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１．はじめに 

 

最近の中小企業関連の施策には、注目すべきものが多いと感じています。 

 

例えば、後継者不足に悩む中小企業に対する代表的な施策として以下の 2 つが挙げられます。 

1)事業承継税制（非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除） 

2)各都道府県に事業引継ぎ支援センターを設置など 

一般に、事業承継の形には、株式公開を除けば、①親族への引継、②役員・従業員への引継、③M＆A

の 3 つの形態があると考えられますが、1)は①を支援する制度であり、2)は主に③を支援する機関です。 

 

この他にも、平成 30年度税制改正の中には中小企業と大企業とで取扱いが異なるものがあり、中小企

業が優遇されています。 

 

今月の新規掲載ナレッジでは、平成 30年度の法人税に係る税制改正のうち、税額控除等に関連する

項目について、大企業と中小企業での取扱いを対比する形で、簡潔にまとめています。詳細は、「３．当

事務所Web サイト掲載ナレッジ更新情報」をご覧ください。 

 

なお、収益認識に関する実務論点の新たなご紹介は、お休みとさせていただきます。 
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２．今月の税務関連ニュース 

 

今月に官公庁や公的機関から公表された文書を、税目別かつ公表者別にまとめました。 

 

なお、内容には細心の注意を払っておりますが、公表文書の網羅性を保証するものではありませんので、予

めご承知おきください。 

 

なお、特に注目していただきたい項目を黄色のマーカーで示してあります。 

 

内容 公表者 

法人税等 

  平成３０年版 連結確定申告書・地方法人税確定申告書・個別帰属額等の届出書等の記載の手引  国税庁 

  平成２９事務年度 法人税等の申告（課税）事績の概要 国税庁 

  中小企業税制パンフレット（平成３０年度版）  中小企業庁 

消費税等   

  軽減税率対策補助金ホームページの更新  中小企業庁 

  
中小企業における消費税の価格転嫁および軽減税率の準備状況等に関する実態調査 調査結果につい

て 

日本商工会議

所 

所得税等   

  
「租税特別措置法第４０条第１項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の一部改

正について（法令解釈通達）のあらまし（情報） 

国税庁 

  控除証明書等の電子的交付について 国税庁 

  平成３０年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 国税庁 

  平成３０年分年末調整のための各種様式 国税庁 

  平成３０年分 年末調整のしかた  国税庁 

  平成３０年版 給与所得者と年末調整（リーフレット） 国税庁 

  平成３１年（２０１９年）分 源泉徴収税額表 国税庁 

  
月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について（平成３１年（２０１９

年）分） 

国税庁 

  
月額表の乙欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算について（平成３１年（２０１９年）

分） 

国税庁 

  
「『租税特別措置法（株式等に係る譲渡所得等関係）の取扱いについて』等の一部改正について（法

令解釈通達）」の趣旨説明（情報） 

国税庁 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/renketsuhoujintebiki2018/01.htm
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/hojin_shinkoku/index.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/2018/180906zeisei.pdf
http://kzt-hojo.jp/
https://www.jcci.or.jp/research/2018/0928110000.html
https://www.jcci.or.jp/research/2018/0928110000.html
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/0018008-090/0018008-090.pdf
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/0018008-090/0018008-090.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2018/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/01.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/leaflet2018.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/01.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/01.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/01.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/02.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/02.pdf
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/0018009-094/0018009-094.pdf
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/0018009-094/0018009-094.pdf
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内容 公表者 

  配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するＦＡＱ（更新） 国税庁 

  ふるさと納税に係る返礼品の見直し状況についての調査結果  総務省 

資産税関係   

  相続税の納税猶予の都市農地の貸付けの特例の届出手続  国税庁 

  相続税の申告のしかた（平成３０年分用） 国税庁 

  
「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」（特例措置）の適用要件及び提出書

類チェックシート 平成３０年分用  

国税庁 

  
「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」（特例措置）の

適用要件及び提出書類チェックシート 平成３０年分用  

国税庁 

  
「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」（一般措置）の適用要件及び提出書類チェッ

クシート 平成３０年分用  

国税庁 

  
「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及び免除」（一般措置）の適用要件及

び提出書類チェックシート  

国税庁 

  
「平成３０年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正につ

いて（法令解釈通達） 

国税庁 

  「相続税の申告の準備はお早めに！」  国税庁 

  相続税の申告のためのチェックシート（平成３０年４月以降提出用）（更新）  国税庁 

  
「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」を適用した相続税申告書の記載例（平成３０年分

用）（更新） 

国税庁 

  「平成３０年分の基準年利率について」の一部改正について（法令解釈通達）  国税庁 

  「財産評価基本通達」の一部改正（案）に対する意見公募手続の実施について  国税庁 

  相続税法基本通達等の一部改正について（法令解釈通達）のあらまし（情報）  国税庁 

 租税調査会研究報告第 33号「取引相場のない株式の評価の実務上の論点整理」の公表について 
日本公認会計

士協会 

国際課税   

  「ＢＥＰＳ防止措置実施条約が適用される租税条約が増えます」 財務省 

  租税条約に関する資料（更新） 財務省 

地方税   

  平成３０年度税制改正に関する対応について 

地方税電子化

協議会 

  ＰＣｄｅｓｋのバージョンアップについて  

地方税電子化

協議会 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000062.html
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/0018008-016_01.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2018/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h30pdf/check01.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h30pdf/check01.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h30pdf/check02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h30pdf/check02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h30pdf/check03.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h30pdf/check03.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h30pdf/check04.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h30pdf/check04.pdf
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/1806xx/kaisei/1810/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/1806xx/kaisei/1810/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzoku-shinkokusukejuru.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201804/pdf/04-067-0a.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/sozoku-shinkokukisairei30.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/sozoku-shinkokukisairei30.pdf
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/181012/index.htm
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300020&Mode=0
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/181009/index.htm
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20180919jhj.html
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20181002mli.htm
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/index.htm
http://www.eltax.jp/www/contents/1536884710913/index.html
http://www.eltax.jp/www/contents/1536887637964/index.html
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内容 公表者 

  ＰＣｄｅｓｋ操作マニュアル等の改版について  

地方税電子化

協議会 

  （ＰＣｄｅｓｋ）給与支払報告書及び源泉徴収票電子的提出一元化ガイドブックの掲載について  

地方税電子化

協議会 

税制全般その他   

  平成３０年北海道胆振東部地震により被害を受けられた皆様方へ 国税庁 

  
Ｗｉｎｄｏｗｓ１０のパソコンで、ｅ－Ｔａｘソフトをご利用の際に「暦上存在しない年月日が入力さ

れています。再度入力してください。」と表示された方へ 

国税庁 

  ｅ－Ｔａｘの平成３０年度税制改正等に係る対応について 国税庁 

  国際観光旅客税の届出等に関する手続や届出書様式等  国税庁 

  
【重要】Ｗｉｎｄｏｗｓ１０のパソコンで、ｅ－Ｔａｘソフトをご利用の際に「暦上存在しない年月日が

入力されています。再度入力してください。」と表示された方へ 

国税庁 

  「金融機関等へのマイナンバー提供の猶予期間が平成３０年で終了します」 国税庁 

  平成２９年分民間給与実態統計調査結果 国税庁 

  インターネット番組（Ｗｅｂ－ＴＡＸ－ＴＶ）「大法人の電子申告の義務化」  国税庁 

  ＱＲコードを利用したコンビニ納付手続の開始について  国税庁 

  特定個人情報保護評価書（更新） 国税庁 

  電子帳簿保存法に基づく電磁的記録による保存等の承認状況  国税庁 

  法人番号に関するよくある質問（更新） 国税庁 

  北海道の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件（国税庁告示第２１号）  国税庁 

  平成３０年北海道胆振東部地震に関するお知らせ 国税庁 

  
「申告に関するお知らせ」の格納について（平成３０年北海道胆振東部地震により被害を受けられた法

人の皆様へ） 

国税庁 

  平成３０年７月豪雨に関するお知らせ（更新） 国税庁 

  平成３０年７月豪雨により被害を受けられた法人の皆様へ 国税庁 

  平成２９事務年度国税庁実績評価書（案） 財務省 

  パンフレット等の最新版の掲載について  

国税不服審判

所 

  平成３０年１月から３月分までの裁決事例の追加等  

国税不服審判

所 

http://www.eltax.jp/www/contents/1536889026432/index.html
http://www.eltax.jp/www/contents/1538020716349/index.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/index.htm
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_300906_10.htm
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_300906_10.htm
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_300918_zeikai.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/kanko/index.htm
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_300906_10.htm
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_300906_10.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm#Link1
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/minkan/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/index.html
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/conveni_qr_nohu/oshirase.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/kokuji/tokutei_hyouka.htm
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/sonota2017/denshichobo.htm
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/shitsumon/
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/kokuji_021.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/pdf/001.pdf
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_301017.htm
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_301017.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_300717.htm
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/policy_evaluation/proceedings/material/64seihyoukon.html
http://www.kfs.go.jp/introduction/pamphlet/index.html
http://www.kfs.go.jp/topics/18/index.html#t0927
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内容 公表者 

  
平成３０年北海道胆振東部地震の発生に伴う北海道の一部の地域における国税に関する審査請求の

期限の延長措置について 

国税不服審判

所 

  
平成３０年７月豪雨に伴う岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域における国税に関する審

査請求の期限延長措置の終了について 

国税不服審判

所 

  北海道胆振東部地震等による被災者に対する減免措置等について  総務省 

  平成３０年７月豪雨による被災者に対する申告等の期限の延長について  総務省 

  新規サービス開始・追加予定団体のお知らせ  

地方税電子化

協議会 

  平成３１年度税制改正に関する提言 

日本経済団体

連合会 

  平成３１年度税制改正に関する意見 

日本商工会議

所 

 

３．当事務所 Web サイト掲載ナレッジ更新情報 

 

平成 30年度税制改正-法人税-税額控除など 

 

ナレッジ一覧はこちら 

 

以上 

 
 
 
 

http://www.kfs.go.jp/topics/18/index.html#t1017_2
http://www.kfs.go.jp/topics/18/index.html#t1017_2
http://www.kfs.go.jp/topics/18/index.html#t1017
http://www.kfs.go.jp/topics/18/index.html#t1017
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000302.html
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000303.html
http://www.eltax.jp/www/contents/1539581432009/index.html
http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/073.html
https://www.jcci.or.jp/recommend/request/2018/0919122000.html
https://amano-cpa.com/平成30年度税制改正%EF%BC%88法人税%EF%BC%89-税額控除など
https://amano-cpa.com/knowledge

