
 

1 
 

天野 公認会計士・税理士事務所 メールマガジン 

メールマガジン 2020 年 10 月号 
 

目次 
 

１．はじめに ......................................................................................................... 1 

２．今月の税務関連ニュース ................................................................................ 2 

３．当事務所Web サイト掲載ナレッジ ................................................................ 5 

 

１．はじめに 

 

 ①請求書のデジタル化について 

 

本メールマガジンの 2020年 7月号にて、適格請求書保存方式を踏まえた請求書のデジタル化についてご

紹介しました。 

 

これに関連して、「税務通信」の 2020年 10月 26日号（3627号）に、弥生株式会社社長のインタビ

ュー記事が掲載されておりました。今後のシステム対応を考えるうえで、必読の記事であろうと考えます。 

 

 ②税務上の非上場株式評価について 

 

非常にマニアックな話題になりますが、株式譲渡時における非上場株式の税務上の時価評価方法のうち、

中心的な同族株主に係るものは、財産評価基本通達（相続税や贈与税の財産評価時に使用するもの）

における小会社に準じて、以下のいずれかによるものとされています（法人税基本通達 9－1－14など）。 

・純資産価額（財産評価基本通達に基づく純資産価額という意味） 

・純資産価額価額×0.5+類似業種比準価額×0.5 

 

この類似業種比準価額を算出する際、評価の「しん酌率」を乗じますが、財産評価基本通達によれば、しん

酌率は大会社は 0.7、中会社は 0.6、小会社は 0.5 とされています。上述のとおり、株式譲渡時における評

価時には財産評価基本通達の小会社に準じるということであれば、しん酌率も 0.5 でよいのではないかという

のが今までの通説でした。 

 

しかしながら、通達の趣旨説明（「２．今月の税務関連ニュース」の３ページの青マーカー部分と同じリンク

先）という形で、しん酌率は会社規模に応じたものを採用すべきということが示されました。この趣旨説明は所

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/200930/200930.pdf
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得税基本通達に係るものですが、法人税基本通達にも同趣旨の定めがあるため、しん酌率に関する解釈も

同じだと考えられます。 

 

通達の本文ではなく、趣旨説明という形でしか説明しないのは非常に分かりにくく、ミスを誘発しかねないもの

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 

  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 

  
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 

  
令和元年改正会社法施行後における会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取

扱いについて（情報） 

国税庁 

  グループ通算制度に関する各種情報 

国税庁 

  グループ通算制度に関する取扱通達の制定について（法令解釈通達） 

国税庁 

  ６（７）特定税額控除規定の適用可否の判定に関する明細書 

国税庁 

  
６（24）給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の法人税額の特別控除に関す

る明細書 

国税庁 

  
６（25）中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除に関

する明細書 

国税庁 

  
６（27）認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別

控除に関する明細書 

国税庁 

  
６（28）革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する

明細書 

国税庁 

  ６の２（４）特定税額控除規定の適用可否の判定に関する明細書 

国税庁 

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/200923/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/200923/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2010xx/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/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0020009-087.pdf
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0020009-087.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/hojin/group_tsusan/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/200928/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2020/pdf/06(07)_ki02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2020/pdf/06(24)_ki02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2020/pdf/06(24)_ki02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2020/pdf/06(25)_ki02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2020/pdf/06(25)_ki02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2020/pdf/06(27).pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2020/pdf/06(27).pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2020/pdf/06(28)_ki02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2020/pdf/06(28)_ki02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2020/pdf/06-02(04)_ki02.pdf
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内容 公表者 

  
６の２（21）給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の法人税額の特別控除に

関する明細書 

国税庁 

  
６の２（22）中小連結法人が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除

に関する明細書 

国税庁 

  
６の２（24）認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の

特別控除に関する明細書 

国税庁 

  
６の２（24）付表 認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額に関する明

細書 

国税庁 

  
６の２（25）付表 革新的情報産業活用設備の取得価額及び継続雇用者給与等

支給額等の計算に関する明細書 

国税庁 

消費税等   

  消費税の軽減税率制度に関するＱ＆Ａ（制度概要編） 

国税庁 

  消費税の軽減税率制度に関するＱ＆Ａ（個別事例編） 

国税庁 

  消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａ 

国税庁 

  消費税法改正のお知らせ（平成 31年４月）（令和２年 10月改訂） 

国税庁 

  「インボイス制度特設サイト」の開設 

国税庁 

所得税等   

  「年末調整で（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ」の公表 

国税庁 

  令和２年分からの年末調整の簡便化について 

国税庁 

  マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧  

国税庁 

  「年末調整がよくわかるページ」の開設 

国税庁 

  年末調整控除申告書作成用ソフトウェアダウンロード（Ver.1.0） 

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 

  「《外国語》令和３年分給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の公表 

国税庁 

  「《外国語》令和２年分給与所得者の保険料控除申告書」の公表 

国税庁 

  
「《記載例》令和２年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除

等申告書兼所得金額調整控除申告書」の更新 

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）」の趣旨説

明（情報） 

国税庁 

  年末調整控除申告書作成用ソフトウェアダウンロードの更新 

国税庁 

相続税・贈与税   

  「相続税申告書の代理送信等に関するＱ＆Ａ」の改訂  

国税庁 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2020/pdf/06-02(22)_ki02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2020/pdf/06-02(22)_ki02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2020/pdf/06-02(22)_ki02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2020/pdf/06-02(22)_ki02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2020/pdf/06-02(24).pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2020/pdf/06-02(24).pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2020/pdf/06-02(24)_f.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2020/pdf/06-02(24)_f.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2020/pdf/06-02(25)_f_ki02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2020/pdf/06-02(25)_f_ki02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_02.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/201904.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/jukari/index.htm
https://www.nta.go.jp/information/other/0020009-104.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynapo.pdf
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm#soft_dl
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/200924/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/200924/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/200924/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01_gaikokugo_r03.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05_gaikokugo_r02.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_73_03.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_73_03.pdf
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/200930/200930.pdf
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/200930/200930.pdf
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm#soft_dl
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019009-058.pdf
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内容 公表者 

  
「令和２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 

  結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するＱ＆Ａ 

内閣府 

国際課税   

  該当なし   

地方税   

  
新型コロナウイルス感染症に係る地方税の「徴収猶予の特例」の適用状況（令和２年

４月～７月） 

総務省 

  令和３年度 税制改正要望（各府省庁からの要望事項） 

総務省 

  自治体システム等標準化検討会（税務システム等標準化検討会） 

総務省 

  
自治体システム等標準化検討会（税務システム等標準化検討会）個人住民税ワーキ

ングチーム 

総務省 

  
自治体システム等標準化検討会（税務システム等標準化検討会）法人住民税ワーキ

ングチーム 

総務省 

  
自治体システム等標準化検討会（税務システム等標準化検討会）固定資産税ワーキ

ングチーム 

総務省 

  
自治体システム等標準化検討会（税務システム等標準化検討会）軽自動車税ワーキ

ングチーム 

総務省 

  
自治体システム等標準化検討会（税務システム等標準化検討会）収滞納管理ワーキ

ングチーム 

総務省 

  償却資産申告書（ＣＳＶ形式）の特定項目情報について 

地方税共同機

構 

税制全般その他   

  
公正取引委員会及び中小企業庁が実施する「消費税の転嫁拒否等に関する調査」に

おける調査票の送付について 

国税庁 

  令和元年分民間給与実態統計調査結果について（令和２年９月） 

国税庁 

  特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税について（還付申請の手続） 

国税庁 

  
特例猶予の期限までに納税が困難な場合も、現行の猶予制度が認められる場合があり

ます 

国税庁 

  e-Tax の令和２年度税制改正等に係る対応等について 

国税庁 

  e-Tax の利用件数を更新しました。（令和２年 10月１日） 

国税庁 

  主な国税の納期限（法定納期限）及び振替日 

国税庁 

  納税証明書の請求は e-Tax を使った便利なオンライン請求をご利用ください 

国税庁 

  国税庁ホームページでの申告書作成・e-Tax送信がますます便利に！ 

国税庁 

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/r02/2010/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/r02/2010/01.htm
https://www8.cao.go.jp/shoushi/budget/zouyozei.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000263.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000263.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/r03_youbou00_index.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/zeimu_hyojunka/02zeimu02_04000273.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/zeimu_hyojunka/02zeimu02_04000271.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/zeimu_hyojunka/02zeimu02_04000271.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/zeimu_hyojunka/02zeimu02_04000278.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/zeimu_hyojunka/02zeimu02_04000278.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/zeimu_hyojunka/02zeimu02_04000296.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/zeimu_hyojunka/02zeimu02_04000296.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/zeimu_hyojunka/02zeimu02_04000280.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/zeimu_hyojunka/02zeimu02_04000280.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/zeimu_hyojunka/02zeimu02_04000274.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/zeimu_hyojunka/02zeimu02_04000274.html
https://www.eltax.lta.go.jp/news/01731
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r2/tenka_kyohi/index.htm
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r2/tenka_kyohi/index.htm
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2020/minkan/pdf/2019chosakekka.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120083.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020009-126.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020009-126.pdf
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_20200923_zeikai.htm
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_kensu.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/e-tax/e-tax_on_line.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r2_smart_shinkoku/index.htm
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内容 公表者 

  バージョン 2.0 の財務諸表 CSV形式データを作成する場合の制限事項について 

国税庁 

  
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の皆様へ（令和２年 10月１日

更新） 

財務省 

  令和２年度 ８月末租税及び印紙収入、収入額調 

財務省 

  令和３年度税制改正要望（各府省庁からの要望事項） 

財務省 

  令和３年度一般会計概算要求・要望等 

財務省 

  「ファイナンス」令和２年 10月号 

財務省 

  令和２年１月から３月分までの裁決事例の追加 

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 

中小企業庁 

  「経営承継円滑化法による支援」の更新 

中小企業庁 

  第１回 納税環境整備に関する専門家会合（2020年 10月７日）資料一覧 

内閣府 

  第２回 納税環境整備に関する専門家会合（2020年 10月 16日）資料一覧 

内閣府 

 

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.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_20201012.shiyo.htm
https://www.mof.go.jp/financial_system/fiscal_finance/coronavirus-jigyousya/cronavirus-jigyousya.html
https://www.mof.go.jp/financial_system/fiscal_finance/coronavirus-jigyousya/cronavirus-jigyousya.html
https://www.mof.go.jp/tax_policy/reference/taxes_and_stamp_revenues/202008.pdf
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/request/index.htm
https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2021/sy021007.pdf
https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/202010/index.html
https://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/118.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_keieiryoku.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.htm
https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/noukan/2020/2noukan1kai.html
https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/noukan/2020/2noukan2kai.html
https://amano-cpa.com/knowledge

