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１．はじめに 

 

連休明け以降、2019年 3月決算に係る法人税確定申告書作成が本格化する方々が、読者の皆様に

は多いのではないかと推察いたします。 

 

そこで今回は、今回の法人税確定申告書の作成にあたり、誤りやすいポイントを 1点ご紹介します。 

 

※租税特別措置の適用除外措置について※ 

 

租税特別措置法上の中小企業者以外の法人においては、以下の 2 つのいずれの要件も満たさない場

合、平成 30年 4月 1日から令和 3年 3月 31日までの間に開始する各事業年度において、①～

③に記載した租税特別措置を適用しないこととされています。 

 

要件１：当期の継続雇用者給与等支給額が、継続雇用者比較給与等支給額を超えること 

要件２：国内設備投資額が、当期償却費総額の 10%を超えること 

 

要件１・２のいずれも満たさない場合に、摘要除外の対象となる租税特別措置 

①試験研究費の税額控除 

②情報連携投資等の促進に係る税額控除 

③地域未来投資促進税制に係る税額控除 

 

実際に①～③の租税特別措置による税額控除を適用する際には、その税制固有の別表に加えて、要

件１・要件２のいずれかを満たす旨を明らかにする明細書（別表 6(29)）を添付する必要がある点を

忘れないようにする必要があります。 
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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 

  
「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 

  

「法人税基本通達の制定について」（法令解釈通達）ほか１件の一部改正(案)（定期

保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い）等に対する意見公募手続の実施につ

いて 

国税庁 

  
平成３０年１２月１２日付課法２－２８ほか２課共同「法人税基本通達等の一部

改正について」（法令解釈通達）の趣旨説明について 

国税庁 

  コネクテッド・インダストリーズ税制（ＩｏＴ税制）サイトの更新 

経済産業省 

  企業のベンチャー投資促進税制（更新） 

経済産業省 

  （研究開発税制の概要について）平成３１年４月以降の制度概要 

経済産業省 

  
平成３１年４月以降の特別試験研究費税額控除制度（オープンイノベーション型）の

概要（パンフレット） 

経済産業省 

  ＰＲ資料：中小企業の設備投資を支援します！（更新） 

中小企業庁 

消費税等   

  消費税法基本通達等の一部改正について（法令解釈通達） 

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４月１日現在）（更新） 

国税庁 

  消費税軽減税率電話相談センター（軽減コールセンター）のフリーダイヤル開設について  

国税庁 

  消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン（総額表示義務の特例）について（更新） 

財務省 

  「消費税軽減税率まるわかりＢＯＯＫ」を改訂 

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 

  消費税転嫁対策に係る事業者等向けパンフレット（改訂） 

公正取引委員

会 

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/190401/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/190401/index.htm
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300052&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300052&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300052&Mode=0
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/181212/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/181212/index.htm
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/data-katsuyo/iot-zeisei/iot-zeisei.html
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/venture_kigyou_tax.html
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/kennkyukaihatutaxgaiyou8.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/OItype_pamphlet1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/OItype_pamphlet1.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/190401/pdf/001.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/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/04-1.htm
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/20150401tenka.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2019/190329maruwakari.htm
http://kzt-hojo.jp/
https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/pamphlet_files/pamphlet201903ver.pdf
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内容 公表者 

  
「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 

公正取引委員

会 

所得税等   

  「平成３１年分の所得税の確定申告書Ｂ様式が変わります」 

国税庁 

  
「平成３１年４月１日以後の申告書の提出の際、源泉徴収票等の添付が不要となりま

した」 

国税庁 

  改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた 

国税庁 

  「所得税法等の一部を改正する法律」等が成立 

財務省 

資産税   

  
「土地や建物などの譲渡所得について主な特例を受ける場合の申告書添付書類チェックシ

ート」 

国税庁 

  平成３１年（２０１９）分の路線価図等の公開予定日について 

国税庁 

  

「平成３１年（２０１９年）中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指

示区域内に存する土地等の評価について」の法令解釈通達（案）に対する意見公募手

続の実施について 

国税庁 

  「法人版事業承継税制（特例措置）の前提となる認定」サイト（更新） 

中小企業庁 

  「法人版事業承継税制（一般措置）の前提となる認定」サイト（更新） 

中小企業庁 

  結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置（更新） 

内閣府 

  「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」サイト（更新） 

文部科学省 

国際課税   

  租税条約に関する資料（更新） 

財務省 

  
諸外国等における租税制度及び各国現地子会社等に対する課税問題に係る調査・研究

事業（平成３０年度）調査報告書 

経済産業省 

地方税   

  
平成３１年２月末までに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自治

体 

中小企業庁 

  地方税法等の一部を改正する法律の概要等 

総務省 

  地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について（総税企第６４号）  

総務省 

  
地方税法の施行に関する取扱いについて（道府県税関係）の一部改正について（総税

都第２８号） 

総務省 

  
地方税法の施行に関する取扱いについて（市町村税関係）の一部改正について（総税

市第１０号） 

総務省 

  ふるさと納税に係る指定制度について 

総務省 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/mar/190329.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/mar/190329.html
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019003-121_02.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019003-121_01.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019003-121_01.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/01.htm
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/198diet/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/1647_01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/1647_01.htm
https://www.nta.go.jp/information/other/documents/rosenkazu_1904.pdf
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300051&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300051&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300051&Mode=0
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_gensoku_yoshiki.htm
https://www8.cao.go.jp/shoushi/budget/zouyozei.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/index.htm
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/toshi/kokusaisozei/kokusaisozei.html
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/toshi/kokusaisozei/kokusaisozei.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2019/190318seisansei.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2019/190318seisansei.htm
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran04.html
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/tsutatsu/t_tsutatsu.html
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/tsutatsu/t_tsutatsu.html
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/tsutatsu/t_tsutatsu.html
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/tsutatsu/t_tsutatsu.html
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/tsutatsu/t_tsutatsu.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20190401.html
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内容 公表者 

  「元号を改める政令等について」の発出について 

総務省 

  組織名称変更に伴う対応について 

地方税共同機

構（旧地方税

電子化協議

会） 

  ＰＣｄｅｓｋにおける改元対応について 

地方税共同機

構（旧地方税

電子化協議

会） 

  地方税共通納税システムの特設ページ開設について 

地方税共同機

構（旧地方税

電子化協議

会） 

税制全般その他   

  申告書等用紙の送付に係る変更のお知らせ 

国税庁 

  
市中輸出物品販売場における免税販売手続の電子化に関する取扱通達の制定について

（法令解釈通達） 

国税庁 

  「第２０回国税審議会の説明資料を掲載しました」 

国税庁 

  タックスアンサー（よくある税の質問）の掲載内容の更新  

国税庁 

  
排気ガス洗浄装置（スクラバー）の設置に係る費用の取扱いについて（文書回答事

例） 

国税庁 

  
「全国『みどりの愛護』のつどい」において協賛企業が支出する費用の税務上の取扱いについ

て（文書回答事例） 

国税庁 

  「国税庁に提供する購入記録情報のフォーマット等の仕様を更新しました」 

国税庁 

  

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第５条

第１項第２号に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件（国税

庁告示第６号） 

国税庁 

  

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第５条

第２項第３号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件（国税庁告示第

７号） 

国税庁 

  

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第５条

第２項第３号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する

件（国税庁告示第８号） 

国税庁 

  
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第５条

第３項、法人税法施行規則第３６条の３の２第６項及び第３７条の１５の２第５
国税庁 

http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000318.html
http://www.eltax.jp/www/contents/1553743827209/index.html
http://www.eltax.jp/www/contents/1554078506535/index.html
http://www.eltax.jp/www/contents/1553671583266/index.html
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/190222/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/190222/index.htm
https://www.nta.go.jp/about/council/shingikai/190313/shiryo/kenkyu.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/h31/001/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/h31/001/index.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/bunshokaito/hojin/190315/index.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/bunshokaito/hojin/190315/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/001.htm
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300039&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300039&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300039&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300040&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300040&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300040&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300041&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300041&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300041&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300042&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300042&Mode=2
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内容 公表者 

項、地方法人税法施行規則第８条第６項並びに消費税法施行規則第２３条の２第

５項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件

（国税庁告示第９号） 

  

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第５条

第４項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件（国税庁告示第１０

号） 

国税庁 

  

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第５条

第３項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件の一部を改正する件（国税庁告

示第１１号） 

国税庁 

  
国税通則法施行規則第１５条第１項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件

の一部を改正する件（国税庁告示第１２号） 

国税庁 

  新元号に関するお知らせ 

国税庁 

  「国税関係手続が簡素化されました」 

国税庁 

  平成２９年度統計年報「２ 直接税 法人税」 

国税庁 

  「臨時販売場制度に関するＱ＆Ａ」（掲載） 

国税庁 

  
「租税特別措置法（間接諸税関係）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 

  
「土地の売買や住宅用家屋等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」

（掲載） 

国税庁 

  （ｅ－Ｔａｘ）新元号に関するお知らせ 

国税庁 

  （法人番号公表サイト）新元号に関するお知らせ 

国税庁 

  （ｅ－Ｔａｘ）メッセージボックスの閲覧方法の改善及び推奨環境の追加について  

国税庁 

  ＣＲＳ報告コーナーについてよくある質問 

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 

  「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 

  （法人番号公表サイト）市名変更（兵庫県篠山市）に係るお知らせについて 

国税庁 

  振替納税のお知らせについて 

国税庁 

  平成２９年度統計年報「２ 直接税 相続税」 

国税庁 

  平成２９年度統計年報「２ 直接税 贈与税」 

国税庁 

  平成３１年度税制改正 政令の要綱 

財務省 

  パンフレット「平成３１年度税制改正」（掲載） 

財務省 

  平成３１年度税制改正 省令の要旨 

財務省 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300042&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300042&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300042&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300043&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300043&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300043&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300044&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300044&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300044&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300037&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300037&Mode=2
https://www.nta.go.jp/information/other/shingengo/index.htm
https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/hojin2017/hojin.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/pdf/16.pdf
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/sochiho/kaisei/190401/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/sochiho/kaisei/190401/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019003-041.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019003-041.pdf
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_190401_2.htm
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/oshirase/h31/h310402-2.html
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_190405.htm
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_crs_190405.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/kaisei/190318/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/kaisei/190318/01.htm
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/oshirase/h31/h310408.html
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_190412_furikae.htm
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/sozoku2017/sozoku.htm
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/zoyo2017/zoyo.htm
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/seirei/index.htm
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei19.htm
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/syourei/index.htm
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天野 公認会計士・税理士事務所 メールマガジン 

内容 公表者 

  平成３０年７月から９月分までの裁決事例の追加等  

国税不服審判

所 

  新元号に関するお知らせ 

国税不服審判

所 

  
（パンフレット）中小企業の事業再生・事業の承継・引継ぎや円滑な終了を支援します

（更新） 

中小企業庁 

  財務サポート「事業承継」（更新） 

中小企業庁 

  経営サポート「経営強化法による支援」（更新） 

中小企業庁 

  中小企業投資促進税制（更新） 

中小企業庁 

  経営サポート「経営強化法による支援」（更新） 

中小企業庁 

  奄美群島における国税の税制優遇措置に関する留意点  

国土交通省 

  平成３１年４月１日以降の登録免許税に関するお知らせ 

法務省 

  「農林水産関係税制について～こんな時にはこんな税制を活用！！～」サイト（更新） 

農林水産省 

  「２０１９年１０月１日、自動車の税が大きく変わります」 

内閣府 

  産官協議会「スマート公共サービス」会合（第３回）の資料 

首相官邸 

  林業・木材産業関係税制の概要 

林野庁 

 

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 

 
 

http://www.kfs.go.jp/topics/19/index.html#t0326
http://www.kfs.go.jp/topics/19/index.html#t0405
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/leaflet/l-2019/190325saiseiall.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/leaflet/l-2019/190325saiseiall.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/hra_zei.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000025.html
http://www.maff.go.jp/j/aid/zeisei/index.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/sankankyougikai/smartpublic/dai3/index.html
http://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/kinyu/index.html
https://amano-cpa.com/knowledge

