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平成

 

「一億総活躍社会」実現に向け、

必要であり、税制での後押しをしようとする改正案となっています。

所得税においては、就業調整を意識しないよう配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得金額の上限を

円（給与収入

を設ける予定です。

一方、

したり、賃上げを促すための所得拡大税制の

の組織再編税制の見直し

資産税については、

の評価、タワーマンションの

予定です。

その他、地方

な制度が盛り込まれています。
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 以下では、速報版として主要な改正にかかる要約をご紹介いたします（全

詳細はこちらでご確認頂けます。（
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住民税
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「一億総活躍社会」実現に向け、

必要であり、税制での後押しをしようとする改正案となっています。

所得税においては、就業調整を意識しないよう配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得金額の上限を

円（給与収入 150

を設ける予定です。

一方、法人税については、

したり、賃上げを促すための所得拡大税制の

の組織再編税制の見直し

資産税については、

の評価、タワーマンションの

予定です。また事業承継対策についても活用を促す措置が設けられております。

その他、地方

な制度が盛り込まれています。

10 月 1 日の消費税率

 

以下では、速報版として主要な改正にかかる要約をご紹介いたします（全

詳細はこちらでご確認頂けます。（

〔個人所得課税〕〔個人所得課税〕〔個人所得課税〕〔個人所得課税〕

税目税目税目税目    

所得税 

住民税 

配偶者控除及び配偶者

特別控除の見直し

2016.12.9 号 

《会計・税務の知識》

TEL.03(5350)7435 otoiawase

12 月 8 日、自由民主党および公明党による

「一億総活躍社会」実現に向け、

必要であり、税制での後押しをしようとする改正案となっています。

所得税においては、就業調整を意識しないよう配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得金額の上限を

150 万円）に引き上げるとともに、担税力の調整の観点から納税者本人の合計所得金額に所得制限

を設ける予定です。 

法人税については、

したり、賃上げを促すための所得拡大税制の

の組織再編税制の見直し等が織り込まれました。

資産税については、課税の適正化のため、

の評価、タワーマンションの

また事業承継対策についても活用を促す措置が設けられております。

その他、地方拠点の強化

な制度が盛り込まれています。

日の消費税率 10％への引上げを確実に実施する旨が付言されております。

以下では、速報版として主要な改正にかかる要約をご紹介いたします（全

詳細はこちらでご確認頂けます。（

〔個人所得課税〕〔個人所得課税〕〔個人所得課税〕〔個人所得課税〕                                                                                                            

項項項項    目目目目    

配偶者控除及び配偶者

特別控除の見直し

 

会計・税務の知識》

TEL.03(5350)7435 otoiawase

自由民主党および公明党による

「一億総活躍社会」実現に向け、日本全体の成長力の底上げのた

必要であり、税制での後押しをしようとする改正案となっています。

所得税においては、就業調整を意識しないよう配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得金額の上限を

万円）に引き上げるとともに、担税力の調整の観点から納税者本人の合計所得金額に所得制限

法人税については、IoT や人工知能等の第

したり、賃上げを促すための所得拡大税制の

等が織り込まれました。

課税の適正化のため、

の評価、タワーマンションの階層の取引単価の差異を調整するための

また事業承継対策についても活用を促す措置が設けられております。

拠点の強化、外国子会社を通じた租税回避の抑制

な制度が盛り込まれています。なお、本大綱には

％への引上げを確実に実施する旨が付言されております。

以下では、速報版として主要な改正にかかる要約をご紹介いたします（全

詳細はこちらでご確認頂けます。（https://www.jimin.jp/news/policy/133810.html

                                                                                                            

    

配偶者控除及び配偶者

特別控除の見直し 

配偶者控除額及び配偶者特別控除額を以下の通りと

する。

（上段：所得税、下段かっこ書き：地方税）

（１）配偶者特別控除額
 

会計・税務の知識》

TEL.03(5350)7435 otoiawase＠koyano

自由民主党および公明党による

日本全体の成長力の底上げのた

必要であり、税制での後押しをしようとする改正案となっています。

所得税においては、就業調整を意識しないよう配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得金額の上限を

万円）に引き上げるとともに、担税力の調整の観点から納税者本人の合計所得金額に所得制限

や人工知能等の第

したり、賃上げを促すための所得拡大税制の強化や

等が織り込まれました。 

課税の適正化のため、国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲や取引相場のない株式

階層の取引単価の差異を調整するための

また事業承継対策についても活用を促す措置が設けられております。

、外国子会社を通じた租税回避の抑制

なお、本大綱には

％への引上げを確実に実施する旨が付言されております。

以下では、速報版として主要な改正にかかる要約をご紹介いたします（全

https://www.jimin.jp/news/policy/133810.html

                                                                                                            

配偶者控除額及び配偶者特別控除額を以下の通りと

する。 

（上段：所得税、下段かっこ書き：地方税）

（１）配偶者特別控除額
  

 
 

配
偶
者
の
合
計
所
得
 

123 万円 

超 

123 万円 

以下 

120 万円 

以下 

115 万円 

以下 

110 万円 

以下 

105 万円 

以下 

100 万円 

以下 

95 万円 

以下 

90 万円 

以下 

85 万円 

以下 
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自由民主党および公明党による平成

日本全体の成長力の底上げのた

必要であり、税制での後押しをしようとする改正案となっています。

所得税においては、就業調整を意識しないよう配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得金額の上限を

万円）に引き上げるとともに、担税力の調整の観点から納税者本人の合計所得金額に所得制限

や人工知能等の第 4 次産業のビジネス

強化や中小企業向けの設備投資減税

 

国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲や取引相場のない株式

階層の取引単価の差異を調整するための

また事業承継対策についても活用を促す措置が設けられております。

、外国子会社を通じた租税回避の抑制

なお、本大綱には 2020 年度の基礎的財政収支の黒字化目標に資するべく平成

％への引上げを確実に実施する旨が付言されております。

以下では、速報版として主要な改正にかかる要約をご紹介いたします（全

https://www.jimin.jp/news/policy/133810.html

                                                                                                            

改正内容改正内容改正内容改正内容

配偶者控除額及び配偶者特別控除額を以下の通りと

（上段：所得税、下段かっこ書き：地方税）

（１）配偶者特別控除額 

900 

万円以下 
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平成 29年度税制改正大綱が

日本全体の成長力の底上げのために「働き方改革」と「イノベーション」が

必要であり、税制での後押しをしようとする改正案となっています。 

所得税においては、就業調整を意識しないよう配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得金額の上限を

万円）に引き上げるとともに、担税力の調整の観点から納税者本人の合計所得金額に所得制限

次産業のビジネスの研究開発を

中小企業向けの設備投資減税

国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲や取引相場のない株式

階層の取引単価の差異を調整するための固定資産税・都市計画税

また事業承継対策についても活用を促す措置が設けられております。

、外国子会社を通じた租税回避の抑制、災害に関する税制上の整備

年度の基礎的財政収支の黒字化目標に資するべく平成

％への引上げを確実に実施する旨が付言されております。

以下では、速報版として主要な改正にかかる要約をご紹介いたします（全

https://www.jimin.jp/news/policy/133810.html

                                                                                                            

改正内容改正内容改正内容改正内容    

配偶者控除額及び配偶者特別控除額を以下の通りと

（上段：所得税、下段かっこ書き：地方税）

 
世帯主の合計所得
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年度税制改正大綱が

めに「働き方改革」と「イノベーション」が

所得税においては、就業調整を意識しないよう配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得金額の上限を

万円）に引き上げるとともに、担税力の調整の観点から納税者本人の合計所得金額に所得制限

の研究開発を

中小企業向けの設備投資減税拡大

国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲や取引相場のない株式

固定資産税・都市計画税

また事業承継対策についても活用を促す措置が設けられております。 

災害に関する税制上の整備

年度の基礎的財政収支の黒字化目標に資するべく平成

％への引上げを確実に実施する旨が付言されております。

以下では、速報版として主要な改正にかかる要約をご紹介いたします（全 12ページ）。

https://www.jimin.jp/news/policy/133810.html）

                                                                                                                 

配偶者控除額及び配偶者特別控除額を以下の通りと

（上段：所得税、下段かっこ書き：地方税） 
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所得税においては、就業調整を意識しないよう配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得金額の上限を

万円）に引き上げるとともに、担税力の調整の観点から納税者本人の合計所得金額に所得制限

の研究開発を研究開発税制の

拡大、事業再編の活性化のため

国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲や取引相場のない株式

固定資産税・都市計画税見直しが行われる

災害に関する税制上の整備の観点から、様々

年度の基礎的財政収支の黒字化目標に資するべく平成

％への引上げを確実に実施する旨が付言されております。 
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所得税：平成

以後の所得税につい

て適用

地方税：平成

分以後の個人住民税

について適用
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公表されました。 

めに「働き方改革」と「イノベーション」が

所得税においては、就業調整を意識しないよう配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得金額の上限を 85

万円）に引き上げるとともに、担税力の調整の観点から納税者本人の合計所得金額に所得制限

研究開発税制の対象範囲

、事業再編の活性化のため

国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲や取引相場のない株式

見直しが行われる

の観点から、様々

年度の基礎的財政収支の黒字化目標に資するべく平成

適用適用適用適用期限期限期限期限    

所得税：平成 30

以後の所得税につい

て適用 

地方税：平成 31

分以後の個人住民税

について適用 

年度税制改正大綱
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14 階 

7436 

 

 

 

めに「働き方改革」と「イノベーション」が

85 万

万円）に引き上げるとともに、担税力の調整の観点から納税者本人の合計所得金額に所得制限

範囲と

、事業再編の活性化のため

国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲や取引相場のない株式

見直しが行われる

の観点から、様々

年度の基礎的財政収支の黒字化目標に資するべく平成 31

    

30 年分

以後の所得税につい

31 年度

分以後の個人住民税

年度税制改正大綱 
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税目税目税目税目    項項項項    目目目目    改正内容改正内容改正内容改正内容    適用適用適用適用期限期限期限期限    

（２）配偶者控除額 
居住者（所得割の

納税義務者）の 

合計所得金額 

控除額 

控除対象 

配偶者 

老人控除対象 

配偶者 

900 万円以下 38 万円 

（33 万円） 

48 万円 

（38 万円） 

900万円超950万

円以下 

26 万円 

（22 万円） 

32 万円 

（26 万円） 

950 万円超 1,000

万円以下 

13 万円 

（11 万円） 

16 万円 

（13 万円） 
 

所得税 

住民税 

積立 NISAの創設 新たな少額投資非課税制度（NISA）として積立 NISA

を創設し、現行 NISAと選択適用が可能となる。 

 積立 NISA 現行 NISA 

投資対象商品 公募等株式投

資信託 

上場株式、公募

株式投資信託、

ETF、上場 REIT

等 

非課税対象 配当・分配金、譲渡益 

非課税で保有

できる期間 

最長 20 年 最長５年 

各年の非課税

枠 

40 万円 120 万円（平成

28 年以後） 

新規投資が可

能な期間 

平成 30年から

平成 49年 

平成 28 年から

平成 35 年 
 

平成 30 年から平成

49年まで 

所得税 

住民税 

特定口座年間取引報告

書の電磁化 

金融商品取引業者等から受取った電磁的記録の特定

口座年間取引報告書で真正性を担保していると認め

られたものを確定申告書添付書類として認める。 

（所得税）平成 31 年

分以後、（住民税）平

成 32 年分以後 

所得税 

住民税 

みなし譲渡所得の非課

税承認の特例対象拡大 

みなし譲渡所得の非課税承認の特例（※１）対象に

公益社団法人、公益財団法人、学校法人や社会福祉

法人で、役員等以外の者からの贈与又は遺贈で一定

の要件を満たした財産を追加する（株式、新株予約

権、特定受益証券発行信託受益権及び社債的受益権

等を除く） 
（※１）申請書の提出日から１ヶ月以内に承認しないことの

決定がなかった場合は承認があったものとみなす特例 

― 

所得税 届出書提出不要 下記の届出書はそれぞれ括弧内の税務署長への届出

が不要になる。 

（１）納税地の変更に関する届出書（変更後の納税

地の所轄税務署長） 

（２）納税地の異動に関する届出書（異動後の納税

地の所轄税務署長） 

（３）個人事業の開廃業届出書（その個人の納税地

の所轄税務署以外の税務署長） 

（４）給与支払事務所等の移転届出書（移転後の給

与支払事務所の所在地の所轄税務署長） 

― 

所得税 

住民税 

医療費控除、セルフメデ

ィケーション税制の添

付書類 

医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用

を受ける場合の確定申告書への添付書類について、

現行の医療費の領収書等から医療費の明細書等へ変

更する。 

平成 29年分以後 

国民健

康保険

税 

国民健康保険料の軽減

基準所得の引上げ 

（１）５割軽減となる世帯の判定基準所得 

 27.0 万円（現行 26.5 万円）×被保険者数 

（２）２割軽減となる世帯の判定基準所得 

 49.0 万円（現行 48.0 万円）×被保険者数 

 

平成30年４月１日か

ら 
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〔資産課税〕〔資産課税〕〔資産課税〕〔資産課税〕    

税目税目税目税目    項項項項    目目目目    改正内容改正内容改正内容改正内容    適用期限適用期限適用期限適用期限    

相続税 

贈与税 

非上場株式等に係る相

続税・贈与税の納税猶予

制度の見直し 

（１）納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件につ

いて、 相続開始時又は贈与時の常時使用従業

員数に 100 分の 80 を乗じて計算した数に一人

に満たない端数があるときは、これを切り捨て

る（現行：切り上げる）こととする。ただし、

相続開始時又は贈与時の常時使用従業員数が

一人の場合には、一人とする。 

（２）相続時精算課税制度に係る贈与を、贈与税の

納税猶予制度の適用対象に加える。 

（３）非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続

税の納税猶予制度における認定相続承継会社

の要件について、中小企業者であること及び当

該会社の株式等が非上場株式等に該当するこ

ととする要件を撤廃する。 

平成29年１月１日

以後に相続若しくは

遺贈又は贈与により

取得する財産に係る

相続税又は贈与税に

ついて適用すると 

ともに、所要の経過

措置を講ずる。 

 

相続税 

贈与税 

相続税又は贈与税の納

税義務の見直し 

（１）国内に住所を有しない者であって日本国籍を

有する相続人等に係る相続税の納税義務につ

いて、 国外財産が相続税の課税対象外とされ

る要件を、被相続人等及び相続人等が相続開始

前 10 年（現行:５年）以内のいずれの時におい

ても国内に住所を有したことがないこととす

る。 

（２）被相続人等及び相続人等が出入国管理及び難

民認定法別表第一の在留資格をもって一時的

滞在 （国内に住所を有している期間が相続開

始前 15 年以内で合計 10 年以下の滞在をいう。

（３） において同じ。）をしている場合等の相

続又は遺贈に係る相続税については、 国内財

産のみを課税対象とすることとする。 

（３）国内に住所を有しない者であって日本国籍を

有しない相続人等が国内に住所を有しない者

であって相続開始前 10 年以内に国内に住所を

有していた被相続人等（日本国籍を有しない者

であって一時的滞在をしていたものを除く。）

から相続又は遺贈により取得した国外財産を、

相続税の課税対象に加える。 

（注）贈与税の納税義務についても同様とする。 

平成 29 年４月１

日以後に相続若しく

は遺贈又は贈与によ

り取得する財産に係

る相続税又は贈与税

について適用する。 

 

 

 

 

贈与税 教育資金贈与の非課税

措置に関する手続要件

の緩和 

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合

の贈与税の非課税措置における金融機関への領収

書等の提出について、 書面による提出に代えて電

磁的方法により提供することができることとする。 

平成29年６月１日以

後に提出する領収書

等について適用 

相続税 相続株式等の物納順位

見直し 

相続税の物納に充てることができる財産の順位に

ついて、株式、社債及び証券投資信託等の受益証券

のうち金融商品取引所に上場されているもの等を

国債及び不動産等と同順位(第一順位)とし、物納財

産の範囲に投資証券等のうち金融商品取引所に上

場されているもの等を加え、これらについても第一

順位とする。 

― 
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税目税目税目税目    項項項項    目目目目    改正内容改正内容改正内容改正内容    適用期限適用期限適用期限適用期限    

相続税 

贈与税 

平成 18 年医療法等改正

法の改正に伴う措置 

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医

療法等の一部を改正する法律（以下「平成 18 年医

療法等改正法」という。）の改正を前提に、次の措

置を講ずる。 

（１）平成 18 年医療法等改正法に規定する移行計

画の認定を受けた医療法人の持分を有する個人が

その持分の全部又は一部の放棄をしたことにより

当該医療法人が持分の定めのない医療法人への移

行をした場合には、当該医療法人が当該放棄により

受けた経済的利益については、贈与税を課さない。 

（２）上記（１）の適用を受けた医療法人について、

持分の定めのない医療法人への移行をした日以後

６年を経過する日までの間に移行計画の認定要件

に該当しないこととなった場合には、上記（１）の

経済的利益については、当該医療法人を個人とみな

して、贈与税を課する。 

（３）医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制

度等の適用期限を３年延長する。 

（４）その他所要の措置を講ずる。 

― 

相続税 

贈与税 

相続税等の財産評価の

適正化 

（１）取引相場のない株式の評価の見直し 

① 類似業種比準方式について、次の見直しを行

う。 

イ 類似業種の上場会社の株価について、現行

に課税時期の属する月以前２年間平均を加

える。 

  ロ 類似業種の上場会社の配当金額、利益金額

及び簿価純資産価額について、連結決算を反

映させたものとする。 

   ハ 配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の

比重について、１：１：１とする。 

 ② 評価会社の規模区分の金額等の基準につい

て、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大

する。 

（２）広大地の評価について 

 現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各

土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方

法に見直すとともに、適用要件を明確化する。 

（３）株式保有特定会社の判定基準について 

 株式保有特定会社（保有する株式及び出資の価額

が総資産価額の 50％以上を占める非上場会社）の判

定基準に新株予約権付社債を加える。 

（１）については平

成 29年１月１日以

後、（２）及び（３）

については平成30年

１月１日以後の相続

等により取得した財

産の評価に適用 

登録免

許税 

軽減措置の期限延長 （１）土地の売買による所有権の移転登記等に対す

る登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を２年

延長する。 

（２）住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転

登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の

設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の

適用期限を３年延長する。 

（３）信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に

対する税率の軽減措置の適用期限を２年延長する。 

（１）平成 31 年 3 月

31 日まで 

（２）平成 32 年 3 月

31 日まで 

 

 

（３）平成 31 年 3 月

31 日まで 
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税目税目税目税目    項項項項    目目目目    改正内容改正内容改正内容改正内容    適用期限適用期限適用期限適用期限    

地方税 

 

固定 資

産 税・

都市計

画税 

 

不動産

取得税 

居住用超高層建築物に

係る課税の見直し 

 

 

＜固定資産税・都市計画税＞ 

（１）居住用超高層建築物に対して課する固定資産

税について、 次の見直しを行う。 

① 高さが 60ｍを超える建築物（建築基準法令上

の「超高層建築物」）のうち、居住用超高層建

築物については、当該居住用超高層建築物全体

に係る固定資産税額を各区分所有者にあん分

する際に用いる当該各区分所有者の専有部分

の床面積を、住戸の所在する階層の差違による

床面積当たりの取引単価の変化の傾向を反映

するための補正率 （以下 （１） において 「階

層別専有床面積補正率」 という。）により補正

する。 

② 階層別専有床面積補正率は、 最近の取引価

格の傾向を踏まえ、 居住用超高層建築物の１

階を 100 とし、階が一を増すごとに、これに、

10 を 39で除した数を加えた数値とする。 

その他一定の措置を講じる。 

＜不動産取得税＞ 

（２）不動産取得税の計算方法も固定資産税と同

様とする。 

平成30年度から新

たに課税されること

となる居住用超高 

層建築物（平成 29 

年４月１日前に売買

契約が締結された住

戸を含むものを除

く。）について適用す

る。 

 

固定資

産税 

都市計

画税 

事業所

税 

保育施設の事業主等に

対する軽減措置 

平成 29 年４月１日から平成 31 年３月 31 日までの

間に子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受

けた事業主等について、一定の保育に係る施設を設

置する場合には、当該施設の用に供する固定資産に

係る固定資産税及び都市計画税や償却資産につい

て、課税標準額を最初の５年間減額する等の措置を

とる。 

 

― 

固定資

産税 

都市計

画税 

 

認定経営力向上計画に

基づく特例措置の対象

となる資産の範囲拡大 

中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上

計画に基づき、中小事業者等が取得する一定の機

械・装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置に

ついて、地域・業種を限定した上で、その対象に、

測定工具及び検査工具、器具・備品並びに建物附属

設備のうち一定のものを加える。 

― 

固定資

産税 

都市計

画税 

 

耐震改修等を行った住

宅に係る固定資産税の

減額措置の拡大 

耐震改修等を行った住宅に係る固定資産税の減額

措置について、次の見直しを行う。 

① 耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額

措置について、長期優良住宅の認定を受けて改修さ

れたことを証する書類を添付して市町村に申告が

された場合には、改修工事が完了した翌年度分に限

り、減額すべき額を３分の２（現行：２分の１）に

拡充する。 

② 省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減

額措置について、 長期優良住宅の認定を受けて改

修されたことを証する書類を添付して市町村に申

告がされた場合には、改修工事が完了した翌年度分

に限り、減額すべき額を３分の２（現行：３分の１）

に拡充する。 

― 
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〔法人課税〕〔法人課税〕〔法人課税〕〔法人課税〕    

税目税目税目税目    項項項項    目目目目    改正内容改正内容改正内容改正内容    適用期限適用期限適用期限適用期限    

法人税 

所得税 

地方税 

試験研究を行った場合

の税額控除制度（研究開

発税制）の見直し 

試験研究を行った場合の税額控除制度（研究開発税

制）について、次の見直しを行う。 

（１）試験研究費の総額に係る税額控除制度につい

て、税額控除率（現行：試験研究費割合に応じ８～

10％）を一定の試験研究費の増減割合に応じた税額

控除率（10％を上限とする。）とする制度に改組す

る。  

（２）試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均

売上金額の 10％を超える試験研究費に係る税額控

除を選択適用できる制度について、試験研究費の増

加額に係る税額控除を廃止した上、その適用期限を

２年延長する。  

（３）２年間の時限措置として、次の措置を講ずる。 

①試験研究費の総額に係る税額控除制度の税額控

除率の上限を 14％（原則：10％）とする。  

②中小企業技術基盤強化税制について、試験研究費

の増加割合が５％を超える場合には、次のとおりと

する。  

イ 税額控除率（12％）に、増加割合から５％を

控除した割合に 0.3 を乗じて計算した率を加

算する。ただし、税額控除率の上限は 17％とす

る。  

ロ 控除税額の上限（当期の法人税額の 25％）に

当期の法人税額の 10％を上乗せする。なお、平

均売上金額の 10％を超える試験研究費に係る

税額控除制度との選択適用とする。  

③試験研究費の額が平均売上金額の 10％を超える

場合には、平均売上金額の 10％を超える試験研究費

に係る税額控除制度の適用に代えて、一定の措置を

適用できる。  

（４）試験研究費の範囲について、対価を得て提供

する新たな役務の開発に係る試験研究のために要

する一定の費用を加える。   

（５）特別試験研究費の額に係る税額控除制度につ

いて、一定の見直しを行う。  

― 

法人税 

事業税 

確定申告書の提出期限

の延長の特例 

法人が、会計監査人を置いていおり、かつ、定款等

の定めにより各事業年度終了の日の翌日から３月

以内に定時総会が招集されない常況にある場合に

は、４月を超えない範囲内において確定申告書の提

出期限の延長を認める。 

― 
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税目税目税目税目    項項項項    目目目目    改正内容改正内容改正内容改正内容    適用期限適用期限適用期限適用期限    

法人税 

所得税 

地方税 

所得拡大促進税制の見

直し 

雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制

度について、次の見直しを行う。 

（１）中小企業者等以外の法人 

＜要件＞ 

現行：平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を

超えること 

改正：平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を

２％以上増加すること 

＜控除税額＞ 

現行：雇用者給与等支給増加額の 10％ 

改正：雇用者給与等支給増加額の 10％と雇用者給与

等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から比較

雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまで

の金額の２％との合計額 

（２）中小企業者等 

 

現行：雇用者給与等支給増加額の 10％ 

改正：雇用者給与等支給増加額の 10％と雇用者給与

等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から比較

雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまで

の金額の 12％との合計額とする。 

― 

法人税 

 

役員給与の見直し （１）利益連動給与 

①算定指標の範囲について、株式の市場価格の状況

を示す指標及び売上高の状況を示す指標（利益の状

況を示す指標又は株式の市場価格の状況を示す指

標と同時に用いられるものに限る。）を加えるとと

もに、当該事業年度後の事業年度又は将来の所定の

時点若しくは期間の指標を用いることができるこ

ととする。 

②利益の状況を示す指標又は上記①の追加された

指標を基礎として算定される数の市場価格のある

株式を交付する給与で確定した数を限度とするも

のを対象に加える。 

③同族会社のうち非同族法人との間に完全支配関

係がある法人の支給する給与を対象に加える。 

（２）事前確定届出給与 

所定の時期に確定した数の新株予約権を交付する

給与を対象に加えるとともに、一定の新株予約権に

よる給与についての事前確定の届出を不要とする。 

その他一定の措置を講じる 

新株予約権に係る部

分は平成29年10月1

日以後に支給又は決

議をする給与につい

て適用する。 

 

その他については平

成 29年 4月 1日以後

に支給又は決議をす

る給与について適用

する。 

法人税 

 

 

 

 

 

法人税 

 

 

法人税 

所得税 

 

 

組織再編税制等の見直

し 

（１）適格分割の範囲に、分割法人が行っていた事

業の一部をその分割型分割により新たに設立する

分割承継法人において独立して行うための分割と

して一定の要件に該当するものを加える。ただし分

割に伴って分割法人の株主の持株数に応じて分割

承継法人の株式のみが交付されるものに限る。 

（２）100％子法人株式の全部を分配する現物分配

について、分割型分割と同様に取り扱うための措置

として、一定の措置を講ずる。 

（３）内国法人である現物分配法人の 100％子法人

株式の全部を分配する現物分配により子法人株式

の交付を受けた外国法人株主について、分割型分割

と同様に取り扱うための措置として、一定の措置を

（５）から（９）ま

での改正は、平成 29

年10月 1日以後に行

われる組織再編成に

ついて適用する。 
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税目税目税目税目    項項項項    目目目目    改正内容改正内容改正内容改正内容    適用期限適用期限適用期限適用期限    

 

法人税 

 

 

 

 

 

 

法人税 

 

 

 

 

 

法人税 

 

 

 

法人税 

 

 

 

 

法人税 

所得税 

 

 

 

 

法人税 

 

法人税 

所得税 

 

法人税 

 

 

 

 

 

 

 

法人税 

 

 

 

 

 

法人税 

 

 

講ずる。 

（４）単独新設分社型分割の後にその交付を受けた

分割承継法人株式を分配する一定の現物分配を行

うことが見込まれている場合には、 その単独新設

分社型分割に係る適格要件のうち関係継続要件に

ついて、その現物分配の直前の時までの関係により

判定することとする。（注）単独新設現物出資につ

いても同様とする。 

（５）吸収合併及び株式交換に係る適格要件のうち

対価に関する要件について、合併法人又は株式交換

完全親法人が被合併法人又は株式交換完全子法人

の発行済株式の３分の２以上を有する場合におけ

るその他の株主に対して交付する対価を除外して

判定することとする。 

（６）全部取得条項付種類株式の端数処理、株式併

合の端数処理及び株式売渡請求による完全子法人

化について、株式交換と同様に、組織再編税制の一

環として位置づけ、一定の措置を講ずる。 

（７）非適格株式交換等に係る完全子法人等の有す

る資産の時価評価制度及び連結納税の開始又は連

結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度に

ついて、時価評価の対象となる資産から、帳簿価額

が 1,000 万円未満の資産を除外する。 

（８）みなし配当の額が生ずる事由となる自己の株

式の取得について、その範囲から全部取得条項付種

類株式に係る定めを設ける旨の定款変更に反対す

る株主からの買取請求に基づく取得を除外する（所

得税についても同様とする。）。（注）買取請求は、

一定の場合に行ったものに限る。 

（９）組織再編税制における適格要件について、関

係継続要件等について見直しを行う。 

（10）営業権の償却方法について、取得年度の償却

限度額の計算上、月割計算を行うこととする。資産

調整勘定及び負債調整勘定についても同様とする。 

（11） 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の

繰越控除制度のうち支配関係がある法人間でみな

し共同事業要件を満たさない適格合併等が行われ

た場合における欠損金の制限措置及び特定資産に

係る譲渡等損失額の損金不算入制度について、支配

関係発生日の属する事業年度開始の日から支配関

係発生日の前日までの間に生じた特定資産の譲渡

等損失額を制限の対象に加える。 

（12）特定株主等によって支配された欠損等法人の

資産の譲渡等損失額の損金不算入制度について、 

特定支配関係が生じた事業年度において一定の事

由が生じた場合のその事業年度開始の日から特定

支配関係発生日の前日までの間に生じた特定資産

の譲渡等損失額を損金不算入の対象に加える。 

（13）特定株主等によって支配された欠損等法人の

欠損金の制限措置について、他の者による完全支配

関係がある法人が特定支配関係が生じた日以後に

解散し、残余財産が確定した場合を制限の対象に加

える。 
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税目税目税目税目    項項項項    目目目目    改正内容改正内容改正内容改正内容    適用期限適用期限適用期限適用期限    

法人税 

所得税 

地方税 

地域中核企業向け設備

投資促進税制の創設 

企業立地の促進等による地域における産業集積の

形成及び活性化に関する法律の改正を前提に、青色

申告書を提出する法人が、特定地域中核事業施設等

を構成する機械装置、器具備品、建物及びその附属

設備並びに構築物の取得等をして、その地域中核事

業（仮称）の用に供したときは、その取得価額の 40％

（建物及びその附属設備並びに構築物については、

20％）の特別償却とその取得価額の４％（建物及び

その附属設備並びに構築物については、２％）の税

額控除（法人税額の 20％上限）との選択適用ができ

ることとする。 

改正法の施行の日か

ら平成 31 年３月 31

日までの間に特定地

域中核事業施設等を

新設し、又は増設し

た場合 

 

 

 

 

    

法人税

所得税 

地方税 
（3）は法

人税のみ 

中小企業向け設備投資

促進税制の拡充 

（１）中小企業投資促進税制及び特定中小企業者等

が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税

額控除制度について、一定の措置を講ずる。 

（２）中小企業技術基盤強化税制について、 試験

研究費の総額に係る税額控除制度の改組にかかわ

らず、一律の税額控除率（現行：12％）を維持した

上、２年間の時限措置として、一定の措置を講ずる。 

（３）中小企業者等に係る軽減税率の特例の適用期

限を２年延長する。 

― 

 

 

 

 

 

 

法人税 

所得税 

地方税 

 

地方創生の推進 地方活力向上地域において特定建物等を取得した

場合の特別償却又は税額控除制度並びに特定の地

域において雇用者の数が増加した場合の税額控除

制度（雇用促進税制）のうち地方事業所基準雇用者

数に係る措置及び地方事業所特別基準雇用者数に

係る措置について、一定の措置を講ずる。 

― 

法人税 

 

円滑・適正な納税のため

の環境整備 

（１）法人税の納税地に異動があった場合に提出す

ることとされている届出書について、その異動後の

納税地の所轄税務署長への提出を不要とする。連結

子法人の本店等所在地に異動があった場合に提出

することとされている届出書についても同様とす

る。  

（２）法人の設立届出書等について、登記事項証明

書の添付を不要とする。  

（３）外国税額控除制度及び研究開発税制等につい

て、その適用に係る申告要件につき、納税者の立証

すべき事項及び当初申告の要否を明確化し、要件を

満たす場合には税額控除額を変更できることを明

らかにすることで、税務署長が増額更正をする場合

において連動的に税額控除額を増加できるものと

する。 

― 

法人税 
（２）は所

得税含む 

 

その他 （１）新事業開拓事業者投資損失準備金制度につい

て、一定の見直しを行った上、その適用期限を１年

延長する。  

（２）特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に

ついて、一定の見直しを行った上、その適用期限を

３年延長する。  

（３）法人税関係の中小企業向けの各租税特別措置

について、平均所得金額（前３事業年度の所得金額

の平均）が年 15 億円を超える事業年度の適用を停

止する措置を講ずる。 

平成 31年 4月 1日以

後に開始する事業年

度から適用 
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〔消費課税〔消費課税〔消費課税〔消費課税

税目税目税目税目

酒税

自動車

税 

消費税

法人税

住民税

事業税

    

TEL.03(5350)7435 otoiawase

〔消費課税〔消費課税〔消費課税〔消費課税・その他納税環境整備・その他納税環境整備・その他納税環境整備・その他納税環境整備

税目税目税目税目    

酒税 酒税の税率の引き下

げ 

自動車

 

エコカー減税及びグ

リーン化特例の延長

消費税 仮想通貨に係る課税

関係の見直し

法人税 

住民税 

事業税 

無限責任社員の第二

次納税義務の対象の

追加 
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・その他納税環境整備・その他納税環境整備・その他納税環境整備・その他納税環境整備

項項項項    目目目目    

酒税の税率の引き下

エコカー減税及びグ

リーン化特例の延長

仮想通貨に係る課税

関係の見直し 

無限責任社員の第二

次納税義務の対象の
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・その他納税環境整備・その他納税環境整備・その他納税環境整備・その他納税環境整備〕〕〕〕    

酒税の税率の引き下 発泡性酒類、

以下のとおり見直す。

エコカー減税及びグ

リーン化特例の延長 

（１）一定の燃費性能に関する要件を充たした場合には、

自動車取得税及び自動車重量税の減免を延長する。

（２）自動車税において一定の燃費性能の優れた自動車

の税率を軽減し、一定年数を経過した自動車の税率を重

くする、自動車税のグリーン化特例の適用期限を２年延

長する。

（３）軽自動車税において一定の燃費性能の優れた自動

車を取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減す

る特例措置を２年延長する。

仮想通貨に係る課税 資金決済に関する法律に規定する仮想通貨の譲渡につい

て、消費税を非課税とする。

ただし、上記の改正前に譲り受けた仮想通貨について、

個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合の仕入

れ区分は、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」

に該当する。

（注１）事業者が、平成

抜き）以上の仮想通貨（国内において譲り受けたものに

限る。）

有数量が平成

での間の各日の仮想通貨の保有数量の平均保有数量に対

して増加したときは、その増加した部分の課税仕入れに

係る消費税につき、仕入税額控除制度の適用を認めない

こととする。

 

無限責任社員の第二

次納税義務の対象の

無限責任社員の第二次納税義務の対象となる社員の範囲

に士業法人の社員を加える。

（注）上記の士業とは、税理士法人、弁護士法人、監査

法人、特許業務法人、司法書士法人、行政書士法人、社

会保険労務士法人、土地家屋調査士法人及び外国法事務

弁護士法人をいう。
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発泡性酒類、 醸造酒類及び混成酒類に係る酒税の税率を

以下のとおり見直す。

（１）一定の燃費性能に関する要件を充たした場合には、

自動車取得税及び自動車重量税の減免を延長する。

（２）自動車税において一定の燃費性能の優れた自動車

の税率を軽減し、一定年数を経過した自動車の税率を重

くする、自動車税のグリーン化特例の適用期限を２年延

長する。 

（３）軽自動車税において一定の燃費性能の優れた自動

車を取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減す

る特例措置を２年延長する。

資金決済に関する法律に規定する仮想通貨の譲渡につい

て、消費税を非課税とする。

ただし、上記の改正前に譲り受けた仮想通貨について、

個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合の仕入

れ区分は、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」

に該当する。 

（注１）事業者が、平成

抜き）以上の仮想通貨（国内において譲り受けたものに

限る。） を保有する場合において、

有数量が平成 29 

での間の各日の仮想通貨の保有数量の平均保有数量に対

して増加したときは、その増加した部分の課税仕入れに

係る消費税につき、仕入税額控除制度の適用を認めない

こととする。 

無限責任社員の第二次納税義務の対象となる社員の範囲

に士業法人の社員を加える。

（注）上記の士業とは、税理士法人、弁護士法人、監査

法人、特許業務法人、司法書士法人、行政書士法人、社

会保険労務士法人、土地家屋調査士法人及び外国法事務

弁護士法人をいう。

koyano-cpa.gr.jp

改正内容改正内容改正内容改正内容

醸造酒類及び混成酒類に係る酒税の税率を

以下のとおり見直す。 

（１）一定の燃費性能に関する要件を充たした場合には、

自動車取得税及び自動車重量税の減免を延長する。

（２）自動車税において一定の燃費性能の優れた自動車

の税率を軽減し、一定年数を経過した自動車の税率を重

くする、自動車税のグリーン化特例の適用期限を２年延

（３）軽自動車税において一定の燃費性能の優れた自動

車を取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減す

る特例措置を２年延長する。

資金決済に関する法律に規定する仮想通貨の譲渡につい

て、消費税を非課税とする。

ただし、上記の改正前に譲り受けた仮想通貨について、

個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合の仕入

れ区分は、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」

（注１）事業者が、平成 29 

抜き）以上の仮想通貨（国内において譲り受けたものに

を保有する場合において、

9 年６月１日から平成

での間の各日の仮想通貨の保有数量の平均保有数量に対

して増加したときは、その増加した部分の課税仕入れに

係る消費税につき、仕入税額控除制度の適用を認めない

無限責任社員の第二次納税義務の対象となる社員の範囲

に士業法人の社員を加える。

（注）上記の士業とは、税理士法人、弁護士法人、監査

法人、特許業務法人、司法書士法人、行政書士法人、社

会保険労務士法人、土地家屋調査士法人及び外国法事務

弁護士法人をいう。 

cpa.gr.jp ©

改正内容改正内容改正内容改正内容    

醸造酒類及び混成酒類に係る酒税の税率を

（１）一定の燃費性能に関する要件を充たした場合には、

自動車取得税及び自動車重量税の減免を延長する。

（２）自動車税において一定の燃費性能の優れた自動車

の税率を軽減し、一定年数を経過した自動車の税率を重

くする、自動車税のグリーン化特例の適用期限を２年延

（３）軽自動車税において一定の燃費性能の優れた自動

車を取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減す

る特例措置を２年延長する。 

資金決済に関する法律に規定する仮想通貨の譲渡につい

て、消費税を非課税とする。 

ただし、上記の改正前に譲り受けた仮想通貨について、

個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合の仕入

れ区分は、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」

29 年６月 30 日に

抜き）以上の仮想通貨（国内において譲り受けたものに

を保有する場合において、 同日の仮想通貨の保

年６月１日から平成 29 

での間の各日の仮想通貨の保有数量の平均保有数量に対

して増加したときは、その増加した部分の課税仕入れに

係る消費税につき、仕入税額控除制度の適用を認めない

無限責任社員の第二次納税義務の対象となる社員の範囲

に士業法人の社員を加える。 

（注）上記の士業とは、税理士法人、弁護士法人、監査

法人、特許業務法人、司法書士法人、行政書士法人、社

会保険労務士法人、土地家屋調査士法人及び外国法事務

©KOYANO C.P.A OFFICE 

醸造酒類及び混成酒類に係る酒税の税率を

（１）一定の燃費性能に関する要件を充たした場合には、

自動車取得税及び自動車重量税の減免を延長する。

（２）自動車税において一定の燃費性能の優れた自動車

の税率を軽減し、一定年数を経過した自動車の税率を重

くする、自動車税のグリーン化特例の適用期限を２年延

（３）軽自動車税において一定の燃費性能の優れた自動

車を取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減す

資金決済に関する法律に規定する仮想通貨の譲渡につい

ただし、上記の改正前に譲り受けた仮想通貨について、

個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合の仕入

れ区分は、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」

日に 100 万円（税

抜き）以上の仮想通貨（国内において譲り受けたものに

同日の仮想通貨の保

29 年６月 30 

での間の各日の仮想通貨の保有数量の平均保有数量に対

して増加したときは、その増加した部分の課税仕入れに

係る消費税につき、仕入税額控除制度の適用を認めない

無限責任社員の第二次納税義務の対象となる社員の範囲

（注）上記の士業とは、税理士法人、弁護士法人、監査

法人、特許業務法人、司法書士法人、行政書士法人、社

会保険労務士法人、土地家屋調査士法人及び外国法事務

KOYANO C.P.A OFFICE 無断転載・引用禁止

醸造酒類及び混成酒類に係る酒税の税率を

 

第一段階：

年 10

用 

第二段階：

年 10

用 

第三段階：

年 10

用 

 

（１）一定の燃費性能に関する要件を充たした場合には、

自動車取得税及び自動車重量税の減免を延長する。 

（２）自動車税において一定の燃費性能の優れた自動車

の税率を軽減し、一定年数を経過した自動車の税率を重

くする、自動車税のグリーン化特例の適用期限を２年延

（３）軽自動車税において一定の燃費性能の優れた自動

車を取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減す

（１）

自動車取得税は平

成31

で 

自動車重量税は平

成31

で 

（２）、（３）

平成

日まで

 

資金決済に関する法律に規定する仮想通貨の譲渡につい

ただし、上記の改正前に譲り受けた仮想通貨について、

個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合の仕入

れ区分は、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」 

万円（税

抜き）以上の仮想通貨（国内において譲り受けたものに

同日の仮想通貨の保

30 日ま

での間の各日の仮想通貨の保有数量の平均保有数量に対

して増加したときは、その増加した部分の課税仕入れに

係る消費税につき、仕入税額控除制度の適用を認めない

平成

以後に国内におい

て事業者が行う資

産の譲渡等及び課

税仕入れについて

適用

無限責任社員の第二次納税義務の対象となる社員の範囲

（注）上記の士業とは、税理士法人、弁護士法人、監査

法人、特許業務法人、司法書士法人、行政書士法人、社

会保険労務士法人、土地家屋調査士法人及び外国法事務

平成

日以後に滞納とな

った国税について

適用する。

 

 

無断転載・引用禁止 10

適用期限適用期限適用期限適用期限    

第一段階：平成

10 月１日から適

 

第二段階：平成

10 月１日から適

 

第三段階：平成

10 月１日から適

 

（１） 

自動車取得税は平

31年４月30

 

自動車重量税は平

31年３月31

 

（２）、（３） 

平成 31 年３月

日まで 

平成 29年７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

税仕入れについて

適用 

平成 30 年１月１

日以後に滞納とな

った国税について

適用する。 

10 

    

平成 32

月１日から適

平成 35

月１日から適

平成 38

月１日から適

自動車取得税は平

30日ま

自動車重量税は平

31日ま

 

年３月 31

年７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

税仕入れについて

年１月１

日以後に滞納とな

った国税について
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〔国際課税〕〔国際課税〕〔国際課税〕〔国際課税〕    

税目税目税目税目    項項項項    目目目目    改正内容改正内容改正内容改正内容    適用期限適用期限適用期限適用期限    

法人税 

住民税 

事業税 

外国子会社合算税制等

の総合的見直し 

外国子会社合算税制について、以下の見直しを行

う。 

（１）合算対象とされる外国法人の判定方法等 

（２）会社単位の合算課税制度 

①適用除外基準 

②適用対象金額の計算 

③適用免除 

（３）一定所得の部分合算課税制度 

①部分合算課税の対象範囲 

②部分適用対象金額の計算 

③部分適用対象金額の計算に係る欠損金繰越控除 

④金融子会社等に係る部分合算課税 

⑤適用免除 

（４）特定の外国関係会社に係る会社単位の合算課

税制度 

①合算対象となる外国関係会社 

②合算対象所得の計算 

③適用免除 

（５）外国関係会社に係る財務諸表等の添付 

内国法人は、次に掲げる外国関係会社に係る財務諸

表等を確定申告書に添付しなければならない。 

①租税負担割合が 20％未満の外国関係会社 

②租税負担割合が 30％未満の外国関係会社（上記

（４）に掲げる外国関係会社に限る） 

（６）二重課税調整 

内国法人が上記（２）から（４）までの合算課税の

適用を受ける場合には、外国関係会社に対して課さ

れるわが国の所得税の額、復興特別所得税の額及び

法人税の額の合計額のうち、合算課税制度により合

算対象とされた金額に対応する部分の金額に相当

する金額について、その内国法人の法人税の額から

控除する等、二重課税を調整する。 

平成30年４月１日以

後に開始する事業年

度から適用する。 

 

所得税 

住民税 

非永住者の課税所得の

範囲の見直し 

非永住者の課税所得の範囲から、所得税法に規定す

る有価証券で次に掲げるものの譲渡により生ずる

所得を除外する。 

（１）外国金融商品取引所において譲渡されるもの 

（２）国外において金融商品取引行等を営む者への

売委託により国外において譲渡されるもの 

（３）国外において金融商品取引業等を営む者の国

外営業所等に開設された有価証券等の保管等に係

る口座に受け入れられているもの 

平成 29 年４月１日

以後に行う有価証券

の譲渡について適用

する。 

 

 

法人税 

所得税 

住民税 

事業税 

租税条約の相互協議手

続の改正に伴う国内法

の整備 

（１）相互協議の申立手続について、租税条約の相

手国等における居住者が国税庁長官に対し相互協

議の申立てをすることができることとする。 

（２）仲裁の要請手続について、租税条約の相手国

等の権限ある当局に対し相互協議の申立てをした

者が国税庁長官に対し仲裁の要請をすることがで

きることとする。 

（３）国外関連者との取引に係る課税の特例等に係

る納税猶予制度について所要の措置を講ずる。 

 

― 
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〔災害に関する税制の措置〔災害に関する税制の措置〔災害に関する税制の措置〔災害に関する税制の措置〕〕〕〕    

税目税目税目税目    項項項項    目目目目    改正内容改正内容改正内容改正内容    適用期限適用期限適用期限適用期限    

所得税 住宅ローン控除の継続 住宅ローン控除の適用を受けていた住宅が、災害に

より居住の用に供することができなくなった場合

でも、一定の要件に該当するまでは引き続き適用を

受けることができる（現行は居住の用に供すること

ができなくなった年に限り適用を受けることがで

きる）。 

平成29年分以後につ

いて適用 

所得税 財形非課税貯蓄の払出

しに係る利子の非課税 

次の事由が生じた日から１年を経過する日までに、

災害による損害を受ける等の一定の事由が生じた

ことを理由に財形非課税貯蓄の払出しを行う場合

には、同日以前 5 年以内に支払われたその財形非課

税貯蓄に係る利子等に対する訴求課税を行わない。 

平成 29年 4月 1日以

後の払出しについて

適用 

所得税 買換資産等の取得期間

の延長 

次の特例適用者が特定非常災害の指定を受けた災害

のため、買換資産等を予定期間等内に取得等をする

ことが困難となった場合、その予定期間等を 2 年の

範囲内で延長する。 

（１） 収用等に伴い代替資産を取得した場合課税

の特例 

（２） 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 

（３） 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の

損益通算及び繰越控除 

― 

相続税 

贈与税 

非上場株式等に係る相

続税・贈与税の納税猶予

制度の見直し 

災害等の被災者等が本制度の適用を受ける場合に

ついて、適用対象となる会社の認定等の時期に応

じ、雇用確保要件の免除や破産等した場合の措置を

講ずる。 

また災害等の発生後に相続又は遺贈により非上場

株式等を取得し、円滑化法の認定を受けようとして

いる会社は、上記に加え事前役員就任要件を緩和す

る。 

平成29年１月１日

以後に相続若しくは

遺贈又は贈与により

取得する財産に係る

相続税又は贈与税に

ついて適用すると 

ともに、所要の経過

措置を講ずる。 

相続税 

贈与税 

 

住宅取得等資金の贈与 

 

 

不動産・非上場株式の評

価 

（１）直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた

場合の贈与税の非課税措置について、居住要件の緩

和等の措置を講ずる。 

（２）災害発生日前の相続等により取得した財産に

係る相続税等で当該災害発生日以後に申告期限が

到来するものについて、その課税価格の計算上、当

該災害の発生直後を基準とした価額とすることが

できることとする。また申告期限が到来するものに

ついては、その申告期限を特定日まで延長する。 

平成 29 年１月１日

以後に贈与により取

得する住宅取得等資

金および相続若しく

は遺贈又は贈与によ

り取得する財産に係

る贈与税について適

用するとともに、 所

要の経過措置を講ず

る 

固定 資

産 税・

都市計

画税 

滅失・損壊した家屋等に

関する措置 

災等の事由により滅失・損壊した家屋及び償却資産

に代わるものとして取得する一定の家屋及び償却

資産や、住宅が滅失・損壊した土地に係る固定資産

税及び都市計画税について、一定の減額や特例の範

囲とする措置を講ずる 

平成 28 年４月１

日以後に生じた震災

等の事由による被災

住宅用地について適

用する。 

法人税 

地方税 

災害損失欠損金額の還

付請求 

一定の場合、中間期間において災害損失欠損金額に

対応する部分の金額の還付を請求することができ

る措置を講ずる。  

― 

 

以上 


