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１．はじめに 

 

当事務所では、個人のお客様向けの確定申告が佳境をむかえています。皆様におかれましても、年度末に

向けてご多忙な日々を過ごされているものと存じます。季節の変わり目ですので、お体にお気を付けくださ

い。 

 

今月はまず、2 つの話題をご紹介したいと考えます。 

 

①RPA の導入にあたって 

 

経理業務に RPA（Robotic Process Automation）を導入する方策について、最近立て続けにお

問い合わせを受けました。そこで、今回は、箇条書きの形で RPA導入の留意点をご紹介いたします。 

 

イ）RPAは、PC上の作業を再現するものにすぎない 

→乱暴に言い換えると、Office のソフト以外でも横断的に動くマクロだと考えればよい 

 

ロ）RPA と AIは直接の関係はない 

 

ハ）RPA の導入の前に、業務の見える化・標準化が必要である 

 

二）複雑な作業には Excel ワークシートを活用せよ 

 

ホ）投資効果を得るためには、経理業務に限らず、全社プロジェクトとして取り組むべきである 

 

へ）システム間のインターフェースに RPA を活用せよ 
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特に、「二）複雑な作業には Excel ワークシートを活用せよ。」は、RPA の肥大化を防ぎ、保守や改修

を容易にする観点から重要ですが、意外と見落としがちではないでしょうか。 

 

例えば、条件分岐・比較・各種演算などの機能を Excel ワークシートに実行させ、ロボットにはコピー・アン

ド・ペーストによる入力などの単純作業を実行させることをイメージしていただければと考えます。この方式を

採用することにより、RPA のコードは非常にすっきりとしたものになりますし、計算条件などが変更になった

場合にも、Excel ワークシートを修正すれば RPA のコードを修正する必要がなくなります。 

 

②節税保険について 

 

2月中旬に一部新聞で報じられた、いわゆる「節税保険」の通達改正の検討について、税務通信の

3545号（2019年 2月 25日号）でも紹介されていました。 

 

この節税保険は、以下の特徴を持っています。 

 

・名目上は掛け捨て保険 

・支払保険料の 1/2 を前払費用とする、いわゆる「長期平準定期保険」の個別通達にも該当しない 

・ゆえに、保険料の支払時に全額を損金算入可能 

・ただし、中途解約すれば払込保険料の多くを解約返戻金として受け取り可能 

・解約返戻金は受取時に益金算入 

 

たとえば、十分な黒字が見込まれる間に上記の「節税保険」を払い込み、赤字の期に中途解約すれば節

税効果があります。また、役員などの退職慰労金に充当することを目的として、退職慰労金の損金算入

額と解約返戻金の益金算入額を同じ期に計上できるように解約するといった使い方も可能です。 

 

しかしながら、この節税保険は、上記の「長期平準定期保険」の個別通達を逆手にとったような商品であ

るため、国税庁や金融庁が問題視し、生命保険会社各社と国税庁が個別通達の改正に向けて協議を

開始したようです。 

 

個別通達の改正が遡及的に適用される可能性も完全には排除できないため、駆け込みで契約すること

は避けたほうがよいものと考えます。 
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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 

  
「申告書確認表」等（調査課所管法人の皆様へ）に「申告書確認表（外国法人用）」

を追加しました 

国税庁 

  法人税申告書別表（別表６（５））の誤りについて 

国税庁 

  
コネクテッド・インダストリーズ税制（ＩｏＴ税制）サイト「「革新的データ産業活用計画」

認定申請のご利用の手引き」（更新） 

経済産業省 

  半島・離島・奄美群島における割増償却制度 税制パンフレット 

国土交通省 

消費税等   

  消費税率等に関する経過措置について（国税庁） 

国税庁 

  
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３１年１月１日現在）（更新） 

国税庁 

  平成２９年度統計年報「3 間接税 消費税」 

国税庁 

  軽減税率対策補助金ホームページ（更新） 

中小企業庁 

  軽減税率対策補助金ホームページ（更新） 

中小企業庁 

  
レジメーカー・システムベンダー各社と「消費税軽減税率対応への強化・加速化に向けた特

別会合」を開催 

中小企業庁 

  消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問（更新） 

公正取引委員

会 

  ＦＡＱの掲載について 

公正取引委員

会 

  
「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法、独占禁止法

及び下請法上の考え方」の改正（案）に対する意見募集について 

公正取引委員

会 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/tk.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/tk.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h31/001.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/data-katsuyo/iot-zeisei/190131tebiki.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/data-katsuyo/iot-zeisei/190131tebiki.pdf
http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/hra_zei.html
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/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/statistics/kokuzeicho/shohi2017/shohi.htm
http://kzt-hojo.jp/
http://kzt-hojo.jp/
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2019/190208keigen.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2019/190208keigen.htm
https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/tenka-FAQ.html
http://www.eltax.jp/www/contents/1548744153286/index.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/feb/190201tenka-gl.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/feb/190201tenka-gl.html
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内容 公表者 

  消費税転嫁対策特設ページを開設 

公正取引委員

会 

  消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問（更新）  

公正取引委員

会 

所得税等   

  平成３０年分の確定申告においてご留意いただきたい事項 

国税庁 

  
平成３０年７月豪雨により被災した個人が市から家屋等の解体撤去費用の補助を受け

た場合の課税関係について（文書回答事例） 

国税庁 

  
平成３０年７月豪雨により被災した個人が市から家屋等の解体撤去費用の補助を受け

た場合の課税関係について（文書回答事例） 

国税庁 

  
農業者が農業用施設等の再建・修繕又は倒壊した農業用施設の撤去等をした場合に市

から受ける助成金の課税関係について（文書回答事例） 

国税庁 

  所得税法等の一部を改正する法律案 

財務省 

  
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（更新） 

地方税電子化

協議会 

資産税関係   

  
「資産課税関係の申請、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 

  「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 

  事業承継税制特集（更新） 

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 

  「公売財産評価事務提要の制定について」の一部改正について（事務運営指針） 

国税庁 

  「換価事務提要の制定について」の一部改正について（事務運営指針） 

国税庁 

  
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案

に対する意見の募集について 

中小企業庁 

国際課税   

  平成２９年分の国外財産調書の提出状況について 

国税庁 

  ＦＡＱ「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」（更新）  

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（更新）  

国税庁 

https://www.jftc.go.jp/info/tenka/H30/index.html
https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/pamphlet_files/1901yokuarusitumon.pdf
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/index.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/bunshokaito/shotoku/011/index.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/bunshokaito/shotoku/011/index.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/bunshokaito/shotoku/011/index.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/bunshokaito/shotoku/011/index.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/bunshokaito/shotoku/012/index.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/bunshokaito/shotoku/012/index.htm
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/198diet/index.htm
http://www.eltax.jp/www/contents/1548648502099/index.html
http://www.eltax.jp/www/contents/1548648502099/index.html
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/kaisei/181221/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/kaisei/181221/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/190122/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/1806xx/kaisei/1901/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/1806xx/kaisei/1901/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/tyousyu/kaisei/181221_2/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/tyousyu/kaisei/181221/index.htm
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640119002&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640119002&Mode=0
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/kokugai_zaisantyosyo/kokugaizaisan_tyosyo29.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/faq.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/takokuseki/pdf/03.pdf
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内容 公表者 

  租税条約に関する資料「図表「我が国の租税条約ネットワーク」」（更新） 

財務省 

地方税   

  
先端設備等導入に伴う固定資産税ゼロの措置を実現した市区町村（平成３０年１２

月末現在） 

中小企業庁 

  平成３１年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について  

総務省 

  地方税法等の一部を改正する法律案 

総務省 

  地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書 

総務省 

  企業版ふるさと納税ポータルサイト 

内閣府 

  地方拠点強化税制（地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の作成等） 

内閣府 

税制全般その他   

  平成３１年（２０１９年）版 宗教法人の税務 

国税庁 

  
平成３１年度（２０１９年度）分の預貯金通帳等に係る印紙税一括納付の手続に

ついて 

国税庁 

  「国税徴収法基本通達」の一部改正について（法令解釈通達） 

国税庁 

  
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達（国税庁関係）の一

部改正について（法令解釈通達） 

国税庁 

  国税庁からの連絡を装った不審なメールについて 

国税庁 

  「国際戦略トータルプラン」に基づく取組状況（平成３１年（２０１９年）１月版） 

国税庁 

  延滞税の計算方法（平成３０年分の延滞税） 

国税庁 

  各国の納税者番号制度に関する情報一覧表（更新）  

国税庁 

  （法人番号公表サイト）検索機能の追加に伴う仕様の変更について 

国税庁 

  
個人課税課情報第２号「定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る

平成３０年分の適正な利率について」 

国税庁 

  第６７回事務年報（平成２９年度） 

国税庁 

  （法人番号公表サイト）メンテナンスのお知らせ 

国税庁 

  法人企業統計調査の点検結果について 

財務省 

  パンフレット「平成３１年度税制改正（案）のポイント」  

財務省 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/index.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2019/190131koteishisan.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2019/190131koteishisan.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000596215.pdf
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000212.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/kigyou_furusato.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/sakusei.html
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/h31_shukyo.pdf
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/inshi/index.htm
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/inshi/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/kaisei/181219/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tainoshobun/kaisei/181219/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tainoshobun/kaisei/181219/01.htm
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_hushin_mail_2019.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/strategy/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_30nen.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/nouzeibangou.pdf
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/oshirase/h31/h310131.html
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/h31/001/pdf/003.pdf
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/h31/001/pdf/003.pdf
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/jimunenpo/67/index.htm
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/oshirase/h31/h310215.html
https://www.mof.go.jp/pri/reference/ssc/seigojouhou/tenken201901.pdf
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian19.htm
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内容 公表者 

  租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書（平成３１年２月国会提出） 

財務省 

  経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置の終了について 

中小企業庁 

  税制措置・金融支援活用の手引き 

中小企業庁 

  第２１回 税制調査会の資料 

内閣府 

  
福島第２号：福島県及び県内５９市町村から申請された税制上の特例措置を講じる

復興推進計画（変更認定） 

復興庁 

  
福島第５５号：福島県及び県内５２市町村から申請された税制上の特例措置を講じ

る復興推進計画(変更認定） 

復興庁 

 

３．当事務所 Web サイト掲載ナレッジ情報 

 

ナレッジ一覧はこちら 

 

以上 

 
 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/reference/stm_report/fy2018/index.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190118kyoka.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2018/181130zeiseikinyu.pdf
https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2018/30zen21kai.html
http://www.reconstruction.go.jp/topics/000742.html
http://www.reconstruction.go.jp/topics/000742.html
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-13/20150325105339.html
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-13/20150325105339.html
https://amano-cpa.com/knowledge

