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１．はじめに 

 

本年最後のメールマガジンとなりました。今月は平成 31年度税制改正案の閣議決定など、重要なニュー

スが多い月です。お時間のある時にリンク先をご覧いただければ幸いです。 

 

なお、当事務所では、天野 勇に続き、天野 丈も関東経済産業局より「経営革新等支援機関」の認定

を取得しました。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

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 

  

国内勤務期間のない中国の従業員（非居住者）が、税制適格ストックオプションの権利行使による株式の取得

に係る経済的利益について、租税特別措置法第２９条の２を適用せず、税制非適格ストックオプションとして取り

扱うことの可否について（文書回答事例） 

国税庁 

  
勘定科目内訳明細書及び法人税申告書別表等（明細記載を要する部分）をＣＳＶ形式で作成する場合の

留意事項等 

国税庁 

https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/bunshokaito/shotoku/181031/index.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/bunshokaito/shotoku/181031/index.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/bunshokaito/shotoku/181031/index.htm
http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/csv_jyoho1.htm
http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/csv_jyoho1.htm
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内容 公表者 

  平成２９事務年度 法人税等の調査事績の概要 国税庁 

  「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について（法令解釈通達）  国税庁 

  質疑応答事例（フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い）  国税庁 

  コネクテッド・インダストリーズ税制ＰＲ用チラシ 経済産業省 

  平成３０年度創設「賃上げ・生産性向上のための税制」よくあるご質問Ｑ＆Ａ集（更新） 経済産業省 

  中小企業向け所得拡大促進税制 よくあるご質問Ｑ＆Ａ集（更新） 中小企業庁 

  中小企業向け所得拡大促進税制 ご利用ガイドブック 中小企業庁 

消費税等   

  
岡山県倉敷市真備町に納税地がある個人の皆様への消費税及び地方消費税の中間申告書の発送再開のお

知らせについて 

国税庁 

  平成３０年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用（一般用） 国税庁 

  平成３０年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用（簡易課税用） 国税庁 

  消費税軽減税率制度に係るリーフレット等を掲載 国税庁 

  「（リーフレット）消費税の軽減税率制度開始とレジ補助金期限まで残り１年を切りました。」 中小企業庁 

  軽減税率対策補助金ホームページの更新  中小企業庁 

  
（観光庁）【平成３１年度税制改正】外国人旅行消費額のより一層の拡大に取り組みます～「臨時免税店制

度」の創設～ 

国土交通省 

  消費税率の引上げに伴う価格設定について（ガイドライン） 内閣府 

所得税等   

  平成３１年（２０１９年）版 源泉徴収のあらまし 国税庁 

  「財産債務調書の提出制度（ＦＡＱ）」（更新） 国税庁 

  平成３０年分 確定申告特集（準備編） 国税庁 

  
平成３０年分の所得税確定申告期におけるｅ－Ｔａｘ及びｅ－Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスクの受付時

間について 

国税庁 

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/hojin_chosa/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/181130/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/11.htm
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/data-katsuyo/iot-zeisei/iot-zeisei.html
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudaiguidebook.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/01.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/02.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01.htm
http://kzt-hojo.jp/system_guide/index.html#flyer
http://kzt-hojo.jp/
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_000370.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_000370.html
https://www.cao.go.jp/tenkataisaku/index.html
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2018/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/h30junbi/index.htm
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_30run.htm
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_30run.htm
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内容 公表者 

  所得税及び復興特別所得税の確定申告書（平成３０年分以降用）等  国税庁 

  平成３０年分所得税の確定申告関係書類 国税庁 

  （特定増改築等）住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ  国税庁 

  平成３１年（２０１９年）版 源泉徴収のしかた  国税庁 

  
平成３２年分（２０２０年分）所得税確定申告から青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります！！

（リーフレット） 

国税庁 

  ふるさと納税の偽サイトにご注意ください 総務省 

  ふるさと納税に係る返礼品の送付状況についての調査結果  総務省 

  
マイホーム購入をお考えの皆様へ、住宅ローン減税の控除期間が３年間延長されます！～平成３１年度税制

改正 消費税率引上げを踏まえた住宅取得対策～  

国土交通省 

資産税関係   

  平成３０年分贈与税の申告書等の様式一覧 国税庁 

  平成３０年分贈与税の申告のしかた 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 

  平成２９事務年度における相続税の調査の状況について 国税庁 

  平成２９年分の相続税の申告状況について 国税庁 

  「平成３０年度税制改正により農地等の納税猶予制度が変わりました！！」 国税庁 

  「租税特別措置法（相続税法の特例関係）の取扱いについて」等の一部改正について（法令解釈通達）  国税庁 

  
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例措置等に関する質疑応答事例について

（情報） 

国税庁 

国際課税   

  
登録国外事業者名簿（国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し関係）（平成３０年１１月

１６日現在）（更新） 

国税庁 

  「国外財産調書の提出制度（ＦＡＱ）」（更新） 国税庁 

  源泉所得税の改正のあらまし（ＢＥＰＳ防止措置実施条約）  国税庁 

  
「日本との間における国別報告書の自動的情報交換の実施対象国・地域」を更新しました（カタール、中国及び

ナイジェリアの追加等） 

国税庁 

地方税   

  先端設備導入に伴う固定資産税ゼロの措置を講じた市区町村（平成３０年１０月末現在）  中小企業庁 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/mokuji.htm
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/oshirase/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata2019/01.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20181207.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000063.html
http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000134.html
http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000134.html
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2018/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2018/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/1806xx/kaisei/1812/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/1806xx/kaisei/1812/index.htm
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/3012_02.pdf
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/3012_01.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/nouchi_seido201812.pdf
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/kaisei/181214/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/181219/pdf/01.pdf
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/181219/pdf/01.pdf
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/touroku.pdf
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/touroku.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0018011-104.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/takokuseki/pdf/03.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/takokuseki/pdf/03.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/181119koteishisan.pdf
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内容 公表者 

  「平成３１年度地方税制改正等に関する地方財政審議会意見」の提出 総務省 

  （ＰＣｄｅｓｋ）償却資産申告書（ＣＳＶ形式）の特定項目情報について」 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 

  
給与支払報告書、公的年金等支払報告書及び源泉徴収票の電子的提出の一元化について（ＰＣＤｅｓｋ

等） 

地方税電子化協議会 

  
平成３０年分の給与支払報告書・公的年金等支払報告書・給与所得の源泉徴収票（一元化分）・公的年

金等の源泉徴収票（一元化分）のデータ送信について（ＰＣＤｅｓｋ等）  

地方税電子化協議会 

  （確定版）統一ＣＳＶレイアウト仕様書 平成３０年分～について（ＰＣＤｅｓｋ等）  地方税電子化協議会 

  ＰＣｄｅｓｋバージョンアップ手順書の改版について  地方税電子化協議会 

  ＰＣｄｅｓｋのバージョンアップについて（修正）  地方税電子化協議会 

税制全般その他   

  電子納税等の利用制限について 国税庁 

  「仮想通貨関係ＦＡＱ」の公表について 国税庁 

  仮想通貨に関する税務上の取扱いについて（ＦＡＱ） 国税庁 

  
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律（国外財産調書及

び財産債務調書関係）の取扱いについて」の一部改正について（法令解釈通達）  

国税庁 

  「ｅ－Ｔａｘ利用の簡便化の概要について」（更新） 国税庁 

  メッセージボックスのセキュリティ強化について  国税庁 

  コンビニ納付（バーコード）（更新） 国税庁 

  平成２９事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について  国税庁 

  
平成２４～２８年度分国税庁統計年報（申告所得税）及び平成２４、２６～２８年分申告所得税標

本調査結果等の訂正について 

国税庁 

  「国税通則法基本通達（徴収部関係）」の一部改正について（法令解釈通達）  国税庁 

  スマホ×確定申告 スマート申告始まります！【情報追加】 国税庁 

  ダイレクト納付を利用した予納の開始について  国税庁 

  平成２９年度統計年報「５ その他直接・間接国税犯則事件」を掲載 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指定する件（国税庁告示第２６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（更新） 国税庁 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000204.html
http://www.eltax.jp/www/contents/1544592036216/index.html
http://www.eltax.jp/www/contents/1542846583876/index.html
http://www.eltax.jp/www/contents/1543476154889/index.html
http://www.eltax.jp/www/contents/1543476154889/index.html
http://www.eltax.jp/www/contents/1543474091626/index.html
http://www.eltax.jp/www/contents/1543474091626/index.html
http://www.eltax.jp/www/contents/1543474754802/index.html
http://www.eltax.jp/www/contents/1544400826066/index.html
http://www.eltax.jp/www/contents/1544399140461/index.html
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_301116_oshirase_nozeitetsuzuki.htm
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq.pdf
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hotei/181121/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hotei/181121/01.htm
http://www.e-tax.nta.go.jp/kanbenka/index.htm
http://www.e-tax.nta.go.jp/kanbenka/msgbox_enhanced_security.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_houhou_conveni.htm
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0018011-079.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/tokei_seigo/pdf/h24_28sinsyo_osirase.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/tokei_seigo/pdf/h24_28sinsyo_osirase.pdf
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/kaisei/181130/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/smart_shinkoku/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/yonoukaishi.htm
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/sonota2017/hansoku.htm
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/kokuji_021.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/index.htm
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内容 公表者 

  法人番号に関するＦＡＱ（更新） 国税庁 

  年末年始における設立登記法人の法人番号指定通知書の発送について  国税庁 

  平成３１年（２０１９年）中に適用される延滞税等の割合について  国税庁 

  「タックスアンサー（よくある税の質問）」・「タックスアンサーコード一覧」の掲載内容を更新 国税庁 

  ｅ－Ｔａｘアプリについて 国税庁 

  スマートフォンをＩＣカードリーダライタとしてご利用の方へ  国税庁 

  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 

  （法人番号公表サイト）検索機能の追加について 国税庁 

  法人企業統計調査（平成３０年７－９月期）の結果 財務省 

  法人企業統計調査「時系列データ」 財務省 

  「平成３１年度税制改正の大綱が閣議決定されました」 財務省 

  
平成３０年北海道胆振東部地震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延長措

置の終了について 

国税不服審判所 

  平成３０年４月から６月分までの裁決事例の追加等  国税不服審判所 

  経営力向上計画策定の手引き  中小企業庁 

  
税制措置・金融支援活用の手引き（中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き（平成３０年

度税制改正対応版）） 

中小企業庁 

  平成３１年度税制改正の概要（地方税） 総務省 

  国土交通省税制改正要望 結果概要 国土交通省 

  平成３１年度環境省関係税制改正について 環境省 

  経済政策の方向性に関する中間整理 首相官邸 

 
  

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/shitsumon/
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/oshirase/h30/h301210.html
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_wariai.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
http://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoftsp/e-taxap.htm
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_301217.htm
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_301017.htm
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/oshirase/h30/h301217.html
https://www.mof.go.jp/pri/reference/ssc/results/index.htm
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00350600&tstat=000001047744
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/20181221taikou.pdf
http://www.kfs.go.jp/topics/18/index.html#t1212
http://www.kfs.go.jp/topics/18/index.html#t1212
http://www.kfs.go.jp/topics/18/index.html#t1217
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2018/181130tebiki.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2018/181130zeiseikinyu.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2018/181130zeiseikinyu.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran04.html
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_006468.html
http://www.env.go.jp/press/106249.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/index.html#chukanseiri


 

6 
 

天野 公認会計士・税理士事務所 メールマガジン 

３．当事務所 Web サイト掲載ナレッジ更新情報 

 

今月の更新はありません。ナレッジ一覧はこちら 

 

 

以上 

 
 

https://amano-cpa.com/knowledge

