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はじめに 

税制改正は例年税制改正大綱からスタートするわけですが、そこで押さえるべきことは、

具体的な改正内容よりもむしろ、来年度以降の税制のあり方です。このため、税制改正は

改正内容ではなく、その骨格をまず押さえなければなりません。枝葉に過ぎない一つひと

つの改正内容を見ても浅い理解にしかつながりませんが、改正内容を貫く考え方を理解す

れば、深い理解ができるからです。この見地から、著者は「来年度の税制改正を一言で表

すと一体何なのか？」ということを考えながら、税制改正大綱を読んでいます。

来年度改正における骨格は、税制改正大綱において「成長と富の好循環」というスローガ

ンで表現されています。この「成長」という見地から導かれる改正は、政策投資減税の充

実でしょう。確かに、本改正においても政策投資減税として、所得拡大促進税制などの新

しい規定が多数創設されています。しかしながら、これらの内容を拝見しますと、正面か

ら適用を考えるのは少々ハードルが高いのではないか、という印象は否めません。

加えて、「富の循環」という見地に立って、所得税の最高税率引上げをはじめとする富裕層

増税が導入された、かのような表現がなされていますが、実際のところ、この「富の循環」

は、社会保障制度が充実して初めてなされるものであり、事実これらの改正項目は税・社

会保障一体改革で検討された内容です。しかしながら、税・社会保障一体改革に挙げられ

た社会保障制度改革はほとんど実現されていません。にもかかわらず、増税のみが先行し

て「富の循環」が果たして可能になるのか、疑問があると言わざるを得ません。

このように、来年度の税制改正大綱に書かれてある骨格には疑問符がつくわけですが、私

見を申し上げると、「消費税増税の不満をかわすこと」が本改正の骨格と考えます。周知の

とおり、消費税増税は去る平成 24 年 8 月の国会で成立しております。この消費税増税につ

いては、景気弾力条項（平成 24 年 8 月改正法附則 18）が設けられているとはいっても、

日本の将来を勘案すれば、どの政党が政権を担当したとしても、消費税増税を行わないと

いう選択は不可能でしょう。このため、国民の不満を和らげるための措置が必要になるわ

けで、事実住宅取得等については、住宅ローン控除の拡大等の措置が取られています。こ

の見地に立てば、政策投資減税はもちろん、「富の循環」からは説明し難い富裕層増税も説

明できます。加えて、来年度改正においては、少人数私募債や外国籍取得を活用した節税

防止規定も設けられていますが、このような「金持ちしか使えない節税策を防止する規定」

を創設することにより、政治家は公平感を演出したいのではないか、と考えます。

だからこそ、厳しい大増税時代を生き抜くためには利用できる節税は積極的に活用する姿

勢が必要であり、私たち税理士が活躍できる時代が本格的に到来した、と言えるでしょう。



平成 25年度主要税制改正項目サマリー 

税制改正項目 概要

消費税率の引上げ 税率引上げ：8％（平成 26 年 4 月 1 日～）10％（平成 27 年 10 月 1 日～）

新設法人免税制度の改正 ５億円超グループ企業は新設免税不適用（平成 26 年 4 月 1 日以後設立）

消費税中間申告の改正 年税 60 万円以下でも中間申告可能

相続税基礎控除の縮減 現状の 6 割に制限（平成 27 年 1 月 1 日以後相続等）

相続税等税率構造の見直し 最高税率引上げや若年贈与優遇（平成 27 年 1 月 1 日以後相続等）

相続時精算課税の要件改正 贈与者年齢要件の緩和と受贈者に孫追加（平成 27 年 1 月 1 日以後贈与等）

相続税税額控除の改正 未成年者・障害者控除アップ（平成 27 年 1 月 1 日以後相続等）

所得税最高税率の引上げ 4,000 万円超最高税率 45％（平成 27 年分以後）

公社債課税制度（特定公社債等） 利子の申告分離課税、譲渡所得の課税、損益通算範囲の拡大など

公社債課税制度（一般公社債等） 少人数私募債節税防止、譲渡所得の課税、割引債発行時源泉徴収廃止など

法人の利子割課税廃止 法人利子割課税の廃止や住民税の利子割控除の廃止など

日本版 ISA の改正 平成 26 年 1 月以後のスタートに向けた、投資期間の拡大等

上場株式配当等の軽減税率廃止 平成 25 年 12 月 31 日で軽減税率廃止

住宅ローン控除の延長拡大 消費税増税後の控除限度額の拡大と適用年限延長など

社会保険診療報酬の所得計算見直し 自由診療を含めて 7,000 万基準で適用判断（平成 26 年分以後所得税等）

事業承継税制の見直し 適用要件等の緩和（平成 27 年 1 月 1 日以後相続等）

小規模宅地等の特例の見直し 居住用面積アップ（240 ㎡→330 ㎡）と事業用宅地との完全併用可能

小規模宅地等居住要件の緩和 二世帯住宅・老人ホームの居住要件緩和

相続税等の納税義務者の要件見直し 居住者からの相続等については、日本国籍なくとも無制限課税

教育資金の一括贈与非課税の創設 原則 1,500 万円まで教育資金の非課税贈与（平成 27 年 12 月 31 日期限）

生産等設備促進税制の創設 取得価額? 30%の特別償却と取得価額? 3%の税額控除の選択

所得拡大促進税制の創設 雇用者給与等支給増加額の 10%の税額控除

研究開発税制の拡大 2 年間の時限措置として、控除税額の上限引上げ（法人税額の 20％→30%）

環境関連投資促進税制の延長等 適用期限の延長（平成 27 年 3 月 31 日まで）と即時償却資産の拡大

雇用促進税制の拡大 増加雇用者数 1 人当たりの税額控除 （20 万円→40 万円）

交際費計算の改正 定額控除限度額引上げ（600 万円→800 万円）と 10％損金不算入の廃止

印紙税の軽減措置の創設
不動産譲渡契約書等の税額軽減（平成 26 年 4 月～）

受取書の非課税金額増額（3 万円→5 万円）

消費税の端数計算特例の拡大 当分の間の特例対象者の拡大（平成 26 年 4 月～）

延滞税・利子税等の見直し 低金利に合わせた割合の引下げ

※ 税率は、復興特別税を勘案しておりません（以下本テキストにおいて同じです）。



第一部 税・社会保障一体改革の実現事項 

Ⅰ 消費課税に関する改正（国会通過済）

消費税率の引上げと経過措置

概要

消費税及び地方消費税が二段階で増税されます。

言うまでもなく、納税者不利の改正です。

内容 

① 平成 26 年 4 月 1 日以後、消費税及び地方消費税の税率が、合わせて 8%となります

（消費税：6.3％、地方消費税 1.7%）。

② 平成 27 年 10 月 1 日以後、消費税及び地方消費税の税率が、合わせて 10%となります

（消費税：7.8％、地方消費税 2.2%）。

適用関係 

原則として、資産の譲渡等の時期をベースとして判断します。

ただし、以下のような経過措置が設けられています。

① 旅客運賃等の税率等

旅客運賃や映画等入場料金など、不特定かつ多数の者に対する一定のサービスで、増税前

に料金を受領しているものについては、旧税率となります（入金日基準）。

② 公共料金等

電気、ガス、水道等で増税前から継続して供給等されているものののうち、施行日（平成

26 年 4 月 1 日）又は一部施行日（平成 27 年 10 月 1 日）の属する月の末日までの間に料金

が確定したものについては、旧税率となります（確定日基準）。

③ 工事（相手方に旧税率の書面通知義務あり）



平成 25 年 10 月 1 日（5→8％となる場合の特例的な経過措置の基準となる日。法律上は、

「指定日」といいます。）又は平成 27 年 4 月 1 日（8→10％となる場合の特例的な経過措置

の基準となる日。法律上は、「27 年指定日」といいます。）までの間に締結した工事（製造

を含みます。）の請負契約等に基づき、増税後に納品等を行う場合には、旧税率となります

（指定日等以後に対価が増額された場合には、増額前の金額に相当する部分に限ります）

（契約日基準）。

④ 資産の賃貸借（相手方に旧税率の書面通知義務あり）

指定日又は 27 年指定日の前日までの間に締結した賃貸借契約に基づき、増税前から増税以

後も引き続きその契約に基づいて資産の賃貸借を行っている場合において、その契約の内

容が、イとロ又はイとハの要件に該当するときは、旧税率となります（指定日等以後に金

額変更が行われた場合には、その変更後は経過措置の対象外となります）（契約日基準）。

イ 賃貸借期間及び賃貸借期間中の対価の額が定められていること。

ロ 対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

ハ いつでも解約の申入れができる旨の定めがないこと等の一定の要件を満たすこと。

⑤ 完了時不明確の一定のサービス

指定日又は 27 年指定日の前日までの間に締結したサービス契約で、その性質上役務の提供

の時期をあらかじめ定めることができず、先立って対価の全部又は一部が分割して支払わ

れる契約として一定のものについて、増税後に当該契約に係る役務の提供を行う場合にお

いて、当該契約の内容が次に掲げる要件に該当するときは、旧税率となります（指定日等

以後に金額変更が行われた場合には、その変更後は経過措置の対象外となります）（契約日

基準）。

イ 役務の提供の対価の額が定められていること。

ロ 対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

⑥ 資産の譲渡等の時期の特例を受けている場合の経過措置

イ 長期割賦販売等の特例（消法 16）→譲渡時点で判断

ロ 工事の請負の特例（消法 17）  →原則として、指定日等から施行日等の前日までの

間に締結したものについては、旧税率で OK（相

手方に旧税率の書面通知義務あり）

ハ 現金主義の特例（消法 18）   →譲渡時点で判断

関連法規 

消法 29 等、平成 24 年 8 月改正法附則 5～8・15・16 等



コメント 

平成 24 年 8 月に実現した二段階の消費税増税については、景気弾力条項などの問題はある

ものの、コメントは不要と思います。その反面、その経過措置は非常に複雑ですので、こ

の機会に再度見直していただければと思います。

原則論はイメージできるとおり、資産の譲渡等の時期（モノの引き渡し時期や役務の提供

時期）ですが、不特定多数を相手にするものや、長期にわたるものについては、経過措置

が設けられています。前者は事務処理の都合が勘案されたものであり、後者は課税の公平

や法的安定性が勘案されたものと考えます。

とりわけ、工事や賃貸借については、旧税率によっていることについて、相手に書面によ

る通知義務があることとされています。条文上は、「（経過措置の）適用を受けたものであ

ることについて書面により通知するものとする。」とされており、通知時期や手続きなどに

ついて、特段の定めはありませんが、「書面により」とあるところ、何らかの書面交付が必

要であることは相違ありませんので、注意したいところです。

内容について補足するとすれば、経過措置の「⑤ 完了時不明確の一定のサービス」です。

この内容は、政省令に委任されていますが、政省令の内容はまだ決まっていない模様です

（財務省主税局職員に電話により確認）。このため、立案者がどのようなサービスを意図し

ているのか、現状では不明ですが、前回の増税時（3→5％）における政令を読んでみます

と、ほぼ同等の規定があり、これと同じサービスを意図していると考えられますので、解

説しますと、「割賦販売法（昭和三十六年法律第百五十九号）第二条第五項（定義）に規定

する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規定する指定役務の提供に係るもの」を意

味する、とされています（平成 7 年 9 月改正消令附則４⑦）。

このサービスの内容としては、冠婚葬祭の互助会のサービスなどが該当する模様です。冠

婚葬祭の互助会は、会費等の名目で前払い金を受領することによって、実際のサービスを

実施する業者ですから、サービス時期と入金時が異なり、契約段階で税率を判断すること

とされています。おそらく、本改正においても、このようなサービスを前提として、経過

措置を設けたと思慮されます。

ところで、細かいところは政省令に委任するのが税法であるところ、決まっていないのは

多少おかしいと思います。前回の増税時にも決まっていなかった、といった説明がなされ

ているところですが、政省令を定めず税法は作れないわけで、この状況には大いに疑問が



あります。いずれにしても、今後、政省令の公表時期など、政治の動向には十分に注意し

ておく必要があります。

加えて、現状消費税増税については、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な

改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」という法律が国会を通過し、未施

行の状況です。未施行の条文であっても、総務省行政管理局の「法令データ提供システム」

（http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi）の消費税法中、「（最終改正までの未施行法

令）」をクリックすれば内容は確認できますので、早いうちに条文にあたってみてください。

経過措置の条文を読む際、混乱しそうなのが、「施行日」及び「一部施行日」そして「指定

日」及び「27 年指定日」という、似て全く非なる用語です。これら３つの用語をきちんと

整理して読む必要があります。

施行日とは、文字通り法律の施行の日をいい、本改正については、平成 26 年 4 月 1 日から

施行するとありますので、税率が 8％となる同日が施行日となります（平成 24 年 8 月改正

法附則１）。次に、一部施行日とは、税率が 10％となる平成 27 年 10 月 1 日をいいます（平

成 24 年 8 月改正法附則 15）。

一方、指定日（平成 24 年 8 月改正法附則 5③）及び 27 年指定日（平成 24 年 8 月改正法附

則 16①）は特例的な経過措置の基準の日として、施行日又は一部施行日の 6 月前の日を指

定したものです。

今回の改正は、一つの法律で段階的な改正を定める、というイレギュラーなものですので、

適用関係を区別するためにあえて異なる用語を使っているわけです。同じような税率アッ

プであるため、法律は 8％増税における条文を 10％増税について規定する条文において「準

用する」かたちでスマートに記載されていますが、反面それを読む私たちは往々にして混

乱します。法律のあり方としては間違っていないものの、もう少しわかりやすくはならな

いのか、と疑問も残るところです。



新設法人免税制度の改正 

概要 

益税と批判のあった新設法人免税について、見直しが行われることとなりました。

納税者不利の改正です。

内容 

基準期間がない新設法人（一定の法人を除きます。）のうち、その基準期間がない事業年度

開始の日において特定要件（他の者と 50％超の支配関係があることなど一定の場合である

ことをいいます。）に該当し、かつ、特定要件に該当する旨の判定の基礎となった他の者及

びその者と政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者のその新規設立法人の

新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高として一定の

金額が 5 億円を超えるものについては、その新設設立法人の基準期間がない事業年度に含

まれる各課税期間においては、免税事業者となりません。

適用関係 

上記の改正は、平成 26 年 4 月 1 日以後設立される法人について適用されます。

関連法規 

消法 12 の 3（未施行）、平成 24 年 8 月改正法附則 3 

コメント 

つい最近まで、「消費税は 4 年間かからない」と言われたものでした。いうまでもなく、個

人事業主で２年、法人成りして２期、免税事業者のままでいることができる制度を指して

言われていたものです。確かに、去る平成 23 年度の税制改正において、基準期間が存在し

ない場合であっても、特定期間（前期上期などを言います。）の課税売上高が１千万円を超

えるようなケースは、納税義務が免除されないこととなりましたが（消法 9 の 2）、特定期

間も存在しないような新設法人については、従来と同様、事業年度開始時の資本金が１千

万円以上か否かで判断することになっており、簡単に言えば、グループ法人が資本金１千

万円未満の法人を設立すれば、事業者免税点制度を悪用することが可能だったわけです。



広く社会保障の負担を分かち合う、という税・社会保障一体改革においては、この点が問

題視され、新設法人の事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高が５億円を

超える法人と支配関係にある新設法人については、納税義務が免除されないこととなりま

した。つまり、５億円超のグループ企業があれば、１期目から課税されることになります。

ここで重要なポイントは、条文を読む限り、親子会社や親・孫会社のように、タテの支配

関係がある法人間だけではなく、兄弟会社のようなヨコの支配関係があるケースも、この

規定の対象になると判断できる、という点です。税社会保障一体改革の説明資料において

は、タテの関係のみが規制の対象になる、かのような説明図がありますが、条文上は兄弟

会社など、幅広い支配法人を含んでいると解されるわけで、不課税売上となる配当金だけ

で運用するホールディングカンパニーを設立し、その下に新しい子会社を設立したとして

も、この規定を逃れることはできないと解されます。

この点、政令が公表されていないこともあって確たることは申し上げられませんが、税務

雑誌などを参考にすると、おおむね著者と同等の見解をとっています。このため、グルー

プ内で新たに法人を設立する場合は、制限なく注意しておきたいところです。

その反面、この規定は新設法人を活用する租税回避を防止するには、まだまだ不十分とい

う印象もあります。特定期間における判定も、給与支給額を操作すれば逃れることができ

るように（消法 9 の 2③）、この規定は新設後２年間の免税を防止できる、といった説明が

されていますが、実際のところは、１年と１日休業させるだけで、従来と同様２期免税事

業者となれる制度だからです。

というのも、条文を読んでいただくとお分かりになるとおり、この制度が対象としている

のは基準期間のない法人です。基準期間は原則として前々事業年度を意味し、前々事業年

度が１年未満であれば、「事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過す

る日までに開始した各事業年度」を意味する、とされています（消法 2①十四）。

この規定を逃れるためには、基準期間を作ればいいので、たとえば 3 月 31 日に 3 月決算法

人を設立すれば、その新設法人は１年と１日休業させるだけで免税事業者となれる、と解

されます（政省令で手当てがなされる可能性はゼロではありませんが）。

いずれにしても、制度がスタートすれば、従来と同じような安易なグループ戦略はとれま

せん。加えて、この規定の大部分は政省令に委任されていますので、その内容も適宜確認

する必要があると言えます。



中間申告制度の改正 

概要 

消費税の中間申告制度の適用がない法人も、中間申告できるようになりました。

納税者有利の改正です。

内容 

① 現状中間申告義務がない消費税（国税分）の年税額が 48 万円以下の事業者は、所定の

届出書を納税地の所轄税務署長に提出することにより、その提出があった日以後最初

の 6 月中間申告対象期間以後の 6 月中間申告対象期間について、6 月中間申告ができる

こととなります。

② ①の適用をやめようとする場合には、所定の届出書を納税地の所轄税務署長に提出す

ることとし、その届出書の提出があった日以後の 6 月中間申告対象期間から、①の効

力がなくなることとされます。

③ ①の届出書を提出している事業者が、6 月中間申告対象期間の末日までに中間申告書を

提出しなかった場合には、同日において②の届出書を提出したものとみなされます。

適用関係 

上記の改正は、平成 26 年 4 月 1 日以後に開始する、6 月中間申告対象期間の申告について

適用されます。

関連法規 

消法 42、平成 24 年 8 月改正法附則 13 等

コメント 

周知のとおり、前期実績による消費税の中間申告制度は、現状３パターンあります。



種類 前期確定税額（消費税国税分） 中間納付額

1月中間申告 4,800万円超 前期確定税額／前期の月数

3月中間申告 400万円超～4,800万円以下 前期確定税額／前期の月数×3 
6月中間申告 48万円超～400万円以下 前期確定税額／前期の月数×6 

「消費税は預り金的な性格を有する」という言葉が示す通り、消費税の納税義務者は消費

者ではなく事業者であるため、消費者から受領したとされる消費税は預り金ではないもの

の、納税義務者ではない消費者に実質的な税負担を転嫁しているものですから、事業者の

資金繰りに使われるのではなく、早期に納税させる必要があることは言うまでもありませ

ん。このため、このような回数の多い中間申告制度が設けられているのです。

今回の改正により、消費税が増税されれば、納税額は飛躍的に大きくなることが想定され

ます。こうなりますと、単に「預り金的な性格」という側面だけではなく、現状大きな問

題となっている消費税の滞納が、膨大になることも想定されるでしょう。

これらのような点が考慮されて、先の消費税の増税時には、中間申告が不要であった事業

者も、届出書の提出により年１回の消費税の中間申告ができることとなりました。

この届出書に基づく中間申告ですが、みなし申告の適用はありません（消法 44括弧書き）。
仮に、この届出書に基づく中間申告書の提出がなければ、不適用の届出書を提出したもの

とみなされます（消法 42⑪）。このため、適用を受ける旨の届出書を提出して、この規定に
よる中間申告書を出し続けない限り、連続しては使えないこととなります。

このように、届出書を提出したからと言って、中間申告税額を納税しなくても問題はない

ことになりますので、特に意味がある届出書とは考えられません。



Ⅱ 資産課税に関する改正

相続税基礎控除・税率構造の見直し 

概要 

相続税の基礎控除が 6 割に制限され、相続税及び贈与税の税率構造が大きく改正されます
（大綱 44～45及び 46～47頁）。
納税者不利の改正です。

内容 

① 相続税の基礎控除が、以下の通り制限されます。

現行 改正後

5,000万円＋1,000万円×法定相続人の数 3,000万円＋600万円×法定相続人の数

② 相続税の税率構造が、以下の通りとなります。

現行 改正後

1,000 万円以下の金額 10％ 1,000 万円以下の金額 10％
3,000 万円以下の金額 15％ 3,000 万円以下の金額 15％
5,000 万円以下の金額 20％ 5,000 万円以下の金額 20％
１億円以下の金額 30％ １億円以下の金額 30％
３億円以下の金額 40％ ２億円以下の金額 40％

－ ３億円以下の金額 45％
３億円超の金額 50％ ６億円以下の金額 50％

－ ６億円超の金額 55％

③ 贈与税の税率構造が、以下の通りとなります。



イ 20 歳以上の者が直系尊属から受けた贈与に対する贈与税
現行 改正後

200 万円以下の金額 10％ 200 万円以下の金額 10％
300 万円以下の金額 15％ 400 万円以下の金額 15％
400 万円以下の金額 20％ 600 万円以下の金額 20％
600 万円以下の金額 30％ 1,000 万円以下の金額 30％
1,000 万円以下の金額 40％ 1,500 万円以下の金額 40％

－ 3,000 万円以下の金額 45％
1,000万円超の金額 50％ 4,500 万円以下の金額 50％

－ 4,500万円超の金額 55％
ロ 上記イ以外の贈与に対する贈与税

現行 改正後

200 万円以下の金額 10％ 200 万円以下の金額 10％
300 万円以下の金額 15％ 300 万円以下の金額 15％
400 万円以下の金額 20％ 400 万円以下の金額 20％
600 万円以下の金額 30％ 600 万円以下の金額 30％
1,000 万円以下の金額 40％ 1,000 万円以下の金額 40％

－ 1,500 万円以下の金額 45％
1,000万円超の金額 50％ 3,000 万円以下の金額 50％

－ 3,000万円超の金額 55％

適用関係 

上記の改正は、①及び②は平成 27年 1月 1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係
る相続税について、③は同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

れることになっています。

関連法規 

相法 15・16・21の 7等

コメント 

一体改革においては上記①と②、そして③ロは相続税法の本法で、上記③イは租税特別措

置法で規定されることとされていました。法制化の方向性は変わらないはずですから、上

記③イは政策措置であり、今後見直される可能性がある点には、注意したいところです。



相続時精算課税の要件緩和・税額控除の見直し 

概要 

相続時精算課税について、受贈者・贈与者の要件が緩和されます（大綱 47頁）。
未成年者控除・障害者控除が増額されます（大綱 46頁）。
納税者有利の改正です。

内容 

① 相続時精算課税制度の贈与者・受贈者の要件が、以下のとおり緩和されます。

現行 改正後

贈与者 65歳以上 60歳以上
受贈者 20歳以上の推定相続人 20歳以上の推定相続人と孫

② 相続税の未成年者控除・障害者控除が以下の通り増額されます。

現行 改正後

未成年者控除 6万円×20歳に達するまでの年数 10万円×20歳に達するまでの年数

障害者控除
6万円（特別障害者は 12万円）
×85歳に達するまでの年数

10万円（特別障害者は 20万円）
×85歳に達するまでの年数

適用関係 

上記の改正は、①は平成 27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、②は同日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されるこ

とになっています。

関連法規 

相法 19の 3・19の 4・21の 9等

コメント 



先の基礎控除や税率構造の見直しと同様、ようやく実現の可能性が出てきた改正がこの改

正です。趣旨等は方々で触れられているので、補足の必要もないと思いますが、相続時精

算課税の要件緩和のうち、受贈者に孫を追加するという改正については、税・社会保障一

体改革の段階では、租税特別措置法で規定されている点に、注意が必要でしょう。この方

向性は本改正でも変わらないはずですので、孫は将来的に対象外となる、というリスクは

常に覚悟しておかなければなりません。 

相続税は民法上の相続人が財産を取得した場合には税優遇を与えるとしているところ、孫

が民法上の相続人になるケースはレアと言えますから、この通り租税特別措置法に規定す

ることとしたと考えます。少子高齢化という現状は将来的に解消されるとは考えにくいこ

とを考慮すれば、孫世代への生前贈与の可能性を広く措置しておく必要があると言えます。

このため、この改正は単なる政策措置を超えて、恒久的な取扱いとすべきと考えます。相

続時精算課税制度は相続時に税額を精算するという制度ですから、このような改正を実現

させるとすれば、相続の根拠法となる民法等の改正も必要になるのですが。 

その他、この規定の適用を受けて孫に贈与をした場合、課税関係が精算される相続時には、

相続税の二割加算（相法 18）の適用があると考えられます。この点も含めて、検討が必要
でしょう。

その他、平成 23年度税制改正及び税・社会保障一体改革においては、死亡保険金の非課税
金額につき、改正が予定されていました。税制改正大綱を読む限り、この改正には触れら

れておりませんので、見送られたと考えますが、なぜ見送りが行われたのか、理由は定か

ではありません。私見を申し上げると、金融庁が非課税金額の増額を要望していましたの

で、その要望を無視して改正を断行することが難しいという判断がなされたのではないか、

と考えています。 

平成 23年度税制改正大綱にあるように、死亡保険金の非課税金額の改正の趣旨は、「「相続
人の生活安定」という制度趣旨の徹底の必要性や他の金融商品との間の課税の中立性確保

の要請等」と述べられていますが、この考え方は、消費税増税が実現された今も当然必要

なわけですから、見送るのであればその理由を明確に説明すべきであったと考えます。 



Ⅲ 個人課税に関する改正

最高税率の引上げ 

概要 

新しく所得税の最高税率の区分が設けられ、最高税率が引き上げられます（大綱 10頁）。
納税者不利の改正です。

内容 

現行の所得税の税率構造に加えて、最高税率の区分として課税所得 4,000 万円超について
45％の税率が設けられます。

適用関係 

上記の改正は、平成 27年分以後の所得税について適用されることとなっています。

関連法規 

所法 89等

コメント 

皆様もご承知の通り、所得税の最高税率が引き上げられることとなりました。この点につ

いては、税・社会保障一体改革においても指摘されており、ここでは、「課税所得 5,000万
円超について 45%の税率を設ける」とされていました。来年度の税制改正では、一歩進ん
でそのラインを課税所得 4,000万円超としています。

他の改正では、税・社会保障一体改革の流れに沿う形で、同一の基準で手当てがなされて

いるわけですが、最高税率のラインを引き下げた理由はイマイチ掴めません。税制改正大

綱においては、「平成 26年 4月からの消費税率の引上げや、平成 25年からの復興特別所得
税による負担増等にも配慮し、特に高い所得階層に絞って一定の負担増を求める」と述べ

られており（大綱 4 頁）、この考え方からいけば、税・社会保障一体改革で示された 5,000



万円という基準よりも大きな税率区分を設けなければならないはずでしょう。にもかかわ

らず、その真逆の改正がなされています。

各種資料を検討すると、公明党の案として「3,000 万円超を 45％、5,000万円超を 50％と
する。」というものがありましたので、この折衷案として本改正に盛り込んだのが本当のと

ころなのでしょうが、妥協の産物という印象は否めません。

言うまでもなく、このような改正が実現すれば、富裕層の国外流出が増え、余計に税収が

減ってしまうことが危惧されます。

我が国企業の国際的競争力をつけるという観点から、法人税減税はやむを得ないところで

すので、代替財源として所得税の増税を行わざるを得ないことは、言うまでもありません。

しかしながら、グローバル経済と言われる昨今、国を捨てることに躊躇がない国民も多い

わけですから、さらに日本の活力を削ぐ結果にもなるでしょう。

税収の確保と社会経済の活力という相矛盾する政策をいかに実現するのか、その難しい判

断が新政権には問われることになります。私見を申し上げれば、安易に消費税増税に対す

る不満感をかわすことを優先し、この課題と正面から向き合っていないのではないか、そ

んな気がしてなりません。



第二部 平成 25年度税制改正大綱のポイント 

Ⅰ 個人課税に関する改正 

公社債等の課税関係の見直し１～特定公社債等～ 

概要 

金融所得課税一体化の考え方から、公社債が、広く取引がされると考えられるような特定

公社債等と、それ以外の一般公社債等に大きく区分されます。特定公社債等については、

上場株式等に類似した課税関係が取られます（大綱 10～13、16～19頁）。 
本改正の目玉で、トータルで見れば納税者有利の改正と判断されます。 

内容 

① 特定公社債等の利子は、利子所得として 20％（所得税 15％・住民税 5％）の申告分離
課税とされ、源泉徴収される場合には、申告不要も選択できます（現行は源泉分離課

税）。

② 特定公社債等の譲渡所得は課税対象となり（現行は原則非課税）、20％（所得税 15％・
住民税 5％）の申告分離課税とされ、損失については、他の特定公社債等の譲渡所得か
ら控除できるとされます。

③ 特定公社債等の償還又は一部解約に伴う収入金額については、特定公社債等の譲渡所

得とみなされることとされます。

④ 上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算並びに繰越控除の範囲に、上記特定公

社債等の利子所得及び譲渡所得が加えられます。

⑤ 特定口座による特定公社債の受け入れができるようになるとともに、利子等について

源泉徴収口座内における損益通算も可能になります。

⑥ 上記改正を受けて、株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、上場株式等に係る

譲渡所得等と非上場株式等に係る譲渡所得等を別々の分離課税制度とした上で、特定



公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税と一般公社債等及び非上場株式

等に係る譲渡所得等の分離課税に改組することとされました。なお、源泉徴収口座内

の特定公社債等の譲渡所得については、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。

⑦ 特定公社債等についても、エンジェル税制の枠組みに組み入れられる等、エンジェル

税制の拡充も行われます。

適用関係 

上記①は、平成 28年 1月 1日以後に支払いを受けるべき特定公社債等の利子について適用
されます。

上記②～④は、平成28年1月1日以後に行う特定公社債等の譲渡等について適用されます。

上記⑤については、平成 27年 12月 31日以前に取得した特定公社債等を、平成 28年 1月
1 日に特定口座に受け入れられるように措置された上で、平成 28 年 1 月 1 日から同年 12
月 31日までの問は、自己が保管する特定公社債等を実際の取得日及び取得価額で特定口座
に受け入れられるようにする措置も設けられます。

上記⑥及び⑦は、特段の規定が大綱上設けられておりませんが、特定公社債の譲渡が前提

となるところ、平成 28年 1月 1日以後に行う特定公社債等の譲渡等について適用されると
考えられます。

関連法規 

措法 3・37の 11の 4・37の 12の 2・37の 15等

コメント

周知のとおり、我が国の税制の大きな課題として、金融所得がバラバラに課税されており

制度が複雑である反面、損益通算がほとんど認められず証券投資が活性化しない、という

問題があります。この点、金融庁は従来から金融所得一体化を要望していましたが、この

度数ある金融所得のうち、公社債の課税方式の変更と、その所得について上場株式等に係

る所得との一体化が実現することとなりました。結果として、上場株式等の譲渡損失をも

とに、特定公社債の利子や、本改正で課税対象となる特定公社債等の譲渡所得を損益通算

することが可能になります。



本パートでは、このうち特定公社債等の課税関係を取り上げていますが、特定公社債等の

課税関係は、現行の上場株式等の課税関係をベースに制度が設計されています。特定公社

債等の範囲は以下の通りとされていますが、一部の例外を除きこれらは広く取引が行われ

る可能性が大きいと判断されるものであり、その点上場株式等と実態における類似性が認

められるものであるため、このような取扱いを行っていると判断されます。

平成 25年度税制改正大綱 12～13頁 

ホ特定公社債の範囲

「特定公社債」は、次の公社債（いわゆる金融債で預金保険の対象となっているものを除く。）とする。

（イ）国債、地方債、外国国債、外国地方債

（ロ）会社以外の法人が特別の法律により発行する社債（投資法人債及び特定目的会社の特定社債を除く。）

（ハ）公募公社債、上場公社債

（ニ）発行日の前 6月以内に有価証券報告書等を提出している法人が発行する社債
（ホ）国外において発行された公社債で、次に掲げるもの（取得後引き続き保護預りがされているものに限る。）

a国内において売出しがされたもの
b国内における私売出しの日前 6月以内に有価証券報告書等を提出している法人が発行する社債
（へ）金融商品取引所又は外国金融商品取引所において公表されたプログラム（一定の期間内に発行する公社

債の上限額、発行者の財務状況等その他その公社債に関する基本的な情報をいう。）に基づき発行され

る公社債

（ト）次の外国法人が発行し、又は保証する社債

a出資金額等の 2分の 1以上が外国の政府により出資されている外国法人
b外国の特別の法令に基づき設立された外国法人で、その業務が当該外国の政府の管理の下で運営されてい
るもの

（チ）国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、又は保証する公社債

（リ）国内又は国外の法令に基づいて銀行業又は金融商品取引業を行う法人又はその 100%子会社等が発行す
る社債（その取得者が 1人又はその関係者のみであるものを除く。）

（ヌ）平成 27年 12月 31日以前に発行された公社債（発行時に源泉徴収がされた割引債を除く。）

特定公社債等については、上場株式等に類似した形での制度設計がなされているため、以

下のような考え方が見られます。

① 償還や一部償却など、元本部分に係るキャッシュ・インを譲渡ととらえている

② 社債の利子を利子所得として取り扱うというよりもむしろ、配当所得類似と見ている

①については、ストレートに「みなす規定」が置かれていますが、こうなると償還差益は

発行法人に対する譲渡所得という形で原則整理されると思います。しかしながら、株式と

は異なり、社債は元本が保証されたものであるところ、このような償還差益の実質は利息

であると言われていますので、このような整理が正しいのか疑問が残ります。現状、公社

債の譲渡が原則として非課税とされているのは、その譲渡収益の実質が経過利息であり、

この経過利息については、実際の支払段階で利子所得の課税がなされることになるからで

す。このため、譲渡として整理するにしても、利息たる性格を考慮する必要はあったと判

断されます。



一方、②については、今回の改正を経て平成 28 年 1 月 1 日以後に支払いを受けるべき特定

公社債等の利子等については、利子割ではなく配当割の課税が行われることとされました

（大綱 19 頁）。上場株式の配当と同様に損益通算の対象となるわけですから、このような

整理もやむなし、と言えなくもないですが、違和感は残ります。

その他、居住者等が受ける国外公社債の利子と外国所得税につき、国外公社債等の利子等

の額からその外国所得税の額を控除した金額に対して源泉徴収を行う、という改正が行わ

れます（大綱 10～11 頁）。現状は、グロス金額に源泉税率を乗じて計算した金額から外国

税額を控除した残額を納付するという方式（差額徴収方式）ですが（措法 3 の 3③）、それ

が国外配当のように見直されるわけです（措法 9 の 2③）。源泉分離課税であれば、外国税

額控除の適用がないため差額徴収方式によらざるをえないわけですが、申告分離課税とな

る以上、申告さえすれば外国税額控除の対象となるため、差額徴収方式を取らず源泉徴収

段階では大きな税額を徴収しても差し支えない、という判断がなされたと考えます。

以上を踏まえると、本改正の目的として金融所得一体化というお題目が挙げられているも

のの、その実態は既存の制度の枠組みに無理やり公社債の課税関係を押し込んだもの、と

言わざるを得ません。この改正は、投資の活性化という政策目的からは評価されるのでし

ょうが、本来であれば金融所得の本質を理解した上で深度ある検討がなされるべきであっ

たと考えられます。あくまでも、この改正はあるべき金融所得一体化を実現させるまでの

過渡的な取扱いと整理せざるを得ず、税制改正大綱においても「デリバティブを含む金融

所得課税の更なる一体化については、対象に公社債等を含める今回の改正を踏まえつつ、

総合的な取引所の実現にも資する観点から、意図的な租税回避の防止に十分留意し、引き

続き検討する」と述べられ（大綱 90 頁）、将来の検討に含みを持たせています。

このため、本改正における金融所得一体化は、所得課税の本質を踏まえた理論としての整

合性がとれていないと言わざるを得ず、条文を読む私たち税理士はもちろん、内容をかみ

砕いたパンフレット等で課税関係を考える一般の納税者も混乱する危険性があります。こ

のような制度のあり方は、税制の簡素化の要請と大いに矛盾しますので、今後の深度ある

検討が望まれます。

なお、本改正において上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算並びに繰越控除の範

囲に、上記特定公社債等の利子所得及び譲渡所得が加えられるわけですが、宥恕規定の適

用を排除することとしたり（大綱 11 頁）、支払通知書又は特定口座年間取引報告書を確定

申告書に添付する必要があることとしたり（大綱 18 頁）と、手続要件が厳しくなっている

点には注意が必要でしょう。この点からも、本改正は理論的な整合性を目的としたもので

はなく、あくまでも恩恵的な政策措置という位置づけが強いと判断されます。



公社債等の課税関係の見直し２～一般公社債等及び

割引債～

概要 

一般公社債等については、特定公社債等とは異なり、原則として利子は従来と同様の課税

関係、譲渡は未上場株式の課税関係を前提とし、一部節税防止規定が創設されます（大綱

13～14 頁）。

割引債については、従来の特殊な課税関係が見直され、同じ公社債として平仄がとられる

ことになります（大綱 14～16 頁）

本改正の目玉で、トータルで見れば納税者不利の改正と判断されます。

内容 

① 一般公社債等の利子については、現行と同様、利子所得として 20％源泉分離課税され

ます。ただし、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の役員等が支払を受け

るものは、総合課税の対象とされます（現行は利子所得として源泉分離課税）。

② 平成 28 年 1 月 1 日以後に行う一般公社債等の譲渡については、譲渡所得として課税対

象となり（現行は原則非課税）、20％（所得税 15％・住民税 5％）の申告分離課税とさ

れます。また、一般公社債等の償還又は一部解約に伴う収入金額については、一般公

社債等の譲渡所得とみなされることとなりますが、同族会社が発行した社債の償還金

でその同族会社の役員等が支払を受けるものは、総合課税の対象とされます（現行は

原則非課税）。

③ 平成 28 年 1 月 1 日以後に発行される割引債については、現行の発行時源泉徴収による

源泉分離課税（措法 41 の 12）が廃止され、他の公社債と同様、平成 28 年 1 月 1 日以

後に行われる割引債の償還及び譲渡については、公社債の譲渡所得等として 20%（所

得税 15%、住民税 5%）の税率による申告分離課税の対象とされます。

④ 一定の割引債については、償還時に、以下のとおり源泉徴収等の対象とされます。



属性 課税標準額 税率

個人の特定口座外
償還金額（支払金額）×

みなし割引率（※１）

20%
（所得税 15%、住民税 5%）

個人の特定口座内

（源泉あり口座）
償還差益

20%
（所得税 15%、住民税 5%）

個人の特定口座内

（源泉なし口座）
源泉なし

外国法人及び

一定の内国法人（※２）

償還金額（支払金額）×

みなし割引率（※１）（※３）
15％（所得税のみ）

（※１）みなし割引率とは、発行日から償還日までの期間が 1 年以内のものは 0.2%、1 年超のものは 25%

とされています（大綱 16頁）。 

（※２）一定の内国法人とは、普通法人並びに公共法人、公益法人等及び協同組合等（一般社団・財団法

人及び法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている法人を除きます。））以外の法人

をいうこととされています（大綱 15頁） 

（※３）一定の場合には、償還差益が課税標準額とされます（大綱 15頁）。 

適用関係 

上記①と②については、特段の規定が大綱上設けられておりませんが、平成 27 年 12 月 31
日以前に発行された公社債は、特定公社債等に該当しますので（大綱 13 頁）、結局は平成

28 年 1 月 1 日以後に発行された一般公社債等に適用されることになると考えられます。

上記③についても、特段の規定が大綱上設けられておりませんが、発行時源泉徴収がなさ

れなかったものについては、特定公社債等に該当しますので（大綱 13 頁）、結局は平成 28
年 1 月 1 日以後に発行された一般公社債等に適用されることになります。

その一方で、平成 27 年 12 月 31 日以前に発行された割引債で、発行時源泉徴収がなされた

ものについては、償還差益に係る 18%源泉分離課税を維持し、譲渡による所得は非課税と

されています（大綱 14 頁）。

上記④については、平成 28 年 1 月 1 日以後に償還される割引債に適用され、発行時源泉徴

収がなされたものについては、償還時の源泉徴収の対象外とされます（大綱 15 頁）。

関連法規 

措法 3・37 の 10・37 の 15・41 の 12 等

コメント 

特定公社債等以外の公社債等である一般公社債等は、譲渡を課税対象とする一方、利子は



源泉分離課税を維持する仕組みとなっています。特定公社債等の譲渡と同じ考え方で一般

公社債等の譲渡も課税対象とされたと思われますが、一般公社債等の利子については源泉

分離課税を維持していることから、金融所得一体化の枠組みから課税対象とした特定公社

債等は別途、一般公社債等の譲渡を課税対象としていることには矛盾があります。

とりわけ、同族会社の役員に支払われる社債の利子や償還金額については、総合課税とさ

れている点には、非常に違和感があります。言うまでもなく、少人数私募債を活用した節

税をブロックする目的でこのような規定が設けられているのでしょうが、今回の改正は公

社債の課税関係を抜本的に見直すものではなく、証券投資を促進させるという政策目的の

中で、場当たり的に公社債の課税関係を再構築したもの、という整理がなされます。抜本

的な見直しがないにもかかわらず、節税の防止を先行させるというのでは、到底首肯しが

たい改正と言わざるを得ないでしょう。特定公社債等の課税関係はもちろん、一般公社債

等の課税関係についても、理論的整合性のとれない複雑な仕組みが設けられることになり

ます。

次に、割引債についてですが、割引債は現状、発行時に源泉徴収がなされるという極めて

複雑怪奇な制度でした。割引債は社債の利子の後払いの意味も込めて通常よりも割り引い

て発行されるところ、償還時点までは通常の所得課税の考え方からすれば、実現した所得

はないこととなります。しかしながら、償還時点までその動向を税務当局が押さえること

は非常に困難ですし、何より割引債も日々流転するものですので、確実に把握できる発行

の段階で、まだ実現しているとは言い難い償還差益について、あえて所得税を源泉徴収す

ることと措置している、と考えられます。このような制度設計は非常に複雑なものであり、

事実償還差益に係る所得税について、法人税法上の所得税額控除を受ける場合には、非常

に複雑な計算が必要になります（措令 26 の 11②）。

しかしながら、今回の改正で公社債の償還を譲渡と位置づけたこともあり、発行時源泉徴

収が廃止されることとなりました。処理の簡素化という点においては、非常に喜ばしい改

正と評価されます。

その一方で、割引債の償還差益に対する源泉徴収は否定しておらず、上記のような形で償

還時に源泉徴収がなされることとなっています。ただし、従来は幅広く法人にも償還差益

に対する源泉徴収が行われていたわけですが、今回の改正では、その範囲が極めて狭くな

っていることがわかります。

大綱をストレートに読む限り、償還差益について源泉徴収されることとなる内国法人は、

NPO 法人など、法人税法以外の根拠法で公益法人と取り扱われている法人や人格のない社



団を意図していると思われます。従来は煩雑な所得税額控除を受けざるを得なかった内国

普通法人が、源泉徴収の対象外とされたことは、事務処理の簡素化の観点から喜ばしいと

考えます。しかしながら、課税もれが発生しやすい外国法人は別途、収益事業課税が取ら

れるこれらの特別な公益法人について、源泉徴収が必要という理屈はよくわかりません。

ところで、本改正において公社債の課税関係が見直されることとなったわけですが、税制

改正大綱を読む限り、公社債等の範囲とその関係は、平成 25 年度改正以後は以下のような

図で表現されることになると考えられます。

公社債は特定公社債等と一般公社債等に大別され、割引債は割引により発行されるなど一

定の要件（大綱 16 頁）を満たすものであれば、このどちらにも該当する、ということにな

ると考えられます。適用関係が大きく変わる平成 28 年 1 月 1 日前後を除けば、割引債の課

税が問題になるのは源泉徴収の局面ですから、それ以外の場面では、特定公社債等と一般

公社債等の区分に応じて課税関係を考える必要があります。

なお、このような複雑な区分がなされている理由は、単なる法技術上の問題にすぎないと

考えます。所得課税の考え方は、その実質に応じて異なる取り扱いをする、というもので

あるはずですが、我が国の所得税制においては、源泉徴収の都合を勘案して貸付金の利子

を利子所得としないなど、課税技術上の要請を優先させて条文に規定する傾向があります。

税制の簡素化はまだまだ道半ば、と言わざるを得ないでしょう。

公社債等

特定公社債等

一般公社債等

割引債



公社債等の課税関係の見直し３～利子等の課税～ 

概要 

法人に対する利子等の利子割の課税が廃止されたり（大綱 19～20 頁）、所得税額控除の見

直しが行われたり（大綱 79 頁）と、公社債等の課税関係の見直しに合わせて、大きな制度

変更が取られます。

納税者を混乱させる改正と言わざるを得ません。

内容 

① 特定公社債等の利子等については、利子割の対象ではなく、配当割の対象となります。

② 利子等に係る利子割の納税義務者から法人が除外され、利子等に係る利子割の納税義

務者が個人に限定されます。

③ 道府県民税法人税割額から利子割額を控除する制度及びこの制度による控除不足額を

法人の道府県民税均等割額等へ充当又は還付する制度が廃止されます。

④ 所得税額控除の計算について、公社債等に係る所得に対する課税の見直しに合わせて、

公社債の利子、公社債投資信託の収益の分配等に対する所得税の額の所有期間による

按分が廃止され、その全額を控除することとされます。

適用関係 

上記①～③の改正は、平成28年1月1日以後支払いを受ける利子等について適用されます。

上記④の改正については、特段の規定が設けられておりませんが、公社債等に係る所得に

対する課税の見直しに合わせるという趣旨を踏まえれば、平成 28 年１月 1 日以後に支払い

を受ける公社債等の利子について、適用されると考えられます。

関連法規 

地法 24①五・六、地法 53? 、法令 140 の 2①等



コメント 

先に述べたとおり、公社債の課税関係は大きく改正されることになるわけですが、これに

伴ってその利子の課税関係も大きく変わります。税制改正大綱を読む限り、ここで問題と

なるのは、個人よりも法人の課税関係と考えられます。 

従来、公社債等の利子等は利子割の課税対象とされていたわけですが、法人に対する利子

割の課税が廃止されることとされるとともに、特定公社債等の利子等は配当割として課税

されることになっています。法人は配当割の対象外ですから、法人については公社債の利

子等について、特別徴収の対象とはならず、国税だけの源泉徴収が行われる、ということ

になります。 

税制改正大綱を読んでいて非常に違和感があるのですが、廃止される法人に係る利子割の

課税は、公社債等の利子等に限定されることなく、預貯金等の利子等についても適用され

ると解されます。今回の改正の対象は公社債等の課税関係であるところ、何故預貯金等の

利子割の課税も改正されなければならないのか、その明確な説明はありません。 

これと同様、公社債の課税制度の見直しを踏まえ、その利子等に課せられる所得税に対す

る所得税額控除については、所有期間による按分を行わないこととされていますが、その

理由も不明確です。何より、見直しに合わせた、ということは、少なくとも特定公社債等

の利子については、配当と同様にとらえる必要があります。配当は従来から所有期間によ

る按分をしていたところ、改正趣旨は見えてきません。 

制度的な統一性なく行われる税制改正に何の意味があるのか、理解に苦しむところです。 



日本版 ISA 制度の見直しと上場株式等に係る軽減税

率廃止

概要 

日本版 ISA制度について、非課税口座の開設期間の延長等の改正が行われます（大綱20頁）。

上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る 10%軽減税率（所得税 7%、住民税 3%）が、平

成 25 年 12 月 31 日の期限をもって、廃止されることとなります（大綱 22 頁）。

一部納税者有利、一部納税者不利の改正です。

内容 

① 非課税口座を開設することができる期間が、平成 26 年 1 月 1 日から平成 35 年 12 月

31 日までの 10 年間（現行：平成 26 年 1 月 1 日から平成 28 年 12 月 31 日までの 3 年

間）とされます。

② 非課税期間が 5 年に短縮されます（現行：10 年）

③ 日本版 ISA の導入に合わせ、10％軽減税率が適用期限末で廃止されます。

④ その他、所定の整備が図られます。

適用関係 

上記の改正は、特段の規定が大綱上設けられておりませんが、平成 26 年 1 月 1 日以後適用

されると考えられます。

関連法規 

措法 9 の 8、措法 37 の 14（共に未施行）、平成 20 年改正法附則 43②・45①等

コメント 

上場株式等に係る譲渡所得及び配当所得について設けられている軽減税率の廃止について



は、従来からその必要性が言われていたところであり、先の税・社会保障一体改革におい

ても、「経済金融情勢が急変しない限り、確実に実施する」と述べられていました。本改正

は税・社会保障一体改革の方向性を引き継いでいることは相違ありませんので、ようやく

実現される運びとなりました。

この廃止とセットになるのが、日本版 ISA と呼ばれる制度です。この制度は、上場株式等

に対する投資を促進するための制度であり、最大 300 万円（毎年 100 万円×３年）まで、

10 年間にわたりそのキャピタルゲインや配当所得を非課税とする口座を設ける、という制

度をいいます。この制度は、英国の Individual Savings Account（個人貯蓄口座）を参考に

した制度であるため「日本版 ISA」とよばれています。

本来であれば、平成24年からこの日本版 ISAがスタートすることが予定されていましたが、

平成 23 年度税制改正により延期が決定し、この制度は平成 26 年 1 月 1 日から適用するこ

ととされています（平成 22 年改正法附則 52・64 等）。軽減税率の廃止が実現しない以上、

日本版 ISA も実現できないという理屈であり、これについても、「経済金融情勢が急変しな

い限り、確実に実施する」と税・社会保障一体改革の折、述べられていました。

このため、本改正を経て平成 26 年 1 月 1 日より日本版 ISA がスタートするわけですが、現

状の制度設計はイメージできるものの、まだ不十分な点もあるようで、金融庁が制度の恒

久化（開設可能期間は現状３年間となっています）など、を要望していました。

今改正においては、金融庁の要望のうち、口座開設期間を 10 年間に拡大させる反面、富裕

層の過度の優遇ととらえられないよう、非課税期間を 5 年に短縮するなど、所定の改正が

行われる模様です。ただし、金融庁が要望した、公社債も非課税投資の対象とするという

要望は、大綱を読む限り、実現はしなかったと考えられます。しかし、特定公社債等は上

場株式に類似した形で課税関係を決定する、というのが本改正の方向性であるところ、明

らかに手落ちがあると言わざるを得ないでしょう。

いずれにしても、現状日本 ISA 制度は運用されておらず、これに伴う問題は判断できない

状況にあります。制度の運用の中で、現状予見できない問題も多数生じると見込まれます

ので、立法の迅速かつ適切な対応に期待したいところです。

もちろん、私たち税理士も制度改正の動向には十分に注力しなければなりません。



住宅ローン控除の延長及び拡大 

概要 

住宅ローン控除の適用期限が延長されるとともに、控除限度額の増額など、消費税増税に

配慮した改正が行われます（大綱 23～24、31～32 頁）。

納税者有利の改正です。

内容 

① 所得税における住宅ローン控除について適用期限（現行：平成 25 年 12 月 31 日）が平

成 29 年 12 月 31 日までとされ、4 年延長されます。

② 一般住宅に係る住宅ローン控除額等は、以下の通りとされます。

居住年 借入限度額 控除率
控除限度額

（各年）

最大控除額

（控除期間）

平成 26 年

1 月～3 月
2,000 万円 1.0% 20 万円 200 万円

平成 26 年 4 月～

平成 29 年 12 月
4,000 万円（※） 1.0% 40 万円 400 万円

平成 25 年

（参考：現行）
2,000 万円 1.0% 20 万円 200 万円

（※）消費税等の税率として 8%又は 10%が適用される場合の金額であり、それ以外の場合における借入

限度額は 2,000 万円とされます。

③ 認定住宅に係る住宅ローン控除額等は、以下の通りとされます。

居住年 借入限度額 控除率
控除限度額

（各年）

最大控除額

（控除期間）

平成 26 年

1 月～3 月
3,000 万円 1.0% 30 万円 300 万円

平成 26 年 4 月～

平成 29 年 12 月
5,000 万円（※） 1.0% 50 万円 500 万円

平成 25 年

（参考：現行）
3,000 万円 1.0% 30 万円 300 万円

（※）消費税等の税率として 8%又は 10%が適用される場合の金額であり、それ以外の場合における借入

限度額は 3,000 万円とされます。

④ 個人住民税における住宅ローン控除の対象期間が平成 26 年 1 月 1 日から平成 29 年 12



月 31日まで 4年間延長（現行：平成 25年 12月 31日まで）され、その期間における控除
限度額等も、以下の通り拡充されます。

居住年 控除限度額

平成 26年 1月～3月 所得税の課税総所得金額等×5%（最高 9.75万円）
平成 26年 4月～平成 29年 12月 所得税の課税総所得金額等×7%（最高13.65万円）（※）
（※）消費税等の税率として 8%又は 10%が適用される場合の金額であり、それ以外の場合における控除

限度額は所得税の課税総所得金額等×5%（最高 9.75万円）とされます。

⑤ その他、所定の整備が図られます。

適用関係 

上記のとおり

関連法規 

措法 41、地法附則 5の 4・5の 4の 2等

コメント 

周知のとおり、消費税増税にあたっては住宅取得等についての激変緩和措置が要望されて

おり、先の消費税増税法においても、「住宅の取得については、取引価額が高額であること

等から、消費税率の引上げの前後における駆け込み需要及びその反動等による影響が大き

いことを踏まえ、一時の税負担の増加による影響を平準化し、及び緩和する観点から、

住宅の取得に係る必要な措置について財源も含め総合的に検討する。」（平成 24年 8月改正
法７一チ）とされていたところです。

本改正においては、この方向性を受けて住宅ローン控除の延長と拡充が行われるとともに、

①平成 30年以降にも住宅ローン控除のあり方を検討すること、②個人住民税の減税分は国
が補てんすること、③上記税制措置を踏まえても効果が限定的な所得層には給付措置を講

ずること（同旨、大綱 5頁）など、一歩進んだ政策についても触れられています。

注意点としては、控除額が増額される平成 26年 4月以降の取扱いは、消費税増税の実現が
前提、ということです。このため、景気弾力条項（平成 24 年 8 月改正法附則 18）により
消費税増税が見直された場合はもちろん、経過措置の適用を受けて旧税率が適用される工

事については、従来と同額の控除額になると考えられますので、注意が必要です。



社会保険診療報酬の所得計算の特例の見直し 

概要 

社会保険診療報酬に係る所得計算につき、所得税及び法人税について、制限がかかります

（大綱 37頁）。
納税者不利の改正です。

内容 

適用対象者からその年の医業及び歯科医業に係る収入金額が 7,000 万円を超える者が除外
されます（現行は社会保険診療報酬に係る収入金額が 5,000万円超か否かで判断）。

適用関係 

上記の改正は、個人については平成 26年分以後の所得税について適用し、法人については
は平成 25年 4月 1日以後に開始する事業年度について適用されます。

関連法規 

措法 26・67等

コメント 

医業に対する所得課税は優遇されていると言われますが、その典型例がこの社会保険診療

報酬に係る所得計算です。周知のとおり、この規定の適用を受ける場合、社会保険診療報

酬に係る経費は概算で計算されますが、ほとんどの場合、実額計算とこの規定による概算

計算を比較して、有利な方を適用していると会計検査院から指摘があったところです。

実際のところ、この特例による概算経費率は、実額の経費率よりもかなり大きいという調

査結果もあり（平成 24年 11月 12日財務省資料 
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2012/__icsFiles/afieldfile/2012/11/12/24zen6
kai7.pdf）、消費税増税に伴う公平感の演出のためにも、制度の見直しは必要であると判断
されたのではないか、と考えられます。



本規定の趣旨は、小規模な医療機関の事務負担軽減と言われていますが、自由診療部分も

含めて適用が判断されますので、その趣旨とはそぐわない事業者もこの特例を適用してい

る、と言われていました。中には、自由診療を含めた医療収入が１億円を超える医療機関

もこの特例を受けていたと指摘されているほどです。

このため、趣旨を踏まえれば、社会保険診療部分のみで適用を判断するべきですから、こ

の方向性は誤っていないと考えられます。

その他、本改正では、判断基準となる収入金額が 7,000 万円と増額されていますが、これ
は自由診療を含めた収入金額が 5,000 万円を超える医療機関のうち、本特例を適用してい
る者の自由診療収入の割合がおおむね 25％であったところ
（平成 24年 11月 12日財務省資料 
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2012/__icsFiles/afieldfile/2012/11/12/24zen6
kai7.pdf）、現行の判断基準である 5,000 万円から、割り返して計算された（5,000 万円／
（1－25％）≒6,666万円）ものと考えられます。

いずれにせよ、税制上、優遇されていると言われる医療機関の課税のあり方につき、一部

適正化が図れたという意味で本改正の意味は大きいと考えます。

その他、税制改正大綱においては、「事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税

措置及び医療法人に対する軽減税率については、税負担の公平性を図る観点や、地域医療

の確保を図る観点から、そのあり方について検討する。」（大綱 92頁）とも指摘されていま
す。医療機関に対する税制については、特定の業界を優遇しているという批判だけではな

く、現行制度上消費税の計算上課税仕入れを十分にできないという問題点も指摘されてお

り、これについても将来的な見直しが示唆されているところ（同旨、大綱 90 頁）、将来的
に大きな見直しがあると想定されますので、十分に注意したいところです。



Ⅱ 資産課税に関する改正 

事業承継税制の見直し 

概要 

非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予について、適用要件等が緩和されます（大綱 47
～48頁）。 
全体的に納税者有利の改正です。 

内容 

適用要件等の見直し内容は多岐に渡るため、主だったもののみ、記載します。

① 経営承継相続人等の要件のうち、非上場会社を経営していた被相続人の親族であるこ

ととする要件が撤廃されます。

② 贈与税の納税猶予における贈与者の要件のうち、贈与時において認定会社の役員でな

いこととする要件について、贈与時において当該会社の代表権を有していないことに

改正されます。

③ 雇用確保要件について、経済産業大臣の認定の有効期間（5年間）における常時使用従
業員数の平均が、相続開始時又は贈与時における常時使用従業員数の 80%を下回るこ
ととなった場合に緩和されます（現行は平均ではなく、常時 80％以上を維持）。

④ 雇用確保要件が満たされないために経済産業大臣の認定が取り消された場合において、

納税猶予税額を納付しなければならないときは、延納又は物納の適用を選択すること

ができることとされます。

⑤ 経済産業大臣の認定の有効期間（5年間）の経過後に納税猶予税額の全部又は一部を納
付する場合については、その期間中の利子税が免除されます。

⑥ 経済産業大臣による事前確認制度が廃止されます。



⑦ 適用対象となる資産保有型会社・資産運用型会社の要件について、次のとおり所要の

見直しが行われます。

イ 常時使用従業員数が 5 人以上であることとする要件は、経営承継相続人等と生計
を一にする親族以外の従業員数で判定されます。

ロ 商品の販売・貸付け等を行っていることとする要件について、経営承継相続人等

の同族関係者等に対する貸付けが除外されます。

⑧ その他所要の措置を講ずるとともに、本制度の活用を促進するため、より一層の普及

及び啓発のための取組みを行うこととされています。

適用関係 

上記の改正は、所要の経過措置が設けられた上で、基礎控除の制限など、相続税・贈与税

の見直しの施行の日（平成 27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こととされています。

関連法規 

措法 70の 7・70の 7の 2・70の 7の 3・70の 7の 4等

コメント 

平成 21年度改正で導入された非上場株式等の贈与等の納税猶予制度ですが、思ったほど普
及が進んでいないようで、税制改正大綱においても「当初想定していたほどには利用が進

んでいない」（大綱 3頁）と指摘されており、簡素化の必要性が叫ばれています。

確かに、法律を見ても、相当に複雑な制度設計がなされていますので、実行にあたっては

リーガルリスクが高いと判断されることはもちろん、雇用確保要件や事前の経済産業大臣

による確認など、手続き上の手間が極めて大きいことも指摘されています。

この点を勘案して、制度の定着を目標とする経済産業省などからは、①雇用確保要件の緩

和、②親族外承継の対象化などが求められていたわけですが、本改正においては、これら

を含めて、非常に柔軟にその要望を認めることとしています。制度の定着について、税負

担に神経質な財務省も、ようやく重い腰を上げたのかとも考えられます。

その一方で、我が国の非上場株式等の贈与等の納税猶予制度は、このような改正が実現し



たとしても、各国に比してまだまだ要件や要件を満たさなかった場合の納税額が過大であ

ると判断されます。このため、制度の定着を図るのであれば、もう一歩進んだ要件緩和が

必要になると思慮されます。

加えて、大綱において、経過措置の書き方が独特な点も気になるところです。「相続税・贈

与税の見直しの施行の日（平成 27年 1月 1日）以後」という表現で規定されていますが、
このような表現を前提とした場合、相続税の基礎控除や税率構造の改正が国会を通過しな

かった場合には、この改正も通過しない、ということを意味しているかのように取れます。

事業承継税制は相続税増税や課税ベース拡大とは一線を画す改正であり、これらの増税項

目の見返りとして実現させるべき改正ではないはずです。このあたり、法制上誠実な対応

が求められます、



小規模宅地等の特例の見直し 

概要 

小規模宅地等の特例について、適用対象面積の拡大等の改正が行われます（大綱 45頁）。
納税者有利の改正です。

内容 

① 特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が、330㎡（現行：240㎡）までの部分に
拡充されます。

② 選択特例対象宅地等のすべてが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合

には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とされます（現行は調整計算が必要）。

なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算については、現

行どおり、調整を行うこととされています。

③ 一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立

部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用

に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する

部分が特例の対象とされます。

④ 老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地

の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、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ものとして特例の対象とされます。

イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること

ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと

適用関係 

上記①及び②の改正は平成 27年 1月 1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相
続税について適用され、上記③及び④の改正は平成 26年 1月 1日以後に相続又は遺贈によ
り取得する財産に係る相続税について適用されます。

関連法規 



措法 69の 4等

コメント 

相続税に関する来年度改正については、課税ベースの拡大や税率構造の改正などが予定さ

れており、相続税の大増税時代の幕開けという印象があります。この点を勘案したものと

考えられますが、小規模宅地等の特例につき、特定居住用宅地等の限度面積の拡大と、特

定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等の完全併用が可能になります。蛇足ですが、対抗

上は特定事業用等
．
宅地等となっていますので、特定同族会社事業用宅地等がこれに含まれ

ると考えられます。

小規模宅地等の特例は、相続税が相続財産に対して課されるものであるところ、この特例

が対象としているような事業や居住の用に供している宅地については、納税資金に充てる

ための処分が難しいことが勘案されて、税負担を課税上考慮するために設けられた制度で

す。来年度改正により相続税が増税される以上、納税資金に苦しむ納税者も相当増えるは

ずですから、このような改正は当然に必要とされると考えられます。

一方で、特定居住用宅地等と特定事業用等宅地の完全併用が可能になるといっても、貸付

事業用宅地等を選択する場合には、従来と同様の調整計算を行うとされている点には注意

したいところです。調整計算の方法については、今後の改正法案等を参照する必要があり

ますが、現行以上の複雑な計算が要求されると危惧されます。

これにとどまらず、二世帯住宅や老人ホームに伴う居住の要件も緩和されることとなって

います。これらについては、国税庁の質疑応答事例で回答されていた事例でもあるようで、

解釈の明確化と整理すべきでしょうか。事実、その適用については、他の資産税の改正項

目よりも早くなっています。

二世帯住宅についてはそれぞれの世帯が行き来できるような場合には、「同居」と判断され

る一方で、そうでない場合には「同居」にならない、と判断されていた模様です。一方、

老人ホームについて言えば、税制改正大綱にあるような要件があれば、相続開始直前に居

住の用に供していたと認める、といった回答もなされていた模様です。しかしながら、実

際のところは、このような取扱いは広く知られている話ではありません。通常、このよう

な特例的な制度の適用は法律に厳格であるべきですから、国税庁の質疑応答事例で緩やか

に解釈されていたとしても、厳格な文理解釈の上で適用を判断しなければなりません。こ

のため、このような解釈が法律上明確化されることには大きな意義があります。



納税義務者の要件見直し 

概要

日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しない者が、日本国内に住所を有する者か

ら相続若しくは遺贈又は贈与により取得した国外財産が、相続税又は贈与税の課税対象に

加わります（大綱 60頁）。
納税者不利の改正です。

内容 

上記のとおり

適用関係 

上記の改正は、平成 25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国外財
産に係る相続税又は贈与税について適用されます。

関連法規 

相法１の３・１の４ 

コメント 

一見すると、とんでもない改正が実現してしまう、という印象があるのがこの改正です。

国際相続や国際贈与については、非居住無制限納税義務者という制度が創設されるまで、

課税時期に住所を国外に移せば容易に課税逃れができる、とされていました。このため、

安易な課税逃れを許さない税務当局からは厳しい対応がなされており、結果として非居住

無制限納税義務者という新しい納税義務者の区分ができた、という背景があります。 

今回の改正では、さらに一歩進んで「日本国籍」という要件も撤廃しようとしています。

この点については、子や孫に外国籍を取得させて国外財産の課税を逃れるという「租税回

避」が散見されると指摘されていますが（平成 24年 11月 14日財務省資料 10頁参照。 
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2012/__icsFiles/afieldfile/2012/11/13/24zen7
kai15.pdf）、租税回避の認定には（法律の空白をつくという意味において）スキームの複雑



さが要求されると考えられるところ、このような法の欠陥を活用する行為を租税回避とい

うのは表現が適切ではなく、むしろ日本の課税から合法的に逃れる、という意味において、

「逃税」と表現すべきと考えられます。 

加えて、この改正は、課税の根拠を見出すことも非常に難しいと言えます。周知のとおり、

相続税の考え方としては、遺産税方式（相続財産に着目した考え方）と遺産取得課税方式

（相続財産を取得する者に着目した考え方）の二つがあります。我が国の相続税は遺産取

得課税方式を前提としながら、遺産税方式の考え方を取り入れてその内容を一部修正して

いると言われます。 

本改正をこれに当てはめる場合、遺産取得課税方式によって相続財産の取得者に着目する

場合、その住所はもちろん、国籍も日本ではないわけですから、日本の課税権の根拠とな

る「日本の居住性」を観念することはできず、課税権を行使することは問題があると解し

ます。遺産税方式に着目しても、国外財産に課税するわけですから、たとえ被相続人又は

贈与者の住所が日本にあるとしても、日本がストレートに課税権を行使することは難しい、

と言わざるを得ないでしょう。 

その他、本改正が実現した場合には、必然的に重大な国際的二重課税の問題が生じること

になると考えられます。この場合に問題になるのは、現状も複雑と言われる相続税・贈与

税の外国税額控除（相法 20の 2・21の 8）の適用関係です。日本が結んでいる租税条約は
所得課税が中心であり、相続税・贈与税に関する租税条約はアメリカに対するものしか存

在しない以上、国際的二重課税の問題は深刻になると言わざるを得ません。結果として、

国際相続の問題が大きくなることは、疑問の余地がないと考えます。 

この点について、先の財務省の資料を見ますと、「米英独仏等においても課税」と説明され

ています。国際的傾向に合わせることも、税制改正の方向性としては一理あると言えます

が、これらの国において、国際的二重課税排除の規定はどうなっているのか、この点につ

いて詳しい説明は見られません。仮に、国際的傾向を踏まえるのであれば、国際的二重課

税排除の仕組みまで突っ込んで検討をするべきであり、その説明は必要と考えますが、税

制改正大綱上、相続税・贈与税の外国税額控除制度の改正は見られません。 

私見ですが、仮に日本国籍を捨てて国外財産を取得することを悪ととらえるのであれば、

シンプルな課税方法は、財産の所在を再検討することにあると考えます。にもかかわらず、

納税義務という課税上影響が大きすぎる要件を改正することで対応しようとするため、余

計に訳が分からなくなると考えます。このあたりの整理について、立案担当者が如何にと

らえているのか、非常に疑問が残る改正と言えます。 



教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

概要 

30 歳未満の受贈者の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、一定の金融
機関に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち原則と

して 1,500万円まで、一定期間贈与税を課さないこととされます（大綱 49頁）。

内容 

贈与時、払出時、終了時の三パターンで規定がなされています。箇条書きでポイントをま

とめてみます。

① 贈与時

イ 受贈者は 30歳未満
ロ 贈与者は受贈者の直系尊属（大綱上、父母に限定されていませんので、祖父母等も対

象と考えられます）

ハ 直接贈与ではなく、一定の金融機関に信託等して贈与する必要性

ニ 非課税金額の限度額は 1,500万円（学校以外の教育資金は 500万円）
ホ 平成 25年 4月 1日～平成 27年 12月 31日までに拠出の必要性
へ 金融機関を経由して行う、所定の申告要件

② 払出時

イ 教育資金に充当したことを証する書類を金融機関に提出

ロ 金融機関は提出書類により教育資金に充当されたことを確認し、その金額を記録

ハ 金融機関はロの書類及びロの記録を受贈者が 30歳に達した日の翌年 3月 15日後 6年
間保存

③ 終了時

以下の場合に分けて、異なる取扱いがなされます。

イ 受贈者が 30歳に達した段階
  ・ 金融機関は非課税拠出額及び教育資金支出額など一定事項を所轄税務署長に届出



  ・ 受贈者は非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額につき、贈与税を納税

ロ 受贈者が死亡した場合

  ・ 金融機関は受贈者死亡の旨を受贈者の所轄税務署長に届出

  ・ 非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額は、贈与税の対象外

適用関係 

上記のとおり

関連法規

新設

コメント 

この改正は広く報道がなされたところですので、周知の方も多いと思いますが、内容を見

ると、適用にあたっては、税制改正大綱を読む限りにおいても、注意すべきポイントが多

いような気がします。

まず、この規定は、金融機関等を経由する必要がある、という点が挙げられます。報道で

は自由に直系卑属に贈与ができるかのように考えられていましたが、制度の濫用を防止す

るためでしょう、このあたりかなりの制限をかけています。

その他、受贈者が 30 歳に達した場合において、残額がある場合には、その 30 歳に達した
日に贈与があったものとして贈与税の課税も行われます。つまり、課税の繰延べとしての

側面もこの制度にはあるわけで、この残額はきちんと把握しておく必要があります。

その他、税制改正大綱からは直接的には読み取れませんが、この規定の名称は「教育資金

の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」と名付けられている点にも注意したいところです。

一括贈与、というくらいですから、分割で拠出しても適用はなく、あくまでも一度に教育

資金を用意して贈与する必要があり、1,500万円（または 500万円）とは、一括贈与した場
合の非課税限度額を意味している、と考えられます。

もちろん、制度の詳細はこれから公表される法案を確認しなければなりません。



Ⅲ 法人課税に関する改正 

生産等設備促進税制の創設

概要 

国内設備投資を促進する目的で、製造業その他の事業の用に直接供される一定の減価償却

資産につき、特別償却又は特別控除が認められることとされました（大綱 62頁）。
納税者有利の改正です。

内容 

箇条書きにより、簡記します。なお、所得税についても同様とするとありますので、同様

の規定が個人事業主に対しても設けられると考えられます。

① 適用対象者 青色申告書を提出する法人

② 適用年度  平成 25年 4月 1日から平成 27年 3月 31日までの間に開始する各事業
年度（設立事業年度は除かれます。）

③ 対象資産  生産等設備と総称され、その法人の製造業その他の事業の用に直接供さ

れる減価償却資産（無形固定資産及び生物は除かれます。）で構成されて

いるものを意味し、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動

車、福利厚生施設等は、該当しないとされています。

④ 適用要件その１ 生産等設備を構成する資産のうち機械装置をその法人の国内にある

事業の用に供したこと

⑤ 適用要件その２ イの金額が、ロとハの金額の合計額を超えること

イ 適用期間内に取得等した生産等設備の事業年度終了時における取得価額の合計額

ロ 減価償却資産につき当期の償却費として損金経理をした金額

ハ 前事業年度において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備の取得価額

の合計額の 110%相当額



⑥ 特別償却額（特別控除との選択） 取得価額の 30％

⑦ 特別控除額（特別償却との選択） 取得価額の 3％（法人税額の 20％が限度）

適用関係 

上記の改正は、平成 25年 4月 1日から平成 27年 3月 31日までの間に開始する各事業年
度において取得等した生産等設備について適用されます。

関連法規 

新設

コメント 

民間の手による設備投資を活性化させ、経済の活性化を図るとともに、産業競争力の強化

も図ることを目的として創設されたのがこの制度です（同旨、大綱 2 頁）。しかしながら、
大綱を読む限り、この制度がどのような設備投資を想定しているのか、イマイチ見えてき

ません。

この制度を概観した際、最も違和感があるのは取得価額の 3%しか特別控除が認められない
という点です。通常、特別控除と言えば、7～10％の税額控除、というイメージがあります
ので、非常に少ないと考えます。もちろん、立案者が想定している生産等設備が極めて高

額なものであれば、この程度でも実効性があるのでしょうが、仮に著者の考えの通りであ

ればその対象となる法人は大企業に過ぎない、と判断されます。

何より、適用要件とされている生産等設備はかなり限定されていますので、対象資産その

ものも非常に限定されていると考えられます。

以上を踏まえると、この政策減税を活用するのはなかなか難しいのではないか、そんな印

象があります。



所得拡大促進税制の創設

概要 

消費需要を促進する目的で、給与等支給を増加させた場合、一定割合の税額控除が認めら

れることとされました（大綱 63頁）。
納税者有利の改正です。

内容 

箇条書きにより、簡記します。なお、所得税についても同様とするとありますので、同様

の規定が個人事業主に対しても設けられると考えられます。 

① 適用対象者 青色申告書を提出する法人

② 適用年度  平成 25年 4月 1日から平成 28年 3月 31日までの間に開始する各事業
年度

③ 適用要件その１ （雇用者給与等支給額－基準雇用者給与等支給額）／基準雇用者給

与等支給額≧5％

④ 適用要件その２ イとロの要件を満たすこと

イ 雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと

ロ 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

⑤ 適用除外  雇用促進税制（措法 42の 12）等一定の規定との重複適用は不可

⑥ 税額控除額 雇用者給与等支給増加額（=雇用者給与等支給額－基準雇用者給与等支給
額）の 10%（法人税額の 10％（中小企業者等は 20％）が限度）

⑦ 用語の意義は、以下のとおり。

イ 雇用者給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入され

る国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。

ロ 基準雇用者給与等支給額とは、平成 25年 4月 1日以後に開始する各事業年度のう
ち最も古い事業年度の直前の事業年度（基準事業年度）の所得の金額の計算上損



金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。

適用関係 

上記のとおり 

関連法規 

新設 

コメント 

労働分配の増加に伴う消費拡大がこの政策減税の趣旨と説明されていますが（同旨、大綱 3
頁）、実際のところ企業が人員を増やしたり、賃金を増額させたりすることは非常に大きな

投資となりますので、この趣旨のとおり従業員給与が増えて消費が拡大するのか、疑問が

あるところです。実際問題として、この制度の適用対象となるのは、それなりの事業基盤

がある大企業ということになりましょう。

何より、この制度の対象となる雇用者給与は、法人の有する
．．．

国内の事業所に勤務する使用

人に限定されるとされているところ（大綱 63頁（注 2））、海外で勤務する使用人に対する
給与はこの対象とはなりません（国内消費を刺激するための制度ですから、当然と言えば

当然です）。加えて、税制の特典における定番とも言えますが、役員はもちろん、その特殊

関係者も除かれることとされています。

その他、「法人の有する
．．．

国内の事業所」とされていることから、ストレートに税制改正大綱

を読めば、法人が賃借する国内の事務所の使用人は、対象にならないとも取れます。この

あたり、解釈の問題が生じないよう、立法の明確な手当てがあることが期待されます。

実際のところ、適用にあたっては条文を正確に読む必要がありますが、かなりハードルが

大きい制度であると言えそうです。



その他の主要な特別措置の見直し 

概要 

平成 25年度改正において、延長拡充等される主要な特別措置をまとめます（大綱 64頁）。
納税者有利の改正です。

内容 

① 研究開発税制（措法 42の 4・42の 4の 2）について、以下の見直しが行われます（所
得税についても同様とされています。）。

  イ 試験研究費の総額に係る税額控除制度、特別試験研究費の額に係る税額控除制度、

繰越税額控除限度超過額に係る税額控除制度、中小企業技術基盤強化税制及び繰

越中小企業者等税額控除限度超過額に係る税額控除制度について、2年間の時限措
置として、控除税額の上限が当期の法人税額の 30%（現行 20%）に引き上げられ
ます。

  ロ 特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、特別試験研究費の範囲に一定

の契約に基づき企業間で実施される共同研究に係る試験研究費等が加えられます。

② 環境関連投資促進税制（措法 42の 5）について、即時償却の対象資産にコージェネレ
ーション設備が加えられた上、その適用期限が平成 27年 3月 31日まで延長されるな
ど、所定の改正が行われます（所得税についても同様とされています。）。

③ 雇用促進税制（措法 42 の 12）について、税額控除限度額が増加雇用者数 1 人当たり
40万円（現行 20万円）に引き上げられる等の改正が行われます （所得税についても
同様とされています。）。

適用関係 

上記の改正については、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 25年 4月 1日以後開始事業年度ベースで適用されると考えられます。

関連法規 

上記のとおり 



コメント

来年度改正においても、従来と同様、深度ある検討がなされたとは言い難い中で、租税特

別措置の延長拡充がなされています。

上記①及び②については、民間投資の喚起による成長力の強化が目的とされ（同旨、大綱 2
頁）、上記③については、先に見た所得拡大促進税制と同様、労働分配の増加に伴う消費拡

大が趣旨と説明されています（同旨、大綱 3頁）。

いずれにしても、租税特別措置の透明化については従来から言われていたところであり、

平成 23年 4月 1日以後終了する事業年度については、適用額明細書の添付が義務付けられ
ています。結果、租税特別措置について、不要な制度や不適切な制度は迅速に見直しをか

けるべきであり、この点からも、これらの制度が今後の我が国の税制上有益なものか、深

度ある検討が必要と言えるでしょう。

とりわけ、経済動向に最も大きな影響を及ぼす法人税制については、近年場当たり的で安

易な改正が目立ち、事業体課税や国外組織再編成の課税関係など、緊急の対応が必要な問

題に対して適切な対応がなされているとは言い難い状況にあります。この点も踏まえ、安

易な租税特別措置の改正や創設にとどまることなく、もっと広い見地から法人の課税問題

をとらえるべきであると考えられます。



その他押さえておくべき改正事項

概要 

その他、内容を押さえておくべき法人税の重要改正項目として、交際費課税の見直し（大

綱 67頁）と欠損金の繰越し及び欠損金の損金算入制度（大綱 78頁）の改正を解説します。

内容 

① 交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例（措法 61の 4）に
ついて、以下の見直しが行われます。

イ 定額控除限度額が 800万円（現行：600万円）に引き上げられます。
ロ 定額控除限度額までの損金不算入措置（現行：10％）が廃止されます。

② 災害損失欠損金額の繰越し（法法 58）について、当初申告要件が緩和され、修正申告
書又は更正請求書に明細の添付があれば、その適用を受けられることが明確化されま

す。

③ 民事再生等一定の事実による債務免除等があった場合に青色欠損金等の控除後に繰越

欠損金を損金算入できる制度（法法 59）について、青色欠損金等の控除前の所得金額
が債務免除益相当額を超える場合における損金算入額は、青色欠損金等の控除後の所

得金額からその超える部分の金額の 20%相当額を減算した金額が限度とされます（中
小法人等については、現行どおりとされ、改正はありません）。

適用関係 

上記の改正については、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 25年 4月 1日以後開始事業年度ベースで適用されると考えられます。

関連法規 

上記のとおり 



コメント 

上記①について。交際費は冗費性があるため、支出制限の必要性が勘案され、原則として

損金不算入とされているわけですが、企業経営上必要な経費であり、企業会計上は当然に

費用となることには相違ありません。結果、企業会計との調整の観点からも損金算入が期

待されていたわけですが、このたび中小法人については、年 800 万円まで全額損金算入が
認められることになります。改正の趣旨は中小企業支援ということが説明されていますが

（同旨、大綱 3頁）、今の時期にこの改正が実現した必然性は、よくわかりません。

その他、このような改正があったことにより、税務調査において交際費が主要な調査項目

になることを押さえておく必要があります。従来、中小企業においては交際費の金額が大

きくないこともあって主要な調査項目にはなりづらかったのですが、交際費は役員給与と

の区分がイマイチ明確ではなく、個人的経費の漬け込みと判断されるケースもあったと思

います。交際費が全額損金算入となれば、今まで以上に交際費科目を活用した個人的経費

の漬け込みが増えると予測されますので、厳格な税務調査も行われるでしょう。何より、

個人的経費の漬け込みについては、消費税や源泉所得税が関係しますから、赤字会社を問

わず税金をとれる項目でもありますので、黒字会社が減少している昨今、税務調査官とし

てもうまみがおいしいところです。

ところで、経済産業省の資料を見ますと、適用期間が平成 25年度の１年間、とされている
点が気になります（経済産業省「平成 25年度税制改正について」11頁 
http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2013/130129a/130129a02j.pdf）。税制改正大綱
上、年限を区切るような書き方はされていませんし、現行の根拠法たる租税特別措置法 61
条の 4（交際費等の損金不算入）の条文が「平成 26 年 3 月 31 日までの間に開始する事業
年度」の交際費を対象としているからこそ、経済産業省の資料はこのような適用期間を制

限する記載になっていると想定されますが、念のために改正法案における改正内容につい

て、チェックしておく必要があると言えそうです。

次に、上記②について。税制改正大綱上は、この改正は「明確化」という整理をしていま

すが、実際のところ、災害損失欠損金の繰越しについて、当初申告要件は税制上緩和され

てはいません（法法 58⑤）。このため、新しい取扱いとして整理すべきでしょう。この制度
は、青色申告者に限定している制度ではありませんから、青色欠損金とは異なり、当初申

告要件に限定させる必要なく、改正の方向性としては間違いではない、と考えられます。

③についてですが、この規定は現状、会社更生法等の規定によるもの（法法 59①）、民事再
生法等の規定によるもの（法法 59②）、債務超過による解散によるもの（法法 59③）の３



パターンに分けて規定されています。これらの規定の適用上、損金算入限度額とされる、

過去からの欠損金額を基礎として計算される金額は、原則として以下の算式で計算されま

す。

会社更生法等（法法 59①） 繰り越された未使用欠損金の全額（法令 116の 3）

民事再生法等（法法 59②）
債務超過解散（法法 59③）

繰り越された未使用欠損金－青色欠損金の損金算入額

（法令 117の 2・118）。

この点を踏まえ、この規定の適用においては、欠損金の控除順序には以下のような違いが

あると言われるところです。

※ 平成 24年 11月 14日財務省資料 14頁より抜粋
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2012/__icsFiles/afieldfile/2012/11/13/24zen7
kai15.pdf 

上記の図をご覧いただくと分かる通り、計算構造が両者で異なるため、債務免除益と相殺

すべき欠損金は、会社更生法等の規定に基づく場合には過去の欠損金からとなり、それ以

外は青色欠損金からとなります。

ここで問題になるのは、平成 23年度改正を経て大法人については所得金額の 80％に青色欠
損金額の損金算入額が制限されている、という点です。つまり、本来であれば 20％相当部
分には課税が及ぶところ、この制度の適用上、過去の欠損金を活用できるためにその 20％
相当部分も課税対象から除かれてしまうことになり、この点が問題視されています。

このため、過去の欠損金と相殺しても差し支えない部分（債務免除益相当部分）を超える

所得金額がある場合、その超える所得金額の 20％相当額は課税されるべきであるとして、
上記のとおりその部分を本規定による損金算入額から除外したのがこの改正です。



Ⅳ 納税環境整備等に関する改正 

印紙税及び消費税の改正 

概要 

消費税増税に合わせて、不動産の譲渡に関する契約書と建設工事の請負契約書に係る印紙

税の軽減税率の適用期限が 5年延長されるとともに、軽減額も増額されます（大綱 53頁）。
加えて、受取書に係る印紙税の非課税金額が引き上げられます（大綱 61頁）。
その他、適正な価格転嫁を目的として、消費税の税額計算における端数処理の特例（以下、

「端数処理の特例」といいます。）について、当分の間の措置として、税抜価格を基礎とし

て計算した消費税等相当額を受領する一定の場合が加えられます（大綱 81頁）。
納税者有利の改正です。

内容 

① 軽減税率が採用されている不動産の譲渡契約書（1 号の 1 文書）と建設工事の請負   
契約書（2号文書）について、適用期限が 5年延長（現行は平成 25年 3月 31日まで
の作成分ですので、平成 30年 3月 31日までの作成分）されるとともに、平成 26年 4
月 1日以降作成分については、以下の通り軽減税率の引上げが行われます。

契約金額
現行 改正案

不動産の譲渡に関する契約書 建設工事の請負に関する契約書

10万円超      50万円以下 100万円超     200万円以下 400円 200円
50万円超     100万円以下 200万円超     300万円以下 1,000円 500円

100万円超     500万円以下 300万円超     500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超        1,000万円以下 10,000円 5,000円

1,000万円超        5,000万円以下 15,000円 10,000円
5,000万円超            1億円以下 45,000円 30,000円

1億円超            5億円以下 80,000円 60,000円
5億円超           10億円以下 180,000円 160,000円

10億円超           50億円以下 360,000円 320,000円
               50億円超 540,000円 480,000円

② 金銭又は有価証券の受取書（17 号文書）のうち、非課税文書となる受取金額の記載金



額が 5万円未満（現行 3万円未満）とされます。

③ 現行認められている端数計算の特例は、総額表示の対象とならない事業者間取引又は

複数商品を一括で売買する対消費者間取引等についてとなっていますが、これらに加

え、税抜価格を基礎として計算した消費税等相当額を受領する一定の場合についても、

当分の間この特例が認められることになります。

適用関係 

①については、上記のとおり。

②については、平成 26年 4月 1日以後に作成される受取書について適用されます。
③については、平成26年4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用されます。

関連法規 

措法 91、印紙税法別表１一・二・十七、平成 15年改正消規附則 2等

コメント 

上記①及び②のとおり、本改正で印紙税の軽減が決まったわけですが、その背景には消費

税増税があります。国土交通省などは、消費税増税に伴い住宅取得が困難になることを懸

念して、不動産譲渡等の契約書に係る印紙税の軽減を要請していました。受取書について

も、これと同じ理由で、小売業等の負担軽減を目的にしたものと考えられます。

とはいえ、現行制度上は個別通達において、消費税を明確化すれば、これらの課税文書の

契約金額は税抜で問題ない、とされているところでもあり（平元間消 3-2「消費税法の改正
等に伴う印紙税の取扱いについて」）、国家財政が危機的な状況にある昨今、果たして消費

税増税に合わせて行うべき改正なのか、理論的には疑問もあります。むしろ、取引が電子

化する中で、廃止を含めた印紙税の抜本的な改正が必要ではなかったのか、と考えます。

上記③については、対消費者間取引について総額表示（消法 63）が義務付けられたことに
伴い、外税方式を採用した場合の端数処理の特例は、所定の取引にしか認められないこと

とされています。しかしながら、適正転嫁の観点から、この特例の必要性も指摘されてい

るところであり、広く認めるよう経済産業省から要望があったところです。税制改正大綱

の記載内容はおおざっぱでその内容は正確には分かりませんが、当分の間、総額表示義務

の有無を問わず、区分領収を前提として広く端数処理の特例が認められると考えられます。



延滞税・利子税等の割合の見直し 

概要 

昨今の金利状況を踏まえて、現状に即しているとは言い難い延滞税、利子税及び還付加算

金等の割合が抜本的に見直されます（大綱 84～85頁）。
納税者有利の改正です。

内容 

① 延滞税の割合について、各年の特例基準割合が年 7.3%に満たない場合には、その年中
においては、次に掲げる延滞税の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とされます。

現行の条文中における割合 改正案

 年 14.6%の割合の延滞税 特例基準割合＋年 7.3% 
 年 7.3% の割合の延滞税 特例基準割合＋年 1%  （最大 7.3％）

② 納税の猶予等の適用を受けた場合（延滞税の全額が免除される場合を除きます。）の延

滞税については、納税の猶予等をした期間に対応する延滞税の額のうち、延滞税の割

合が特例基準割合であるとした場合における延滞税の額を超える部分の金額が免除さ

れます。

③ 現行の特例基準割合が以下の通り改正されます。

現行 改正案

前年 11月末の商業手形の割引率＋年 4％ 前年の 12月 15日までに財務大臣が告示
する割合（※）＋年 1% 

（※）前々年の 10月から前年の 9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を 12
で除して得た割合として一定の割合が告示されることとなっています

④ 利子税の割合は、各年の特例基準割合（相続税及び贈与税の延納に係る利子税につい

ては、各分納期間の開始の日の属する年の特例基準割合）が年 7.3%に満たない場合に
は、その年中（相続税及び贈与税の延納に係る利子税については、各分納期間）にお

いては、次に掲げる利子税の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とされます。

種類 割合

相続税及び贈与税に係る利子税

（その割合が年 7.3%のものを除く。）
法律で規定されている割合×

特例基準割合／7.3％
上記以外の利子税 特例基準割合



⑤ 還付加算金の割合は、各年の特例基準割合が年 7.3%に満たない場合には、その年中に
おいては、特例基準割合とされます。

⑥ その他所要の措置が講じられます。

適用関係 

上記の改正は、平成 26年 1月 1日以後の期間に対応する延滞税等について適用されます。

関連法規 

通法 58、60、64、措法 94～96等

コメント 

言うまでもなく、現状の延滞税等の割合は、現行の金利水準とかけ離れています。この点、

立法でも問題視され、先の税・社会保障一体改革法案の提出段階においても、「延滞税の利

率を含めた負担の見直しについては、税の確実な収納を勘案しつつ、低金利下における利

率のあり方、事業者の負担等を考慮し、平成 25年度税制改正時に成案を得る」とされてい
ます（「税制抜本改革法案の国会提出に伴う今後の対応について」 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/dl/kaikakuhoua
n_120330.pdf）。

本改正のポイントは、大きく二点です。一つは、特例基準割合が商業手形の割引率（公定

歩合）を基準とするのではなく、短期貸出約定平均金利をベースに計算することとなった

点です。金利水準は政策金利たる公定歩合よりも、後者の方が認識としては近い点があり、

「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」等における利率は、この金利を使っています。

もう一つは、延滞税は一般的には納付遅延に伴うペナルティ、と整理されていますが、本

改正ではその性格を約定金利部分（特例基準割合）とペナルティ部分（それ以外の部分）

とに分けて考え、前者に金利水準を反映させる、という意向で設計されていると考えられ

ます。この点、納付遅延ではない利子税は特例基準割合のみをベースとしていることと比

較すれば、明確に理解できます。結果として、現行の延滞税の枠組み（7.3％部分は特例基
準割合に置き換え、14.6％部分は国税通則法の規定通りで計算するという仕組み）から、約
定金利に相当する特例基準割合は不変とした上で、早期納付のインセンティブとなる期間

（2か月）については、ペナルティ部分を減額させるという仕組みに改正されています。



災害延長等に伴う更正の請求に対する更正の除斥期

間の延長

概要 

災害等により更正の請求期限が期限延長される場合等においても減額更正ができるよう、

一定の措置が講じられます（大綱 86～87頁）。
納税者有利の改正です。

内容 

① 更正の請求期間について、災害等により期限延長され（通法 11）、又は期間の満了日が
日祝日等に当たりその翌日が期限とみなされる場合（通法 12②）において、これらの
期間の満了日が通常の更正の除斥期間（通法 70）経過後に到来するときは、これらの
期間の満了日から 6 月間更正の請求に係る更正等を行うことができるなど一定の措置
が設けられることとされます。

② 特別還付金の支給制度についても、上記①と同様、災害等により期限延長される場合

において、期間の満了日が特別還付金の支給決定期限（平成 25年 6月 29日。措法 97
の 2⑰）後に到来するときは、期間の満了日から 1年間特別還付金の支給決定を行うこ
とができることとされます。

適用関係 

上記①の改正は、平成 25年 4月 1日以後に上記の期間の満了日が到来する更正の請求に係
る国税について適用されます。

上記②については、上記のとおり適用されます。

関連法規 

上記のとおり 

コメント 



更正・決定は、法定申告期限から原則として 5年間という除斥期間が設けられていますが、
更正の請求など、請求や申告については、災害延長や休日延長が認められています。この

ため、これらの規定の適用を受ければ、更正の請求はできるが減額更正ができない、とい

う問題が生じます。

従来は、更正の請求期間が１年間に原則として限定されていたこともあって、このような

問題はそれほど表面化しなかったわけですが、平成 23年度改正により更正の除斥期間と更
正の請求期間の平仄が図られたこともあり、将来的には災害等による期限延長の適用によ

り、更正の請求期間が減額更正の除斥期間後に到来するケースも増えると見込まれること

もあって、本改正において手当てがなされることとなりました。

この改正の方向性は正当と考えられますが、休日延長も手当てすることとしていますので、

税制改正大綱をストレートに読めば、更正の請求期間の満了日が休日か否かで大きく手続

き上の特典が変わることになります。更正の請求期間の満了日が休日となる場合には、そ

うでない場合に比して減額更正期間が６か月も長くなる、となれば、公平性の原則からは

問題があるのではないか、と考えられます。

その他押さえておくべきは、この改正は災害等又は休日延長に伴う更正の請求期間と減額

更正の除斥期間の差異に限定されているということです。周知のとおり、去る平成 24年 6
月に、庭内神しは相続税法上の非課税財産に該当しない、という国税庁の解釈について、

それは正当ではないとする裁判がありましたが、このような解釈変更に伴う更正の請求に

ついては、従来と同様、通常の減額更正期間内に更正の請求ができなければ救済されない

こととなります。

この判例が出た当初、国税通則法施行令 6条（更正の請求）の 1項 5号の規定により、二
月以内に更正の請求ができるとされた一方で、実際の救済は通常の減額更正期間である法

定申告期限から 5年に限定されていますから、相続税の課税時期によっては二月未満で減
額更正期間を迎える可能性もあったわけです。こうなると、更正の請求が可能になっても

減額更正が認められないこととなり、不合理な状況が生ずると考えていましたが、このよ

うな不合理については税制改正大綱上特に手当てされていません。

つまり、実務上最も起こりやすい、このような解釈変更に伴う更正の請求に関する問題は、

従来と同様で変わるところがないわけです。
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