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１．はじめに 

 

夏本番となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。今週末に、当事務所近くの佐鳴湖（浜松市）にて花

火大会があります。1時間で終わってしまうような小規模なものですが、夏の風物詩として近所では定着し

ています。 

 

今月は法人税を中心に国税庁ウェブサイトの更新が多くありました。是非、黄色マーカーの項目を中心に

ご覧いただければと考えます。 

 

２．今月の税務関連ニュース 

 

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。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 

  

「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律に係

る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）の掲載について 

国税庁 

  
譲渡制限期間の満了日を「退任日」とする場合の特定譲渡制限付株式の該当

性及び税務上の取扱いについて（文書回答事例） 

国税庁 

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/190628/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/190628/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/190628_10/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/190628_10/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/190628_10/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/08.htm
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/08.htm
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内容 公表者 

  法人税基本通達等の一部改正について（法令解釈通達） 

国税庁 

  
連結納税規定等が適用される外国関係会社の適用対象金額等の計算方法等

の改正に関するＱ＆Ａ 

国税庁 

  
「連結法人の国外事業所等帰属所得に係る連結所得に関する調査等に係る事

務運営要領」の一部改正について（事務運営指針） 

国税庁 

  「欠損金の繰戻しによる還付請求書」等の誤りについて 

国税庁 

  適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等の掲載について 

国税庁 

  
「外国子会社合算税制に関するＱ＆Ａ（平成２９年度改正関係等）」の掲載

について 

国税庁 

  
租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式につ

いて（法令解釈通達） 

国税庁 

  
法人税申告書別表（別表六（十二）、六の二（二）、六の三及び十二（十

一））の誤りについて 

国税庁 

  令和元年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引 

国税庁 

  適用額明細書の記載の手引（単体法人用） 

国税庁 

  適用額明細書の記載の手引（連結法人用） 

国税庁 

  法人番号について 

国税庁 

  
法人税基本通達等の一部改正について（法令解釈通達）（定期保険及び第

三分野保険に係る保険料の取扱い） 

国税庁 

  
「法人税申告書別表一（一）等の記載項目の追加等について」の一部改正につ

いて（法令解釈通達） 

国税庁 

  「平成３１年分法人税申告書別表等」の一部掲載（更新） 

国税庁 

  
「法定資料の合計表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３１年分法人税申告書別表等」の一部掲載 

国税庁 

  
法人版事業承継税制（法人版事業承継税制の適用に当たってのチェックシー

ト） 

国税庁 

  
「「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 

  定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するＦＡＱ 

国税庁 

  
試験研究費税額控除制度におけるリサーチ・アドミニストレーター（ＵＲＡ）の人

件費の取扱いについて（文書回答事例） 

国税庁 

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/1906xx/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/190628/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/190628/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/190628_03/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/190628_03/01.htm
file:///C:/Users/takes/Desktop/20190731更新/（単体納税）https:/www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_38.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/180111/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/180111/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/060831/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/060831/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/01.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2019/01.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/01.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/renketsu_h31.htm
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/oshirase/r01/r010628.html
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/190613/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/190613/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/190531/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/190531/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hotei/kaisei/190627/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hotei/kaisei/190627/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2019/01.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/houjin.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/houjin.htm
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/law/joho-zeikaishaku/hojin/teikihoken_FAQ/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/190710/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/190710/index.htm
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内容 公表者 

  
中小企業者等が取得をした働き方改革に資する減価償却資産の中小企業経営

強化税制の適用について（質疑応答事例）の更新について 

国税庁 

  租税特別措置法施行規則及び法人税法施行規則の一部を改正する省令 

財務省 

  （研究開発税制）平成３１年４月以降の制度概要 

経済産業省 

  
「積極的な賃上げに取り組む企業を応援します（中小企業向け所得拡大促進税

制）」サイト（更新） 

中小企業庁 

  「第４回 連結納税制度に関する専門家会合の資料」 

内閣府 

消費税等   

  消費税の軽減税率制度に係るｅ－Ｔａｘの対応について 

国税庁 

  「軽減税率制度とは（リーフレット等）」サイトの更新 

国税庁 

  
「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」の一部改正について（法令

解釈通達） 

国税庁 

  消費税及び地方消費税の中間申告書の様式 

国税庁 

  「消費税の円滑かつ適正な転嫁が行われるよう要請しました」 

経済産業省 

  「軽減税率対策補助金」サイト（更新） 

中小企業庁 

所得税等   

  変更を予定している年末調整関係書類（事前の情報提供） 

国税庁 

  法定調書関係の様式 

国税庁 

  

「非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項等を提供する場合における

レコードの内容及び記録要領等の制定について」の一部改正について（法令解釈

通達） 

国税庁 

  
『租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について』の一部改

正について（法令解釈通達） 

国税庁 

  「所得税基本通達の制定について」の一部改正について（法令解釈通達） 

国税庁 

  
「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について（法令

解釈通達） 

国税庁 

  
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係

通達（所得税編）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 

  
「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） 

国税庁 

  
「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） 

国税庁 

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/16.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/16.htm
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000190186
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax.html
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/renketsu/2019/1renketsu4kai.html
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_190701.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/1906xx/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/1906xx/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/shinkoku/itiran/1461_31-3.htm
https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190627005/20190627005.html
http://kzt-hojo.jp/
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/kaisei/190628/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/kaisei/190628/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/kaisei/190628/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/190627/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/190627/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/190628/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/190628_1/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/190628_1/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/190628/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/190628/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/190628/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/190628/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/0019006-218/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/0019006-218/01.htm
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内容 公表者 

  
個人版事業承継税制（個人版事業承継税制の適用に当たってのチェックシー

ト） 

国税庁 

  
「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」の一部改正につ

いて（事務運営指針） 

国税庁 

  所得税の仮想通貨の評価方法の届出手続 

国税庁 

  所得税の仮想通貨の評価方法の変更承認申請手続 

国税庁 

  国外転出時課税制度関係の各種様式 

国税庁 

相続税・贈与税   

  相続税の申告書等の様式一覧（令和元年分用） 

国税庁 

  相続税の申告のしかた（令和元年分用） 

国税庁 

  「令和元年分の路線価図等を公開しました」 

国税庁 

  
令和元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（法令解釈通達） 

国税庁 

  農地等についての相続税・贈与税の納税猶予関係書類  

国税庁 

  相続税の申告のためのチェックシート（平成３１年分以降用） 

国税庁 

  美術品の納税猶予及び免除の特例 

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） 

国税庁 

  
「令和元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 

国際課税   

  
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 

  各国の納税者番号制度に関する情報一覧表（更新）  

国税庁 

  
「恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領」の一

部改正について（事務運営指針） 

国税庁 

  「移転価格事務運営要領」の一部改正について（事務運営指針） 

国税庁 

  
「連結法人に係る移転価格事務運営要領」の一部改正について（事務運営指

針） 

国税庁 

  
「租税条約等に基づく相手国等との情報交換及び送達共助手続について」の一

部改正について（事務運営指針） 

国税庁 

地方税   

  
令和元年５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 

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/kojin.htm
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/kojin.htm
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/kaisei/180600/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/kaisei/180600/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/21kasou.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/25kasou.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/yoshiki/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r01.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2019/index.htm
http://www.rosenka.nta.go.jp/
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/190701/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/190701/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/yoshiki/02.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/2019/pdf/04-067-0a.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r01pdf/c_a07.pdf
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/kaisei/1907xx/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/r01/1906/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/r01/1906/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/eoi/pdf/001.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/eoi/pdf/001.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/nouzeibangou.pdf
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/190628_02/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/190628_02/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/190628/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/190628_01/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/190628_01/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/kaisei/190627/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/kaisei/190627/index.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2019/190625seisansei.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2019/190625seisansei.htm
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内容 公表者 

  地方税法施行規則の一部を改正する省令 

総務省 

  電子納税サービスが利用できない期間について 

地方税共同機構 

税制全般その他   

  
「法定資料を光ディスク及び磁気ディスクにより提出する場合の標準規格等の制定

について」の一部改正について（法令解釈通達） 

国税庁 

  
「税務行政の将来像」に関する最近の取組状況～スマート税務行政の実現に向

けて～ 

国税庁 

  平成３０年度における訴訟の概要 

国税庁 

  平成３０年度における審査請求の概要 

国税庁 

  平成３０年度における再調査の請求の概要 

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 

  

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関す

る法律施行規則第３条第５項第６号ニに規定する国税庁長官が定めるところを

定める件の一部を改正する件 

国税庁 

  ｅ－Ｔａｘの利用件数 

国税庁 

  国税庁レポート２０１９（日本語版） 

国税庁 

  
「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について（法令解釈通

達） 

国税庁 

  

令和元年７月１日付課総１０－５ほか７課共同「『電子帳簿保存法取扱通

達の制定について』の一部改正について」（法令解釈通達）等の趣旨説明につい

て 

国税庁 

  
「電子帳簿保存法関係申請書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 

  電子帳簿保存法Ｑ＆Ａ（一問一答）の更新 

国税庁 

  
電子帳簿保存及びスキャナ保存制度における要件適合性に関する事前相談窓

口のご案内 

国税庁 

  電子帳簿保存法関係パンフレット（更新） 

国税庁 

  
「『個人課税事務提要（様式編１）』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 

  （法人番号公表サイト）メンテナンスのお知らせ 

国税庁 

  山形県沖を震源とする地震により被害を受けられた皆様方へ 

国税庁 

  「暮らしの税情報」（令和元年度版） 

国税庁 

http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_shourei.html
http://www.eltax.jp/www/contents/1561436579205/index.html
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hotei/kaisei/190626/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hotei/kaisei/190626/index.htm
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2017/syouraizou/index.htm
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2017/syouraizou/index.htm
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/sosho/index.htm
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/shinsa/index.htm
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/saichosa/index.htm
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/oshirase/r01/r010621.html
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410010002&Mode=2
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410010002&Mode=2
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410010002&Mode=2
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_kensu.htm
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/report/report2019/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaiseir0106/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaiseir0106/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/1906/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/1906/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/1906/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/980528/kaisei1.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/980528/kaisei1.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/10.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/10.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/08.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/190704/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/190704/index.htm
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/oshirase/r01/r010703.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019007-045/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/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 

  
「公益通報関係事務取扱要領（外部の労働者からの通報編）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 

  租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令 

財務省 

  平成３０年度財務省政策評価書 

財務省 

  「令和元事務年度 国税庁実績評価実施計画」等 

財務省 

  行政手続コスト削減のための基本計画 

財務省 

  令和元年度税制改正の解説 

財務省 

  
中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令（経済産業省令第１

９号） 

経済産業省 

  
中小企業等の経営強化に関する基本方針の一部を改正する告示（総務省・厚

生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第１号） 

経済産業省 

  
「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部

を改正する法律」（中小企業強靱化法） 

経済産業省 

  経営サポート「経営強化法による支援」サイト（更新） 

中小企業庁 

  ｅＬＴＡＸのリニューアルについて（更新） 

地方税共同機構 

  省令様式変更への対応について 

地方税共同機構 

 

 

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.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/kaisei/110623/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/kaisei/110623/index.htm
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090724&Mode=2
https://www.mof.go.jp/about_mof/policy_evaluation/mof/fy2018/evaluation/30hyoukakouhyou.html
https://www.mof.go.jp/about_mof/policy_evaluation/nta/fy2019/plan/2019ntakeikakuhoudou.html
https://www.mof.go.jp/about_mof/other/e-j/kihonkeikaku.html
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/explanation/index.html
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640119006&Mode=2
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640119006&Mode=2
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640119007&Mode=2
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640119007&Mode=2
https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190709002/20190709002.html
https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190709002/20190709002.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
http://www.eltax.jp/www/contents/1555912555936/index.html
http://www.eltax.jp/www/contents/1563262563035/index.html
https://amano-cpa.com/knowledge

