の差金等決済に係る損
失の繰越控除（措法 41 の 15）について、適用対象となる先物取引の範囲（措法 41 の 14
①）から、次に掲げる取引が除外されます。

① 商品先物取引業者以外の者を相手方として行う店頭商品テリバティブ取引

② 金融商品取引業者等（金融商品取引業者のうち第一種金融商品取引業を行う者又は登

録金融機関をいいます。）以外の者を相手方として行う店頭デリバティブ取引

適用関係 

上記１①は、平成 30年以後の勘定設定期間に係る非課税適用確認書の交付申請書について
適用されます。

上記１②・③は、大綱上明確な規定がありませんので、経過措置の原則の通り、平成 28年
4月 1日から施行され、平成 28年分以後の所得税について適用されると考えられます。
上記２は、平成 28年 10月 1日以後に開始する先物取引について適用されます。

関連法規 

上記の通り

コメント

１ NISAの見直しについて



金融庁資料（http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20151224-1/01.pdf）によると、現行の
NISAの問題点として、以下の解説がなされています。

金融庁資料（http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20151224-1/01.pdf）

○ NISA 口座については、勘定設定期間毎に重複口座の有無を確認するため、当該勘定設定期間開始の
前年の１月１日の住所による住民票の写し等の提出が必要となるが、マイナンバー制度の導入後は住民票

の写し等に加え、個人番号の提出も必要となる。

○ NISAの更なる普及・定着に向け、煩雑な手続きが利用者の投資意欲を減じないよう、口座開設手続き
等を見直す必要がある。

勘定設定期間ごとの確認を簡素化することの必要性から、金融庁の要望の通り、住民票の

写し等の添付を不要とする改正が行われます。みなし告知（所令 336②）の適用がある場合、
平成 28年 1月 1日から３年を経過した日以後最初に配当等の支払いを受ける時までにマイ
ナンバーを告知すれば足りるといった経過措置があるとはいえ、マイナンバーを告知する

以上、住民票の写しについてまで提出させるような煩雑な手続きの見直しは望ましいと考

えます。

加えて、本年度改正においては、出国税の対応も措置されています。納税管理人の届出を

しない場合、出国税は３月前の時価で譲渡したものとされ、NISAについては出国による廃
止は出国時の時価で譲渡したこととされます。このため、本年度改正により、両者の統一

がなされることになりました。



（出典）「与党税制調査会資料」

NISA口座を廃止する場合、廃止時の時価までは譲渡所得が課税されないことになりますが、
本改正により出国税の適用を受ける場合には、その３カ月前までの日の時価までの金額に

ついて課税されないことになると考えられます。先の与党税制調査会資料の図においては、

３カ月前の日の時価が廃止時の時価よりも大きいですから問題はありませんが、逆のケー

ス、すなわち廃止時の時価が３カ月前の日の時価を上回っている場合の課税関係がどうな

るか、多少疑義があります。

これについては、あくまでも出国税の課税があることを前提に、NISAの取扱いを定めてい
ます。出国税については、３カ月前の日から出国日までに時価の変動があったとしても、

原則としては課税対象にならないとされていますから、この出国税の仕組みに沿って課税

されないと考えられます。

なお、詳細については改正条文を確認する必要があります。

２ 先物取引に係る雑所得等の課税の特例などの改正について

改正理由について明示されたものは見つかりませんでしたが、先物取引に係る店頭デリバ

ティブ取引は、平成 23年 6月の税制改正で、先物取引に係る雑所得等の課税の特例の適用
範囲に加えられています。この趣旨については、以下の通り解説されています。

平成 23年度改正税法のすべて P113 
（http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2011/explanation/PDF/p098_130.pdf）

本特例は、公正な価格形成及び価格変動のリスクヘッジの場としての機能を充分に発揮できる流動性に富

んだ先物市場を形成することが必要であるとの観点や、投資家保護策がより手厚く講じられている制度化

された取引所における取引を促進する観点から講じられている措置であるため～市場において行う先物取

引のみが対象とされていました。一方、商品先物取引法においては取引所取引・店頭取引を通じた横断的

な規制体系が整備されたり、金融商品取引法においては店頭デリバティブ取引について市場デリバティブ

取引と同様の証拠金規制等が整備されるなど、店頭取引についても投資家保護策が講じられてきていると

ころです。

これらを踏まえ、平成 23年度改正においては、店頭商品デリバティブ取引や店頭デリバティブ取引につい
て金融商品間の課税の中立性を高める観点から、店頭デリバティブ取引等に係る所得を本特例の対象とす

ることとされました

この趣旨に照らせば、店頭デリバティブであっても、市場デリバティブと別に取り扱う必

要はなく、本年度において改正される理由が明確ではありません。商品先物取引業者や金

融商品取引業者等が相手方となる店頭デリバティブ取引に、分離課税や繰越控除の対象と

なる先物取引が限定されるわけですから、プロとの取引についてのみこの特例を適用させ

る、という意味があるわけで、何かしら租税回避的な事例や、社会通念上好ましくない事



態が生じているかのどちらかの理由があると推測しています。

いずれにしても、プロ以外との店頭デリバティブ取引については、今後特例を適用しない

こととされますので、総合課税かつ繰越控除なし、という課税関係になります。このため、

税理士としては、先物取引の取引相手を正確に確認する必要があり、確認を怠ってしまう

と思わぬ課税がなされるリスクがありますので、注意しなければなりません。

適用関係は、「平成 28年 10月 1日以後に開始する先物取引」と、今後の取引についてです
ので、既存の先物取引の見直しは不要ですから対応はしやすいと考えられます。



空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設

概要 

適切な管理が行われていない空き家が地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしていることを

踏まえ、こうした空き家の発生を抑制する観点から、所定の要件を満たす家屋などの譲渡

について、特別控除の特例が創設されます（大綱 P18～19、22～24）。 
納税者有利の改正です。 

内容 

１ 全体像

① 適用対象者

被相続人居住用家屋と、相続開始直前に被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土

地等を相続により取得をした個人

② 適用期限

平成 28年 4月 1日～平成 31年 12月 31日の期間内の譲渡

③ 対象となる譲渡の内容

内容 被相続人居住用家屋・敷地の要件

被相続人居住用家屋の譲渡

・家屋は相続時から譲渡時まで事業の用、貸付の用又

は居住の用に供されていたことがないこと

・譲渡時において家屋は地震に対する安全性に係る規

定又はこれに準ずる基準に適合すること

被相続人居住用家屋とともにする

敷地に供されている土地等の譲渡

・家屋は相続時から譲渡時まで事業の用、貸付の用又

は居住の用に供されていたことがないこと

・譲渡時において家屋は地震に対する安全性に係る規

定又はこれに準ずる基準に適合すること

被相続人居住用家屋の除却後の

敷地に供されていた土地等の譲渡

・家屋は相続時から除却時まで事業の用、貸付の用又

は居住の用に供されていたことがないこと

・土地は相続時から譲渡時まで事業の用、貸付の用又

は居住の用に供されていたことがないこと



④ ③の譲渡が満たすべき最低限の要件

イ 上記②の適用期限内の譲渡

ロ 相続時～相続開始日以後３年経過日の属する年の 12月 31日までの間の譲渡
ハ 譲渡の対価の額が１億円以下

⑤ 特例の内容

上記③・④の要件を満たす譲渡については、居住用財産の譲渡所得の 3,000 万円特別控除
（措法 35）の適用が可能とされます。

⑥ 申告要件

被相続人居住用家屋とその敷地に供されていた土地等が上記③・④の要件を満たすことに

つき、地方公共団体の長などが確認をした旨を証する書類等を確定申告書に添付する必要

があります。

⑦ 譲渡の対価の額における１億円の判断

次のイとロの合計額で判断します。

イ 譲渡対価の額

ロ 相続時から譲渡日以後３年を経過する日の属する年の 12月 31日までの間に、その相
続人が行った被相続人居住用家屋と一体としてその被相続人の居住の用に供されて

いた家屋又は土地等の譲渡の対価の額

⑧ 他の規定との調整

相続財産に係る譲渡所得の課税の特例（措法 39）との選択適用とするほか、居住用財産の
買換え等の特例（措法 36の 2）との重複適用その他所要の措置が設けられます。

２ 被相続人居住用家屋の意義

相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋のうち、昭和 56年 5月
31日以前に建築された家屋（区分所有建物を除きます。）であって、相続開始の直前におい
て被相続人以外に居住をしていた者がいなかったもの



３ 個人住民税においても、同様の措置が設けられます。

適用関係 

上記の通り

関連法規 

新設

コメント 

国土交通省資料（http://www.mlit.go.jp/common/001112988.pdf）によれば、本改正の趣旨
として、「空き家が放置され、周辺の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、空き家の

最大の要因である「相続」に由来する古い空き家（除却後の敷地を含む。）の有効活用を促

進することにより、空き家の発生を抑制するための新たな制度を創設する」と説明されて

います。空き家の発生の原因のうち、相続を焦点にしていますので、相続により空き家に

なったことを前提としています。このような趣旨があるのであれば、遺贈についても適用

対象としても構わない気がしますが、大綱を読む限り、遺贈については適用対象外となっ

ていると考えられます。

本制度の全体像ですが、財務省資料（http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_m
agazine/20151216d.pdf）に次ページの図が掲載されています。何点か注意点を解説します。

① 昭和 56年 5月 31日以前の意味

昭和 56年 6月 1日に、建築基準法施行令が改正され、大地震を前提とした新耐震基準が成
立しています。この耐震基準に則っていないものについては、旧耐震基準によるものです

ので、原則として空き家の有効利用のためには耐震リフォームか除却が必要になります。

言い換えれば、これらを促すための制度が本制度であり、耐震リフォームや除却費用の負

担軽減措置と言えます。

② 現状でも耐震性があるものの譲渡は対象

財務省資料の図には明記されていませんが、与党税制調査会の資料においては、耐震性が

あるものについては、耐震リフォームは不要とされています。



大綱においても、旧耐震基準の対象である昭和 56年 5月 31日以前の建築物件としながら、
「地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準」と、耐震基準の範囲を広く取っ

ています。このため、旧耐震基準でありながら、他の耐震に関する基準に適合するためリ

フォームが不要、といった家屋もあり得ると考えられます。

（出典）「財務省資料」（http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20151216d.pdf）

③ 過去の相続も対象になる

本特例ですが、譲渡ベースで適用されますので、過去に相続したものについても、要件を

満たす家屋などでその譲渡時期が平成 28年 4月 1日～平成 31年 12月 31日であれば、適
用は可能と解されます。

④ １億円の判断はトータルで見る

持分の一部の譲渡などにより回数を分けて１億円を判断することはできず、原則として空

き家となる物件のトータルで１億円を判断します。

⑤ 利用状況の確認

相続～譲渡時まで、空き家である必要がありますが、この点税務調査では近隣の住民から



の聞き取りや、公共料金の利用状況などを確認されますので、立証できないと高をくくる

のではなく、事実関係を精査する必要があります。本規定の申告要件を前提とすれば、地

方公共団体が確認することになるようですが、どのような確認を行うのか、今後の動向に

注意する必要があります。

その他、大綱を読む限り、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例（措法 39）とは選択適用、
居住用財産の買換え等の特例（措法 36の 2）とは重複適用という適用関係にあるようです。
このため、有利不利選択などが必要になります。

① 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例（措法 39）との選択適用について

平成 27年 1月 1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した土地については、取得費加
算される相続税額は、譲渡する土地に相当する部分とされています。加えて、本制度の対

象である空き家になるような土地家屋については、そもそも譲渡益が出にくいですから、

取得費加算を選択することなく、原則としては本制度を選択すれば足りると考えられます。

ただし、取得費加算は相続税の申告期限から３年間の譲渡について適用されますので、最

大で３年 10月適用ができます。一方で、本制度は相続から３年を経過する日の属する年の
12月 31日とされており、譲渡のタイミングによっては、本特例が適用できず、取得費加算
を使わざるを得ないこともありますので、慎重に選択する必要があります。

② 居住用財産の買換え等の特例（措法 36の 2）との重複適用について

居住用財産の譲渡所得の 3,000 万円特別控除とは異なり、本制度は居住用財産の買換え等
の特例と重複適用することができるとされています。実際に住んでいない家屋の譲渡につ

いて適用される特例ですので、重複適用できるとされたと考えられますが、適用を忘れな

いよう、慎重に処理する必要があります。

最後に、そもそも論になりますが、空き家の譲渡を前提とした本制度が、空き家問題の解

決に本当に資するのか、個人的には大いに疑問に思っています。空き家については、値段

の是非はあるにせよ、基本的に売れれば売るわけですが、空き家になるような土地家屋で

すので、そもそも価値がないため買手がつかない、といった問題もあるはずです。

とりわけ、昭和 56年 5月 31日以前に建築された家屋に対象を絞っている以上、もはや家
屋に価値はほとんどないはずですから、空き家問題を解決するためには、除却費用につい

て控除を認めるなどの措置の方が本来的には望ましいのではないか、と考えます。



住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設

概要 

出産・子育ての不安や負担軽減の観点から、世代間の助け合いによる子育て支援のために、

三世代同居に対応した住宅リフォームを支援する税制が創設されます（大綱 P19～21）。
納税者有利の改正です。

内容

１ 所定の三世代同居改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の特例

① 全体像

以下の通り、所定の三世代同居改修工事等については、特定の増改築等に係る住宅借入金

等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例（措法 41の 3の 2）の対象に追
加されます。

項目 内容

対象となる

増改築等の要件

所有する居住用の家屋についての一定の三世代同居改修工事

を含む増改築等

対象となる

三世代同居改修工事の範囲

調理室、浴室、便所又は玄関のいずれかを増設する工事（※

１）で、その工事費用の合計額（※２）が 50万円超

適用期間
平成 28年 4月 1日～平成 31年 6月 30日に居住の用に供し
た場合

住宅借入金等の範囲
対象となる三世代同居改修工事等に充てるために借り入れた

償還期間が５年以上の住宅借入金等

控除金額

住宅借入金等の年末残高（1,000万円を限度）の区分に応じ
以下の金額

イ 対象となる三世代同居改修工事に係る工事費用（250 万
円を限度）に相当する住宅借入金等の年末残高 ２％

ロ イ以外の住宅借入金等の年末残高 １％

控除期間 ５年

適用関係
住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額

の特別控除（措法 41）との選択適用
（※１）調理室、浴室、便所又は玄関のいずれか２つ以上が改修後に複数となる工事に限られます。

（※２）補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額となります。

② 証明書の発行



三世代同居改修工事等の証明書の発行は、下記のいずれかが行うものとされます。

・ 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関

・ 建築基準法に規定する指定確認検査機関

・ 建築士法の規定により登録された建築士事務所に所属する建築士

・ 特定住宅暇疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定による指定を受けた住宅瑕

疵担保責任保険法人

③ その他の要件など

イ 上記以外のその他の要件は、現行の住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合

の所得税額の特別控除の要件と同様とされます。

ロ 二以上の増改築等をした場合の控除額の計算の調整措置などの措置が設けられます。

２ 既存住宅に係る三世代同居改修工事をした場合の特例

以下の通り、所定の三世代同居改修工事については、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（措法 41の 19の 3）の対象に追加されます。

項目 内容

対象となる

改修工事の要件
所有する居住用家屋についての一定の三世代同居改修工事

三世代同居

改修工事の範囲

調理室、浴室、便所又は玄関のいずれかを増設する工事（※１）でその

工事に係る標準的な工事費用相当額（※２）が 50万円超など一定の要件
を満たすもの

標準的な

工事費用の意義

（三世代同居改修工事の改修部位ごとに標準的な工事費用の額として

定められた金額）×（改修工事を行った箇所数）

適用期間 平成 28年 4月 1日～平成 31年 6月 30日に居住の用に供した場合
控除金額 三世代同居改修工事に係る標準的な工事費用（250万円を限度）×10％

申告要件

確定申告書に、控除に関する明細書、三世代同居改修工事が行われた家

屋である旨を証する書類（※３）及び登記事項証明書その他の書類の添

付がある場合に限り適用

適用除外

・合計所得金額が 3,000万円を超える場合
・前年以前３年内の各年分において本制度の適用を受けた場合

・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除（措法 41）の適用
を受ける場合

・特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控

除の控除額に係る特例（措法 41の 3の 2）の適用を受ける場合
（※１）調理室、浴室、便所又は玄関のいずれか２つ以上が改修後に複数となる工事に限られます。

（※２）補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額となります。

（※３）証明書の発行は、上記１の証明書の発行と同様とされています。



適用関係 

上記の通り

関連法規 

新設

コメント 

毎年のように改正されている住宅の取得等に係る租税特別措置ですが、本年度改正におい

ては新しく三世代同居改修工事等に関する特例が創設されることになりました。「世代間の

助け合いによる子育てしやすい環境整備を図る」（国土交通省資料（http://www.mlit.go.jp/
common/001112988.pdf））という目的は理解できるにしても、制度が複雑になることは間
違いありません。

本制度は、リフォームローン型（借入金あり）とリフォーム投資型（借入金なし）の二つ

からなり、ともに現行制度の枠組みに付け加える形で法制化されます。後者については、「標

準的な工事費用の額として定められた金額」を基準に税額控除額を計算しますが、その金

額は今後告示で公表される模様です（財務省資料（http://www.mof.go.jp/tax_policy/public
ation/mail_magazine/20151216d.pdf））。

ところで、このような投資減税が実現したとしても、以下の通り、実際のところ控除額は

大きくはありません。税制の複雑さという大きな犠牲を払ってまで導入するべき制度なの

か、個人的には大いに疑問があります。

① リフォームローン型の減税

控除率 対象工事 工事限度額 最大控除額

2.0％ バリアフリー・省エネ・三世代同居 250万円 62.5万円（５年間）1.0％ その他 750万円

② リフォーム投資型の減税

対象工事 限度額 最大控除額

耐震 250万円 25万円
バリアフリー 200万円 20万円
省エネ 250万円 25万円
三世代同居 250万円 25万円

（出典）「国土交通省資料」（http://www.mlit.go.jp/common/001112988.pdf）を基に作成



セルフメディケーション（自主服薬）推進のためのス

イッチＯＴＣ薬控除（医療費控除の特例）の創設 

概要 

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、検診、予防接種等を受

けている個人を対象として、いわゆるスイッチ OTC医薬品の購入費用についてセルフメデ
ィケーション（自主服薬）推進のための所得控除制度が創設されます（大綱 P30～33）。
納税者有利の改正です。

内容

１ 全体像

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成 29年 1月 1
日から平成 33年 12月 31日までに、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に
係る一定のスイッチ OTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年に支払った
その対価の額（保険金、損害賠償金などにより補填される部分の金額を除きます）の合計

額が１万２千円を超えるときは、その超える部分の金額（その金額が８万８千円を超える

場合には、８万８千円）について、その年分の総所得金額等から控除されます。

２ 用語の意義

① 一定の取組の範囲

医師の関与がある、次の検診等又は予防接種をいいます。

・ 特定健康診査

・ 予防接種

・ 定期健康診断

・ 健康診査

・ がん検診

② 一定のスイッチ OTC医薬品の範囲

要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品（類似の医療用医薬



品が医療保険給付の対象外のものを除きます）をいいます。

３ この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除（所法 73）の適用を受けること
ができないとされています。

４ 個人住民税においても、同様の措置が設けられます。

適用関係

上記の通り

関連法規 

新設

コメント 

厚生労働省の税制改正要望によると、「現行の医療費控除制度は自己負担額が 10 万円を超
えない場合には対象とならないため、要指導医薬品及び一般用医薬品を用いてセルフメデ

ィケーションに取り組んでも、医療費控除の対象外となる場合がある。」（http://www.mof.
go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/request/mhlw/28y_mhlw_k_01.pdf）と本制度
の趣旨が解説されています。 

医師の判断でしか使用できなかった医薬品を、薬局で買えるようにしたのがスイッチ OTC
医薬品であり、OTC とは（Over The Counter）の略です。すなわち、薬局のカウンター
越しに売られる市販薬がこれに該当します。

スイッチ OTC医薬品を活用することで、セルフメディケーション（自分自身の健康に責任
を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること）に役立つと言われています。このよ

うな医薬品は現状も医療費控除の対象になるわけですが、10 万円という足切りで適用除外
になることもあり、その範囲の拡大を厚生労働省が求めていたため、今般このような形で

法制化されることになりました。

本制度は医療費控除との選択制であり、医療費のトータルが 10万円を超える場合は現行の
医療費控除、そうでない場合は本制度を活用することになります。大綱には明記されてい

ませんが、おそらく選択替えは認められませんので、適用誤りには注意すべきでしょう。



なお、セルフメディケーションなどと言っても、その実「医師の関与がある」健診や予防

接種を受けていることが前提になりますので、果たしてその推進に役立つのか、最大で 8
万 8 千円しか認められない所得控除が、納税者のセルフメディケーションに対するインセ
ンティブにつながるのか、個人的には政策目的に疑問を持っています。

何より、セルフメディケーションは短期的にどうなる、というものではなく、長期的に国

民一人ひとりが行っていくものであると考えます。となれば、このような医療費控除の特

例についても、時限立法ではなく恒久化するなど長期的な措置が必要であるはずです。に

もかかわらず、適用期間を定めて時限立法とすることに意味があるのか、本改正の位置づ

けについても大いに疑問があります。



その他押さえておくべき改正事項 

概要 

所定の特別措置につき、延長等が行われます（大綱 P21～22・24）。
住宅取得に関する一定の措置について、非居住者期間中の取得等についても適用できるこ

ととされます（大綱 P22・24～25）。
所定の非課税規定の改正が行われます（大綱 P34・39）。
事務負担やコストの軽減の観点から、申告書等添付書類の範囲に電子データで受け取った

所定の書類が追加されます（大綱 P34～35・39～40）。
概ね納税者有利の改正と考えられます。

内容 

１ 延長等される主な規定

① 次の特別措置について、適用期限が平成 27年 12月 31日から平成 29年 12月 31日ま
で、２年延長されます。

内容 根拠規定

特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例 措法 36の 2 
特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例 措法 36の 5 
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等 措法 41の 5 
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等 措法 41の 5の 2 

② 個人住民税においても、同様の措置が設けられます。

２ 非居住者期間の住宅取得等に係る措置の改正

以下の住宅取得等に係る措置について、現行の居住者が満たすべき要件と同様の要件の下

で、非居住者期間中に住宅の新築若しくは取得又は増改築等をした場合についても適用で

きることとされます。

内容 根拠規定

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 措法 41 
特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控

除の控除額に係る特例
措法 41の 3の 2 



既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除 措法41の19の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 措法41の19の3 
認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除 措法41の19の4 
東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額

の特別控除等の重複適用に係る特例

震災特例法

13 
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

震災特例法

13の 2 
住宅借入金等を有する場合の個人住民税額の特別控除 地法附則 5の 4 
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個人住民

税額の特別控除等の重複適用に係る特例
地法附則 45 

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個人住民

税額の特別控除の控除額に係る特例
地法附則 45 

３ 非課税規定の改正

① 通勤手当の非課税限度額の増額

通勤手当の非課税限度額（所法９①五、所令 20の 2）が月額 15万円（現行：10万円）に
引き上げられます。

個人住民税も同様です。

② 学資に充てるため給付される金品（所法９①十五）のうち、非課税所得とならない給

与等の性質を有するものから、給与所得を有する者がその使用者から通常の給与に加算し

て受けるものであって、次に掲げるもの以外のものが除外されます。

個人住民税も同様です。

使用者 給付される者

法人
法人の役員

法人の使用人・役員の配偶者などの特殊関係者

個人事業主
個人事業主の営む事業に従事する親族（生計一親族は除きます。）

個人事業主の使用人の配偶者などの特殊関係者

４ 申告書等添付書類の改正

生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除の適用を受ける際に確定申告書等に添付等

をすることとされている控除証明書又は領収書（所規 47の 2等）の範囲に、保険会社等又
は寄附金の受領者から電磁的方法により交付を受けた所定の事項が記録された電磁的記録

を一定の方法により印刷した書面で、真正性を担保するための所要の措置が設けられてい



るものとして国税庁長官が定めるものが加えられます。

個人住民税も同様です。

適用関係 

上記１は、大綱上明確な規定がありませんので、経過措置の原則の通り、平成 28年 4月 1
日以後そのまま施行されると考えられます。

上記２は、非居住者が平成 28年 4月 1日以後に住宅の新築若しくは取得又は増改築等をす
る場合について適用されます。

上記３①は、平成 28年 1月 1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。
上記３②は、平成 28年 4月 1日以後に給付される金品について適用されます。
上記４は、平成 30 年分以後の所得税又は平成 31 年度以後の個人住民税について適用され
ます。

関連法規 

上記の通り

コメント 

１ 延長等される主な規定について

居住用財産に係る譲渡所得の特例は、毎年度ほぼ確実に延長されていますが、本年度改正

においても二年間の延長が決まりました。これらの特例については、必要不可欠な制度と

もいえるものですし、住宅ローン控除などと同様、経済政策としても必要なものですので、

租税特別措置の整理統合の必要性もあるにせよ、延長もやむなしと言えます。

２ 非居住者期間の住宅取得等に係る措置の改正

与党税制調査会資料には、以下の解説がなされています。

与党税制調査会資料

【現行】

居住者が住宅の取得又は増改築等をした場合については、一定の要件の下で～特例を適用できるが、非居

住者が帰国後の住宅の確保のために前もって住宅を取得等した場合のように、非居住者期間中に住宅の取

得又は増改築等をした場合については～特例を適用できない。



【見直し案】

今後も海外勤務をする者は増加することが見込まれるため、帰国後に居住者として住宅の取得等をする場

合と帰国直前に非居住者として住宅の取得等をする場合の平仄を合わせる観点から、現行の居住者が満た

すべき要件と同様の要件の下で、非居住者期間中に住宅の新築若しくは取得又は増改築等をした場合につ

いても～特例を適用できることとする。

住宅ローン控除など住宅の特例は、経済の活性化という政策目的がありますので、非居住

者であっても日本の住宅を購入する場合には、その政策目的に沿うことになります。この

ため、理論的にも政策的にも望ましい改正と考えます。

なお、非居住者期間中の要件として、以下の通り原則としては生計一親族が居住すること

が要件とされると考えられます。

国税庁ホームページ「転勤と住宅借入金等特別控除等」

（https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm）

転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けるこ

とができるのは、次に掲げるときです。

（１） 単身赴任等の場合

家屋の所有者が、転勤～その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族

と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から６か月以内にその家屋にこれらの親

族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が

共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有

者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。

３ 非課税規定の改正

通勤手当の引上げについて、与党税制調査会資料によると、以下の通り改正の背景が述べ

られています。

与党税制調査会資料

【背景等】

○通勤手当の非課税限度額は、平成 10年度改正で月 50,000円から月 100,000円に引き上げられて以来、
据え置き。

○昨年４月の消費税率の８％への引上げに伴い、通勤定期券等の価格も引上げ。また、新幹線通勤に係る

通勤手当の実態や新幹線通勤定期券の発行状況によれば、月 100,000円を超えるような事例が見受けられ
る。

○非課税限度額を月 150,000 円まで引き上げた場合、東京・新大阪から 200km 圏の新幹線通勤がカバー
されることとなる。

大綱においては、「東京圏への人口集中の是正・各地域での住みよい環境の確保」の一つと

して本改正が触れられていますので（大綱 P10）、広い意味では地方創生の一環として、新
幹線通勤を容認するような改正内容になっています。



個人の考え方にもよりますが、新幹線通勤をすることによる企業のコストや通勤時間を踏

まえれば、非課税限度額を引き上げたとしても、東京一極集中の是正につながるとは言い

難いと考えます。

一方で、学資金の非課税規定の改正も行われています。改正趣旨について明確に述べられ

たものは見つかりませんでしたが、大綱をストレートに読む限り、従業員本人に対して給

与に上乗せで支給する学資金については、非課税とされると考えられます。

従来から、使用者が自己の業務遂行上の必要に基づいてその職務に直接必要な技術若しく

は知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会等のための費用につ

いては、適正なものである限り課税しないとされていましたので（所基通 9－15）、従業員
本人に対するものについては、事業関連性が大きくないものについても、学術奨励の観点

から非課税とすることができる、ということを意図しているのでしょうか。

４ 申告書等添付書類の改正について

大綱において、本改正の趣旨として、以下の通り解説されています。

大綱 P8 

寄附金控除の適用を受ける際に確定申告書に添付することとされている領収書は寄附金の受領者から書面

で交付を受けたものに限られているが、寄附金の受領者の事務負担やコストの軽減を図る観点から、電子

メールで受け取った電子データを一定の方法により印刷した書面を追加する。

確定申告などにおける事務負担軽減を目的とした制度ですが、与党税制調査会資料による

と、真正性を担保するために次ページの図の通り、国税庁ホームページを活用して QR コ
ードを発行するなど、かなり大がかりなシステム構築を行うことが予定されているようで

す。これをもって、「国税庁長官が定める」という要件を満たすと考えているのでしょう。

このような事情があるからか、本改正は２年後の平成 30 年分以後の所得税又は平成 31 年
度以後の個人住民税から適用されますので、国税庁ホームページの更新内容などに注意す

る必要があります。



（出典）「与党税制調査会資料」



Ⅱ 資産課税に関する改正

押さえておくべき改正事項

概要 

贈与税の配偶者控除について、添付書類の見直しが行われます（大綱 P55）。
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、規定の明確化

が行われます（大綱 P45）。
生産性向上設備に係る固定資産税の特例が創設されます（大綱 P47）。
農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、対象者の見直しなどが行われます

（大綱 P44～45）。
農地保有に関し、課税の強化と軽減が行われます（大綱 P43～44）。
一部納税者有利、一部納税者不利の改正です。

内容 

１ 贈与税の配偶者控除の添付書類（相規９）の見直し 

申告書に添付すべき書類について、以下の通り見直しが行われます。 

現行 改正案

登記事項証明書 居住用不動産を取得したことを証する書類

２ 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（措法 70の 2の 3、
措令 40の 4の 4⑦一、平成 27年 3月内閣府告示 48号）の規定の明確化

本制度の対象となる不妊治療に要する費用には、薬局に支払われるものが含まれることな

どが明確化されます。

３ 生産性向上設備に係る固定資産税の特例の創設（新設。参考として措法 42の 12の 5）

① 全体像

中小企業の生産性向上に関する法律（仮称）の制定を前提に、中小企業者等が、同法の施



行の日から平成 31年 3月 31日までの間において、同法の認定生産性向上計画（仮称）に
記載された生産性向上設備（仮称）のうち一定の機械装置の取得をした場合には、その機

械装置に係る固定資産税について、課税標準を最初の３年間価格の２分の１とする措置が

設けられます。

② 中小企業者等の範囲

以下のいずれかの法人又は個人をいいます。

イ 資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人

ロ 資本若しくは出資を有しない法人で常時使用する従業員の数が 1,000人以下のもの
ハ 常時使用する従業員の数が 1,000人以下の個人

③ 対象となる機械装置の範囲

以下のすべての要件に該当するものをいいます。

イ 販売開始から 10年以内のもの
ロ 旧モデル比で生産性（単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等）が年平均

１％以上向上するもの

ハ 1台又は１基の取得価額が 160万円以上のもの

４ 農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し

① 贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例（措法 70の 4の 2）につい
て、農地中間管理事業のために貸し付ける場合（措法 70の 4の 2①一）にあっては、下記
の受贈者の納税猶予の適用期間要件（措法 70の 4の 2③）は適用しないこととされます。

年齢 適用期間要件

貸付け時において 65歳以上の場合 10年以上
貸付け時において 65歳未満の場合 20年以上

② 贈与税の納税猶予（措法 70の 4）の適用を受けることができる者（措令 40の 6⑥）が、
認定農業者等に限定されます。

③ 特例適用農地等に区分地上権が設定された場合（措法 70の 6①一）においても、農業
相続人等がその特例適用農地等の耕作を継続しているときは、納税猶予の期限は確定しな

いこととされます。



④ 農地法の改正に伴い、農業生産法人制度の見直しに伴う所要の措置が設けられます。

５ 農地保有に係る固定資産税等の課税強化・軽減

① 遊休農地保有に係る課税の強化

農地法に基づく農業委員会による農地中間管理機構の農地中間管理権の取得に関する協議

の勧告を受けた遊休農地について、正常売買価格に乗じられている割合（平成 27年度の評
価替えにおいて 0.55）を乗じないこととする等の評価方法の変更を平成 29年度から実施す
るため、所要の措置が設けられます。

② 賃借権等を新たに設定した保有農地の課税の軽減

所有する全ての農地（10a未満の自作地を除きます）に農地中間管理事業のための賃借権等
を新たに設定し、かつ、その賃借権等の設定期間が 10年以上である農地に係る固定資産税
及び都市計画税について、以下の通り課税標準の軽減措置が２年間に限り設けられます。

賃借権等の設定期間 課税標準の軽減

15年未満 最初の３年間価格の２分の１

15年以上 最初の５年間価格の２分の１

適用関係 

上記１は、平成 28年 1月 1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用さ
れます。

上記２は、大綱上明確な規定がありませんので、経過措置の原則の通り、平成 28年 4月 1
日から施行されると考えられます。

上記３は、大綱上明確な規定がありませんが、中小企業の生産性向上に関する法律（仮称）

の制定が前提となっているため、同法の施行日から施行されると考えられます。

上記４は、以下の通り適用されます。

項目 適用関係

上記４① 平成 28年 4月 1日以後の貸付け
上記４② 平成 28年 4月 1日以後の贈与
上記４③ 平成 28年 4月 1日以後の区分地上権の設定
上記４④ 大綱上明確な規定なし（農地法の改正の施行日か平成 28年 4月 1日



から施行と想定される）

上記５の改正は、大綱上明確な規定がありませんので、経過措置の原則の通り、平成 28年
4月 1日から施行されると考えられます。

関連法規 

上記の通り

コメント 

１ 贈与税の配偶者控除の添付書類について 

与党税制調査会資料によると、本改正の趣旨として、「居住用不動産の贈与を受けた場合に

は、それが夫婦間の財産移転であり、必ずしも名義変更しているとは限らないことから、

登記事項証明書では、居住用不動産を取得したことを確認できないときがある」と指摘さ

れ、添付書類について「登記事項証明書に限るのではなく、居住用不動産を取得したこと

を証する書類(贈与契約書等)とする」と要件の見直しの必要性について触れられています。 

登記は第三者への対抗要件であり、義務ではありませんので、このような見直しがなされ

たと考えられます。登記がなされていなくとも、贈与は成立する。この点、単に贈与税の

配偶者控除に止まる話ではなく、贈与税そのものについても妥当する話ですので、税務調

査において登記の有無が問題になれば、きちんと主張する必要があります。 

２ 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の規定の明確化につ

いて

本改正は大綱においては明確化とされていますが、内閣府の税制改正要望事項（http://ww
w.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/request/cao/28y_cao_k_16.pdf）による
と、「制度利用者からの要望等を踏まえ、結婚・妊娠・出産・子育てをより切れ目なく支援

する観点から、非課税の対象となる資金使途につき、一定の拡充を行う。」と、要件緩和の

要望を反映した改正であることが理解できます。本制度の対象となる結婚・子育て資金は、

内閣総理大臣が財務大臣と協議の上決める、とされているため、内閣総理大臣の一存では

その範囲を明確に決定できないことから、財務省に範囲の拡大を要請しているのです（措

令 40の 4の 4⑦）。



本改正の目的である不妊治療についてですが、現行その範囲は内閣府告示で以下の通り定

められています。

平成 27年 3月内閣府告示第 48号

４ ～内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める費用は、次に掲げるものとする。

一 人工授精その他不妊治療に要する費用であって、病院～又は診療所～に支払われるもの

二 母子保健法～第十三条第一項の規定による妊婦に対する健康診査に要する費用であって、病院、診療

所又は助産所に支払われるもの

上記をご確認いただくと分かる通り、「病院～又は診療所～に支払われる」必要があります

から、現行の告示では薬局に支払われるものは対象にはならないと考えられます。

「告示は～法規を定立する行為であり、租税法の法源の一種である」（金子宏「租税法（第

十九版）」P103）と説明されていますので、明確化するというのは、上記告示を前提とすれ
ば趣旨が違うと考えますし、本来であれば、所要の経過措置も必要ではないかと考えます。

その他、薬局で支払われるものまで対象になるとすれば、領収書のチェックなど、金融機

関サイドでミスが生じるリスクもありますから、この点国税や内閣府のサポートが期待さ

れます。

３ 生産性向上設備に係る固定資産税の特例の創設について

法人税における生産性向上設備投資促進税制が廃止されることもあってか、それに類似し

た制度として、固定資産税の特例が創設されることになります。名称は法人税と同じです

が、根拠法も対象設備についても、法人税の生産性向上設備投資促進税制とは異なってい

ますので、同じものとして考えないよう注意する必要があります。

本制度の対象となる機械装置の範囲ですが、法人税の生産性向上設備投資促進税制の A 類
型と類似した内容でありながら、以下のように異同があります。

法人税（A類型） 固定資産税

新品であること 必要（※１） 必要（※２）

160万円以上であること 必要 必要

最新モデルであること 必要 不要（※３）

旧モデル比で「生産性」が年

平均１％以上向上している

ものであること

あり（「単位時間当たりの生

産量」「精度」「エネルギー効

率」等で判断（※４））

あり（「単位時間当たりの生

産量」「精度」「エネルギー効

率」等で判断（※５））
（※１）工業会等から発行される証明書も必要になります。

（※２）認定生産性向上計画（仮称）に基づき取得する必要があります。

（※３）販売開始から 10年以内である必要があります。



（※４）経済産業省「生産性向上設備投資促進税制について」（http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saise
i/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/setsumeikai150406.pdf）を参照
（※５）大綱 P47を参照

固定資産税において、最新モデル要件が不要とされているのは、経済産業省資料（http://w
ww.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2016/151216a/pdf/151216a002.pdf）によると「中小企
業への配慮から」と説明されています。本制度のメリットとして、「赤字法人にも課される

固定資産税を軽減することで、赤字比率の高い中小企業に大きな効果」（経済産業省資料）

と記載されていますので、赤字法人が負担するには高額過ぎる最新モデルの購入資金負担

に配慮したと考えられます。

蛇足ですが、設備投資の支援という目的があるのであれば、世界で類を見ないといわれる

償却資産税の課税も抜本的に見直す必要もあったと思います。この点、固定資産税が市町

村の主要な財源であるため、現実問題として償却資産税の課税の見直しは不可能と言われ

ているようです。しかし、その結果として、見直す必要があると断言している租税特別措

置的な対応で償却資産税の負担に配慮しているのは、大きな矛盾と考えます。

４ 農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直しについて

① 特定貸付けの特例の見直しについて

農林水産省の平成 28年度税制改正要望（http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/pdf/15
0831-01.pdf）によると、「農地中間管理機構への貸付けを促進するための農地の贈与税納税
猶予制度の納税猶予打切要件の見直し」と本改正の趣旨が述べられています。

農地中間管理機構は、「農用地等を貸したいという農家（出し手）から農用地等の有効利用

や農業経営の効率化を進める担い手（受け手）へ農用地利用の集積・集約化を進めるため、

農用地等の中間的受け皿となる組織」（http://www.aoimori-norin.jp/gorika/hoyugorika.ht
ml）を意味するようであり、簡単に言えば「農地の利用の効率化及び高度化の促進を図る」
（農林水産省の平成 28年度税制改正要望）ための改正と考えられます。

本改正により、納税猶予の適用を継続するためには、貸し付けるにしても 10 年ないし 20
年の営農が必要であった、という厳しいハードルが農地中間管理事業のための貸付けにつ

いては大きく緩和されることになると考えられます。

ところで、この特定貸付けの特例は、平成 24年度税制改正で創設されたものですが、その
趣旨は、以下の通り説明されており、まさにその趣旨に沿う改正と考えます。



平成 24年度改正税法のすべて P431 

農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予制度は～制度の趣旨に鑑み、生前一括贈与により取得した農地

を自ら耕作することが前提となっています～農業再生のためには担い手の確保、規模拡大の加速化が喫緊

の課題であり～農地を担い手に集積することが重要となる中～自ら耕作することが前提となっているた

め、障害等により農業を継続することが困難な状況となった者を対象とした営農困難時貸付けの特例はあ

るものの、老齢等のために体力・意欲が低下しているにもかかわらず、猶予期限が確定しないように営農

を続けている状況が見られます。このような状況は農地の有効利用の観点からは必ずしも好ましいものと

は言えないため、このような者が所有している農地について、より営農意欲の高い農業者への貸付けを可

能とすることにより、意欲ある農業者に対する農地の利用集積が促進され、農地の有効利用を図ることが

可能となります

② 贈与税の納税猶予の適用を受けることができる者の改正について

現行、贈与税の納税猶予の適用者の要件は、以下の通りとされています（措令 40の 6⑥）。

贈与者の推定相続人で、以下のすべての要件を満たすことについて、農業委員会が証明し

た個人

・ 贈与により農地等を取得した日における年齢が 18歳以上であること。
・ 贈与により農地等を取得した日まで引き続き３年以上農業に従事していたこと。

・ 贈与により農地などを取得した日後速やかにその農地に係る農業経営を行うと認めら

れること。

改正趣旨について明確なものがありませんので、あくまでも解釈になりますが、従来は農

業委員会の証明で足りた事項が、認定農業者の資格を取る必要が生じたことになります。

この認定農業者制度ですが、下図の通り、「農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地

域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、こ

の目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度」であり、この認定

を受けることで「認定農業者に対しては、スーパーL資金等の低利融資制度、農地流動化対
策、担い手を支援するための基盤整備事業等の各種施策を実施」する、といった方向性が

示されています（以上、農林水産省ホームページ（http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite
/n_seido/nintei_gaiyou_tx.html））。



（出典）農林水産省ホームページ

（http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/nintei_gaiyou_tx.html）

いずれにしても、農業経営の合理化による生産性の向上というのが現状の農業政策の方向

性と考えられますので、これに沿った改正と考えられます。

③ 区分地上権が設定された場合の納税猶予期限の確定の改正

与党税制調査会資料によると、改正の趣旨として、「農地の納税猶予制度は、相続人等の耕

作の継続を前提に、その農地に係る相続税等の納税を猶予するもの。当該農地に地上権や

賃借権を設定した場合には、耕作を継続できなくなることから、納税猶予の期限は確定し、

猶予税額を納付しなければならない～近年、農地で耕作を継続しつつ、太陽光パネルを設

置するための区分地上権を設定する事例が発生している」と説明され、太陽光パネルを農

地に設置する実務を踏まえての改正と考えられます。

（出典）「与党税制調査会資料」

ただし、今後は売電目的の太陽光発電設備については、グリーン投資減税の対象から外れ



ることもあり、改正が遅かったのではないか、という印象もあります。

④ 農業生産法人制度の見直しに伴う所要の措置について

現状、詳細は分かりませんが、農業生産法人制度について、以下の見直しが農地法でなさ

れた模様です。

（出典）農林水産省ホームページ

（http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_seido/pdf/nouchi_taihi.pdf）

農業生産法人が農地所有適格法人と呼称が変わるなど、所要の改正がなされる模様ですの

で、税においても農地法の改正に沿った規定の整備がなされると考えられます。

５ 農地保有に係る固定資産税等の課税強化・軽減について 

農林水産省の平成 28年度税制改正要望（http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/pdf/15
0831-01.pdf）によると、「農地中間管理機構への貸付けなど農地の利用の効率化及び高度化
の促進を図るための農地の保有に係る課税の強化・軽減等の措置」と本改正の趣旨が述べ

られています。このため、上記４①と改正の考え方は同一と思われます。

一点、課税強化される「農地中間管理権の取得に関する協議の勧告を受けた遊休農地」に

ついてですが、以下のような取組みがなされ、把握される模様です。



（出典）「農林水産省資料」

（http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg4/nogyo/151216/item1.pdf）

農地に関する税の取扱いとしては、生産性の向上などに資するかどうか、そのメリハリを

つけた形での取扱いが想定されていると考えられます。



Ⅲ 法人課税に関する改正

法人税率の引下げと課税ベースの拡大

概要 

「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」という考え方の下、法人税率の引下げが行

われます（大綱 P 56～57）。
設備投資の前倒しを促すため、適用期限をもって生産性向上設備投資促進税制が廃止され

ます（大綱 P 57・60～61）。
課税ベースの拡大の観点から、所定の資産について定率法が廃止されます（大綱 P 57）。
改革に伴う企業経営の影響を平準化する観点から、平成 27年度改正で実現した欠損金の見
直しにつき、さらなる見直しが行われます（大綱 P 57～58・61）。
納税者有利の改正です。

内容 

１ 法人税率の引下げ

現行 23.9％の法人税法の本則税率が以下の通り、引き下げられます。

事業年度 税率

平成 28年 4月 1日以後に開始する事業年度 23.4％
平成 30年 4月 1日以後に開始する事業年度 23.2％

２ 生産性向上設備投資促進税制の廃止

① 生産性向上設備投資促進税制は、適用期限（平成 29年 3月 31日）をもって廃止され、
関係規定も削除されます（所得税についても同様です）。

② 即時償却及び税額控除率の上乗せ措置について、適用期限（平成 28年 3月 31日）の
延長はされません。

③ 地方税においても、同様の措置が設けられます。



３ 減価償却制度の見直し

建物附属設備及び構築物並びに鉱業用の建物の償却の方法について、定率法を廃止し、償

却の方法が以下の通りとされます（所得税についても同様とされます）。

資産の区分 償却方法

建物附属設備及び構築物（鉱業用のこれらの資産を

除きます）
定額法

建物、建物附属設備及び構築物である

鉱業用減価償却資産
定額法又は生産高比例法

（※）リース期間定額法、取替法等は存置されます。

４ 欠損金の繰越控除制度等の見直し

① 控除限度額の段階的な引下げ措置について、以下の通りとされます。

平成 27年度改正後 改正案

事業年度開始日 控除限度割合 事業年度開始日 控除限度割合

平成 27年 4月～
平成 29年 3月 65/100 

平成 27年 4月～
平成 28年 3月 65/100 

平成 28年 4月～
平成 29年 3月 60/100 

平成 29年 4月～ 50/100 
平成 29年 4月～
平成 30年 3月 55/100 

平成 30年 4月～ 50/100 

② 平成 27年度改正で設けられた以下の措置については、平成 30年 4月 1日以後に開始
する事業年度において生ずる欠損金額について適用することとされます（平成 27年度改正
時：平成 29年 4月 1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用）。
これに合わせて、本改正の施行日も平成 30年 4月 1日（平成 27年度改正時：平成 29年 4
月 1日）とされます。

項目 適用時期

欠損金の繰越期間が 10年（現行９年）に延長
平成 30年 4月 1日以
後に開始する事業年

度において生ずる欠

損金額について適用

帳簿書類の保存期間が 10年（現行９年）に延長
法人税の欠損金額に係る更正の除斥期間が 10年（現行９年）に
延長

法人税の欠損金額に係る更正の請求期間が 10年（現行９年）に
延長
（※）上記の欠損金額は、青色欠損金、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金及び連

結欠損金を意味します。



③ 地方税について、上記の改正を踏まえ所要の措置が設けられます。

適用関係 

上記１は、上記の通りです。

上記２について、関連規定の削除は、平成 29年 4月 1日から施行するとされています。
上記３は、平成 28年 4月 1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物並びに鉱業用の建
物について適用されます。

上記４は、上記の通りです。

関連法規 

上記１ 法法 66、措法 42の 3の 2
上記２ 措法 42の 12の 5 
上記３ 法令 48の 2①二・三
上記４ 通法 23①二・70②、法法 57・58・81の 9、平成 27年改正法附則 27・30等

コメント 

１ 法人税率の引下げについて

近年、毎年のように行われている法人税率の引下げですが、本年度改正においても、「課税

ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」という考え方の下、平成 27年度に着手した成長志
向の法人税改革を、更に大胆に推進～「稼ぐ力」のある企業等の税負担を軽減することに

より、企業に対して、収益力拡大に向けた前向きな投資や、継続的・積極的な賃上げが可

能な体質への転換を促す。」（大綱 P3）と説明され、法人税率が更に引き下げられることに
なりました。

とは言え、厳しい財政状況に配慮してか、法人税率は 0.5％～0.7％と大胆な引下げとは到
底言えない改正になっていることにも注意が必要です。この点、財務省資料には以下の資

料が掲載されており、地方税を含めた法人実効税率で見れば、20％台と大胆な引下げにな
っているかのように見えますが、その分外形標準課税の範囲は拡大されていますので、数

字や大綱の記述に騙されてはいけないと考えられます。

26年度
（改革前）

27年度
（27年度改正）

28年度 30年度

法人税率 25.5％ 23.9％ 23.4％ 23.2％
大法人向け法人事業税所得割（※） 7.2％ 6.0％ 3.6％ 3.6％

（28年度改正案）



国・地方の法人実効税率 34.62％ 32.11％ 29.97％ 29.74％
（※）28年度までは地方法人特別税を含み、年 800万円超所得分の標準税率を意味します。
（出典）「財務省資料」を基に作成

（http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20151216a.pdf）

この改正の結果、改正後の法人税率は、中小法人等の年 800 万円以下の所得金額に対する
税率の特例が延長されない場合、以下の通りとされます。 

① 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日までに開始する事業年度
年 800万円以下 年 800万円超

中小法人（資本金１億円以下）

一般社団法人・公益社団法人等

人格のない社団等

15％
（措法 42の 3の 2①一・二）

23.4％
（法法 66①）

中小法人以外の普通法人 23.4％（法法 66①）

外国法人（中小・人なしは軽減あり）
15％

（措法 42の 3の 2①一）
23.4％

（法法 143①）
公益法人（一般社団法人・公益社団法

人等を除く）・協同組合等
15％（措法 42の 3の 2①三） 19％（法法 66③）

（※）相互会社等、相互会社等の 100％子法人及び資本金額が５億円以上の法人の 100％子法人は、中小
法人の範囲から除かれるとともに（法法 66⑥）、完全支配関係のあるすべての大法人（相互会社等
や資本金額が５億円以上の法人をいいます。法法 66⑥三）の子法人も、中小法人の範囲から除かれ
ています。

② 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日までに開始する事業年度
年 800万円以下 年 800万円超

中小法人（資本金１億円以下）

一般社団法人・公益社団法人等

人格のない社団等

19％
（法法 66②）

23.4％
（法法 66①）

中小法人以外の普通法人 23.4％（法法 66①）

外国法人（中小・人なしは軽減あり）
19％

（法法 143②）
23.4％

（法法 143①）
公益法人（一般社団法人・公益社団法

人等を除く）・協同組合等
19％（法法 66③）

（※）相互会社等、相互会社等の 100％子法人及び資本金額が５億円以上の法人の 100％子法人は、中小
法人の範囲から除かれるとともに（法法 66⑥）、完全支配関係のあるすべての大法人（相互会社等
や資本金額が５億円以上の法人をいいます。法法 66⑥三）の子法人も、中小法人の範囲から除かれ
ています。

③ 平成 30年 4月 1日以後に開始する事業年度
年 800万円以下 年 800万円超

中小法人（資本金１億円以下）

一般社団法人・公益社団法人等

人格のない社団等

19％
（法法 66②）

23.2％
（法法 66①）

中小法人以外の普通法人 23.2％（法法 66①）

外国法人（中小・人なしは軽減あり）
19％

（法法 143②）
23.2％

（法法 143①）
公益法人（一般社団法人・公益社団法

人等を除く）・協同組合等
19％（法法 66③）



（※）相互会社等、相互会社等の 100％子法人及び資本金額が５億円以上の法人の 100％子法人は、中小
法人の範囲から除かれるとともに（法法 66⑥）、完全支配関係のあるすべての大法人（相互会社等
や資本金額が５億円以上の法人をいいます。法法 66⑥三）の子法人も、中小法人の範囲から除かれ
ています。

ご注意頂きたいのは、年 800 万円以下の所得に対する法人税率について、15％とする措置
が平成 29年 3月 31日で切れることです。この点、現状特に指摘はありませんが、課税ベ
ースの拡大や中小の課税強化という税制改正の方向性からすれば、延長は難しいようにも

考えられます。このため、年 800万円までの所得であれば、むしろ平成 29年 3月 31日の
属する事業年度で課税された方がいい、と考えておく必要もあります。

その他、法人税率の引下げは取引相場のない株式の評価にも影響があります。毎年のよう

に改正されれば、実務上混乱が生じますので、適用年分などの確認も慎重に行う必要があ

ります。

２ 生産性向上設備投資促進税制の廃止について

課税ベースの拡大の観点から、生産性向上設備投資促進税制が廃止されます。この点、大

綱においては、「生産性向上設備投資促進税制については、予定どおりの縮減を行うととも

に、企業の投資判断の前倒しを促すよう、平成 28年度末の適用期限をもって廃止するもの
とする。」（大綱 P3）と説明されています。

課税ベースの拡大に対しては、租税特別措置の見直しが必要不可欠ですので、このような

方向性は間違ってはいません。ただし、平成 29年 3月 31日までの駆け込み需要が想定さ
れますので、申告の際は注意する必要があります。とりわけ、生産性向上設備投資促進税

制は、対象設備の範囲など不明確な部分が多く、事前確認（B類型）も必要な制度ですので、
早いうちから顧問先に情報提供する必要があります。

なお、中小企業投資促進税制の上乗せ措置（措法 42 の 6②・③）については、平成 28 年
度改正では見直しがありません。即時償却は平成 28年 3月 31日で廃止されますが、中小
企業投資促進税制の上乗せ措置は適用期限が平成 29年 3月 31日までの取得分とされてい
ますので、この上乗せ措置に基づく即時償却は同日までは活用できると考えられます。こ

のあたり、誤解やミスが多いと想定されますので、注意してください。

３ 減価償却制度の見直し

課税ベースの拡大という観点から、昨年度改正においても検討に上がっていましたが、所

定の資産につき、定額法に償却方法が原則として一本化されることになりました。使用頻



度や収益に対する貢献度が大きい初期に多額の償却費が計上される定率法の方が、費用収

益対応の原則に照らしても合理性が大きいですから、安易に定額法に一本化することはあ

ってはならない改正と考えます。

この点、「減価償却について、建物と一体的に整備される建物附属設備や、建物と同様に長

期安定的に使用される構築物について、償却方法を定額法へと一本化する」（大綱 P3）とも
っともらしい理由が書かれていますが、建物附属設備は建物とは異なる耐用年数が認めら

れていますし、建物より使用可能期間は短いと考えられますので、一体的に整備されると

言われても疑問が大きいと考えます。加えて、建物は時代に即しているとは言い難いほど

長期の耐用年数になっていますので、構築物が建物と同様長期安定的に使用されると言わ

れても疑問があります。

なお、税務通信 3389号においても指摘されていますが、大綱上も明確な規定はありません
ので、この改正について特段の経過措置は設けられないと考えられます。このため、平成

28 年 3 月 31 日までに取得するか否かで減価償却が大きく異なることになり、早期の設備
投資の検討も必要になると考えられます。

４ 欠損金の繰越控除制度等の見直し

欠損金の繰越控除制度等の見直しは、課税ベース拡大の本丸とも言える改正ですが、平成

27年度改正で措置された取扱いについて、「改革に伴う企業経営への影響を平準化する観点
からの更なる見直しを行う」として、控除限度割合を段階的に減らすこととされました。

財務省資料によると、「法人事業税の外形標準課税の更なる拡大～など、法人税改革を加速

化～改革に伴う企業経営への影響を平準化する観点からの見直し～（＊改革自体は後退さ

せることなく、激変緩和のための対応として措置する。）」と説明されています。

困ったことに、昨年度改正において繰越控除の縮減については、「控除制限を受けたくない

企業には収益改善のインセンティブをもたらす」（財務省資料（http://www.mof.go.jp/tax_
policy/tax_reform/outline/fy2015/shiryo_2.pdf））と説明されていましたので、企業経営の
影響（≒負担増）を今さら考慮する必要はないはずです。このような改正を行った結果、

従来の説明が正しくないことを如実に示すことになり、十分な検討が立案者からなされて

いなかったことが容易に理解できます。

加えて、このような激変緩和のための措置であれば、本来は経過措置や租税特別措置の改

正として整理する必要がありますが、このあたりの立案がどうなるか注意しなければなり

ません。特に、このような改正は安易な法人税の改正にもつながりますので、立案者には



慎重な対応が求められます。

税理士実務としては、欠損金の繰越控除の制限は大法人に限定されるとはいえ、ミスの発

生が想定されます。下記の図を参照するとともに、控除限度額以外の改正については、最

終局面である 50％に制限される年度から一律にスタートする、という整理を行っておく必
要があります。

（出典）「財務省資料」

（http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20151216a.pdf）



外形標準課税の拡大と地方法人課税の偏在是正 

概要 

法人税率引下げに対応する課税ベースの見直しの一環で、法人事業税における外形標準課

税の拡大等が行われます（大綱 P58～60）。
地方法人課税の偏在是正として、法人住民税法人税割の税率の引下げと地方法人税の税率

引上げなどの改正が行われます（大綱 P61～62）。
納税者不利の改正です。

内容 

１ 法人事業税における外形標準課税の拡大等

① 法人事業税率の改正

イ 資本金１億円超の普通法人の法人事業税の標準税率が、以下の通りとされます。

現行 改正案

平成 27年度（※１） 平成 28年度（※２）～
付加価値割 0.72％ 1.2％
資本割 0.3％ 0.5％
所

得

割

年 400万円以下の所得 3.1％
（1.6％）

1.9％
（0.3％）

年 400万円超 800万円
以下の所得

4.6％
（2.3％）

2.7％
（0.5％）

年 800万円超の所得 6.0％
（3.1％）

3.6％
（0.7％）

（※１）平成 27年 4月 1日から平成 28年 3月 31日までに開始する事業年度をいいます。
（※２）平成 28年 4月 1日以後開始する事業年度をいいます。
（※３）所得割の税率下段のカッコ内の率は、地方法人特別税等に関する暫定措置法適用後の税率です。

（※４）３以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の所得割に係る税率については、

軽減税率の適用はありません。

ロ 地方法人特別税等に関する暫定措置法適用後の税率の制限税率が、標準税率の２倍（現

行：1.2倍）に引き上げられます。

② 地方法人特別税の税率の改正



資本金１億円超の普通法人の地方法人特別税の税率が、以下の通りとされます。

現行 改正案

平成 27年度（※１） 平成 28年度（※２）
付加価値割額、資本割額及び所

得割額の合算額によって法人

事業税を課税される法人の所

得割額に対する税率

93.5％ 414.2％

（※１）平成 27年 4月 1日から平成 28年 3月 31日までに開始する事業年度をいいます。
（※２）平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日までに開始する事業年度をいいます。

③ 法人事業税の税率の改正に伴う負担変動の軽減措置

法人事業税の税率の改正に伴い、資本金１億円超の普通法人について、以下の事業年度に

おいて下記の通り負担軽減措置が設けられます。

イ 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日までに開始する事業年度

当期の付加価値額が 40億円未満であり、かつ当期の事業税額が、平成
．．

28
．．
年
．

3
．
月
．

31
．．
日現在
．．．

の税率
．．．

を当期の
．．．

課税標準
．．．．

に乗じて計算される金額を超える場合には、下記の金額を当期の
．．．

事業税額から控除することができます。

当期の付加価値額 控除額

30億円以下 （【当期の事業税額】－【平成
．．

28
．．
年
．

3
．
月
．

31
．．
日現在の税率を当期
．．．．．．．．．

の課税標準
．．．．．

に乗じて計算される金額】）×3/4 
30億円超

40億円未満
（【当期の事業税額】－【平成

．．
28
．．
年
．

3
．
月
．

31
．．
日現在の税率を当期
．．．．．．．．．

の課税標準
．．．．．

に乗じて計算される金額】）×【一定割合】（※）

（※）付加価値額に応じて 3/4～0の間の割合とされています。

ロ 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日までに開始する事業年度

当期の付加価値額が 40億円未満であり、かつ当期の事業税額が、平成
．．

28
．．
年
．

3
．
月
．

31
．．
日現在
．．．

の
．
付加価値割及び資本割の
．．．．．．．．．．．

税率を当期
．．．．．

における
．．．．

これらの課税標準
．．．．．．．．

に乗じて計算される金額

と、平成
．．

28
．．
年
．

3
．
月
．

31
．．
日現在の所得割の税率に
．．．．．．．．．．．

同日現在の
．．．．．

地方法人特別税相当分の率を加
．．．．．．．．．．．．．．

算した率を当期の所得割の課税標準
．．．．．．．．．．．．．．．．

に乗じて計算される金額との合計額を超える場合には、

下記の金額を当期の事業税額から控除することができます。

当期の付加価値額 控除額



30億円以下

（【当期の事業税額】－【平成
．．

28
．．
年
．

3
．
月
．

31
．．
日現在の
．．．．

付加価値割
．．．．．

及び資本割の
．．．．．．

税率を当期
．．．．．

における
．．．．

これらの課税標準
．．．．．．．．

に乗じて計算

される金額】－【平成
．．

28
．．
年
．

3
．
月
．

31
．．
日現在の所得割の税率に
．．．．．．．．．．．

同日
．．

現在の
．．．

地方法人特別税相当分の率を加算した率を当期の所得割の
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

課税標準
．．．．

に乗じて計算される金額】）×1/2 

30億円超
40億円未満

（【当期の事業税額】－【平成
．．

28
．．
年
．

3
．
月
．

31
．．
日現在の
．．．．

付加価値割
．．．．．

及び資本割の
．．．．．．

税率を当期
．．．．．

における
．．．．

これらの課税標準
．．．．．．．．

に乗じて計算

される金額】－【平成
．．

28
．．
年
．

3
．
月
．

31
．．
日現在の所得割の税率に
．．．．．．．．．．．

同日
．．

現在の
．．．

地方法人特別税相当分の率を加算した率を当期の所得割の
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

課税標準
．．．．

に乗じて計算される金額】）×【一定割合】（※）

（※）付加価値額に応じて 1/2～0の間の割合とされています。

ハ 平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日までに開始する事業年度

当期の付加価値額が 40億円未満であり、かつ当期の事業税額が、平成
．．

28
．．
年
．

3
．
月
．

31
．．
日現在
．．．

の
．
付加価値割及び資本割の
．．．．．．．．．．．

税率を当期のこれらの課税標準
．．．．．．．．．．．．．．

に乗じて計算される金額と、平
．

成
．

28
．．
年
．

3
．
月
．

31
．．
日現在の所得割の税率に
．．．．．．．．．．．

同日現在の
．．．．．

地方法人特別税相当分の率を加算した
．．．．．．．．．．．．．．．．．

率を当期の所得割の課税標準
．．．．．．．．．．．．．

に乗じて計算される金額との合計額を超える場合には、下記

の金額を当期の事業税額から控除することができます。

当期の付加価値額 控除額

30億円以下

（【当期の事業税額】－【平成
．．

28
．．
年
．

3
．
月
．

31
．．
日現在の
．．．．

付加価値割
．．．．．

及び資本割の
．．．．．．

税率を当期
．．．．．

における
．．．．

これらの課税標準
．．．．．．．．

に乗じて計算

される金額】－【平成
．．

28
．．
年
．

3
．
月
．

31
．．
日現在の所得割の税率に
．．．．．．．．．．．

同日
．．

現在の
．．．

地方法人特別税相当分の率を加算した率を当期の所得割の
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

課税標準
．．．．

に乗じて計算される金額】）×1/4 

30億円超
40億円未満

（【当期の事業税額】－【平成
．．

28
．．
年
．

3
．
月
．

31
．．
日現在の
．．．．

付加価値割
．．．．．

及び資本割の
．．．．．．

税率を当期
．．．．．

における
．．．．

これらの課税標準
．．．．．．．．

に乗じて計算

される金額】－【平成
．．

28
．．
年
．

3
．
月
．

31
．．
日現在の所得割の税率に
．．．．．．．．．．．

同日
．．

現在の
．．．

地方法人特別税相当分の率を加算した
．．．．．．．．．．．．．．．．．

率を当期の所得割の
．．．．．．．．．

課税標準
．．．．

に乗じて計算される金額】）×【一定割合】（※）

（※）付加価値額に応じて 1/4～0の間の割合とされています。

④ その他所要の措置が設けられます。 

２ 地方法人課税の偏在是正 



① 法人住民税法人税割の税率の改正 

平成 29年 4月 1日以後に開始する事業年度から、法人住民税法人税割の税率が以下の通り
となります。

現行 改正案 

標準税率 制限税率 標準税率 制限税率

道府県民税法人税割 3.2％ 4.2％ 1.0％ 2.0％
市町村民税法人税割 9.7％ 12.1％ 6.0％ 8.4％

② 地方法人税の税率の改正 

平成 29年 4月 1日以後に開始する事業年度から、地方法人税の税率が 10.3％（現行：4.4％）
に引き上げられます。

③ 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の廃止

イ 平成 29年 4月 1日以後に開始する事業年度から、地方法人特別税は廃止され、法人事
業税に復元されます。

ロ 地方法人特別譲与税は、平成 30年 8月譲与分をもって廃止されます。

④ 法人事業税交付金の創設

平成 29年度から、法人事業税の一部を以下の通り都道府県から市町村に交付する制度が創
設されます。 

取扱い 内容 

道府県の取扱い 納付法人事業税の額の 5.4/100（※）相当額を市町村に対して交付する 

都の取扱い 
納付された法人事業税の額の 5.4/100（※）相当額を市町村に交付し、特
別区相当分については、特別区財政調整交付金の財源とされる

市町村への 

交付基準 

従業者数を基準とし、平成 29年度から平成 31年度までの間の交付基準
については、所要の経過措置が設けられる

（※）平成 29年度の交付率については、所要の経過措置が設けられます。

⑤ その他所要の措置が設けられます。 

適用関係 



上記の通り

関連法規 

地法 52、72の 15、72の 20、72の 21、72の 24の 7、312など
地方法人特別税等に関する暫定措置法２、９一、第４章

コメント 

１ 法人事業税における外形標準課税の拡大等について 

平成 27年度改正と同様、法人税の課税ベースの拡大を目的に、所得に左右されない外形標
準課税の割合を拡大させる改正が実現します。平成 27年度改正は、所得割と外形標準部分
の比率を、激変緩和のため２年かけて「１：１」とする、という方向性で決定されました

が、それをさらに進めて、「３：５」に進める改正となっています。

激変緩和のため、２年かけて改正するとしたにもかかわらず、それをさらに進めるとなる

と、大きな矛盾が生じることになります。法人実効税率を平成 27年度改正よりも引き下げ
たから、と言われればそれまでですが、激変緩和であれば、もう１年待つべきだったと考

えます。

なお、大綱では、「平成 27年度税制改正において平成 28年度に８分の４とすることとした
が、地域で雇用を支える中堅企業への影響に十分配慮しつつ～８分の５へと拡大する」（大

綱 P4）とし、例えば次ページの経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei
_fy2016/151216a/pdf/151216a002.pdf）においては、激変緩和措置として負担変動の軽減
措置の拡大について措置したことをアピールしています。

この負担変動の軽減措置については、平成 28年 3月 31日現在の税率をベースに軽減額を
算定しますので、税率が改正前後で大きく異なる所得割の課税標準である所得の金額を大

きくすればするほど、メリットがあることになります。この意味でも、収益力のある法人

を優遇する、という方針が明快に示されています。



（出典）「経済産業省資料」

（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2016/151216a/pdf/151216a002.pdf）

２ 地方法人課税の偏在是正

地方自治の充実は我が国の最大の課題の一つですので、地方への税源移譲は毎年のように

税制改正項目の一つになります。平成 28 年度改正においても、「地方分権の更なる推進と
その基盤となる地方税財源の充実確保を図るとともに、地方法人課税のあり方の見直し等

を通じて、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築を進める」（大綱Ｐ２）

と説明され、国税である地方法人税を拡大し、法人住民税の税率を下げるという改正が行

われます。以下の通りこの改正の前後で、実質的な負担額は変わりません。

標準税率 制限税率

現行 改正案 現行 改正案

道府県民税法人税割 3.2％ 1.0％ 4.2％ 2.0％
市町村民税法人税割 9.7％ 6.0％ 12.1％ 8.4％
地方法人税 4.4％ 10.3％ 4.4％ 10.3％
合計 17.3％ 20.7％

この改正の趣旨として、「地方法人特別税・譲与税制度の廃止に伴い、地域間の税源の偏在

性を是正し～法人住民税法人税割の一部を交付税原資化」（与党税制調査会資料）と説明さ

れています。このような趣旨を前提とすると、地方法人課税の偏在是正の手段を法人住民

税（正確には、地方法人税）ベースにする、という考え方を立案者は持っていると考えら

れます。

平成 26年度税制改正の際、「消費税率 10％段階において、地方法人特別税・譲与税を廃止
するとともに現行制度の意義や効果を踏まえて他の偏在是正措置を講ずるなど、関係する



制度について幅広く検討」とその方向性が述べられていましたので、その方針に沿った改

正であることは間違いありません。

ただし、この趣旨に照らせば、過去の方針に捉われることなく、「税源の偏在性が小さく税

収が安定的な地方税体系の構築を進め～地方税の応益課税を強化する」（大綱 P2）に沿って、
もっと深い検討が必要であったと考えます。



地方拠点強化税制の拡充と地方創生応援税制の創設

概要

地方拠点強化税制に係る雇用促進税制について、所得拡大促進税制との併用を可能とする

などの改正がなされます（大綱 P62～63）。
企業版ふるさと納税として、地方創生応援税制が創設されます（大綱 P62～64）。
納税者有利の改正です。

内容 

１ 地方拠点強化税制の拡充

① 雇用促進税制のうち地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る措置について、所

得拡大促進税制と重複適用できることとされます（所得税についても同様とされます）。

② 所得拡大促進税制と重複して適用する場合には、所得拡大促進税制の基礎となる雇用

者給与等支給増加額から、雇用促進税制の基礎となった増加雇用者に対する給与等支給額

として一定の方法により計算した金額を控除することとされます。

③ 地方税についても同様とされます。

２ 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の創設

① 法人税関係

地域再生法の改正を前提に、以下の措置が設けられます。

項目 内容

適用対象法人 青色申告法人

適用対象期間 地域再生法の改正法の施行の日から平成 32年 3月 31日まで

寄附金の要件
地域再生法の認定地域再生計画に記載された、地方創生推進寄

附活用事業（仮称）に関連する寄附金

特別控除

（イ・ロのいずれか少）

イ （支出寄附金の額の合計額）×20％－（その寄附金の支出
について法人住民税の額から控除される金額）

ロ （支出寄附金の額の合計額）×10％
控除限度額 当期の法人税額の５％



② 法人事業税・法人住民税関係

地域再生法の改正を前提に、以下の措置が設けられます。

イ 適用対象法人等

項目 内容

適用対象法人 青色申告法人

適用対象期間 地域再生法の改正法の施行の日から平成 32年 3月 31日まで

寄附金の要件
地域再生法の認定地域再生計画に記載された、地方創生推進寄附活用

事業（仮称）に関連する寄附金

ロ 控除税額等

控除される税目
控除税額

～29.3.31開始年度 29.4.1以後開始年度
法人事業税 支出合計額の 10％（※１） 支出合計額の 10％（※４）
法人道府県民税法人税割 支出合計額の５％（※２） 支出合計額の 2.9％（※２）
法人市町村民税法人税割 支出合計額の 15％（※３） 支出合計額の 17.1％（※３）
（※１）当期の法人事業税額×20％が限度になります。
（※２）当期の法人道府県民税法人税割額×20％が限度になります。
（※３）当期の法人市町村民税法人税割額×20％が限度になります。
（※４）当期の法人事業税額×15％が限度になります。

ハ ２以上の都道府県又は２以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の関係

都道府県又は関係市町村ごとの控除税額については、法人事業税からの控除税額は課税標

準額を基準として按分し、法人住民税からの控除税額は従業者数を基準として按分するこ

ととされます。

ニ その他所要の措置が設けられます。

適用関係 

上記１は、大綱に特段の規定がありませんので、経過措置の原則の通り、平成 28年 4月 1
日以後開始する事業年度から適用されると考えられます。

上記２は、大綱に特段の規定はありませんが、地域再生法の改正法の施行日から施行され

ると考えられます。

関連法規 



上記１は、措法 42の 12の 2・42の 12の 4 
上記２は、新設

コメント 

地方創生を推進する観点から、以下の改正が行われます。

１ 地方拠点強化税制の拡充について

平成 27年度改正で設けられた地方拠点強化税制ですが、そのうち雇用促進税制の特例に関
する部分については、通常の雇用促進税制と同様、所得拡大促進税制との併用はできませ

んでした（措法 42の 12の 4①）。今回の改正で重複適用が可能になり、使い勝手がさらに
よくなります。

ところで、地方拠点強化税制に係る雇用促進税制の特例は、現状以下の通り整理されます。

拡充型 移転型

① 増加雇用者一人当たり 50万円の税額控
除（措法 42の 12の 2①各号・②）

②基準雇用者割合（増加雇用率）が 10％未
満でも適用可能で、一人当たり 20万円の
税額控除（措法 42の 12の 2②）

① 拡充型の控除額に、一人あたり 30万円
上乗せ（措法 42の 12の 2③）

② ①は最大３年間継続（雇用維持が要件）

（措法 42の 12の 2③・⑤一）

③ ②は法人全体の雇用増がなくても、東京

から地方への移転者にも適用（措法 42
の 12の 2③・⑤十、地域再生法 17の 2
①一）

「首相官邸資料」を基に作成

（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/keizai_kondan/siryo8.pdf）

移転型の方はより一層の優遇措置を設けるという趣旨の下、地方への移転者にも適用があ

るという非常に有利な制度となっており、本改正はそれをさらに進める形での税制措置と

なっています。

気になるのは所得拡大促進税制との重複適用をする場合の調整額ですが、与党税制調査会

資料によると、以下のような調整計算が予定されているようです。



（出典）「与党税制調査会資料」

これだけ見れば、増加雇用者数をカウントした上で、当期末の一人当たりの給与の 70％部
分が対象になると読めます。本来であれば、一人当たりの給与を算定しますので、その全

額を控除すべきですが、期中採用などの事情を反映したのか、70％部分が対象になるとい
う、かなり有利な制度設計になっています。

ただし、この図の通りに法制化されるかどうかは分かりませんし、平均給与等支給額や雇

用者給与等支給額の計算もこれと同等の計算を行うかは分かりませんので、詳細は改正法

を検討する必要があります。

２ 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の創設について

企業版ふるさと納税が創設されるとして、大綱が公表される前から広く報道されていまし

たが、その内容は現状の個人のふるさと納税とは異なり、自由度が大きいとは言えません。

あくまでも、住民税からも控除を認めるなど、ふるさと納税という課税の仕組みを参考に

しただけのものであり、全く別物の制度と理解した方がよさそうです。

対象になるものは、「地域再生法の認定地域再生計画に記載された、地方創生推進寄附活用

事業（仮称）に関連する寄附金」とされ、かなり限定されると考えられます、しかし、地

方公共団体に対する寄附金ですので、指定寄附金として損金算入が認められ、かつ税額控

除も取れると考えられます。



（出典）「財務省資料」（http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20151216d.pdf）

注意点としては、事後修正の取扱いがあります。税額控除される金額は、税額基準に基づ

く限度額が設けられていますので、後日の税務調査において税額が増加したり、更正の請

求で税額が減少したりすることもあり得ます。

おそらくは、現状の租税特別措置と同様、控除額限度要件が設けられると思われますが、

以下の規定のように、当初申告において寄附金額を別表に記載しておけば、考慮される可

能性が大きいと思われます。

租税特別措置法 42条の 4の 8項（試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除）

～の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、これらの規定による控除の対象となる試験研

究費の額又は特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の

添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該確定

申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額又は特別試験研究費の額を基礎として計算した金

額に限るものとする。

仮に、この規定のような形で法制化されるのであれば、赤字のため本制度を受けない場合

でも、明細は添付する必要があります。詳細は改正法を確認して下さい。



延長等される主な規定 

概要 

法人税関係の租税特別措置関係について延長等が行われます（大綱 P68～70・72～73）。
一部納税者有利、一部納税者不利の改正です。

内容 

１ 交際費等の損金不算入制度（措法 61の 4）について、適用期限（平成 28年 3月 31日
までに開始する事業年度）が２年延長される（平成 30年 3月 31日までに開始する事業年
度）とともに、接待飲食費に係る損金算入の特例（措法 61の 4①）及び中小法人に係る損
金算入の特例の適用期限（措法 61の 4②）も２年延長されます。

２ 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置（措法 66 の
13）の適用期限（平成 28年 3月 31日までに終了する事業年度）が２年延長されます（平
成 30年 3月 31日までに終了する事業年度）。

３ 環境関連投資促進税制（措法 42の 5）につき、以下の見直しの上、適用期限（平成 28
年 3月 31日）が２年延長されます（平成 30年 3月 31日）（所得税についても同様です）。

対象設備 現行 改正案

風力発電設備 即時償却 即時償却不可

太陽光発電設備 所定の設備（※）に限定 所定の設備（※）以外に限定

車両運搬具 所定のものは、税額控除の対象 税額控除の対象外
（※）電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の認定発電設備をいいます。

４ 地方拠点強化税制に係る雇用促進税制以外の雇用促進税制（措法 42 の 12 の 2）につ
き、以下の見直しの上、適用期限（平成 28年 3月 31日までに開始する事業年度）が２年
延長されます（平成 30年 3月 31日までに開始する事業年度）。

① 増加雇用者数を地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域内にある事業所における

無期雇用かつフルタイムの雇用者の増加数（新規雇用に限られ、その事業所の増加雇用者

数及び法人全体の増加雇用者数が上限）とされます。

② 所得拡大促進税制の基礎となる雇用者給与等支給増加額から一定の計算金額を控除し



た上、所得拡大促進税制と重複適用ができることとされます。

③ 合併、分割等があった場合の増加雇用者数の調整計算について所要の措置が設けられ

ます。

④ 所得税及び地方税においても同様の措置が設けられます。

５ サ高住の割増償却（措法 47）について、以下の見直しの上、適用期限（平成 28 年 3
月 31日）が１年延長されます（平成 29年 3月 31日）（所得税についても同様です）。

耐用年数 現行 改正案

35年未満 14％ 10％
35年以上 20％ 14％

６ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例（措法 67の 5）につい
て、以下の見直しの上、適用期限（平成 28年 3月 31日）が２年延長されます（平成 30年
3月 31日）（所得税についても同様です）。

従業員数 現行 改正案

1,000人以下 原則対象 原則対象

1,000人超 原則対象 原則対象外
（※）資本金が１億円以下であるなど、中小法人（措法 42 の 4②、措令 27 の 4⑤）の要件を満たす場合
の取扱いです。

適用関係 

上記については、大綱上特段の規定が設けられておりませんので、経過措置の原則通り、

平成 28年 4月 1日以後施行されると考えられます。

関連法規 

上記の通り

コメント

１ 交際費等の損金不算入制度について

例年、適用期限の延長がなされる本改正ですが、ここまで延長が重なれば、法人税本法に



規定することを視野に入れなければなりません。交際費は本来的には法人の損金とすべき

ものであることは相違ありませんので、租税特別措置法において規定せざるを得ないとい

う側面はあるわけですが、課税ベースの拡大や給与所得控除の縮減を踏まえれば、廃止す

るという選択肢は極めて考え難いですから、法律上の整備が求められます。

なお、廃止される見込みとされた報道とは異なり、接待飲食費についても２年延長される

ことになっています。この理由について、明記されたものは見つかりませんでしたが、「中

小法人の約９割が交際費を支出。本措置は、業種に偏り無く、幅広く利用されている～交

際費は、中小法人の事業活動の継続に不可欠であり、既存顧客との取引の維持・拡大や新

規顧客開拓等に活用されている」（経済産業省資料。http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zei
sei_fy2016/151216a/pdf/151216a002.pdf）という記述を前提とする限り、中小法人の交際
費に配慮せざるを得ないため、中小法人に認められている 800 万円の定額控除限度額との
バランスで大法人にも適用される接待飲食費の取扱いを残さざるを得なかった、と考えら

れます。

２ 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置について

こちらも例年延長される改正です。財政状況の問題はありますし、欠損金の繰越控除を制

限するという情勢を踏まえれば、その廃止は極めて困難であり、半ば恒久化せざるを得な

いと考えられます。

３ 環境関連投資促進税制について

課税ベースの拡大の観点から、租税特別措置の見直しは必要不可欠ですので、その一環と

して、即時償却の廃止や対象資産の絞り込みが行われています。

特に大きな影響があるのは、売電用の太陽光発電設備がこの範囲から除かれることであり、

この点顧問先への注意喚起が必要になります。

４ 雇用促進税制について

適用期限が平成 28年 3月 31日までの開始事業年度であることもあって、廃止や縮減が予
測されていましたが、対象となる地域を限定するとともに、対象となる増加雇用者を正社

員に限定した上で、２年延長されます。

対象となる同意雇用開発促進地域とは、求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している、



「地域雇用開発促進法」第７条に規定する地域をいうこととされており、その地域は以下

のサイトで指定されています。このような地域であれば、雇用の促進が政策目的となりま

すので、現行と同様、雇用促進税制の対象とされたと考えられます。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/130204_
03.pdf

なお、地方拠点強化税制に係る雇用促進税制の特例に止まらず、通常の雇用促進税制にお

いても、一定の調整計算の上、所得拡大促進税制との重複適用が認められるとされていま

す。この調整計算ですが、与党税制調査会資料を前提とする限り、地方拠点強化税制に係

る雇用促進税制の特例と同等の計算になると考えられます。

５ サ高住の割増償却について

平成 25年度改正においても、割増償却率は引下げられていますが、課税ベースの拡大の観
点から、今年度の改正においても引き下げられることになりました。

国土交通省の指摘するように、「要介護状態にある高齢者の急速な増加に対応する必要があ

ることから、在宅医療・介護の場となるサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進するた

め、新築のサービス付き高齢者向け住宅に係る所得税及び法人税の特例措置の適用期限を

延長する」（http://www.mlit.go.jp/common/001112988.pdf）という目的とのバランスにも
なりますが、今後も縮減される可能性は極めて大きいと考えられます。

なお、本改正における縮減の割合はどのように決定されたのか、明確な指摘はありません。

課税ベースの拡大という目的は理解できるものの、法人税減税を行っても残すべき政策減

税もありますから、明確な見解を提示することが要請されます。

６ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について

本改正も例年延長されている改正であり、かつ中小企業者においては必要不可欠の制度で

すので、延長は妥当と考えます。ただし、本改正の目的は、対象法人から常時使用する従

業員の数が 1,000人を超える法人を除外したことにあります。

現状、本制度などの対象になる中小企業者は、法人の場合、原則として以下の通り整理さ

れます。



「平成 27年版図解法人税」を基に作成

現行制度においては、従業員の要件は、資本金の額という基準を適用できない法人につい

て、便宜上設けられた要件でしたが、それが本制度においては、資本金の額などがある法

人についても適用されることになります。

このような制度設計がなされた背景は、大綱において「中小法人課税については、実態を

丁寧に検証しつつ、資本金 1 億円以下の法人に対して一律に同一の制度を適用しているこ
との妥当性について、検討を行う。資本金以外の指標を組み合わせること等により、法人

の規模や活動実態等を的確に表す基準に見直すことについて検討する」（P5）と説明されて
います。新聞紙面を賑わせた、シャープや吉本興業の事例を問題視していることは間違い

ないと考えられます。

本来であれば、このような見直しは中小法人課税全体の抜本的な見直しとして措置すべき

ですが、抜本的な見直しをせずに対処療法的な改正が行われています。例年のことと言え

ばそうですが、この点残念に思います。その反面、対処療法としても法制化されるのであ

れば、今後の立案においても参考法令とされますので、中小法人の範囲について改正を行

う際、政治家に対する説得力を持つことになります。このため、今後の動向に注意が必要

です。

資本金の額など

が１億円以下の

法人

同一の大規模法人が資本

金の額などの 1/2 以上を
所有している法人

２以上の大規模法人が資

本金の額などの 2/3 以上
を所有している法人

上記以外の法人

資本金の額など

がない法人

常時使用する従業員の数

が 1,000人以下の法人

上記以外の法人

常時使用する従業員

の数が 1,000 人以下
の法人 

上記以外の法人

＜改正案＞



その他押さえておくべき改正事項 

概要 

法人税関係について規定の明確化や経済界に配慮した措置など、所定の改正が行われます

（大綱 P74～75）。
納税者有利の改正です。

内容 

１ 組織再編税制の見直し

① 株式交換又は株式移転（株式交換等）に係る税制について、次の見直しが行われると

ともに、その他適格要件に関する所要の措置が設けられます。

現行 改正案

共同事業要件の適格判断に

おける役員継続要件

株式交換等前の特定役員の

いずれかが
．．．．．

その株式交換等

に伴って退任をする株式交

換等でないこと

株式交換等前の特定役員の

全てが
．．．

その株式交換等に伴

って退任をする株式交換等

でないこと

適格株式交換等（※）の

子法人株式の取得価額

子法人の株式交換等の直前
．．．．．．．．

におけ
．．．

る
．
簿価純資産価額

子法人の直前の申告におけ
．．．．．．．．

る
．
簿価純資産価額にその後

の資本金等の額等の増減を

調整した金額
（※）株主が 50人以上である子法人の場合

② 共同事業を行うための新設合併、新設分割又は株式移転に係る適格要件のうち、株式

継続保有要件の判定について明確化することとされます。

２ 譲渡制限付株式についての所要の措置

① 法人の支給する役員給与について、役員から受ける将来の役務の提供の対価として交

付する一定の譲渡制限付株式による給与についての事前確定の届出が不要とされます。

② 個人から受ける将来の役務の提供の対価として一定の譲渡制限付株式を交付した場合

には、その役務の提供に係る費用の額は、原則として、その譲渡制限付株式の譲渡制限が

解除された日の属する事業年度の損金の額に算入する措置が設けられます。



３ 利益連動給与の算定指標の範囲の明確化

利益連動給与の算定指標の範囲に、ROE（自己資本利益率）その他の利益に関連する一定
の指標が含まれることが明確化されます。

適用関係 

上記２②については、平成 28年 4月 1日以後に交付の決議がされる譲渡制限付株式につい
て適用されます。 

それ以外については、大綱上特段の規定が設けられておりませんので、経過措置の原則通

り、平成 28年 4月 1日以後開始する事業年度において適用されると考えられます。 

関連法規 

１は、法令４の３⑯二・⑳二、119①九ロ・十一ロ
２は新設ですが、参考になる法令として法法 34①二・54 
３は、法法 34①三

コメント

１ 組織再編税制の見直しについて

経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2016/151216a/pdf/151216a0
02.pdf）によれば、「「攻めの経営」を後押しするため、共同事業を行うための株式交換・移
転における役員継続要件を緩和するなど、事業再編を円滑化するための所要の制度整備を

行う」と本改正の趣旨が説明されています。緩和とある通り、従来の硬直的な制度や面倒

な制度について、納税者有利の改正が実現します。

適格株式交換・適格株式移転については、役員継続要件について、役員の全員が退任せず

残る必要がありましたが、今後は役員のいずれかが残れば、適格要件を満たすことになり

ます。加えて、株主 50人以上の子法人株式の取得価額についても、仮決算の必要はないこ
とになり、要件の緩和が実現することになります。

厳しすぎる制度であれば利用が進みませんので、適格要件に係る要件緩和は望ましいと思

われます。加えて、子法人株式の取得価額についても、判定時期を直前ではなく直前の申



告ベースとした場合、期中に大きな損失を出すことで理論上の簿価が引き下がりますが、

その損失を親法人で取り込むことができる、といった懸念があります。しかし、適格要件

においては株式継続保有要件が設けられていますので、その懸念も問題ないと考えます。

その他、明確にされるという「共同事業を行うための新設合併、新設分割又は株式移転に

係る適格要件のうち、株式継続保有要件の判定」の詳細について明確な説明は見つかりま

せんでした。このため、法令を確認する必要があります。解釈上疑義がある、「継続して保

有することが見込まれる」という要件について、明確化されることが期待されます。

なお、ヤフー事件（東京高裁平成 26 年 11 月 5 日判決。Z888-1889）において問題になっ
た特定役員については、「就任が予定されず

．．．．．．．．
、実際にも就任していない」という判断がなさ

れています。このため、株式継続保有要件については、保有が予定されている
．．．．．．．．．．

か、といっ

た点で判断するよう法律上明確化される可能性も大きいのではないか、と個人的には考え

ています。

２ 譲渡制限付株式についての所要の措置について

経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2016/151216a/pdf/151216a0
02.pdf）によれば、「株式報酬や業績連動報酬の導入が促進されることで、経営者に中長期
的な企業価値向上のインセンティブを与え、我が国企業の「稼ぐ力」向上につなげる～特

に、株式報酬については、経営陣に株主目線での経営を促したり、中長期の業績向上イン

センティブを与えるといった利点があり、その導入拡大は海外を含めた機関投資家の要望

に応えるもの」として、譲渡制限付株式に基づく役員給与の損金算入措置の導入が要望さ

れていました。その背景には、「我が国企業の役員報酬は固定報酬中心であり、業績向上の

インセンティブが十分働いていない」という問題意識が指摘されています。

特譲渡制限付株式については、近年税務訴訟で所得区分などについて争われる例もあり（名

古屋地裁平成 26年 5月 29日判決。Z888-1893）、課税上のルールを明確化する必要性もあ
ったと考えられます。この譲渡制限付株式ですが、仕組みとしては次ページの図の通りと

されているようです。

具体的な課税関係ですが、税務雑誌によると（T&A master 624号）、以下の通り個人と法
人で異なる課税関係になるとされています。

個人 法人

課税時期又は損金算入時期 譲渡制限が解除された時点 譲渡制限が解除された時点

課税金額又は損金算入額 譲渡制限解除時の時価 交付時の時価



（出典）「経済産業省資料」

（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2016/151216a/pdf/151216a002.pdf）

上図にもある通り、制限が解除されるまでは、権利確定しているとは言い難いですから、

個人課税においては、その制限の解除があった段階で、課税対象になると考えられます。

一方で、法人税については、債務確定はその時点としながら、損金算入される金額は交付

時の時価とされますので、注意が必要です。

３ 利益連動給与の算定指標の範囲の明確化について

経済産業省資料（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2016/151216a/pdf/151216a0
02.pdf）によれば、「業績連動報酬の導入が促進されることで、経営者に中長期的な企業価
値向上のインセンティブを与え、我が国企業の「稼ぐ力」向上につなげる」という目的か

ら、利益連動給与に、「純粋な利益指標（営業利益、経常利益等）に加え、ROE、ROA 等
の一定の利益関連指標が含まれることを明確化」することとされます。

利益連動給与は要件が厳しく、適用例が多いとは言えませんが、現行の条文においても、

これらの利益関連指標が含まれると読むことは可能です。このため、あくまでも明確化と

いう整理であり、特別の経過措置は設けられておらず、これらの指標を前提とした従来の

利益連動給与についても、損金算入することが可能と考えます。

いずれにしても、大企業向けの改正であり、中小企業においては、それほど適用例はない

かもしれません。



Ⅳ 消費課税に関する改正

消費税の軽減税率制度～インボイス制度以外～

概要 

消費税率 10％への引上げに対する低所得者への配慮として、消費税の軽減税率制度が導入
されます（大綱 P78～80、111～114）。
本改正の目玉であり、納税者有利の改正です。

内容 

１ 軽減税率制度の全体像 

２ 軽減税率対象品目及び税率 

軽減税率の対象となる課税資産の譲渡等（「軽減対象課税資産の譲渡等」（仮称））は以下の

通りとされ、軽減税率は 6.24％（地方消費税と合わせて８％）とされます。

① 飲食料品の譲渡 

イ 酒税法に規定する酒類以外の、食品表示法に規定する食品が軽減税率の対象になり、

外食サービスは除かれます。 

飲食料品 
８％（地方税込）

一定の新聞 

その他 10％（地方税込）

H29.4.1 

＜税率の取扱い＞

H33.4.1 

適格請求書等保存方式現行の請求書等保存方式を基本的に維持

しつつ区分経理に対応するための措置



ロ 除かれることになる外食サービスは、食品衛生法上の飲食店営業、喫茶店営業その他

の食事の提供を行う事業を営む事業者が、一定の飲食設備のある場所等において行う食事

の提供などを意味するとされています。 

ハ 飲食料品と飲食料品以外の資産が一体となっている資産については、飲食料品に該当

しないとされますが、一定金額以下の少額の資産であって、その資産の主たる部分が飲食

料品から構成されているものについては、その全体が軽減税率の対象となる飲食料品とし

て軽減税率の対象とするとされています。 

ニ 軽減税率の対象となる飲食料品を保税地域から引き取る場合にも、軽減税率の対象に

なります。 

② 定期購読契約が締結された週２回以上発行される新聞の譲渡 

イ 軽減税率の対象になるのは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する

一般社会的事実を掲載する週２回以上発行される新聞に限られます。 

ロ 飲食料品とは異なり、保税地域から引き取られる課税貨物に該当するものは、軽減税

率の対象にはなりません。 

３ 適格請求書等保存方式が導入されるまでの間の措置 

① 全体像 

仕入税額控除については、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、区分経理に対

応するための措置が導入されます。 

② 帳簿及び請求書等の記載事項の追加 

課税仕入れが軽減税率対象品目に係るものである場合には、以下の事項についても記載し

なければならないこととされます。 

種類 追加事項 

帳簿 ・ 軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨 

請求書等（※）
・ 軽減対象課税資産の譲渡等である旨 

・ 税率の異なるごとに合計した対価の額 



（※）交付を受けた事業者が事実に基づき追記することを認める措置が設けられます。 

③ 売上げを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者に対する売上税額の簡

便計算に係る経過措置 

イ 適用対象者 
基準期間における課税売上高が 5,000万円以下である、
軽減対象課税資産の譲渡等を行う事業者（免税事業者以外）

ロ 適用期間 平成 29年 4月 1日～平成 33年 3月 31日までの期間

ハ 適用要件 
国内において行う課税資産の譲渡等を税率の異なるごとに

区分することにつき困難な事情がある場合

ニ 軽減税率適用売上の 

区分 

全体の税込売上×（ホ～への割合）が軽減税率適用分、その

他が標準税率適用分の税込売上とされる

ホ 連続する 10 営業日の
実績に基づく割合 

（軽減対象課税資産の譲渡等）（※１）／（課税資産の譲渡等）
（※１）

へ 卸売・小売業の特例的

区分割合（※２）

（軽減対象課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ）／（卸

売業及び小売業に係る課税仕入れ等）（※３）

ト 区分割合の特例（※４） 50％
（※１）計算対象となる期間は、通常の事業を行う連続する 10営業日における金額とされています。
（※２）この割合は、簡易課税制度の適用を受ける課税期間は適用できません。

（※３）この割合は、卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等についてのみ適用され、これら以外の業

種に係る課税資産の譲渡等については、通常の税額計算の方法によることとされます。

（※４）この割合は、主として軽減対象課税資産の譲渡等を行う事業者で、割合の算定につき困難な事情

がある場合に適用されます。

④ 仕入れを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者に対する仕入税額の簡

便計算に係る経過措置 

イ 税額計算の特例 

一 適用対象者 
基準期間における課税売上高が 5,000万円以下である
軽減対象課税資産の譲渡等を行う事業者（免税事業者以外）

二 適用期間 
平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日の属する課税期間の
末日までの期間

三 適用要件１ 
国内において行う卸売業又は小売業に係る課税仕入れ等を税率

の異なるごとに区分することにつき困難な事情がある場合

四 適用要件２ 

簡易課税制度の適用を受ける課税期間及び上記③の売上税額の

簡便計算に係る経過措置のうち、ヘの卸売・小売業の特例的区

分割合の適用で計算する措置を受ける課税期間でないこと

五 軽減税率適用仕入

の区分 

（卸売業及び小売業に係る課税仕入れ等に係る税込対価合計）

×（六の割合）が軽減税率適用分、その他が標準税率適用分の

税込課税仕入れ等の金額とされる

六 簡便計算の割合 
（軽減対象課税資産の譲渡等）／（卸売業及び小売業に係る課

税資産の譲渡等）



ロ 簡易課税制度の特例 

一 適用対象者 
基準期間における課税売上高が 5,000万円以下である
軽減対象課税資産の譲渡等を行う事業者（免税事業者以外）

二 適用期間 
平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日までの日の属する課税期
間の末日

三 適用要件 
国内において行う課税仕入れ等を税率の異なるごとに区分すること

につき困難な事情がある場合

四 期限の特例 
簡易課税制度選択届出書を提出した日の属する課税期間から簡易課

税制度の適用が認められる

⑤ 売上げを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者以外の事業者に対する

売上税額の簡便計算に係る経過措置 

基準期間における課税売上高が 5,000 万円超である軽減対象課税資産の譲渡等を行う事業
者が、国内において行う課税資産の譲渡等を税率の異なるごとに区分することにつき困難

な事情があるときは、平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日の属する課税期間の末
日までの期間について、上記③と同様の措置が設けられます。

⑥ 仕入れを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者以外の事業者に対する

仕入税額の簡便計算に係る経過措置

イ 税額計算の特例

基準期間における課税売上高が 5,000 万円超である軽減対象課税資産の譲渡等を行う事業
者が、国内において行う卸売業又は小売業に係る課税仕入れ等を税率の異なるごとに区分

することにつき困難な事情があるときは、平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日の
属する課税期間の末日までの期間について、上記④イと同様の措置が設けられます。

ロ 簡易課税に準じた方法の特例

一 適用対象者 基準期間における課税売上高が 5,000万円超である事業者
二 適用期間 平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日の属する課税期間の末日

三 適用要件１ 
国内において行う課税仕入れ等を税率の異なるごとに区分するこ

とにつき困難な事情がある場合

四 適用要件２ 
課税期間の末日までに所轄税務署長に対し簡易課税に準じた計算

を行う旨の届出書を提出すること

五 計算方法 
簡易課税に準じた方法により課税仕入れ等の税額の合計額を計算

することが認められる



⑦ その他適格請求書等保存方式が導入されるまでの間について、所要の経過措置が設け

られます。 

４ 地方消費税について所要の措置が設けられます。 

適用関係 

上記は、３④ロを除き、平成 29年 4月 1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等
及び課税仕入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物について適用されます。

関連法規 

新設

コメント 

公明党の念願とも言える軽減税率が 10％増税時に導入されることになりました。本来、軽
減税率は低所得者対策の側面が強い制度ですので、消費税だけで議論をする問題ではなく、

社会保障改革や給付付き税額控除も踏まえ一体として検討し法制化すべきと考えられます。

しかしながら、このような議論はほとんどなく、10％の痛税感を和らげる目的だけで創設
されたと言える内容になっています。

飲食料品が対象になるのは当然としても、新聞が対象になるのは納得できないと考えます。

生活保護的な側面から言えば、公共料金など、新聞よりもはるかに生活必需品と呼ぶべき

ものは多くあります。何故新聞が先立って軽減税率の対象になるのか、この点政治力学が

働いたとしか考えられません。軽減税率は低所得者対策というメリットはあるものの、線

引きの難しさという非常に大きなデメリットがあり、執行のコストと軽減税率による税収

減という犠牲を払ってまで、新聞を対象とする必要性は理解できません。

線引きの観点から言えば、飲食料品について、食品表示法を基礎に判断することになりま

すので、まずはこの規定を確認しておく必要があります。

食品表示法２条（定義）

この法律において「食品」とは、全ての飲食物（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 （昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規

定する医薬部外品及び同条第九項に規定する再生医療等製品を除き、食品衛生法第四条第二項に規定す

る添加物（第四条第一項第一号及び第十一条において単に「添加物」という。）を含む。）をいう。



食品表示法はすべての飲食物を対象にするわけですから、医薬品を除き口に入るものであ

れば、原則としては軽減税率の対象になると解釈できます。なお、食品表示法に則って食

品表示基準（平成 27 年内閣府令第 10 号）があり、この表示基準によって食品表示法の実
務が行われていますので、その基準も今後は確認する必要があります。

特に問題になるのは、軽減税率が適用されない外食との境界ですが、財務省資料（http://w
ww.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20151216b.pdf）によると、①一定の
飲食設備のある場所等において行う、②食事の提供（注：その場で飲食させる

．．．．．．．．．
サービスの

提供と解釈する模様です。）に当たるかという２つの要件から判断し、具体的には以下のよ

うな区分で行われる模様です。

軽減税率（外食でない） 標準税率（外食）

＜テイクアウト・持ち帰り・宅配＞

① 「一定の飲食設備のある場所等におい

て行う」ものでないもの

牛丼・ハンバーガー店のテイクアウト

そば屋の出前

ピザの宅配

屋台での飲食（テーブル・椅子等の飲食設

備がない場合）

寿司屋のお土産

② 食事の提供に当たらないもの

コンビニの弁当・惣菜（イートイン・コー

ナーありでも、持ち帰り可能な状況で販売

される場合には軽減）

＜外食・イートイン＞

牛丼・ハンバーガー店の店内飲食

そば屋の店内飲食

ピザ屋の店内飲食

フードコートでの飲食

寿司屋での店内飲食

コンビニのイートイン・コーナーでの飲食

を前提に提供される飲食料品（トレイに載

せて座席まで運ばれるもの、返却の必要が

ある食器に盛られた食品など）

ケータリング・出張料理
（出典）「財務省資料」を基に作成

（http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20151216b.pdf）

問題になりそうな出前とケータリングの違いですが、「「出前」は、加工食品の配達であり、

８％が相当。但し、単に出来合いの食品を届けるのではなく、客の自宅やホテルに出向い

て、調理や給仕を伴うケータリング・出張料理は外食と扱うことが相当」（財務省資料）と

説明されています。このため、配達先において調理や給仕がなく、出前と同様食後に食器

を取りに来る程度のサービスであれば、軽減税率と取り扱うことが可能と解釈できます。

なお、詳細は改正法を確認する必要がありますが、飲食料品に含まれる、一定金額以下の

少額の資産であって、その資産の主たる部分が飲食料品から構成されているものについて、

その一定金額は１万円以下で調整しているという報道があります。



税務通信 3390号

（２） 飲食料品と飲食料品以外の資産が一体となっている資産（一体商品）

一体商品については、飲食料品に該当しない。ただし、一定金額以下の少額の資産であって、その資産の

主たる部分が飲食料品から構成されているものについては、その全体を「飲食料品」として軽減税率の対

象とする。

現段階では、一定金額については「1万円以下」を想定している。

１万円まで認められるのであれば、相当数の一体商品について軽減税率が認められると考

えられますし、「主たる部分が飲食料品から構成されている」という解釈について、国税と

見解の相違が起こる可能性が大きいと思われますので、注意が必要です。

次に、新聞についてですが、「一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般

社会的事実を掲載する」一定のものが該当するとされています。財務省資料によれば、こ

の定義は独占禁止法の告示を参考にしたもののようです。

新聞業における特定の不公正な取引方法 

備考

この告示において、「日刊新聞」とは、一定の題号を用い、時事に関する事項を日本語を用いて掲載し、

日日発行するものをいう。

報道では、スポーツ紙などは対象外と説明されていますが、大綱や上記を前提とすると、

新聞の定義には該当すると考えられます。この点、スポーツ新聞は駅やコンビニで買うこ

とが多いため、「定期購読」という要件で除いているだけであって、定期購読するスポーツ

新聞であれば、軽減税率の対象になると考えられます。

ところで、軽減税率の線引きが難しいこともあり、本改正ではインボイス制度が創設され

る前の経過措置として、非常に複雑な規定を置いています。この方式は、「区分記載請求書

等保存方式」と呼ばれるものですが、以下のようなポイントから整理されています。

① 請求書等保存要件

仕入税額控除に当たっては、請求書等保存要件（消法 30⑦）が要請されていますが、請求
書の記載事項として軽減対象課税資産の譲渡等である旨（軽減税率）と税率の異なるごと

に合計した対価の額（10％分と 8％分ごとの合計額）も追加で記載される必要があるとされ
ます。

ただし、交付を受けた事業者で追記しても問題がない、という取扱いになっていますので、



記載事項にそれほど神経質になる必要はないと考えられます。

② 売上の経過措置（課税売上を税率の異なるごとに区分することにつき困難な事情があ

る場合）

軽減税率の対象となる売上を区分できない小規模事業者が対象になります。経過措置の適

用関係ですが、以下の通り適用されます。

１ 仕入を区分できる事業者のうち、卸売業・小売業については、仕入の割合から軽減税

率適用部分を計算する

２ １以外の事業者については、連続する 10営業日の実績で軽減税率適用部分を計算する
３ １も２も適用できない事業者で、かつ主に軽減税率対象品目を販売する事業者に限り、

50％基準での計算が可能になる

卸売事業者・小売事業者は、仕入れたものをそのまま販売する業種ですので、仕入におけ

る軽減税率商品の割合を見れば売上におけるこの割合もおおむね把握できる、という考え

方で制度設計がなされています。

なお、明確な解説は見つけられませんでしたので、改正法を確認する必要がありますが、「卸

売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等についてのみ適用され、これら以外の業種に係る

課税資産の譲渡等については、通常の税額計算の方法による」と大綱では説明されていま

すので、課税資産の譲渡等ごとに判断し、卸売者・小売者以外の業種に係る部分について

は、通常の区分経理で処理する必要があると考えられます。

ご注意頂きたいのは、３パターンにわけて計算をすることとされていますが、財務省資料

を前提とすると、任意に選択できるものではなく、事業者の実態に応じて適切な方法をこ

れらから強制的に選択する必要があると考えられます。

なお、卸売事業者・小売事業者の特例も 10営業日の実績も適用できず、かつ主に軽減税率
対象品目を販売しない事業者は適用できる経過措置がないことになります。この場合には、

半ば強制的に 10営業日の実績を算定するよりほかにないと考えられます。

③ 仕入の経過措置（課税仕入れを税率の異なるごとに区分することにつき困難な事情が

ある場合）

②とは逆で、売上を管理できる卸売事業者・小売事業者であればその割合から仕入におけ

る軽減税率部分を算定することになります。それ以外の小規模事業者は、簡易課税で計算



することができるよう措置されます。

④ 売上の経過措置は４年、仕入の経過措置は１年

売上の経過措置はインボイスが導入されるまでの４年間、仕入の経過措置は１年間と適用

期間が異なっています。私見ですが、仕入については簡易課税制度を使えば原則として大

きな問題は発生しない、という考え方と想定されます。

⑤ 小規模事業者以外の事業者も１年間は適用可

小規模事業者以外の事業者であっても、課税売上や課税仕入れを税率の異なるごとに区分

することにつき困難な事情がある場合については、②・③の経過措置は１年間適用できる

とされています。

大企業にも使わせる理由として、財務省資料においては、システム対応に時間がかかるこ

とに加え、「一般に大企業ほど課税仕入れ率は高く、中小企業の平均水準の簡易課税制度は

大企業には厳しい」と課税上の弊害がないかのようなアピールがなされています。しかし、

大企業の場合、給与水準も大きいわけで、本当にこのような厳しい事態になるのか多少疑

問があります。

これらの経過措置のうち、売上の経過措置である 50％の基準については、新しい益税を発
生させるもの、と指摘されています。「主として軽減対象課税資産の譲渡等を行う事業者が、

割合の算定につき困難な事情がある場合」という要件はあるにせよ、50％もの売上が軽減
税率部分になるのであれば、事業者によっては大きなメリットになります。

大綱を読む限り、経過措置の要件である「課税売上や課税仕入れを税率の異なるごとに区

分することにつき困難な事情がある場合」や「主として軽減対象課税資産の譲渡等を行う

事業者が、割合の算定につき困難な事情がある場合」について、事前の届出の要件などは

要請されていません。何より、これらの要件の事実認定の余地が大きすぎます。そもそも

軽減税率は線引きが非常に難しいわけですから、どんな事業者でも困難な事情がある、と

解釈することも可能でしょう。

先に述べた通り、この経過措置は任意に選択できるものではなく、事業者の実態に応じて

強制的にいずれかの方法が適用されると考えられますが、このように厳格に適用させるこ

とは難しく、多少アグレッシブに 50％基準を適用するなどしても、実際のところは厳しい
処分を行うことは国税も難しいのではないかと考えます。



インボイス導入までの経過措置であり、影響は大きくないと考えているのかもしれません

が、益税が発生することは事実であり、このような益税を発生させてまで軽減税率を導入

するメリットはあるのか疑問があります。なお、財務省資料によれば、これらの経過措置

は「現金商売の八百屋や地方の商店などを想定」などと説明しているものの、このような

超小規模な事業者だけでなく、課税売上高が５千万円以下の中小事業者に適用することと

されていますので、簡易課税と同様、節税手段として使われる可能性も大きいと考えます。

区分記載請求書等保存方式などという面倒な制度を用意するのではなく、インボイスをま

ず導入し、区分経理や積上計算に対する納税者や税理士の意識を変化させた上、軽減税率

を導入した方が執行上は望ましかったのではないかと考えられます。



消費税の軽減税率制度～インボイス制度～ 

概要 

消費税の軽減税率制度の導入に合わせて、インボイス制度が創設されます（大綱 P78～80・
114～120）。
本改正の目玉であり、インボイス制度に関しては、原則として納税者不利の改正です。

内容 

１ 全体像

適格請求書発行事業者登録制度が創設され、原則として「適格請求書発行事業者」（仮称）

から交付を受けた「適格請求書」（仮称）又は「適格簡易請求書」（仮称）の保存が、仕入

税額控除の要件とされます（適格請求書等保存方式）。

２ 適格請求書発行事業者登録制度 

① 適格請求書発行事業者の登録 

要件など 内容 

要件１ 免税事業者以外の事業者 

要件２ 申請書を提出し、適格請求書を交付できる事業者として登録を受ける 

要件３（※１） 特定国外事業者（※２）については消費税に関する税務代理人があること

申請時期 平成 31年 4月 1日～申請受付 
（※１）特定国外事業者の場合に限り、要請される要件です。 

（※２）事務所、事業所等を国内に有しない国外事業者をいいます。 

② 適格請求書発行事業者の公表 

適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号等については、インターネットを通じ

て登録後速やかに公表するものとされます。 

③ 適格請求書発行事業者の登録の取消し 

適格請求書発行事業者が、登録の取消しを求める届出書を所轄税務署長に提出した場合に

は、その登録を取り消すことができるとされます。 



④ 事業者免税点制度との適用関係 

適格請求書発行事業者の登録を受けた日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間に

ついては、登録の取消しを求める届出書の提出が行われない限り、事業者免税点制度は、

適用されません。 

⑤ 登録国外事業者制度に係る経過措置 

平成 33年 3月 31日において電気通信利用役務の提供に係る登録国外事業者である者（平
成 27年消法附則 39）については、平成 33年 4月 1日に適格請求書発行事業者の登録を受
けたものとみなされます。

⑥ その他適格請求書発行事業者登録制度について、所要の措置が設けられます。 

３ 適格請求書の意義 

以下の事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類をいいます。 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（その課税資産の譲渡等が軽減対象課税

資産の譲渡等である場合には、その旨） 

④ 課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計し

た金額及び適用税率 

⑤ 消費税額等（※） 

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 
（※）地方消費税を含み、消費税額等の計算において１円未満の端数が生じた場合には、税率の異なるご

とに端数処理します。 

４ 適格簡易請求書の意義 

以下の事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類をいいます。 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（その課税資産の譲渡等が軽減対象課税

資産の譲渡等である場合には、その旨） 

④ 課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計し

た金額 



⑤ 消費税額等又は適用税率 

５ 適格請求書発行事業者の義務等 

① 適格請求書の交付義務 

適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合において、他の課

税事業者から求められたときは、適格請求書を交付しなければなりません。 

② 適格請求書の交付義務の免除 

以下の課税資産の譲渡等については、適格請求書の交付義務が免除されます。 

イ 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送として行われるもの（３万

円未満のものに限られます。）

ロ 媒介又は取次ぎに係る業務を行う者（卸売市場、農業協同組合又は漁業協同組合等）

が委託を受けて行う農水産品の譲渡等

ハ 自動販売機により行われるもの（３万円未満のものに限られます）

ニ その他請求書等を交付することが困難な課税資産の譲渡等のうち一定のもの

③ 適格簡易請求書を交付することができる事業

適格請求書発行事業者が、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業又は駐車場業

などの不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業を行う場合には、適格請

求書に代えて適格簡易請求書を交付することができます。

④ 適格請求書に係る電磁的記録の提供

適格請求書発行事業者が、あらかじめ課税資産の譲渡等を受ける他の事業者の承諾を得た

ときは、適格請求書を交付することに代えて適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を提

供することができます。

⑤ 適格請求書等の保存

適格請求書又は適格簡易請求書を交付した適格請求書発行事業者は、交付した書類の写し

を保存しなければなりません。また、適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を提供した

適格請求書発行事業者は、その電磁的記録を保存しなければなりません。



⑥ 適格請求書類似書類等の交付禁止

イ 適格請求書などに類似するもの（「適格請求書類似書類等」（仮称））の交付及び提供は

禁止されます。

ロ 適格請求書類似書類等の交付又は提供に関する調査に係る質問検査権の規定が整備さ

れます。

ハ 適格請求書類似書類等を交付又は提供した者に対する罰則が設けられます。

⑦ 任意組合等の適格請求書等の交付

民法上の組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合等については、その組合員全員

が適格請求書発行事業者であることについて、その旨を税務署長に届け出た場合に限り、

適格請求書などを交付又は提供することができるとされます。

⑧ その他適格請求書発行事業者の義務等について、所要の措置が設けられます。

６ 仕入税額控除の要件の見直し

① 帳簿の記載事項

課税仕入れが軽減税率対象品目に係るものである場合には、帳簿に記載すべき事項として

「軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨」が加えられます。

② 帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる取引

以下の課税仕入れについては、課税仕入れを行った事業者において適格請求書等の保存を

要せず、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められます。

イ 適格請求書の交付義務が免除される公共交通機関からのもの

ロ 適格簡易請求書の要件を満たす入場券等が使用の際に回収されるもの

ハ 古物営業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受けるもの

ニ 質屋を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受けるもの

ホ 宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受けるもの

へ 適格請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品を買い受けるもの

ト 自動販売機からのもの（３万円未満のものに限ります）

チ その他適格請求書等の交付を受けることが困難な一定のもの



ただし、課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が３万円未満である場合に帳簿の保存の

みで仕入税額控除が認められる措置は廃止されます。

③ 仕入税額控除の要件を満たす請求書等

上記②の場合を除き、以下の保存が仕入税額控除の要件とされます。

イ 適格請求書

ロ 適格簡易請求書

ハ 適格請求書の記載事項に係る電磁的記録

ニ 事業者が課税仕入れについて作成する仕入明細書、仕入計算書等の書類で、適格請求

書の記載事項が記載されているもの（適格請求書発行事業者の確認を受けたものに限

られます）

ホ 媒介又は取次ぎに係る業務を行う者（卸売市場、農業協同組合又は漁業協同組合等）

が、委託を受けて行う農水産品の譲渡等について作成する一定の書類

７ 売上げに係る税額の計算方法

① 課税標準額に対する消費税額は、税率の異なるごとに区分した課税標準である金額の

合計額にそれぞれ税率を乗じて計算する方法によります。

② 適格請求書発行事業者が、交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しなどを保存

等している場合には、これらの書類に記載した消費税額等を積み上げて課税標準額に対す

る消費税額を計算することができます。

③ 特例として認められている積上計算の特例（平成 15年改正消規２③・④）については、
廃止されます。

８ 仕入れに係る税額の計算方法

① 課税仕入れに係る消費税額は、原則として適格請求書等に記載された消費税額等を積

み上げて計算します。

② 仕入税額控除が認められる課税仕入れにつき、その課税仕入れに係る支払対価の額を

基礎として消費税額等を計算し、１円未満の端数につき税率の異なるごとにその端数を切

捨て又は四捨五入により処理する場合には、その消費税額等の積上げ計算が認められます。



③ 売上げに係る税額の計算につき、上記７②の売上消費税の積上げ計算の適用を受けな

い事業者については、課税期間中に国内において行った仕入税額控除が認められる課税仕

入れに係る支払対価の額を税率の異なるごとに区分した金額の合計額にそれぞれ税率を乗

じて、課税仕入れに係る消費税額を計算することが認められます。

９ 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

① 全体像

下記の期間に国内において免税事業者等から行った課税仕入れについては、以下を要件に

以下の控除税額を控除することができます。

対象期間 要件 控除税額

平成 33年 4月 1日～
平成 36年 3月 31日 一定の事項が記載された

帳簿及び請求書等を保存

している場合

課税仕入れに係る支払対価の額に係

る消費税相当額×80％
平成 36年 4月 1日～
平成 39年 3月 31日

課税仕入れに係る支払対価の額に係

る消費税相当額×50％

② 保存すべき書類など

「適格請求書等保存方式が導入されるまでの間の措置」において仕入税額控除の要件を満

たす帳簿及び請求書等を保存し、帳簿にはこの経過措置の適用を受けたものである旨を、

あわせて記載する必要があります。

10 その他適格請求書等保存方式について、所要の措置及び経過措置が設けられます。

適用関係 

上記は、９①の平成 36年 4月 1日以後に適用される経過措置を除き、平成 33年 4月 1日
以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税地域から引き取

られる課税貨物について適用されます。 

関連法規 

消法 30⑦～⑨
消令 49・50 



コメント 

軽減税率の導入に伴い、ようやく日本においてもインボイス制度が導入されることになり

ます。消費税は取引（資産の譲渡等）ごとに課税される随時税ですので、課税期間をベー

スに期間税のような計算する現行の請求書等保存方式は妥当性を欠く制度であり、その見

直しは今後の消費税を考える上では必要不可欠と考えられます。 

日本におけるインボイス制度は、「適格請求書等保存方式」という名称になり、この適格請

求書等保存方式は、現行の制度と比較すると、以下のような特色を持ちます（参考：財務

省資料（http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20151216b.pdf））。

１ 請求書の記載方式など

現行の請求書と最も異なる点は、適格請求書であるか、適格簡易請求書（相手方の氏名等

の記載が要請されないもの）であるかを問わず、発行事業者の「登録番号」を記載するこ

ととされている点です。この登録番号ですが、大綱を読む限り、登録後速やかに公表する

ため、法人番号ではなく独自の番号が付される可能性があると考えられます。

平成 27年度改正においては、電子商取引に係る消費税の内外判定の見直しが実現しました
が、本来であればこの制度の執行には登録番号のような相手方の情報が必要不可欠だった

はずです。このような事情も踏まえてか、課税売上割合 95％以上の事業者にはリバースチ
ャージ方式が不適用とされていますが、この点もインボイスの導入に伴い、見直しがなさ

れる可能性は大きいと考えられます。

インボイス制度を担保するために、請求書の交付義務が設けられたり、不正交付について

質問検査権や罰則が設けられたりすることとされています。現行制度においては、以下の

通り交付義務までは設けられていませんでしたが、改正後は交付を求められれば、交付す

る義務があるとされていますので、請求書等を交付する義務又は受領する権利として位置

づけられることになります。

消費税審理事例検索システム （平成 12年）国税庁消費税課（TAINS 消費事例 003000）
10－103 「請求書等の交付義務」

消費税の仕入税額控除については、帳簿に記載し、かつ請求書等を保存することが要件とされているが、

これは請求書等を交付する義務又は受領する権利として位置づけられているものではない。したがっ

て、請求書等を受領した場合にはそれを保存し、かつその請求書等に基づき～帳簿を保存することで仕

入に係る消費税額の控除が認められるというにすぎない。

なお、その交付を受けられなかったことについて、やむを得ない理由があるときには～帳簿にそのやむ

を得ない理由～を記載している場合には～控除が認められる（令 49①二）。



ところで、多少疑義がありますが、「課税事業者から求められたときは、適格請求書を交付

しなければならない」ため、求めなければ交付を受けなくとも問題はないとも考えられま

す。しかしながら、適格請求書の保存が仕入税額控除の要件であるとともに、「適格請求書

等の交付を受けることが困難な一定のもの」について帳簿の保存だけで足りるとしており、

かつ請求書等の保存が不要になる３万円未満の特例（消令 49①一）も廃止されますから、
保存がなければ原則として仕入税額控除は認められないと考えるべきでしょう。

現行、工事などにおいては、請求書を貰わず見積書だけを保存するなどしても大きな問題

にはなりませんでしたが、きちんとした税額が書かれている請求書を基準に計算を行うべ

きですので、請求書を随時もらうよう顧問先には指導しておいた方がいいと考えられます。

詳細は改正法や改正通達の条文をしっかりと読み込む必要がありますが、下記裁決例にも

ある通り、税務調査の際これらの保存がなかったと言って、それだけで即仕入税額控除が

否認されることは、執行上はないと考えられます。

平成 13年 12月 17日裁決（F0－5－087）

帳簿書類を提示するように再三再四要請したにもかかわらず、請求人は～正当な理由がないにもかかわ

らず、調査に全く協力しようとせず、帳簿書類の提示をしなかったものであるから、消費税法第 30 条
第 7項に規定する帳簿書類の保存があったとは認められない。

２ 税額計算の方法など

消費税の計算は以下の通り整理されます。

原則 特例

売上に係る消費税 取引総額からの割戻 税額の積上げ（※１）

仕入に係る消費税 税額の積上げ（※２） 取引総額からの割戻（※３）
（※１）交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しなどを保存等している場合に適用できます。

（※２）課税仕入れの都度、税込金額を端数処理した税額計算も認められると考えられます。

（※３）売上に係る消費税について、積上計算をしない場合に限り適用できます。

現状、積上計算については、あくまでも例外的に認められていますが、インボイスの導入

により、仕入れに係る消費税については、積上計算が税額計算の原則となります。このよ

うな事情がありますので、インボイスには現行は要請されていない消費税額についても記

載が要請されています。

消費税の計算の簡便性及び随時税の性格を踏まえれば、課税期間という一定期間が経過し

なければ仕入れに係る消費税を計算できないことはおかしい話ですので、この取扱いは妥



当と思われます。

今後の改正によっては見直しも考えられますが、現行の原則的な計算（売上も仕入も取引

総額から割り戻して計算する方法）で計算したとしても、問題がない仕組みになっていま

す。反面、積上計算の特例を適用している場合には、その要件が厳格化されていますので、

注意してください。

なお、特例の要件を満たさない場合は別にして、特例と原則の変更は、更正の請求等の事

後修正の対象には当然にならないと考えられます。

３ 免税事業者との取引の改正など

インボイスの導入の最大のデメリットと言われるのが、インボイスは課税事業者しか発行

できないため、免税事業者が経済取引から除外されてしまう可能性が大きいことです。現

行制度においては、免税事業者からの仕入税額控除も認められていますが（消法２①十二

括弧書き）、その反面免税事業者である関係会社を作って外注費として流す、といった安易

な節税も見られました。

このため、課税の適正化という観点からは、当然に免税事業者からの課税仕入れは認める

べきではなく、改正の方向性としては正しいと解されます。結果、今後免税事業者は相当

減少すると思われますが、反面、相手が免税事業者かどうか、今後は適格請求書の登録番

号などを確認して、的確にチェックする必要があります。税務調査においては、調査官が

一枚一枚請求書を確認するといった事態は想定しがたいですが、できうる限り請求書等の

確認はする必要があります。

とりわけ、給与と外注費の問題が関係する個人事業者には、早くから適格請求書の発行が

必要になること、そして登録番号により管理されるため申告もれが早期に発覚することか

ら、毎年の確定申告を的確に行うことを指導しておくべきでしょう。

蛇足ですが、適格請求書など請求書の発行がなければ、課税仕入れと認められないだけで

はなく、今後は請求書は当然発行するものと考えられますので、給与として認定される可

能性も極めて大きいと考えられます。適格請求書の発行時期について、特別な定めはあり

ませんし、現行の請求書について以下のような見解もありますので、バックデートで提出

させることも可能と考えられますが、早いうちに対応する必要があると考えられます。

消費税審理事例検索システム （平成 12年）国税庁消費税課（TAINS 消費事例 003000）
10－96 請求書等の発行時期



課税資産の譲渡等を受けた事業者において仕入税額控除の要件として保存すべきこととされている請

求書等については、課税資産の譲渡等の都度発行しても、課税期間の範囲内で一定期間まとめて発行し

てもよい（法 30⑨一ロ、二ハ）。

上記に加え、現状気になる点が二つほどあります。一つは、日当の課税仕入れがどうなる

か、ということです。日当については、従業員の実費負担を補てんするものであり、会社

が直接支払先に支払ったとされるべきものですから、ストレートに考えれば、適格請求書

の保存が不要となる「その他適格請求書等の交付を受けることが困難な一定のもの」とし

て帳簿の保存だけで課税仕入れが認められると考えますが、今後の動向に注意が必要と考

えられます。

もう一つは、リバースチャージの対象になる、特定課税仕入れに関する取扱いです。経過

措置により、リバースチャージは現状売上も仕入もないという取扱いが取られている事業

者がほとんどですが（平成 27年度改正法附則 42）、現行制度においては、帳簿の保存だけ
で課税仕入れができるとされています（消法 30⑦括弧書き）。大綱上、この取扱いについて
明記されていませんので、おそらく改正後は、帳簿の保存だけでは足りず、適格請求書の

保存も課税仕入れの要件になると考えます。

適格請求書が必要になる場合、相手先は税務署において登録が必要になりますし、取引の

都度登録番号の確認なども必要になります。登録がなされていれば問題はありませんが、

そうでないケースについては、リバースチャージが本格的に導入された後、課税売上とし

て特定課税仕入れを認識する一方で、課税仕入れとして仕入税額控除は認められないとい

う取扱いになります。実際のところは改正法を確認する必要がありますが、仮に著者の想

定通りであれば、電子商取引について相当の注意が必要になります。

以上を踏まえると、インボイスの導入により、手続上の手間が増大したり、免税事業者か

らの仕入れについて仕入税額控除ができないことになったりしますので、この改正は納税

者からすれば歓迎すべきものとは言えないかもしれません。しかしながら、インボイスは

現行の消費税制の問題の多くを解決する非常に効率的な制度ですから、歓迎すべき改正で

あると考えます。

インボイスが本格導入された後、残った消費税の課題は、簡易課税制度の見直しです。近

い将来、簡易課税を制限する改正が確実に法制化されると考えられますので、今後の動向

に注意が必要です。



その他押さえておくべき消費税の改正事項

概要 

輸出物品販売場制度の要件緩和等が行われます（大綱 P86～87・90）。
平成 27年度改正で実現した、クロスボーダーの電子商取引について、規定の見直しが行わ
れます（大綱 P89）。
高額資産を取得した場合の消費税の取扱いの適正化が行われます（大綱 P89～90）。
一部納税者有利、一部納税者不利の改正です。

内容 

１ 輸出物品販売場制度（消法８）の見直し 

① 免税販売の対象となる下限額（消令 18⑦）

種類 現行 改正案

一般物品 １万円超 ５千円以上

消耗品 ５千円超 ５千円以上

② 免税販売手続きの簡素化（消令 18②）

外国人旅行者が輸出物品販売場で免税対象物品を購入する場合において、その物品の輸出

に係る運送契約をその場で締結し、かつ、その物品をその運送契約に係る運送事業者など

に引き渡す場合における免税販売手続については、購入記録票の作成を省略するなどの簡

素化が行われます。

③ 手続委託型輸出物品販売場の設置（消令 18の 2）の要件緩和

大規模小売店舗を設置している者が商店街振興組合又は中小企業等協同組合法上の組合の

組合員である場合には、その大規模小売店舗とこれらの組合に係る地区又は地域を一の特

定商業施設として、手続委託型輸出物品販売場の設置が認められます。

④ 購入者誓約書の保存（消規７）の見直し

購入者誓約書の保存について、外国人旅行者から提供を受けた書類の記載事項に係る電磁



的記録の保存に代えることができることとされます。

④ 免税対象物品から、金又は白金の地金が除外されます。

⑤ その他所要の措置が設けられます。

２ 事業者向け電気通信利用役務の提供に係る消費税の内外判定基準の見直し

① 特定仕入れに係る内外判定（消法４③・④）

特定仕入れ（消法４①括弧書き）に係る内外判定が、役務の提供を受ける者の本店基準か

ら、以下の通り改正されます。

現行 改正案

国内事業者が所得税法又は法人税法上の国外事業所等で受け

る事業者向け電気通信利用役務の提供のうち、国内以外の地

域における資産の譲渡等にのみ対応するもの

国内

（本店基準）
国外

国外事業者が所得税法又は法人税法上の PE において受ける
事業者向け電気通信利用役務の提供のうち、国内において行

う資産の譲渡等に要するもの

国外

（本店基準）
国内

② その他、所要の措置が設けられます。

３ 高額資産を取得した場合における消費税の中小事業者に対する特例措置の適用関係の

見直し

① 高額資産の仕入れ等

項目 内容

対象者 免税事業者以外の事業者

適用対象となる期間 簡易課税制度の適用を受けない課税期間

対象となる取引 高額資産の仕入れ等

高額資産の範囲
一取引単位につき、支払対価の額が税抜 1,000万円以上の棚
卸資産又は調整対象固定資産

制限対象期間
仕入れ等の日の属する課税期間からその課税期間の初日以後

３年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間

制限対象期間における効果 事業者免税点制度及び簡易課税制度の不適用

② 自己建設等の場合



自ら建設等をした資産については、建設等に要した費用の額が税抜 1,000 万円以上となっ
た日の属する課税期間からその建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後３年を経

過する日の属する課税期間までの各課税期間において、上記①の措置が設けられます。

③ その他、所要の措置が設けられます。

適用関係 

上記１④は、平成 28年 4月 1日以後に行う課税資産の譲渡等について適用されます。
上記１④以外の上記１の改正は、平成 28年 5月 1日以後に行われる課税資産の譲渡等又は
輸出物品販売場の許可申請について適用されます。

上記２は、平成 29年 1月 1日以後に行われる特定仕入れについて適用されます。
上記３は、平成 28年 4月 1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合について適用されま
す。ただし、平成 27年 12月 31日までに締結した契約に基づき平成 28年 4月 1日以後に
高額資産の仕入れ等を行った場合には、適用されません。

関連法規 

上記１及び２は上記の通り

上記３は新設

コメント 

１ 輸出物品販売場制度（消法８）の見直しについて 

平成 26 年度改正により免税対象品目の拡大、平成 27 年度改正により免税手続カウンタ
ー制度導入など、繰り返し輸出物品販売場制度の改正が行われていますが、外国人旅行者

による経済効果を目的に、本制度においても現行の課題を解決することを目的に、見直し

が行われています。

本年度改正について、経済産業省の税制改正要望によると、以下の通り改正の趣旨が述べ

られています。

経済産業省平成 28年度改正要望「地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充」
（http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/request/meti/28y_meti_k_40.pdf）

消費税免税店の拡大・制度の拡充に伴って、新たに現場では下記の課題が生じており、迅速に対応するこ

とが求められる。



（課題）

①地方における民芸品・伝統工芸品等の販売は、単価が 2,000 円から 3,000 円程度の少額であり、店舗
毎の最低購入金額 10,001 円に満たないことが多い。
②免税手続が多い場合に購入記録票が嵩張り、パスポートからはみ出ていることがある。また、税関での

回収に時間がかかる場合がある。

③免税手続の処理数が多い店舗において、購入者誓約書の紙ベースでの保管が困難。

上記課題の解決に対する具体案についても、先の要望において触れられており、おおむね

その要望がそのまま法制化されたと考えられます。

経済産業省平成 28年度改正要望「地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充」
（http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/request/meti/28y_meti_k_40.pdf）

○ 免税の対象となる、一般物品の最低購入金額を「10,000 円超」から「5,000円以上」に引き下げ。
○ 旅行者情報・購買情報等を店舗において電子的に収集・活用する仕組みの構築に向けた検討と連動して、

将来的な免税手続きの電子情報化に向けて検討する。

○その他、以下の事項について所要の措置を検討する。

・購入者誓約書の電磁的記録による保管を認める。

・海外等へ直送する商品の免税購入手続きについては、国外に持ち出されることが明らかであることを踏

まえ、外国人旅行者の利便性向上・購入促進等の観点から、その簡素化を図る。

・手続委託型免税店制度の活用を促す観点から、商店街振興組合法・大規模小売店舗立地法等の趣旨を踏

まえつつ、所要の措置を講じる。

日本国内の消費が低迷する中、外国人観光客の消費は日本経済にとって必要不可欠なもの

ですので、迅速な見直しがなされることは喜ばしいことと考えます。

反面、今回の改正においては、「金又は白金の地金」について、本制度の対象外とされるこ

とになりました。改正趣旨について述べられたものは見つかりませんでしたが、本制度の

対象となる物品は、通常生活の用に供する物品ですので、趣旨からすればこのようなもの

はそぐわないと考えられます。今後は下限額が一律５千円になりますので、このあたり限

定する必要があったのかと考えます。

２ 事業者向け電気通信利用役務の提供に係る消費税の内外判定基準の見直しについて

平成 27年 10月 1日から電子商取引の消費税について内外判定が役務提供地から消費地に
改正されました。この改正において、条文を読む際違和感があった規定が以下です。

消費税法４条（課税の対象）３項

資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に

定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、第三号に掲げる場合において、同号に

定める場所がないときは、当該資産の譲渡等は国内以外の地域で行われたものとする。

一・二 省略

三  電気通信利用役務の提供である場合 当該電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所

～又は本店若しくは主たる事務所の所在地
．．．．．．．．．．．．．．．．



消費地課税といいながら、その判断においては「本店若しくは主たる事務所の所在地」で

判断することになりますので、内国法人の国外支店や外国法人の国内支店については、取

扱いが異なることになります。この趣旨について明確なものは見つかりませんでしたが、

おそらく特定仕入について納税主体は支店ベースではなく法人ベースとなりますので、そ

の法人の本店で見るべきと判断されたと考えられます。

しかしながら、消費税は消費地課税ですので、考え方としてはやはり消費地で見るべきで

あり、妥当ではないと思われます。このため、役務提供を受ける事務所の所在地で見るこ

ととし、その消費地の判断として「国内において行う資産の譲渡等に要する」など、対応

する売上を基礎としてみる、といった判断基準を置いたと考えられます。

３ 高額資産を取得した場合における消費税の中小事業者に対する特例措置の適用関係の

見直しについて

与党税制調査会資料によると、以下の図のような事態が問題視され、１千万円超の調整対

象固定資産や棚卸資産の課税仕入れをした場合、３年間簡易課税や消費税の免税が制限さ

れることになりました。

（出典）「与党税制調査会資料」



自販機スキームの制限がなされた平成 22年度改正の欠陥としてよく指摘されることは、課
税事業者選択届出書を提出した上での制限は、二年間しか効かなかったため（消法９⑦）、

その制限が切れる３期目で課税仕入れを行う事例が多々あることです。中には、課税事業

者選択届出書を提出する法人を作って二年間休眠させ、その後課税仕入れを行う、という

強引なスキームも見られていました。このようなスキームは、本改正後は判定のベースを

高額仕入の日としたことから、今後使えないことになります。

加えて、平成 22年度改正の問題点としては、課税事業者選択届出書など、特別な制度によ
って納税義務が免除されない場合のみを規制対象としていることも指摘できます。毎期１

千万円を超える課税売上があれば、調整対象固定資産の課税仕入れをした翌期に、簡易課

税を選択することも可能になります。

その他、本改正で注目すべきは、規制対象とする課税仕入れの範囲に棚卸資産も加えてい

ることです。棚卸資産は短期売買される資産ですので、自販機スキームのように、調整対

象とされる三期目に免税や簡易を取ることがけしからんのではなく、免税や簡易を取るこ

と自体がけしからん、ということを本改正は意味していると考えられます。事実、本改正

のスタートになったと言われる会計検査院の指摘においては、「小規模事業者の事務処理能

力等を勘案して設けられた事業者免税点制度及び中小事業者の事務負担に配慮して設けら

れた簡易課税制度」の不適切な使用として、これらの制度そのものを問題視されています。

事業者免税点や簡易課税制度は、いずれはなくなる制度と言われており、本年度の改正に

おいては免税事業者を締め出すことにつながるインボイス制度の導入も指摘されています

ので、安易な消費税の節税には今後も要注意と言えます。

ところで、与党税制調査会資料の図を見て、非常に違和感があるのは、設立２期目で簡易

課税制度を選択していることです。現行制度においては、新設法人で消費税が免除されな

い期間中に調整対象固定資産の課税仕入れを行えば、調整がかかる第３年度の課税期間ま

で、簡易課税は選択できないことになっています（消法 37②）。このため、本解説図に示さ
れた事例が現行制度においても妥当するのか、はなはだ疑問があります。この点、税務雑

誌（T&A master  621号）によると、会計検査院の「平成 24年度決算検査報告」（http:/
/report.jbaudit.go.jp/org/h24/2012-h24-1046-0.htm）に基づく改正と指摘されています。
この決算報告において問題とされている事例は、平成 22年度改正前の事例です。このため、
この図は現行の手当てを考慮していない図と考えます。

現行の手当てを考慮していない以上、本改正が本当に必要なのか、この図はミスリードを

発生させるものと考えます。そもそも、平成 22年度改正の欠陥がこのような事態を生じさ
せているものですから、この点立案者には真摯に反省してほしいと思います。



車体課税の見直し

概要 

自動車取得税の廃止や環境性能割の創設など、車体課税の見直しが行われます（大綱 P80
～86）。
原則として、納税者有利の改正と考えられます。

内容 

１ 自動車取得税の廃止 

自動車取得税が、平成 29年 3月 31日をもって廃止されます。

ただし、同日までの自動車の取得に対して課される自動車取得税については、なお従前の

例によるなど、所要の措置が設けられます。 

２ 自動車税及び軽自動車税における環境性能割（仮称）の創設 

① 全体像 

納税義務者等 
自動車（※１）の取得が行われた際に、その自動車の主たる定置場の所在

地において、その自動車を取得した者に課されます（※２）。

課税主体 
登録車 ：自動車税環境性能割として道府県

軽自動車：軽自動車税環境性能割として市町村（※３）

課税標準 自動車の取得価額

免税点 50万円
徴収の方法 申告納付（証紙による納付が原則。現金納付も可）

施行期日 
平成 29年 4月 1日から施行し、同日以後の自動車の取得に対して課され
る環境性能割について適用されます。

（※１）課税対象となる自動車は、現行の自動車取得税の対象と同一とされます。 

（※２）相続による取得に対する非課税など、所要の非課税規定などが設けられます。 

（※３）当分の間、道府県が賦課徴収等を行うこととされます。 

② 税率 

以下の通りとされます。ただし、税率適用基準については、２年ごとに見直すとされてい



ます。 

イ 乗用車（自家用）の税率 

区分 登録車 軽自動車 

電気自動車、燃料電池車、

プラグインハイブリッド車、

天然ガス車（ポスト新長期規制から NOx10％低減）
クリーンディーゼル車（ポスト新長期規制適合）

非課税 非課税

ガソリン車 

ガソリンハイブリッド車 

Ｈ17排出ガス基準 75％低減達成
かつ Ｈ32基準＋10％達成
Ｈ17排出ガス基準 75％低減達成
かつ Ｈ32基準達成 1.0％ 1.0％

Ｈ17排出ガス基準 75％低減達成
かつ Ｈ27基準＋10％達成 2.0％ 2.0％

上記以外の車 3.0％ 2.0％

ロ トラック・バス（営業用）の税率 

重量車については、以下の通りとされ、中量車、軽量車については、重量車と同様の考え

方に基づき、排出ガス・燃費（平成 27年度燃費基準）の各要件を満たすものについて、要
件の達成割合に応じて税率が決定されます。 

区分 
税率 

 排出ガス要件 燃費要件 

電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、

天然ガス車（ポスト新長期規制から NOx10％低減）

非課税

ディーゼル車

ディーゼルハイブリッド車

Ｈ28規制適合 Ｈ27基準＋10％達成
ポスト新長期規制

NOx・PM10％低減 Ｈ27基準＋10％達成

ポスト新長期規制適合 Ｈ27基準＋15％達成
Ｈ28規制適合 Ｈ27基準＋５％達成

0.5％ポスト新長期規制

NOx・PM10％低減 Ｈ27基準＋５％達成

ポスト新長期規制適合 Ｈ27基準＋10％達成
Ｈ28規制適合 Ｈ27基準達成

1.0％ポスト新長期規制

NOx・PM10％低減 Ｈ27基準達成

ポスト新長期規制適合 Ｈ27基準＋5％達成
上記以外の車 2.0％

③ その他の措置 



現行の自動車税を自動車税排気量割(仮称)とし、現行の軽自動車税を軽自動車税排気量割

（仮称)とするなど、所要の措置が設けられます。 

３ 自動車税・軽自動車税におけるグリーン化特例（軽課）の改正 

以下の区分に応じ、それぞれに定める割合とされます。 

① 登録車 

イ 現行 

区分 税率

電気電池車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、

天然ガス自動車（ポスト新長期規制から NOx10％低減）、
クリーンディーゼル乗用車（ポスト新長期規制適合）

税率を

概ね

75％軽減Ｈ17排出ガス基準 75％低減達成かつ Ｈ27年度燃費基準＋20％達成
（Ｈ32年度燃費基準達成）
Ｈ17排出ガス基準 75％低減達成かつ Ｈ27年度燃費基準＋20％達成
（Ｈ32年度燃費基準未達成）

税率を

概ね

50％軽減Ｈ17排出ガス基準 75％低減達成かつ Ｈ27年度燃費基準＋10％達成
（※）取得期間はＨ26.4.1～Ｈ28.3.31、軽課年度がＨ27、28年度（取得の翌年度分のみ） 

ロ 改正案 

区分 税率

電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、

天然ガス自動車（ポスト新長期規制から NOx10％低減）、
クリーンディーゼル乗用車（ポスト新長期規制適合）

税率を

概ね

75％軽減
Ｈ17排出ガス基準 75％低減達成かつ Ｈ32年度燃費基準＋10％達成

Ｈ17排出ガス基準 75％低減達成かつ Ｈ27年度燃費基準＋20％達成
税率を

概ね

50％軽減
（※）取得期間はＨ28.4.1～Ｈ29.3.31、軽課年度がＨ29年度（取得の翌年度分のみ） 

② 軽自動車（軽貨物車を除きます） 

イ 現行 

区分 税率

電気自動車、天然ガス自動車（ポスト新長期規制からNOx10％低減） 税率を概ね 75％軽減
Ｈ17排出ガス基準 75％低減達成かつＨ32年度燃費基準＋20％達成 税率を概ね 50％軽減



Ｈ17排出ガス基準 75％低減達成かつＨ32年度燃費基準達成 税率を概ね 25％軽減
（※）取得期間はＨ27.4.1～Ｈ28.3.31、軽課年度がＨ28年度（取得の翌年度分のみ） 

ロ 改正案 

区分 税率

電気自動車、天然ガス自動車（ポスト新長期規制からNOx10％低減） 税率を概ね 75％軽減
Ｈ17排出ガス基準 75％低減達成かつＨ32年度燃費基準＋20％達成 税率を概ね 50％軽減
Ｈ17排出ガス基準 75％低減達成かつＨ32年度燃費基準達成 税率を概ね 25％軽減
（※）取得期間はＨ28.4.1～Ｈ29.3.31、軽課年度がＨ29年度（取得の翌年度分のみ） 

適用関係 

上記の通り

関連法規 

地法 113等 
２は新設。 

コメント 

平成 26年度税制改正大綱に基づき、消費税 10％時において自動車取得税を廃止し、それに
代替する税として、環境性能割が創設されることになりました。平成 25年度改正では、自
動車取得税の廃止の是非で大綱の公表が遅れる、といった事態もありましたが、それに代

替する税を創設するとなると、全く意味がなかったのではないか、という印象があります。

本年度改正の全体像として、大綱をまとめると、以下の通りとされます（大綱 P13～14）。

環境性能割

〇 税率区分として平成 32年度燃費基準を用いるが、一部平成
27年度燃費基準も用いる

〇 税率区分については、２年毎に見直し

自動車税の

グリーン化特例（軽課）

〇 基準の切り替えと重点化を行った上で１年間延長

〇 環境性能割を補完する制度であることを明確化し、平成 29
年度税制改正において具体的な結論

軽自動車税の

グリーン化特例（軽課）

〇 １年間延長

〇 環境性能割を補完する制度であることを明確化し、平成 29
年度税制改正において具体的な結論



問題になるグリーン化特例は基本的には単純延長となり、来年度改正で具体的な見直しを

行うようですので、来年度改正には注目する必要があります。

車体課税は利権が絡みやすいため、非常に複雑な制度となっており、改正の検討の際は非

常に苦労します。欧州における消費税の軽減税率の制度の執行と同様、具体的にどのくら

いの課税がなされるのか、一般消費者はほとんど知らないという実情があるように思えま

す。このあたり、もう少しスマートな地方税法の仕組みが求められます。



Ⅴ 納税環境整備等に関する改正

クレジットカード納付制度の創設と国税関係書類に

係るスキャナ保存制度の見直し 

概要 

納付手段の多様化を図る観点から、インターネット上でのクレジットカードによる納付を

可能とする制度が創設されます（大綱 P98）。
スキャナ保存制度について、更なる利便性向上が見込まれる改正が行われます（大綱 P101
～102）。
納税者有利の改正です。

内容 

１ クレジットカード納付制度の創設 

① 国税を納付しようとする者がクレジットカードに係る事項につきインターネットを利

用して行う入力により納付しようとする場合には、国税庁長官が指定する納付受託者に納

付を委託することができることとされます。 

② 納付受託者が国税の納付をしようとする者の委託を受けた場合には、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が適用されます。 

③ 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

措置が設けられます。 

２ スキャナ保存制度の見直し 

① 国税関係書類のうち、契約書、領収書等の重要書類について、受領等をする者がスキ

ャナで読み取りを行う場合には、次の事項をスキャナ保存に係る承認の要件とされます。 

項目 改正案 



タイムスタンプの

要件 

受領等後、その受領等をする者が国税関係書類に署名を行った上で、

特に速やか(３日以内)にタイムスタンプを付すこと 

大きさに関する情

報の保存 

記録する国税関係書類が日本工業規格Ａ列４番以下の大きさである

場合には不要 

相互けん制要件 
国税関係書類の受領等をする者以外の者が記録事項の確認などを行

うことで足りる 

定期検査要件 
国税関係書類の原本保存を本店、支店、事務所、事業所などにおい

て行うことで足りる 

② 小規模企業者（中小企業基本法の小規模企業者）である場合にあっては、上記①の定

期検査要件について、税務代理人による検査とすることにより、上記①の相互けん制要件

を不要とすることができることとされます。 

③ スキャナの見直し 

スキャナについて下記の見直しが行われるとともに、所要の措置が設けられます。 

イ 原稿台と一体となったものに限定する要件が廃止されます。 

ロ 階調の要件について、デジタルカメラ、スマートフォン等の機器に対応した取扱いを

行うこととされます。 

ハ スキャナの意義として、原稿をデジタル画像にデータ変換する入力装置を意味するこ

ととされ、デジタルカメラやスマートフォン等の機器も含まれることとなります。 

適用関係 

上記１は平成 29年 1月 4日以後に国税の納付を委託する場合について適用されます。 
上記２は平成 28年 9月 30日以後に行う承認申請について適用されます。

関連法規 

上記１は新設。参考となるコンビニ納付については、通法 34の 3～34の 7 
上記２は、電子帳簿保存法施行規則３④、３⑤二ロ・ハ、３⑤四等

コメント 

１ クレジットカード納付制度の創設について 



財務省資料には、本改正の全体像として、以下の図が掲載されています。 

（出典）「財務省資料」（http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20151216d.pdf）

趣旨として触れられていますが、本改正はマイナンバー制度導入の一環であり、国税の納

付手段の多様化を目的としたものです。本制度ですが、仕組みとしては現行のコンビニ納

付を参考に作られると考えられ、事実、以下のような比較表が与党税制調査会資料には掲

載されています。 

コンビニ納付 クレジットカード納付（案）

上限金額

30万円
※業界団体の取決めで一件当たりの取

扱金額を 30万円以下としているため

基本的に制限なし

※クレジットカード会社の取扱い上、

1,000万円未満に限定

納付手続
コンビニで納付書（バーコード入り）に

より納付
WEB画面上で納付情報を入力

事務手数料 国が負担（１件あたり 55円）
国が負担（１件あたり１円～10円）
※利用金額に応じ、貸倒れリスクを含むカ

ード手数料を納税者が負担

納付日

納税者がコンビニに税額に相当する金

銭を交付したときが納付日

※コンビニ業者の国への納付期限は、金

銭の交付を受けた日の翌日から 11 取引
日を経過した最初の取引日

納税者の依頼により、クレジットカード会

社が受託（与信審査了）した日が納付日

※同左（クレジットカード会社の国への納

付期限）

事業者（コンビ

ニ・クレジットカ

ード会社）が国税

・事業者から徴収

・事業者から徴収困難な場合には

納税者（延滞税はかからない）

同左



未納のまま倒産し

た場合

※コンビニに対しては、実際に金銭の交

付を受けるコンビニ店舗とその本部と

の間の相互保証や保険会社による保険

等を契約上義務付けている。

事業者の指定手続 国税庁長官が指定 同左

（出典）「与党税制調査会資料」を基に作成 

注意点としては、クレジットカード納付の場合、与信審査が終了した段階での納税となり

ますので、その分時間がかかる可能性があるということです。利用枠の範囲内での納税で

あれば問題ないと考えられますが、引上げを行って納税する場合には時間がかかる可能性

があり、結果として納付が間に合わないこともあり得ると考えられます。 

その他、コンビニやクレジットカードの納税の場合、納付委託とされますので、委託事業

者が倒産した場合には、その責任は納税者が負う可能性があることにも注意が必要でしょ

う。この点、コンビニ納付については、このような事態は実務上ほとんどないと説明され

ていますが（同旨、「平成 19年度改正税法のすべて」P687）、リスクがあることは理解して
おくべきと考えます。

いずれにしても、金額も手続きもコンビニ納付に比してはるかに楽であることは間違いな

く、手続き上の負担が減る点については評価できる改正と言えます。

２ スキャナ保存制度の見直しについて

平成 27年度税制改正で認められたスキャナ保存制度ですが、本年度改正においては、スマ
ホ等のスキャナ保存を認めること、そして小規模企業者の事務手続削減という二つの柱か

ら、さらなる要件緩和が実現します。

スマホ等のスキャナ保存の改正の全体像として、経済産業省資料に次ページの図が掲載さ

れています。従来、スキャナは「原稿台と一体となったものに限る」（電子帳簿保存法施行

規則３④）に限定されていました。この理由については特に明言されていませんが、制度

化された平成 17年当時に比べて、電子化装置の形態種類は大きく変化していますので、改
ざん等の危険性がないものであれば、幅広く認めるべきと結論付けられます。

このような観点から、スマホ等によるスキャンが可能になったものの、現行の要件（「速や

か」）よりも厳格な「特に速やか」なタイムスタンプの付与が要請されています。



（出典）「経済産業省資料」

（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2016/151216a/pdf/151216a002.pdf）

なお、大きさの要件に関する要件についても要件緩和がなされていますが、その理由につ

いては、以下の通り説明されています。

公益社団法人日本文書情報マネジメント協会「平成 28 年度税制改正要望」
（http://www.jiima.or.jp/pdf/20150901_zeiseikaisei_youbou.pdf）

従業員が外出先でレシートを受領後に速やかに電子化するケースがほとんどであり、大きさに関する情報

の保持のためにテストチャートやメジャーを持参させることは非現実的。大きさの目印となる情報の同時

記録で代替可とされたい。また記録前に行われる領収書の改ざんや使い回しなどの不正行為の防止や不鮮

明画像の再記録などは、適正事務処理要件を満たす社内規定と相互牽制組織を運用管理することで、充分

に担保可能である。

なお 500 万画素以上の記録素子を持つ携帯端末は、A4 サイズの書類をフルサイズで記録した場合でも～
条件を満たすことを確認済みである。

スキャナ保存が認められることから、書類の保存が固定型のスキャナに比し柔軟になりま

すので、経理担当者について原本の確認まで要請されず、記録事項の確認で足りる、とい

った改正もなされます。

次に、小規模企業者の事務手続削減ですが、こちらについても次ページの経済産業省資料

の図が参考になります。ご覧いただくと分かる通り、相互けん制のための人員を税理士に

代替させることが可能になります。



（出典）「経済産業省資料」

（http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2016/151216a/pdf/151216a002.pdf）

ここでいう小規模企業者ですが、以下の通り原則 20人以下の事業者を意味します。

中小企業基本法２条（中小企業者の範囲及び用語の定義）５項

この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が二十人（商業又はサービス

業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人）以下の事業者をいう。

この範囲内の従業員数の会社の税務会計は、税理士が中心になって行われるのが通例と考

えられますので、その実態に合わせ、税理士の事後検査のみでスキャナ保存の適正事務処

理要件を満たすことになります。反面、税理士としては責任の範囲が広くなりますし、税

務調査でも相応の追及がなされると想定されますので、この点注意が必要でしょう。

その他、対応ソフトの投資など、スキャナ保存に係るコストは中小零細企業にとってはま

だ高額であるとも考えられますので、導入に当たっては慎重な判断も必要になります。

なお、これらの改正については、平成 28年 9月 30日以後に行う承認申請について適用す
るとされているだけで、大綱上特別な経過措置が設けられておりません。となれば、再申

請が必要になる、と考えられます。加えて、スキャナ保存をもって国税関係書類の保存に

代える日の３月前の日までに申請書を提出することとされている規定（電子帳簿保存法６

①）との関係上、早くても平成 29年 1月 1日からの適用になると考えられます。



加算税制度の見直し 

概要 

当初申告に対するコンプライアンス意識を高めることなどを目的に、加算税制度の見直し

がなされます（大綱 P98～99、104）。
納税者不利の改正です。

内容 

１ 自主修正等の見直し 

① 過少申告加算税の見直し 

調査を行う旨、調査対象税目及び調査対象期間の通知以後、かつ、その調査があることに

より更正予知する前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合が、以下の通り改正

されます。 

 現行 改正案 

割合 ０％ ５％（５％併課（※）あり） 
（※）期限内申告税額と 50 万円のいずれか多い額を超える部分について、５％上乗せして 10％とする措
置をいいます。

② 無申告加算税の見直し 

調査を行う旨、調査対象税目及び調査対象期間の通知以後、かつ、その調査があることに

より更正予知する前にされた期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税の割合が、以

下の通り改正されます。 

 現行 改正案 

割合 ５％ 10％（５％併課（※）あり） 
（※）50万円を超える部分について、５％上乗せして 15％とする措置をいいます。

③ 適用除外

以下の修正申告等については、上記①・②の対象外とされます。



イ 以下のように調査対象を区分する場合において、調査対象とならない部分に係る修正申告

・事前通知時に納税者の同意の上、移転価格調査とそれ以外の部分の調査に区分する場合

・一部の連結子法人の調査を行わないこととした場合

ロ 他税目の更正の請求に基づく減額更正に伴い、調査対象税目で必要となる修正申告等

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

④ 源泉所得税の不納付加算税の取扱い

源泉所得税の不納付加算税については、上記の見直しの対象外とされています。

２ 重加算税等の加重措置

① 無申告加算税及び重加算税

期限後申告若しくは修正申告（更正予知によるものに限ります）又は更正若しくは決定等

があった場合において、その期限後申告等があった日の前日から起算して５年前の日まで

の間に、その期限後申告等に係る税目について無申告加算税（更正予知によるものに限り

ます）又は重加算税を課されたことがあるときは、期限後申告等に対する無申告加算税又

は重加算税の割合は、以下の通り 10％加算されます。

現行 改正案

無申告加算税（原則） 15％ 25％
無申告加算税（５％併課） 20％ 30％
重加算税（期限内） 35％ 45％
重加算税（期限後） 40％ 50％

② 過少申告加算税及び源泉所得税に係る不納付加算税

過少申告加算税及び源泉所得税に係る不納付加算税は、上記の対象外とされます。

③ 地方税の加算金制度においても、同様の措置が設けられます。

３ その他所要の措置が設けられます。

適用関係 

上記は、平成 29年 1月 1日以後に法定申告期限が到来する国税又は同日以後に申告書の提
出期限が到来する地方税について適用されます。 



関連法規 

通法 65～68、地法 72の 46～72の 47等

コメント 

１ 自主修正等の見直しについて 

大綱には以下の通りもっともらしい趣旨が述べられていますが、自主修正による加算税が

課されていない現状においても、納税者や税理士は十分なコンプライアンス意識をもって

申告に臨んでいますので、非常に違和感がある改正です。

平成 28年度税制改正大綱 P17 

当初申告のコンプライアンスを高める観点から、調査を行う旨等を納税者に通知した後から更正予知まで

の間に修正申告等がなされた場合の新たな加算税の措置～を導入する。

自主修正の趣旨としては、以下の通り述べられていますので、自主修正は税務調査前に申

告内容を見直すことを国税が奨励した制度と考えられます。にもかかわらず、何故このよ

うな改正が実現するのか、意味が分かりません。

大阪地裁昭和 29年 12月 24日判決（Z016-0238）

調査の前に、すなわち政府に手数をかけることなく自ら修正又は申告をした者に対しては、過少申告加算

税、無申告加算税、重加算税の如きはこれを徴収せず、政府の調査前における自発的申告又は修正を歡迎

し、これをしようようせんとして右の如き規定となつたものと解するのが相当である。

国税が問題視している事例として、与党税制調査会資料によると、以下のようなケースが

あったようです。

業種
事前通知直後の自主修正

による増差所得

左記の修正による増

差税額

事例１（過少申告） 会社員（金融取引） 2.1億円（２年分） 3,100万円（２年分）
事例２（過少申告） 不動産貸付 5,900万円（３年分） 1,500万円（３年分）
事例３（無申告） 飲食業 6,700万円（２年分） 2,100万円（２年分）
（出典）「与党税制調査会資料」を基に作成

上記の事例を見れば、確かに悪質性があると言うこともできますが、このような事例であ

れば、更正の予知があったことを立証すれば足りる話です。事務運営指針においても、調

査着手前の修正申告につき、あくまでも原則として
．．．．．

更正予知に該当しないとし、過少申告

加算税を賦課する可能性があることを明記しています。



法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて（事務運営指針）

第１ 過少申告加算税の取扱い ２

（注）「臨場のための日時の連絡を行った段階で修正申告書が提出された場合には、原則として「更正があ

るべきことを予知してされたもの」に該当しない。

この改正につき、某 OB 税理士の解説によると、下記判決が背景にあるようです。この判
決を受け、更正予知で争っても勝率が悪いので法制化した、というのが本音の模様です。

仮に、この解説が正しいのであれば、当初申告のコンプライアンス意識を高めるという趣

旨は正しくはなく、「悪質な加算税逃れ」を許さないための改正というべきでしょう。

東京地裁平成 24年 9月 25日判決（Ｚ262-12046）
原告は、本件臨場調査そのものによって本件届出書の不提出に気付いたものでないし、不提出に気付いた

後は、延滞税の発生を止めるため、可及的速やかに修正申告書の提出及び追加納税を行ったものと認めら

れるから、原告は、臨場調査における具体的な調査とは直接関係することなく、修正申告書の提出をした

ものと認められる～原告は本件調査担当者において申告が不適正であることを発見するに足るかあるいは

その端緒となる資料を発見し、これによりその後の調査が進行し、先の申告が不適正で申告漏れの存する

ことが発覚し更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達す

る前に、自発的に修正申告書を提出したものであると認められるから、本件修正申告書の提出は、「その申

告に係る国税の調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでな

い」というべきである。

ただし、「悪質な加算税逃れ」を許さないという法律を作ることはできません。以下のよう

な判決もありますし、国税も裁判においてよく使う金子宏先生の「租税法」にも加算税は

刑罰ではなく、制裁性が乏しいことが明確に記載されており（「租税法（第 19版）」P739）、
理論上も加算税に制裁性を認めることは難しいからです。

最高裁昭和 45年 9月 11日判決（TAINS Z999-9102）
所論は、重加算税のほかに刑罰を科することは、憲法 39条に違反する旨主張する。
しかし、国税通則法 68条に規定する重加算税は、同法 65条ないし 67条に規定する各種の加算税を課す
べき納税義務違反が課税要件事実を隠ぺいし、または仮装する方法によつて行なわれた場合に、行政機関

の行政手続により違反者に課せられるもので、これによつてかかる方法による納税義務違反の発生を防止

し、もつて徴税の実を挙げようとする趣旨に出た行政上の措置であり、違反者の不正行為の反社会性ない

し反道徳性に着目してこれに対する制裁として科せられる刑罰とは趣旨、性質を異にするものと解すべき

であつて、それゆえ、同一の租税逋脱行為について重加算税のほかに刑罰を科しても憲法 39条に違反する
ものでないことは、当裁判所大法廷判決の趣旨とするところである

こういうわけで、当初申告のコンプライアンス意識を高める、というもっともらしい理由

をつけて法制化したのではないか、と個人的には考えています。しかし、このような改正

が実現した以上、十分な対応をする必要もあるわけで、より一層当初申告に神経を使わな

ければならないと考えます。

その他、この改正の注意点として、以下があります。



① 事前通知ではなく、「調査を行う旨、調査対象税目及び調査対象期間の通知」が基準に

なること

本改正は事前通知の規定（通法 74の 9）を引用せず、このように特別な規定を置いている
点がポイントになります。事前通知の場合、調整に手間取る「調査を行う場所」（通法 74
の 9①一）や、きちんとした説明が必要になる「調査の対象となる帳簿書類その他の物件」
（通法 74の 9①六）について、税理士の都合によってはそのタイミングを後回しにするこ
とができます。おそらく、タイミングを後回しにさせられることがないよう、敢えて簡単

な項目だけの通知を基準にすることとしたと考えられます。

このため、通常は国税から電話を受ければアウト、という厳しい状況になっていますし、

消費税の還付申告の審査など、国税からの行政指導の最中に、多額の追徴税額が見込まれ

るなどの理由により税務調査に移行すると宣言されるような場合には、加算税を免れるこ

とは非常に難しいと考えられます。

② 「他税目の更正の請求に基づく減額更正に伴い、調査対象税目で必要となる修正申告

等」の解釈

明確な見解は見つかりませんでしたが、これは例えば不動産所得における所有型法人スキ

ームなどについて、所得税で減額更正した場合に伴い、法人税の増額更正が必要になるよ

うな、対応的調整について想定していると考えられます。

２ 重加算税等の加重措置について

過去５年において重加算税を賦課されたり無申告加算税を賦課されたりしたことがある場

合、10％の加重措置が設けられることになりました。財務省資料（http://www.mof.go.jp/t
ax_policy/publication/mail_magazine/20151216d.pdf）によると、「現行の加算税率は、「無
申告又は仮装・隠蔽」が行われた回数にかかわらず一律であるため、意図的に「無申告又

は仮装・隠蔽」を繰り返す者に対する牽制効果は限定的」とその趣旨が説明されています。

元国税調査官の経験から申しますと、悪質な不正行為を行う納税者は同様の行為を繰り返

すことが多いですので、この説明は一理あります。事実、以下のような事例もあると指摘

されています。

業種
調査により把握された申告漏れ所得金額

直近 １年前 ２年前 ３年前 ４年前

事例１ 会社員（金 4,900万円 5,000万円 4,700万円 － －



（無申告） 融取引）

事例２

（無申告）
建物貸付 1,900万円 1,600万円 2,200万円 4,600万円

（２年分）
－

事例３

（重加）

飲食

サービス業

1,450万円
（４年分）

－ － －
630万円
（3年分）

（出典）「財務省資料」を基に作成

（http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20151216d.pdf）

このため、従来と同様、不正行為には十分に注意する必要がありますが、その反面、国税

の慣行としてはネゴ重加が非常に多いですので、一回一回の税務調査においては納得でき

るまで交渉する必要があります。重加算税を賦課されても、トータルで税負担が少ないの

であれば問題はないと考える税理士もいますが、重加算税を賦課されると単に調査間隔が

短くなるだけでなく、このような厳しい措置も課されますので、安易な妥協をしてはなら

ないと考えられます。

その他、本制度が設けられたことによる注意点ですが、以下の通りです。

① 不正、無申告は５年スパンが一般的になる確率が高い

現状も、これらの法人については、極力短い調査間隔で税務調査が実施されてきましたが、

今後は 10％加重という調査官にとって非常にうまみのある制度が導入されますので、５年
スパンで必ず接触する、というインセンティブが調査官には働くと考えられます。

② 更正による長期化の有効性

更正処分で税務調査を終わる場合、修正申告や期限後申告を提出する場合に比して決着が

３カ月程度長期化される傾向にあります。

過去５年の起算日は、「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

日の前日」とされていますので、更正で決着がつくのであれば、加重措置の時間切れを受

けられる可能性も指摘できます。

単に更正処分で終わらせるという長期化に止まらず、ネゴ重加と戦うためにも、長期的な

交渉を行う必要があります。



マイナンバー記載の対象書類の見直し等

概要 

マイナンバーの記載に係る本人確認手続やマイナンバー記載書類の管理負担に配慮し、一

定の書類についてマイナンバーの記載を不要とするなどの見直しが行われます（大綱 P27
～28、37、99～101）。
納税者有利の改正です。

内容 

１ マイナンバー記載の対象書類の見直し（国税）

① 源泉徴収関係資料

給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次の申告書の提出をする場合におい

て、その支払者が、提出をする者の個人番号や控除対象配偶者又は扶養親族等の個人番号

などを記載した帳簿を備えているときは、提出者は、これらの申告書に、その帳簿に記載

された個人番号の記載を要しないものとする, 

内容 根拠法令

給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 所法 194 
従たる給与についての扶養控除等（異動）申告書 所法 195 
退職所得の受給に関する申告書 所法 203 
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 所法 203の 5 

② 告知等の記載

個人が次の告知等をする場合において、その告知等を受ける者が、その告知等をする者の

個人番号などを記載した帳簿を備えているときは、その告知等をする者は、その告知等を

受ける者に対して、個人番号の告知又は告知書へのその者の個人番号の記載を要しないも

のとされます。

内容 根拠法令

利子・配当等の受領者の告知 所法 224 
無記名公社債の利子等に係る告知書の提出 所令 339 
譲渡性預金の譲渡等に関する告知書の提出 所法 224の 2 



株式等の譲渡の対価の受領者の告知 所法 224の 3 
交付金銭等の受領者の告知 所令 345 
償還金等の受領者の告知 所令 346 
信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知 所法 224の 4 
先物取引の差金等決済をする者の告知 所法 224の 5 
金地金等の譲渡の対価の受領者の告知 所法 224の 6 
特定口座開設届出書の提出をする者の告知 措令 25の 10の 3 
非課税適用確認書の交付申請書の提出をする者の告知 措法 37の 14⑦
非課税口座開設届出書の提出をする者の告知 措法 37の 14⑪
未成年者非課税適用確認書の交付申請書の提出をする者の告知 措法 37の 14の 2⑬
未成年者口座開設届出書の提出をする者の告知 措法 37の 14の 2⑰
国外送金等をする者の告知書の提出 国外送金調書法３

国外証券移管等をする者の告知書の提出 国外送金調書法4の2 

③ ①・②以外の所定の税務関係書類

提出者等のマイナンバーを記載しなければならないこととされている税務関係書類（申告

書及び調書等を除きます。）のうち、次に掲げる書類について、提出者等の個人番号の記載

を要しないこととされます。

書類の定義 具体例

イ 申告等の主たる手続と併せて提出され、

又は申告等の後に関連して提出されると考え

られる書類

所得税の青色申告承認申請書、消費税簡易

課税制度選択届出書、納税の猶予申請書

ロ 税務署長等には提出されない書類であっ

て提出者等の個人番号の記載を要しないこと

とした場合であっても所得把握の適正化・効

率化を損なわないと考えられる書類

非課税貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯

蓄申込書、非課税口座廃止届出書

④ その他、平成 27年度税制改正で決定された「e-Taxの新たな認証方式」について、納
税者利便にも配意しつつ、早期にセキュリティ対策やなりすまし対策について再検討を行

った上で実施するとされています。

２ マイナンバー記載の対象書類の見直し（地方税）

① 源泉徴収関係資料

給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次の申告書の提出をする場合におい

て、その支払者が、提出をする者の個人番号や控除対象配偶者又は扶養親族等の個人番号



などを記載した帳簿を備えているときは、提出者は、これらの申告書に、その帳簿に記載

された個人番号の記載を要しないものとされます。

内容 根拠法令

給与所得者の扶養親族申告書 地法 45の 3の 2等
公的年金等受給者の扶養親族申告書 地法 45の 3の 3等
退職所得申告書 地法 50の 7等

② 上記①以外の所定の税務関係書類

提出者等のマイナンバーを記載しなければならないこととされている地方税関係書類のう

ち、申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考え

られる一定の書類について、提出者等の個人番号の記載を要しないこととされます。

適用関係 

上記１①は、平成 29年分以後の所得税について適用されます。
上記１②は、大綱上記載がありませんので、経過措置の原則の通り、平成 28年 4月 1日か
ら施行されると考えられます。

上記１③は、以下の通り適用されます。

１③イ

平成 29年 1月 1日以後に提出すべき書類について適用されます。
ただし、施行日前においても、運用上、個人番号の記載がなくとも改めて求

めないこととするとされています。

１③ロ 平成 28年 4月 1日以後に提出すべき書類について適用されます。

上記２は、国税における手続と一体的に行われると考えられる手続については、国税にお

ける手続の適用開始時期と合わせて適用を開始するものとされ、それ以外の手続に係る適

用の開始時期については、地方公共団体における円滑な施行が可能となる所要の措置を設

けるとされています。

関連法規 

上記の通り

コメント 

平成 28年 1月からスタートしたマイナンバー制度については、行政機関においては発送遅



れや誤発送、民間企業においては高額なコストの負担など、導入前から大きな混乱が生じ

ています。このような実情を踏まえてか、企業のマイナンバーに係る手続きの負担を軽減

するための改正が実現することになります。

（出典）「与党税制調査会資料」

事務負担が軽減されるという点では歓迎すべきことですが、「既に勤務先等に個人番号を提

供しており、その勤務先等が個人番号を管理している場合」と、当然に想定された事態に

対し、今になって法的な手当をするのは遅すぎると考えます。加えて、扶養控除等申告書

は、原則源泉徴収義務者が保存すべき資料であり、国税に提出すべき資料ではありません

ので、このような資料についてまで、二回目以降もマイナンバーを書かせることとしてい

た意味は一体何だったのか、と言いたくなります。

個人的には、将来はマイナンバーが記載された扶養控除等申告書を国税に提出させること

とし、それを国税が OCR等で処理を行って KSKなどで各人の申告にダイレクトに紐づけ
する、といった制度となることを想定していましたが、このような改正が実現した以上、

そこまでの利用は国税も考えていないようにも思えます。このため、確かに法定調書など

にはマイナンバーは記載されますが、マイナンバーをベースとしたシステムを構築し、そ

のシステムを基に申告が漏れている者を優先的に調査する、といった選定に使うのではな

く、あくまでも調査先で把握したマイナンバーを活用し、その調査先の申告が正しいかを

円滑に確認する、という税務調査に活かすことが国税の方針と考えられます。



その他、以下のような資料についても、マイナンバーの記載が不要とされるわけですが、

この点も今頃措置するのは遅すぎるという印象があります。

（出典）「与党税制調査会資料」

とりわけ、「所得把握の適正化・効率化を損なわないことから、マイナンバーの記載を要し

ない」というのは滑稽な話です。このような事態を防止するためにマイナンバーを義務付

けている以上、このような目的で改正するとすれば、趣旨に合わない制度を作っていたこ

とを立案者が認めたことになります。

事務負担が軽減されることは望ましいですが、マイナンバーは国税の悲願ともいえる改正

でしたので、拙速な法制化に走りすぎたのではないか。制度がスタートしてから、本改正

のような改正が実現するため、こんな批判が逆に寄せられることになると考えられるのは

滑稽な話です。



その他押さえておくべき改正事項

概要 

最高裁判決（平成 26年 12月 12日）を踏まえ、申告をした後に減額更正がされ、その後更
に増額更正などがあった場合における延滞税等の取扱いについて、所要の改正が実施され

ます（大綱 P102～104）。
ICT を活用し、地方税の税務システムの高度化を更に進める観点から、所定の措置が設け
られます（大綱 P104）。
概ね納税者有利の改正です。

内容 

１ 最高裁判決を踏まえた延滞税等の改正 

申告をした後に減額更正がされ、その後更に増額更正又は修正申告があった場合の延滞税

等の取扱いについて、以下の措置が設けられます。 

① 増額更正などにより納付すべき税額に対する延滞税の取扱い 

増額更正などにより納付すべき税額(その申告により納付すべき税額のうち、減額更正前に

納付がされた部分に限ります)について、その申告により納付すべき税額の納付日から増額

更正等までの間（減額更正が納税者からの更正の請求に基づきされたものである場合には、

その減額更正がされた日から１年を経過する日までの期間は除かれます)は、延滞税を課さ

ないとされます。 

ただし、上記の「申告により納付すべき税額」のうち、未納の税額については、減額更正

（減額更正が納税者からの更正の請求に基づきされたものである場合には、その減額更正

がされた日から１年を経過する日）までの間は、延滞税の対象とされます。 

② 増額更正などにより納付すべき税額に対する加算税の取扱い 

増額更正等により納付すべき税額(その期限内申告があった場合において、申告税額に達す

るまでの部分に限ります)については、加算税を課さないことが法令上明確化されます。 



③ その他所要の措置が設けられます。 

④ 地方税においても同様の措置が設けられます。 

２ eLTAXにより行う給与所得に係る特別徴収税額通知の到達時期 

eLTAX により行う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、特別徴
収義務者の同意がある場合には、その通知の内容が eLTAXに記録され、市町村が、その旨
を事前に登録された特別徴収義務者の電子メールアドレス宛に送信したときに、到達した

ものとみなすものとされます。 

適用関係 

上記１①及び１④は、平成 29年 1月 1日以後の期間に対応する延滞税又は延滞金について
適用されます。

上記１②及び１④は、平成 29年 1月 1日以後に法定申告期限が到末する国税又は同日以後
に申告書の提出期限が到来する地方税について適用されます。

上記１③及び２は、大綱上記載がありませんので、経過措置の原則の通り、平成 28年 4月
1日から施行されると考えられます。

関連法規 

通法 60、65～68、地法 72の 46～72の 47、321の 4等

コメント 

１ 最高裁判決を踏まえた延滞税等の改正について

最高裁平成 26年 12月 12日判決（Z888-1892）においては、以下の判断がなされています。

最高裁平成 26年 12月 12日判決（Z888-1892）

本件各相続税のうち各増差本税額に相当する部分については、それぞれ減額更正と過納金の還付という課

税庁の処分等によって、納付を要しないものとされ、未納付の状態が作出されたのであるから、納税者と

しては、各増額更正がされる前においてこれにつき未納付の状態が発生し継続することを回避し得なかっ

たものというべきである。

本件の場合において、仮に本件各相続税について法定納期限の翌日から延滞税が発生することになるとす

れば、法定の期限内に各増差本税額に相当する部分を含めて申告及び納付をした上告人らは、当初の減額



更正における土地の評価の誤りを理由として税額を増額させる判断の変更をした課税庁の行為によって、

当初から正しい土地の評価に基づく減額更正がされた場合と比べて税負担が増加するという回避し得ない

不利益を被ることになるが、このような帰結は、国税通則法 60 条 1 項等において延滞税の発生につき納
税者の帰責事由が必要とされていないことや、課税庁は更正を繰り返し行うことができることを勘案して

も、明らかに課税上の衡平に反するものといわざるを得ない。

そして、延滞税は、納付の遅延に対する民事罰の性質を有し、期限内に申告及び納付をした者との間の負

担の公平を図るとともに期限内の納付を促すことを目的とするものであるところ、このような延滞税の趣

旨及び目的に照らし、本件各相続税のうち各増差本税額に相当する部分について各増額更正によって改め

て納付すべきものとされた各増差本税額の納期限までの期間に係る延滞税の発生は国税通則法において想

定されていないものとみるのが相当である。

したがって、本件各相続税のうち各増差本税額に相当する部分は、本件各相続税の法定納期限の翌日から

各増額更正に係る増差本税額の納期限までの期間については、国税通則法 60 条 1 項 2 号において延滞税
の発生が予定されている延滞と評価すべき納付の不履行による未納付の国税に当たるものではないという

べきであるから、上記の部分について本件各相続税の法定納期限の翌日から各増差本税額の納期限までの

期間に係る延滞税は発生しないものと解するのが相当である。

本判決は、減額更正後に同一の論点について増額更正がなされた、という特殊事情に基づ

くものですが、「当初から正しい土地の評価に基づく減額更正がされた場合と比べて税負担

が増加するという回避し得ない不利益を被る」ことになりますので、この判決は非常に合

理的なものと考えられます。

この点、国税も真摯に受け止めたようで、国税庁のホームページにおいて「最高裁判所判

決に基づく延滞税計算の概要等について」（https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/
data/h27/150113/01.pdf）という資料を公開しており、「今後、本件事例と同様の事案が生
じた場合、増額の再更正処分等により納付すべき本税については、上記１の最高裁判所の

判決に基づき延滞税を計算することとなります。」と最高裁判決に従った執行をするよう明

言しています。

本制度のうち延滞税の特例についてですが、次ページの図を参考にしていただくと分かり

やすいです。この図を見ると、最高裁判決から一歩進んで、同一論点に限らず減額更正が

あった分の税額について、その後の増額更正があった際にも延滞税がかからないと読むこ

とができます。反面、更正の請求については、それが国税ではなく納税者の責任で行われ

ることを前提に、１年間は延滞税の対象とする、とされる模様です。

なお、この場合の１年間は、不正がない場合の延滞税の控除期間（通法 61①）を踏まえた
ものと考えられます。



（出典）「与党税制調査会資料」

次に、加算税の特例についてですが、大綱において「明確化」とある通り、現行の事務運

営指針においても、最高裁判決のような事例については過少申告加算税を課さない正当な

理由（通法 65④）があるとされており、その規定の明確化としての改正となります。

法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて（事務運営指針）

第１ 過少申告加算税の取扱い １

（３）法人税の～申告税額～につき～減額更正（～更正の請求に基づいてされたものを除く。）があった場

合において、その後の修正申告又は～再更正による税額が申告税額に達しないこと。

（注）当該修正申告又は再更正による税額が申告税額を超えた場合であっても、当該修正申告又は再更正

により納付することとなる税額のうち申告税額に達するまでの税額は、この（３）の事実に基づくものと

同様に取り扱う。

更正の請求については適用されないこと、当初申告税額に達する部分までは正当な理由あ

りと認められることに留意しておく必要があります。とりわけ、更正の請求については適

用されないわけですから、多めに申告して後日利益を得る、といった対応はできませんの

で、ご注意ください。

２ eLTAXにより行う給与所得に係る特別徴収税額通知の到達時期について 

改正趣旨について、大綱以外に明記されたものは見つかりませんでしたが、現状地方公共

団体は、特別徴収の義務化を進めています。例えば、東京都は、平成 29年度から原則とし
て全ての事業主に、従業員の給与所得に係る個人住民税を特別徴収で納めるよう指導して



いる模様です（http://www.tax.metro.tokyo.jp/oshirase/2014/201500205.pdf）。

特別徴収は、特別徴収税額を特別徴収義務者に通知することで税額が確定しますが、この

通知について紙ベースではなく、電子メールベースとし、より効率的な行政を行おうとい

うのが本改正の趣旨と思われます。

本改正が実現すれば、処理の円滑化に資すると考えられますが、反面、地方公共団体は課

税実務上のミスが非常に多いことに注意する必要があります。特別徴収義務者の同意があ

る場合に限って適用される制度とされていますので、慎重に判断する必要があります。



Ⅵ 国際課税に関する改正

移転価格税制に係る文書化

概要 

「BEPSプロジェクト」の行動計画に対応して示された勧告を踏まえ、移転価格税制に係る
文書化制度の改正が行われます（大綱 P94～95・121～125）。
納税者不利の改正です。

内容 

１ 国別報告事項 

① 全体像 

提供義務者 多国籍企業グループの最終親事業体である内国法人など 

報告事項 

（国別報告事項）

事業を行う国ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納付税額その他必

要な事項(※)

提供期限 最終親事業体の会計年度終了の日の翌日から１年を経過する日 

提供方法 e-Taxにより税務署長に提供し、使用言語は英語 
提供義務の免除 直前会計年度の連結総収入金額が1,000億円未満の多国籍企業グループ

罰則 期限内に税務署長に提供しない場合の罰則が設けられます。
(※) 「BEPSプロジェクト」の勧告で示された移転価格カイドライン改定案の別添３に示された記載項目
と同様とされます。

② 提供義務者の範囲等 

イ 多国籍企業グループの範囲 

適用される会計基準において、連結財務諸表を作成すべき一定の企業集団で、税務上の居

住地国（恒久的施設及び外国における恒久的施設に相当するものの所在地国が含まれます）

が異なる２以上の事業体が含むものとされます。 

ロ 提供義務者の範囲 



多国籍企業グループの最終親事業体又は代理親事業体である内国法人 

最終親事業体又は代理親事業体以外の多国籍企業グループの構成事業体である内国法人又

は恒久的施設を有ずる外国法人（※１）（※２）
（※１）多国籍企業グループの構成事業体である内国法人及び恒久的施設を有する外国法人が複数ある場

合には、これらの法人を代表する１社のみが提供すれば足ります。 

（※２）多国籍企業グループの最終親事業体などの居住地国（租税条約等の相手国に限ります。）を通じて、

この多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供を受けることができないと認められる場合に限り、こ

れらの者は提供義務者とされます。 

ハ 最終親事業体又は代理親事業体の意義 

最終親事業体 構成事業体のうち、他の構成事業体を支配するもの 

代理親事業体 
国別報告事項を提供する者として最終親事業体が指定した、その多国籍企

業グループの構成事業体 

ニ 構成事業体の範囲 

適用される会計基準において、連結財務諸表に財産及び損益の状況が連結して記載される

事業体 

規模の重要性を理由として連結の範囲から除外される事業体 

③ 提供義務者等に関する国税当局への報告義務 

国別報告事項の提供義務者等を明らかにするために、国別報告事項の提供義務者と国内に

所在する他の構成事業体の名称など必要な事項を、e-Taxにより、税務署長に提供しなけれ
ばならないこととされます。 

２ 事業概況報告事項（マスターファイル） 

① 全体像 

提供義務者 多国籍企業グループの構成事業体である内国法人など 

報告事項 

（事業概況報告事項）

多国籍企業グループの組織構造、事業の概況、財務状況その他必要

な事項(※)

提供期限 最終親事業体の会計年度終了の日の翌日から１年を経過する日 

提供方法 e-Taxにより税務署長に提供し、使用言語は日本語又は英語 

提出義務の免除 
直前会計年度の連結総収入金額が1,000億円未満の多国籍企業グル
ープ

罰則 期限内に税務署長に提供しない場合の罰則が設けられます。
(※) 「BEPSプロジェクト」の勧告で示された移転価格カイドライン改定案の別添１に示された記載項目
と同様とされます。



② 提供義務者の範囲等 

イ 多国籍企業グループの意義 

１②イと同様です。 

ロ 提供義務者の範囲 

多国籍企業グループの構成事業体である内国法人又は恒久的施設を有する外国法人とされ

ます。 

なお、多国籍企業グループの構成事業体である内国法人及び恒久的施設を有する外国法人

が複数ある場合には、これらの法人を代表する１社のみが事業概況報告事項を提供すれば

足りることとされます。 

ハ 構成事業体の範囲 

１②ニと同様です。 

③ 提供義務者等に関する国税当局への報告義務 

事業概況報告事項の提供義務者等を明らかにするために、事業概況報告事項の提供義務者

と国内に所在する他の構成事業体の名称など必要な事項を、e-Taxにより、税務署長に提供
しなければならないこととされます。 

３ 独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類（ローカルファイル） 

① 全体像 

提供義務者 国外関連取引を行った法人 

作成書類 

（ローカルファイル）

独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類（電磁的記

録を含みます） 

作成期限 確定申告書の提出期限まで 

保存期間 確定申告書の提出期限の翌日から７年間 

保存場所等 
国外関連取引を行った法人の国内事務所。書類の原本が国内にある

場合は原本を、書類の原本が国外にある場合は写しを保存

② ローカルファイルの項目 



現行の文書化に関する書類（措規 22の 10①）について、記載項目の明確化などの所要の整
備が行われるとともに、移転価格ガイドライン改定案の別添２に示された記載項目が追加

されます。 

③ 同時文書化義務が免除される国外関連取引 

以下の２つの要件を満たす場合には、その一の国外関連者との当期の国外関連取引につい

て、ローカルファイルの確定申告書の提出期限までの作成・保存義務(同時文書化義務)が

免除されます。 

一の国外関連者との前期（※１）の取引金額（※２）が 50億円未満
その一の国外関連者との前期（※１）の無形資産取引金額（※２）が３億円未満

（※１）前期がない場合には当期   （※２）受払合計

④ 文書化の担保策 

ローカルファイル等の提示又は提出がない場合の推定課税（措法 66の 4⑥）と同業者調査
（措法 66の 4⑧）の要件を明確化する観点から、以下の区分に応じそれぞれに定める場合
には、推定課税・同業者調査を行うことができることとされます。 

同時文書化義務

のある国外関連

取引 

ローカルファイルの提出等を求められた場合において、45 日以内の期
日で国税職員が指定する日までに提出等がなかったとき

ローカルファイルの作成の基礎となる資料等、独立企業間価格を算定す

るために重要と認められる書類の提出等を求められた場合において、60
日以内の期日で国税職員が指定する日までに提出等がなかったとき

同時文書化義務

のない国外関連

取引 

ローカルファイルに相当する資料等の独立企業間価格を算定するため

に重要と認められる書類の提出等を求められた場合において、60 日以
内の期日で国税職員が指定する日までに提出等がなかったとき

⑤ その他所要の措置が設けられます。 

４ 外国法人の内部取引に係る課税の特例、内国法人の国外所得金額の計算の特例などの

各種制度における内部取引に係る文書化制度の整備 

以下の規定について、ローカルファイルと同様に、内部取引に係る独立企業間価格を算定

するための文書化制度の整備が行われます。 



内容 根拠規定 

外国法人の内部取引に係る課税の特例 措法 66の 4の 3 
内国法人の国外所得金額の計算の特例 措法 67の 18 
連結法人の連結国外所得金額の計算の特例 措法 68の 107の２
非居住者の内部取引に係る課税の特例 措法 40の 3の 3 
居住者の国外所得金額の計算の特例 措法 41の 19の 5 

適用関係 

上記１は、平成 28年 4月 1日以後に開始する最終親事業体の会計年度に係る国別報告事項
について適用されます。

上記２は、平成 28年 4月 1日以後に開始する最終親事業体の会計年度に係る事業概況報告
事項について適用されます。

上記３は、平成 29年 4月 1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます。
上記４は、平成 29年 4月 1日以後に開始する事業年度分の法人税及び平成 30年分以後の
所得税について適用されます。

関連法規 

措法 66の 4⑥・⑧、措規 22の 10、所規 42の 3、68の 2、法規 30の 2、62の 2等

コメント 

近年、Googleや Appleといった多国籍企業が、各国の税法の差異を利用した国際的な節税
を行うことで、各国の課税権を過度に侵害していることが問題視されており、OECD を中
心にその対策として 15の BEPS（税源浸食と利益移転：Base Erosion and Profit Shifting）
行動計画が策定されており、この計画を現実化するため、各国での国内法の整備の実施が

求められています。

平成 27年度改正においても、電子商取引に係る消費税の改正（行動１：電子経済について
の課税上の課題）と外国子会社からの受取配当益金不算入制度の見直し（行動２: ハイブリ
ッド・ミスマッチ・アレンジメントの効果の無効化）が法制化されたことは記憶に新しい

ですが、平成 28年度改正では、（行動 13：移転価格文書化及び国別報告書に係るガイダン
ス）について、法制化されます。この行動 13は、適正な移転価格課税を実施するため、自
国企業の国外関連取引に関する情報だけではなく、多国籍企業グループがグローバルに行

う取引の全体像を把握するため、より一層の文書化を求めるものです。



大綱の内容を見ると複雑ですが、以下の資料にその全体像が書かれています。

（出典）「財務省資料」（http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20151216d.pdf）

とは言え、かなりの大法人を想定していますので、実務においては提供等が免除されるケ

ースが多く、実務で目にする機会は多くはないと考えられますが、国税にとり移転価格課

税の文書化は国際課税における最重要課題と言っても過言ではありません。このため、多

国籍企業を前提とした国別報告書やマスターファイルは別にして、法人ごとに作成するロ

ーカルファイルについては、今後免除される基準が下がる可能性は大きいと考えられます。

どの程度の記載が要請されるか、今後の法案を確認する必要がありますが、本改正に伴い、

保存場所や保存内容、そして推定規定や同業者調査についても明確化が図られていますの

で、ローカルファイルについて、免除される基準に該当せず、国外関連取引があればかな

り神経質になる必要があります。

移転価格課税は現状、中小にも適用されると言われており、従来は大法人にしか関係のな

い規定も時代の流れに応じて適用範囲が拡大するのが近年の傾向です。現状は関係ないと

は言っても、今のうちから法律の内容は押さえておく必要があると言えそうです。



日台民間租税取決めに規定された内容の実施に係る

国内法の整備 

概要 

日台民間租税取決めを実施するための国内法の整備が行われます（大綱 P91～94）。
原則、納税者有利の改正です。

内容 

台湾においてわが国の居住者又は内国法人に対して同様の権利が認められる「相互主義」

を条件に、以下の措置が設けられます。

１ 双方居住者の振分けルール 

日本と台湾の双方の居住者に該当する者について、恒久的住居の所在等を基準とした振分

けルールに基づき、台湾の居住者に振り分けられる者にあっては日本の非居住者とみなし、

いずれか一方の居住者に振り分けられない場合には、公的役務・学生に関する措置（下記

２④ロ）が適用されません。 

２ 台湾居住者等の所得に対する所得税又は法人税の非課税等 

① 事業所得に対する所得税又は法人税の非課税

台湾居住者が有する事業所得のうち日本国内にある事業所等に帰せられないもの等につい

て、所得税又は法人税は非課税とされます。

② 配当等に対する所得税又は法人税の軽減又は非課税

種類 限度税率等

イ 台湾居住者が支払を受ける一定の配当、利子又は使用料

（ロ・ハを除きます）
10％

ロ 台湾の権限のある機関等が支払を受ける一定の利子など 非課税

ハ 発行時源泉徴収される割引債で、台湾居住者に対し償還

差益の支払をするもの

源泉所得税の全部又は一部

を還付
（※１）台湾居住者の日本国内にある事業所等に帰せられるものは適用されません。



（※２）独立企業間価格を超える場合の超過額については適用されません。

（※３）一定の利子・使用料については、わが国の国内法に定める租税条約に異なる定めがある場合の国

内源泉所得に関する取扱い（所法 162・法法 139）と同様の措置が設けられます。

③ 資産の譲渡所得に対する所得税又は法人税の非課税

台湾居住者が有する資産の譲渡所得（PE帰属所得又は国内資産譲渡所得のうち一定のもの
及び工業所有権等の譲渡所得に限ります）について、所得税又は法人税は非課税とされま

す。

④ 人的役務提供対価等に対する所得税の非課税

イ 短期滞在者免税など

以下の報酬・給与については、所得税が非課税とされます。

台湾居住者が短期滞在者に該当する等の場合に受ける一定の報酬

台湾居住者が短期滞在者に該当する等の場合に受ける一定の給与（内国法人の役員として行

う勤務に基因するものは除きます）

台湾居住者が支払を受ける一定の報酬又は給与のうち、国外において行う役務提供又は勤務

に基因するもの（内国法人の役員として行う勤務に基因するものは除きます）
（※１）上記は、芸能人等として日本国内において行う役務提供又は勤務に基因するものについては、適

用されません。

（※２）納税申告書の提出等をした台湾居住者が短期滞在者に該当すること等となった場合には、その該

当すること等となった日から４月以内に、更正の請求によりこれらの適用を受けることができます。

（※３）源泉分離課税の対象とされる台湾居住者が短期滞在者に該当することとなった場合には、還付申

告書を提出することによりこれらの適用を受けることができるとされる措置が設けられます。

ロ 公的役務・学生

以下の年金・給与などについては、所得税が非課税とされます。

台湾居住者等で一定の要件を満たすものが台湾の権限のある機関等から支払いを受ける一

定の給与等又は年金

台湾居住者等で一定の要件を満たす学生等が支払を受ける日本国外からの一定の給付

⑤ 租税回避防止

イ 主目的テスト

上記の措置は、適用対象となる国内源泉所得に関し、台湾居住者又はその関係者による国



内源泉所得の基因となる行為の主たる日的の一つが、これらの措置の適用を受けることで

ある場合には、適用されません。

ロ 課税上の取扱いが異なる事業体の取扱い

台湾と課税上の取扱いが異なる事業体への適用については、租税条約の相手国等で課税上

の取扱いが異なる事業体への租税条約の適用に関する措置と同様の措置が設けられます。

ハ 租税条約の適用手続に関する措置の準用

上記のうち、源泉徴収による所得税につき軽減又は非課税の適用を受けようとする台湾居

住者等については、租税条約の適用手続に関する措置と同様の措置が設けられます。

３ 台湾における移転価格課税に係る対応的調整

台湾の関連者との間で行う取引に関し、その価格が独立企業間価格と異なることにより内

国法人等の所得が過大となる場合において、国税庁長官の確認を受けたときは、その取引

は独立企業間価格で行われたものとして課税所得が計算されます。

４ 国税庁長官の確認があった場合の更正の請求の特例等

① 納税申告書の提出等をした者は、上記２の適用により課税標準等又は税額等が過大と

なる場合において、国税庁長官の確認があったときは、その確認の日から２月以内に、更

正の請求により上記２の措置の適用を受けることができます。

② 台湾居住者等が有する所得につき上記２の措置の適用により源泉所得税の過誤納があ

った場合において、国税庁長官の確認があったときは、過誤納金につき還付請求をするこ

とができる場合を除き、税務署長は、その所得に係る源泉徴収義務者に対し、その過誤納

金に相当する給付金が支給することとされます。

５ 台湾の租税に関する権限のある機関への情報提供

台湾の租税に関する権限のある機関に対し、租税に関する情報の提供を行うことができる

旨の規定が設けられます。

６ 個人住民税及び法人住民税においても、国税の取扱いに準じて所要の措置が設けられ



ます。

７ その他所要の措置が設けられます。

適用関係 

上記は、台湾において相互主義が確保されるために必要な手続が完了する時期に合わせて

実施されます。 

関連法規 

新設

コメント 

去る平成 27 年 11 月、日台民間租税取決めが結ばれました。台湾とは租税条約がなく、従
来から国内法に従った不利な課税が行われていましたが、おおむね現状日本が締結する

OECD モデル条約に沿う形での取決めが結ばれ、今後の経済交流に大きなプラス材料にな
ると考えられています。

注意したいのは「民間租税取決め」とある通り、通常の租税条約とは異なり、法的効力は

ないとされている点です。財務省資料によると、以下の説明がなされています。

財務省資料（http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20151216d.pdf）

○日本にとって台湾は、租税条約のない国・地域の中で最大の直接投資相手。日台経済関係は緊密で、日

本及び台湾の経済界からは、「租税条約締結」に強い期待。他方、台湾との関係に関する日本の基本的立場

は、非政府間の実務関係として維持するというものであることから、台湾との間で、国家間の国際約束で

ある租税条約を締結することができない。

○ そこで、台湾との間で租税条約に相当する枠組みを構築するために、公益財団法人交流協会（日本側）

と亜東関係協会（台湾側）との間で「日台民間租税取決め」（日本では国際約束として効力なし）を取り結

び、その内容を日本国内で実施するための国内法を整備する。

日本と台湾は正式な外交関係がありませんから、あくまでも実務対応として処理せざるを

得ず、このような複雑な民間団体における「取決め」という形で、租税条約に相当する規

定を設けた、というのが実態です。このため、この「取決め」そのものに法的効力はなく、

別に国内法の規定が必要になるとして本改正が実現しています。

ここまで踏まえると、以下の疑問等が生じます。



① 所得源泉の置換え規定（所法 162、法法 139）の適用はないと考えられる
② 租税条約実施特例法の適用もないと考えられる

①について。本規定の対象になるのは、「租税条約～において国内源泉所得につき～異なる

定めがある場合」とされています。法的効果のない取決めは、この「租税条約」に含まな

いとするのが正しい理解ですし、憲法 98条の条約の法律に対する優位性も働かないと考え
るべきと思われます。この点、大綱においても「同様の措置を講ずる」と説明されており、

別段の規定が設けられると考えられます。

②について。租税条約については、実施特例法において国内法への落とし込みが図られて

いますが、取決めであれば、それをそのまま落とし込むのは困難と思われます。大綱にお

いて、細かく規定内容が書かれていることもあり、実施特例法ではなく、何か個別法を作

る、といった対応がなされると想定されます。

いずれにしても、法的効果のない取決めである以上、適用関係は国内法によるしか方法は

ないと考えられます。このため、取決めがあるからと安心せず、改正法を読みこむ必要が

あります。

なお、日台民間租税取決めについては、公益財団法人交流協会のホームページ（http://ww
w.koryu.or.jp/ez3_contents.nsf/Top/8E4E559486B6799249257F090007B757?OpenDocu
ment）において公開されています。この内容を前提とすると、現行の非居住者に対する課
税関係は、おおむね以下のように見直されることになります。

現行（国内法） 取決め

配当
15％（上場）

20％（非上場） 10％

利子
15％（金融商品）
20％（その他）

10％
政府、中央銀行等受取りは免税

使用料 20％ 10％
（※）復興税は除いています。

（出典）「財務省資料」を基に作成

（http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20151216d.pdf）

とりわけご注意いただきたいのは、使用料・貸付金利子の内外判定と、事業譲渡類似株式

の課税です。使用料・貸付金利子は国内法では使用地主義ですが（所法 161六・七）、取決
めを見る限り、これらは債務者主義になると考えられますので、取扱いが変わると考えら

れます。



加えて、国内法においては国内源泉所得として課税される事業譲渡類似株式（所令 291①
三・⑥）についても、取決めにおいて規定がありませんので、それを譲渡する台湾居住者

に対しては、日本での課税はできないと考えられます。

最後に、気になる日台民間租税取決め及び本改正の適用時期ですが、相互主義の考え方か

ら、台湾における必要な手続きが必要になります。この点、今後の報道にご注意頂くとと

もに、現状は以下のような想定がなされていますので、参考にしてください。

税務通信 3390号

平成 28年度の国際課税関係の改正では、「日台民間租税取決めに規定された内容の実施に係る国内法の整
備」～が盛り込まれた。日台民間租税取決めは、台湾で必要な手続が完了する時期に合わせて実施される。

台湾側の手続状況にもよるため具体的な時期は確定していないが、同取決めを交わした“交流協会”は早

くとも平成 29年 1月からの実施になるのではと考えているようだ。



その他押さえておくべき改正事項

概要 

外国子会社合算税制等の見直しとして、適用除外規定などの見直しが行われます（大綱 P95
～97）。
平成 28年度から実施される、帰属主義への変更について所定の措置が設けられます（大綱
P97～98）。
外国法人との現物出資について、所定の見直しが行われます（大綱 P67）。
原則、納税者不利の改正です。

内容 

１ 外国子会社合算税制等の見直し 

① 適用除外規定（措法 66の 6③）の見直し

イ 一の内国法人等によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているな

どの要件を満たす特定外国子会社等（英国ロイズ市場において保険業を行うものに限りま

す。以下同じです）の実体基準又は管理支配基準の判定について、その一の内国法人等に

よってこれらの要件を満たす他の特定外国子会社等がその特定外国子会社等の本店所在地

国において実体基準又は管理支配基準を満たしている場合には、その特定外国子会社等は

実体基準又は管理支配基準を満たすものとされます。

ロ 非関連者基準の判定上、一の内国法人等によってその発行済株式等の全部を直接又は

間接に保有されている等の要件を満たす特定外国子会社等がその一の内国法人等によって

これらの要件を満たす他の特定外国子会社等との間で行う取引については、関連者取引に

該当しないものとされます。

ハ 地方税においても同様の措置が設けられます。

ニ その他所要の措置が設けられます。

② 外国税額控除（措法 66の 7）の見直し



特定外国子会社等が子会社（持株割合 25％以上等の要件を満たす法人をいいます）から受
ける配当等のうち外国法人税の課税標準に含まれないものは、合算割合（本税制による合

算所得の特定外国子会社等の所得に対する割合）の計算に係る特定外国子会社等の所得か

ら除外することとされます。

③ コーポレート・インバージョン対策税制の外国税額控除（措法 66の 9の 3）の見直し

本制度についても、上記②と同趣旨の改正が行われます。

２ 国際課税原則の帰属主義への変更の円滑な実施

① 内国法人の外国税額控除に係る国外所得金額の計算（所令 221の 2・221の 3・221の
6、法令 141の 2・141の 3・141の 8等）の明確化

内国法人の外国税額控除に係る国外所得金額の計算について、国外事業所等帰属所得の金

額が零を下回る場合にはその下回る金額である旨及び国外所得金額（国外事業所等帰属所

得とその他の国外源泉所得の合計額）が零を下回る場合には零である旨が明確化されます。

② 過去にPEを有していた外国法人が適格合併等によりPEを有することとなった場合に
は、その外国法人が過去に有していた PEに係る欠損金の繰越控除は認めない旨が明確化さ
れます。

③ 地方税については、国際課税原則の帰属主義への変更の円滑な実施に関する国税にお

ける諸制度の取扱いを踏まえ、所要の措置が設けられます。

④ その他所要の措置が設けられます。

３ 現物出資の見直し（法法２十二の十四等）

① 外国法人に対する現物出資のうち、その移転国内資産の全てを PE に直接帰属させる
現物出資が、適格現物出資に含まれます。

ただし、国内不動産その他の PEから国外本店等への内部取引が帳簿価額で行われたものと
なる国内資産（法法 142の 9①）が含まれる場合には、現物出資後これらの国内資産につい
て内部取引を行わないことが見込まれている場合に限られます。



② 以下の現物出資が、適格現物出資の対象から除外されます。

イ 内国法人が行う外国法人に対する現物出資のうち、その現物出資の日以前１年以内に

その内国法人の本店等からの内部取引により国外事業所資産となった資産（現金、預貯金、

棚卸資産及び有価証券は除きます）をその外国法人の PE以外の事業所に直接帰属させるも
の

ロ 外国法人が行う現物出資のうち、その移転する国外事業所資産を他の外国法人の PEに
直接帰属させるもの

適用関係 

上記１は、特定外国子会社等の平成 28年 4月 1日以後に開始する事業年度から適用されま
す。 

上記２は、大綱に明確な規定がありませんので、経過措置の原則の通り、平成 28年 4月 1
日から施行されると考えられます。 

上記３は、大綱に明確な規定がありませんので、経過措置の原則の通り、平成 28年 4月 1
日から施行され、同日以後開始する事業年度から適用されると考えられます。 

関連法規 

上記の通り

コメント 

１① 適用除外規定の見直しについて

金融庁の税制改正要望によると、以下の記述があります。

金融庁の税制改正要望（http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/request/fsa/28y_fsa_
k_17.pdf）

現行の適用除外基準は、租税回避目的がなく事業実体を有する外国子会社の所得をも合算対象に含めてい

る。例えば、損害保険会社の子会社が行う英国ロイズマーケットにおける再保険事業については、英国ロ

イズ法の分社化規定（保険の引受業務を行う者と保険金の負担者を別法人とする）のため、現行の適用除

外基準を満たせず、今後、英国の法人税率が引下げられた場合は当該子会社の所得が合算対象所得に含ま

れることになる～かかる状況を改善するため、適用除外基準の見直しが必要である。

本要望にあります通り、我が国のタックスヘイブン税制においては、制度の不十分さから



課税されるべきでない事業についても、適用除外が受けられず課税されるといった事態が

見られると指摘されています。大綱においても、以下の通り将来にわたりタックスヘイブ

ン税制については、抜本的な見直しが必要であることが指摘されています。

平成 28年度税制改正大綱 P110 

外国子会社合算税制については、喫緊の課題となっている航空機リース事業の取扱いやトリガー税率のあ

り方、租税回避リスクの高い所得への対応等を含め、外国子会社の経済実体に即して課税を行うべきとす

る BEPS（税源浸食と利益移転）プロジェクト最終報告書の基本的な考え方を踏まえ、軽課税国に所在す
る外国子会社を利用した租税回避の防止という本税制の趣旨、日本の産業競争力や経済への影響、適正な

執行の確保等に留意しつつ、総合的な検討を行い、結論を得る。

平成 28年度改正においては、適用除外規定の一つとして、英国ロイズ市場において保険業
を行う法人の実態基準又は管理支配基準の見直しが行われています。平成 27年度改正にお
いて、イギリスの税率が 20％とされることを見越し、トリガー税率が 20％以下から 20％
未満に引き下げられていますが、イギリスの税率は今後更なる引下げも想定されている模

様であり、早期の措置が必要であったと考えられます。

この点、経団連の資料（https://www.keidanren.or.jp/policy/2014/074_honbun.pdf）にもあ
る通り、英国ロイズ市場において保険業を行う場合には、事業運営法人（マネージング・

エージェント）とリスク引受法人（法人メンバー会社）の分離が義務付けられていますの

で、少なくとも二社の設立が不可欠となります。現行の実態基準又は管理支配基準は、単

体である子会社の実態に即して適用除外を判断するものですから、リスク引受法人につい

ては、これらの規定に該当しない可能性が大きいと考えられます。

ただし、大綱を読む限りは、あくまでも 100％法人間について特例を認めるものと考えられ
ますので、適用に当たっては法人の資本関係を正確に把握するなど、注意が必要と考えら

れます。

１② 外国税額控除の見直しについて

改正趣旨について明確に述べられたものは見つかりませんでしたが、「外国法人税の課税標

準に含まれないもの」という文言を前提にすると、平成 27年度改正で措置された「外国子
会社配当益金不算入制度の見直し」を踏まえた改正であると考えられます。

外国子会社配当益金不算入制度の見直しは、BEPS行動計画２におけるハイブリッド・ミス
マッチ効果の無効化を踏まえたものです。ハイブリッド・ミスマッチとは、「金融商品や事

業体に対する複数国間における税務上の取扱いの差異」をいい、配当を支払う本国におけ

る損金算入配当と改正前のわが国の外国子会社配当の 95％益金不算入のように、課税の空



白を生じさせる各国の税制の差異をいいます。このような課税の空白を防止するために、

外国子会社配当益金不算入制度の見直しが実現し、本国において損金算入される配当は、

外国子会社配当益金不算入の対象外とされています。

タックスヘイブン税制における外国税額控除は、我が国の制度上益金不算入となる配当を

分母に加算して合算割合を計算することになっています。これは、外国子会社配当益金不

算入を採用していない国もあることを踏まえた制度と思われますが、平成 27年度改正を経
て、他国の法制度を踏まえて課税の取扱いを決めるべき、という仕組みが採用されました

ので、本制度における外国税額控除においても、同様の取扱いを採用したと整理するのが

妥当と考えられます。

２ 国際課税原則の帰属主義への変更の円滑な実施について

与党税制調査会資料に、以下の図が掲載されています。

（出典）「与党税制調査会資料」

規定の明確化と言えばそれまでですが、国外事業所等帰属所得金額がマイナスになるとい

うことは、他の国外源泉所得と通算され、外国税額控除の限度額の基礎となる調整国外所

得金額が小さくなることを意味すると考えられます。



（出典）国税庁ホームページ

（https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h27kokusai-aramashi.pdf）

調整国外所得金額は大きければ大きいほど限度額は大きく計算されますので、損失が生じ

ている支店については、早期の撤退などを考慮する必要があると考えられます。

一方で、外国法人が過去に有していた PEに係る欠損金の繰越控除の制限については、合理
性のある改正と考えられます。外国法人は PEを廃止する段階で、原則として時価課税され
（法法 142の 8①）、再進出した場合には、改めてフレッシュスタートされ、過去の欠損金
は引き継げないという課税関係になっています（法法 10の 3④）。

ただし、フレッシュスタートの例外として、PEを有する外国法人を被合併法人とする適格
合併が認められています。この趣旨は、適格合併により被合併法人の欠損金は引き継げる、

というものですが（「平成 26年度改正税法のすべて」P719）、条文上はこの点明確ではなく、
合併法人の欠損金も引き継げるかのように規定されています。このため、本年度改正で規

定の整備がなされることになります。

３ 現物出資の見直しについて

現行において、外国法人が関係する現物出資については、以下について、適格現物出資の

範囲から除かれることになっています。



内容 適格現物出資から除かれる資産・負債（法令４の３⑨）

外国法人への現物出資

・国内にある不動産及び国内にある不動産の上に存する権利

・鉱業権及び採石権

・その他国内にある事業所に属する資産（25％以上の株式保有
割合の外国法人の株式を除きます。）又は負債

外国法人から内国法人へ

の現物出資

・国外にある事業所に属する資産又は負債

ただし、国内にある不動産及び国内にある不動産の上に存す

る権利、鉱業権、採石権は除きます。

この規定の趣旨は、以下の通り述べられています。

DHC法人税法 P623の 8 

これは、国内にある資産を海外に移転せしめることを租税回避の面から規制をしているのである（この取

扱いは、旧法第 51条（特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮記帳）の制度における特定現物出資
の要件とされていた資産の範囲（旧令 93条 1項）がそのまま維持されている。）。
また、国外から国内に含み損益を持ち込むことを規制しているのである。ただし、国内にある不動産、国

内にある不動産の上に存する権利、鉱業権及び採石権は、国外から国内に含み損益が持ち込まれる状況が

想定しがたいことから、国外にある資産等から除かれているのである。

この場合、国内にある事業所に属する資産又は負債の判定については、当該資産、負債がその帳簿に記載

されているかにより判定することを原則とする。

適格組織再編成は、時価ではなく簿価による引継ぎになりますので、上記の通り国外への

資産移転や国外からの含み損益の持ち込みが問題になります。この点、平成 26年度改正で
帰属主義が導入され、外国法人の PEにおける PE帰属所得については、内国法人とほぼ同
一に課税されることになりましたので、この点から規定の整備が必要になったと考えられ

ます。

本改正では、３つの現物出資の取扱いの見直しがなされているわけですが、上記の趣旨に

照らせば、以下の通りと思われます。

① 移転国内資産の全てを PE に直接帰属させる現物出資
⇒ 内国法人への現物出資と大きく変わらないことから、適格現物出資に含めることは問

題ないと考えられます。

ただし、国外への資産移転につながる場合、すなわち国外本店等への国内資産の移転

が帳簿価額で行われたものとなる内部取引（PEに関係なく日本で課税される所定の資
産を移転等するもの）が見込まれる場合には、所定の調整が必要になります。

② 内国法人の国外事業所資産となった一定の資産をその外国法人の PE 以外の事業所に
直接帰属させるもの

⇒ 国外への資産移転につながりますので、規制は必要になりますが、従来は国内事



業所で管理する、といったあいまいな規定であったため、適格現物出資とされて

いたのは問題があると考えます。

③ 外国法人が行う現物出資のうち、その移転する国外事業所資産を他の外国法人の PEに
直接帰属させるもの

⇒ 国外からの含み損益の持ち込みが問題になりますので、適格現物出資の範囲から

は除くべきと考えます。

とりわけ、上記②の改正は、塩野義製薬の課税事例（https://www.grantthornton.jp/pdf/ne
wsletter/international/international_201508.pdf）もありますので、実務上大きなインパ
クトがあると考えられます。

その他、本改正の経過措置ですが、現物出資という取引について、適格要件を改正するも

のですので、本来的には現物出資の行われた時点で経過措置を定めるべきと考えます。政

令などで手当てされる可能性もありますので、法令の確認が必要になります。


