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はじめに

　令和 2年度税制改正においては、持続的な経済
成長の実現に向け、オープンイノベーションの促
進及び投資や賃上げを促すための税制上の措置を
講ずるとともに、連結納税制度の抜本的な見直し
を行い、経済社会の構造変化を踏まえ、全てのひ
とり親家庭の子どもに対する公平な税制を実現す
るとともに、NISA（少額投資非課税）制度の見
直しを行うほか、国際課税制度の見直しや納税環
境の整備等を行うこととされ、関係法令の改正が
行われました。
　このうち所得税関係（国際課税関係を除きま
す。）の租税特別措置法等の改正では、主に次の
ような改正が行われました。
①　成長資金の供給を促しつつ、家計の安定的な
資産形成を促進する観点から、少額からの積
立・分散投資をさらに促進するための非課税口
座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡
所得等の非課税措置等の改正などの金融・証券
税制の改正
②　低未利用地を適切に利用・管理を行う意欲の
ある者に譲渡が行われることを支援するための
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得
の特別控除制度の創設などの土地・住宅税制の
改正
③　特定高度情報通信技術活用システムの開発供
給及び導入を支援するための認定特定高度情報

通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又
は所得税額の特別控除制度の創設などの事業所
得等に係る税制の改正
④　国外中古建物の貸付けをして所得税負担の軽
減を図る事例に対応するための国外中古建物の
不動産所得に係る損益通算等の特例の創設など
のその他の改正
　これらの改正を含む「所得税法等の一部を改正
する法律」は、去る令和 2年 3月27日に参議院本
会議で可決・成立し、同月31日に令和 2年法律第
8号として公布されています。また、関係政省令
等も、それぞれ次のとおり公布されています。
・　租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
（令 2 . 3 .31政令第121号）
・　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施行令の一部を改正す
る政令（令 2 . 3 .31政令第127号）
・　租税特別措置法施行規則等の一部を改正する
省令（令 2 . 3 .31財務省令第21号）
・　租税特別措置法施行規則の一部を改正する省
令（令 2 . 8 .28財務省令第63号）
・　租税特別措置法第11条第 1項及び第43条第 1
項の規定の適用を受ける期間を指定する件（令
2 . 3 .31財務省告示第80号）

・　租税特別措置法施行令第25条の17第 7 項第 2
号イ及びロ⑵の規定に基づき、内閣総理大臣、
総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働
大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通

十四�　金属鉱業等鉱害防止準備金制度の
廃止��������������� 293

十五　特定災害防止準備金制度の改正�� 294
十六�　農業経営基盤強化準備金制度の改

正���������������� 294
十七�　肉用牛の売却による農業所得の課

税の特例の改正���������� 295
十八�　中小事業者の少額減価償却資産の

取得価額の必要経費算入の特例の改
正���������������� 296

第四　その他の改正���������� 297
一　国外中古建物の不動産所得に係る損
益通算等の特例の創設�������� 297
二　公益社団法人等に寄附をした場合の
所得税額の特別控除制度の改正���� 304
三　公益法人等に対して財産を寄附した
場合の譲渡所得等の非課税措置の改正
　������������������ 317
四　山林所得に係る森林計画特別控除制
度の改正�������������� 329
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大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める
業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示の一
部を改正する件（令 2 . 3 .31内閣府・総務省・
財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産
省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第 1
号）
・　租税特別措置法施行令第26条の28の 2 第 4 項
の規定に基づき、文部科学大臣又は文部科学大
臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して
定める要件及び方法を定める告示（令 2 . 3 .31
総務省・文部科学省告示第 1号）
・　租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣
の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制
度に係る証明に関する手続を定める件の一部を
改正する件（令 2 . 3 .31総務省告示第103号）
・　租税特別措置法の規定の適用を受ける機械そ
の他の減価償却資産を指定する件の一部を改正
する件（令 2 . 3 .31経済産業省告示第71号）
・　租税特別措置法施行規則第18条の15第 6 項に
規定する経済産業大臣の認定に関する手続を定
める件の一部を改正する告示（令 2 . 3 .31経済
産業省告示第73号）
・　平成21年国土交通省告示第685号の一部を改

正する件（令 2 . 3 .31国土交通省告示第481号）
・　平成26年国土交通省告示第430号の一部を改
正する件（令 2 . 3 .31国土交通省告示第482号）
・　平成26年国土交通省告示第431号の一部を改
正する件（令 2 . 3 .31国土交通省告示第483号）
・　昭和54年建設省告示第767号の一部を改正す
る件（令 2 . 3 .31国土交通省告示第490号）
・　租税特別措置法施行令第25条第 7項及び第39
条の 7第 2項の規定に基づき、国土交通大臣が
指定する区域を定める件（令 2 . 3 .31国土交通
省告示第491号）
・　平成26年国土交通省告示第429号の一部を改
正する件（令 2 . 3 .31国土交通省告示第495号）
・　昭和54年建設省告示第768号の一部を改正す
る件（令 2 . 3 .31国土交通省告示第499号）
・　租税特別措置法施行令第20条の 2第10項等の
規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議し
て定める基準の一部を改正する件（令 2 . 3 .31
国土交通省告示第503号）
　なお、この「租税特別措置法等（所得税関係）
の改正」の解説において、「令和元年分」は、平
成31年 1 月 1 日から令和元年12月31日までの期間
に係る年分をいいます。

第一　金融・証券税制の改正

一�　非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得
等の非課税措置等の改正

1 　改正前の制度の概要

　成長資金の供給を促しつつ、家計の安定的な資
産形成を促進する観点から、次の⑴及び⑵の特例
が設けられています。これらの特例は「NISA制
度」と呼ばれるものです。

⑴　非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所
得及び譲渡所得等の非課税措置（一般NISA及
びつみたてNISA）
①　配当所得の非課税措置の内容

　金融商品取引業者等の営業所に非課税口座
を開設している居住者又は恒久的施設を有す
る非居住者（以下「居住者等」といいます。）
が支払を受けるべき非課税口座内上場株式等
の配当等で次に掲げるもの（その金融商品取
引業者等が国内における支払の取扱者で一定
のものである配当等に限ります。）について
は、所得税を課さないこととされています
（旧措法 9の 8）。
イ　その非課税口座に設けられた非課税管理
勘定に係る非課税口座内上場株式等の一定
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の配当等で、その非課税管理勘定を設けた
日から同日の属する年の 1月 1日以後 5年
を経過する日までの間に支払を受けるべき
もの
ロ　その非課税口座に設けられた累積投資勘
定に係る非課税口座内上場株式等の一定の
配当等で、その累積投資勘定を設けた日か
ら同日の属する年の 1月 1日以後20年を経
過する日までの間に支払を受けるべきもの

（注）　上記の「非課税口座内上場株式等」とは、

次に掲げる上場株式等をいいます（旧措法

37の14①）。以下同じです。

イ�　非課税上場株式等管理契約に基づき非

課税口座に係る振替口座簿（社債、株式

等の振替に関する法律に規定する振替口

座簿をいいます。以下同じです。）に記載

若しくは記録がされ、又はその非課税口

座に保管の委託がされている非課税管理

勘定に係る一定の上場株式等

ロ�　非課税累積投資契約に基づきその非課

税口座に係る振替口座簿に記載若しくは

記録がされ、又はその非課税口座に保管

の委託がされている累積投資勘定に係る

一定の上場株式等

②　譲渡所得等の非課税措置の内容
　金融商品取引業者等の営業所に非課税口座
を開設している居住者等が、非課税口座内上
場株式等の次に掲げる譲渡をした場合には、
その譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所
得については、所得税を課さないこととされ
ています（旧措法37の14①）。
イ　その非課税口座に非課税管理勘定を設け
た日から同日の属する年の 1月 1日以後 5
年を経過する日までの間に行う非課税上場
株式等管理契約に基づく譲渡
ロ　その非課税口座に累積投資勘定を設けた
日から同日の属する年の 1月 1日以後20年
を経過する日までの間に行う非課税累積投
資契約に基づく譲渡
　一方、非課税上場株式等管理契約又は非課

税累積投資契約に基づく非課税口座内上場株
式等の譲渡による収入金額がその非課税口座
内上場株式等の取得費及びその譲渡に要した
費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経
費に満たない場合におけるその不足額（損失
額）は、所得税に関する法令の規定の適用に
ついては、ないものとみなすこととされてい
ます（旧措法37の14②）。
③　非課税口座の意義
　「非課税口座」とは、居住者等（その年 1
月 1日において20歳（令和 4年 4月 1日以後
は18歳）以上である者に限ります。）が、こ
のNISA制度の非課税措置の適用を受けるた
め、一定の手続に従い、非課税口座開設届出
書でその口座を開設しようとする年（以下
「口座開設年」といいます。）の属する勘定設
定期間（その口座に新たに非課税管理勘定又
は累積投資勘定を設けることができる期間を
いいます。以下同じです。）の非課税適用確
認書、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃
止通知書（以下「非課税適用確認書等」とい
います。）を添付したもの又は非課税口座簡
易開設届出書を金融商品取引業者等の営業所
の長に提出をして、その金融商品取引業者等
との間で締結した次に掲げる契約に基づきそ
れぞれ次に定める期間内に開設された上場株
式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は
保管の委託（以下「振替記載等」といいま
す。）に係る口座（その口座において非課税
上場株式等管理契約及び非課税累積投資契約
に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わ
ないものに限ります。）をいいます（旧措法
37の14⑤一、旧措令25の13⑤、旧措規18の15
の 3 ②③）。
イ　非課税上場株式等管理契約��平成26年
1 月 1 日から令和 5年12月31日までの期間

ロ　非課税累積投資契約��平成30年 1 月 1
日から令和19年12月31日までの期間

（注）　NISA制度開始時においては、一般NISA

の勘定設定期間を 3 つに分け、それぞれの
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勘定設定期間ごとに、「基準日（各勘定設定

期間の最初の年の前年 1 月 1 日とされてい

ました。）時点の住所」を鍵として下記⑥の

手続により重複口座の有無を確認の上、非

課税管理勘定を設けることとし、勘定設定

期間ごとに別の金融商品取引業者等に非課

税口座を開設できることとされ、その勘定

設定期間は非課税口座開設届出書に添付す

る非課税適用確認書に記載することとされ

ていました。

　しかしながら、平成28年に個人番号制度

が導入されたことを受け、「個人番号」によ

る重複確認方式へ変更するとともに、平成

30年以後の勘定設定期間を、非課税管理勘

定、累積投資勘定の別ごとにそれらの設定

期限までの間の一本とされています。また、

下記⑩のとおり同一の勘定設定期間におい

て別の金融商品取引業者等に非課税口座を

開設することも可能とされています。

④　非課税上場株式等管理契約の意義
　「非課税上場株式等管理契約」とは、上記
①及び②の非課税措置等の適用を受けるため
に居住者等が金融商品取引業者等と締結した
上場株式等の振替記載等に係る契約で、その
契約書において次に掲げる事項が定められて
いるものをいいます（旧措法37の14⑤二、旧
措令25の13⑥～⑬、旧措規18の15の 3 ④～
⑦）。また、この契約に係るNISA は「一般
NISA」と呼ばれています。
イ　上場株式等の振替記載等は、その振替記
載等に係る口座に設けられた非課税管理勘
定において行うこと。
ロ　非課税管理勘定においてはその居住者等
の次に掲げる上場株式等のみを受け入れる
こと。
イ　次に掲げる上場株式等で、その口座に
非課税管理勘定が設けられた日から同日
の属する年の12月31日までの間に受け入
れた上場株式等の取得対価の額（購入対
価、払込金額又は移管に係る口座からの

払出し時の金額（時価）をいいます。⑤
において同じです。）の合計額が120万円
（下記ロに掲げる上場株式等がある場合
には、その上場株式等の移管に係る払出
し時の金額を控除した金額）を超えない
もの
ⅰ　その期間内にその金融商品取引業者
等への買付けの委託（買付けの委託の
媒介、取次ぎ又は代理を含みます。⑤
において同じです。）により取得をし
た上場株式等、その金融商品取引業者
等から取得をした上場株式等又はその
金融商品取引業者等が行う上場株式等
の募集（公募に限ります。⑤において
同じです。）により取得をした上場株
式等で、その取得後直ちにその口座に
受け入れられるもの
ⅱ　他年分非課税管理勘定（その非課税
管理勘定を設けた口座に係る他の年分
の非課税管理勘定又はその金融商品取
引業者等の営業所に開設された未成年
者口座に設けられた非課税管理勘定を
いいます。ロにおいて同じです。）か
ら移管がされる上場株式等（下記ロに
掲げるものを除きます。）
（注 1）　上記ⅱの移管がされる上場株式

等は、次に掲げる上場株式等とさ

れています。

ａ�　非課税管理勘定を設けた口座

を開設している居住者等が、そ

の口座が開設されている金融商

品取引業者等の営業所の長に対

し、所定の事項を記載した書類

（以下「非課税口座内上場株式

等移管依頼書」といいます。）

の提出をして移管がされる上場

株式等

ｂ�　下記⑵⑤（注 1）のジュニア

NISA の非課税管理勘定を設け

た下記⑵④の未成年者口座を開
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設している居住者等が、その未

成年者口座が開設されている金

融商品取引業者等の営業所の長

に対し、所定の事項を記載した

書類（以下「未成年者口座非課

税口座間移管依頼書」といいま

す。）の提出をして移管がされ

る上場株式等
（注 2）　非課税口座内上場株式等移管依

頼書及び未成年者口座非課税口座

間移管依頼書は、その提出に代え

て、その者の住所等確認書類の提

示又はその者の特定署名用電子証

明書等の送信と併せて、これらの

依頼書に記載すべき事項を電磁的

方法により提供することもできま

す。以下同じです。
（注 3）　上記（注 2）の「電磁的方法」

とは、具体的にはインターネット

や電子メール等を利用した方法を

いいます。以下同じです。また、

「住所等確認書類」については前

掲「所得税法等の改正」の「十一　

法人の告知手続等に関する改正」

の 1 ⑵②を、「特定署名用電子証

明書等」については、後述「三　

特定口座内保管上場株式等の譲渡

等に係る所得計算等の特例等の改

正」の 2 ⑵（注 2）をご参照くだ

さい（旧措令25の13⑧二、旧措規

18の15の 3 ⑤、18の12①二）。以

下同じです。

ロ　他年分非課税管理勘定から、他年分非
課税管理勘定が設けられた日の属する年
の 1月 1日から 5年を経過した日に移管
がされる上場株式等
（注）　上記ロの移管がされる上場株式等は、

次に掲げる上場株式等とされています。

ⅰ�　非課税管理勘定を設けた口座を開

設している居住者等が、その口座が

開設されている金融商品取引業者等

の営業所の長に対し、非課税口座内

上場株式等移管依頼書の提出をして

他年分非課税管理勘定が設けられた

日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を

経過した日に設けられる非課税管理

勘定に移管がされる上場株式等

ⅱ�　下記⑵⑤（注 1）のジュニア

NISA の非課税管理勘定を設けた下

記⑵④の未成年者口座を開設してい

る居住者等が、その未成年者口座が

開設されている金融商品取引業者等

の営業所の長に対し、未成年者口座

非課税口座間移管依頼書の提出をし

て他年分非課税管理勘定が設けられ

た日の属する年の 1 月 1 日から 5 年

を経過した日に設けられる非課税管

理勘定に移管がされる上場株式等

ハ　上記イ及びロのほか、非課税口座内上
場株式等について行われた株式又は受益
権の分割又は併合により取得する上場株
式等や、非課税口座内上場株式等を発行
した法人の合併により取得する合併法人
又は合併親法人の株式など、一定の事由
により取得する上場株式等

ハ　非課税管理勘定が設けられた日の属する
年の 1月 1日から 5年を経過した日におい
てその非課税管理勘定に係る上場株式等は、
上記ロロの移管がされるものを除き、その
非課税管理勘定が設けられた口座から次の
とおり他の保管口座に移管されること。
イ　その非課税管理勘定が設けられた非課
税口座が開設されている金融商品取引業
者等の営業所にその居住者等が特定口座
を開設している場合には、その非課税管
理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、
その非課税口座からその特定口座に移管
される。
（注）　上記イの特定口座に移管がされる非

課税口座内上場株式等と同一銘柄のそ
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の非課税管理勘定に係る非課税口座内

上場株式等は、その全てをその非課税

口座からその特定口座に移管しなけれ

ばならないものとされています。

ロ　その居住者等が、上記イの金融商品取
引業者等の営業所の長に対し、所定の事
項を記載した書類（以下「特定口座以外
の他の保管口座への非課税口座内上場株
式等移管依頼書」といいます。）の提出
をした場合には、上記イにかかわらず、
その特定口座以外の他の保管口座への非
課税口座内上場株式等移管依頼書（電磁
的方法により提供したその特定口座以外
の他の保管口座への非課税口座内上場株
式等移管依頼書に記載すべき事項を記録
した電磁的記録を含みます。ロにおいて
同じです。）に記載又は記録がされた非
課税管理勘定に係る非課税口座内上場株
式等は、その非課税口座からその特定口
座以外の他の保管口座への非課税口座内
上場株式等移管依頼書に記載又は記録が
された特定口座以外の他の保管口座に移
管される。
（注 1）　特定口座以外の他の保管口座への

非課税口座内上場株式等移管依頼書

は、その提出に代えて、その者の住

所等確認書類の提示又はその者の特

定署名用電子証明書等の送信と併せ

て、その依頼書に記載すべき事項を

電磁的方法により提供することもで

きます。以下同じです。
（注 2）　その非課税口座を開設している金

融商品取引業者等の営業所と異なる

金融商品取引業者等の営業所に開設

する特定口座以外の他の保管口座に

移管することもできます。

ハ　その金融商品取引業者等の営業所にそ
の居住者等が特定口座を開設していない
場合には、上記ロの特定口座以外の他の
保管口座への非課税口座内上場株式等移

管依頼書に記載又は記録がされていない
その非課税管理勘定に係る非課税口座内
上場株式等は、その非課税口座からその
金融商品取引業者等の営業所に開設され
ている特定口座以外の他の保管口座に移
管される。

ニ　その他一定の事項
（注）　上記の「非課税管理勘定」とは、非課税

上場株式等管理契約に基づき振替記載等が

される上場株式等につきその振替記載等に

関する記録を他の取引に関する記録と区分

して行うための勘定をいいます（旧措法37

の14⑤三）。以下⑵を除き同じです。
⑤　非課税累積投資契約の意義
　「非課税累積投資契約」とは、上記①及び
②の非課税措置等の適用を受けるために居住
者等が金融商品取引業者等と締結した累積投
資契約により取得した上場株式等の振替記載
等に係る契約で、その契約書において次に掲
げる事項が定められているものをいいます
（旧措法37の14⑤四、旧措令25の13⑮～�、
旧措規18の15の 3 ⑧～⑩、平29.3内閣府告
540）。また、この契約に係るNISAは「つみ
たてNISA」と呼ばれています。
イ　上場株式等の振替記載等は、その振替記
載等に係る口座に設けられた累積投資勘定
において行うこと。
ロ　累積投資勘定においては、その居住者等
の上場株式等（その上場株式等を定期的に
継続して取得することにより個人の財産形
成が促進されるものとして一定の要件を満
たすものに限ります。以下「累積投資上場
株式等」といいます。）のうち次に掲げる
もののみを受け入れること。
イ　その口座に累積投資勘定が設けられた
日から同日の属する年の12月31日までの
期間（以下イにおいて「受入期間」とい
います。）内にその金融商品取引業者等
への買付けの委託により取得をした累積
投資上場株式等、その金融商品取引業者
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等から取得をした累積投資上場株式等又
はその金融商品取引業者等が行う累積投
資上場株式等の募集により取得をした累
積投資上場株式等のうち、その取得後直
ちにその口座に受け入れられるものでそ
の受入期間内に受け入れた累積投資上場
株式等の取得対価の額の合計額が40万円
を超えないもの
ロ　上記イのほか、非課税口座内上場株式
等について行われた受益権の分割又は併
合により取得する上場株式等や、非課税
口座内上場株式等に係る投資信託の併合
により取得する新たな投資信託の受益権
など、一定の事由により取得する累積投
資上場株式等

ハ　累積投資勘定が設けられた日の属する年
の 1月 1日から20年を経過した日において
その累積投資勘定に係る累積投資上場株式
等は、その累積投資勘定が設けられた口座
から次のとおり他の保管口座に移管される
こと。
イ　その累積投資勘定が設けられた非課税
口座が開設されている金融商品取引業者
等の営業所にその居住者等が特定口座を
開設している場合には、その累積投資勘
定に係る非課税口座内上場株式等は、そ
の非課税口座からその特定口座に移管さ
れる。
（注）　上記イの特定口座に移管がされる非

課税口座内上場株式等と同一銘柄のそ

の累積投資勘定に係る非課税口座内上

場株式等は、その全てをその非課税口

座からその特定口座に移管しなければ

ならないものとされています。

ロ　その居住者等が、上記イの金融商品取
引業者等の営業所の長に対し、所定の事
項を記載した特定口座以外の他の保管口
座への非課税口座内上場株式等移管依頼
書の提出をした場合には、上記イにかか
わらず、その特定口座以外の他の保管口

座への非課税口座内上場株式等移管依頼
書（電磁的方法により提供したその特定
口座以外の他の保管口座への非課税口座
内上場株式等移管依頼書に記載すべき事
項を記録した電磁的記録を含みます。以
下ロにおいて同じです。）に記載又は記
録がされた累積投資勘定に係る非課税口
座内上場株式等は、その非課税口座から
その特定口座以外の他の保管口座への非
課税口座内上場株式等移管依頼書に記載
又は記録がされた特定口座以外の他の保
管口座に移管される。
（注）　その非課税口座を開設している金融

商品取引業者等の営業所と異なる金融

商品取引業者等の営業所に開設する特

定口座以外の他の保管口座に移管する

こともできます。

ハ　その金融商品取引業者等の営業所にそ
の居住者等が特定口座を開設していない
場合には、上記ロの特定口座以外の他の
保管口座への非課税口座内上場株式等移
管依頼書に記載又は記録がされていない
その累積投資勘定に係る非課税口座内上
場株式等は、その非課税口座からその金
融商品取引業者等の営業所に開設されて
いる特定口座以外の他の保管口座に移管
される。

ニ　その他一定の事項
（注 1）　上記の「累積投資契約」とは、居住者

等が、一定額の上場株式等につき、定期

的に継続して、金融商品取引業者等に買

付けの委託をし、その金融商品取引業者

等から取得し、又はその金融商品取引業

者等が行う募集により取得することを約

する契約で、あらかじめその買付けの委

託又は取得をする上場株式等の銘柄が定

められているものをいいます（旧措法37

の14⑤四）。以下同じです。
（注 2）　上記の「累積投資勘定」とは、非課税

累積投資契約に基づき振替記載等がされ
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る上場株式等につきその振替記載等に関

する記録を他の取引に関する記録と区分

して行うための勘定をいいます（旧措法

37の14⑤五）。以下同じです。

⑥　非課税適用確認書の交付申請に関する手続
イ　非課税適用確認書の交付申請書の提出
　非課税適用確認書の交付を受けようとす
る居住者等は、その者の氏名、生年月日、
住所及び個人番号（番号既告知者にあって
は、氏名、生年月日及び住所）その他所定
の事項を記載した交付申請書を、勘定設定
期間の開始の日の属する年の前年10月 1 日
からその勘定設定期間の終了の日の属する
年の 9月30日までの間に、金融商品取引業
者等の営業所の長に提出をしなければなら
ないこととされていました（旧措法37の14
⑥二、旧措規18の15の 3 ⑱）。
（注 1）　非課税適用確認書の交付申請書は、

その提出に代えて、これに記載すべき

事項を電磁的方法により提供すること

もできます。
（注 2）　上記の「番号既告知者」とは、非課

税適用確認書の交付申請書、非課税口

座開設届出書、非課税口座簡易開設届

出書又は帰国届出書の提出を受ける金

融商品取引業者等の営業所の長が、そ

の提出をする居住者等の氏名、住所及

び個人番号その他の事項を記載した帳

簿（その者の本人確認書類の提示又は

署名用電子証明書等の送信を受けて作

成されたものに限ります。）を備えてい

る場合におけるその居住者等（これら

の申請書等に記載されるべきその居住

者等の氏名、住所又は個人番号がその

帳簿に記載されているその居住者等の

氏名、住所又は個人番号と異なる場合

におけるその居住者等を除きます。）を

いいます（旧措令25の13�、旧措規18

の15の 3 ⑮⑯⑲）。以下同じです。
（注 3）　上記の「本人確認書類」については

前掲「所得税法等の改正」の「十一　

法人の告知手続等に関する改正」の 1

⑵及び 2 ⑷を、「署名用電子証明書等」

については、前掲「所得税法等の改

正」の「十一　法人の告知手続等に関

する改正」の 1 ⑴（注）をご参照くだ

さい。以下同じです。

ロ　交付申請書提出者の告知義務等
　金融商品取引業者等の営業所の長に交付
申請書の提出をしようとする居住者等は、
その提出をする際、その金融商品取引業者
等の営業所の長に、その者の住民票の写し
その他の本人確認書類を提示し、又は署名
用電子証明書等を送信して、氏名、生年月
日、住所及び個人番号（番号既告知者にあ
っては、氏名、生年月日及び住所。以下ロ
において同じです。）を告知し、その告知
をした事項につき確認を受けなければなら
ないこととされていました（旧措法37の14
⑦、旧措令25の13��、旧措規18の15の 3
�）。
　また、金融商品取引業者等の営業所の長
は、この告知を受けた氏名、生年月日、住
所及び個人番号と交付申請書に記載された
氏名、生年月日、住所及び個人番号が同じ
であるかどうかを確認し、この告知を受け
たものと異なる氏名、生年月日、住所及び
個人番号が記載されている交付申請書につ
いては、これを受理することができないこ
ととされていました（旧措法37の14⑧、旧
措令25の13�一）。
（注）　金融商品取引業者等の営業所の長は上

記の確認をした場合には、その提示を受

けた本人確認書類の名称又は署名用電子

証明書等の送信を受けた旨を帳簿に記載

することにより明らかにしておかなけれ

ばならないこととされていました（旧措

令25の13�、旧措規18の15の 3 �二）。

ハ　金融商品取引業者等の営業所の長から所
轄税務署長への申請事項の提供

─�169�─

――租税特別措置法等（所得税関係）の改正――



　交付申請書の提出を受けた金融商品取引
業者等の営業所の長は、その提出を受けた
後速やかに、その交付申請書に記載された
事項（番号既告知者にあっては、記載され
た事項及びその者の個人番号。以下⑴にお
いて「申請事項」といいます。）を、特定
電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax
を使用する方法をいいます。以下同じで
す。）によりその金融商品取引業者等の営
業所の所在地の所轄税務署長に提供しなけ
ればならないこととされていました（旧措
法37の14⑨、旧措規18の15の 3 ��）。
ニ　非課税適用確認書の交付等
　上記ハの申請事項の提供を受けた所轄税
務署長は、その申請事項に係る交付申請書
の提出をした居住者等（以下ニにおいて
「申請者」といいます。）について、その申
請事項の提供を受けた時よりも前にその所
轄税務署長又は他の税務署長に対して申請
事項の提供又は下記⑦ロの届出事項の提供
が行われていないかどうかの確認を行うこ
ととされていました。この確認をした所轄
税務署長は、次に掲げる場合の区分に応じ
それぞれ次に定める書類又は書面を、その
申請事項に係る交付申請書の提出を受けた
金融商品取引業者等の営業所の長を経由し
てその申請者に交付しなければならないこ
ととされていました（旧措法37の14⑩、旧
措規18の15の 3 �）。
イ　その申請事項の提供を受けた時よりも
前にその所轄税務署長及び他の税務署長
に対して申請事項及び下記⑦ロの届出事
項の提供がない場合��次に掲げる場合
の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ⅰ　その申請事項に係る交付申請書が勘
定設定期間の開始の日の属する年の前
年10月 1 日から12月31日までの間に提
出がされたものである場合��その提
出がされた日の属する年の翌年 1月 1
日から開始する勘定設定期間に係る非

課税適用確認書
ⅱ　その申請事項に係る交付申請書が勘
定設定期間の開始の日からその勘定設
定期間の終了の日の属する年の 9月30
日までの間に提出がされたものである
場合��その提出がされた日の属する
勘定設定期間に係る非課税適用確認書

ロ　その申請事項の提供を受けた時よりも
前に既にその所轄税務署長又は他の税務
署長に対して申請事項又は下記⑦ロの届
出事項の提供がある場合��非課税適用
確認書の交付を行わない旨その他所定の
事項を記載した書面

　なお、上記ハの金融商品取引業者等の営業
所の長から申請事項の提供を受けた上記の所
轄税務署長は、その金融商品取引業者等の営
業所の長を経由して上記イ又はロに定める書
類又は書面の交付をする際、その交付をする
その書類又は書面の別その他の所定の事項を、
電子情報処理組織（国税庁の使用に係る電子
計算機と金融商品取引業者等の営業所の長の
使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接
続した電子情報処理組織をいいます。下記⑦
ハ及び⑩ホにおいて同じです。）を使用する
方法によりその金融商品取引業者等の営業所
の長に提供することとされていました（旧措
法37の14�、旧措令25の13�、旧措規18の15
の 3 �）。
（注）　上記の「電子情報処理組織を使用する方

法」は、具体的にはe-Taxのメッセージボッ

クスに格納する方法により提供されていま

した。

⑦　非課税口座の新規開設に関する手続
イ　非課税口座開設届出書又は非課税口座簡
易開設届出書の提出
　居住者等（口座開設年の 1月 1日におい
て20歳（令和 4年 4月 1日以後は18歳）以
上である者に限ります。）が金融商品取引
業者等の営業所において非課税口座を新た
に開設しようとする場合には、次のとおり
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非課税適用確認書を添付した非課税口座開
設届出書の提出又は非課税口座簡易開設届
出書の提出のいずれかによることとされて
いました（旧措法37の14⑤一、旧措令25の
13⑤、旧措規18の15の 3 ②③）。
イ　非課税口座開設届出書の提出をして非
課税口座を開設しようとする場合には、
所定の事項を記載した非課税口座開設届
出書に、その口座開設年の属する勘定設
定期間の非課税適用確認書を添付して、
その口座開設年の前年10月 1 日からその
口座開設年において最初に上記①及び②
の非課税措置等の適用を受けようとする
上場株式等をその口座に受け入れる日ま
でに、これをその口座を開設しようとす
る金融商品取引業者等の営業所の長に提
出をしなければならないこととされてい
ます。
ロ　非課税口座簡易開設届出書の提出をし
て非課税口座を開設しようとする場合に
は、所定の事項を記載した非課税口座簡
易開設届出書を、その口座開設年の 1月
1日からその口座開設年において最初に
上記①及び②の非課税措置等の適用を受
けようとする上場株式等をその口座に受
け入れる日までに、その口座を開設しよ
うとする金融商品取引業者等の営業所の
長に提出をしなければならないこととさ
れています。

（注 1）　非課税口座開設届出書及び非課税口

座簡易開設届出書は、その提出に代え

て、これらの届出書に記載すべき事項

を電磁的方法により提供することもで

きます。
（注 2）　非課税口座開設届出書又は非課税口

座簡易開設届出書の提出にあたっては、

上記⑥ロの非課税適用確認書の交付申

請書と同様、居住者等は、その提出を

する際、金融商品取引業者等の営業所

の長に対し、その者の本人確認書類を

提示し、又はその者の署名用電子証明

書等を送信して、氏名、生年月日、住

所及び個人番号を告知し、その告知を

した事項につき確認を受けなければな

りません（旧措法37の14⑬において準

用する同条⑦）。
（注 3）　金融商品取引業者等の営業所の長は、

上記（注 2）の告知を受けた氏名、生

年月日、住所及び個人番号と非課税口

座開設届出書又は非課税口座簡易開設

届出書に記載された氏名、生年月日、

住所及び個人番号が同じであるかどう

かを確認し、この告知を受けたものと

異なる氏名、生年月日、住所及び個人

番号が記載されている非課税口座開設

届出書又は非課税口座簡易開設届出書

については、これを受理することがで

きないこととされています（旧措法37

の14⑬において準用する同条⑧、旧措

令25の13�二・三）。
（注 4）　非課税口座開設届出書を受理した金

融商品取引業者等の営業所の長は、こ

の告知を受けた氏名、生年月日、住所

及び個人番号並びに非課税口座開設届

出書に添付された非課税適用確認書に

記載された氏名、生年月日、住所及び

個人番号と非課税口座開設届出書に記

載された氏名、生年月日、住所及び個

人番号が同じであるかどうかを確認し

なければならないこととされています

が、その添付された非課税適用確認書

の交付を受けた後にその居住者等の氏

名が婚姻などにより変更されていると

きは、変更前の氏名の記載のある書類

の提示を受けることによりその変更前

の氏名が非課税適用確認書に記載され

た氏名と同じであるかどうかを確認し

なければならないこととされています

（旧措令25の13�二�）。
（注 5）　金融商品取引業者等の営業所の長は
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上記（注 3）又は（注 4）の確認をし

た場合には、その提示を受けた本人確

認書類若しくは変更前の氏名の記載の

ある書類の名称又は署名用電子証明書

等の送信を受けた旨を帳簿に記載する

ことにより明らかにしておかなければ

ならないこととされています（旧措令

25の13�、旧措規18の15の 3 �）。
（注 6）　居住者等が非課税口座開設届出書又

は非課税口座簡易開設届出書の提出を

する場合において、その提出先の金融

商品取引業者等の営業所が備え付ける

上記⑥（注 2）又は上記（注 5）の帳

簿にその居住者等の氏名、生年月日、

住所及び個人番号が記載されており、

かつ、その記載事項に変更が無い場合

には、その居住者等は上記（注 2）に

かかわらず、その者の住民票の写しそ

の他の本人確認書類を提示し、又は署

名用電子証明書等を送信する必要はあ

りません（旧措令25の13�）。

ロ　非課税口座簡易開設届出書の届出事項の
所轄税務署長への提供
　非課税口座簡易開設届出書の提出を受け
た金融商品取引業者等の営業所の長は、そ
の提出を受けた後速やかに、非課税口座簡
易開設届出書に記載された事項その他の所
定の事項（番号既告知者にあっては、これ
らの事項及びその者の個人番号。以下「届
出事項」といいます。）を、特定電子情報
処理組織を使用する方法によりその金融商
品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務
署長に提供しなければならないこととされ
ています。この場合において、その金融商
品取引業者等の営業所の長は、その非課税
口座簡易開設届出書につき帳簿を備え、そ
の非課税口座簡易開設届出書の提出をした
者の各人別に、届出事項を記載し、又は記
録しなければなりません（旧措法37の14⑪、
旧措規18の15の 3 �）。

ハ　所轄税務署長から金融商品取引業者等の
営業所の長への通知
　上記ロの届出事項の提供を受けた所轄税
務署長は、その届出事項に係る非課税口座
簡易開設届出書の提出をした居住者等（以
下ハにおいて「提出者」といいます。）に
ついて、その届出事項の提供を受けた時よ
りも前にその所轄税務署長又は他の税務署
長に対して届出事項の提供又は申請事項の
提供が行われていないかどうかの確認を行
うこととされています。この確認をした所
轄税務署長は、次に掲げる場合の区分に応
じそれぞれ次に定める事項を、その届出事
項に係る非課税口座簡易開設届出書の提出
を受けた金融商品取引業者等の営業所の長
に、電子情報処理組織を使用する方法によ
り提供しなければならないこととされてい
ます（旧措法37の14⑫、旧措規18の15の 3
��）。
イ　その届出事項の提供を受けた時よりも
前にその所轄税務署長及び他の税務署長
に対して届出事項及び申請事項の提供が
ない場合��その非課税口座簡易開設届
出書が下記⑧により受理することができ
ないもの及び下記⑧により提出をするこ
とができないものに該当しない旨その他
一定の事項
ロ　その届出事項の提供を受けた時よりも
前にその所轄税務署長又は他の税務署長
に対して届出事項又は申請事項の提供が
ある場合��その非課税口座簡易開設届
出書が下記⑧により受理することができ
ないもの又は下記⑧により提出をするこ
とができないものに該当する旨及びその
理由その他一定の事項
　なお、上記ロに定める事項の提供を受け
た金融商品取引業者等の営業所の長は、そ
の提出者に対し、下記⑧により受理するこ
とができないもの又は下記⑧により提出を
することができないものに該当する旨及び
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その理由を通知しなければならないことと
されています（旧措法37の14⑫後段）。
（注）　上記の「電子情報処理組織を使用する

方法」は、具体的にはe-Taxのメッセージ

ボックスに格納する方法により提供され

ていました。

⑧　非課税口座開設届出書・非課税口座簡易開
設届出書の重複提出の禁止及び同一勘定設定
期間における非課税適用確認書及び非課税口
座簡易開設届出書の重複提出の禁止
　金融商品取引業者等の営業所の長は、その
金融商品取引業者等に既に非課税口座を開設
している居住者等から重ねて提出がされた非
課税口座開設届出書（非課税口座簡易開設届
出書を含みます。）については、これを受理
することができないこととされています（旧
措法37の14⑭前段）。
　また、既にその勘定設定期間に非課税管理
勘定又は累積投資勘定を設けるための非課税
適用確認書の提出又は非課税口座簡易開設届
出書の提出をした居住者等は、その非課税適
用確認書の提出又は非課税口座簡易開設届出
書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業
所の長及びその金融商品取引業者等の営業所
の長以外の金融商品取引業者等の営業所の長
に対し、その勘定設定期間と同一の勘定設定
期間又はその期間の全部若しくは一部が重複
する勘定設定期間に非課税管理勘定又は累積
投資勘定を設けるための非課税適用確認書の
提出をすることができないこととされていま
す（旧措法37の14⑭後段）。
　さらに、次に掲げる居住者等は、その非課
税適用確認書の交付申請書の提出又はその非
課税口座簡易開設届出書の提出を受けた金融
商品取引業者等の営業所の長及びその金融商
品取引業者等の営業所の長以外の金融商品取
引業者等の営業所の長に対し、非課税口座簡
易開設届出書の提出をすることができないこ
ととされています（旧措法37の14⑮）。
イ　金融商品取引業者等の営業所の長に対し

次の勘定設定期間に非課税管理勘定又は累
積投資勘定を設けるための非課税適用確認
書の交付申請書の提出をした居住者等
イ　非課税管理勘定を設けることができる
期間として、平成30年 1 月 1 日から令和
5年12月31日までの期間

ロ　累積投資勘定を設けることができる期
間として、平成30年 1 月 1 日から令和19
年12月31日までの期間

ロ　金融商品取引業者等の営業所の長に対し
非課税口座簡易開設届出書の提出をした居
住者等
（注）　上記のとおり、非課税口座の開設後、

同一の勘定設定期間における非課税口座

簡易開設届出書の提出はできないことか

ら、その非課税口座が開設されている金

融商品取引業者等に金融商品取引業者等

変更届出書又は非課税口座廃止届出書の

提出をして他の金融商品取引業者等に非

課税口座を開設しようとする場合には、

勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知

書を添付した非課税口座開設届出書の提

出が必要です。

⑨　非課税口座を重複して開設しようとした場
合の取扱い
　その非課税口座簡易開設届出書が上記⑧に
より受理することができないもの又は提出を
することができないものに該当する場合には、
その非課税口座簡易開設届出書の提出により
開設された上場株式等の振替記載等に係る口
座は、その口座の開設の時から非課税口座に
該当しないものとして、所得税に関する法令
の規定を適用することとされています（旧措
法37の14⑯）。
　したがって、非課税口座に該当しないもの
とされた口座に係る上場株式等の配当等や譲
渡による所得については、上記①及び②の非
課税措置等の適用はありません。
⑩　非課税口座の再開設及び非課税管理勘定又
は累積投資勘定の再設定に関する手続
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　金融商品取引業者等の営業所において非課
税口座を開設したものの、他の金融商品取引
業者等で販売している金融商品に投資をして
この特例を適用したいといったニーズに応え
るため、金融商品取引業者等の営業所に非課
税口座を開設している者又は開設していた者
が、その非課税口座に設けられた非課税管理
勘定又は累積投資勘定の年分の属する勘定設
定期間と同一の勘定設定期間内に、一定の手
続の下で発行された勘定廃止通知書又は非課
税口座廃止通知書を提出することにより、非
課税口座の再開設又は非課税管理勘定若しく
は累積投資勘定の再設定を可能とする仕組み
が次のとおり設けられています。
イ　勘定廃止通知書の交付申請手続
イ　金融商品取引業者等変更届出書の提出
　金融商品取引業者等の営業所に非課税
口座を開設している居住者等がその非課
税口座（以下「変更前非課税口座」とい
います。）に設けられるべき非課税管理
勘定又は累積投資勘定を他の金融商品取
引業者等の営業所に開設する非課税口座
に設けようとする場合には、その者は、
その変更前非課税口座に非課税管理勘定
又は累積投資勘定が設けられる日の属す
る年の前年10月 1 日から同日以後 1年を
経過する日（翌年の 9月30日）までの間
に、所定の事項を記載した金融商品取引
業者等変更届出書を、その金融商品取引
業者等の営業所の長に提出しなければな
りません（旧措法37の14⑱前段、旧措規
18の15の 3 �）。
　ただし、この金融商品取引業者等変更
届出書を提出する日以前にその非課税管
理勘定又は累積投資勘定に既に上場株式
等の受入れをしているときは、その金融
商品取引業者等の営業所の長は、その金
融商品取引業者等変更届出書を受理する
ことができません（旧措法37の14⑱後
段）。つまり、非課税管理勘定又は累積

投資勘定に一度上場株式等の受入れをす
ると、その受入れをした日の属する年分
の非課税管理勘定又は累積投資勘定は他
の非課税口座に移すことはできないこと
になります。
ロ　金融商品取引業者等変更届出書の提出
の効果
　金融商品取引業者等変更届出書の提出
があった場合には、次のように取り扱わ
れます（旧措法37の14⑲）。
ⅰ　金融商品取引業者等変更届出書に係
る非課税管理勘定又は累積投資勘定が
既に設けられているときは、その非課
税管理勘定又は累積投資勘定は、金融
商品取引業者等変更届出書の提出があ
った時に廃止されます。これは、1 月
1日から 9月30日までの間に金融商品
取引業者等変更届出書の提出があった
場合に適用されます。
ⅱ　金融商品取引業者等変更届出書の提
出があった日の属する年の翌年以後の
各年（同日の属する勘定設定期間内の
各年に限ります。）においては、その
金融商取引業者等変更届出書の提出を
受けた金融商品取引業者等の営業所の
長は、その変更前非課税口座に新たに
非課税管理勘定又は累積投資勘定を設
けることができないこととなります。
ただし、その金融商品取引業者等の営
業所の長が、その提出があった日後に
下記ハロの手続により勘定廃止通知書
又は非課税口座廃止通知書の提出を受
け、かつ、その金融商品取引業者等の
営業所の所在地の所轄税務署長から下
記ホイに掲げる事項の提供を受けた場
合は、再び非課税管理勘定又は累積投
資勘定を設定することができます。

ハ　金融商品取引業者等変更届出書の記載
事項の税務署長への通知
　金融商品取引業者等変更届出書の提出
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を受けた金融商品取引業者等の営業所の
長は、その提出を受けた後速やかに、そ
の金融商品取引業者等変更届出書を提出
した者の氏名等の所定の事項（以下「変
更届出事項」といいます。）を、特定電
子情報処理組織を使用する方法によりそ
の金融商品取引業者等の営業所の所在地
の所轄税務署長に提供しなければなりま
せん（旧措法37の14⑳、旧措規18の15の
3 �）。

ニ　勘定廃止通知書の交付
　この変更届出事項を所轄税務署長に提
供した金融商品取引業者等の営業所の長
は、その金融商品取引業者等変更届出書
を提出した居住者等に対し、勘定廃止通
知書を交付しなければなりません（旧措
法37の14⑳）。

ロ　非課税口座廃止通知書の交付申請手続
イ　非課税口座廃止届出書の提出
　非課税口座を開設している居住者等が
その非課税口座について上記①及び②の
非課税措置等の適用を受けることをやめ
ようとする場合には、その者は、その非
課税口座を廃止する旨等の所定の事項を
記載した非課税口座廃止届出書を、その
非課税口座が開設されている金融商品取
引業者等の営業所の長に提出しなければ
なりません（旧措法37の14�、旧措規18
の15の 3 �）。
ロ　非課税口座廃止届出書の提出の効果
　非課税口座廃止届出書の提出があった
場合には、その提出があった時にその非
課税口座廃止届出書に係る非課税口座が
廃止され、その非課税口座に受け入れて
いた上場株式等につきその提出の時後に
支払を受けるべき上場株式等の配当等及
びその提出の時後に行うその上場株式等
の譲渡による所得については、上記①及
び②の非課税措置等は適用されません
（旧措法37の14�）。

ハ　非課税口座廃止届出書の記載事項の税
務署長への通知
　非課税口座廃止届出書の提出を受けた
金融商品取引業者等の営業所の長は、そ
の提出を受けた後速やかに、その非課税
口座廃止届出書を提出した者の氏名等の
所定の事項（以下⑴において「廃止届出
事項」といいます。）を、特定電子情報
処理組織を使用する方法によりその金融
商品取引業者等の営業所の所在地の所轄
税務署長に提供しなければなりません
（旧措法37の14�、旧措規18の15の 3 �）。
ニ　非課税口座廃止通知書の交付
　この廃止届出事項を所轄税務署長に提
供した金融商品取引業者等の営業所の長
は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞ
れ次に定めるときに限り、その非課税口
座廃止届出書を提出した居住者等に対し、
非課税口座廃止通知書を交付しなければ
なりません（旧措法37の14�）。
ⅰ　その非課税口座廃止届出書の提出を
1月 1日から 9月30日までの間に受け
た場合��その提出を受けた日におい
てその非課税口座に同日の属する年分
の非課税管理勘定又は累積投資勘定が
設けられていたとき。
ⅱ　その非課税口座廃止届出書の提出を
10月 1 日から12月31日までの間に受け
た場合��その提出を受けた日におい
てその非課税口座に同日の属する年分
の翌年分の非課税管理勘定又は累積投
資勘定が設けられることとなっていた
とき。

（注）　上記ⅰ及びⅱに定めているときに限

り非課税口座廃止通知書を交付するこ

ととされているのは、これら以外のケ

ースに非課税口座廃止通知書を交付す

ると、同一の年分の非課税管理勘定又

は累積投資勘定が複数の非課税口座に

設けられてしまうおそれが生じるため
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です。例えば、 1 月 1 日から 9 月30日

までの間に非課税口座廃止届出書が提

出された場合に、その非課税口座に非

課税管理勘定及び累積投資勘定が設け

られていないときは、他の非課税口座

において非課税管理勘定又は累積投資

勘定が設けられている可能性があり、

その非課税管理勘定又は累積投資勘定

が設けられている非課税口座を開設す

る金融商品取引業者等の営業所の長に

同様の手続をすることにより、非課税

口座廃止通知書の交付を受けることが

可能です。したがって、非課税管理勘

定又は累積投資勘定が設けられていな

い非課税口座についてまで非課税口座

廃止通知書を交付すると、重複して交

付されることになります。

ハ　他の金融商品取引業者等の営業所への勘
定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書の
提出
イ　勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通
知書の提出により非課税口座を再開設す
る場合
　この勘定廃止通知書又は非課税口座廃
止通知書を添付して非課税口座開設届出
書の提出をする場合には、口座開設年の
前年10月 1 日からその口座開設年におい
て最初に本特例の適用を受けようとする
上場株式等をその口座に受け入れる日又
はその口座開設年の 9月30日のいずれか
早い日までに提出しなければなりません
（旧措法37の14⑤一、旧措令25の13⑤一）。
　この場合に、その非課税口座廃止通知
書の交付の基因となった非課税口座にお
いてその非課税口座を廃止した日の属す
る年分の非課税管理勘定又は累積投資勘
定に既に上場株式等を受け入れていると
きは、その廃止した日から同日の属する
年の 9月30日までの間は、金融商品取引
業者等の営業所の長は、その非課税口座

廃止通知書が添付された非課税口座開設
届出書を受理することができないことと
されています（旧措令25の13⑤一後段）。
したがって、その年分に上場株式等を受
け入れた非課税口座の廃止により交付を
受けた非課税口座廃止通知書を添付した
非課税口座開設届出書の提出をする場合
には、その非課税口座を廃止した年の翌
年分から非課税口座を開設することがで
きることとなります。
（注）　勘定廃止通知書については、その変

更しようとする年分の非課税管理勘定

又は累積投資勘定に上場株式等を受け

入れている場合には金融商品取引業者

等変更届出書を受理することはできな

いこととされているため（旧措法37の

14⑱後段）、このような制限は設けられ

ていません。

ロ　勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通
知書の提出により既に開設している非課
税口座に非課税管理勘定又は累積投資勘
定を設定する場合（勘定の再設定）
　金融商品取引業者等の営業所に非課税
口座を開設している居住者等が勘定廃止
通知書又は非課税口座廃止通知書を提出
してその非課税口座に非課税管理勘定又
は累積投資勘定を設けようとする場合に
は、その者は、その設けようとする非課
税管理勘定又は累積投資勘定に係る年分
の前年10月 1 日から同日以後 1年を経過
する日（翌年の 9月30日）までの間に、
その勘定廃止通知書又は非課税口座廃止
通知書を、その金融商品取引業者等の営
業所の長に提出しなければなりません
（旧措法37の14�）。
　この場合に、その非課税口座廃止通知
書の交付の基因となった非課税口座にお
いて、その非課税口座を廃止した日の属
する年分の非課税管理勘定又は累積投資
勘定に既に上場株式等を受け入れている
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ときは、その廃止した日から同日の属す
る年の 9月30日までの間は、上記の金融
商品取引業者等の営業所の長は、その非
課税口座廃止通知書を受理することがで
きません（旧措法37の14�後段）。した
がって、その年分に上場株式等を受け入
れた非課税口座の廃止により交付を受け
た非課税口座廃止通知書を提出する場合
には、その非課税口座を廃止した年の翌
年分から非課税管理勘定又は累積投資勘
定を設定することができることとなりま
す。

ニ　提出事項の所轄税務署長への提供
　上記ハイ又はロにより勘定廃止通知書又
は非課税口座廃止通知書（非課税口座開設
届出書に添付して提出されるこれらの書類
を含みます。以下「廃止通知書」といいま
す。）の提出を受けた金融商品取引業者等
の営業所の長は、その提出を受けた後速や
かに、その提出をした居住者等の氏名、そ
の廃止通知書に記載された非課税管理勘定
若しくは累積投資勘定が廃止された年月日
又は非課税口座が廃止された年月日（ホに
おいて「廃止年月日」といいます。）その
他の所定の事項（以下⑴において「提出事
項」といいます。）を、特定電子情報処理
組織を使用する方法によりその金融商品取
引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長
に提供しなければなりません。この場合に
おいて、その金融商品取引業者等の営業所
の長は、その廃止通知書につき帳簿を備え、
その廃止通知書を提出した者の各人別に、
提出事項を記載し、又は記録しなければな
りません（旧措法37の14�、旧措規18の15
の 3 �）。
ホ　所轄税務署長から金融商品取引業者等の
営業所の長への通知
　上記ニにより提出事項の提供を受けた所
轄税務署長は、その廃止通知書の提出者に
係る上記イハ又はロハの手続による変更届

出事項又は廃止届出事項（その提出事項に
係る廃止年月日と同一のものに限ります。）
の提供の有無を確認することとされていま
す。この確認をした所轄税務署長は、次に
掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定め
る事項を、その提出事項の提供をした金融
商品取引業者等の営業所の長に、電子情報
処理組織を使用する方法により提供しなけ
ればならないこととされています（旧措法
37の14�、旧措規18の15の 3 �）。
イ　その提出者に係る変更届出事項又は廃
止届出事項の提供がある場合（下記ロに
掲げる場合に該当する場合を除きます。）
��その金融商品取引業者等の営業所に
おけるその提出者の非課税口座の開設又
はその営業所に開設されたその提出者の
非課税口座への非課税管理勘定又は累積
投資勘定の設定ができる旨その他所定の
事項
ロ　その提出者に係る変更届出事項若しく
は廃止届出事項の提供がない場合又はそ
の提出事項の提供を受けた時よりも前に
既にその所轄税務署長若しくは他の税務
署長に対して同一の提出者に係る提出事
項（廃止年月日が同一のものに限りま
す。）の提供がある場合��その金融商
品取引業者等の営業所におけるその提出
者の非課税口座の開設又はその営業所に
開設されたその提出者の非課税口座への
非課税管理勘定及び累積投資勘定の設定
ができない旨並びにその理由その他所定
の事項

（注）　上記の「電子情報処理組織を使用する

方法」は、具体的にはe-Taxのメッセージ

ボックスに格納する方法により提供され

ていました。

ヘ　非課税管理勘定又は累積投資勘定の設定
等
　上記ホイに掲げる場合に該当するときは
既開設の非課税口座又は新たに開設する非
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課税口座に非課税管理勘定又は累積投資勘
定を設定することができることになります
が、その非課税管理勘定又は累積投資勘定
は上記ホの所轄税務署長から上記ホイに定
める事項の提供があった日（その非課税管
理勘定又は累積投資勘定を設定しようとす
る年分の 1月 1日前に当該事項の提供があ
った場合には、同日）に設けられることに
なります（旧措法37の14⑤三ロ五ロ）。

⑪　同一の非課税口座内での勘定の変更に関す
る手続
　非課税口座を開設している居住者等が、そ
の非課税口座が開設されている金融商品取引
業者等の営業所の長に対して非課税口座異動
届出書を提出することで、その非課税口座に
その年に設けられた勘定を変更（非課税管理
勘定⇔累積投資勘定）できることとされてい
ます（旧措令25の13の 2 ②）。
　ただし、その年に設けられた勘定の変更に
係る非課税口座異動届出書を提出する日以前
に非課税口座に設けられたその年分の非課税
管理勘定又は累積投資勘定に既に上場株式等
の受入れをしているときは、その金融商品取
引業者等の営業所の長は、その非課税口座異
動届出書を受理することができないこととさ
れています（旧措令25の13の 2 ②後段）。
　また、その年に設けられた勘定の変更に係
る非課税口座異動届出書の提出があった場合
には、その非課税口座異動届出書に係る非課
税口座に既に設けられているその年分の変更
前の非課税管理勘定又は累積投資勘定は、そ
の提出があった時に廃止され（旧措令25の13
の 2 ③）、変更後の非課税管理勘定又は累積
投資勘定がその提出の日に設けられることと
されています（旧措法37の14⑤三ロ五ロ、旧
措令25の13⑭）。
（注）　その非課税口座（令和 6 年 1 月 1 日にお

いて令和 5 年分の非課税管理勘定が設けら

れていたものに限ります。）に令和 6年分以

後の累積投資勘定を設けようとする場合に

もこの非課税口座異動届出書を提出するこ

ととされています。以下この非課税口座異

動届出書を「勘定の変更等に係る非課税口

座異動届出書」といいます。

⑫　非課税口座に関するその他の手続等
　上記のほか、本年度の改正で見直しのあっ
た主な手続は以下のとおりです。
イ　未成年者口座の開設者が20歳（18歳）に
到達した場合の非課税口座の自動開設
　居住者等が平成29年から令和 5年までの
各年（その年 1月 1日において居住者等が
20歳（令和 4年 4月 1日以後は18歳）であ
る年に限ります。）の 1 月 1 日において金
融商品取引業者等の営業所に下記⑵のジュ
ニアNISAの未成年者口座を開設している
場合には、その居住者等は同日においてそ
の金融商品取引業者等の営業所の長に非課
税適用確認書が添付された非課税口座開設
届出書の提出をしたものと、居住者等は同
日にその金融商品取引業者等と非課税上場
株式等管理契約を締結したものと、その金
融商品取引業者等の営業所の長は所轄税務
署長に同日に申請事項を提供したものとそ
れぞれみなしてこの一般NISAの非課税措
置を適用することとされていました（旧措
法37の14�）。したがって、未成年者口座
を開設している居住者等は、特段の手続を
行うことなく、その未成年者口座が開設さ
れている金融商品取引業者等の営業所に非
課税口座が開設されることになります。
ロ　非課税口座移管依頼書の提出
　非課税口座を開設している居住者等が、
その非課税口座が開設されている金融商品
取引業者等の営業所からその金融商品取引
業者等の他の営業所にその非課税口座に関
する事務の全部を移管しようとする場合に
は、その居住者等は、移管を依頼する旨そ
の他所定の事項を記載した非課税口座移管
依頼書を、移管前の営業所を経由して移管
先の営業所の長に提出しなければなりませ
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ん（旧措令25の13の 2 ④）。
ハ　非課税口座開設者死亡届出書の提出
　非課税口座を開設している居住者等が死
亡したときは、その者の相続人（相続人が
ないときは、受遺者）は、その居住者等が
死亡したことを知った日以後遅滞なく、そ
の旨その他所定の事項を記載した非課税口
座開設者死亡届出書を、その非課税口座が
開設されている金融商品取引業者等の営業
所の長に提出しなければなりません（旧措
令25の13の 5 ）。
ニ　非課税口座年間取引報告書の提出
　金融商品取引業者等は、その年において
その金融商品取引業者等の営業所に開設さ
れていた非課税口座で非課税管理勘定又は
累積投資勘定が設けられていたものがある
場合には、その非課税口座を開設した居住
者等の各人別に、その非課税口座を開設し
た居住者等の氏名及び住所、その年中にそ
の非課税口座において処理された上場株式
等の譲渡の対価の額、その非課税口座に係
る非課税口座内上場株式等の配当等の額そ
の他の事項を記載した非課税口座年間取引
報告書を非課税口座ごとに作成し、その年
の翌年 1月31日までに、その金融商品取引
業者等のその非課税口座が開設されていた
営業所の所在地の所轄税務署長に提出しな
ければなりません（旧措法37の14�、旧措
令25の13の 7 、旧措規18の15の 9 ）。

⑵　未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当
所得及び譲渡所得等の非課税措置（ジュニア
NISA）
①　配当所得の非課税措置の内容
　金融商品取引業者等の営業所に未成年者口
座を開設している居住者等が、次に掲げる未
成年者口座内上場株式等の区分に応じそれぞ
れ次に定める期間内に支払を受けるべきその
未成年者口座内上場株式等の配当等（その金
融商品取引業者等が国内における支払の取扱

者で一定のものである配当等に限ります。）
については、所得税を課さないこととされて
います（措法 9の 9①）。
イ　非課税管理勘定に係る未成年者口座内上
場株式等��その未成年者口座にその非課
税管理勘定を設けた日から同日の属する年
の 1月 1日以後 5年を経過する日までの間

ロ　継続管理勘定に係る未成年者口座内上場
株式等��その未成年者口座にその継続管
理勘定を設けた日からその未成年者口座を
開設した者がその年 1月 1日において20歳
（令和 4 年 4 月 1 日以後は18歳）である年
の前年12月31日までの間

（注）　上記の「未成年者口座内上場株式等」と

は、未成年者口座管理契約に基づきその未

成年者口座に係る振替口座簿に記載若しく

は記録がされ、又はその未成年者口座に保

管の委託がされている上場株式等をいいま

す（措法37の14の 2 ①）。以下同じです。

②　譲渡所得等の非課税措置の内容
　金融商品取引業者等の営業所に未成年者口
座を開設している居住者等が、上記①イ及び
ロに掲げる未成年者口座内上場株式等の区分
に応じそれぞれ上記①イ及びロに定める期間
内に、その未成年者口座内上場株式等のその
未成年者口座管理契約に基づく譲渡をした場
合には、その譲渡による事業所得、譲渡所得
及び雑所得については、所得税を課さないこ
ととされています（措法37の14の 2 ①）。
　一方、未成年者口座管理契約に基づく未成
年者口座内上場株式等の譲渡による収入金額
がその未成年者口座内上場株式等の取得費及
びその譲渡に要した費用の額の合計額又はそ
の譲渡に係る必要経費に満たない場合におけ
るその不足額（損失額）は、所得税に関する
法令の規定の適用については、ないものとみ
なすこととされています（措法37の14の 2 ②）。
③　未成年者口座から未成年者口座内上場株式
等の払出しがあった場合のみなし譲渡
　次のイからハまでに掲げる事由（以下「払
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出事由」といいます。）により、未成年者口
座からの未成年者口座内上場株式等の一部又
は全部の払出し（振替によるものを含みま
す。）があった場合には、その払出しがあっ
た未成年者口座内上場株式等については、そ
の払出事由が生じた時に、その払出し時の金
額（時価）により未成年者口座管理契約に基
づく譲渡があったものとみなして、この非課
税措置及び未成年者口座年間取引報告書の提
出に関する規定その他所得税に関する法令の
規定を適用することとされています（旧措法
37の14の 2 ④）。
イ　未成年者口座管理契約に従って行うⓐ未
成年者口座から他の株式等の振替口座簿へ
の記載若しくは記録若しくは保管の委託に
係る口座（以下⑵において「他の保管口
座」といいます。）への移管又はⓑ未成年
者口座内上場株式等に係る有価証券のその
居住者等への返還
ロ　相続又は遺贈
ハ　次に掲げる事由でその居住者等の基準年
の 1月 1日以後に生じたもの
イ　未成年者口座の廃止
ロ　贈与
ハ　未成年者口座管理契約において定めら
れた方法に従って行われる譲渡以外の譲
渡

（注 1）　上記ハの「基準年」とは、その居住

者等がその年 3 月31日において18歳で

ある年をいいます。以下同じです。
（注 2）　このみなし譲渡によって、払出し時

の金額（時価）で未成年者口座管理契

約に基づく譲渡があったものとみなさ

れることから、払出し時の金額までの

金額に対応する損益（取得価額との差

額）は非課税又はないものとされます。

　この場合の「払出し時の金額」とは、次に
掲げる株式等の区分に応じそれぞれ次に定め
る金額をその株式等の一単位当たりの価額と
して計算した金額をいうこととされています

（旧措令25の13の 8 ⑳において準用する措令
25の13④）。
イ　取引所売買株式等（その売買が主として
金融商品取引所（外国の法令に基づき設立
されたものを含みます。）において行われ
ている株式等をいいます。）��金融商品
取引所において公表された払出事由が生じ
た日におけるその取引所売買株式等の最終
の売買の価格に相当する金額
ロ　店頭売買株式等（店頭売買登録銘柄とし
て登録された株式等をいいます。）��金
融商品取引法の規定により公表された払出
事由が生じた日におけるその店頭売買株式
等の最終の売買の価格に相当する金額
ハ　その他価格公表株式等（上記イ又はロに
掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公
表者（株式等の売買の価格又は気配相場の
価格を継続的に公表し、かつ、その公表す
る価格がその株式等の売買の価格の決定に
重要な影響を与えている場合におけるその
公表をする者をいいます。）によって公表
された売買の価格又は気配相場の価格があ
るものをいいます。）��価格公表者によ
って公表された払出事由が生じた日におけ
る当該その他価格公表株式等の最終の売買
の価格に相当する金額
（注）　投資信託の受益権の基準価額はこれに

該当します。

ニ　上記イからハまでに掲げる株式等以外の
株式等��その株式等の払出事由が生じた
日における価額として合理的な方法により
計算した金額
（注）　上記イからハまでの株式等について、

公表された払出事由が生じた日における

最終の売買の価格がない場合には、公表

された同日における最終の気配相場の価

格とし、その最終の売買の価格及びその

最終の気配相場の価格のいずれもない場

合には、同日前の最終の売買の価格又は

最終の気配相場の価格が公表された日で
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その払出事由が生じた日に最も近い日に

おけるその最終の売買の価格又はその最

終の気配相場の価格とします。

④　未成年者口座の意義
　「未成年者口座」とは、居住者等（その年
1月 1日において20歳（令和 4年 4月 1日以
後は18歳）未満である者又はその年中に出生
した者に限ります。）が、このジュニアNISA
の非課税措置の適用を受けるため、一定の手
続に従い、未成年者非課税適用確認書又は未
成年者口座廃止通知書を添付した未成年者口
座開設届出書を金融商品取引業者等の営業所
の長に提出をして、その金融商品取引業者等
との間で締結した未成年者口座管理契約に基
づき平成28年 4 月 1 日から令和 5年12月31日
までの間に開設された上場株式等の振替記載
等に係る口座（その口座において未成年者口
座管理契約に基づく取引以外の取引に関する
事項を扱わないものに限ります。）をいいま
す（旧措法37の14の 2 ⑤一）。
⑤　未成年者口座管理契約の意義
　「未成年者口座管理契約」とは、上記①及
び②の非課税措置等の適用を受けるために居
住者等が金融商品取引業者等と締結した上場
株式等の振替記載等に係る契約で、その契約
書において、次に掲げる事項が定められてい
るものをいいます（旧措法37の14の 2 ⑤二、
旧措令25の13の 8 ②～⑬、旧措令25の13の 8
⑳において準用する旧措令25の13⑥⑦⑫、旧
措規18の15の10③～⑩）。
イ　上場株式等の振替記載等は、その振替記
載等に係る口座に設けられた非課税管理勘
定又は継続管理勘定において行うこと。
ロ　非課税管理勘定においてはその居住者等
の次に掲げる上場株式等のみを受け入れる
こと。
イ　次に掲げる上場株式等で、その口座に
非課税管理勘定が設けられた日から同日
の属する年の12月31日までの間に受け入
れた上場株式等の取得対価の額（購入対

価、払込金額又は移管に係る口座からの
払出し時の金額（時価）をいいます。）
の合計額が80万円（下記ロに掲げる上場
株式等がある場合には、その上場株式等
の移管に係る払出し時の金額を控除した
金額）を超えないもの
ⅰ　その期間内にその金融商品取引業者
等への買付けの委託（その買付けの委
託の媒介、取次ぎ又は代理を含みま
す。）により取得をした上場株式等、
その金融商品取引業者等から取得をし
た上場株式等又はその金融商品取引業
者等が行う上場株式等の募集（公募に
限ります。）により取得をした上場株
式等で、その取得後直ちにその口座に
受け入れられるもの
ⅱ　その非課税管理勘定を設けた口座に
係る他の年分の非課税管理勘定から移
管がされる上場株式等（下記ロに掲げ
るものを除きます。）
（注 1）　上記ⅱの移管がされる上場株式

等は、非課税管理勘定を設けた口

座を開設している居住者等が、そ

の口座が開設されている金融商品

取引業者等の営業所の長に対し、

所定の事項を記載した書類（以下

「未成年者口座内上場株式等移管

依頼書」といいます。）の提出を

して移管がされる上場株式等とさ

れています。
（注 2）　未成年者口座内上場株式等移管

依頼書は、その提出に代えて、そ

の者の住所等確認書類の提示又は

その者の特定署名用電子証明書等

の送信と併せて、その依頼書に記

載すべき事項を電磁的方法により

提供することもできます。以下同

じです。

ロ　その非課税管理勘定を設けた口座に係
る他の年分の非課税管理勘定から、当該
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他の年分の非課税管理勘定が設けられた
日の属する年の 1月 1日から 5年を経過
する日の翌日に移管がされる上場株式等
（注）　上記ロの移管がされる上場株式等は、

非課税管理勘定を設けた口座を開設し

ている居住者等が、その口座が開設さ

れている金融商品取引業者等の営業所

の長に対し、未成年者口座内上場株式

等移管依頼書の提出をして他の年分の

非課税管理勘定が設けられた日の属す

る年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日

の翌日に設けられる非課税管理勘定に

移管がされる上場株式等とされていま

す。

ハ　イ及びロのほか、未成年者口座内上場
株式等について行われた株式又は受益権
の分割又は併合により取得する上場株式
等や、未成年者口座内上場株式等を発行
した法人の合併により取得する合併法人
又は合併親法人の株式など、一定の事由
により取得する上場株式等

ハ　継続管理勘定においてはその居住者等の
次に掲げる上場株式等のみを受け入れるこ
と。
イ　その口座に継続管理勘定が設けられた
日から同日の属する年の12月31日までの
間に、その継続管理勘定を設けた口座に
係る非課税管理勘定から移管がされる上
場株式等（下記ロに掲げるものを除きま
す。）で、その移管に係る払出し時の金
額の合計額が80万円（下記ロに掲げる上
場株式等がある場合には、その上場株式
等の移管に係る払出し時の金額を控除し
た金額）を超えないもの
（注）　上記イの移管がされる上場株式等は、

非課税管理勘定を設けた口座を開設し

ている居住者等が、その口座が開設さ

れている金融商品取引業者等の営業所

の長に対し、未成年者口座内上場株式

等移管依頼書の提出をして移管がされ

る上場株式等とされています。

ロ　その継続管理勘定を設けた口座に係る
他の年分の非課税管理勘定から、当該他
の年分の非課税管理勘定が設けられた日
の属する年の 1月 1日から 5年を経過す
る日の翌日に移管がされる上場株式等
（注）　上記ロの移管がされる上場株式等は、

非課税管理勘定を設けた口座を開設し

ている居住者等が、その口座が開設さ

れている金融商品取引業者等の営業所

の長に対し、未成年者口座内上場株式

等移管依頼書の提出をして他の年分の

非課税管理勘定が設けられた日の属す

る年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日

の翌日に設けられる継続管理勘定に移

管がされる上場株式等とされています。

ハ　上記ロハの上場株式等
ニ　次に掲げる上場株式等は、それぞれ次の
とおり移管をすること。
イ　その口座に非課税管理勘定が設けられ
た日の属する年の 1月 1日から 5年を経
過する日（以下「 5年経過日」といいま
す。）において有するその非課税管理勘
定に係る上場株式等（上記ロイⅱ若しく
はロ又はハイ若しくはロの移管がされる
ものを除きます。）��次に掲げる場合
の区分に応じそれぞれ次に定める移管
ⅰ　その 5年経過日の属する年の翌年 3
月31日において未成年者口座を開設す
る居住者等が18歳未満である場合��
その 5年経過日の翌日に次に定めると
ころにより行うその口座と同時に設け
られた課税未成年者口座への移管
ａ　その非課税管理勘定が設けられた
未成年者口座と同時に設けられた課
税未成年者口座を構成する特定口座
が開設されている場合には、その非
課税管理勘定に係る未成年者口座内
上場株式等は、その未成年者口座か
らその特定口座に移管されます。
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（注）　上記ａの特定口座に移管がされ

る未成年者口座内上場株式等と同

一銘柄のその非課税管理勘定に係

る未成年者口座内上場株式等は、

その全てをその未成年者口座から

その特定口座に移管しなければな

らないものとされています。

ｂ　その居住者等がその未成年者口座
が開設されている金融商品取引業者
等の営業所の長に対し、所定の事項
を記載した書類（以下「特定口座以
外の他の保管口座への未成年者口座
内上場株式等移管依頼書」といいま
す。）の提出をした場合には、上記
ａにかかわらず、その特定口座以外
の他の保管口座への未成年者口座内
上場株式等移管依頼書（電磁的方法
により提供したその特定口座以外の
他の保管口座への未成年者口座内上
場株式等移管依頼書に記載すべき事
項を記録した電磁的記録を含みま
す。）に記載又は記録がされたその
非課税管理勘定に係る未成年者口座
内上場株式等は、その未成年者口座
からその課税未成年者口座を構成す
る特定口座以外の他の保管口座に移
管されます。
（注 1）　特定口座以外の他の保管口座

への未成年者口座内上場株式等

移管依頼書は、その提出に代え

て、その者の住所等確認書類の

提示又はその者の特定署名用電

子証明書等の送信と併せて、そ

の依頼書に記載すべき事項を電

磁的方法により提供することも

できます。以下同じです。
（注 2）　その課税未成年者口座を構成

する特定口座が開設されていな

い場合におけるその非課税管理

勘定に係る未成年者口座内上場

株式等についても、その未成年

者口座からその課税未成年者口

座を構成する特定口座以外の他

の保管口座に移管されます。こ

の場合は、特定口座以外の他の

保管口座への未成年者口座内上

場株式等移管依頼書の提出は不

要です。

ⅱ　上記ⅰの場合以外の場合�� 5年経
過日の翌日において、次のとおり行わ
れます。
ａ　その非課税管理勘定が設けられた
未成年者口座が開設されている金融
商品取引業者等の営業所にその未成
年者口座を開設している居住者等が
特定口座を開設している場合には、
その非課税管理勘定に係る未成年者
口座内上場株式等は、その未成年者
口座からその特定口座に移管されま
す。
（注）　上記ａの特定口座に移管がされ

る未成年者口座内上場株式等と同

一銘柄のその非課税管理勘定に係

る未成年者口座内上場株式等は、

その全てをその未成年者口座から

その特定口座に移管しなければな

らないものとされています。

ｂ　その居住者等が、上記 aの金融商
品取引業者等の営業所の長に対し、
特定口座以外の他の保管口座への未
成年者口座内上場株式等移管依頼書
の提出をした場合には、上記ａにか
かわらず、その特定口座以外の他の
保管口座への未成年者口座内上場株
式等移管依頼書（電磁的方法により
提供したその特定口座以外の他の保
管口座への未成年者口座内上場株式
等移管依頼書に記載すべき事項を記
録した電磁的記録を含みます。）に
記載又は記録がされたその非課税管
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理勘定に係る未成年者口座内上場株
式等は、その未成年者口座からその
特定口座以外の他の保管口座への未
成年者口座内上場株式等移管依頼書
に記載又は記録がされた特定口座以
外の他の保管口座に移管されます。
（注）　その未成年者口座を開設してい

る金融商品取引業者等の営業所と

異なる金融商品取引業者等の営業

所に開設する特定口座以外の他の

保管口座に移管することも可能で

す。

ｃ　上記 aの金融商品取引業者等の営
業所にその居住者等が特定口座を開
設していない場合には、特定口座以
外の他の保管口座への未成年者口座
内上場株式等移管依頼書に記載又は
記録がされていないその非課税管理
勘定に係る未成年者口座内上場株式
等は、その未成年者口座からその金
融商品取引業者等の営業所に開設さ
れている特定口座以外の他の保管口
座に移管されます。

ロ　居住者等がその年 1月 1日において20
歳（令和 4年 4月 1日以後は18歳）であ
る年の前年12月31日において有する継続
管理勘定に係る上場株式等��同日の翌
日において、上記ⅱ aから cまでの非課
税管理勘定に係る上場株式等の移管と同
様の移管がされます。

ホ　非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載
若しくは記録又は保管の委託がされる上場
株式等は、その居住者等の基準年の前年12
月31日までは、次に定めるところによるこ
と。
イ　上場株式等のその口座から他の保管口
座でその口座と同時に設けられた課税未
成年者口座以外のものへの移管又はその
上場株式等に係る有価証券の当該居住者
等への返還（災害、疾病その他の次に掲

げる事由（以下「災害等事由」といいま
す。）による移管又は返還でその口座及
び課税未成年者口座に記載若しくは記録
若しくは保管の委託又は預入れ若しくは
預託がされている上場株式等及び金銭そ
の他の資産の全てについて行うもの（以
下「災害等による返還等」といいます。）
等を除きます。）をしないこと。
ⅰ　その居住者等がその居住の用に供し
ている家屋であってその者又はその者
と生計を一にする親族が所有している
ものについて、災害により全壊、流失、
半壊、床上浸水その他これらに準ずる
損害を受けたこと。
ⅱ　その年の前年12月31日（その年中に
出生した者にあってはその年12月31日
となり、同年の中途において死亡した
者にあってはその死亡の日となりま
す。）においてその居住者等を所得税
法上の扶養親族とする者（以下「扶養
者」といいます。）が、その扶養者又
はその者と生計を一にする親族のため
にその年中に支払った医療費の金額の
合計額が200万円を超えたこと。
ⅲ　その居住者等の扶養者が、配偶者と
死別し、若しくは離婚したこと又はそ
の扶養者の配偶者が生死不明となり、
かつ、これらの事由が生じた日の属す
る年の12月31日（その扶養者が同年の
中途において死亡した場合には、その
死亡の日）においてその扶養者が所得
税法上の寡婦（その年分の合計所得金
額が500万円以下であるものに限りま
す。）若しくは寡夫に該当し、又は該
当することが見込まれること。
ⅳ　その居住者等又はその者の扶養者が、
所得税法上の特別障害者に該当するこ
ととなったこと。
ⅴ　その居住者等の扶養者が、雇用保険
法第23条第 2項に規定する特定受給資
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格者若しくは同法第13条第 3項に規定
する特定理由離職者に該当することと
なったこと又は経営の状況の悪化によ
りその営む事業を廃止したことその他
これらに類する事由

（注）　上記ⅰからⅴまでの「災害等事由」

は、その事由が生じたことにつき、未

成年者口座を開設している居住者等の

納税地の所轄税務署長の確認を受け、

その税務署長から交付を受けたその確

認をした旨を証する書面（未成年者口

座管理契約に係る災害等事由の確認申

出に対する確認の通知書）をその未成

年者口座を開設している金融商品取引

業者等の営業所の長にその事由が生じ

た日から 1 年を経過する日までに提出

した場合における事由に限ることとさ

れています（旧措令25の13の 8 ⑧）。

ロ　上場株式等について所定の方法以外の
方法による譲渡（発行法人の合併等によ
るものなどを除きます。）又は贈与をし
ないこと。
ハ　上場株式等の譲渡の対価又は上場株式
等に係る配当等として交付を受ける金銭
その他の資産は、その受領後直ちに当該
課税未成年者口座に預入れ又は預託をす
ること。

ヘ　未成年者口座を開設している居住者等の
基準年の前年12月31日までにその者　が出
国により居住者等に該当しないこととなる
場合には、その者は、その出国をする日の
前日までに、その旨、その未成年者口座に
係る未成年者口座内上場株式等の全てを課
税未成年者口座に移管することを依頼する
旨その他の所定の事項を記載した書類（以
下「出国移管依頼書」といいます。）を、
その未成年者口座が開設されている金融商
品取引業者等の営業所の長に提出すること。
ト　出国移管依頼書の提出を受けた金融商品
取引業者等の営業所の長は、その出国の時

に、その未成年者口座に係る未成年者口座
内上場株式等の全てを未成年者口座と同時
に設けられた課税未成年者口座に移管する
こと。
チ　出国移管依頼書の提出を受けた金融商品
取引業者等の営業所の長は、その未成年者
口座を開設している居住者等が、帰国をし
た後、その金融商品取引業者等の営業所の
長に帰国をした旨その他の所定の事項を記
載した届出書（以下「未成年者帰国届出
書」といいます。）を提出する時までの間
は、その未成年者口座に係る非課税管理勘
定に上場株式等を受け入れないこと。
リ　その他一定の事項
（注 1）　上記の「非課税管理勘定」とは、未成

年者口座管理契約に基づき振替記載等が

される上場株式等につき、その振替記載

等に関する記録を他の取引に関する記録

と区分して行うための勘定で、平成28年

から令和 5 年までの各年（その居住者等

が、その年 1 月 1 日において20歳（令和

4 年 4 月 1 日以後は18歳）未満である年

及び出生した日の属する年に限ります。）

の 1 月 1 日に設けられるものをいいます

（旧措法37の14の 2 ⑤三）。以下「未成年

者非課税管理勘定」といいます。
（注 2）　上記の「継続管理勘定」とは、未成年

者口座管理契約に基づき振替記載等がさ

れる上場株式等につき、その振替記載等

に関する記録を他の取引に関する記録と

区分して行うための勘定で、令和 6 年か

ら令和10年までの各年（その居住者等が、

その年 1 月 1 日において20歳（令和 4 年

4 月 1 日以後は18歳）未満である年に限

ります。）の 1月 1 日に設けられるものを

いいます（旧措法37の14の 2 ⑤四）。以下

同じです。

⑥　課税未成年者口座の意義
　「課税未成年者口座」とは、未成年者口座
を開設した居住者等が、その未成年者口座を
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開設している金融商品取引業者等の営業所又
はその金融商品取引業者等と一定の関係にあ
る法人の営業所に開設している特定口座又は
預金口座、貯金口座若しくは顧客から預託を
受けた金銭その他の資産の管理のための口座
（これらの口座において課税未成年者口座管
理契約に基づく取引以外の取引に関する事項
を扱わないものに限ります。）により構成さ
れるもの（ 2以上の特定口座が含まれないも
のに限ります。）のうち、その未成年者口座
と同時に設けられるものをいいます（旧措法
37の14の 2 ⑤五）。
⑦　課税未成年者口座管理契約の意義
　このジュニアNISAの非課税措置の適用を
受ける居住者等が、特定口座又は預金口座、
貯金口座若しくは顧客から預託を受けた金銭
その他の資産の管理のための口座を開設する
際に未成年者口座を開設する金融商品取引業
者等と締結した契約（未成年者口座管理契約
と同時に締結されるものに限ります。）で、
その契約書において、次に掲げる事項が定め
られているものをいいます（旧措法37の14の
2 ⑤六、旧措令25の13の 8 ⑭～⑯）。
イ　上場株式等の振替記載等又は金銭その他
の資産の預入れ若しくは預託は、特定口座
に関する定めにかかわらず、その記載若し
くは記録若しくは保管の委託又は預入れ若
しくは預託に係る口座に設けられた課税管
理勘定において行うこと。
ロ　課税管理勘定において振替記載等がされ
ている上場株式等の譲渡は、特定口座に関
する定めにかかわらず、金融商品取引業者
等への売委託による方法その他の所定の方
法により行うこと。
ハ　上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、
その受領後直ちにその口座に預入れ又は預
託をすること。
ニ　その口座に記載若しくは記録又は保管の
委託がされる上場株式等及びその口座に預
入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、

その居住者等の基準年の前年12月31日まで
は、次に定めるところによること。
イ　上場株式等のその口座から他の保管口
座への移管又はその上場株式等に係る有
価証券のその居住者等への返還をしない
こと。
　ただし、次の事由に基づく場合には、
この要件にかかわらず、移管又は返還を
することができます。
ⅰ　災害等事由による返還等
ⅱ　居住者等が開設している口座に設け
られた課税管理勘定に係る上場株式等
の上場等廃止事由によるその口座から
の払出し

ロ　その上場株式等の課税未成年者口座管
理契約に定められた方法以外の方法によ
る一定の譲渡又は贈与をしないこと。
ハ　金銭その他の資産のその口座からの払
出し（その口座又は未成年者口座に記載
若しくは記録又は保管の委託がされる上
場株式等の取得のためにする払出し及び
その口座に係る上場株式等につき災害等
事由による返還等がされる場合のその金
銭その他の資産の払出しを除きます。）
をしないこと。

ホ　その口座につき、上記ハ若しくはニに掲
げる要件に該当しないこととなる事由又は
災害等事由による返還等が生じた場合には、
これらの事由（以下「課税未成年者口座等
廃止事由」といいます。）が生じた時にそ
の口座及びその口座と同時に設けられた未
成年者口座を廃止すること。
ヘ　居住者等の基準年の 1月 1日において、
その口座が開設されている金融商品取引業
者等に重複して開設されているその口座以
外の特定口座があるときは、同日にその口
座（特定口座である口座に限ります。）を
廃止すること。
ト　金融商品取引業者等の営業所の長に出国
移管依頼書を提出した個人がその金融商品
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取引業者等と締結した課税未成年者口座管
理契約及びその履行については、その出国
の時から帰国の時までの間は、当該個人を
居住者とみなして課税未成年者口座及び課
税未成年者口座管理契約に関する取り決め
（上記ロ及びヘに関する事項を除きます。）
を適用すること。
（注）　上記トの要件により、出国期間中も課

税未成年者口座内の上場株式等及び金銭

その他の資産の払出し等をすることはで

きないこととされています。

⑧　未成年者口座管理契約又は課税未成年者口
座管理契約に反する行為があった場合の取扱
い
イ　非課税措置の不適用
　このジュニアNISAの非課税措置は、未
成年者口座を開設した居住者等が18歳にな
るまでの間は、上場株式等及び資金等を未
成年者口座及び課税未成年者口座から払い
出すことが禁止されています。これに反し
て、未成年者口座及び課税未成年者口座を
開設する居住者等の基準年の前年12月31日
までにこれらの口座からの上場株式等の払
出しなどの契約不履行等事由が生じた場合
には、それまでに未成年者口座において生
じた所得について上記①及び②の非課税措
置は適用せずに、遡及して課税することと
されています（旧措法37の14の 2 ⑥）。た
だし、災害等による返還等が生じたことに
基因するものは、この遡及課税は行われま
せん。
　この「契約不履行等事由」とは、未成年
者口座管理契約若しくは課税未成年者口座
管理契約又はこれらの履行について、次に
掲げる事由に該当したことをいいます。
イ　上記⑤ホ若しくはヘ又は⑦ハ若しくは
ニに掲げる要件に該当しない事由が生じ
たこと。
ロ　未成年者口座又は課税未成年者口座の
廃止（災害等による返還等が生じたこと

によるものを除きます。）をしたこと。
ロ　譲渡所得等の課税方法
　この契約不履行等事由に該当して未成年
者口座内において生じた譲渡所得等につい
て課税が行われる場合には、次のように取
り扱われて課税が行われます（旧措法37の
14の 2 ⑥）。
イ　未成年者口座の開設の時から契約不履
行等事由が生じた時までの間にした未成
年者口座内上場株式等の譲渡による事業
所得、譲渡所得又は雑所得については上
記①及び②の非課税措置の適用がなかっ
たものとし、かつ、その契約不履行等事
由が生じた時に、その未成年者口座内上
場株式等の未成年者口座管理契約におい
て定められた方法に従って行われる譲渡
以外の譲渡があったものとみなされます。
ロ　未成年者口座の開設の時から契約不履
行等事由が生じた時までの間に上記③イ
のⓐ他の保管口座への移管又はⓑ居住者
等への返還があった未成年者口座内上場
株式等については上記①及び②の非課税
措置の適用がなかったものとし、かつ、
その契約不履行等事由が生じた時に、そ
の移管があった時における払出し時の金
額により未成年者口座管理契約において
定められた方法に従って行われる譲渡以
外の譲渡があったものとみなされます。
ハ　契約不履行等事由の基因となった未成
年者口座内上場株式等及び契約不履行等
事由が生じた時における当該未成年者口
座に係る未成年者口座内上場株式等につ
いては、その契約不履行等事由が生じた
時に、その時における払出し時の金額に
より未成年者口座管理契約において定め
られた方法に従って行われる譲渡以外の
譲渡があったものとみなされます。
ニ　上記ロの適用を受ける未成年者口座を
開設していた居住者等については、その
移管があった時に、その時における払出
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し時の金額をもってその移管による払出
しがあった未成年者口座内上場株式等の
数に相当する数の未成年者口座内上場株
式等と同一銘柄の株式等の取得をしたも
のとみなされます。
ホ　上記ハの適用を受ける未成年者口座を
開設していた居住者等については、契約
不履行等事由が生じた時に、その時にお
ける払出し時の金額をもって未成年者口
座内上場株式等（上記⑤ホロの譲渡又は
贈与がされたものを除きます。）の数に
相当する数の未成年者口座内上場株式等
と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、
上記ハの未成年者口座内上場株式等を贈
与により取得した者については、契約不
履行等事由が生じた時に、その時におけ
る払出し時の金額をもって未成年者口座
内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得
をしたものとそれぞれみなされます。
　なお、上記イからハまでにより譲渡が
あったものとみなされる未成年者口座内
上場株式等に係る収入金額がその未成年
者口座内上場株式等の取得費及びその譲
渡に要した費用の額の合計額又はその譲
渡に係る必要経費に満たない場合におけ
るその不足額（損失額）は、所得税に関
する法令の規定の適用については、ない
ものとみなすこととされます（措法37の
14の 2 ⑦）。したがって、譲渡所得の金
額の計算上損失が生じている場合でも、
他の未成年者口座以外の上場株式等に係
る譲渡所得等の金額や、下記ハにより課
税される未成年者口座内上場株式等の配
当等の金額との損益通算をすることはで
きません。

ハ　配当所得の課税方法
　未成年者口座及び課税未成年者口座を開
設する居住者等の基準年の前年12月31日ま
でに契約不履行等事由が生じた場合には、
その未成年者口座の開設の時からその契約

不履行等事由が生じた時までの間に支払を
受けるべき未成年者口座内上場株式等の配
当等についてはこの非課税措置の適用がな
かったものとして課税されます。また、そ
の課税される未成年者口座内上場株式等の
配当等は、その契約不履行等事由が生じた
時においてその未成年者口座内上場株式等
の配当等の支払があったものとして、租税
特別措置法及び所得税法の規定が適用され
ます（旧措法 9の 9②）。

⑨　契約不履行等事由が生じた場合の源泉徴収
イ　譲渡所得等に対する源泉徴収
　未成年者口座及び課税未成年者口座を開
設する居住者等の基準年の前年12月31日ま
でにその未成年者口座又は課税未成年者口
座につき契約不履行等事由が生じた場合に
は、その未成年者口座が開設されている金
融商品取引業者等は、その契約不履行等事
由が生じたことによる未成年者口座の廃止
の際、次のイに掲げる金額からロに掲げる
金額を控除した金額に15％（他に地方税 5
％）の税率を乗じて計算した金額の所得税
を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月
10日までに、これを国に納付しなければな
りません（旧措法37の14の 2 ⑧）。ただし、
災害等による返還等が生じたことにより口
座を廃止する場合には、遡及課税が行われ
ないためこの源泉徴収の適用もありません。
イ　次に掲げる金額の合計額
ⅰ　未成年者口座を開設した日からその
廃止の日までの間に支払われたその未
成年者口座に係る未成年者口座内上場
株式等の譲渡の対価の額の合計額（そ
の譲渡の対価のうち、その金銭その他
の資産をその未成年者口座と同時に設
けられた課税未成年者口座に預入れ又
は預託をしなかったものの額は除きま
す。）
ⅱ　未成年者口座を開設した日からその
廃止の日までの間にその未成年者口座
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から課税未成年者口座に移管がされた
上場株式等のその移管があった時にお
ける払出し時の金額の合計額
ⅲ　未成年者口座を廃止した日において
未成年者口座に係る振替口座簿に記載
若しくは記録がされ、又は保管の委託
がされている上場株式等のその廃止の
日における払出し時の金額の合計額

ロ　未成年者口座を開設した日からその廃
止の日までの間においてその未成年者口
座に記載若しくは記録又は保管の委託が
された上場株式等の取得対価の額及びそ
の上場株式等の譲渡に要した費用の額の
合計額（その譲渡の対価に係る金銭その
他の資産を、その未成年者口座と同時に
設けられた課税未成年者口座に預入れ又
は預託をしなかった未成年者口座内上場
株式等に係る取得対価の額及びその譲渡
に要した費用の額は除きます。）

（注 1）　上記により徴収して納付すべき所得

税は、所得税法上の源泉徴収による所

得税とみなされ、他の源泉徴収による

所得税と同様に、同法、国税通則法及

び国税徴収法の規定が適用されます

（措法37の14の 2 ⑨）。
（注 2）　上記による所得税を徴収する際には、

その所得税の額に2.1％の税率を乗じて

計算した復興特別所得税を併せて徴収

し、その納期限までに、その徴収した

復興特別所得税を所得税と併せて国に

納付しなければならないこととされて

います（復興財確法28）。

ロ　配当所得に対する源泉徴収
　上記⑧ハのとおり、未成年者口座及び課
税未成年者口座を開設する居住者等の基準
年の前年12月31日までに契約不履行等事由
が生じた場合には、契約不履行等事由が生
じた時においてその未成年者口座内上場株
式等の配当等の支払があったものして課税
されるため（旧措法 9 の 9 ②）、源泉徴収

についても契約不履行等事由が生じた時に
その未成年者口座を開設されていた金融商
品取引業者等が、その未成年者口座の開設
の時からその契約不履行等事由が生じた時
までの間に支払を受けるべき未成年者口座
内上場株式等の配当等について、配当等の
支払の取扱者として15％（他に地方税 5
％）の税率により源泉徴収を行うこととな
ります（措法 9 の 3 の 2 ①）。ただし、災
害等による返還等が生じたことにより口座
を廃止する場合には、遡及課税が行われな
いためこの源泉徴収の適用もありません。
（注）　上記による所得税を徴収する際には、

その所得税の額に2.1％の税率を乗じて計

算した復興特別所得税を併せて徴収し、

その納期限までに、その徴収した復興特

別所得税を所得税と併せて国に納付しな

ければならないこととされています（復

興財確法28）。

⑩　未成年者非課税適用確認書の交付申請に関
する手続
イ　未成年者非課税適用確認書の交付申請書
の提出
　未成年者非課税適用確認書の交付を受け
ようとする居住者等は、その者の氏名、生
年月日、住所及び個人番号（番号既告知者
にあっては、氏名、生年月日及び住所）そ
の他所定の事項を記載した交付申請書を、
平成28年 1 月 1 日から令和 5年 9月30日ま
での間に、金融商品取引業者等の営業所の
長に提出をしなければならないこととされ
ています（旧措法37の14の 2 ⑫、旧措規18
の15の10⑭）。
（注）　未成年者非課税適用確認書の交付申請

書は、その提出に代えて、これに記載す

べき事項を電磁的方法により提供するこ

ともできます。

ロ　交付申請書提出者の告知義務等
　金融商品取引業者等の営業所の長に交付
申請書の提出をしようとする居住者等は、
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その提出をする際、その金融商品取引業者
等の営業所の長に本人確認書類を提示し、
又は署名用電子証明書等を送信して氏名、
生年月日、住所及び個人番号（番号既告知
者にあっては、氏名、生年月日及び住所。
以下ロにおいて同じです。）を告知し、そ
の告知をした事項について確認を受けなけ
ればなりません（措法37の14の 2 ⑬、旧措
令25の13の 8 ⑳において準用する旧措令25
の13��、旧措規18の15の10⑲において準
用する旧措規18の15の 3 �）。
　また、金融商品取引業者等の営業所の長
は、この告知を受けた氏名、生年月日、住
所及び個人番号と交付申請書に記載された
氏名、生年月日、住所及び個人番号が同じ
であるかどうかを確認し、この告知を受け
たものと異なる氏名、生年月日、住所及び
個人番号が記載されている交付申請書につ
いては、これを受理することができないこ
ととされています（措法37の14の 2 ⑭、旧
措令25の13の 8 ⑳において準用する旧措令
25の13�一）。
（注）　金融商品取引業者等の営業所の長は上

記の確認をした場合には、その提示を受

けた本人確認書類の名称又は署名用電子

証明書等の送信を受けた旨を帳簿に記載

することにより明らかにしておかなけれ

ばならないこととされています（旧措令

25の13の 8 ⑳において準用する旧措令25

の13�、旧措規18の15の10⑲において準

用する旧措規18の15の 3 �二）。

ハ　金融商品取引業者等の営業所の長から所
轄税務署長への申請事項の提供
　交付申請書の提出を受けた金融商品取引
業者等の営業所の長は、その提出を受けた
後速やかに、その交付申請書に記載された
事項（番号既告知者にあっては、記載され
た事項及びその者の個人番号。以下⑵にお
いて「申請事項」といいます。）を特定電
子情報処理組織を使用する方法によりその

金融商品取引業者等の営業所の所在地の所
轄税務署長に提供しなければなりません
（措法37の14の 2 ⑮）。
ニ　未成年者非課税適用確認書の交付等
　上記ハの申請事項の提供を受けた所轄税
務署長は、その申請事項に係る交付申請書
の提出をした居住者等（以下ニにおいて
「申請者」といいます。）について、その申
請事項の提供を受けた時よりも前にその所
轄税務署長又は他の税務署長に対して申請
事項の提供が行われていないかどうか（重
複して申請が行われていないかどうか）の
確認を行います。この確認をした所轄税務
署長は、次に掲げる場合の区分に応じそれ
ぞれ次に定める書類又は書面を、その申請
事項に係る交付申請書の提出を受けた金融
商品取引業者等の営業所の長を経由してそ
の申請者に交付しなければならないことと
されています（措法37の14の 2 ⑯、旧措規
18の15の10⑲において準用する旧措規18の
15の 3 �）。
イ　その申請事項の提供を受けた時よりも
前にその所轄税務署長又は他の税務署長
に対して申請事項の提供がない場合��
未成年者非課税適用確認書
ロ　上記イに掲げる場合以外の場合��未
成年者非課税適用確認書の交付を行わな
い旨その他所定の事項を記載した書面

　なお、上記ハの金融商品取引業者等の営業
所の長から申請事項の提供を受けた上記の所
轄税務署長は、その金融商品取引業者等の営
業所の長を経由して上記イ又はロに定める書
類又は書面の交付をする際、その交付をする
その書類又は書面の別その他の所定の事項を、
電子情報処理組織（国税庁の使用に係る電子
計算機とその金融商品取引業者等の営業所の
長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線
で接続した電子情報処理組織をいいます。）
を使用する方法によりその金融商品取引業者
等の営業所の長に提供することとされていま
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す（措法37の14の 2 �、旧措令25の13の 8 ⑳
において準用する旧措令25の13�、旧措規18
の15の10⑲において準用する旧措規18の15の
3 �）。
（注）　上記の「電子情報処理組織を使用する方

法」は、具体的にはe-Taxのメッセージボッ

クスに格納する方法により提供されていま

す。

⑪　未成年者口座の新規開設に関する手続
イ　未成年者口座開設届出書の提出
　金融商品取引業者等の営業所において未
成年者口座を新たに開設しようとする居住
者等（その口座開設年の 1月 1日において
20歳（令和 4年 4月 1日以後は18歳）未満
である者又はその年中に出生した者に限り
ます。）は、所定の事項を記載した未成年
者口座開設届出書に、未成年者非課税適用
確認書を添付して、その口座開設年の前年
10月 1 日からその口座開設年において最初
に上記①及び②の非課税措置等の適用を受
けようとする上場株式等をその口座に受け
入れる日までに、これをその口座を開設し
ようとする金融商品取引業者等の営業所の
長に提出をしなければならないこととされ
ています（旧措法37の14の 2 ⑤一、旧措令
25の13の 8 ②前段、旧措規18の15の10②）。
（注 1）　未成年者口座開設届出書は、その提

出に代えて、これに記載すべき事項を

電磁的方法により提供することもでき

ます。
（注 2）　未成年者非課税口座開設届出書の提

出にあたっては、上記⑩ロの未成年者

非課税適用確認書の交付申請書と同様、

居住者等は、その提出をする際、金融

商品取引業者等の営業所の長に対し、

その者の本人確認書類を提示し、又は

署名用電子証明書等を送信して、氏名、

生年月日、住所及び個人番号を告知し、

その告知をした事項につき確認を受け

なければなりません（措法37の14の 2

⑰において準用する同条⑬）。
（注 3）　金融商品取引業者等の営業所の長は、

上記（注 2）の告知を受けた氏名、生

年月日、住所及び個人番号と未成年者

口座開設届出書に記載された氏名、生

年月日、住所及び個人番号が同じであ

るかどうかを確認し、この告知を受け

たものと異なる氏名、生年月日、住所

及び個人番号が記載されている未成年

者口座開設届出書については、これを

受理することができないこととされて

います（措法37の14の 2 ⑰において準

用する同条⑭、旧措令25の13の 8 ⑳に

おいて準用する旧措令25の13�二）。
（注 4）　未成年者口座開設届出書を受理した

金融商品取引業者等の営業所の長は、

この告知を受けた氏名、生年月日、住

所及び個人番号並びに非課税口座開設

届出書に添付された非課税適用確認書

に記載された氏名、生年月日、住所及

び個人番号と非課税口座開設届出書に

記載された氏名、生年月日、住所及び

個人番号が同じであるかどうかを確認

しなければならないこととされていま

すが、その添付された未成年者非課税

適用確認書の交付を受けた後にその居

住者等の氏名が婚姻などにより変更さ

れているときは、変更前の氏名の記載

のある書類の提示を受けることにより

その変更前の氏名が未成年者非課税適

用確認書に記載された氏名と同じであ

るかどうかを確認しなければならない

こととされています（旧措令25の13の

8 ⑳において準用する旧措令25の13�

二�）。
（注 5）　金融商品取引業者等の営業所の長は

上記（注 3）又は（注 4）の確認をし

た場合には、その提示を受けた本人確

認書類若しくは変更前の氏名の記載の

ある書類の名称又は署名用電子証明書
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等の送信を受けた旨を帳簿に記載する

ことにより明らかにしておかなければ

ならないこととされています（旧措令

25の13の 8 ⑳において準用する旧措令

25の13�、旧措規18の15の10⑲におい

て準用する旧措規18の15の 3 �）。
（注 6）　居住者等が未成年者口座開設届出書

の提出をする場合において、その提出

先の金融商品取引業者等の営業所が備

え付ける上記⑩ロ（注）の帳簿にその

居住者等の氏名、生年月日、住所及び

個人番号が記載されており、かつ、そ

の記載事項に変更が無い場合には、そ

の居住者等は上記（注 2）にかかわら

ず、その者の本人確認書類を提示し、

又はその者の署名用電子証明書等を送

信する必要はありません（旧措令25の

13の 8 ⑳において準用する旧措令25の

13�）。

ロ　未成年者口座の重複開設等の禁止措置
　現に未成年者口座を開設している居住者
等は、その未成年者口座が開設されている
金融商品取引業者等の営業所の長及びその
金融商品取引業者等の営業所の長以外の金
融商品取引業者等の営業所の長に対し、次
の書類の提出をすることはできないことと
されています（旧措法37の14の 2 ⑱）。
イ　未成年者口座開設届出書
ロ　非課税口座内上場株式等に係る非課税
措置（NISA）の非課税適用確認書の交
付申請書（その居住者等がその年 1月 1
日において20歳（令和 4年 4月 1日以後
は18歳）である年の前年12月31日までに
提出するものに限ります。）
（注）　上記ロの非課税適用確認書の交付申

請書が提出できないこととされている

のは、上記⑴⑫イの自動開設制度があ

るため、重複して非課税口座が開設さ

れないようにするためです。

ハ　金融商品取引業者等の営業所の長から所

轄税務署長への未成年者口座開設情報の提
供
　未成年者非課税適用確認書を添付した未
成年者口座開設届出書の提出を受けた金融
商品取引業者等の営業所の長は、その提出
を受けた後速やかに、その未成年者口座開
設届出書の提出をした居住者又は恒久的施
設を有する非居住者の氏名、生年月日及び
個人番号その他の所定の事項を、特定電子
情報処理組織を使用する方法によりその金
融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄
税務署長に提供しなければならないことと
されています（措法37の14の 2 ⑲、旧措規
18の15の10⑮）。

⑫　未成年者口座の廃止及び再開設に関する手
続
イ　未成年者口座廃止届出書の提出
　未成年者口座を開設している居住者等が
その未成年者口座について上記①及び②の
非課税措置等の適用を受けることをやめよ
うとする場合には、その者は、その未成年
者口座を廃止する旨等の所定の事項を記載
した未成年者口座廃止届出書を、その未成
年者口座が開設されている金融商品取引業
者等の営業所の長に提出しなければなりま
せん（旧措法37の14の 2 ⑳、旧措規18の15
の10⑯）。
　なお、未成年者口座管理契約若しくは課
税未成年者口座管理契約又はこれらの履行
につき未成年者口座等廃止事由又は課税未
成年者口座等廃止事由が生じたことにより
未成年者口座が廃止された場合には、これ
らの事由が生じた時に、その未成年者口座
を開設している居住者等が、その未成年者
口座が開設されている金融商品取引業者等
の営業所の長に未成年者口座廃止届出書を
提出したものとみなされます（旧措法37の
14の 2 ⑳）。
ロ　未成年者口座廃止届出書の提出の効果
　未成年者口座廃止届出書の提出があった
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場合には、その提出があった時にその未成
年者口座廃止届出書に係る未成年者口座が
廃止され、その未成年者口座に受け入れて
いた上場株式等についてその提出の時後に
支払を受けるべき上場株式等の配当等及び
その提出の時後に行う上場株式等の譲渡に
よる所得については、上記①及び②の非課
税措置等は適用されません（措法37の14の
2 �）。
（注）　居住者等の基準年の前年以前に未成年

者口座が廃止された場合には、上記⑧に

よる遡及課税及び上記⑨による源泉徴収

の適用があることとされていました。

ハ　未成年者口座廃止届出書の記載事項の税
務署長への通知
　未成年者口座廃止届出書の提出を受けた
金融商品取引業者等の営業所の長は、その
提出を受けた後速やかに、その未成年者口
座廃止届出書の提出者の氏名等所定の事項
（以下⑵において「廃止届出事項」といい
ます。）を、特定電子情報処理組織を使用
する方法によりその金融商品取引業者等の
営業所の所在地の所轄税務署長に提供しな
ければなりません（旧措法37の14の 2 �、
旧措規18の15の10⑰）。
ニ　未成年者口座廃止通知書の交付
　この廃止届出事項の提供をした金融商品
取引業者等の営業所の長は、未成年者口座
廃止届出書を提出した居住者等に対し、そ
の未成年者口座廃止届出書の提出をした者
の氏名及び個人番号、未成年者口座廃止届
出書の提出を受けた旨、未成年者口座を廃
止した年月日その他の所定の事項を記載し
た未成年者口座廃止通知書を交付しなけれ
ばなりません。
　ただし、未成年者口座はその年 1月 1日
において20歳（令和 4年 4月 1日以後は18
歳）未満である者のみが開設できることと
されていることとの関係から、未成年者口
座廃止通知書の交付の相手方となる居住者

等は、その年 1月 1日において19歳（令和
4年 4月 1日以後は17歳）である年の 9月
30日までに未成年者口座廃止届出書を提出
した者に限ります。また、その未成年者口
座廃止届出書の提出の日の属する年の 1月
1日において19歳（令和 4年 4月 1日以後
は17歳）である居住者等が開設している未
成年者口座でその未成年者口座に係る同日
の属する年分の非課税管理勘定に上場株式
等の受入れをしていたものに対しては、未
成年者口座廃止通知書を交付する必要はあ
りません（旧措法37の14の 2 �、旧措規18
の15の 8 ⑰）。
ホ　他の金融商品取引業者等の営業所への未
成年者口座廃止通知書を添付した未成年者
口座開設届出書の提出
　この未成年者口座廃止通知書を添付して
未成年者口座開設届出書を提出する場合に
は、その口座を開設しようとする年の前年
10月 1 日からその口座開設年において最初
に本特例の適用を受けようとする上場株式
等をその口座に受け入れる日又はその口座
開設年の 9月30日のいずれか早い日までに
提出しなければなりません（旧措法37の14
の 2 ⑤一、旧措令25の13の 8 ②）。
　この場合に、その未成年者口座廃止通知
書の交付の基因となった未成年者口座にお
いてその未成年者口座を廃止した日の属す
る年分の非課税管理勘定に既に上場株式等
を受け入れているときは、その廃止した日
から同日の属する年の 9月30日までの間は、
金融商品取引業者等の営業所の長は、その
未成年者口座廃止通知書が添付された未成
年者口座開設届出書を受理することができ
ないこととされています（旧措令25の13の
8 ②後段）。したがって、その年分に上場
株式等を受け入れた未成年者口座の廃止に
より交付を受けた未成年者口座廃止通知書
を添付した未成年者口座開設届出書を提出
する場合には、その未成年者口座を廃止し
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た年の翌年分から未成年者口座を開設する
ことができることとなります。
ヘ　提出事項の所轄税務署長への提供
　未成年者口座廃止通知書を添付した未成
年者口座開設届出書の提出を受けた金融商
品取引業者等の営業所の長は、その提出を
受けた後速やかに、その提出をした者の氏
名及び個人番号、その未成年者口座廃止通
知書の提出を受けた旨、その未成年者口座
廃止通知書に記載された未成年者口座が廃
止された年月日（トにおいて「廃止年月
日」といいます。）その他の所定の事項
（以下⑵において「提出事項」といいま
す。）を特定電子情報処理組織を使用する
方法によりその金融商品取引業者等の営業
所の所在地の所轄税務署長に提供しなけれ
ばなりません。この場合において、その金
融商品取引業者等の営業所の長は、その未
成年者口座廃止通知書につき帳簿を備え、
その未成年者口座廃止通知書を提出した者
の各人別に、提出事項を記載し、又は記録
しなければなりません（措法37の14の 2 �、
旧措規18の15の10⑱）。
ト　所轄税務署長から金融商品取引業者等の
営業所の長への通知
　この提出事項の提供を受けた所轄税務署
長は、未成年者口座廃止通知書の提出者に
係る上記ハの手続に係る廃止届出事項（そ
の提出事項に係る廃止年月日と同一のもの
に限ります。）の提供の有無を確認するこ
ととされています。この確認をした所轄税
務署長は、次に掲げる場合の区分に応じそ
れぞれ次に定める事項を、その提出事項の
提供をした金融商品取引業者等の営業所の
長に、特定電子情報処理組織を使用する方
法により提供することとされています（措
法37の14の 2 �、旧措規18の15の10⑲にお
いて準用する旧措規18の15の 3 �）。
イ　その提出者に係る廃止届出事項の提供
がある場合（下記ロに掲げる場合に該当

する場合を除きます。）��その金融商
品取引業者等の営業所におけるその提出
者の未成年者口座の開設ができる旨その
他の事項
ロ　その提出者に係る廃止届出事項の提供
がない場合又はその提出事項の提供を受
けた時前に既に所轄税務署長若しくは他
の税務署長に対して同一の提出者に係る
提出事項（廃止年月日が同一のものに限
ります。）の提供がある場合��その金
融商品取引業者等の営業所におけるその
提出者の未成年者口座の開設ができない
旨及びその理由その他の事項

⑬　未成年者口座に関するその他の手続等
　上記のほか、本年度の改正で見直しのあっ
た主な手続は以下のとおりです。
イ　未成年者出国届出書の提出
　未成年者口座を開設している居住者等の
基準年の 1月 1日以後にその者が、出国に
より居住者等に該当しないこととなる場合
には、その者は、その出国をする日の前日
までに、その旨その他所定の事項を記載し
た未成年者出国届出書を、その未成年者口
座が開設されている金融商品取引業者等の
営業所の長に提出しなければなりません
（旧措令25の13の 8 �）。
ロ　未成年者口座移管依頼書の提出
　未成年者口座を開設している居住者等が、
その未成年者口座が開設されている金融商
品取引業者の営業所からその金融商品取引
業者等の他の営業所にその未成年者口座の
事務の全部を移管しようとする場合には、
その居住者等は、移管を依頼する旨その他
所定の事項を記載した未成年者口座移管依
頼書を、移管前の営業所を経由して移管先
の営業所の長に提出しなければなりません
（旧措令25の13の 8 ⑳において準用する旧
措令25の13の 2 ④）。
ハ　未成年者口座開設者死亡届出書の提出
　未成年者口座を開設している居住者等が
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死亡したときは、その者の相続人（相続人
がないときは、受遺者）は、その居住者等
が死亡したことを知った日以後遅滞なく、
その旨その他所定の事項を記載した未成年
者口座開設者死亡届出書を、その未成年者
口座が開設されている金融商品取引業者等
の営業所の長に提出しなければなりません
（旧措令25の13の 8 ⑳において準用する旧
措令25の13の 5 ）。

2 　改正の内容

　NISA制度については、平成29年度与党税制改
正大綱において「制度の簡素化や税制によって政
策的に支援すべき対象の明確化の観点から、複数
の制度が並立するNISAの仕組みについて、少額
からの積立・分散投資に適した制度への一本化を
検討する」と、平成31年度与党税制改正大綱にお
いて「その政策目的や制度の利用状況を踏まえ、
望ましいあり方を検討する」とされており、制度

の在り方についての検討が進められてきました。
　このような中、令和 2年度税制改正において、
成長資金の供給を促しつつ、家計の安定的な資産
形成を促進する観点から、NISA制度について、
少額からの積立・分散投資をさらに促進する方向
で制度の見直しを行いつつ、制度期限を延長する
こととされました。
　改正の全体像としては、①いわゆるつみたて
NISAについては口座開設可能期間を 5 年延長す
ることとし、②いわゆる一般 NISA については、
2024年（令和 6年）以降、 2階建ての新たな制度
に組み替え、原則として、 1階部分で非課税の積
立投資を行っている場合に別枠（ 2階部分）での
非課税投資を行える仕組みにした上で新たに 5年
間の勘定設定可能期間を設けることとし、③いわ
ゆるジュニアNISAについては、口座開設可能期
間を延長せず、新規の口座開設を2023年（令和 5
年）までとすることとされています。

（備考）「ジュニアNISA」は延長せずに、法の規定どおり 2023 年末で終了。
（注）高レバレッジ投資信託など、一定の商品・取引について投資対象から除外。

新 NISA つみたて NISA

年間の
投資上限額

2 階 102 万円
1 階  20 万円

原則として、1 階での投資を行った者が
2 階での投資を行うことができる

40 万円

非課税期間
2 階 5 年間
1 階 5 年間

（ 1 階部分は終了後に「つみたて NISA」に移行可能）
20 年間

口座開設可能期間 令和 6 年（2024 年）～令和 10 年（2028 年）
（ 5 年間）

平成 30 年（2018 年）～令和 24 年（2042 年）
（2023 年まで 20 年間の積立確保）

投資対象商品
2 階　上場株式・公募株式投資信託等

1 階　つみたて NISA と同様
（注）

例外として、何らかの投資経験がある者が 2 階で上場株式
のみに投資を行う場合には１階での投資を必要としない

積立・分散投資に適した一定の公募等株式投資信託
（商品性について内閣総理大臣が告示で定める要件を満たしたものに限る）

投資方法 2 階　制限なし
1 階　つみたて NISA と同様 契約に基づき、定期かつ継続的な方法で投資

制度イメージ

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 17 年目 18 年目 19 年目 20 年目

40 … … …

40 … … …

40 … … …

40 … … …

40 … … …

40 … …

…

…

20
年
間

いずれかを選択

（単位：万円）（単位：万円）

※一般 NISA からのロールオーバー可

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

102
20

102
20

102
20

102
20

102
20

※つみたて NISA へのロールオーバー可

5
年
間

（注）

（注）同時に開設可能な最大年数

NISA制度の見直しについて
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⑴　一般NISA及びつみたてNISAの改正
①　つみたてNISAの延長
　非課税累積投資契約に係る非課税措置（つ
みたて NISA）の口座開設可能期間（改正
前：平成30年 1 月 1 日から令和19年12月31日
まで）及び勘定設定期間（改正前：平成30年
1 月 1 日から令和19年12月31日まで）が令和
24年12月31日まで 5年延長されました（措法
37の14⑤一ロ、五イ）。
②　一般NISAの改組
　一般NISA投資期限終了後の2024年（令和
6年）からの措置として特定非課税累積投資
契約に係る非課税措置を次のように創設し、
つみたてNISAと選択して適用できることと
されました。前述のイメージ図においてはこ
の改組後のNISA制度を「新NISA」と表示
しています。
イ　配当所得の非課税措置
　金融商品取引業者等の営業所に非課税口
座を開設している居住者等が支払を受ける
べき非課税口座内上場株式等の配当等で次
に掲げるもの（その金融商品取引業者等が
国内における支払の取扱者で一定のもので
ある配当等に限ります。）については、所
得税を課さないこととされました（措法 9
の 8三、四）。
イ　その非課税口座に設けられた特定累積
投資勘定に係る一定の配当等で、その特
定累積投資勘定を設けた日から同日の属
する年の 1月 1日以後 5年を経過する日
までの間に支払を受けるべきもの
ロ　その非課税口座に設けられた特定非課
税管理勘定に係る一定の配当等で、その
特定非課税管理勘定を設けた日から同日
の属する年の 1月 1日以後 5年を経過す
る日までの間に支払を受けるべきもの

（注）　上記 1 ⑴①（注）の「非課税口座内上

場株式等」には、「特定非課税累積投資契

約に基づきその非課税口座に係る振替口

座簿に記載若しくは記録がされ、又はそ

の非課税口座に保管の委託がされている

特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘

定に係る一定の上場株式等」が追加され

ています（措法37の14①）。以下同じです。

ロ　譲渡所得等の非課税措置
　金融商品取引業者等の営業所に非課税口
座を開設している居住者等が、非課税口座
内上場株式等の次に掲げる譲渡をした場合
には、その譲渡による譲渡所得等について
は、所得税を課さないこととされました
（措法37の14①三、四）。
イ　その非課税口座に特定累積投資勘定を
設けた日から同日の属する年の 1月 1日
以後 5年を経過する日までの間に行う特
定非課税累積投資契約に基づく譲渡
ロ　その非課税口座に特定非課税管理勘定
を設けた日から同日の属する年の 1月 1
日以後 5年を経過する日までの間に行う
特定非課税累積投資契約に基づく譲渡
　また、上記の特定非課税累積投資契約に
基づく非課税口座内上場株式等の譲渡によ
る収入金額がその非課税口座内上場株式等
の取得費及びその譲渡に要した費用の額の
合計額又はその譲渡に係る必要経費に満た
ない場合におけるその不足額（損失額）は、
所得税に関する法令の規定の適用について
は、ないものとみなすこととされています
（措法37の14②）。
ハ　特定非課税累積投資契約の意義
　「特定非課税累積投資契約」とは、上記
イ及びロの非課税措置等の適用を受けるた
めに居住者等が金融商品取引業者等と締結
した累積投資契約により取得した上場株式
等の振替記載等に係る契約で、その契約書
において、次に掲げる事項が定められてい
るものをいいます（措法37の14⑤六、措令
25の13�～�、措規18の15の 3 ⑨～⑭）。
イ　上場株式等の振替口座簿への記載等は、
特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘
定において行うこと。
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ロ　当該特定累積投資勘定には、累積投資
上場株式等であって一定のもの（以下
「特定累積投資上場株式等」といいま
す。）のうち、次に掲げる特定累積投資
上場株式等のみを受け入れること。
ⅰ　その口座に特定累積投資勘定が設け
られた日から同日の属する年の12月31
日までの期間（以下ⅰにおいて「受入
期間」といいます。）内にその金融商
品取引業者等への買付けの委託（買付
けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含
みます。ハⅰ aにおいて同じです。）
により取得をした特定累積投資上場株
式等、その金融商品取引業者等から取
得をした特定累積投資上場株式等又は
その金融商品取引業者等が行う上場株
式等の募集（公募に限ります。ハⅰ a
において同じです。）により取得をし
た特定累積投資上場株式等のうち、そ
の取得後直ちにその口座に受け入れら
れるものでその受入期間内の取得対価
の額（購入対価の額、払込金額又は移
管に係る口座からの払出し時の金額
（時価）をいいます。ハⅰにおいて同
じです。）の合計額が20万円（下記ハ
ⅱに掲げる移管がされる上場株式等の
その移管に係る口座からの払出し時の
金額が102万円を超える場合には、そ
の超える部分の金額を控除した金額）
を超えないもの
ⅱ　上記ⅰのほか、非課税口座内上場株
式等について行われた受益権の分割又
は併合により取得する上場株式等や、
非課税口座内上場株式等に係る投資信
託の併合により取得する新たな投資信
託の受益権など、一定の事由により取
得する特定累積投資上場株式等

（注）　上記の「累積投資上場株式等であっ

て一定のもの」とは、累積投資上場株

式等のうち、継続適用届出書の提出を

して出国をした者（以下「継続適用届

出書提出者」といいます。）が出国をし

た日からその者に係る帰国届出書を提

出するまでの間（以下「継続適用期

間」といいます。）に取得した上記ⅰの

上場株式等以外のものをいいます。

ハ　当該特定非課税管理勘定には、次に掲
げる上場株式等のみを受け入れること。
ⅰ　次に掲げる上場株式等で、その口座
に特定非課税管理勘定が設けられた日
から同日の属する年の12月31日までの
間に受け入れた上場株式等（その年分
の特定累積投資勘定に特定累積投資上
場株式等を受け入れる時前に取得をし
たもの等を除きます。）の取得対価の
額の合計額が102万円（下記ⅱに掲げ
る移管がされる上場株式等がある場合
には、その移管の時におけるその上場
株式等の価額（時価）を控除した金
額）を超えないもの
ａ　その期間内にその金融商品取引業
者等への買付けの委託により取得を
した上場株式等、その金融商品取引
業者等から取得をした上場株式等又
はその金融商品取引業者等が行う上
場株式等の募集により取得をした上
場株式等で、その取得後直ちにその
口座に受け入れられるもの
ｂ　その特定非課税管理勘定を設けた
口座に係る他の年分の非課税管理勘
定、特定非課税管理勘定又はその金
融商品取引業者等の営業所に開設さ
れた未成年者口座に設けられた未成
年者非課税管理勘定若しくは継続管
理勘定から移管がされる上場株式等
（下記ⅱに掲げるものを除きます。）
（注）　上記ｂの移管がされる上場株式

等は、次に掲げる上場株式等とさ

れています。

ⓐ�　非課税管理勘定を設けた口座
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を開設している居住者等が、そ

の口座が開設されている金融商

品取引業者等の営業所の長に対

し、非課税口座内上場株式等移

管依頼書の提出をして移管がさ

れる上場株式等

ⓑ�　特定非課税管理勘定を設けた

口座を開設している居住者等が、

その口座が開設されている金融

商品取引業者等の営業所の長に

対し、非課税口座内上場株式等

移管依頼書の提出をして移管が

される上場株式等

ⓒ�　未成年者非課税管理勘定を設

けた未成年者口座を開設してい

る居住者等が、その未成年者口

座が開設されている金融商品取

引業者等の営業所の長に対し、

未成年者口座非課税口座間移管

依頼書の提出をして移管がされ

る上場株式等

ⓓ�　継続管理勘定を設けた未成年

者口座を開設している居住者等

が、その未成年者口座が開設さ

れている金融商品取引業者等の

営業所の長に対し、未成年者口

座非課税口座間移管依頼書の提

出をして移管がされる上場株式

等

ⅱ　他年分非課税管理勘定（その特定非
課税管理勘定を設けた口座に係る他の
年分の非課税管理勘定又はその金融商
品取引業者等の営業所に開設された未
成年者口座に設けられた未成年者非課
税管理勘定若しくは継続管理勘定をい
います。以下ⅱにおいて同じです。）
から、他年分非課税管理勘定が設けら
れた日の属する年の 1月 1日から 5年
を経過した日（その他年分非課税管理
勘定が継続管理勘定である場合には、

その継続管理勘定に係る未成年者口座
を開設した者がその年 1月 1日におい
て18歳である年の前年12月31日の翌
日）に移管がされる上場株式等
（注）　上記ⅱの移管がされる上場株式等

は、次に掲げる上場株式等とされて

います。

ａ�　非課税管理勘定を設けた口座を

開設している居住者等が、その口

座が開設されている金融商品取引

業者等の営業所の長に対し、非課

税口座内上場株式等移管依頼書の

提出をして他年分非課税管理勘定

が設けられた日の属する年の 1 月

1 日から 5 年を経過した日に設け

られる特定非課税管理勘定に移管

がされる上場株式等

ｂ�　未成年者非課税管理勘定を設け

た未成年者口座を開設している居

住者等が、その未成年者口座が開

設されている金融商品取引業者等

の営業所の長に対し、未成年者口

座非課税口座間移管依頼書の提出

をして他年分非課税管理勘定が設

けられた日の属する年の 1 月 1 日

から 5 年を経過した日に設けられ

る特定非課税管理勘定に移管がさ

れる上場株式等

ｃ�　継続管理勘定を設けた未成年者

口座を開設している居住者等が、

その未成年者口座が開設されてい

る金融商品取引業者等の営業所の

長に対し、未成年者口座非課税口

座間移管依頼書の提出をしてその

継続管理勘定に係る未成年者口座

を開設した者がその年 1 月 1 日に

おいて18歳である年の前年12月31

日の翌日に設けられる特定非課税

管理勘定に移管がされる上場株式

等
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ⅲ　上記ⅰ及びⅱのほか、非課税口座内
上場株式等について行われた株式又は
受益権の分割又は併合により取得する
上場株式等や、非課税口座内上場株式
等を発行した法人の合併により取得す
る合併法人又は合併親法人の株式など、
一定の事由により取得する上場株式等

ニ　特定累積投資勘定が設けられた日の属
する年の 1月 1日から 5年を経過した日
においてその特定累積投資勘定に係る特
定累積投資上場株式等は、下記ホの移管
がされるものを除き、その特定累積投資
勘定が設けられた口座から次のとおり他
の保管口座に移管されること。
ⅰ　その特定累積投資勘定が設けられた
非課税口座が開設されている金融商品
取引業者等の営業所にその居住者等が
特定口座を開設している場合には、そ
の特定累積投資勘定に係る非課税口座
内上場株式等は、その非課税口座から
その特定口座に移管される。
（注）　上記ⅰの特定口座に移管がされる

非課税口座内上場株式等と同一銘柄

のその特定累積投資勘定に係る非課

税口座内上場株式等は、その全てを

その非課税口座からその特定口座に

移管しなければならないものとされ

ています。

ⅱ　その居住者等が、上記ⅰの金融商品
取引業者等の営業所の長に対し、所定
の事項を記載した特定口座以外の他の
保管口座への非課税口座内上場株式等
移管依頼書の提出をした場合には、上
記ⅰにかかわらず、その特定口座以外
の他の保管口座への非課税口座内上場
株式等移管依頼書（電磁的方法により
提供したその特定口座以外の他の保管
口座への非課税口座内上場株式等移管
依頼書に記載すべき事項を記録した電
磁的記録を含みます。以下ⅱにおいて

同じです。）に記載又は記録がされた
特定累積投資勘定に係る非課税口座内
上場株式等は、その非課税口座からそ
の特定口座以外の他の保管口座への非
課税口座内上場株式等移管依頼書に記
載又は記録がされた特定口座以外の他
の保管口座に移管される。
（注）　その非課税口座を開設している金

融商品取引業者等の営業所と異なる

金融商品取引業者等の営業所に開設

する特定口座以外の他の保管口座に

移管することもできます。

ⅲ　その金融商品取引業者等の営業所に
その居住者等が特定口座を開設してい
ない場合には、上記ⅱの特定口座以外
の他の保管口座への非課税口座内上場
株式等移管依頼書に記載又は記録がさ
れていないその特定累積投資勘定に係
る非課税口座内上場株式等は、その非
課税口座からその金融商品取引業者等
の営業所に開設されている特定口座以
外の他の保管口座に移管される。

ホ　特定非課税管理勘定が設けられた日の
属する年の 1月 1日から 5年を経過した
日においてその特定非課税管理勘定に係
る上場株式等は、その特定非課税管理勘
定が設けられた口座から次のとおり他の
保管口座に移管されること。
ⅰ　その特定非課税管理勘定が設けられ
た非課税口座が開設されている金融商
品取引業者等の営業所にその居住者等
が特定口座を開設している場合には、
その特定非課税管理勘定に係る非課税
口座内上場株式等は、その非課税口座
からその特定口座に移管される。
（注）　上記ⅰの特定口座に移管がされる

非課税口座内上場株式等と同一銘柄

のその特定非課税管理勘定に係る非

課税口座内上場株式等は、その全て

をその非課税口座からその特定口座
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に移管しなければならないものとさ

れています。

ⅱ　その居住者等が、上記ⅰの金融商品
取引業者等の営業所の長に対し、所定
の事項を記載した特定口座以外の他の
保管口座への非課税口座内上場株式等
移管依頼書の提出をした場合には、上
記ⅰにかかわらず、その特定口座以外
の他の保管口座への非課税口座内上場
株式等移管依頼書（電磁的方法により
提供したその特定口座以外の他の保管
口座への非課税口座内上場株式等移管
依頼書に記載すべき事項を記録した電
磁的記録を含みます。以下ⅱにおいて
同じです。）に記載又は記録がされた
特定非課税管理勘定に係る非課税口座
内上場株式等は、その非課税口座から
その特定口座以外の他の保管口座への
非課税口座内上場株式等移管依頼書に
記載又は記録がされた特定口座以外の
他の保管口座に移管される。
（注）　その非課税口座を開設している金

融商品取引業者等の営業所と異なる

金融商品取引業者等の営業所に開設

する特定口座以外の他の保管口座に

移管することもできます。

ⅲ　その金融商品取引業者等の営業所に
その居住者等が特定口座を開設してい
ない場合には、上記ⅱの特定口座以外
の他の保管口座への非課税口座内上場
株式等移管依頼書に記載又は記録がさ
れていないその特定非課税管理勘定に
係る非課税口座内上場株式等は、その
非課税口座からその金融商品取引業者
等の営業所に開設されている特定口座
以外の他の保管口座に移管される。

ヘ　その他一定の事項
（注 1）　上記の「特定累積投資勘定」とは、

特定非課税累積投資契約に基づき振替

記載等がされる特定累積投資上場株式

等につきその振替記載等に関する記録

を他の取引に関する記録と区分して行

うための勘定で次に掲げる要件を満た

すものをいいます（措法37の14⑤七）。

前述のイメージ図において「 1 階」と

表示しているものとなります。以下同

じです。

ⅰ�　その特定累積投資勘定は、令和 6

年 1 月 1 日から令和10年12月31日ま

での期間内の各年（累積投資勘定が

設けられる年を除きます。ⅱにおい

て「勘定設定期間内の各年」といい

ます。）においてのみ設けられること。

ⅱ�　当該特定累積投資勘定は、非課税

口座開設届出書が年の中途において

提出された場合等を除き、その勘定

設定期間内の各年の 1 月 1 日におい

て設けられること。
（注 2）　上記の「特定非課税管理勘定」とは、

特定非課税累積投資契約に基づき振替

記載等がされる上場株式等につきその

振替記載等に関する記録を他の取引に

関する記録と区分して行うための勘定

で、特定累積投資勘定と同時に設けら

れるものをいいます（措法37の14⑤八）。

前述のイメージ図において「 2 階」と

表示しているものとなります。以下同

じです。

ニ　特定非課税管理勘定に受入可能な上場株
式等の範囲
　より多くの国民に少額からの長期・積
立・分散投資を経験してもらうことで、家
計の安定的な資産形成を促進するため、新
NISAにおいて 2 階部分に投資を行う際は、
原則、 1階部分（つみたて部分）に投資を
行うことが前提とされました。
　また、中身がデリバティブでレバレッジ
を効かせているような投資信託等及び金融
商品取引所において監理銘柄・整理銘柄と
して指定されている上場株式等については、
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安定的な資産形成、成長資金の供給促進の
観点から対象商品とする必要性を勘案して、
2階の対象商品から除外することとされま
した。
　このため、特定非課税管理勘定に受け入
れることができる上記ハハの上場株式等か
ら次に掲げるものが除外されています（措
法37の14⑤六、措令25の13�、措規18の15
の 3 ⑨、平29. 3 内閣府告540第 7 条）。
イ　継続適用届出書提出者が継続適用期間
中に取得をした上場株式等であって上記
ハハⅰに掲げるもの
ロ　継続適用届出書提出者が継続適用期間
中に上記ハハⅱ又はニの移管により受入
れをしようとした上記ハハⅱ又はニに掲
げる上場株式等
ハ　租税特別措置法第29条の 2第 1項本文
（特定の取締役等が受ける新株予約権の
行使による株式の取得に係る経済的利益
の非課税等）の規定の適用を受けて取得
をした特定新株予約権に係る上場株式等
ニ　次に掲げる特定非課税累積投資契約を
締結している居住者等の区分に応じそれ
ぞれ次に定める上場株式等
ⅰ　下記ⅱに掲げる者以外の者��上記
ハハⅰに掲げる上場株式等で次のいず
れかに該当するもの
ａ　特定非課税管理勘定に上場株式等
を受け入れようとする日以前 6月以
内にその者のその年分の特定累積投
資勘定において特定累積投資上場株
式等を受け入れていない場合に取得
をしたもの
ｂ　その上場株式等が上場されている
金融商品取引法第 2条第16項に規定
する金融商品取引所の定める規則に
基づき、その金融商品取引所への上
場を廃止することが決定された銘柄
又は上場を廃止するおそれがある銘
柄として指定されているものその他

の内閣総理大臣が財務大臣と協議し
て定めるもの
（注）　内閣府告示で定めることにより、

多岐にわたる金融商品について安

定的な資産形成、成長資金の供給

促進の観点から対象商品とする必

要性を柔軟に勘案して指定するこ

とができるようにしています。

ｃ　公社債投資信託以外の証券投資信
託の受益権、投資信託及び投資法人
に関する法律第 2条第14項に規定す
る投資口（以下 c 及びⅱにおいて
「投資口」といいます。）又は特定受
益証券発行信託の受益権で、同法第
4条第 1項に規定する委託者指図型
投資信託約款（その証券投資信託が
外国投資信託である場合には、当該
委託者指図型投資信託約款に類する
書類）、同法第67条第 1 項に規定す
る規約（その投資口が同法第 2条第
25項に規定する外国投資法人の社員
の地位である場合には、当該規約に
類する書類）又は信託法第 3条第 1
号に規定する信託契約において法人
税法第61条の 5第 1項に規定するデ
リバティブ取引に係る権利に対する
投資（安定した収益の確保及び効率
的な運用を行うためのものとして内
閣総理大臣が財務大臣と協議して定
める目的によるものを除きます。）
として運用を行うこととされている
ことその他の内閣総理大臣が財務大
臣と協議して定める事項が定められ
ているもの
（注）　上記の「内閣総理大臣が財務大

臣と協議して定める目的」は次に

掲げる目的とされています（平

29. 3 内閣府告540第 6 条）。

ⓐ�　上場等株式投資信託が投資の

対象とする資産を保有した場合
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と同様の損益を実現する目的

ⓑ�　上場等株式投資信託の資産又

は負債に係る価格変動及び金利

変動により生じるリスク（為替

相場の変動、市場金利の変動、

経済事情の変化その他の要因に

よる利益又は損失の増加又は減

少の生じるおそれをいいます。

ⓒにおいて同じです。）を減じ

る目的

ⓒ�　法人税法施行規則第27条の 7

第 1 項第 6 号に規定する先物外

国為替取引により、上場等株式

投資信託の資産又は負債につい

て為替相場の変動により生じる

リスクを減じる目的

ⅱ　特定個人（次に掲げるいずれかの要
件を満たす個人をいいます。以下ⅱに
おいて同じです。）のうち、その特定
個人の非課税口座（その特定個人がそ
の非課税口座に設けられた特定非課税
管理勘定に上場株式等の受入れをしよ
うとする場合におけるその非課税口座
に限ります。）が開設されている金融
商品取引業者等の営業所の長に対し、
所定の事項を記載した書類（以下「特
定累積投資上場株式等受入選択不適用
届出書」といいます。）の提出（その
特定累積投資上場株式等受入選択不適
用届出書の提出に代えて行う電磁的方
法によるその特定累積投資上場株式等
受入選択不適用届出書に記載すべき事
項の提供で、その者の住所等確認書類
の提示又はその者の特定署名用電子証
明書等の送信と併せて行われるものを
含みます。以下ⅱにおいて同じです。）
をした者（その特定累積投資上場株式
等受入選択不適用届出書の提出後、そ
の金融商品取引業者等の営業所の長に
対し、その特定累積投資勘定に特定累

積投資上場株式等の受入れをしたい旨
の申出をした者を除きます。）��上
記ハハⅰに掲げる上場株式等のうち、
株式（投資口及び上記ⅰ b に掲げる
上場株式等に該当するものを除きま
す。）以外のもの
ａ　令和 6年 1月 1日前に金融商品取
引業者等の営業所に非課税口座を開
設していたこと。
ｂ　特定非課税管理勘定に上記ハハⅰ
に掲げる上場株式等の受入れをしよ
うとする時前に金融商品取引業者等
の営業所に開設し、又は開設してい
た上場株式等の振替口座簿への記載
若しくは記録又は保管の委託に係る
口座に上場株式等の受入れをし、又
は受入れをしていたこと。

（注 1）　上記の「所定の事項」は次に掲

げる事項とされています（措規18

の15の 3 ⑨）。

ⓐ�　特定累積投資上場株式等受入

選択不適用届出書の提出をする

者の氏名、生年月日及び住所

ⓑ�　特定累積投資上場株式等受入

選択不適用届出書の提出先の金

融商品取引業者等の営業所の名

称及び所在地

ⓒ�　その非課税口座に設けられた

特定非課税管理勘定に上記ハハ

ⅰに掲げる上場株式等の受入れ

をしようとする旨

ⓓ�　その非課税口座に設けられた

特定累積投資勘定に特定累積投

資上場株式等を受け入れない旨

ⓔ�　提出者が上記 a又は bに掲げ

る要件のいずれに該当するかの

別

ⓕ　その他参考となるべき事項
（注 2）　特定累積投資上場株式等受入選

択不適用届出書の提出を受けた金
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融商品取引業者等の営業所の長は、

その特定累積投資上場株式等受入

選択不適用届出書を、非課税口座

が廃止された日の属する年の翌年

から 5 年間保存しなければなりま

せん（措規18の15の 8 ①）。その

特定累積投資上場株式等受入選択

不適用届出書に記載すべき事項が

電磁的方法により提供された場合

におけるその記載すべき事項を記

録した電磁的記録も同様です（措

規18の15の 8 ④）。

ホ　上記ハハⅱ又はニの移管により受入れ
をしようとする上記ハハⅱ又はニに掲げ
る上場株式等のうち、上記ニⅰ b及び c
に掲げる上場株式等に該当するもの

ホ　つみたてNISAへのロールオーバー
　特定累積投資勘定に受け入れた累積投資
上場株式等については、その特定累積投資
勘定が設けられた日の属する年の 1月 1日
以後 5年を経過した日に、その特定累積投
資勘定が設けられている非課税口座に係る
同日の属する年分の累積投資勘定にその累
積投資上場株式等の取得対価の額（簿価）
により移管することができることとされま
した（措法37の14⑤四イロ、措令25の13�
�、措規18の15の 3 ⑧）。簿価により移管
できることから、特定累積投資勘定に受入
れ可能な上場株式等の取得対価の額の限度
額（20万円）の移管があった年においても、
つみたてNISAで同額の累積投資ができる
こととなります。
（注）　上記の移管がされる上場株式等は、特

定累積投資勘定を設けた口座を開設して

いる居住者等が、その口座が開設されて

いる金融商品取引業者等の営業所の長に

対し、非課税口座内上場株式等移管依頼

書の提出をして移管がされる上場株式等

とされています。なお、この移管に係る

累積投資上場株式等の取得対価の額には、

その累積投資上場株式等に係る委託手数

料等の額を算入しないこととされていま

す。

ヘ　令和 5年末に一般NISAを実施していた
場合の特定累積投資勘定の自動設定
　居住者等が令和 5年12月31日において金
融商品取引業者等の営業所に開設している
非課税口座に令和 5年分の非課税管理勘定
を設定している場合には、その居住者等
（次に掲げる者を除きます。）は令和 6年 1
月 1日にその金融商品取引業者等の営業所
の長に同年分以後の特定累積投資勘定を設
けようとする旨の記載がある非課税口座異
動届出書の提出をしたものと、その居住者
等は同日にその金融商品取引業者等と特定
非課税累積投資契約を締結したものとそれ
ぞれみなして、上記イ及びロの措置等を適
用することとされました（改正法附則68①、
改正措令附則18）。
イ　居住者等で令和 5年12月31日に非課税
管理勘定が設けられている非課税口座が
開設されている金融商品取引業者等の営
業所の長に非課税口座廃止届出書の提出
をした者
ロ　居住者等で令和 5年10月 1 日から同年
12月31日までの間に非課税管理勘定が設
けられている非課税口座が開設されてい
る金融商品取引業者等の営業所の長に、
金融商品取引業者等変更届出書の提出を
した者
ハ　居住者等で令和 5年12月31日以前に非
課税管理勘定が設けられている非課税口
座が開設されている金融商品取引業者等
の営業所の長に、その非課税口座に令和
6年分以後の累積投資勘定を設けようと
する旨の記載がある勘定の変更等に係る
非課税口座異動届出書の提出をした者

ト　未成年者口座の開設者が18歳に到達した
場合の非課税口座の自動開設
　居住者等が令和 6年から令和10年までの
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各年（その年 1月 1日において居住者等が
18歳である年に限ります。）の 1 月 1 日に
おいて金融商品取引業者等の営業所に未成
年者口座を開設している場合には、その居
住者等は同日においてその金融商品取引業
者等の営業所の長に非課税口座開設届出書
の提出をしたものと、その居住者等は同日
にその金融商品取引業者等と特定非課税累
積投資契約を締結したものと、その金融商
品取引業者等の営業所の長は同日に所轄税
務署長に届出事項を提供したものとそれぞ
れみなしてこの新NISAの非課税措置を適
用することとされました（措法37の14�）。

③　非課税口座の新規開設手続の一本化
　金融商品取引業者等の営業所に新たに非課
税口座を開設しようとする場合の手続につい
て、非課税適用確認書の交付申請書の提出等
の手続を廃止し、非課税口座開設届出書の提
出の際に非課税適用確認書の添付を要しない
簡易開設手続に一本化されました。
　非課税口座簡易開設届出書による簡易開設
手続が平成30年度の税制改正で創設されたも
のの、多くの金融商品取引業者等においては、
居住者等から金融商品取引業者等への非課税
適用確認書の交付申請書と非課税口座開設届
出書の提出を同時に行わせ、非課税適用確認
書を居住者等に交付することなく、金融商品
取引業者等の営業所にとどめたまま非課税口
座を開設するという手続が定着していました。
　この改正はこのような実態を踏まえ、国税
当局における確認書の作成・発送事務の削減
並びに金融機関における確認書保管事務の削
減の観点から行われたものです。
　具体的には、次の改正が行われました。
イ　非課税適用確認書の交付申請書の提出等
の手続の廃止
　上記 1 ⑴⑥の手続に係る規定が削除され
ました（旧措法37の14⑥～⑩、旧措令25の
13�～��、旧措規18の15の 3 ⑰～�）。
また、用語の意義から「非課税適用確認

書」が削除されました（旧措法37の14⑤六、
旧措令25の13�、旧措規18の15の 3 ⑪）。
ロ　非課税適用確認書を添付した非課税口座
開設届出書の提出等の手続の廃止及び非課
税口座簡易開設届出書の名称変更
　上記 1 ⑴⑦イイの手続に係る規定が削除
されました（旧措法37の14⑤一、旧措令25
の13⑤一、旧措規18の15の 3 ②）。併せて、
上記 1 ⑴⑦及び⑨の手続に係る規定におけ
る「非課税口座簡易開設届出書」の名称を
「非課税口座開設届出書」に改めました
（措法37の14⑤一⑥⑦、措令25の13⑤�、
措規18の15の 3 ②⑰～�）。
ハ　告知及び非課税口座開設届出書の提出禁
止に係る規定の整備
　上記 1 ⑴⑥ロの交付申請書提出者の告知
義務の規定が上記 1 ⑴⑦イ（注 2）から
（注 5）までのうち非課税口座開設届出書
（改正前の非課税口座簡易開設届出書）提
出者の告知義務の規定に置き換えられまし
た（措法37の14⑧、措令25の13�～�、措
規18の15の 3 �～�）。
　また、上記 1 ⑴⑦イ（注 3）と⑧をあわ
せ、次のとおり整理されました。
イ　金融商品取引業者等の営業所の長は、
上記の告知を受けたものと異なる氏名、
生年月日、住所及び個人番号が記載され
ている非課税口座開設届出書並びにその
金融商品取引業者等に既に非課税口座を
開設している居住者等から重ねて提出が
された非課税口座開設届出書については、
これを受理することができない（措法37
の14⑨）。
ロ　非課税口座を開設し、又は開設してい
た居住者等は、その非課税口座が開設さ
れている金融商品取引業者等以外の金融
商品取引業者等の営業所の長に対し、非
課税口座開設届出書の提出をする場合に
は、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止
通知書を非課税口座開設届出書に添付し
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なければならない（措法37の14⑩）。
ハ　非課税口座を開設し、又は開設してい
た居住者等は、その非課税口座が開設さ
れている金融商品取引業者等以外の金融
商品取引業者等の営業所の長に対し、非
課税口座開設届出書（勘定廃止通知書又
は非課税口座廃止通知書が添付されたも
のを除きます。）の提出をすることがで
きない（措法37の14⑪）。

ニ　その他の整備
　上記 1 ⑴③（注）のとおり、勘定設定期
間が非課税管理勘定又は累積投資勘定の別
にそれぞれ一本とされていることから、勘
定廃止通知書、非課税口座廃止通知書及び
非課税口座開設届出書（改正前の非課税口
座簡易開設届出書）等の記載事項から「勘
定設定期間の区分」が除かれました（旧措
規18の15の 3 ③六⑫四⑬三）。これに伴い、
非課税管理勘定及び累積投資勘定の要件に
ついても規定の整備が行われています（措
法37の14⑤三イ・五イ）。
　また非課税口座年間取引報告書の書式か
ら、勘定設定期間、基準日及び基準日の住
所の項が削除されました（措規別表 7⑶）。

④　電磁的方法により提供することができる届
出書等の追加
　居住者等・金融商品取引業者等双方の利便
性向上を図る観点から、次に掲げる届出書等
について、これらの届出書等の提出に代えて、
その届出書等に記載すべき事項を電磁的方法
により提供することができることとされまし
た（措法37の14⑬⑯、措令25の13の 2 ②④、
25の13の 5 ）。
イ　金融商品取引業者等変更届出書（上記 1
⑴⑩イイ）
ロ　非課税口座廃止届出書（上記 1 ⑴⑩ロ
イ）
ハ　勘定の変更等に係る非課税口座異動届出
書（上記 1 ⑴⑪（注））

ニ　非課税口座移管依頼書（上記 1 ⑴⑫ロ）

ホ　非課税口座開設者死亡届出書（上記 1 ⑴
⑫ハ）

（注）　上記①から④までの届出書等については、

なりすまし防止の観点から、これらの届出

書等の提出に代えて行う電磁的方法による

これらの書類に記載すべき事項の提供と併

せてその者の住所等確認書類の提示又はそ

の者の特定署名用電子証明書等の送信をし

なければならないこととされています。

⑵　ジュニアNISAの改正
①　払出制限の解除
　ジュニアNISAは、若年層の将来に向けた
資産形成の支援を図る目的で導入されたとこ
ろ、親等による 1人 1口座の潜脱としての利
用を防ぐ観点から、18歳までに払い出した場
合には原則としてそれまで受けた非課税分に
相当する課税を行うことにより実質的に払出
しが禁止されています。
　今般上記⑴①及び②の改正に併せ、ジュニ
アNISAについては口座開設可能期間を延長
せず、新規の口座開設を2023年（令和 5年）
までとされました。
　これまでジュニアNISAで運用を行ってき
た利用者が、他の方法を利用し、資金運用を
行う選択肢を確保することが、安定的な資産
形成・成長資金の供給拡大といった政策目標
をより達成できると考えられることから、次
のとおり、この実質的な払出制限の解除をす
ることとされました。
　すなわち、ジュニアNISAの口座開設可能
期間が終了する令和 6年 1月 1日以後に未成
年者口座又は課税未成年者口座内の上場株式
等又は預貯金等をこれらの口座から払い出し
た場合には、その払出しによる未成年者口座
の廃止の際、その未成年者口座内の上場株式
等の譲渡があったものとして、上記 1 ⑵①及
び②のジュニアNISAの非課税措置を適用し、
利用者はその払出し時の金額をもってその上
場株式等と同一銘柄の株式等を取得したもの
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とみなすこととされました（措法37の14の 2
④）。この場合において、その未成年者口座
の廃止までの間の当該未成年者口座内の上場
株式等の譲渡等及びその間に支払を受けるべ
き未成年者口座内の上場株式等の配当等につ
いては、源泉徴収を行わないこととされまし
た（措法 9の 9②、37の14の 2 ⑧）。
　具体的には、上記 1 ⑵③ハのみなし譲渡に
ついて、基準年の 1月 1日又は令和 6年 1月
1日のいずれか早い日以後に生じたもの（改
正前：基準年の 1月 1日以後に生じたもの）
が対象とされ（措法37の14の 2 ④三）、上記
1 ⑵⑧の非課税措置の不適用の対象が、基準
年の前年12月31日又は令和 5年12月31日のい
ずれか早い日までに生じた契約不履行等事由
（改正前：基準年の前年12月31日までに生じ
た契約不履行等事由）とされました（措法37
の14の 2 ⑥）。
　上記 1 ⑵⑤ホの未成年者口座管理契約及び
⑦ニの課税未成年者口座管理契約の要件の改
正は行われていないため、令和 6年 1月 1日
以後にその未成年者口座又は課税未成年者口
座内の上場株式等又は預貯金等の居住者等へ
の返還等の払出しがあった場合には、その時
にその者の未成者口座及びその未成年者口座
と同時に開設された課税未成年者口座は廃止
されることとなりますが、上記の改正により、
その払出しによる未成年者口座の廃止の際、
その未成年者口座内の上場株式等の譲渡があ
ったものとして、上記 1 ⑵①及び②のジュニ
アNISAの非課税措置を適用し、居住者等は
その払出し時の金額をもってその上場株式等
と同一銘柄の株式等を取得したものとみなす
こととなります（措法37の14の 2 ④）。
　また、上記 1 ⑵⑨の契約不履行等事由が生
じた場合の源泉徴収についても、その対象が
基準年の前年12月31日又は令和 5年12月31日
のいずれか早い日までに生じた契約不履行等
事由（改正前：基準年の前年12月31日までに
生じた契約不履行等事由）とされ（措法 9の

9②、37の14の 2 ⑧）たことから、源泉徴収
も行われません。
（注）　上記のとおり、口座廃止事由となるため、

一部について非課税措置を継続適用するこ

とはできません。

②　電磁的方法により提供することができる届
出書等の追加
　居住者等・金融商品取引業者等双方の利便
性向上を図る観点から、次に掲げる届出書等
について、これらの届出書等の提出に代えて、
その届出書等に記載すべき事項を電磁的方法
により提供することができることとされまし
た（措法37の14の 2 ⑳、措令25の13の 8 ⑫
二・四�、措令25の13の 8 ⑳において準用す
る措令25の13の 2 ④、措令25の13の 8 ⑳にお
いて準用する措令25の13の 5 ）。
イ　未成年者口座廃止届出書（上記 1 ⑵⑫
イ）
ロ　出国移管依頼書（上記 1 ⑵⑤ヘ）
ハ　未成年者帰国届出書（上記 1 ⑵⑤チ）
ニ　未成年者出国届出書（上記 1 ⑵⑬イ）
ホ　未成年者口座移管依頼書（上記 1 ⑵⑬
ロ）
ヘ　未成年者口座開設者死亡届出書（上記 1
⑵⑬ハ）

（注）　上記イからホまでの届出書等については、

なりすまし防止の観点から、これらの届出

書等の提出に代えて行う電磁的方法による

これらの書類に記載すべき事項の提供と併

せてその者の住所等確認書類の提示又はそ

の者の特定署名用電子証明書等の送信をし

なければならないこととされています。

③　その他の所要の整備
イ　上記 2 ⑴③のとおり、NISAにおいては
非課税適用確認書による手続が廃止されて
いますが、ジュニアNISAにおいてはそも
そも簡易開設手続が存在しないこと等から、
未成年者非課税適用確認書による上記 1 ⑵
⑪の手続は存置されています。このため、
NISAの非課税適用確認書等に係る規定を
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準用していたジュニアNISAの規定の整備
が行われています（措令25の13の 8 ⑳�～
�、措規18の15の10⑰～⑲�）。
ロ　上記 1 ⑵④ホイの「災害等事由」につい
て、「寡夫」を「ひとり親」に改正するな
ど、未婚のひとり親に対する税制上の措置
及び寡婦（寡夫）控除の見直しに伴う所要
の改正が行われています（措令25の13の 8
⑧三）。
（注）　「未婚のひとり親に対する税制上の措置

及び寡婦（寡夫）控除の見直し」につい

ては、前掲「所得税法等の改正」の「一

　未婚のひとり親に対する税制上の措置

及び寡婦（寡夫）控除の改正」をご参照

ください。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴②の改正は、令和 3年 4月 1日から
施行され、令和 6年 1月 1日以後に設けられる
特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定につ
いて適用されます（措法37の14⑤一ハ、改正法
附則 1三ロ、改正措令附則 1四、改正措規附則

1二）。
⑵　上記 2 ⑴③の改正は、令和 3年 4月 1日前に
行われた非課税適用確認書の交付申請書の提出
等及び当該交付申請書に基づき交付された非課
税適用確認書については従前どおりとされてい
ます（改正法附則68②③）。
　また、非課税口座年間取引報告書の書式の改
正は、同日以後に提出する非課税口座年間取引
報告書について適用されます（改正措規附則
23）。
⑶　上記 2 ⑴④の改正は、令和 2年 4月 1日以後
上記 2 ⑴④に掲げる届出書等の提出をする場合
について適用されます（改正法附則68④⑥、改
正措令附則19、20）。
⑷　上記 2 ⑵①の改正は、令和 5年12月31日まで
の払出しについては従前どおりとされています
（措法 9の 9②、37の14の 2 ④三⑥⑧）。
⑸　上記 2 ⑵②の改正は、令和 2年 4月 1日以後
上記 2 ⑵②に掲げる届出書等の提出をする場合
について適用されます（改正法附則69、改正措
令附則21②④～⑦）。

二�　特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の
改正

1 　改正前の制度の概要

　次世代のイノベーションの担い手たるベンチャ
ー企業に対する個人投資家の投資を促進する観点
から、次の⑴から⑶までの特例が設けられていま
す。これらの特例は「エンジェル税制」と呼ばれ
るものです。

⑴　特定中小会社が発行した株式の取得に要した
金額の控除等
　平成15年 4 月 1 日以後に、特定中小会社の設
立の際等に発行された特定株式を払込みにより
取得をした一定の居住者又は恒久的施設を有す

る非居住者（以下「居住者等」といいます。）
が、その特定株式を払込みにより取得をした場
合における一般株式等に係る譲渡所得等の課税
の特例（措法37の10）及び上場株式等に係る譲
渡所得等の課税の特例（措法37の11）の適用に
ついては、その年分の一般株式等に係る譲渡所
得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の
金額の計算上、その年中にその払込みにより取
得をした特定株式（その年12月31日において有
するものに限ります。）の取得に要した金額の
合計額を控除することとされています（旧措法
37の13①）。
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⑵　特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失
の繰越控除等
①　特定中小会社の特定株式を払込みにより取
得をした居住者等について、その特定中小会
社の設立の日からその特定中小会社の株式の
上場等の日の前日までの期間内に、その特定
株式が株式としての価値を失ったことによる
損失が生じた場合とされるその特定中小会社
の清算結了等の一定の事実が発生したときは、
その事実が発生したことはその特定株式の譲
渡をしたことと、その損失の金額はその特定
株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金
額とそれぞれみなすこととされています（措
法37の13の 2 ①）。
②　確定申告書を提出する居住者等が、特定株
式に係る譲渡損失の金額を有する場合には、
その特定株式に係る譲渡損失の金額は、その
確定申告書に係る年分の上場株式等に係る譲
渡所得等の金額を限度として、その年分の上
場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控
除することとされています（措法37の13の 2
④）。
③　確定申告書を提出する居住者等が、その年
の前年以前 3年内の各年において生じた特定
株式に係る譲渡損失の金額（上記②又はこの
③の適用を受けて前年以前において控除され
たものを除きます。）を有する場合には、そ
の特定株式に係る譲渡損失の金額に相当する
金額は、その確定申告書に係る年分の一般株
式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等
に係る譲渡所得等の金額を限度として、その
年分のその一般株式等に係る譲渡所得等の金
額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の
計算上控除することとされています（措法37
の13の 2 ⑦）。

⑶　特定新規中小会社が発行した株式を取得した
場合の課税の特例
　居住者等が、特定新規中小会社の特定新規株
式を払込みにより取得をした場合において、そ

の居住者等がその年中にその払込みにより取得
をした特定新規株式（その年12月31日において
有するものに限ります。）の取得に要した金額
（その金額の合計額は1,000万円が限度とされま
す。）については、寄附金控除を適用すること
ができることとされています（旧措法41の19①）。

⑷　特定中小会社及び特定株式の意義
　上記⑴及び⑵の特例の適用対象となる「特定
中小会社」とは次に掲げる株式会社をいい、
「特定株式」とはその株式会社の区分に応じそ
れぞれ次に定める株式をいうこととされていま
した（旧措法37の13①）。
①　中小企業等経営強化法に規定する特定新規
中小企業者に該当する株式会社��その株式
会社により発行される株式
（注 1）　上記の「中小企業等経営強化法に規定

する特定新規中小企業者」とは、新規中

小企業者である会社であってその事業の

将来における成長発展を図るために積極

的に外部からの投資を受けて事業活動を

行うことが特に必要かつ適切なものとし

て経済産業省令で定める要件に該当する

ものをいい（中小企業等経営強化法 6）、

経済産業省令において次の要件が定めら

れています（旧中小企業等経営強化法施

行規則 9）。

イ�　設立の日以後の期間が 5 年未満の会

社である中小企業者（合併又は分割に

より設立されたものを除きます。）であ

って次のいずれかに該当するものであ

ること又は設立の日以後の期間が 5 年

以上10年未満の会社であって、前事業

年度において試験研究費等の合計額の

収入金額に対する割合（以下「試験研

究費等割合」といいます。）が 5％を超

える中小企業者（合併又は分割により

設立されたものを除きます。）であるこ

と。

イ�　前事業年度において試験研究費等
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割合が 3 ％を超えるもの又は売上高

成長率が125％を超えるもの

ロ�　設立の日以後の期間が 1 年未満の

会社であって、常勤の研究者の数が

2 人以上であり、かつ、当該研究者

の数の常勤の役員及び従業員の数の

合計に対する割合が10分の 1 以上で

あるもの

ハ�　設立の日以後の期間が 2 年未満の

会社であって、常勤の新事業活動従

事者の数が 2 人以上であり、かつ、

当該新事業活動従事者の数の常勤の

役員及び従業員の数の合計に対する

割合が10分の 1以上であるもの

ロ　株式会社であること。

ハ�　株主グループのうちその有する株式

の総数が、投資を受けた時点において

発行済株式の総数の10分の 3 以上であ

るものの有する株式の合計数が、発行

済株式の総数の 6 分の 5 を超えない会

社であること。ただし、株主グループ

のうちその有する株式の総数が最も多

いものが、投資を受けた時点において

発行済株式の総数の 2 分の 1 を超える

数の株式を有する会社にあっては、当

該株主グループの有する株式の総数が、

発行済株式の総数の 6 分の 5 を超えな

い会社であること。

ニ�　金融商品取引所に上場されている株

式又は店頭売買有価証券登録原簿に登

録されている株式の発行者である会社

以外の会社であること。

ホ�　次のイ又はロに掲げる会社以外の会

社であること。

イ�　発行済株式の総数の 2 分の 1 を超

える数の株式が同一の大規模法人及

び当該大規模法人と特殊の関係のあ

る法人の所有に属している会社

ロ�　イに掲げるもののほか、発行済株

式の総数の 3 分の 2 以上が大規模法

人及び当該大規模法人と特殊の関係

のある法人の所有に属している会社

ヘ�　風俗営業又は性風俗関連特殊営業に

該当する事業を行う会社でないこと。
（注 2）　特定新規中小企業者は上記（注 1）イ

からヘまでの要件に該当することについ

て、当該新規中小企業者の主たる事務所

の所在地を管轄する都道府県知事の確認

を受けることとされています。この確認

を受けようとする新規中小企業者は、申

請書に次に掲げる書類を添付して都道府

県知事に提出することとされています（旧

中小企業等経営強化法施行規則10）。

イ　定款

ロ　登記事項証明書

ハ�　申請日の属する事業年度の直前事業

年度（以下「基準事業年度」といいま

す。）に係る貸借対照表、損益計算書及

び事業報告書（設立後最初の事業年度

を経過している場合に限ります。）

ニ�　基準事業年度の直前事業年度又は設

立後最初の事業年度から基準事業年度

の直前事業年度までの事業年度に係る

貸借対照表、損益計算書及び事業報告

書（（注 1）イイに掲げるもののうち、

売上高成長率に係るものに該当するも

のであることを証する場合に限ります。）

ホ�　基準事業年度の法人税の確定申告書

の別表二の写し（設立後最初の事業年

度を経過している場合に限ります。）

ヘ　申請日における株主名簿

ト　常時使用する従業員数を証する書面

チ�　組織図（（注 1）イロ又はハに掲げる

ものに該当するものであることを証す

る場合に限ります。）

リ�　イからチまでに掲げるもののほか、

参考となる書類

②　内国法人のうち、その設立の日以後10年を
経過していない中小企業者である一定の株式
会社��その株式会社により発行される株式
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で投資事業有限責任組合契約に関する法律に
規定する投資事業有限責任組合（一定の要件
を満たすものに限ります。）に係る投資事業
有限責任組合契約に従って取得をされるもの
（注 1）　上記の「中小企業者である一定の株式

会社」とは、次に掲げる要件を満たす株

式会社とされています（旧措規18の15⑤）。

イ�　中小企業基本法第 2 条第 1 項各号に

掲げる中小企業者に該当する会社であ

り、かつ、次のイ又はロに掲げる会社

以外の会社であること。

イ�　その発行済株式（その有する自己

の株式を除きます。ロにおいて同じ

です。）の総数の 2分の 1 を超える数

の株式が同一の大規模法人及び当該

大規模法人と特殊の関係のある法人

（次に掲げる会社をいいます。以下同

じです。）の所有に属している会社

ⅰ�　当該大規模法人が有する他の会

社の株式（出資を含みます。以下

同じです。）の数が当該他の会社の

発行済株式又は出資（その有する

自己の株式を除きます。以下「発

行済株式等」といいます。）の総数

の 2 分の 1 以上に相当する場合に

おける当該他の会社

ⅱ�　当該大規模法人及びこれとⅰの

特殊の関係のある会社が有する他

の会社の株式の数の合計数が当該

他の会社の発行済株式等の総数の

2 分の 1 以上に相当する場合にお

ける当該他の会社

ⅲ�　当該大規模法人並びにこれとⅰ

及びⅱの特殊の関係のある会社が

有する他の会社の株式の数の合計

数が当該他の会社の発行済株式等

の総数の 2 分の 1 以上に相当する

場合における当該他の会社

ロ�　イに掲げるもののほか、その発行

済株式の総数の 3 分の 2 以上が大規

模法人及び当該大規模法人と特殊の

関係のある法人の所有に属している

会社

ロ�　金融商品取引所に上場されている株

式又は店頭売買登録銘柄として登録さ

れている株式を発行する会社以外の会

社であること。

ハ�　風俗営業又は性風俗関連特殊営業に

該当する事業を行う会社でないこと。

ニ�　下記（注 2）の認定組合を通じ、そ

の発行する特定株式を払込みにより取

得をしようとする居住者等との間でそ

の特定株式に係る投資に関する条件を

定めた契約で中小企業等経営強化法施

行規則第12条第 2 項第 3 号ニに規定す

る投資に関する契約に該当するものを

締結する会社であること。
（注 2）　上記の「一定の要件を満たす投資事業

有限責任組合」とは、投資事業有限責任

組合契約に関する法律第 3 条第 1 項に規

定する投資事業有限責任組合契約によっ

て成立する同法第 2 条第 2 項に規定する

投資事業有限責任組合であって、当該組

合がその株式を保有する特定中小会社に

対して積極的な指導を行うことが確実で

あると見込まれるものとして経済産業大

臣の認定を受けたものをいいます（旧措

規18の15⑥。以下この認定を受けた投資

事業有限責任組合を「認定組合」といい

ます。）。

　この経済産業大臣の認定手続は、租税

特別措置法施行規則第十八条の十五第六

項及び第七項に規定する経済産業大臣の

認定に関する手続を定める件（平16. 3 経

済産業告124）において定められています。

具体的には、認定組合は、経済産業省が

定めたマニュアル（「経済産業大臣の認定

を受けた投資事業有限責任組合を通じ個

人が株式を取得した場合のエンジェル税

制の適用について」）に従って認定を受け、
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投資先の会社に対して積極的な指導を行

うとともに、本税制措置の対象となる会

社であることの確認等を行うこととされ

ています。

　エンジェル税制では、対象企業が税制優遇
を行うに足りるベンチャー企業であることを
確認するために、上記①（注 1）のとおり要
件を設け、当該要件に合致していることを公
的に証明するために、上記①（注 2）のとお
り都道府県において確認を行っております。
このベンチャー企業としての要件には形式要
件として試験研究費支出要件や外部資本導入
要件などがあります。
　しかしながら、プロの目利きであるベンチ
ャーキャピタリストが、成長性・新規性を有
するベンチャー企業であることについて目利
きをし、かつ専門的知識や経験を活用して指
導を行う場合には、形式要件を設けてその確
認を都道府県で行うことは、エンジェル税制
を活用するベンチャー企業に無駄な事務コス
トを生じさせるだけでなく、行政コストとい
う観点からも無駄といえます。
　このような観点から、経済産業省において
民間のプロの目利きであり、かつ専門的知識
や経験を活用して投資先の成長を支援してい
く投資事業有限責任組合を認定組合として認
定し、認定組合を通じて投資がされる一定の
要件を満たした企業については、エンジェル
税制におけるベンチャー企業としての形式要
件（試験研究費支出要件及び外部資本導入要
件等）を免除し、都道府県での確認手続を不
要としています。
③　内国法人のうち、沖縄振興特別措置法第57
条の 2第 1項に規定する指定会社で平成26年
4 月 1 日から令和 3年 3月31日までの間に同
項の規定による指定を受けたもの��その指
定会社により発行される株式

⑸　特定新規中小会社及び特定新規株式の意義
　上記⑶の特例の適用対象となる「特定新規中

小会社」とは次に掲げる株式会社をいい、「特
定新規株式」とは、その株式会社の区分に応じ
それぞれ次に定める株式をいうこととされてい
ました（旧措法41の19①）。
①　中小企業等経営強化法に規定する特定新規
中小企業者に該当する株式会社（その設立年
数が 1年未満であるなど一定のものに限りま
す。）��その株式会社により発行される株
式
（注）　上記の「その設立年数が 1 年未満である

など一定の特定新規中小企業者」とは、上

記⑷①の特定新規中小企業者である会社で

あって、上記⑷①（注 2）の確認に加え、

次のいずれかに該当することについて、都

道府県知事の確認を受けたものとされてい

ました（旧中小企業等経営強化法施行規則

11①）。

イ�　設立の日以後の期間が 1 年未満の会社

（設立後最初の事業年度（以下「設立事業

年度」といいます。）を経過していないも

のに限ります。）であって、事業の将来に

おける成長発展に向けた事業計画を有す

るもの

ロ�　設立の日以後の期間が 1 年以上 3 年未

満の会社（設立の日以後の期間が 1 年未

満の会社であって、設立事業年度を経過

しているものを含みます。）であって、前

事業年度までの営業活動によるキャッシ

ュ・フローが赤字であるもの

②　内国法人のうち、沖縄振興特別措置法第57
条の 2第 1項に規定する指定会社で平成26年
4 月 1 日から令和 3年 3月31日までの間に同
項の規定による指定を受けたもの��その指
定会社により発行される株式
③　国家戦略特別区域法第27条の 5に規定する
株式会社��その株式会社により発行される
株式で国家戦略特別区域法及び構造改革特別
区域法の一部を改正する法律（平成27年法律
第56号）附則第 1条第 1号に掲げる規定の施
行の日（平成27年 7 月15日）から令和 2年 3
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月31日までの間に発行されるもの
④　内国法人のうち、地域再生法第16条に規定
する事業を行う同条に規定する株式会社��
その株式会社により発行される株式で、地域
再生法の一部を改正する法律（平成30年法律
第38号）の施行の日（平成30年 6 月 1 日）か
ら令和 2年 3月31日までの間に発行されるも
の

⑹　復興指定会社が発行した株式を取得した場合
の課税の特例
　居住者等が、東日本大震災復興特別区域法第
42条第 1項に規定する指定会社で令和 3年 3月
31日までに同項の規定により指定を受けたもの
（以下「復興指定会社」といいます。）により発
行される株式（その指定の日から同日以後 5年
を経過する日までの間に発行されるものに限り
ます。以下「復興株式」といいます。）を払込
み（その株式の発行に際してするものに限りま
す。）により取得をした場合には、その復興指
定会社は上記⑸の特定新規中小会社と、その復
興株式は上記⑸の特定新規株式とそれぞれみな
して、上記⑶の特定新規中小会社が発行した株
式を取得した場合の課税の特例を適用すること
とされています（震災税特法13の 3 ）。
（注）　上記の「指定会社」とは、東日本大震災復

興特別区域法の認定復興推進計画に定められ

た農林水産業、社会福祉、環境の保全その他

の分野における各般の課題の解決を図ること

を通じて復興推進計画の区域における東日本

大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進に資

する経済的社会的効果を及ぼす一定の事業を

実施する株式会社のうち、復興推進事業を行

うことについて適正かつ確実な計画を有する

と認められることその他一定の要件に該当す

るものとしてその作成した認定復興推進計画

につき内閣総理大臣の認定を受けた地方公共

団体が指定したものをいいます（東日本大震

災復興特別区域法42①、東日本大震災復興特

別区域法施行規則23）。

2 　改正の内容

　少額の投資家にもエンジェル投資の裾野が広
がってきている現状を踏まえ、クラウドファン
ディングを通じたエンジェル投資の利便性を向
上するなど、エンジェル税制を見直し、次世代
のイノベーションの担い手たるベンチャー企業
に対する資金の流れを強化する観点から次の改
正が行われました。

⑴　特定中小会社が発行した株式の取得に要した
金額の控除等及び特定中小会社が発行した株式
に係る譲渡損失の繰越控除等の改正
①　適用対象となる特定株式の追加
　適用対象となる特定株式の範囲に、内国法
人のうちその設立の日以後10年を経過してい
ない中小企業者に該当する一定の株式会社に
より発行される株式で、第一種少額電子募集
取扱業務を行う者（一定の要件を満たすもの
に限ります。）が行う当該業務により取得さ
れるものが追加されました（措法37の13①二
ロ）。
　上記の「中小企業者に該当する一定の株式
会社」とは、上記 1 ⑷②（注 1）のイからハ
までの要件を満たす会社であって、後述の
「認定少額電子募集取扱業者」から積極的な
指導を受ける会社であり、かつ、当該認定少
額電子募集取扱業者が行う金融商品取引法第
29条の 4第10項に規定する電子募集取扱業務
（以下「少額電子募集取扱業務」といいま
す。）により、その発行する特定株式を払込
みにより取得をしようとする居住者等との間
でその特定株式に係る投資に関する条件を定
めた契約で中小企業等経営強化法施行規則第
12条第 2項第 3号ニに規定する投資に関する
契約に該当するもの（以下「投資契約」とい
います。）を締結する会社とされています
（措規18の15⑤）。
（注）　上記の「中小企業等経営強化法施行規則

第12条第 2 項第 3 号ニに規定する投資に関
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する契約」の記載事項は、中小企業等経営

強化法施行規則第十二条第二項第三号ニに

規定する投資に関する契約の契約書の記載

事項（平17. 4 経済産業告113）において定

められています。

　上記の「一定の要件を満たす第一種少額電
子募集取扱業務を行う者」とは、金融商品取
引法第29条の登録を受けた者であって、その
者が行う少額電子募集取扱業務において募集
の取扱い又は私募の取扱いをする株式を発行
する特定中小会社に対して積極的な指導を行
うことが確実であると見込まれるものとして
経済産業大臣の認定を受けたものとされてい
ます（措規18の15⑦。以下この認定を受けた
金融商品取引業者を「認定少額電子募集取扱
業者」といいます。）。
　この経済産業大臣の認定手続は、租税特別
措置法施行規則第十八条の十五第六項及び第
七項の経済産業大臣の認定に関する手続を定
める件（平16. 3 経済産業告124）において定
められています。具体的には、認定少額電子
募集取扱業者は、経済産業省が定めたマニュ
アル（「経済産業大臣の認定を受けた株式投
資型クラウドファンディング業者の電子募集
取扱業務により個人が株式を取得した場合の
エンジェル税制の適用について」）に従って
認定を受け、投資先の会社に対して積極的な
指導を行うとともに、本税制措置の対象とな
る会社であることの確認等を行うこととされ
ています。
　不特定多数の者から少額出資を募る株式投
資型クラウドファンディング業者が、成長
性・新規性を有するベンチャー企業であるこ
とについて目利きをし、かつ専門的知識や経
験を活用して指導を行う場合には、形式要件
を設けてその確認を都道府県で行うことは、
エンジェル税制を活用するベンチャー企業に
無駄な事務コストを生じさせるだけでなく、
行政コストという観点からも無駄といえます。
　このような観点から、経済産業省において、

民間のプロの目利きであり、かつ専門的知識
や経験を活用して発行会社の成長を支援して
いく株式投資型クラウドファンディング業者
を認定少額電子募集取扱業者として認定し、
認定少額電子募集取扱業者が募集の取扱い又
は私募の取扱いを行った一定の要件を満たし
た企業については、エンジェル税制における
ベンチャー企業としての形式要件（試験研究
費支出要件及び外部資本導入要件等）を免除
し、都道府県での確認手続を不要としたもの
です。
　上記 1 ⑴の特例は、適用を受けようとする
年分の確定申告書に、適用を受けようとする
旨の記載があり、かつ、控除対象とする特定
株式の取得に要した金額、適用前の一般株式
等に係る譲渡所得等の金額、適用前の上場株
式等に係る譲渡所得等の金額及び控除の計算
に関する明細書その他の一定の書類の添付が
ある場合に限り、適用することとされていま
すが（措法37の13②）、この特定株式につい
て適用を受ける場合の添付書類は次に掲げる
書類とされました（措規18の15⑧）。
イ　特定株式に係る認定少額電子募集取扱業
者のその特定株式に係る基準日（特定中小
会社の設立の際に発行された特定株式にあ
ってはその特定中小会社の成立の日をいい、
特定中小会社の設立の日後に発行された特
定株式にあってはその特定株式の払込みの
期日（払込みの期間の定めがある場合には、
その払込みをした日）をいいます。以下同
じです。）においてイ及びロに掲げる事実
の確認をした旨を証する書類（ハに掲げる
事項の記載があるものに限ります。）並び
にその認定少額電子募集取扱業者が認定を
受けたものであることを証する書類の写し
イ　特定中小会社が上記の要件に該当する
ものであること。
ロ　居住者等による特定株式の取得が、投
資契約に従ってその認定少額電子募集取
扱業者が行う少額電子募集取扱業務によ
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る払込みによりされたものであること。
ハ　居住者等の氏名及び住所、払込みによ
り取得がされた特定株式の数及びその特
定株式と引換えに払い込むべき額並びに
その払い込んだ金額

ロ　特定株式を発行した特定中小会社のその
特定株式を払込みにより取得をした居住者
等が特定株式に係る基準日においてその特
定事業主であった者等に該当しないことの
確認をした旨を証する書類
（注）　上記の「特定事業主であった者」とは、

その特定株式を発行した特定中小会社の

設立に際し、その特定中小会社に自らが

営んでいた事業の全部を承継させた個人

をいいます（措令25の12①二）。

ハ　特定株式を発行した特定中小会社（特定
中小会社であった株式会社を含みます。）
から交付を受けたその特定株式を払込みに
より取得をした居住者等が有するその特定
中小会社の株式の取得の時（取得の時が 2
以上ある場合には、最初の取得の時）以後
の株式の異動につき次に掲げる事項がその
異動ごとに記載された明細書
イ　異動事由
ロ　異動年月日
ハ　異動した株式の数及び当該異動直後に
おいて有する株式の数
ニ　その他参考となるべき事項
ニ　居住者等と特定中小会社との間で締結さ
れたその特定中小会社の投資契約に係る契
約書の写し
ホ　株式等の譲渡所得等の計算明細書で上記
1 ⑴の特例適用前の一般株式等に係る譲渡
所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所
得等の金額の記載があるもの
ヘ　控除の対象となる特定株式の取得に要し
た金額の計算に関する明細書
ト　控除の対象となる特定株式数の計算に関
する明細書
（注）　上記 1 ⑵の特例の適用についても、特

例の適用を受けようとする年分の確定申

告書に、適用を受けようとする旨の記載

があり、かつ、一定の書類の添付が必要

とされており（措法37の13の 2 ②⑤）、上

記イからニまでの書類もその一部とされ

ています（措規18の15の 2 ①③）。

②　特定中小会社となるための確認書類の削減
　適用対象となる特定中小会社のうち、上記
1 ⑷①及び②に掲げる株式会社に係る確認手
続において、次に掲げる書類については、他
の提出書類を確認することにより審査が可能
なことから、都道府県知事又は認定組合への
提出を要しないこととされました（中小企業
等経営強化法施行規則10、12、「経済産業大
臣の認定を受けた投資事業有限責任組合を通
じ個人が株式を取得した場合のエンジェル税
制の適用について」）。
イ　定款
ロ　事業報告書
ハ　法人税の確定申告書に添付された別表二
の写し
ニ　組織図
（注）　上記イからニまでに掲げる書類は、認定

少額電子募集取扱業者への提出書類ともさ

れていません（「経済産業大臣の認定を受け

た株式投資型クラウドファンディング業者

の電子募集取扱業務により個人が株式を取

得した場合のエンジェル税制の適用につい

て」）。

⑵　特定新規中小会社が発行した株式を取得した
場合の課税の特例の改正
①　適用対象となる特定新規中小会社の要件の
見直し
　適用対象となる上記 1 ⑸①に掲げる特定新
規中小会社の範囲に、設立後 3年以上 5年未
満の特定新規中小企業者に該当する株式会社
であって、次に掲げる要件を満たすものが追
加されました（中小企業等経営強化法施行規
則11①）。

─�214�─

――租税特別措置法等（所得税関係）の改正――



イ　前事業年度までの営業活動によるキャッ
シュ・フローが赤字であること。
ロ　前事業年度の試験研究費等割合が 5％を
超えること。
ハ　払込みによりその株式会社の株式の取得
をする者と投資契約を締結する株式会社で
あること。
　また、設立後 1年以上 3年未満の特定新規
中小企業者（設立後 1年未満かつ最初の事業
年度が終了しているものを含みます。）につ
いて、試験研究費等割合の要件が 5％超に引
き上げられました（中小企業等経営強化法施
行規則11①）。
②　適用対象となる特定新規株式の追加
　適用対象となる上記 1 ⑸の特定新規株式の
範囲に、次に掲げる株式が追加されました
（措法41の19①二）。
イ　内国法人のうちその設立の日以後 5年を
経過していない中小企業者に該当する一定
の株式会社により発行される株式で、認定
組合に係る投資事業有限責任組合契約に従
って取得されるもの
ロ　内国法人のうちその設立の日以後 5年を
経過していない中小企業者に該当する一定
の株式会社により発行される株式で、認定
少額電子募集取扱業者が行う少額電子募集
取扱業務により取得されるもの
　上記イ及びロの「中小企業者に該当する
一定の株式会社」とは、上記 1 ⑷②（注
1）のイからハまで及び次に掲げる要件を
満たす会社とされています（措規19の11⑥）。
イ　次のいずれかの会社であること。
ⅰ　認定組合を通じ、その発行する特定
新規株式を払込みにより取得をしよう
とする居住者等との間でその特定新規
株式に係る投資契約を締結する会社
ⅱ　認定少額電子募集取扱業者から積極
的な指導を受ける会社であり、かつ、
その認定少額電子募集取扱業者が行う
少額電子募集取扱業務により、その発

行する特定新規株式を払込みにより取
得をしようとする居住者等との間でそ
の特定新規株式に係る投資契約を締結
する会社

ロ　次のいずれかの会社であること。
ⅰ　設立の日以後の期間が 1年未満の会
社（設立事業年度を経過していないも
のに限ります。）であって、事業の将
来における成長発展に向けた事業計画
を有するもの
ⅱ　設立の日以後の期間が 5年未満の会
社であって、設立後の各事業年度に係
る営業活動によるキャッシュ・フロー
が赤字であるもの

　上記 1 ⑶の特例は、適用を受けようとす
る年分の確定申告書に、適用を受けようと
する旨の記載があり、かつ、控除対象とす
る特定新規株式の取得に要した金額の計算
に関する明細書その他の一定の書類の添付
がある場合に限り、適用することとされて
いますが（措令26の28の 3 ⑨による読替後
の所令262①）、この特定新規株式について
適用を受ける場合の添付書類は次に掲げる
書類とされました（措規19の11⑧）。
イ　特定新規株式に係る認定組合又は認定
少額電子募集取扱業者のその特定新規株
式に係る基準日においてⅰ及びⅱに掲げ
る事実の確認をした旨を証する書類（ⅲ
に掲げる事項の記載があるものに限りま
す。）並びにその認定組合又は認定少額
電子募集取扱業者が認定を受けたもので
あることを証する書類の写し
ⅰ　特定新規中小会社が上記の要件に該
当するものであること。
ⅱ　居住者等による特定新規株式の取得
が、投資契約に従って認定組合を通じ
て払込みによりされたものであること
又は投資契約に従って認定少額電子募
集取扱業者が行う少額電子募集取扱業
務による払込みによりされたものであ
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ること。
ⅲ　居住者等の氏名及び住所、払込みに
より取得がされた特定新規株式の数及
びその特定新規株式と引換えに払い込
むべき額並びにその払い込んだ金額

ロ　特定新規株式を発行した特定新規中小
会社のその特定新規株式を払込みにより
取得をした居住者等がその特定新規株式
に係る基準日においてその特定事業主で
あった者等に該当しないことの確認をし
た旨を証する書類
（注）　上記の「特定事業主であった者」と

は、その特定新規株式を発行した特定

新規中小会社の設立に際し、その特定

新規中小会社に自らが営んでいた事業

の全部を承継させた個人をいいます

（措令26の28の 3 ①二）。

ハ　特定新規株式を発行した特定新規中小
会社（特定新規中小会社であった株式会
社を含みます。）から交付を受けたその
特定新規株式を払込みにより取得をした
居住者等が有するその特定新規中小会社
の株式の取得の時（取得の時が 2以上あ
る場合には、最初の取得の時）以後の株
式の異動につき次に掲げる事項がその異
動ごとに記載された明細書
ⅰ　異動事由
ⅱ　異動年月日
ⅲ　異動した株式の数及び当該異動直後
において有する株式の数
ⅳ　その他参考となるべき事項
ニ　居住者等と特定新規中小会社との間で
締結されたその特定新規中小会社の投資
契約に係る契約書の写し
ホ　控除の対象となる特定新規株式の取得
に要した金額の計算に関する明細書
ヘ　控除の対象となる特定新規株式数の計
算に関する明細書

③　適用対象となる上記 1 ⑸③に掲げる国家戦
略特別区域法に規定する特定事業を行う株式

会社により発行される株式の発行期限が令和
4年 3月31日まで 2年延長されました（措法
41の19①四）。
④　適用対象となる上記 1 ⑸④に掲げる地域再
生法に規定する特定地域再生事業を行う株式
会社により発行される株式の発行期限が令和
4年 3月31日まで 2年延長されました（措法
41の19①五）。
⑤　特定新規株式の取得に要した金額として寄
附金控除の適用を受けることができる限度額
が800万円（改正前：1,000万円）に引き下げ
られました（措法41の19①）。
（注）　これに伴い、適用控除対象特定新規株式

の取得価額から控除される適用対象額の限

度額が800万円（改正前：1,000万円）に引き

下げられています（措令26の28の 3 ⑥）。

⑥　特定新規中小会社となるための確認書類の
削減
　適用対象となる特定新規中小会社のうち、
上記 1 ⑸①、③及び④に掲げる株式会社に係
る確認手続において、次に掲げる書類（上記
1 ⑸③及び④に掲げる株式会社にあってはイ、
ハ及びニに掲げる書類に限ります。）につい
ては、他の提出書類を確認することにより審
査が可能なことから、都道府県知事、国家戦
略特別区域担当大臣又は認定地方公共団体へ
の提出を要しないこととされました（中小企
業等経営強化法施行規則10、12、国家戦略特
別区域法施行規則15、17、地域再生法施行規
則24、26）。
イ　定款
ロ　事業報告書
ハ　法人税の確定申告書に添付された別表二
の写し
ニ　組織図
（注）　上記イからニまでに掲げる書類は、認定

組合及び認定少額電子募集取扱業者への提

出書類ともされていません（「経済産業大臣

の認定を受けた投資事業有限責任組合を通

じ個人が株式を取得した場合のエンジェル
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税制の適用について」、「経済産業大臣の認

定を受けた株式投資型クラウドファンディ

ング業者の電子募集取扱業務により個人が

株式を取得した場合のエンジェル税制の適

用について」）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴①の改正は、個人が令和 2年 4月 1
日以後に払込みにより取得をする特定株式につ
いて適用し、同日前に払込みにより取得をした
特定株式については従前どおりとされています
（改正法附則67）。
⑵　上記 2 ⑴②並びに⑵①及び⑥（上記 1 ⑸①に
掲げる株式会社に係る部分に限ります。）の改
正は、令和 2年 4月 1日から施行されています
（中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正
する省令（令和 2年経済産業省令第26号）附則）。
⑶　上記 2 ⑵②の改正は、個人が令和 2年 4月 1
日以後に払込みにより取得をする特定新規株式
について適用されています（改正法附則74②）。
⑷　上記 2 ⑵⑤の改正は、令和 3年分以後の所得
税について適用し、令和 2年分以前の所得税に
ついては従前どおりとされています（改正法附
則74①）。
（注 1）　上記 2 ⑵⑤（注）の改正についても同様に、

令和 3 年分以後の所得税について適用し、

令和 2 年分以前の所得税については、従前

どおりとされています（改正措令附則26①）。
（注 2）　上記にかかわらず、居住者等が、内国法

人のうち沖縄振興特別措置法第57条の 2 第

1 項に規定する指定会社（つまり、上記 1

⑸②に掲げる株式会社です。）で平成26年 4

月 1 日から令和 3 年 3 月31日までの間に同

項の規定による指定を受けたものにより発

行される株式を同年 1 月 1 日以後に払込み

により取得をし、かつ、当該株式をその年

12月31日（その者が年の中途において死亡し、

又は出国をした場合には、その死亡又は出

国の時）において有する場合には、引き続

き1,000万円とする経過措置が設けられてい

ます（改正法附則74③、改正措令附則26②）。

上記 1 ⑹の復興指定会社が発行した株式を

取得した場合の課税の特例についても同様

に引き続き1,000万円とする改正が行われて

います（震災税特法13の 3 後段、震災税特

令15の 3 ）。これは、これらの会社に係る措

置の期限が令和 3 年 3 月31日までとされて

いることから、期限到来前には改正の影響

を及ぼさないために講じられたものです。

⑸　上記 2 ⑵⑥（上記 1 ⑸③に掲げる株式会社に
係る部分に限ります。）の改正は、令和 2 年 4
月 1日から施行されています（国家戦略特別区
域法施行規則の一部を改正する内閣府令（令和
2年内閣府令第32号）附則）。

⑹　上記 2 ⑵⑥（上記 1 ⑸④に掲げる株式会社に
係る部分に限ります。）の改正は、令和 2 年 3
月31日から施行されています（地域再生法施行
規則の一部を改正する内閣府令（令和 2年内閣
府令第30号）附則）。

三�　特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例
等の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所
得計算等の特例
①　居住者又は恒久的施設を有する非居住者
（以下「居住者等」といいます。）が、上場株

式等保管委託契約に基づき特定口座（その者
が 2以上の特定口座を有する場合には、それ
ぞれの特定口座）に係る振替口座簿（社債、
株式等の振替に関する法律に規定する振替口
座簿をいいます。以下同じです。）に記載若
しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委
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託がされている上場株式等（以下「特定口座
内保管上場株式等」といいます。）の譲渡を
した場合には、その特定口座内保管上場株式
等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の
金額又は雑所得の金額とその特定口座内保管
上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所
得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額
とを区分して、これらの金額を計算すること
とされています（措法37の11の 3 ①、措令25
の10の 2 ①前段）。
②　信用取引又は発行日取引（以下「信用取引
等」といいます。）を行う居住者等が、上場
株式等信用取引等契約に基づき上場株式等の
信用取引等を特定口座において処理した場合
には、信用取引等に係る上場株式等の譲渡に
よる事業所得の金額又は雑所得の金額とその
信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株
式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得
の金額とを区分して、これらの金額を計算す
ることとされています（措法37の11の 3 ②、
措令25の10の 2 ③）。
③　「特定口座」とは、居住者等が、上記①又
は②の特例の適用を受けるため、金融商品取
引業者等の営業所の長に、その口座の名称、
その口座に設ける勘定の種類、上記①又は②
の特例の適用を受ける旨その他の所定の事項
を記載した特定口座開設届出書の提出をして、
その金融商品取引業者等との間で締結した上
場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取
引等契約に基づき開設された上場株式等の振
替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委
託（以下「振替記載等」といいます。）又は
上場株式等の信用取引等に係る口座（その口
座においてこれらの契約及び上場株式配当等
受領委任契約に基づく取引以外の取引に関す
る事項を扱わないものに限ります。）をいう
こととされています（措法37の11の 3 ③一）。
（注）　特定口座開設届出書は、その提出に代え

て、これに記載すべき事項を電磁的方法（イ

ンターネットや電子メール等の電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法をいいます。以下同じ

です。）により提供を行うこともできます。

④　「上場株式等保管委託契約」とは、上記①
の特例の適用を受けるために居住者等が金融
商品取引業者等と締結した上場株式等の振替
記載等に係る契約で、その契約書において、
次の事項が定められているものをいうことと
されています（措法37の11の 3 ③二、旧措令
25の10の 2 ⑥⑦⑨～�）。
イ　上場株式等の振替記載等はその振替記載
等に係る口座に設けられた特定保管勘定に
おいて行うこと。
ロ　その特定保管勘定においては、その居住
者等の次に掲げる上場株式等のみを受け入
れること。
イ　特定口座開設届出書の提出後に、その
金融商品取引業者等への買付けの委託等
により取得をした上場株式等又はその金
融商品取引業者等から取得をした上場株
式等で、その取得後直ちにその口座に受
け入れるもの
ロ　贈与、相続又は遺贈により取得したそ
の贈与者、被相続人又は包括遺贈者（以
下「被相続人等」といいます。）の開設
していた特定口座に係る特定口座内保管
上場株式等であった上場株式等、非課税
口座に係る非課税口座内上場株式等であ
った上場株式等若しくは未成年者口座に
係る未成年者口座内上場株式等であった
上場株式等又は特定口座以外の口座（非
課税口座及び未成年者口座を除きます。
以下「相続等一般口座」といいます。）
に係る振替口座簿に振替記載等がされて
いた上場株式等（引き続きこれらの口座
（以下ロにおいて「相続等口座」といい
ます。）に係る振替口座簿に振替記載等
がされているものに限ります。以下同じ
です。）で、その相続等口座からその相
続等口座が開設されている金融商品取引
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業者等に開設されているその被相続人等
に係る受贈者、相続人又は包括受遺者
（以下「相続人等」といいます。）の特定
口座への移管により受け入れるもの（次
に掲げる区分に応じ次に定める要件を満
たすものに限ります。）
ⅰ　贈与により取得した上場株式等��
贈与により取得した上場株式等のうち
同一銘柄の上場株式等は全て相続等口
座から相続人等の特定口座へ移管がさ
れ、かつ、その移管がされる上場株式
等がその相続等口座に係る上場株式等
の一部である場合には、相続人等の特
定口座においてその移管がされる上場
株式等と同一銘柄の上場株式等を有し
ていないこと。
ⅱ　相続又は遺贈により取得した上場株
式等��相続又は遺贈により取得した
上場株式等のうち、同一銘柄の上場株
式等は全て相続等口座から相続人等の
特定口座へ移管がされること。

（注）　上記ロの相続は限定承認に係るもの

以外のものをいい、遺贈は包括遺贈の

うち限定承認に係るもの以外のものを

いいます。以下同じです。

ハ　贈与、相続又は遺贈により取得した上
場株式等で異なる金融商品取引業者等に
被相続人等が開設していた特定口座から
相続人等の特定口座に移管がされるもの
（上記ロⅰ又はⅱの上場株式等の区分に
応じそれぞれ上記ロⅰ又はⅱの要件を満
たすものに限ります。）
ニ　居住者等が発行法人等に対して役務の
提供をした場合において、その者がその
役務の提供の対価としてその発行法人等
から取得する上場株式等で、その役務の
提供の対価としてその居住者等に生ずる
債権の給付と引換えにその居住者等に交
付されるもの（その居住者等に給付され
ることに伴ってその債権が消滅する場合

の上場株式等を含みます。）の全てを、
その取得の時に、その者の特定口座に係
る振替口座簿に振替記載等をする方法に
より受け入れるもの
　この上場株式等には、例えば、事前に
交付する株式数を確定した上で、一定の
職務執行期間が終了した後に取得する株
式（事後交付型リストリクテッド・スト
ック）や、事前に交付要件を定めた上で、
一定の業績連動期間が終了した後にその
間の業績に応じて取得する株式（パフォ
ーマンス・シェア）が該当します。
（注）　上記ニの「発行法人等」とは、上場

株式等の発行法人及びその上場株式等

の発行法人と資本関係又は取引関係を

有する法人で、その上場株式等の発行

法人が指定したものとされています

（措規18の11⑰）。

ホ　居住者等が開設する前述「一　非課税
口座内の少額上場株式等に係る配当所得
及び譲渡所得等の非課税措置等の改正」
の 1 ⑴の一般NISA及びつみたてNISA
の非課税口座に設けられた非課税管理勘
定又は累積投資勘定に係る非課税口座内
上場株式等で、その非課税口座からその
非課税口座が開設されている金融商品取
引業者等に開設されている居住者等の特
定口座への移管により受け入れるもの
（次に掲げる要件を満たすものに限りま
す。）
ⅰ　その居住者等がその非課税口座を開
設している金融商品取引業者等の営業
所の長に対し、一定の事項を記載した
書類（以下「特定口座への非課税口座
内上場株式等移管依頼書」といいま
す。）を提出して移管されること。
ⅱ　その非課税口座に設けられた非課税
管理勘定又は累積投資勘定に係る非課
税口座内上場株式等の一部の移管がさ
れる場合には、その移管がされる非課
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税口座内上場株式等と同一銘柄の非課
税口座内上場株式等は全てその移管が
される非課税口座内上場株式等に含ま
れること。
（注）　この移管により特定口座に受け入

れる上場株式等の取得価額は、その

移管があった日の価額（時価）とな

ります（措法37の14④、措令25の13

④）。

ヘ　居住者等が開設する前述「一　非課税
口座内の少額上場株式等に係る配当所得
及び譲渡所得等の非課税措置等の改正」
の 1 ⑵のジュニアNISAの未成年者口座
に設けられた非課税管理勘定又は継続管
理勘定に係る未成年者口座内上場株式等
で、その未成年者口座からのその未成年
者口座が開設されている金融商品取引業
者等に開設されている居住者等の特定口
座への移管により受け入れるもの（次に
掲げる要件を満たすものに限ります。）
ⅰ　その居住者等がその未成年者口座を
開設している金融商品取引業者等の営
業所の長に対し、一定の事項を記載し
た書類（以下「特定口座への未成年者
口座内上場株式等移管依頼書」といい
ます。）を提出して移管されること。
ⅱ　その未成年者口座に設けられた非課
税管理勘定又は継続管理勘定に係る未
成年者口座内上場株式等の一部の移管
がされる場合には、その移管がされる
未成年者口座内上場株式等と同一銘柄
の未成年者口座内上場株式等は全てそ
の移管がされる未成年者口座内上場株
式等に含まれること。
（注）　この移管により特定口座に受け入

れる上場株式等の取得価額は、その

移管があった日の価額（時価）とな

ります（措法37の14の 2 ④、措令25

の13の 8 ⑳において準用する措令25

の13④）。

ト　上記のほか特定口座内保管上場株式等
について行われた株式又は受益権の分割
又は併合により取得する上場株式等など、
一定の事由により取得する上場株式等

ハ　その他一定の事項
（注）　上記の「上場株式等信用取引等契約」とは、

上記②の特例の適用を受けるために居住者等

が金融商品取引業者等と締結した上場株式等

の信用取引等に関する契約で、その契約書に

おいて、上場株式等の信用取引等は、その信

用取引等に係る口座に設けられた特定信用取

引等勘定において処理することその他の所定

の事項が定められているものをいい、「特定保

管勘定」とは、上場株式等保管委託契約に基

づきその口座に係る振替口座簿に記載若しく

は記録又は保管の委託がされる上場株式等に

つき、その記載若しくは記録又は保管の委託

に関する記録を他の取引に関する記録と区分

して行うための勘定をいい、「特定信用取引等

勘定」とは、上場株式等信用取引等契約に基

づきその口座において処理された上場株式等

の信用取引等につき、その信用取引等に関す

る記録を他の取引に関する記録と区分して行

うための勘定をいいます（措法37の11の 3 ③

二・三）。以下同じです。

⑵　特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得
等に対する源泉徴収等の特例
　居住者等に対し国内においてその営業所に開
設されている特定口座に係る特定口座内保管上
場株式等の譲渡の対価又はその特定口座におい
て処理された上場株式等の信用取引等の決済に
係る差益に相当する金額の支払をする金融商品
取引業者等は、その居住者等から、その年最初
にその特定口座に係る特定口座内保管上場株式
等の譲渡をする時又はその特定口座において処
理された上場株式等の信用取引等につきその年
最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時
までに、その金融商品取引業者等のその特定口
座を開設する営業所の長に特定口座源泉徴収選
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択届出書の提出があった場合において、その年
中に行われたその特定口座（以下「源泉徴収選
択口座」といいます。）に係る特定口座内保管
上場株式等の譲渡又はその源泉徴収選択口座に
おいて処理された上場株式等の信用取引等に係
る差金決済により源泉徴収選択口座内調整所得
金額が生じたときは、その譲渡の対価又はその
差金決済に係る差益に相当する金額の支払をす
る際、その源泉徴収選択口座内調整所得金額に
15％（他に個人住民税 5％）の税率を乗じて計
算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の
属する年の翌年 1月10日までに、これを国に納
付しなければならないこととされています（旧
措法37の11の 4 ①）。
（注 1）　上記の「源泉徴収選択口座内調整所得金

額」とは、上記の居住者等の源泉徴収選択

口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲

渡又は源泉徴収選択口座において処理され

た上場株式等の信用取引等に係る差金等決

済（譲渡があったとみなされたもので一定

のものを除きます。以下これらを合わせて

「対象譲渡等」といいます。）が行われた場

合において、その源泉徴収選択口座に係る

源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口

座内直前通算所得金額を超えることとなっ

た場合におけるその超える部分の金額をい

い、この「源泉徴収口座内通算所得金額」

とは、その年 1 月 1 日から対象譲渡等の時

の以前にした譲渡等（対象譲渡等も含まれ

ます。）について次の算式により計算した金

額（零を下回る場合には、零）をいい、「源

泉徴収口座内直前通算所得金額」とは、そ

の年 1 月 1 日から対象譲渡等の時の前にし

た譲渡等（対象譲渡等を含みません。）につ

いて次の算式により計算した金額（零を下

回る場合には、零）をいいます（措法37の

11の 4 ②）。

《算式》
特定口座
内保管上
場株式等
の譲渡に
係る譲渡
収入金額
の総額

－

特定口座
内保管上
場株式等
に係る取
得費等の
金額の総
額

＋

上場株
式等の
信用取
引等に
係る差
益金額
の総額

－

上場株
式等の
信用取
引等に
係る差
損金額
の総額

（注 2）　平成25年 1 月 1 日から令和19年12月31日

までの間は、上記の源泉徴収に際し、復興

特別所得税（2.1％）を併せて徴収しなけれ

ばならないこととされています（復興財確

法28）。

⑶　源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及
び源泉徴収等の特例
①　金融商品取引業者等が居住者等に対してそ
の年中に交付した源泉徴収選択口座内配当等
（源泉徴収選択口座を有する居住者等が支払
を受ける上場株式等の配当等のうち源泉徴収
選択口座に受け入れたものをいいます。以下
同じです。）について徴収して納付すべき所
得税の額を計算する場合において、その源泉
徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口
座において上場株式等に係る譲渡損失の金額
があるときは、その源泉徴収選択口座内配当
等について徴収して納付すべき所得税の額は、
その源泉徴収選択口座内配当等の額の総額か
ら上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除
（損益通算）した残額に対して源泉徴収税率
を乗じて計算した金額とすることとされてい
ます（措法37の11の 6 ⑥、措令25の10の13⑧）。
②　源泉徴収選択口座を開設している居住者等
でその支払を受ける上場株式等の配当等につ
いて上記①の特例の適用を受けようとするも
のは、一定の事項を記載した源泉徴収選択口
座内配当等受入開始届出書を、その源泉徴収
選択口座が開設されている金融商品取引業者
等の営業所の長に提出しなければならないこ
ととされています（旧措法37の11の 6 ②、措
令25の10の13②）。
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③　源泉徴収選択口座を開設している居住者が
上記①の特例の適用を受けることをやめよう
とする場合には、特定口座廃止届出書を提出
する場合を除き、一定の事項を記載した源泉
徴収選択口座内配当等受入終了届出書を、そ
の源泉徴収選択口座が開設されている金融商
品取引業者等の営業所の長に提出しなければ
ならないこととされています（措法37の11の
6 ③、旧措令25の10の13④）。

⑷　相続等により取得した上場株式等の移管手続
①　上記⑴④ロロの移管を行う場合には、金融
商品取引業者等に開設している特定口座に上
記⑴④ロロに掲げる上場株式等（以下①にお
いて「相続上場株式等」といいます。）の受
入れをしようとする相続人等である居住者等
は、その金融商品取引業者等の上記⑴④ロロ
の相続等口座（以下「相続等口座」といいま
す。）を開設している営業所の長に対し、当
該相続等口座に係る相続上場株式等をその相
続人等の特定口座に移管することを依頼する
旨その他所定の事項を記載した相続上場株式
等移管依頼書を提出してその相続上場株式等
の全部又は一部をその特定口座に移管するこ
とを依頼しなければならないこととされてい
ます（旧措令25の10の 2 ⑮）。
②　上記⑴④ロハの移管を行う場合には、その
相続人等の開設する特定口座（以下「移管先
の特定口座」といいます。）に上記⑴④ロハ
に掲げる上場株式等（以下②において「相続
上場株式等」といいます。）の受入れをしよ
うとする相続人等である居住者等は、相続等
口座が開設されている金融商品取引業者等
（以下「移管元の金融商品取引業者等」とい
います。）の営業所の長に対し、当該相続等
口座に係る相続上場株式等をその移管先の特
定口座に移管することを依頼する旨その他所
定の事項を記載した相続上場株式等移管依頼
書を提出してその相続上場株式等の全部又は
一部をその移管先の特定口座に移管すること

を依頼しなければならないこととされていま
す（旧措令25の10の 2 ⑯において準用する同
条⑩）。

⑸　特定口座を開設している居住者等の住所等に
変更があった場合等の手続（特定口座異動届出
書の提出）
①　特定口座開設届出書の提出をした居住者等
が、その提出後、次に掲げる場合に該当する
場合には、その者は、遅滞なく、その旨及び
その者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
（個人番号を有しない者並びにハ及びニの場
合に該当して提出する者にあっては氏名、生
年月日及び住所）その他所定の事項を記載し
た特定口座異動届出書を、その特定口座開設
届出書の提出をした金融商品取引業者等の営
業所の長に提出しなければならないこととさ
れています（旧措令25の10の 4 ①前段、旧措
規18の12の 2 ①）。
イ　氏名、住所若しくは個人番号の変更をし
た場合
ロ　個人番号が初めて通知された場合
ハ　既に開設されている特定口座に新たに特
定保管勘定若しくは特定信用取引等勘定を
設定する場合
ニ　特定口座に設けられている特定保管勘定
若しくは特定信用取引等勘定を廃止する場
合（特定口座廃止届出書を提出する場合を
除きます。）

（注）　上記イ及びロの場合に該当して特定口座

異動届出書を提出する場合には、その居住

者等は、特定口座異動届出書の提出に代え

て、その特定口座異動届出書に記載すべき

事項を電磁的方法により提供することがで

きることとされています（旧措令25の10の

4 ①二）。

②　特定口座開設届出書の提出をした居住者等
が、その提出後、その者の特定口座を開設し
ている金融商品取引業者等の営業所（以下
「移管前の営業所」といいます。）の長に対し
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て当該特定口座に関する事務の全部を当該金
融商品取引業者等の他の営業所（以下「移管
先の営業所」といいます。）に移管すべきこ
とを依頼し、かつ、その移管がされることと
なった場合において、引き続き当該移管先の
営業所において上記⑴①及び②の適用を受け
ようとするときは、その居住者等は、その移
管を依頼する際、その移管前の営業所を経由
して、その移管先の営業所に対し、移管を依
頼する旨その他所定の事項を記載した特定口
座異動届出書を提出しなければならないこと
とされています（旧措令25の10の 4 ②）。

⑹　特定口座を開設していた居住者等が出国によ
り居住者等に該当しないこととなった場合の手
続等
①　特定口座開設届出書の提出をした居住者等
が、その提出後、出国により居住者等に該当
しないこととなった場合には、特定口座廃止
届出書を特定口座が開設されている金融商品
取引業者等の営業所の長に提出したものとみ
なされます（措令25の10の 5 ①）。
②　居住者等が、特定口座開設届出書の提出を
した金融商品取引業者等の営業所に開設され
ていた特定口座（以下「出国前特定口座」と
いいます。）に係る特定口座内保管上場株式
等の全てにつき、出国をした後引き続きその
金融商品取引業者等の営業所に開設されてい
る口座（以下「出国口座」といいます。）に
係る振替口座簿に振替記載等をし、かつ、帰
国（居住者等に該当することとなることをい
います。）をした後再びその金融商品取引業
者等の営業所に開設する特定口座に係る振替
口座簿に振替記載等をしようとするときは、
次に掲げる要件を満たす場合に限り、その出
国口座に係る振替口座簿に振替記載等がされ
ている上場株式等（以下「出国口座内保管上
場株式等」といいます。）をその特定口座に
移管することができることとされています
（旧措令25の10の 5 ②）。

イ　その居住者等が、出国をする日までに、
特定口座継続適用届出書（出国前特定口座
に係る特定口座内保管上場株式等を出国口
座に係る振替口座簿に振替記載等をする旨
その他所定の事項を記載した書類をいいま
す。）をその金融商品取引業者等の営業所
の長に提出すること。
ロ　その居住者等が、帰国をした後、その金
融商品取引業者等の営業所の長に特定口座
開設届出書の提出をする際、その特定口座
開設届出書とともに出国口座内保管上場株
式等移管依頼書（その出国口座に係る振替
口座簿に振替記載等がされている上場株式
等をその特定口座に移管することを依頼す
る旨、移管する上場株式等の種類、銘柄、
数その他所定の事項を記載した書類をいい
ます。）の提出をすること。
（注）　出国口座内保管上場株式等移管依頼書

は、その提出に代えて、これに記載すべ

き事項を電磁的方法により提供を行うこ

ともできます。

ハ　その居住者のうちその出国の日の属する
年分の所得税につき国外転出時課税制度
（所法60の 2 ①⑩）の適用を受けたものが、
帰国をした後、特定口座開設届出書及び出
国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出
の際に、「国外転出をした者が帰国をした
場合等の更正の請求の特例（所法153の
2 ）」の適用に係る更正の請求書の提出の
有無を明らかにするとともに、その更正の
請求書を提出している場合にはその更正の
請求書の写し及び更正通知書又はその写し
を提出すること。
ニ　上記ハの居住者が国外転出（出国）の日
から 5年を経過する日（10年間の納税の猶
予を受けている者については、10年を経過
する日）までに帰国をした場合には、その
帰国の日から 4月を経過した日（同日が、
国外転出をした者が帰国をした場合等の更
正の請求の特例に基づく更正の請求をした

─�223�─

――租税特別措置法等（所得税関係）の改正――



者のその請求に基づく更正の日前である場
合にあっては、同日）以後に出国口座内保
管上場株式等移管依頼書の提出をすること。

⑺　特定口座を開設している居住者等が上記⑴①
及び②並びに⑶の特例の適用を受けることをや
めようとする場合の手続（特定口座廃止届出書
の提出）
　特定口座開設届出書の提出をした居住者等が、
その提出後、その提出をした金融商品取引業者
等の営業所に開設された特定口座につき上記 1
⑴及び⑶の特例の適用を受けることをやめよう
とする場合には、その者は、当該特定口座を廃
止する旨その他所定の事項を記載した特定口座
廃止届出書を当該特定口座が開設されている金
融商品取引業者等の営業所の長に提出しなけれ
ばならないこととされています（旧措令25の10
の 7 ）。

⑻　特定口座を開設していた居住者等が死亡した
場合の手続等（特定口開設者死亡届出書の提
出）
　特定口座開設届出書の提出をした居住者等が
死亡した場合には、その者の相続人は、当該届
出書に係る特定口座につき相続の開始があった
ことを知った日以後遅滞なく、当該特定口座が
開設されている金融商品取引業者等の営業所の
長に、その旨その他所定の事項を記載した特定
口座開設者死亡届出書を提出しなければならな
いこととされています（旧措令25の10の 8 ）。

⑼　特定管理株式等が価値を失った場合の株式等
に係る譲渡所得等の課税の特例
①　居住者等について、その有する特定管理株
式又は特定保有株式が株式としての価値を失
ったことによる損失が生じた場合とされる清
算結了等の一定の事実が発生したときは、そ
の事実が発生したことはその特定管理株式又
は特定保有株式の譲渡をしたことと、その損
失の金額はその特定管理株式又は特定保有株

式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額
とそれぞれみなして、所得税に関する法令の
規定を適用することとされています（措法37
の11の 2 ①）。
②　この特例の対象となる特定管理株式は、特
定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当
しないこととなった内国法人の株式につき、
その上場株式等に該当しないこととなった日
以後引き続きその特定口座を開設する金融商
品取引業者等に開設される特定管理口座に係
る振替口座簿に振替記載等がされているその
内国法人の株式とされています（措法37の11
の 2 ①）。
③　居住者等が特定口座を開設している金融商
品取引業者等の営業所において特定管理口座
を開設する場合には、その特定管理口座を開
設しようとする金融商品取引業者等の営業所
の長に対し、最初に上場株式等に該当しない
こととなった株式等をその特定管理口座に受
け入れる時までに、特定管理口座開設届出書
を提出しなければならないこととされていま
す（旧措令25の 9 の 2 ⑧）。

⑽　特定口座源泉徴収選択届出書等の記載事項の
電磁的方法による提供の特例
　上記⑵の特定口座源泉徴収選択届出書、上記
⑶②の源泉徴収選択口座内配当等受入届出書、
上記⑹②ロの出国口座内上場株式等移管依頼書
及び上記⑼の特定管理口座開設届出書は、特定
口座開設届出書と同時に提出する機会が多いこ
とから、特定口座開設届出書と併せて提出する
場合に限り、その記載事項を電磁的方法により
提供することができることとされていました
（旧措法37の11の 4 ⑤、37の11の 6 ②後段、旧
措令25の 9 の 2 ⑨、25の10の 5 ②）。

2 　改正の内容

　特定口座制度等の利便性を高める観点等から、
次の改正が行われました。
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⑴　特定口座に受入れ可能な上場株式等の範囲の
拡充
　上記 1 ⑴④の上場株式等保管委託契約に基づ
き特定口座に受入れ可能な上場株式等の範囲に、
次の上場株式等が追加されました。
①　居住者等が有する上場株式等以外の株式等
につき取得請求権付株式の請求権の行使、取
得条項付株式の取得事由の発生又は全部取得
条項付種類株式の取得決議により取得する上
場株式等で、その取得する上場株式等の全て
を、当該上場株式等の取得の日に特定口座
（その居住者等がその特定口座を開設してい
る金融商品取引業者等の営業所の長に対し、
当該上場株式等の取得の日及び取得に要した
金額を証する一定の書類を提出した場合にお
けるその特定口座に限ります。）に係る振替
口座簿に振替記載等をする方法により受け入
れるもの（措令25の10の 2 ⑭二十の二）
（注 1）　上記の「取得請求権付株式」とは所得

税法第57条の 4 第 3 項第 1 号に規定する

取得請求権付株式をいい、「取得条項付株

式」とは同項第 2 号に規定する取得条項

付株式をいい、「全部取得条項付種類株

式」とは同項第 3 号に規定する全部取得

条項付株式をいいます。
（注 2）　上記の「取得の日及び取得に要した金

額を証する一定の書類」とは、次に掲げ

る書類をいいます（措規18の11⑩）。

イ�　その上場株式等につき作成された契

約締結時交付書面、取引報告書、取引

残高報告書、受渡計算書その他これら

に相当する書類（その上場株式等の取

得に要した金額、取得年月日、銘柄、数、

取得者の氏名その他の事項の記載があ

るものに限ります。）

ロ�　顧客勘定元帳等の写し（その上場株

式等の取得に要した金額、取得年月日、

銘柄、数、取得者の氏名その他の事項

の記載があるものに限ります。）

ハ�　払込みにより取得したその上場株式

等を発行した法人又はその法人の株主

名簿管理人等が作成した書類でその上

場株式等の取得に要した金額及び取得

の日を証するもの（その上場株式等の

払込金額、払込年月日、銘柄、数、取

得者の氏名その他の事項の記載がある

ものに限ります。）

ニ�　上記イからハまでに掲げるもののほ

か、金融商品取引業者等又は信託会社

（金融機関の信託業務の兼営等に関する

法律により信託業務を営む金融機関を

含みます。）が作成した書類でその上場

株式等の取得に要した金額及び取得の

日を証するもの（その上場株式等の取

得に要した金額、取得年月日、銘柄、数、

取得者の氏名その他の事項の記載があ

るものに限ります。）

ホ�　その上場株式等の取得に係る売買契

約書（その上場株式等の取得に要した

金額、取得年月日、銘柄、数、取得者

の氏名その他の事項の記載があるもの

に限ります。）の写し

②　居住者等が発行法人等に対して役務の提供
をした場合において、その居住者等がその役
務の提供の対価としてその発行法人等から取
得する上記 1 ⑴④ロニに掲げる上場株式等以
外の上場株式等で、実質的に役務の提供の対
価と認められるものの全てを、その取得の時
に、その居住者等の特定口座に係る振替口座
簿に振替記載等をする方法により受け入れる
もの（措令25の10の 2 ⑭二十六ロ）
（注 1）　上記の「発行法人等」とは、上記 1 ⑴

④ロニの発行法人等をいいます。
（注 2）　上記の「上記 1 ⑴④ロニに掲げる上場

株式等以外の上場株式等で、実質的に役

務の提供の対価と認められるもの」とは、

昨年12月11日に公布された会社法の一部

を改正する法律（令和元年法律第70号）

による会社法の改正により可能とされた

取締役の報酬等としてのその発行株式の
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募集に際して金銭の払込み又は金銭以外

の財産の給付を要しない株式の交付によ

り取得した上場株式等をいいます。この

会社法の一部を改正する法律の詳細につ

いては、前掲「所得税法等の改正」の「十

　特定譲渡制限付株式等に関する改正」

の 2をご参照ください。

③　居住者等が開設する非課税口座に設けられ
た特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
に係る非課税口座内上場株式等で、その非課
税口座からその非課税口座が開設されている
金融商品取引業者等に開設されている居住者
等の特定口座への移管により受け入れるもの
（次に掲げる要件を満たすものに限ります。）
（措令25の10の 2 ⑭二十七）
イ　その居住者等がその非課税口座を開設し
ている金融商品取引業者等の営業所の長に
対し、一定の事項を記載した書類を提出し
て移管されること。
ロ　その非課税口座に設けられた特定累積投
資管理勘定又は特定非課税管理勘定に係る
非課税口座内上場株式等の一部の移管がさ
れる場合には、その移管がされる非課税口
座内上場株式等と同一銘柄の非課税口座内
上場株式等は全てその移管がされる非課税
口座内上場株式等に含まれること。

（注）　この③の追加は、前述「一　非課税口座

内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲

渡所得等の非課税措置等の改正」の 2 ⑴②

の一般NISAの改組に伴うものです。

④　居住者等が非課税口座開設届出書の提出を
して開設された口座でその開設の時から非課
税口座に該当しないものとされる口座に係る
振替口座簿に振替記載等がされている上場株
式等で、その口座からその口座が開設されて
いる金融商品取引業者等の営業所に開設され
ているその居住者等の特定口座への振替の方
法によりその上場株式等の全てを受け入れる
もの（措令25の10の 2 ⑭二十九）

（注 1）　前述「一　非課税口座内の少額上場株

式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非

課税措置等の改正」の 1 ⑴⑨のとおり、

非課税口座簡易開設届出書により非課税

口座を重複して開設しようとした場合に

は、その開設しようとした口座はその開

設の時から非課税口座に該当しないもの

とされています。

　非課税口座簡易開設届出書の提出に際

しては、このようなことの無いよう金融

商品取引業者等において居住者等への確

認を行った上で提出を求めることとされ

ていましたが、居住者等の勘違いや失念

等によりどうしてもこのようなケースが

発生してしまったことから、そのような

場合であっても本特例により納税者利便

を確保する観点からこの④を追加するこ

ととしたものです。

　なお、前述「一　非課税口座内の少額

上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得

等の非課税措置等の改正」の 2 ⑴③のと

おり、非課税口座の新規開設手続を一本

化することとされましたが、改正後の非

課税口座開設届出書による開設手続にお

いても、引き続き金融商品取引業者等に

おいて居住者等への確認を行うことや改

正前の非課税口座開設届出書による開設

手続と同様に所轄税務署長からの金融商

品取引業者等の営業所の長への通知を待

って上場株式等を口座に受け入れるなど

の対応を行ったとしても、誤って重複し

て開設しようとするケースが想定されま

す。
（注 2）　令和 3 年 4 月 1 日までの間は、上記④

のうち「非課税口座開設届出書」とある

のは「非課税口座簡易開設届出書」と読

み替えて適用することとされています（改

正措令附則12⑥）。
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⑵　電磁的方法により提供することができる届出
書等の追加
　居住者等・金融商品取引業者等双方の利便性
向上を図る観点から、次に掲げる届出書等につ
いて、これらの届出書等の提出に代えて、その
届出書等に記載すべき事項を電磁的方法により
提供することができることとされました（措法
37の11の 4 ①、37の11の 6 ②、措令25の 9 の 2
⑧、25の10の 2 ⑭二十七・二十八⑮⑯、25の10
の 4 ②③、25の10の 5 ②一、25の10の 7 ①、25
の10の 8 、25の10の13④）。
①　特定口座への非課税口座内上場株式等移管
依頼書（上記 1 ⑴④ロホ）
②　特定口座への未成年者口座内上場株式等移
管依頼書（上記 1 ⑴④ロヘ）
③　特定口座源泉徴収選択届出書（上記 1 ⑵）
④　源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書
（上記 1 ⑶②）
⑤　源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書
（上記 1 ⑶③）
⑥　相続上場株式等移管依頼書（上記 1 ⑷①
②）
⑦　特定口座異動届出書（上記 1 ⑸①ハ、ニ、
②）
⑧　特定口座継続適用届出書（上記 1 ⑹②イ）
⑨　特定口座廃止届出書（上記 1 ⑺）
⑩　特定口座開設者死亡届出書（上記 1 ⑻）
⑪　特定管理口座開設届出書（上記 1 ⑼③）
（注 1）　上記①から⑧まで及び⑪の届出書等につ

いては、なりすまし防止の観点からこれら

の届出書等の提出に代えて行う電磁的方法

によるこれらの書類に記載すべき事項の提

供と併せてその者の住所等確認書類の提示

又はその者の特定署名用電子証明書等の送

信をしなければならないこととされていま

す。
（注 2）　上記（注 1）の「住所等確認書類」につ

いては、前掲「所得税法等の改正」の「十一

　法人の告知手続等に関する改正」の 1 ⑵

②をご参照ください（措規18の12④）。また、

「特定署名用電子証明書等」とは、①署名用

電子証明書及び②その署名用電子証明書に

より確認される電子署名が行われた情報で、

その署名用電子証明書に係る者の氏名、生

年月日及び住所に係るものが記録された電

磁的記録をいいます（措規18の13の 6 ③、

18の12①二）。
（注 3）　上記⑦の特定口座異動届出書を提出する

者が提示すべき本人確認書類の範囲につい

て、番号利用法の改正に伴う改正が行われ

ています。詳しくは、前掲「所得税法等の

改正」の「十一　法人の告知手続等に関す

る改正」の 2 ⑷をご参照ください。
（注 4）　上記③、④及び⑪の届出書については、

上記 1 ⑽のとおり、特定口座開設届出書と

併せて提出する場合には、その届出書に記

載すべき事項を電磁的方法により提供する

ことができることとされていましたが、こ

の改正により、特定口座開設届出書と併せ

て提出する場合以外の場合（上記③、④又

は⑪の届出書のみを金融商品取引業者等に

提出する場合）においても、電磁的方法に

より提供することができることとされたた

め、特定口座開設届出書と併せて提出する

場合の電磁的方法による提供に関する規定

が削除されています（旧措法37の11の 4 ⑤、

37の11の 6 ②後段、旧措令25の 9 の 2 ⑨）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴①の改正は、令和 2年 4月 1日以後
に上場株式等以外の株式等についての請求権の
行使、取得事由の発生又は取得決議により特定
口座に受け入れる上場株式等について適用され
ます（改正措令附則12①）。
⑵　上記 2 ⑴②の改正は、会社法の一部を改正す
る法律（令和元年法律第70号）の施行の日以後
に発行法人等に対する役務の提供の対価として
当該発行法人等から取得する上場株式等につい
て適用し、同日前に発行法人等に対する役務の
提供の対価として当該発行法人等から取得する
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上場株式等については従前どおりとされていま
す（改正措令附則12②）。
⑶　上記 2 ⑴③の改正は、令和 3年 4月 1日から
施行されます（改正措令附則 1四）。
⑷　上記 2 ⑴④の改正は、令和 2年 4月 1日以後
に特定口座に受け入れる上場株式等について適

用されます（改正措令附則12⑤）。
⑸　上記 2 ⑵の改正は、令和 2年 4月 1日以後に
上記 2 ⑵に掲げる届出書等の提出をする場合に
ついて適用されます（改正法附則65、66、改正
措令附則11、12③④⑦⑧、13～17）。

四　先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　先物取引に係る雑所得等の課税の特例
①　先物取引に係る雑所得等の申告分離課税
　居住者又は恒久的施設を有する非居住者
（以下「居住者等」といいます。）が、次に掲
げる先物取引をし、かつ、その先物取引の区
分に応じそれぞれ次に定める差金等決済をし
た場合には、その差金等決済に係るその先物
取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得に
ついては、他の所得と区分して15％（他に個
人住民税 5％）の税率で課税することとされ
ていました（旧措法41の14①）。
イ　商品先物取引等（商品先物取引法第 2条
第 3項第 1号から第 4号までに掲げる取引
（同号に掲げる取引にあっては、同号イか
らハまでに掲げる取引を成立させることが
できる権利に係るものに限ります。）で同
項に規定する先物取引に該当するもの（同
条第 9項に規定する商品市場において行わ
れる同条第10項第 1号ホに掲げる取引を含
みます。）又は同条第14項第 1 号から第 5
号までに掲げる取引（同項第 4号に掲げる
取引にあっては、同号イからハまでに掲げ
る取引を成立させることができる権利に係
るものに限ります。）で同項に規定する店
頭商品デリバティブ取引に該当するもの
（同条第23項に規定する商品先物取引業者
を相手方として行うものに限ります。）を
いいます。以下同じです。）��その商品
先物取引等の決済（その商品先物取引等に

係る商品の受渡しが行われることとなるも
のを除きます。）

ロ　金融商品先物取引等（金融商品取引法第
2条第21項第 1号から第 3号までに掲げる
取引（同号に掲げる取引にあっては、同項
第 4号から第 6号までに掲げる取引を成立
させることができる権利に係るものを除き
ます。）で一定の市場デリバティブ取引に
該当するもの又は同条第22項第 1号から第
4号までに掲げる取引（同項第 3号に掲げ
る取引にあっては、同項第 5号から第 7号
までにかかる取引を成立させることができ
る権利に係るものを除きます。）で同項に
規定する店頭デリバティブ取引に該当する
もの（第一種金融商品取引業を行う金融商
品取引業者等又は登録金融機関を相手方と
して行うものに限ります。）をいいます。
以下同じです。）��その金融商品先物取
引等の決済（その金融商品先物取引等に係
る金融商品の受渡しが行われることとなる
ものを除きます。）

ハ　金融商品取引法第 2条第 1項第19号に掲
げる有価証券（外国金融商品市場において
行う取引であって同条第21項第 3号に掲げ
る取引と類似の取引に係る権利を表示する
ものを除きます。）の取得��平成22年 1
月 1 日以後に行うその有価証券に表示され
る権利の行使（その行使により金融商品の
受渡しが行われることとなるものを除きま
す。）若しくは放棄又はその有価証券の譲
渡（金融商品取引業者に対するもの等に限
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ります。）
（注）　上記ハの「有価証券」には、カバード

ワラントが該当します。

②　先物取引に係る雑所得等の金額の計算
　申告分離課税の対象とされる「先物取引に
係る雑所得等の金額」は、差金等決済に係る
先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の
金額及び雑所得の金額の合計額（先物取引に
よる総収入金額から、その先物取引の差金等
決済に係る先物取引に要した委託手数料及び
その他の経費の額の合計額を控除した金額）
とされています。
　また、先物取引の差金等決済により損失が
生じたときは、その損失は他の差金等決済に
係る先物取引による所得との間でのみ通算で
きる（先物取引による事業所得の金額、譲渡
所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた
損失があるときは、他の先物取引による事業
所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金
額から控除することができる）こととされて
おり、その差金等決済に係る先物取引による
所得以外の他の所得から控除することはでき
ないこととされています。
　なお、このように計算した結果、先物取引
に係る雑所得等の金額の計算上なお損失が生
ずる場合には、所得税に関する法令の規定の
適用については、その損失の金額はなかった
ものとみなされます（旧措法41の14①、措令
26の23①）。

⑵　先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
　確定申告書を提出する居住者等が、その年の
前年以前 3年内の各年において生じた先物取引
の差金等決済に係る損失の金額（この先物取引
の差金等決済に係る損失の繰越控除により既に
前年以前に控除されたものを除きます。）を有
する場合には、上記⑴②のその損失の金額はな
かったものとする原則にかかわらず、その先物
取引の差金等決済に係る損失の金額に相当する
金額は、その確定申告書に係る年分の先物取引

に係る雑所得等の金額を限度として、その先物
取引に係る雑所得等の金額の計算上控除できる
こととされています（措法41の15①②）。

⑶　先物取引の差金等決済に係る告知等
①　先物取引の差金等決済に係る告知
　先物取引の差金等決済をする者（公共法人
等を除きます。以下同じです。）は、その差
金等決済をする日までに、その差金等決済の
都度、その者の氏名又は名称、住所（国内に
住所を有しない者にあっては、居所等。以下
同じです。）及び個人番号又は法人番号を、
その差金等決済に係る先物取引の次に掲げる
区分に応じそれぞれ次に定める者（以下「商
品先物取引業者等」といいます。）に告知し
なければならないこととされていました。こ
の場合において、先物取引の差金等決済をす
る者は、商品先物取引業者等にその者の住民
票の写し、登記事項証明書その他の一定の本
人確認書類を提示しなければならないことと
され、その商品先物取引業者等は、その告知
された氏名又は名称、住所及び個人番号又は
法人番号をその書類により確認しなければな
らないこととされていました（所法224の 5
①、旧所令350の 3 ～350の 5 ）。
イ　委託により商品先物取引（商品先物取引
法第 2条第 3項に規定する先物取引をいい
ます。以下同じです。）又は外国商品市場
取引（同条第13項に規定する外国商品市場
取引をいいます。以下同じです。）をした
場合��その商品先物取引又は外国商品市
場取引の委託を受けた商品先物取引業者の
営業所等の長（商品先物取引又は外国商品
市場取引の委託の取次ぎによりその商品先
物取引業者にその商品先物取引又は外国商
品市場取引の委託をした場合にあっては、
その委託の取次ぎを引き受けた商品先物取
引業者の営業所等の長）
（注）　上記の「商品先物取引」には、商品先

物取引法第 2 条第 9 項に規定する商品市
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場（以下「商品市場」といいます。）にお

いて行われる同条第10項第 1 号ホからチ

まで及び第 2号に掲げる取引を含みます。

ロ　商品先物取引をした場合（上記イの場合
を除きます。）��その商品先物取引の相
手方である商品市場を開設した商品取引所
の長
ハ　店頭商品デリバティブ取引（商品先物取
引法第 2条第14項に規定する店頭商品デリ
バティブ取引をいいます。以下同じです。）
をした場合��その店頭商品デリバティブ
取引の相手方である商品先物取引業者の営
業所等の長（店頭商品デリバティブ取引の
取次ぎによりその商品先物取引業者が当該
店頭商品デリバティブ取引をした場合にあ
っては、その取次ぎを引き受けた商品先物
取引業者の営業所等の長）
ニ　委託により市場デリバティブ取引（金融
商品取引法第 2条第21項に規定する市場デ
リバティブ取引をいいます。以下同じで
す。）又は外国市場デリバティブ取引（同
条第23項に規定する外国市場デリバティブ
取引をいいます。以下同じです。）をした
場合��その市場デリバティブ取引又は外
国市場デリバティブ取引の委託を受けた金
融商品取引業者等の営業所の長（市場デリ
バティブ取引又は外国市場デリバティブ取
引の委託の取次ぎによりその金融商品取引
業者等にその市場デリバティブ取引又は外
国市場デリバティブ取引の委託をした場合
にあっては、その委託の取次ぎを引き受け
た金融商品取引業者等の営業所の長）
ホ　市場デリバティブ取引（金融商品取引法
第 2条第 8項第 1号に規定する商品関連市
場デリバティブ取引に限ります。以下ホに
おいて同じです。）をした場合（上記ニに
掲げる場合を除きます。）��その市場デ
リバティブ取引の相手方である取引所金融
商品市場を開設した金融商品取引所の長
ヘ　店頭デリバティブ取引（金融商品取引法

第 2条第22項に規定する店頭デリバティブ
取引をいいます。以下同じです。）をした
場合��その店頭デリバティブ取引の相手
方である金融商品取引業者等の営業所の長
（店頭デリバティブ取引の取次ぎによりそ
の金融商品取引業者等がその店頭デリバテ
ィブ取引をした場合にあっては、その取次
ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業
所の長）
ト　金融商品取引法第 2条第 1項第19号に掲
げる有価証券（以下「カバードワラント」
といいます。）の取得をした場合��次に
掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定め
る者
イ　カバードワラントの取得をした者がそ
のカバードワラントに表示される権利の
行使又は放棄をする場合��国内におい
てその権利の行使又は放棄に関する事務
の取扱いをする金融商品取引業者の営業
所の長
ロ　カバードワラントの取得をした者が、
カバードワラントの譲渡をし、国内にお
いてそのカバードワラントの譲渡の対価
の支払を受ける場合��そのカバードワ
ラントの譲渡について売委託を受けた金
融商品取引業者又はそのカバードワラン
トの譲渡を受けた法人（金融商品取引業
者を通じてその譲渡を受けたものを除き
ます。）

②　先物取引の差金等決済に係る支払調書
　商品先物取引業者等は、居住者等が行った
先物取引について差金等決済があった場合に
は、その居住者等の各人別に、その者の氏名
及び住所、その年中に差金等決済により成立
した先物取引の種類、数量及び対価の額又は
約定価格等、その差金等決済の方法及びその
差金等決済の日その他所定の事項を記載した
「先物取引に関する調書」を、その先物取引
の差金等決済があった日の属する年の翌年 1
月末日までに、その商品先物取引業者等の所
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在地の所轄税務署長（以下「所轄税務署長」
といいます。）に提出しなければならないこ
ととされています（所法225①十三、旧所規
90の 5 、別表 5�）。
③　先物取引の差金等決済に係る支払調書の特
例
　商品先物取引業者等は、上記②の「先物取
引に関する調書」を同一の居住者等に対する
1回の先物取引の差金等決済ごとに作成する
場合には、上記⑶の調書の提出方法に代えて、
その調書をその先物取引の差金等決済があっ
た日の属する月の翌月末日までに所轄税務署
長に提出する方法によることができることと
されています（旧措法41の15の 2 、旧措規19
の10①）。
④　「先物取引」及び「差金等決済」の意義
　上記①から③までの制度の対象となる「先
物取引」とは次のイからハまでに掲げる取引
をいい、「差金等決済」とはこれらの取引の
区分に応じそれぞれ次に定める決済をいいま
す（所法224の 5 ②）。
イ　商品先物取引、外国商品市場取引又は店
頭商品デリバティブ取引��その商品先物
取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリ
バティブ取引の決済（その商品先物取引、
外国商品市場取引又は店頭商品デリバティ
ブ取引に係る商品の受渡しが行われること
となるものを除きます。）
ロ　市場デリバティブ取引、外国市場デリバ
ティブ取引又は店頭デリバティブ取引��
その市場デリバティブ取引、外国市場デリ
バティブ取引又は店頭デリバティブ取引の
決済（その市場デリバティブ取引、外国市
場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ
取引に係る金融商品の受渡しが行われるこ
ととなるものを除きます。）
ハ　カバードワラントの取得��そのカバー
ドワラントに表示される権利の行使（その
行使により金融商品の受け渡しが行われる
こととなるものを除きます。）若しくは放

棄又はそのカバードワラントの譲渡

2 　関連する金融商品取引法の改正（暗号
資産を用いたデリバティブ取引に関する
金融規制の整備等）の概要

　近年の情報通信技術の進展に伴う金融取引の多
様化に対応し、金融の機能に対する信頼の向上及
び利用者等の保護等を図るため、暗号資産交換業
者に関する規制の整備、暗号資産を用いたデリバ
ティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備、
顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供
する業務等の金融機関の業務への追加、店頭デリ
バティブ取引における証拠金の清算に係る規定の
整備等の措置を講ずること等を内容とする「情報
通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応す
るための資金決済に関する法律等の一部を改正す
る法律案」が、第198回国会に提出され、令和元
年 5月31日に可決・成立し、同年 6月 7日に法律
第28号として公布されています。
　情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に
対応するための資金決済に関する法律等の一部を
改正する法律（令和元年法律第28号。以下「資金
決済法等改正法」といいます。）による金融商品
取引法の改正により、「暗号資産（改正前：仮想
通貨）」を同法の金融商品として位置づけること
とされ（金融商品取引法第 2 条第24項第 3 号の
2）、「暗号資産」を用いたデリバティブ取引（以
下「暗号資産デリバティブ取引」といいます。）
について、外国為替証拠金取引（FX取引）と同
様に、金融商品取引法上の規制（販売・勧誘規制
等）を整備することとされました。これにより、
同法の市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ
取引及び外国市場デリバティブ取引に「暗号資産
デリバティブ取引」が追加されました（令和 2年
5月 1日から施行）。

3 　改正の内容

⑴　先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の改
正
　本特例（上記 1 ⑴及び⑵）は、個人投資家の
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より一層の市場参加を通じて、公正な価格形成
及び価格変動のリスクヘッジの場としての機能
を十分に発揮できる先物市場の形成が重要であ
るとの観点や、投資家保護策がより手厚く講じ
られているものを対象とするとの観点から、金
融商品取引法上の規制対象となる国内取引所取
引及び国内店頭取引のうち一定のデリバティブ
取引（先物・指標先物・オプション）が対象と
されています。
（注）　資金決済法等改正法の施行前においては、

暗号資産デリバティブ取引は上記の一定のデ

リバティブ取引に該当しておらず、その取引

に係る所得は総合課税の対象とされていまし

た。

　上記 2の改正により暗号資産デリバティブ取
引が金融商品取引法上のデリバティブ取引の対
象に追加されたことに伴い、税制上特段の措置
を講じなければ、本特例の対象となる上記 1 ⑴
①ロの金融商品先物取引等に暗号資産デリバテ
ィブ取引が追加されることとなりますが、暗号
資産デリバティブ取引は、原資産である暗号資
産の有用性についての評価が定まっておらず、
現時点では専ら投機を助長しているとの指摘も
ある中で、その積極的な社会的意義を見出し難
い等の見解が示されていることから、本特例に
ついて、同法の改正後も引き続き、改正前と同
様の対象範囲とするための所要の整備を行うこ
ととされました。
（参考）　「仮想通貨交換業等に関する研究会」報告

書（平成30年12月21日　金融庁）（抄）

4．仮想通貨デリバティブ取引等への対応

⑴　仮想通貨デリバティブ取引の現状と

規制導入の必要性

　現在、半数近くの仮想通貨交換業者

において、仮想通貨の証拠金取引が提

供されている。これは、仮想通貨を原

資産とするデリバティブ取引（以下「仮

想通貨デリバティブ取引」）の一形態で

あり、今後、更に新たなデリバティブ

取引の類型が登場することも想定され

る。

　2017年度において、仮想通貨デリバ

ティブ取引は、仮想通貨交換業者を通

じた国内の仮想通貨取引全体の約 8 割

を占めている中、仮想通貨交換業者に

おけるシステム上の不備やサービス内

容の不明確さ等に起因する利用者から

の相談が、金融庁に対して相当数寄せ

られている。

　また、多くの主要国が仮想通貨デリ

バティブ取引を金融規制の対象として

いる中、現状、我が国においては金融

規制の対象とはされていない。一方で、

現行の金融商品取引法においても、原

資産の如何を問わず、デリバティブ取

引を金融規制の対象とし得る枠組みは

存在している。

　仮想通貨デリバティブ取引について

は、原資産である仮想通貨の有用性に

ついての評価が定まっておらず、また、

現時点では専ら投機を助長している、

との指摘もある中で、その積極的な社

会的意義を見出し難い。

　しかしながら、既に、国内において

相当程度の仮想通貨デリバティブ取引

が行われており、利用者からの相談も

相当数寄せられている現状を踏まえれ

ば、仮想通貨デリバティブ取引につい

ては、これを禁止するのではなく、適

正な自己責任を求めつつ、一定の規制

を設けた上で、利用者保護や適正な取

引の確保を図っていく必要があると考

えられる。

　具体的には次の改正が行われました。
①　先物取引に係る雑所得等の課税の特例の改
正
　上記 1 ⑴の特例の適用対象から、暗号資産
デリバティブ取引の差金等決済に係る雑所得
等が除外されました（措法41の14①）。
（注）　上記の「暗号資産デリバティブ取引」と
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は、具体的には金融商品取引法第 2 条第24

項第 3 号の 2 に掲げる暗号資産又は同法第

29条の 2 第 1 項第 9 号に規定する金融指標

に係るデリバティブ取引と定められていま

す。

②　先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控
除の改正
　上記 1 ⑵の特例の適用対象となる先物取引
の差金等決済は上記①の先物取引の差金等決
済と同じですので、上記①の改正に伴い暗号
資産デリバティブ取引の差金等決済に係る損
失の金額が本特例の適用対象から除外される
こととなります。

⑵　先物取引の差金等決済に係る告知等の改正
　上記 2の改正により暗号資産デリバティブ取
引が金融商品取引法上のデリバティブ取引の対
象に追加されたことに伴い、暗号資産デリバテ
ィブ取引に係る差金等決済をする者は上記 1 ⑶
①の告知制度の、その暗号資産デリバティブ取
引の委託を受けた金融商品取引業者等の営業所
の長は、上記 1 ⑶②の支払調書制度の適用を受
けることとされました。この暗号資産デリバテ
ィブ取引については、適正な課税の確保を図る
観点から、新たに告知制度及び支払調書制度の
対象とされることとなりますが、金融商品取引
業者等のシステム対応期間の確保など執行面の
配慮等の観点から次の措置を講ずることとされ
ました。
①　暗号資産デリバティブ取引の差金等決済に
係る告知及び支払調書の提出の猶予
　資金決済法等改正法の施行の日（令和 2年
5月 1日）から令和 2年12月31日までの間に
行われる暗号資産デリバティブ取引の差金等
決済については、上記にかかわらず、上記 1
⑶①の告知制度及び上記 1 ⑶②の支払調書制
度の適用を受けないこととされました（改正
法附則73②）。
（注）　これにより、暗号資産デリバティブ取引

の委託を受けた金融商品取引業者等は、令

和 3 年以後に行われる暗号資産デリバティ

ブ取引の差金等決済について令和 4 年 1 月

から下記②の改正後の先物取引に関する支

払調書を提出すればよいこととなりますの

で、この間に支払調書の提出に必要な個人

番号を含めた居住者等の告知・システム改

修等を行うこととなります。

②　先物取引の差金等決済に係る支払調書の改
正
　改正前の「先物取引に関する支払調書」は
1取引（差金等決済）ごとに記載事項の記載
が必要であり、また、 1枚の調書で 3取引ま
でしか記載できない様式とされていますが、
暗号資産デリバティブ取引はアルゴリズムを
用いた取引手法による取引が多く、 1人当た
りの年間取引件数が膨大であることから、暗
号資産デリバティブ取引の差金等決済に係る
支払調書について、次の改正が行われました。
イ　先物取引の差金等決済に係る支払調書の
特例の改正
　暗号資産デリバティブ取引に係る支払調
書の提出を年 1回に限ることとするため、
上記 1 ⑶③の特例の適用対象から暗号資産
デリバティブ取引の差金等決済を除外する
こととされました（措法41の15の 2 ）。
ロ　暗号資産デリバティブ取引に係る支払調
書の記載事項の改正
　上記イのとおり、暗号資産デリバティブ
取引に係る支払調書の提出が年 1回とされ
たことに伴い、これまで 1取引ごとに記載
することとされていた差金等決済により確
定した利益や損失の額等の記載事項につい
て、暗号資産デリバティブ取引の差金等決
済について提出する場合には、調書の表に
その旨を付記するとともにその年の年間取
引の合計額により記載することとされまし
た（所規90の 5 、別表 5�）。
　具体的には、次に掲げる事項を記載する
こととされました。
イ　その暗号資産デリバティブ取引の差金
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等決済をした者の氏名、住所及び個人番
号
ロ　その年中に差金等決済により成立した
暗号資産デリバティブ取引の種類
ハ　その年中に暗号資産デリバティブ取引
の差金等決済を行ったことにより確定し
た利益の額の合計額から損失の額の合計
額を控除した金額
ニ　その年中に行った暗号資産デリバティ
ブ取引の差金等決済に係る取引の手数料
等の額の合計額
ホ　その暗号資産デリバティブ取引の差金
等決済をした者が国税通則法の規定によ
り届け出た納税管理人が明らかな場合に
は、その氏名及び住所又は居所
ヘ　その他参考となるべき事項
（注 1）　上記の他、市場暗号資産デリバティ

ブ取引、外国市場暗号資産デリバティ

ブ取引又は店頭暗号資産デリバティブ

取引の別等も記載する必要があります。
（注 2）　上記の他、先物取引の差金等決済に

係る告知制度について、法人番号の告

知方法等についての特例の創設等の改

正及び番号利用法の改正に伴う告知等

の際に提示すべき本人確認書類の範囲

についての改正が行われています。詳

しくは、前掲「所得税法等の改正」の

「十一　法人の告知手続等に関する改

正」をご参照ください。

4 　適用関係

⑴　上記 3 ⑴の改正は、先物取引の差金等決済で
令和 2年 5月 1日以後に行われるものについて
適用し、先物取引の差金等決済で同日前に行わ
れたものについては従前どおりとされています
（改正法附則72）。
⑵　上記 3 ⑵②イの改正は、先物取引の差金等決
済で令和 2年 5月 1日以後に行われるものにつ
いて適用し、先物取引の差金等決済で同日前に
行われたものについては従前どおりとされてい
ます（改正法附則73①）。
⑶　上記 3 ⑵②ロの改正は、暗号資産デリバティ
ブ取引の差金等決済で令和 3年 1月 1日以後に
行われるものについて適用されます（改正所規
附則27、30①）。

第二　土地・住宅税制の改正

一�　低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除制
度の創設

1 　制度創設の趣旨等

⑴　制度創設の背景
　平成25年土地基本調査によれば、平成15年か
らの10年間で世帯が保有する空き地等の面積は
約1.4倍に増加するなど、地方部を中心に低未
利用地の面積は近年急激な増加傾向にあり、人
口減少等に伴い、今後もより一層増加すること
が懸念されています。
　所有者による利用・管理が期待できない低未
利用地は、治安、衛生、景観等の悪化により地

域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすだけで
なく、地域活力の低下、周辺地価の下落誘発等、
経済面でも負の影響を及ぼすこととなります。
また、こうした土地は、今後の高齢化の進展に
伴い将来的に所有者不明土地となる可能性が高
いものです。このため、低未利用地の利活用の
促進、低未利用地の将来的な増加の抑制を図る
ことが喫緊の課題となっています。
　「経済財政運営と改革の基本方針2019」（令和
元年 6 月21日閣議決定）においても、「土地の
適切な利用・管理の確保（略）、所有者不明土
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地の発生を予防するための仕組み（略）等につ
いて（略）期限を区切って対策を推進する。」
とされました。
　低未利用地の適切な利用・管理のためには、
土地利用ニーズをもつ新しい主体に土地が譲り
渡されることにより、新たな所有者による適切
な利用・管理を図ることが重要であり、土地利
用ニーズが低下している場合においては、手放
したいニーズと利用したいニーズのマッチング
を行うことの重要性が増していきます。しかし、
このように土地利用ニーズが低下している場合
に、より買主を見つけやすくするために、売主
は売却希望価格を下げていくこととなり、その
結果、売却のための測量費や解体費等の負担が
相対的に重くなる一方で、譲渡者の手元に残る
金額は少額となることから、売却するインセン
ティブが少なくなり、利活用していない土地を
売却せずに所有し続けることとなっている現状
にあります。

⑵　土地基本法の改正
　上記⑴の状況等を踏まえ、所有者不明土地の
増加や自然災害の頻発等により、適正な土地の
管理の重要性が増大していることに鑑み、適正
な土地の管理についての基本理念、土地所有者
等の責務等を明らかにし、政府による土地基本
方針の策定等について定めるとともに、同基本
方針に即した国土調査の促進を図るため、令和
2年度を初年度とする国土調査事業十箇年計画
を策定し、あわせて、街区境界調査成果の取扱
い及び地方公共団体による筆界特定の申請につ
いて定める等の措置を講ずる必要があることか
ら「土地基本法等の一部を改正する法律案」が
第201回国会に提出され、可決成立し、令和 2
年 3月31日に法律第12号として公布されていま
す。
　改正後の土地基本法においては、人口減少社
会に対応し、土地の適正な「利用」及び「管
理」の確保の観点から土地政策を再構築するた
め、法全般（「目的」「基本理念」「責務」「基本

的施策」）で、周辺に悪影響を与えないように
「管理」をすることの重要性等が明確化される
とともに、同法第13条第 4項において低未利用
土地の定義が置かれています。

⑶　制度創設の趣旨
　上記のような状況を踏まえ、今後、高齢化の
進展に伴い所有者自身が利用・管理する意向の
ない土地が増加し、所有者不明土地が発生しや
すい状況となることが予想される中で、税制上、
低未利用地の所有者が、その土地を適切に利
用・管理を行う意欲のある者に譲渡することへ
のインセンティブを付与し、適切な土地の利
用・管理を確保し、土地の有効利用を通じた投
資の促進、地域活性化を図るとともに、所有者
不明土地の更なる発生を予防することが必要で
あることに鑑み、本特例を創設することとされ
ました。

2 　制度の内容

⑴　制度の概要
　個人が、低未利用土地等で、その年 1月 1日
において所有期間が 5 年を超えるものの譲渡
（その対価の額が500万円を超えるものを除きま
す。）を令和 2 年 7 月 1 日から令和 4 年12月31
日までの間にした場合には、その年中の低未利
用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から
100万円を控除することができます（措法35の
3 ）。
（注）　上記の「譲渡」には譲渡所得の基因となる

不動産等の貸付けを含みます（措法31①、35

の 3 ①）。以下同じです。

⑵　制度の内容
①　特例の対象となる土地等
　都市計画法第 4条第 2項に規定する都市計
画区域内にある土地基本法第13条第 4項に規
定する低未利用土地（以下「低未利用土地」
といいます。）又は当該低未利用土地の上に
存する権利（以下「低未利用土地等」と総称
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します。）で、その年 1 月 1 日において所有
期間が 5年を超えるものとされています（措
法35の 3 ①）。
（注 1）　上記の「都市計画区域」とは、都道府

県により、市又は人口、就業者数その他

の事項が一定の要件に該当する町村の中

心の市街地を含み、かつ、自然的及び社

会的条件並びに人口、土地利用、交通量

その他一定の事項に関する現況及び推移

を勘案して、一体の都市として総合的に

整備し、開発し、及び保全する必要があ

る区域として指定された区域をいうこと

とされています。都道府県は、このほか、

首都圏整備法による都市開発区域、近畿

圏整備法による都市開発区域、中部圏開

発整備法による都市開発区域その他新た

に住居都市、工業都市その他の都市とし

て開発し、及び保全する必要がある区域

を都市計画区域として指定するものとさ

れています。（都市計画法 4②、 5①②）。
（注 2）　上記の「土地基本法第13条第 4 項に規

定する低未利用土地」とは、居住の用、

業務の用その他の用途に供されておらず、

又はその利用の程度がその周辺の地域に

おける同一の用途若しくはこれに類する

用途に供されている土地の利用の程度に

比し著しく劣っていると認められる土地

をいいます（土地基本法13④）。

②　適用期間
　低未利用土地等の譲渡を令和 2年 7月 1日
から令和 4年12月31日までの間にした場合に
適用することとされています（措法35の 3 ①）。
③　本特例の適用が受けられない場合
イ　課税の繰延べの適用を受ける場合
　その者がその年中にその譲渡をした低未
利用土地等の全部又は一部につき、収用等
に伴い代替資産を取得した場合の課税の特
例（措法33）、交換処分等に伴い資産を取
得した場合の課税の特例（措法33の 2 ）、
換地処分等に伴い資産を取得した場合の課

税の特例（措法33の 3 ）、特定の居住用財
産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の
特例（措法36の 2 ）、特定の居住用財産を
交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
（措法36の 5 ）、特定の事業用資産の買換え
の場合の譲渡所得の課税の特例（措法37）、
特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所
得の課税の特例（措法37の 4 ）又は特定普
通財産とその隣接する土地等の交換の場合
の譲渡所得の課税の特例（措法37の 8 ）の
適用を受ける場合は本特例を適用できない
こととされています（措法35の 3 ①）。
　すなわち、その年中に100万円特別控除
の適用対象となる土地等を 2以上譲渡した
場合は、一方の土地等についてこの100万
円特別控除の適用を受け、当該土地等以外
の土地等について上記の課税の特例の適用
を受けることはできません。
ロ　譲渡の後に低未利用土地等の利用がされ
ない場合
　政策目的上、その譲渡の後に低未利用土
地等の利用がされる場合に限ることとされ
ています（措法35の 3 ①）。
ハ　分筆した土地について本特例の適用を受
けた場合
　本特例の適用を受けようとする低未利用
土地等と一筆であった土地からその年の前
年又は前々年に分筆された土地又は当該土
地の上に存する権利の譲渡（譲渡所得の基
因となる不動産等の貸付けを含みます。）
を当該前年又は前々年中にした場合におい
て、その者が当該譲渡につき本特例の適用
を受けているときは、適用しないこととさ
れています（措法35の 3 ③）。
　これは、低未利用土地の分筆により、一
つの低未利用土地につき本特例の適用を複
数回受けることがないようにするために措
置されたところです。

④　本特例の適用が受けられない譲渡
　次に掲げる譲渡については、本特例の適用
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ができないこととされています（措法35の 3
②）。
イ　その個人の配偶者その他のその個人と特
別の関係がある者に対してする譲渡
（注）　上記の「その個人と特別の関係がある

者」とは、次に掲げる者をいいます（措

令23の 3 、23の 2 ①）。

イ�　その個人の配偶者及び直系血族（父

母、孫等）

ロ�　その個人と生計を一にしている親族

（上記イに掲げる者を除きます。）

ハ�　その個人と婚姻の届出をしていない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある

者及びその者の親族でその者と生計を

一にしているもの

ニ�　その個人から受ける金銭等によって

生計を維持しているもの（使用人を除

きます。）及びその者の親族でその者と

生計を一にしているもの（上記イから

ハまでに該当する者を除きます。）

ホ�　その個人、その個人の上記イ及びロ

に該当する親族、その個人の使用人若

しくはその使用人の親族でその使用人

と生計を一にしているもの又は上記ハ

及びニに該当する者を判定の基礎とな

る株主又は社員とした場合に同族会社

となる会社その他の法人

ロ　その譲渡の対価（当該低未利用土地等の
譲渡とともにした当該低未利用土地の上に
ある資産の譲渡の対価を含みます。）の額
が500万円を超えるもの
　これは、市場での取引が比較的難しくな
っている物件が掲載されている空き地・空
き家バンクを経由して成約した物件の約半
数が500万円以下での成約となっており、
かつ、最も取引件数が多い価額帯は400万
円超500万円以下となっていることから、
500万円とされたところです。
　本特例の対象となる土地は、低未利用の
更地及び建物付き土地ですが、低未利用の

建物付き土地の場合、その上物は修繕が必
要な場合や十分に管理されていないもので
ある場合が多く、上物のみの価値は非常に
低いものと考えられるため、上物を含めた
譲渡価額が500万円以下のものを対象とす
ることとされました。
（注）　仮に、土地等の価格のみで500万円以下

を基準とする場合、比較的高額の上物が

建っている場合も本特例の対象となりま

すが、そのような上物の建つ土地は本特

例により売却を促進せずとも取引が行わ

れうると考えられるため、そのような物

件を排除するためにも、上物も含めた譲

渡価額を基準とすることとされたところ

です。

　なお、本特例の適用が受けられるのは、
あくまでも土地等の部分のみになります。
ハ　固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例
（所法58）又は収用交換等の場合の5,000万
円特別控除（措法33の 4 ）、特定土地区画
整理事業等のために土地等を譲渡した場合
の2,000万円特別控除（措法34）、特定住宅
地造成事業等のために土地等を譲渡した場
合の1,500万円特別控除（措法34の 2 ）、農
地保有の合理化等のために農地等を譲渡し
た場合の800万円特別控除（措法34の 3 ）、
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特
別控除（措法35）若しくは特定期間に取得
をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所
得の1,000万円特別控除（措法35の 2 ）の
適用を受ける譲渡

⑶　譲渡所得の特別控除の適用関係
　譲渡所得の特別控除には、資産の譲渡の態様
に応じて、今回創設された100万円特別控除を
含め、次の 7種類がありますが、譲渡所得の特
別控除の限度額については、その年中の資産の
譲渡について、次に掲げる特別控除のうち 2以
上の適用を受けることにより、特別控除額の合
計額が5,000万円を超えることとなるときは、
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通じて5,000万円で頭打ちとされています（措
法36）。
①　収用交換等の場合の5,000万円特別控除（措
法33の 4 ）
②　居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特
別控除（措法35）
③　特定土地区画整理事業等のために土地等を
譲渡した場合の2,000万円特別控除（措法34）
④　特定住宅地造成事業等のために土地等を譲
渡した場合の1,500万円特別控除（措法34の
2 ）

⑤　特定期間に取得をした土地等を譲渡した場
合の長期譲渡所得の1,000万円特別控除（措
法35の 2 ）
⑥　農地保有の合理化等のために農地等を譲渡
した場合の800万円特別控除（措法34の 3 ）
⑦　低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡
所得の100万円特別控除（措法35の 3 ）
　また、上記の限度額の適用順序については、
その年中に、収用等による譲渡の所得で5,000
万円特別控除の対象となるものがあるときは、
まず、その5,000万円特別控除のグループの特
別控除を適用することとされています。次に、
収用等による譲渡の5,000万円特別控除の適用
がない場合、あるいは5,000万円特別控除の適
用はあるが、収用等のグループの譲渡益が
5,000万円に満たないため、5,000万円の全額の
控除ができず控除不足額がある場合には、
5,000万円又はその控除不足額の範囲内で、順次、
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控
除、特定土地区画整理事業等のために土地等を
譲渡した場合の2,000万円特別控除、特定住宅
地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の
1,500万円特別控除、特定期間に取得をした土
地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の1,000万
円特別控除、農地保有の合理化等のために農地
等を譲渡した場合の800万円特別控除、低未利
用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100
万円特別控除を適用することとされています
（措令24）。

⑷　特別控除額の控除の方法
　この100万円特別控除は、その年中に、譲渡
した低未利用土地等の全てに対する長期譲渡所
得の金額からあわせて100万円を限度として控
除するものです。この場合、当該譲渡した全て
の土地等の長期譲渡所得の金額の合計額が100
万円に満たないときには、この特別控除額はそ
の長期譲渡所得の金額の合計額に相当する金額
となります（措法35の 3 ①）。

⑸　申告要件等
　この100万円特別控除の特例は、その適用を
受けようとする年分の確定申告書に、この特例
の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、
この特例の対象となる土地等に該当する旨を証
する書類として、次に掲げる書類の添付がある
場合に限り適用することとされています（措法
35の 3 ④、措規18の 3 の 2 ）。
①　譲渡をした土地等の所在地の市町村長又は
特別区の区長のイからニまでに掲げる事項を
確認した旨並びにホ及びヘに掲げる事項を記
載した書類
イ　当該土地等が都市計画法第 4条第 2項に
規定する都市計画区域内にあること。
ロ　当該土地等が、当該譲渡の時において、
低未利用土地等に該当するものであること。
ハ　当該土地等が、当該譲渡の後に利用され
ていること又は利用される見込みであるこ
と。
ニ　当該土地等の所有期間が 5年を超えるも
のであること。
ホ　当該土地等と一筆であった土地からその
年の前年又は前々年に分筆された土地等の
有無
ヘ　上記ホの分筆された土地等がある場合に
は、当該土地等につきこの①の書類の当該
譲渡をした者への交付の有無

②　譲渡をした低未利用土地等に係る売買契約
書の写しその他の書類で、当該低未利用土地
等の譲渡の対価の額が500万円以下であるこ
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とを明らかにするもの
（注）　この100万円特別控除の特例についても、他

の特別控除の特例と同様、確定申告書の提出

がなかった場合又は特例の適用を受ける旨の

記載若しくはこの特例の対象となる土地等に

該当する旨を証する書類の添付がない確定申

告書が提出された場合においても、税務署長は、

その提出又は記載若しくは添付がなかったこ

とについてやむを得ない事情があると認める

ときは、その記載をした書類及びこの特例の

対象となる土地等に該当する旨を証する書類

の提出があった場合に限り、この特例の適用

をすることができることとされています（措

法35の 3 ⑤）。

3 　適用関係

　上記 2の制度は、令和 2年 7月 1日から令和 4
年12月31日までの間に譲渡をした場合について適
用されます（措法35の 3 ①）。

二　土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　個人が、他の者から取得した土地又は土地の
上に存する権利（以下「土地等」といいます。）
で事業所得又は雑所得の基因となるもののうち、
その年 1月 1日において所有期間が 5年以下で
あるもの（その年中に他の者から取得した土地
等を含みます。）の譲渡（一定の賃借権の設定
等を含みます。）をした場合には、その土地等
の譲渡による事業所得又は雑所得については、
他の所得と区分し、土地等に係る事業所得又は
雑所得の金額として一定の計算をした金額（以
下「土地等に係る課税事業所得等の金額」とい
います。）に対し、次のいずれか多い金額に相
当する所得税を課することとされています（措
法28の 4 ①）。
①　土地等に係る課税事業所得等の金額の40％
相当額
②　土地等に係る課税事業所得等の金額につき
総合課税をした場合の上積税額の110％相当
額

⑵　ただし、その土地等の譲渡が、次に掲げるも
のに該当し、確定申告書にその該当することの
証明書が添付された場合は、上記⑴の課税は適
用されず、事業所得又は雑所得として所得税法
本則の課税（総合課税）が行われることとされ
ています（措法28の 4 ③）。

①　国又は地方公共団体に対する譲渡
②　独立行政法人都市再生機構、土地開発公社
その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住
宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うこ
とを目的とするものとして一定のものに対す
る土地等の譲渡で、その譲渡に係る土地等が
その業務を行うために直接必要であると認め
られるもの
③　資産の収用交換等（土地収用法、都市計画
法、都市再開発法その他の法律の規定による
収用、買取り、換地処分、権利変換、買収、
消滅、使用又は交換をいいます。）による土
地等の譲渡
④　都市計画法の開発許可を受けて行う1,000
㎡以上の宅地造成事業に係る土地の全部又は
一部の譲渡で、譲渡価格が適正であること、
公募の方法により行われるものであること等
の要件に該当するもの
⑤　開発許可を要しない場合における1,000㎡
以上の宅地造成事業に係る土地の全部又は一
部の譲渡で、その宅地造成について都道府県
知事の認定を受けているものであること、譲
渡価格が適正であること及び公募の方法によ
り行われるものであることの要件に該当する
もの
⑥　都道府県知事の認定を受けた新築住宅の販
売と併せて行う1,000㎡以上の敷地の販売に
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係る土地の全部又は一部の譲渡で、譲渡価格
が適正であること及び公募の方法により行わ
れるものであることの要件に該当するもの
⑦　市町村長等の認定を受けた1,000㎡未満の
小規模な宅地の全部又は一部の譲渡で、譲渡
価格が適正であるもの
⑧　宅地建物取引業者の行う特定の宅地の譲渡
で、土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬
を受ける行為に類するもの

⑶　なお、上記⑴の課税は、個人が平成10年 1 月
1 日から令和 2年 3月31日までの間に行う土地
等の譲渡については、適用しないこととされて
います（旧措法28の 4 ⑥）。

2 　改正の内容

　本特例の上記 1⑶の適用停止期間が令和 5年 3
月31日まで 3年延長されました（措法28の 4 ⑥）。

三�　優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲
渡所得の課税の特例の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　個人が、昭和62年10月 1 日から令和元年12月
31日までの間に、その年の 1月 1日において所
有期間が 5年を超える土地等（土地又は土地の
上に存する権利をいいます。以下同じです。）
の譲渡をした場合において、その譲渡が「優良
住宅地等のための譲渡」に該当するときは、そ
の譲渡所得に対しては、一般の土地等の長期譲
渡所得に対する課税（課税長期譲渡所得金額に
対し一律15％（住民税を含めて20％））に代え
て、課税長期譲渡所得金額2,000万円以下の部
分は10％（住民税を含めて14％）、課税長期譲
渡所得金額2,000万円超の部分は15％（住民税
を含めて20％）の 2段階の税率（軽減税率の特
例）の適用により所得税が課されています（措
法31の 2 ①）。
⑵　この具体的な所得税額の計算方法は、次の算
式のとおりです。
①　課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下の
場合
《算式》
課税長期譲渡所得金額×10％

②　課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超え
る場合
《算式》
200万円＋（課税長期譲渡所得金額－2,000万円）

×15％

（注）　住民税を含めた税率は、課税長期譲渡所得

金額が2,000万円以下の部分は14％（うち住民

税 4％）、2,000万円超の部分は20％（うち住民

税 5％）となります。

⑶　この軽減税率の特例の適用対象となる「優良
住宅地等のための譲渡」とは、次に掲げる土地
等の譲渡で一定の証明がされたものです（旧措
法31の 2 ②）。
①　国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
②　国・地方公共団体に準ずる法人（地方道路
公社等）に対する土地等の譲渡で、その法人
が行う土地収用法等に基づく収用の対償に充
てられるもの
③　独立行政法人都市再生機構、土地開発公社
その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住
宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うこ
とを目的とするものに対する土地等の譲渡で、
その譲渡に係る土地等がその業務を行うため
に直接必要であると認められるもの
④　土地開発公社に対する被災市街地復興推進
地域内等にある土地等の譲渡で、その譲渡に
係る土地等が被災市街地復興土地区画整理事
業等の用に供されるもの
⑤　収用交換等による土地等の譲渡
⑥　第一種市街地再開発事業の施行者に対する
土地等の譲渡
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⑦　防災街区整備事業の施行者に対する土地等
の譲渡
⑧　防災再開発促進地区の区域内における認定
建替計画に従って建築物の建替えの事業を行
う認定事業者に対する土地等の譲渡
⑨　都市再生特別措置法による民間都市再生事
業計画の認定を受けた一定の要件を満たす都
市再生事業の認定事業者に対する土地等の譲
渡
⑩　都市再生特別措置法による民間都市再生整
備事業計画の認定を受けた一定の要件を満た
す都市再生整備事業の認定整備事業者に対す
る土地等の譲渡
⑪　国家戦略特別区域法の認定区域計画に定め
られている特定事業又はその特定事業の実施
に伴い必要となる施設を整備する事業で、産
業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動
の拠点の形成に特に資するものとして一定の
要件を満たす事業を行う者に対する土地等の
譲渡で、その譲渡に係る土地等がその事業の
用に供されるもの
⑫　所有者不明土地の利用の円滑化等に関する
特別措置法による一定の地域福利増進事業を
実施する者に対する特定所有者不明土地その
他一定の土地等の譲渡で、その譲渡に係る土
地等が地域福利増進事業の用に供されるもの
⑬　マンションの建替え等の円滑化に関する法
律のマンション建替事業に係る売渡し請求、
買取請求若しくは権利変換を希望しない旨の
申出に基づくそのマンション建替事業の施行
者に対する土地等の譲渡又は一定の要件を満
たすマンション建替事業の施行者に対する隣
接施行敷地に係る土地等の譲渡
⑭　マンションの建替え等の円滑化に関する法
律のマンション敷地売却事業に係る売渡し請
求に基づく一定のマンション敷地売却事業を
実施する者に対する土地等の譲渡又はそのマ
ンション敷地売却事業に係る認可を受けた分
配金取得計画に基づくそのマンション敷地売
却事業を実施する者に対する土地等の譲渡

⑮　優良な建築物の建築をする事業を行う者に
対する土地等の譲渡
⑯　特定の民間再開発事業の施行者に対する土
地等の譲渡
⑰　都市計画区域内において行われる一団の宅
地の造成（開発許可又は土地区画整理法の認
可を受けて行われるものであること等の要件
を満たすものに限ります。 2 ⑴②において同
じです。）を行う者に対する土地等の譲渡
⑱　開発許可を受けて行う一団の住宅地造成の
用に供するための土地等の譲渡
⑲　都市計画区域内の宅地の造成で開発許可を
要しない場合において、面積1,000㎡以上の
一団の住宅地造成の用に供するための土地等
の譲渡
⑳　都市計画区域内において一定の25戸以上の
一団の住宅又は15戸以上若しくは床面積
1,000㎡以上の中高層耐火共同住宅の建設の
用に供するための土地等の譲渡
�　土地区画整理事業の施行地区内の土地等の
譲渡で仮換地指定日から 3年を経過する日の
属する年中までに行われる一定の住宅又は中
高層耐火共同住宅の建設の用に供するための
土地等の譲渡

（注）　避難解除区域等のうち一定の区域内にある

土地等の帰還環境整備推進法人に対する譲渡

で、その譲渡に係る土地等が帰還環境整備事

業計画に記載された事業の用に供されるもの

についても、上記の「優良住宅地等のための

譲渡」に該当するものとみなして、この軽減

税率の特例の適用ができることとされていま

す（震災税特法11の 6 ②）。

⑷　また、個人が、昭和62年10月 1 日から令和元
年12月31日までの間に、その年 1月 1日におい
て所有期間が 5年を超える土地等の譲渡をした
場合において、その譲渡が「確定優良住宅地等
予定地のための譲渡」に該当するときにも、こ
の軽減税率の特例の適用ができることとされて
います（措法31の 2 ③）。
（注）　上記の「確定優良住宅地等予定地のための
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譲渡」とは、予定期間内に上記⑶の⑰から�

までに掲げる土地等の譲渡に該当することと

なることが確実であると認められることにつ

き証明がされた土地等の譲渡をいいます。

　なお、上記の「予定期間」とは、その譲渡

の日から同日以後 2 年を経過する日の属する

年の12月31日までの期間（住宅建設の用に供

される宅地の造成に要する期間が通常 2 年を

超えることその他のやむを得ない事情がある

場合には、その譲渡の日からその 2 年を経過

する日の属する年の12月31日以後 2 年等を経

過する日までの期間内の日でその事業につき

開発許可等を受けることができると見込まれ

る日として税務署長が認定した日の属する年

の12月31日までの期間）をいいます。

2 　改正の内容

⑴　本特例の対象から上記 1⑶⑩及び⑰に掲げる
土地等の譲渡を除外
①　都市再生特別措置法による認定民間都市再
生整備事業の認定整備事業者に対する土地等
の譲渡（上記 1⑶⑩に掲げる土地等の譲渡）
に係る措置は、都市の再生に著しく貢献する
民間都市開発事業を国として積極的に支援す
るために創設された認定民間都市再生整備事
業を推進する観点から設けられたものですが、
近年の同事業の適用実績がない状況を踏まえ、

適用期限の到来をもって本措置を廃止するこ
ととされました（旧措法31の 2 ②八）。
②　都市計画区域内において行われる一団の宅
地の造成を行う者に対する土地等の譲渡（上
記 1⑶⑰に掲げる土地等の譲渡）に係る措置
は、都市計画施設や公共施設の新たな基盤整
備を伴う大規模な宅地開発事業を促進する観
点から設けられたものですが、近年では人口
減少・高齢化が進む中で、持続可能な都市経
営を可能とすることが大きな課題となってお
り、公共施設の統廃合や維持・更新といった
公共施設の再編の重要性が増しているところ
です。こうした現下の状況を踏まえれば、当
初の政策的意義が薄れてきていることから、
適用期限の到来をもって本措置を廃止するこ
ととされました（旧措法31の 2 ②十二）。

⑵　適用期限の延長
　本特例（上記 1⑴及び⑷）の適用期限が令和
4年12月31日まで 3年延長されました（措法31
の 2 ①③）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、個人が令和 2年 4月 1日
前に行った上記 1⑶⑩及び⑰に掲げる土地等の
譲渡については従前どおりとされています（改
正法附則63①）。

四　収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税
の特例
①　制度の概要
　個人の有する資産（棚卸資産を除きます。
以下同じです。）が、土地収用法その他の法
律の規定によって収用権が認められている事
業等のために収用等をされ、その補償金、対
価又は清算金（以下「補償金等」といいま

す。）の額の全部又は一部に相当する金額を
もって、その収用等により譲渡した資産（以
下「譲渡資産」といいます。）と同種の資産
その他のこれに代わるべき資産（以下「代替
資産」といいます。）の取得（製作及び建設
を含みます。）をしたときは、一定の要件の
下で、下記⑷の収用交換等の場合の5,000万
円特別控除（措法33の 4 ）との選択により、
イ　その収用等により取得した補償金等の額
がその代替資産の取得価額以下であるとき
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は、その譲渡資産の譲渡がなかったものと
し、
ロ　その補償金等の額がその代替資産の取得
価額を超えるときは、その譲渡資産のうち
その超える金額に相当する部分についての
み譲渡があったものとして、
それぞれ譲渡所得の金額を計算することがで
きることとされています（旧措法33①）。
　なお、個人が補償金等の全部又は一部に相
当する金額をもって、原則として収用等のあ
った年の翌年 1月 1日から収用等のあった日
以後 2年以内に代替資産を取得する見込みで
あるときにも、一定の要件の下で、この特例
の適用を受けることができることとされてい
ます（措法33②）。
②　本特例が適用される場合
　本特例が適用される場合は、個人の有する
資産が、次に掲げる場合に該当し、それぞれ
の場合について定められた補償金等を取得し
たときとされています（旧措法33①③）。
イ　資産が土地収用法、都市計画法、都市再
開発法その他の法律（以下「土地収用法
等」といいます。）の規定に基づいて収用
され補償金を取得する場合
ロ　資産について買取りの申出を拒むときは
土地収用法等の規定に基づいて収用される
こととなる場合に、その資産が買取りの申
出に応じて買い取られ、対価を取得すると
き
ハ　土地等（土地又は土地の上に存する権利
をいいます。以下同じです。）について土
地区画整理法による土地区画整理事業その
他一定の事業が施行され、その土地等に係
る換地処分によって一定の清算金を取得す
る場合
ニ　資産につき都市再開発法による第一種市
街地再開発事業が施行された場合において、
その資産に係る権利変換により補償金（過
小床のため施設建築物の一部等が与えられ
ないように定められたことにより支払われ

るもの及びやむを得ない事情により権利変
換を希望しない旨の申出をしたと認められ
る一定の場合に支払われるものに限りま
す。）を取得するとき
ホ　資産につき密集市街地における防災街区
の整備の促進に関する法律による防災街区
整備事業が施行された場合において、その
資産に係る権利変換により補償金（過小床
のため防災施設建築物の一部等が与えられ
ないように定められたこと又は過小床のた
め防災建築施設の部分が与えられないよう
に定められたことにより支払われるもの及
びやむを得ない事情により権利変換を希望
しない旨の申出をしたと認められる一定の
場合等に支払われるものに限ります。）を
取得するとき
ヘ　土地等が都市計画法第52条の 4 第 1 項
（同法第57条の 5 等において準用する場合
を含みます。）又は同法第56条第 1 項の規
定に基づいて買い取られ、対価を取得する
場合
ト　土地区画整理法による土地区画整理事業
で減価補償金を交付すべきこととなるもの
が施行される場合において、公共施設用地
に充てるべきものとしてその事業の施行区
域内の土地等が買い取られ、対価を取得す
るとき
チ　地方公共団体又は独立行政法人都市再生
機構が行う一定の被災市街地復興土地区画
整理事業の用に供するため施行区域内にあ
る土地等が買い取られ、対価を取得する場
合
リ　地方公共団体又は独立行政法人都市再生
機構が行う都市再開発法による第二種市街
地再開発事業の用に供するため施行区域内
にある土地等が買い取られ、対価を取得す
る場合
ヌ　国、地方公共団体等が、自ら居住するた
めの住宅を必要とする者に対し賃貸し、又
は譲渡する目的で行う50戸以上の一団地の
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住宅経営に係る事業の用に供するため土地
等が買い取られ、対価を取得する場合
ル　資産が土地収用法等の規定により収用さ
れた場合（上記ロの買取りがあった場合を
含みます。）において、その資産に関して
有する所有権以外の権利（借地権等）が消
滅し、補償金又は対価を取得するとき
ヲ　資産に関して有する権利で都市再開発法
に規定する権利変換により新たな権利に変
換をすることのないもの（地役権、工作物
所有のための地上権等）が消滅したことに
より補償金を取得する場合
ワ　資産に関して有する権利で密集市街地に
おける防災街区の整備の促進に関する法律
に規定する権利変換により新たな権利に変
換することのないものが消滅したことによ
り補償金を取得する場合
カ　国又は地方公共団体が行う公有水面の埋
立て等に伴い、漁業権や入漁権等の権利の
消滅又は価値の減少により、補償金又は対
価を取得する場合
ヨ　国又は地方公共団体が、建築基準法、漁
業法等の規定に基づき行う処分に伴う資産
の買取りや消滅等によって、補償金又は対
価を取得する場合
タ　土地等が土地収用法等の規定に基づき使
用され補償金を取得する場合、又は土地等
について使用の申出を拒むときは土地収用
法等の規定に基づいて使用されることが確
実であると認められる場合に契約によって
土地等を使用させ対価を取得するとき（い
ずれもその土地等を使用させることが譲渡
所得の基因となる不動産等の貸付けに該当
する場合に限ります。）
レ　土地等が上記イからホまで若しくはタ又
は下記⑵①等に該当することとなったため、
その土地の上にある資産（建物等）が収用
された場合や、取壊しや除去をしなければ
ならなくなった場合等に、土地収用法等の
規定により、その資産の対価又はその資産

の損失に対する補償金を取得するとき
ソ　土地等が被災市街地復興土地区画整理事
業の施行の対象となったため、その土地の
上にある資産（建物等）が除却される場合
に、土地区画整理法の規定により、その資
産の損失に対する補償金を取得するとき

③　代替資産の範囲
　本特例の対象となる代替資産は、上記②イ
からヨまでに掲げる場合の区分に応じ次に掲
げる資産とされています（旧措令22④）。
イ　上記②イ、ロ、ニ又はホの場合にあって
は、譲渡資産が土地又は土地の上に存する
権利、建物（その附属設備を含みます。）
又は建物に附属する一定の構築物、その構
築物以外の構築物及びその他の資産の区分
のいずれに属するかに応じそれぞれこれら
の区分に属する資産（譲渡資産がその他の
資産の区分に属するものである場合には、
その譲渡資産と種類及び用途を同じくする
資産）
ロ　上記②ハ又はヘからヌまでの場合にあっ
ては、譲渡資産が上記②ハ又はヘからヌま
での資産の区分のいずれに属するかに応じ
それぞれ上記②ハ又はヘからヌまでの資産
ハ　上記②ルからカまでの場合にあっては、
その譲渡資産と同種の権利
ニ　上記②ヨの場合にあっては、譲渡資産が
上記イ又はハの譲渡資産の区分のいずれに
属するかに応じそれぞれこれらの区分に属
する資産

（注）　譲渡資産が上記イの区分（その他の資産

の区分を除きます。）の異なる 2以上の資産

で 1 の効用を有する 1 組の資産となってい

るものである場合には、上記にかかわらず、

その効用と同じ効用を有する他の資産をも

ってその譲渡資産の全てに係る代替資産と

することができます（いわゆる「一組法」）

（措令22⑤）。

④　補償金等を取得する者が再開発会社の社員
等である場合の本特例の不適用
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　その施行者が再開発会社である場合の都市
再開発法による市街地再開発事業の施行に伴
い、その再開発会社の株主又は社員である者
が資産の収用等により補償金等を取得する場
合には、本特例の適用を受けることができな
いこととされています。なお、次に掲げる事
業の施行に伴い、それぞれの施行会社の株主
又は社員である者が資産の収用等により補償
金等を取得する場合についても同様です（旧
措法33①③、旧措令22⑨⑩⑫⑮⑲�）。
イ　その施行者が区画整理会社である場合の
土地区画整理法による土地区画整理事業
ロ　その施行者が事業会社である場合の密集
市街地における防災街区の整備の促進に関
する法律による防災街区整備事業

⑵　交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税
の特例
　個人の有する資産が次の①又は②に掲げる場
合に該当することとなった場合において、次の
①又は②の取得する資産（以下「交換取得資
産」といいます。）のみを取得したとき又は交
換取得資産とともに補償金等を取得したときは、
一定の要件の下で、下記⑷の収用交換等の場合
の5,000万円特別控除（措法33の 4 ）との選択
により、収用、買取り又は交換により譲渡した
資産の譲渡がなかったもの又は譲渡をした資産
のうちその補償金等の額に対応する部分の資産
についてのみ譲渡があったものとして、譲渡所
得の金額を計算することができることとされて
います（措法33の 2 ）。
①　資産につき、土地収用法等の規定による収
用があった場合（買取りの申出を拒むときは、
土地収用法等の規定に基づいて収用されるこ
ととなるため買取りの申出に応じて買い取ら
れる場合又は独立行政法人都市再生機構等が
行う50戸以上の一団地の住宅経営のために買
い取られる場合を含みます。以下同じです。）
において、その資産と同種の資産を取得する
とき

②　土地等につき、土地改良法による土地改良
事業又は農業振興地域の整備に関する法律第
13条の 2第 1項の事業が施行された場合にお
いて、その土地等に係る交換により土地等を
取得するとき

⑶　換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税
の特例（第一種市街地再開発事業・防災街区整
備事業の場合）
①　個人が、その有する資産につき都市再開発
法による第一種市街地再開発事業が施行され
た場合において、その資産に係る権利変換に
より施設建築物の一部を取得する権利及び施
設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地
上権の共有持分（その資産に係る権利変換が
同法第110条第 1項又は第110条の 2第 1項の
規定により定められた権利変換計画（全員同
意型の権利変換計画）により定められたもの
である場合には、施設建築敷地に関する権利
又は施設建築物に関する権利を取得する権
利）又は個別利用区内の宅地若しくはその使
用収益権を取得したときは、その権利変換に
より譲渡した資産（以下「旧資産」といいま
す。）の譲渡はなかったものとみなすことと
されています（旧措法33の 3 ②）。
　ただし、施設建築物の一部を取得する権利
（都市再開発法第110条第 1 項又は第110条の
2第 1項の規定により定められた権利変換計
画（全員同意型の権利変換計画）に係る施設
建築物に関する権利を取得する権利を含みま
す。）につき譲渡、相続（限定承認に係るも
のに限ります。以下同じです。）、遺贈（法人
に対するもの及び個人に対する包括遺贈のう
ち限定承認に係るものに限ります。以下同じ
です。）又は贈与（法人に対するものに限り
ます。以下同じです。）があった場合には、
この特例の適用を受けた旧資産について、そ
の譲渡、相続、遺贈又は贈与のあった日にお
いて、旧資産のうち次の算式により計算した
部分について譲渡、相続、遺贈又は贈与があ
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ったものとみなされ、所得税が課税されます
（旧措法33の 3 ③、旧措令22の 3 ③一）。
《算式》

旧資産の権利変
換の時における
価額

×

その譲渡、相続、遺贈又は
贈与をした施設建築物の一
部を取得する権利（施設建
築物に関する権利を取得す
る権利を含みます。）の権
利変換の時における価額
変換取得資産の権利変換の
時における総価額

（注）　上記算式中の「変換取得資産」とは、権

利変換により取得した施設建築物の一部を

取得する権利（施設建築物に関する権利を

取得する権利を含みます。）及び施設建築敷

地若しくはその共有持分又は地上権の共有

持分（施設建築敷地に関する権利を含みま

す。）をいいます（旧措令22の 3 ③一）。

②　個人が、その有する資産につき密集市街地
における防災街区の整備の促進に関する法律
による防災街区整備事業が施行された場合に
おいて、その資産に係る権利変換により防災
施設建築物の一部を取得する権利及び防災施
設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地
上権の共有持分（その資産に係る権利変換が
同法第255条第 1項又は第257条第 1項の規定
により定められた権利変換計画（全員同意型
の権利変換計画）により定められたものであ
る場合には、防災施設建築敷地に関する権利
又は防災施設建築物に関する権利を取得する
権利）又は個別利用区内の宅地若しくはその
使用収益権を取得したときは、その権利変換
により譲渡した資産（以下「防災旧資産」と
いいます。）の譲渡はなかったものとみなす
こととされています（旧措法33の 3 ④）。
　ただし、防災施設建築物の一部を取得する
権利（密集市街地における防災街区の整備の
促進に関する法律第255条第 1項又は第257条
第 1項の規定により定められた権利変換計画
（全員同意型の権利変換計画）に係る防災施
設建築物に関する権利を取得する権利を含み
ます。）につき譲渡、相続、遺贈又は贈与が

あった場合には、この特例の適用を受けた防
災旧資産について、その譲渡、相続、遺贈又
は贈与のあった日において、防災旧資産のう
ち次の算式により計算した部分について譲渡、
相続、遺贈又は贈与があったものとみなされ、
所得税が課税されます（旧措法33の 3 ⑤、旧
措令22の 3 ⑤）。
《算式》

防災旧資産の権
利変換の時にお
ける価額の時に
おける価額

×

その譲渡、相続、遺贈又は
贈与をした防災施設建築物
の一部を取得する権利（防
災施設建築物に関する権利
を取得する権利を含みま
す。）の権利変換の時にお
ける価額
変換取得資産の権利変換の
時における総価額

（注）　上記算式中の「変換取得資産」とは、権

利変換により取得した防災施設建築物の一

部を取得する権利（防災施設建築物に関す

る権利を取得する権利を含みます。）及び防

災施設建築敷地若しくはその共有持分又は

地上権の共有持分（防災施設建築敷地に関

する権利を含みます。）をいいます（旧措令

22の 3 ⑤）。

⑷　収用交換等の場合の5,000万円特別控除
　個人が、上記⑴②イからソまでに掲げる場合
又は上記⑵①若しくは②に掲げる場合（以下こ
れらの場合を「収用交換等に該当する場合」と
いいます。）において譲渡した資産の全部につ
いて、上記⑴の収用等に伴い代替資産を取得し
た場合の課税の特例（措法33）又は上記⑵の交
換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特
例（措法33の 2 ）の適用を受けないときは、一
定の要件の下で、譲渡所得又は山林所得の金額
の計算上5,000万円の特別控除の適用ができる
こととされています（措法33の 4 ①）。

⑸　収用交換等により取得した代替資産等の取得
価額の計算
　上記⑴から⑶までの課税の繰延べの特例の適
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用を受けた者が、その代替資産又は交換処分等、
換地処分若しくは権利変換（都市再開発法の規
定による施設建築物の一部若しくは施設建築物
に関する権利等の取得を含みます。）によって
取得した資産（以下「代替資産等」といいま
す。）の減価償却費の額を計算するとき、又は
代替資産等をその取得の日以後に譲渡、贈与な
どをした場合に山林所得や譲渡所得などの金額
を計算するときは、譲渡資産又は旧資産の取得
の時期をもってその代替資産等の取得の時期と
し、譲渡資産又は旧資産の取得価額並びに設備
費及び改良費の額の合計額のうち、代替資産等
に対応する部分の金額をその代替資産等の取得
価額とすることとされています（旧措法33の 6
①）。

2 　改正の内容

⑴　配偶者居住権の創設に伴う譲渡所得の特例の
改正
　「配偶者居住権の創設の経緯」及び「配偶者
居住権の概要」並びに配偶者居住権の創設等に
伴う譲渡所得の所得税法に関する改正について
は、前掲「所得税法等の改正」の「五　配偶者
居住権に係る所得税法の改正」をご参照くださ
い。
①　都市再開発法等の改正
　民法の改正によって配偶者居住権が創設さ
れたことに伴い都市再開発法等が改正され、
市街地再開発事業等においても、配偶者居住
権が権利変換の対象となる資産とされました。
これらの法律の中で配偶者居住権は借家権の
一部として位置付けられることとなり（都市
再開発法 2 十三）、配偶者居住権に係る権利
変換は、基本的に借家権と同様の取扱いとす
ることとされました。
　具体的には、権利変換方式の事業（例：第
一種市街地再開発事業）が施行された場合に
おいて、配偶者居住権の目的となっている建
物（以下「配偶者居住権付き建物」といいま
す。）が施行地区内の建築物であるときは、

原則として、権利変換計画に配偶者居住権の
存続期間が記載され、その事業によって建築
される施設建築物の一部について、同一の存
続期間の配偶者居住権が与えられるよう定め
られます（都市再開発法73①十四、77⑥⑦）。
なお、一定の事由により権利変換を希望しな
い場合には、補償金を取得することができる
こととされています（都市再開発法71③、91
①）。また、管理処分方式（用地買収方式）
の事業（例：第二種市街地再開発事業）が施
行された場合において、配偶者居住権付き建
物が施行地区内の建築物であるときは、その
建物が収用又は任意買収の対象となることに
伴い配偶者居住権が消滅し、その対価として
施行者から補償金が支払われます。なお、申
出により、従前の建築物の価額に相当する施
設建築物の一部に賃借権を取得することがで
きることとされています（都市再開発法118
の 2 ⑤、118の 7 ①四、118の 8 ）。
（注）　上記のほか、権利変換方式の事業である

密集市街地における防災街区の整備の促進

に関する法律による防災街区整備事業及び

マンションの建替え等の円滑化に関する法

律によるマンション建替事業においても、

これらの法律が改正され、都市再開発法と

同様に、配偶者居住権が権利変換の対象と

されています。基本的に借家権と同様の取

扱いとされた点も同様です。

②　公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱等
の改正
　配偶者居住権の創設に伴い、公共用地の取
得に伴う損失補償基準要綱（昭和37年閣議決
定）等が改正され、収用等による建物の取壊
し又は除去に伴う配偶者居住権の消滅につい
ては、建物価格をベースとした補償が行われ
ることとなりました。
　具体的には、公共用地の取得に伴う配偶者
居住権付き建物の移転に伴い、配偶者居住権
が消滅するものと認められる場合には、
イ　配偶者居住権を有する者に対し配偶者居
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住権の価格を補償することとされ、
ロ　上記イの補償を行う場合における配偶者
居住権付き建物の所有者に補償する補償金
（建物の移転料）は、改正前の価格（配偶
者居住権がない場合における建物の価格）
から上記イの補償額を控除する
こととされました（公共用地の取得に伴う損
失補償基準要綱24、24の 2 ）。なお、上記イ
の「配偶者居住権の価格」は、「配偶者居住
権がない場合における建物の価格」から「配
偶者居住権がある場合における建物の価格」
を控除した額とされています（公共用地の取
得に伴う損失補償基準要綱24の 2 ）。
　これは、配偶者居住権が建物に無償で終身
又は一定期間居住できる建物に関する法定の
権利であり、遺産分割等により設定され、具
体的相続分を構成する等の性質を有する点に
着目し、建物の債権である借家権と異なり、
建物の所有者と同様の財産的価値に対する補
償を行うこととされたものです。
（注 1）　借家人に対する補償は、通常生ずる損

失の補償として、移転先の建物の権利金

及び一定期間の周辺との家賃差額を補償

することとされています（公共用地の取

得に伴う損失補償基準要綱28の 2 ）。
（注 2）　配偶者居住権に基づく敷地の使用権（以

下「配偶者敷地利用権」といいます。）の

消滅又は価値の減少に関する補償は通常

生ずる損失の補償として補償されますが、

この場合における土地所有者に対する補

償額は、配偶者敷地利用権の補償額を控

除した額を補償することとされます。
（注 3）　上記①の市街地再開発事業等の施行に

伴う配偶者居住権及び配偶者敷地利用権

の消滅等に対する補償も、上記の方法を

参考に相当の価額の補償が行われること

とされています（都市再開発法80、91、

97、密集市街地における防災街区の整備

の促進に関する法律213、226、232）。

③　配偶者居住権の創設に伴う譲渡所得の特例

の改正
　上記①及び②のとおり、配偶者居住権付き
建物が収用等の対象となった場合には、配偶
者居住権が権利変換の対象とされ、また、配
偶者居住権及び配偶者敷地利用権の消滅等に
対し、事実上、建物及び土地の所有者と同等
の補償がなされることとなりました。この補
償の内容を踏まえれば、配偶者居住権及び配
偶者敷地利用権の消滅等の補償金等に係る課
税関係は建物及び土地の所有者が取得する補
償金等と同様のものとする必要があると考え
られることから、配偶者居住権及び配偶者敷
地利用権の消滅等に伴う補償金等を収用等に
係る譲渡所得の特例の対象とすることとされ
ました。具体的には、下記⑵から⑸までの改
正が行われました。

⑵　上記 1⑴の収用等に伴い代替資産を取得した
場合の課税の特例の改正
①　本特例の対象に、配偶者居住権の消滅等に
より補償金等を取得する場合を追加
　上記 1 ⑴②の「収用等に伴い代替資産を取
得した場合の課税の特例が適用される場合」
の範囲に、「配偶者居住権及び配偶者敷地利
用権の消滅等に伴う補償金等を取得する場
合」を追加することとされました。具体的に
は、次の改正が行われました。
イ　上記 1 ⑴②ニ及びホに掲げる場合に、
「配偶者居住権に係る権利変換により補償
金（過小床のため施設建築物の一部又は防
災施設建築物の一部についての借家権が与
えられないように定められたことにより支
払われるもの及びやむを得ない事情により
権利変換を希望しない旨の申出をしたと認
められる一定の場合に支払われるものに限
ります。）を取得する場合」が追加されま
した（措法33①三の二・三の三、措令22⑪
⑭）。
（注）　法令上は「借家権」と規定されており、

上記の改正と併せて、施行地区内の建築
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物の賃借権に係る権利変換により上記の

補償金を取得する場合も本特例の対象と

なることが法令上明確化されています

（措法33①三の二・三の三）。

　これは、第一種市街地再開発事業等に

おいて賃借権が所有権等と同様に補償す

べき権利として取り扱われ、その補償も

所有権等に対する補償と同様に権利変換

を背景としたものであることを踏まえれ

ば、借家人に対する補償も建築物の所有

者等に対する補償と同様の課税関係とす

ることが適当であると考えられますが、

法令上、賃借権に対する補償に係る本特

例の適用関係が明らかでなかったことか

ら、今般の改正において明確化されたも

のです。

ロ　上記 1 ⑴②レに掲げる場合に、「土地等
が上記 1 ⑴②イからホまで若しくはタ又は
上記 1 ⑵①等に該当することとなったため、
その土地の上にある資産（建物等）が収用
された場合や、取壊しや除去をしなければ
ならなくなった場合等に、土地収用法等の
規定により、その土地の上にある建物に係
る配偶者居住権及び配偶者敷地利用権の対
価又はその配偶者居住権及び配偶者敷地利
用権の損失に対する補償金を取得すると
き」が追加されました（措法33③二、措令
22⑳）。
ハ　上記 1 ⑴②ソに掲げる場合に、「土地等
が被災市街地復興土地区画整理事業の施行
の対象となったため、その土地の上にある
資産（建物等）が除却される場合に、土地
区画整理法の規定により、その土地の上に
ある建物に係る配偶者居住権及び配偶者敷
地利用権の損失に対する補償金を取得する
とき」が追加されました（措法33③三）。
ニ　上記 1 ⑴②の範囲に、次に掲げる場合
（上記ロに該当する場合及び下記③ロの場
合を除きます。）が追加されました（措法
33③四、措令22�）。

イ　配偶者居住権付き建物の敷地の用に供
される土地等が上記 1 ⑴②イ、ロ、ニ、
ホ又はタに該当することとなったため配
偶者敷地利用権の価値が減少した場合に、
土地収用法等の規定により、配偶者敷地
利用権の対価又は配偶者敷地利用権の損
失に対する補償金を取得するとき
ロ　配偶者居住権付き建物が上記 1 ⑴②イ、
ロ又はルに該当することとなったため配
偶者敷地利用権が消滅した場合に、土地
収用法等の規定により、配偶者敷地利用
権の対価又は配偶者敷地利用権の損失に
対する補償金を取得するとき

　なお、上記の追加された場合に該当するも
のとして本特例の適用を受ける場合には、確
定申告書に本特例の適用を受けようとする旨
の記載をし、次に掲げる場合の区分に応じそ
れぞれ次に定める書類を添付しなければなら
ないこととされています（措法33⑤、措規14
⑤五の七・五の八・十一・十二）。
ホ　上記イの場合��次に掲げる資産の区分
に応じそれぞれ次に定める書類
イ　過小床のため施設建築物の一部又は防
災施設建築物の一部についての借家権が
与えられないように定められた配偶者居
住権��第一種市街地再開発事業又は防
災街区整備事業の施行者のその旨を証す
る書類
ロ　やむを得ない事情による権利変換を希
望しない旨の申出に基づき権利変換を受
けなかった配偶者居住権��第一種市街
地再開発事業又は防災街区整備事業の施
行者のやむを得ない事情に該当する旨を
証する書類及び審査委員の同意又は市街
地再開発審査会若しくは防災街区整備審
査会の議決のあったことを証する書類

ヘ　上記ロ又はハの場合��上記ロ又はハの
土地の収用等をすることができる者等の上
記ロ又はハの配偶者居住権及び配偶者敷地
利用権に係る対価又は補償金が本特例の対
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象となるものである旨を証する書類並びに
その対価又は補償金に関する明細書
ト　上記ニの場合��上記ニの配偶者居住権
付き建物又はその敷地の用に供される土地
等の収用等をすることができる者等の配偶
者敷地利用権に係る対価又は補償金が本特
例の対象となるものである旨を証する書類
及びその対価又は補償金に関する明細書

②　配偶者居住権の消滅等に係る代替資産の範
囲の整備
　上記 1 ⑴③のとおり、本特例の対象となる
代替資産は、原則として、譲渡資産と種類や
用途を同じくする資産とされています。他方、
配偶者居住権又は配偶者敷地利用権が一身専
属的な性質を有していることから、譲渡資産
が配偶者居住権又は配偶者敷地利用権に該当
する場合における代替資産の範囲が問題とな
ります。
　この点については、配偶者居住権又は配偶
者敷地利用権の消滅等につき事実上建物又は
土地の所有者と同等の補償がなされることや
配偶者居住権が建物に居住するための権利で
ある点も踏まえ、譲渡資産が配偶者居住権又
は配偶者敷地利用権に該当する場合における
代替資産は、配偶者居住権又は配偶者敷地利
用権を有していた者の居住の用に供する建物
若しくはその敷地の用に供される土地又はこ
れらの賃借権とされました。
　具体的には、配偶者居住権の消滅等に係る
代替資産については、上記 1 ⑴②イ、ロ、ニ、
ホ又はルの場合にあっては、譲渡資産が次に
掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める
資産とされました（措令22④一・三）。
イ　配偶者居住権��その配偶者居住権を有
していた者の居住の用に供する建物又はそ
の建物の賃借権
ロ　配偶者敷地利用権��その配偶者敷地利
用権を有していた者の居住の用に供する建
物の敷地の用に供される土地又はその土地
の上に存する権利

（注）　上記 1 ⑴②イ、ロ、ニ又はホの場合にお

いて、消滅等をした配偶者居住権又は配偶

者敷地利用権は、上記 1 ⑴③イの「その他

の資産」の区分に属する譲渡資産に該当し

ます（措令22④一）。よって、譲渡資産が配

偶者居住権又は配偶者敷地利用権に該当す

る場合には、上記 1 ⑴③（注）の一組法の

対象にはなりません（措令22⑤）。

③　上記 1 ⑴④の対象に、配偶者居住権又は配
偶者敷地利用権を有する再開発会社の社員等
が補償金等を取得する場合を追加
　上記①の改正に伴い、上記 1 ⑴④の対象に、
配偶者居住権又は配偶者敷地利用権を有する
再開発会社の社員等が補償金等を取得する場
合を追加することとされました。具体的には、
次の改正が行われました。
イ　上記 1 ⑴②レに掲げる場合から除かれる
場合の対象に、次に掲げる場合が追加され
ました（措令22�）。
イ　その施行者が再開発会社である場合の
都市再開発法による市街地再開発事業の
施行に伴い、土地等が収用され、又は買
い取られることとなったことにより、そ
の土地の上にある建物（その再開発会社
の株主又は社員がその建物に係る配偶者
居住権又は配偶者敷地利用権を有する建
物に限ります。）につき、収用をし、又
は取壊し若しくは除去をしなければなら
なくなった場合において、その配偶者居
住権又は配偶者敷地利用権の対価又は損
失につき補償金を取得するとき
（注）　上記の「株主又は社員」からは、権

利変換により施設建築物の一部につい

て配偶者居住権を取得する者、個別利

用区内の宅地若しくはその使用収益権

を与えられることとなる者又は施設建

築物の一部を賃借りすることができる

者を除くこととされています。

ロ　その施行者が区画整理会社である場合
の土地区画整理法による土地区画整理事
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業の施行に伴い、土地等が買い取られる
こととなったことにより、その土地の上
にある建物（その区画整理会社の株主又
は社員がその建物に係る配偶者居住権又
は配偶者敷地利用権を有する建物に限り
ます。）につき、取壊し又は除去をしな
ければならなくなった場合において、そ
の配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の
損失につき補償金を取得するとき
（注）　上記の「株主又は社員」からは、換

地処分により土地等又は建築物の一部

及びその建築物の存する土地の共有持

分を取得する者を除くこととされてい

ます。

ハ　その施行者が事業会社である場合の密
集市街地における防災街区の整備の促進
に関する法律による防災街区整備事業の
施行に伴い、土地等が買い取られること
となったことにより、その土地の上にあ
る建物（その事業会社の株主又は社員が
その建物に係る配偶者居住権又は配偶者
敷地利用権を有する建物に限ります。）
につき、取壊し又は除去をしなければな
らなくなった場合において、その配偶者
居住権又は配偶者敷地利用権の損失につ
き補償金を取得するとき
（注）　上記の「株主又は社員」からは、権

利変換により防災施設建築物の一部に

ついて配偶者居住権を取得する者又は

個別利用区内の宅地若しくはその使用

収益権を与えられることとなる者を除

くこととされています。

ロ　今回の改正で本特例の対象に追加された
上記①ニの場合についても、改正前におけ
る上記 1 ⑴④の措置と同様に、補償金等を
取得する者が再開発会社の一定の株主又は
社員である場合には本特例の適用を受ける
ことができないこととされました。具体的
には、次に掲げる場合は、本特例の適用を
受けることができないこととされました

（措令22�）。
イ　その施行者が再開発会社である場合の
都市再開発法による市街地再開発事業の
施行に伴い、その再開発会社の株主又は
社員である者が、配偶者居住権付き建物
又はその敷地の用に供される土地等が収
用され、又は買い取られ、配偶者敷地利
用権の対価又は損失につき補償金を取得
する場合
（注）　上記の「株主又は社員」からは、施

設建築物の一部を賃借りすることがで

きる者を除くこととされています。

ロ　その施行者が事業会社である場合の密
集市街地における防災街区の整備の促進
に関する法律による防災街区整備事業の
施行に伴い、その事業会社の株主又は社
員である者が、配偶者居住権付き建物又
はその敷地の用に供される土地等が買い
取られ、配偶者敷地利用権の損失につき
補償金を取得する場合

⑶　上記 1⑵の交換処分等に伴い資産を取得した
場合の課税の特例の改正
　本特例の適用対象となる交換取得資産に、資
産につき土地収用法等の規定による収用があっ
た場合において、その資産に係る配偶者居住権
又は配偶者敷地利用権に代わるべき資産として
上記⑵②イ及びロに定める資産が追加されまし
た（措法33の 2 ①一）。

⑷　上記 1⑶の換地処分等に伴い資産を取得した
場合の課税の特例の改正
　「配偶者居住権等の権利変換により借家権を
取得する権利を取得した場合」を本特例の対象
とすることとされ、次の改正が行われました。
①　本特例の適用対象に、「第一種市街地再開
発事業が施行された場合においてその資産に
係る権利変換により施設建築物の一部につい
ての借家権を取得する権利を取得したとき」
が追加されました（措法33の 3 ②）。
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　この改正に伴い、権利変換により取得した
施設建築物の一部についての借家権について
その後に譲渡、相続（限定承認に係るものに
限ります。）、遺贈（法人に対するもの及び個
人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るも
のに限ります。）又は法人に対する贈与（以
下これらを合わせて「譲渡等」といいます。）
があった場合には、旧資産のうち上記 1 ⑶①
の算式により計算した部分について譲渡等が
あったものとみなされ、所得税が課税される
こととされました（措法33の 3 ③、措令22の
3 ③）。
（注 1）　上記⑵①イと同様に、「権利変換により

建築物の賃借権を取得した場合」も本特

例の対象となることが、法令上明確化さ

れています。
（注 2）　上記の借家権のうち、配偶者居住権は

譲渡することができないものとされてい

ますが、賃借権は譲渡等が可能であるこ

とから措置されたものです。下記②につ

いても同様です。

②　本特例の適用対象に、「防災街区整備事業
が施行された場合においてその資産に係る権
利変換により防災施設建築物の一部について
の借家権を取得する権利を取得したとき」が
追加されました（措法33の 3 ④）。
　この改正に伴い、権利変換により取得した
防災施設建築物の一部についての借家権につ
いてその後に譲渡等があった場合には、防災
旧資産のうち上記 1 ⑶②の算式により計算し
た部分について譲渡等があったものとみなさ
れ、所得税が課税されることとされました
（措法33の 3 ⑤、措令22の 3 ⑤）。
③　上記①及び②の改正に伴い、権利変換によ
り取得した借家権についてその後に譲渡等が
あった場合における上記 1 ⑸の計算について、
上記 1 ⑸の代替資産等のうち権利変換によっ
て取得した資産の範囲に、「権利変換によっ
て取得した施設建築物の一部についての借家
権、防災施設建築物の一部についての借家権

及び施行再建マンションの部分についての借
家権」を追加する改正が行われました（措法
33の 6 ①）。

（注）　マンションの建替え等の円滑化に関する法

律によるマンション建替事業が施行された場

合においてその資産に係る権利変換により配

偶者居住権等を取得したときは、従前から、

本特例の対象とされている「施行再建マンシ

ョンに関する権利を取得した場合」に含まれ

るものと解され、上記①及び②と同様に本特

例の対象となります（措法33の 3 ⑥⑦、33の

6 ①）。

⑸　上記 1 ⑷の収用交換等の場合の5,000万円特
別控除の改正
　上記⑵及び⑶の改正に伴い、本特例の適用を
受けることができる「収用交換等に該当する場
合」の範囲に、「配偶者居住権又は配偶者敷地
利用権の消滅等に伴い補償金を取得する場合」
を追加するための整備が行われました（措法33
の 4 ①）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑵①及び⑸の改正（上記 2 ⑵①イに係
る部分に限ります。）は、個人が令和 2 年 4 月
1日以後に配偶者居住権に係る権利変換により
取得する補償金について適用し、個人が同日前
に取得した補償金については従前どおりとされ
ています（改正法附則63②）。
⑵　上記 2 ⑵①及び⑸の改正（上記 2 ⑵①ロに係
る部分に限ります。）は、令和 2 年 4 月 1 日以
後に資産につき収用をし、又は取壊し若しくは
除去をしなければならなくなることに伴い個人
が取得する配偶者居住権若しくは配偶者敷地利
用権の対価又は配偶者居住権若しくは配偶者敷
地利用権の損失に対する補償金について適用し、
同日前に資産につき収用をし、又は取壊し若し
くは除去をしなければならなくなったことに伴
い個人が取得した対価又は補償金については従
前どおりとされています（改正法附則63③）。
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⑶　上記 2 ⑵①及び⑸の改正（上記 2 ⑵①ハに係
る部分に限ります。）は、令和 2 年 4 月 1 日以
後に資産が除却されることに伴い個人が取得す
る配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の損失に
対する補償金について適用し、同日前に資産が
除却されたことに伴い個人が取得した補償金に
ついては従前どおりとされています（改正法附
則63④）。
⑷　上記 2 ⑵①及び⑸の改正（上記 2 ⑵①ニに係
る部分に限ります。）は、令和 2 年 4 月 1 日以
後に配偶者敷地利用権の価値が減少し、又は配
偶者敷地利用権が消滅することに伴い個人が取
得する配偶者敷地利用権の対価又は配偶者敷地
利用権の損失に対する補償金について適用され
ます（改正法附則63⑤）。
⑸　上記 2 ⑵②の改正は、個人が令和 2年 4月 1
日以後に配偶者居住権又は配偶者敷地利用権に

係る代替資産の取得をする場合について適用し、
個人が同日前に代替資産の取得をした場合につ
いては従前どおりとされています（改正措令附
則10①）。
⑹　上記 2 ⑶及び⑸の改正は、個人が令和 2年 4
月 1日以後に取得する配偶者居住権又は配偶者
敷地利用権に代わるべき資産について適用し、
個人が同日前に取得した交換取得資産について
は従前どおりとされています（改正法附則63⑥）。
⑺　上記 2 ⑷①の改正は、個人が令和 2年 4月 1
日以後に行う資産の譲渡について適用し、個人
が同日前に行った資産の譲渡については従前ど
おりとされています（改正法附則63⑦）。
⑻　上記 2 ⑷②の改正は、個人が令和 2年 4月 1
日以後に行う資産の譲渡について適用し、個人
が同日前に行った資産の譲渡については従前ど
おりとされています（改正法附則63⑧）。

五　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度等の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　一般の住宅ローン税額控除
　個人が、一定の要件を満たす居住用家屋の新
築、新築住宅若しくは既存住宅の取得又はその
者の居住の用に供する家屋の増改築等（これら
を合わせて以下「住宅の取得等」といいます。）
をして、これらの家屋を平成11年 1 月 1 日から
令和 3年12月31日までの間に自己の居住の用に
供した場合（住宅の取得等の日から 6月以内に
自己の居住の用に供した場合に限ります。）に
おいて、その者がその住宅の取得等のための借
入金等（以下「住宅借入金等」といいます。）
の金額を有するときは、その居住の用に供した
日の属する年（以下「居住年」といいます。）
以後一定の控除期間（その居住の用に供した日
（以下「居住日」といいます。）以後その年の12

月31日まで引き続きその居住の用に供している
年に限ります。）にわたって、その者の住宅借
入金等の年末残高（住宅借入金等の年末残高の
限度額（借入限度額）を超える場合には、借入
限度額）と居住年に応じた控除率との組み合わ
せにより計算した金額を、その者の各年の所得
税額から控除することができることとされてい
ます（平成26年以降の居住年については、表 1
をご参照ください。）（旧措法41）。
　上記の「住宅の取得等の日から 6月以内に自
己の居住の用に供した場合に限ります。」の要
件が設けられている趣旨は、住宅ローン税額控
除の政策目的があくまでもマイホーム取得の促
進にあると考えられるところ、居住が可能とな
ってからも長期間にわたって居住の用に供さな
いような者に対してまで特例を適用する必要が
ないこと等によるものと考えられます。
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⑵　認定住宅の住宅ローン税額控除
　個人が、認定住宅の新築又は認定住宅で建築
後使用されたことのないものの取得（以下「認
定住宅の新築等」といいます。）をして、その
認定住宅を平成21年 6 月 4 日から令和 3年12月
31日までの間に自己の居住の用に供した場合
（認定住宅の新築等の日から 6 月以内に自己の
居住の用に供した場合に限ります。）において、
その者がその認定住宅の新築等のための住宅借
入金等（以下「認定住宅借入金等」といいま
す。）の金額を有するときは、その居住年以後
10年間の各年（居住日以後その年の12月31日ま
で引き続きその居住の用に供している年に限り
ます。）について、その者の選択により、その
者の認定住宅借入金等の年末残高（借入限度額
を超える場合には、借入限度額）と居住年に応

じた控除率との組み合わせにより計算した金額
を住宅ローン税額控除額とする認定住宅の住宅
ローン税額控除の特例を適用することができる
こととされています（平成26年以降の居住年に
ついては、表 2をご参照ください。）（旧措法41
⑩）。
（注）　上記の「認定住宅」とは、認定長期優良住

宅（長期優良住宅の普及の促進に関する法律

に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋

で一定のものをいいます。）及び認定低炭素住

宅（都市の低炭素化の促進に関する法律に規

定する低炭素建築物に該当する家屋で一定の

もの又は低炭素建築物とみなされる特定建築

物に該当する家屋で一定のものをいいます。）

をいいます。以下同じです。

（表 1）一般の住宅の住宅ローン税額控除の場合

居住年 控除期間 借入限度額 控除率 各年の控除限度額 最大控除可能額

平成26年 1 月～平成26年 3 月

10年間

2,000万円

1％

20万円 200万円

平成26年 4 月～令和 3年12月
（特定取得の場合） 4,000万円 40万円 400万円

特定取得以外の場合 2,000万円 20万円 200万円

（注 1）�　上記の「特定取得」とは、その住宅の取得等をした家屋の対価の額又は費用の額に含まれ
る消費税額等合計額の全額が、新消費税率により課されるべき消費税額等合計額である場合
の住宅の取得等をいい（措法41⑤）、「特定取得以外の場合」は、その住宅の取得等に係る消
費税額等合計額のうちに、新消費税率以外の消費税率により課された消費税額等合計額が含
まれている場合が該当します。

（注 2）�　上記の「消費税額等合計額」とは消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額をいい、
「新消費税率」とは社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消
費税法の一部を改正する等の法律（平成24年法律第68号）による改正後の消費税率及び地方
消費税率（ 8％又は10％）をいいます。

（注 3）�　住宅ローン税額控除は、その者のその年の合計所得金額が3,000万円以下である場合に限り、
適用できることとされています（旧措法41①）。以下同じです。

（表 2）認定住宅の住宅ローン税額控除の場合

居住年 控除期間 借入限度額 控除率 各年の控除限度額 最大控除可能額

平成26年 1 月～平成26年 3 月

10年間

3,000万円

1％

30万円 300万円

平成26年 4 月～令和 3年12月
（特定取得の場合） 5,000万円 50万円 500万円

特定取得以外の場合 3,000万円 30万円 300万円

（注）　上記の「特定取得」及び「特定取得以外の場合」は上記⑴（表 1）と同じです。

─�254�─

――租税特別措置法等（所得税関係）の改正――



⑶　居住用財産の譲渡特例と住宅ローン税額控除
の重複適用排除
①　前年又は前々年に居住用財産の譲渡特例の
適用を受けている場合
　住宅ローン税額控除は、個人が、居住用家
屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした
家屋の当該増改築等に係る部分又は認定住宅
（以下「新規住宅」といいます。）の居住日の
属する年分の所得税について次に掲げる特例
（以下「居住用財産の譲渡特例」といいま
す。）の適用を受ける場合又はその居住年の
前年分若しくは前々年分の所得税について居
住用財産の譲渡特例の適用を受けている場合
には、当該個人の住宅ローン税額控除の適用
期間（以下「適用期間」といいます。）の各
年分の所得税については、適用しないことと
されています（措法41⑳）。
イ　居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所
得の課税の特例（措法31の 3 ①）
ロ　居住用財産を譲渡した場合の3,000万円
特別控除（措法35①）
ハ　特定の居住用財産の買換えの場合の長期
譲渡所得の課税の特例（措法36の 2 ）
ニ　特定の居住用財産を交換した場合の長期
譲渡所得の課税の特例（措法36の 5 ）
ホ　既成市街地等内にある土地等の中高層耐
火建築物等の建設のための買換え及び交換
の場合の譲渡所得の課税の特例（措法37の
5 ）

②　翌年又は翌々年に居住用財産の譲渡特例の
適用を受ける場合
　新規住宅をその居住の用に供した個人が、
居住年の翌年又は翌々年中に当該居住の用に
供した新規住宅及びその敷地の用に供されて
いる土地（当該土地の上に存する権利を含み
ます。）以外の資産（居住用財産を譲渡した
場合の長期譲渡所得の課税の特例（措法31の
3 ①）の居住用財産、居住用財産を譲渡した
場合の3,000万円特別控除（措法35①）の資
産又は特定の居住用財産の買換えの場合の長

期譲渡所得の課税の特例（措法36の 2 ）の譲
渡資産に該当するものに限ります。）の譲渡
をした場合において、その者が当該譲渡につ
き居住用財産の譲渡特例の適用を受けるとき
は、当該個人の適用期間の各年分の所得税に
ついては、住宅ローン税額控除は、適用しな
いこととされています（旧措法41�）。
③　義務的修正申告
　上記②に該当することとなった者が、上記
②の譲渡をした日の属する年の前年分又は
前々年分の所得税につき住宅ローン税額控除
の適用を受けている場合には、その者は、当
該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定
申告期限までに、当該前年分又は前々年分の
所得税についての修正申告書等を提出し、か
つ、当該期限内にこれらの申告書の提出によ
り納付すべき税額を納付しなければならない
こととされています（旧措法41の 3 ①）。
④　上記の居住用財産の譲渡特例と住宅ローン
税額控除の重複適用排除の趣旨は、住宅の取
得と住宅の譲渡という住宅政策上の類似の目
的の特例の重畳適用を排除する観点等による
ものと考えられます。
（注）　その居住の用に供されなくなった後も一

定期間内に譲渡した場合には、その譲渡は

居住用財産の譲渡と同視できると考えられ

ることから、居住用財産の譲渡特例のうち

上記①イからニまでに掲げる特例について

は、居住用財産がその者の居住の用に供さ

れなくなった日から同日以後 3 年を経過す

る日の属する年の12月31日までの譲渡につ

いて、その適用が可能となっています（措

法31の 3 ②、35②、36の 2 ①）。

⑷　要耐震改修住宅を耐震改修した場合の特例
　個人が、建築後使用されたことのある家屋
（耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以
外のものに限ります。）で一定のもの（以下
「要耐震改修住宅」といいます。）の取得をした
場合において、当該要耐震改修住宅の取得の日
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までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修
（地震に対する安全性の向上を目的とした一定
の増築、改築、修繕又は模様替をいいます。以
下同じです。）を行うことにつき建築物の耐震
改修の促進に関する法律第17条第 1項の申請そ
の他一定の手続をし、かつ、当該要耐震改修住
宅をその者の居住の用に供する日（当該取得の
日から 6 月以内の日に限ります。）までに当該
耐震改修により当該要耐震改修住宅が耐震基準
に適合することとなったことにつき一定の証明
がされたときは、当該要耐震改修住宅の取得は
既存住宅の取得と、当該要耐震改修住宅は既存
住宅とそれぞれみなして、住宅ローン税額控除
を適用することができることとされています
（措法41�）。
（注）　上記の「耐震基準」とは、地震に対する安

全性に係る建築基準法施行令第 3 章及び第 5

章の 4 の規定又は国土交通大臣が財務大臣と

協議して定める地震に対する安全性に係る基

準とされ、上記の「経過年数基準」とは家屋

が建築された日からその取得の日までの期間

が20年（当該家屋が耐火建築物である場合には、

25年）以下であることとされています（旧措

法41①、措令26②）。

⑸　東日本大震災の被災者等に係る住宅ローン税
額控除の適用期間等に係る特例
①　継続適用の特例の概要
　東日本大震災によって被害を受けたことに
より、住宅ローン税額控除の適用を受けてい
た家屋（以下「従前家屋等」といいます。）
を居住の用に供することができなくなった居
住者については、その居住の用に供すること
ができなくなった日の属する年の翌年以後の
適用期間において従前家屋等に係る住宅借入
金等の金額を有するときは、その適用期間に
おいても引き続き住宅ローン税額控除を適用
することができることとされています（震災
税特法13①②）。
　この場合の住宅ローン税額控除額は、その

有する住宅借入金等の各年の12月31日（居住
者が死亡した場合には、その死亡の日）にお
ける残高を基準に計算することとされていま
す。
②　重複適用の特例の概要
　東日本大震災によって被害を受けたことに
より従前家屋等を居住の用に供することがで
きなくなった個人のうち、その者の居住の用
に供した家屋（以下「再取得家屋等」といい
ます。）に係る住宅借入金等の金額を有する
者については、従前家屋等に係る住宅ローン
税額控除（上記①の適用期間の特例の適用を
受けるものを含みます。）の適用を受ける年
（以下「適用年」といいます。）と再取得家屋
等に係る住宅ローン税額控除の適用年が重複
している年においては、これらの住宅ローン
税額控除を重複して適用できることとされて
います（震災税特法13③～⑤）。
　この場合における住宅ローン税額控除額は、
従前家屋等について計算した住宅ローン税額
控除額と再取得家屋等について計算した住宅
ローン税額控除額との合計額となります。

⑹　東日本大震災の被災者等に係る住宅ローン税
額控除の控除額に係る特例
　東日本大震災によって自己の所有する家屋
（従前住宅）が被害を受けたことにより自己の
居住の用に供することができなくなった個人
（以下「住宅被災者」といいます。）が、一定の
要件を満たす住宅の新築取得等（住宅の取得等
又は認定住宅の新築等をいいます。以下同じで
す。）をし、かつ、その住宅の新築取得等をし
た居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築
等をした家屋又は認定住宅を、その従前住宅を
自己の居住の用に供することができなくなった
日から令和 3年12月31日までの間に、自己の居
住の用に供し（住宅の新築取得等の日から 6月
以内に自己の居住の用に供した場合に限りま
す。）、引き続き居住の用に供している場合にお
いて、その者がその住宅の新築取得等に係る住
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宅借入金等（以下「再建住宅借入金等」といい
ます。）の金額を有するときは、その居住年以
後10年間の各年（居住日以後その年の12月31日
まで引き続きその居住の用に供している年に限
ります。以下「再建特例適用年」といいます。）
について、その者の選択により、その年の12月
31日における再建住宅借入金等の年末残高（借

入限度額を超える場合には、借入限度額）の
1.2％に相当する金額を、住宅ローン税額控除
額としてその者の再建特例適用年の所得税の額
から控除することができることとされています
（平成26年以降の居住年については、表 3をご
参照ください。）（旧震災税特法13の 2 ①②）。

⑺　消費税率引上げによる住宅に係る駆け込み・
反動減対策のための住宅ローン税額控除の控除
期間の特例
①　一般の住宅（認定住宅以外の住宅）の場合
イ　制度の概要
　個人が、住宅の取得等で特別特定取得に
該当するものをし、かつ、その住宅の取得
等をした家屋を令和元年10月 1 日から令和
2年12月31日までの間に自己の居住の用に
供した場合（住宅の取得等の日から 6月以
内に自己の居住の用に供した場合に限りま
す。）において、適用年の11年目から13年
目までの各年においてその住宅の取得等に
係る住宅借入金等（以下「特別特定住宅借
入金等」といいます。）の金額を有すると
きは、その年12月31日における特別特定住
宅借入金等の金額の合計額（その合計額が
4,000万円を超える場合には、4,000万円）
に 1％を乗じて計算した金額（その金額が
控除限度額を超える場合には、控除限度
額）をその年における住宅ローン税額控除
額として、その者のその年分の所得税額か
ら控除することができることとされていま
す（旧措法41⑬）。
ロ　特別特定取得
　個人の住宅の取得等をした家屋の対価の

額又は費用の額に含まれる消費税額等合計
額の全額が、10％の税率により課されるべ
き消費税額等合計額である場合の住宅の取
得等をいいます（措法41⑭）。以下同じで
す。
（注）　上記の「消費税額等合計額」とは、消

費税額及び地方消費税額の合計額に相当

する額をいいます。以下同じです。

ハ　控除限度額
　住宅の取得等で特別特定取得に該当する
ものに係る対価の額又は費用の額からその
住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額
に含まれる消費税額等合計額を控除した残
額として一定の金額（その金額が4,000万
円を超える場合には、4,000万円）に 2 ％
を乗じて計算した金額を 3で除して計算し
た金額とされています（措法41⑮）。

②　認定住宅の場合の特例
イ　制度の概要
　個人が、認定住宅の新築等で特別特定取
得に該当するものをし、かつ、その認定住
宅の新築等をした家屋を令和元年10月 1 日
から令和 2年12月31日までの間に自己の居
住の用に供した場合（認定住宅の新築等の
日から 6月以内に自己の居住の用に供した
場合に限ります。）において、適用年の11

（表 3）被災者の住宅ローン税額控除の特例の場合

居住年 控除期間 借入限度額 控除率 各年の控除限度額 最大控除可能額

平成26年 1 月～平成26年 3 月
10年間

3,000万円
1.2％

36万円 360万円

平成26年 4 月～令和 3年12月 5,000万円 60万円 600万円
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年目から13年目までの各年においてその認
定住宅の新築等に係る住宅借入金等（以下
「認定特別特定住宅借入金等」といいま
す。）の金額を有するときは、その年12月
31日における認定特別特定住宅借入金等の
金額の合計額（その合計額が5,000万円を
超える場合には、5,000万円）に 1 ％を乗
じて計算した金額（その金額が認定住宅控
除限度額を超える場合には、認定住宅控除
限度額）をその年における住宅ローン税額
控除額として、その者のその年分の所得税
額から控除することができることとされて
います（旧措法41⑯）。
ロ　認定住宅控除限度額
　認定住宅の新築等で特別特定取得に該当
するものに係る対価の額からその認定住宅
の新築等に係る対価の額に含まれる消費税
額等合計額を控除した残額として一定の金
額（その金額が5,000万円を超える場合には、
5,000万円）に 2 ％を乗じて計算した金額
を 3で除して計算した金額とされています
（措法41⑰）。

③　住宅被災者の場合の特例
イ　制度の概要
　住宅被災者が、住宅の新築取得等で特別
特定取得に該当するものをし、かつ、その
住宅の新築取得等をした家屋を令和元年10
月 1 日から令和 2年12月31日までの間に自
己の居住の用に供した場合（住宅の新築取
得等の日から 6月以内に自己の居住の用に
供した場合に限ります。）において、適用
年の11年目から13年目までの各年において
その住宅の新築取得等に係る住宅借入金等
（以下「再建特別特定住宅借入金等」とい
います。）の金額を有するときは、その年
12月31日における再建特別特定住宅借入金
等の金額の合計額（その合計額が5,000万
円を超える場合には、5,000万円）に1.2％
を乗じて計算した金額（その金額が再建特
別特定控除限度額を超える場合には、再建

特別特定控除限度額）をその年における住
宅ローン税額控除額として、その者のその
年分の所得税額から控除することができる
こととされています（旧震災税特法13の 2
③）。
ロ　再建特別特定控除限度額
　住宅の新築取得等で特別特定取得に該当
するものに係る対価の額又は費用の額から
その住宅の新築取得等に係る対価の額又は
費用の額に含まれる消費税額等合計額を控
除した残額として一定の金額（その金額が
5,000万円を超える場合には、5,000万円）
に 2％を乗じて計算した金額を 3で除して
計算した金額とされています（震災税特法
13の 2 ④）。

（注）　居住年の 1 年目から10年目までは上記⑴、

⑵又は⑹を適用し、この⑺の特例は、居住年

の11年目から13年目までに適用されるもので

す。

⑻　認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特
別控除
①　制度の概要
　個人が、認定住宅の新築等をして、その認
定住宅を平成21年 6 月 4 日から令和 3年12月
31日までの間にその者の居住の用に供した場
合（認定住宅の新築等の日から 6月以内にそ
の者の居住の用に供した場合に限ります。）
には、その者のその居住の用に供した日の属
する年分の所得税の額から、その認定住宅に
ついて講じられた構造及び設備に係る標準的
費用額（その金額が認定住宅限度額を超える
場合には、認定住宅限度額）の10％に相当す
る金額を控除することとされています（平成
26年以降の居住年については、表 4をご参照
ください。）（旧措法41の19の 4 ①②）。
　また、居住年において、上記の税額控除を
してもなお控除しきれない金額については、
その翌年分の所得税額から控除することがで
きることとされています（措法41の19の 4 ③）。
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（注 1）　上記の「認定住宅」は上記⑵の認定住

宅と同じですので、上記⑵（注）をご参

照ください。
（注 2）　上記の「標準的費用額」の基礎となる

標準額については、告示により定められ

ています（措令26の28の 6 ①③、平21.3国

土交通告385）。

（表 4）

居住年 認定住宅
限度額 控除率 最大控除

限度額

平成26年 4 月～
令和 3年12月
（特定新築の場
合）

650万円 10％ 65万円

特定新築以外
の場合 500万円 10％ 50万円

（注）�　上記の「特定新築以外の場合」とは、認
定住宅の新築等に係る対価の額に含まれる
消費税額等合計額のうちに新消費税率によ
り課されるべき消費税額等合計額が含まれ
ている場合の認定住宅の新築等以外の認定
住宅の新築等をいいます。したがって、認
定住宅の新築等に係る消費税額等合計額の
全額が新消費税率以外の消費税率により課
されたものである場合の認定住宅の新築等
が該当します。「消費税額等合計額」及び
「新消費税率」は、上記⑴（表 1）（注 2）
をご参照ください。

②　居住用財産の譲渡特例と上記①の税額控除
の重複適用排除
イ　前年又は前々年に居住用財産の譲渡特例
の適用を受けている場合
　上記①の税額控除は、認定住宅の居住日
の属する年分の所得税について居住用財産
の譲渡特例のうち上記⑶①イ又はロの特例
の適用を受ける場合又はその居住年の前年
分若しくは前々年分の所得税についてこれ
らの特例の適用を受けている場合には、適
用しないこととされています（措法41の19
の 4 ⑫）。
ロ　翌年又は翌々年に居住用財産の譲渡特例
の適用を受ける場合
　上記①の税額控除は、認定住宅をその居

住の用に供した個人が、居住年の翌年又は
翌々年中に当該居住の用に供した認定住宅
及びその敷地の用に供されている土地（当
該土地の上に存する権利を含みます。）以
外の資産（居住用財産を譲渡した場合の長
期譲渡所得の課税の特例（措法31の 3 ①）
の居住用財産又は居住用財産を譲渡した場
合の3,000万円特別控除（措法35①）の資
産に該当するものに限ります。上記⑶②の
「新規住宅及びその敷地の用に供されてい
る土地以外の資産」と合わせて以下「旧住
宅等」といいます。）の譲渡をした場合に
おいて、その者が当該譲渡につき居住用財
産の譲渡特例のうち上記⑶①イ又はロの特
例の適用を受けるときは、適用しないこと
とされています（旧措法41の19の 4 ⑬）。
ハ　義務的修正申告
　上記ロに該当することとなった者が、上
記ロの譲渡をした日の属する年の前年分又
は前々年分の所得税につき上記①の税額控
除の適用を受けている場合には、その者は、
当該譲渡をした日の属する年分の所得税の
確定申告期限までに、当該前年分又は前々
年分の所得税についての修正申告書を提出
し、かつ、当該期限内にその申告書の提出
により納付すべき税額を納付しなければな
らないこととされています（旧措法41の19
の 4 ⑭）。

2 　改正の内容等

⑴　会計検査院の指摘
　会計検査院は平成30年度決算検査報告を作成
し、令和元年11月 8 日にこれを内閣に送付しま
したが、その中で住宅税制租税特別措置の適用
状況について、以下のような指摘が行われてい
ます。
　「租税特別措置は、国による特定の政策目的
を実現するなどのための特別の政策手段である
とされていることから、その効果等を不断に検
証する必要があるとされている。
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　検査したところ、（中略）新住居の取得に住
宅ローン控除特例の適用を受けた 3年後に、旧
住居を譲渡して譲渡特例の適用を併用して受け
ていて、住宅ローン控除特例及び譲渡特例等の
併用を制限している制度の趣旨に鑑みると、必
ずしも必要最小限のものとなっていないと考え
られる状況が見受けられた。そのため、今回の
本院の検査の結果を踏まえて、国土交通省、経
済産業省及び環境省において、税制改正要望の
際や政策評価法に基づいて行う政策評価の際の
検証の中で、住宅税制租税特別措置の検証の内
容を一層充実することにより、政策の実効性を
高めていくとともに、適用実績の把握等に努め
るなどして、適用実態等からみて国民の納得で
きる必要最小限のものとなっているかなどの検
証を行うことが望まれる。そして、住宅税制租
税特別措置の有効性について国民に対する説明
責任を果たしていくことが肝要である。
　また、財務省においても、住宅税制租税特別
措置について今後とも十分に検証していくこと
が肝要である。」

⑵　改正の内容
　上記 1 ⑶①及び②並びに⑻②イ及びロのとお
り、新規住宅の居住年の前後 2年間を含む 5年
間に、旧住宅等について居住用財産の譲渡特例
の適用を受けている場合には、新規住宅につい
て住宅ローン税額控除等の適用を受けることは
できないこととされています。
　一方、居住用財産の譲渡特例は、その者の居
住の用に供されなくなった日から同日以後 3年
を経過する日の属する年の12月31日までの旧住
宅等の譲渡について適用が可能であることから、
旧住宅等を居住の用に供しなくなった年と同じ
年に新規住宅をその者の居住の用に供し、その
3年後に旧住宅等を譲渡した場合には、新規住
宅と旧住宅等について、それぞれ住宅ローン税
額控除等と居住用財産の譲渡特例を適用するこ
とが可能となっていました。
　上記⑴の会計検査院の指摘にもあるとおり、

旧住宅等を 3年後に譲渡した場合に新規住宅と
旧住宅等のそれぞれについて住宅ローン税額控
除等と居住用財産の譲渡特例の適用が可能とな
っている状況は、上記 1 ⑶④の制度趣旨を踏ま
えれば、必ずしも適当ではないものと考えられ
ます。今回の改正においては、上記⑴の会計検
査院の指摘も踏まえ、上記のような特例の重畳
的な適用をできなくするために、所要の改正を
行うこととされました。具体的には、次の改正
が行われました。
①　住宅ローン税額控除の改正
　新規住宅をその居住の用に供した個人が、
居住年の翌年以後 3年以内の各年中に旧住宅
等の譲渡をした場合において、その者がその
譲渡につき居住用財産の譲渡特例の適用を受
けるときは、その者の適用期間の各年分の所
得税については、住宅ローン税額控除を適用
しないこととされました（措法41�）。また、
その譲渡をした個人がその譲渡をした日の属
する年の前 3年以内の各年分の所得税につき
住宅ローン税額控除の適用を受けている場合
には、その者は、同日の属する年分の所得税
の確定申告期限までに、その前 3年以内の各
年分の所得税についての修正申告書等を提出
し、かつ、その期限内にこれらの申告書の提
出により納付すべき税額を納付しなければな
らないこととされました（措法41の 3 ①）。
②　認定住宅の新築等をした場合の所得税額の
特別控除の改正
　認定住宅をその居住の用に供した個人が、
居住年の翌年以後 3年以内の各年中に旧住宅
等の譲渡をした場合において、その者がその
譲渡につき居住用財産の譲渡特例のうち上記
1 ⑶①イ又はロの特例の適用を受けるときは、
認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特
別控除を適用しないこととされました（措法
41の19の 4 ⑬）。また、その譲渡をした個人
がその譲渡をした日の属する年の前 3年以内
の各年分の所得税につき認定住宅の新築等を
した場合の所得税額の特別控除の適用を受け
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ている場合には、その者は、同日の属する年
分の所得税の確定申告期限までに、その前 3
年以内の各年分の所得税についての修正申告
書を提出し、かつ、その期限内にその申告書
の提出により納付すべき税額を納付しなけれ
ばならないこととされました（措法41の19の
4 ⑭）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑵①の改正は、個人が令和 2年 4月 1

日以後に行う資産の譲渡について適用し、個人
が同日前に行った資産の譲渡については従前ど
おりとされています（改正法附則71）。
⑵　上記 2 ⑵②の改正は、個人が令和 2年 4月 1
日以後に行う資産の譲渡について適用し、個人
が同日前に行った資産の譲渡については従前ど
おりとされています（改正法附則75）。

六�　特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の
課税の特例の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　個人が、平成 5年 4月 1日から令和元年12月
31日までの間に、その年の 1月 1日において所
有期間が10年を超える家屋又は土地等（土地又
は土地の上に存する権利をいいます。以下同じ
です。）のうち次に掲げるもの（以下「譲渡資
産」といいます。）の譲渡（譲渡所得の基因と
なる不動産等の貸付けを含み、その譲渡資産の
譲渡に係る対価の額が 1億円を超えるもの、そ
の個人の配偶者その他特別の関係がある者に対
するもの、他の譲渡所得に係る特別控除等の特
例の適用を受けるもの及び贈与、交換又は出資
によるもの等を除きます。）をして、譲渡の日
の属する年（以下「譲渡年」といいます。）の
前年 1月 1日から譲渡年の12月31日までに自己
の居住の用に供する家屋又はその家屋の敷地の
用に供する土地等で一定のもの（以下「買換資
産」といいます。）の取得をし、かつ、その取
得をした年（以下「取得年」といいます。）か
ら譲渡年の翌年12月31日までにその買換資産を
自己の居住の用に供した場合又は供する見込み
である場合には、当該個人が譲渡年又はその前
年若しくは前々年における資産の譲渡につき、
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課
税の特例（措法31の 3 ）、居住用財産を譲渡し

た場合の3,000万円特別控除（措法35（措法35
③により適用する場合を除きます。））又は後述
「七　居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失
の損益通算及び繰越控除の改正」若しくは「八　
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越
控除の改正」の適用を受けている場合を除き、
一定の要件の下で、その譲渡資産の譲渡所得に
対して取得価額の引継ぎによる課税の繰延べが
認められています（旧措法36の 2 ①）。
①　個人が居住の用に供している家屋（当該個
人のその家屋の存する場所での居住期間が10
年以上であるものに限ります。）で国内にあ
るもの（その家屋のうちにその居住の用以外
の用に供している部分があるときは、その居
住の用に供している部分に限られ、その者が
その居住の用に供している家屋を 2以上有す
る場合には、これらの家屋のうち、その者が
主としてその居住の用に供していると認めら
れる 1の家屋に限ります。）
②　上記①の家屋で当該個人の居住の用に供さ
れなくなったもの（居住の用に供されなくな
った日から 3年を経過する日の属する年の12
月31日までに譲渡されるものに限ります。）
③　上記①②の家屋及びその家屋の敷地の用に
供されている土地等
④　個人の上記①の家屋が災害により滅失した
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場合において、当該個人がその家屋を引き続
き所有していたならば、その年 1月 1日にお
ける所有期間が10年を超えるその家屋の敷地
の用に供されていた土地等（その災害があっ
た日から 3年を経過する日の属する年の12月
31日までに譲渡されるものに限ります。）

⑵　また、上記⑴の期間内において譲渡資産の譲
渡をした個人が、譲渡年の翌年12月31日（以下
「取得期限」といいます。）までに買換資産を取
得する見込みであり、かつ、その取得の日の属
する年の翌年12月31日までにその買換資産をそ
の個人の居住の用に供する見込みである場合に
ついても、一定の要件の下で、この特例の適用
を受けることができます（旧措法36の 2 ②）。
（注）　特定非常災害に基因するやむを得ない事情

により、取得期限までに買換資産の取得をす

ることが困難となった場合において、その取

得期限後 2 年以内に買換資産の取得をする見

込みであり、かつ、納税地の税務署長の承認

を受けたときは、「取得期限」を「取得期限の

属する年の翌々年12月31日」とすることがで

きます。

⑶　なお、譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲
渡をした日の属する年又はその年の前年若しく
は前々年に、当該譲渡資産と一体として当該個
人の居住の用に供されていた家屋又は土地等の
譲渡（収用交換等による譲渡を除きます。以下
「前 3年以内の譲渡」といいます。）をしている

場合において、当該前 3年以内の譲渡に係る対
価の額と当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額と
の合計額が 1億円を超える場合には、本特例は
適用できないこととされています（措法36の 2
③）。
⑷　また、譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲
渡をした日の属する年の翌年又は翌々年に、当
該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に
供されていた家屋又は土地等の譲渡（収用交換
等による譲渡を除きます。）をした場合におい
て、当該家屋又は土地等の譲渡に係る対価の額
と当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額（前 3年
以内の譲渡がある場合には、上記⑶の合計額）
との合計額が 1億円を超える場合にも、本特例
は適用できないこととされています（措法36の
2 ④）。

⑸　なお、上記⑴の期間内における譲渡資産の譲
渡・買換資産の取得という形態ではなく、「交
換」の場合であっても同様に、一定の要件の下
で、課税の繰延べの特例制度の適用を受けるこ
とができます（旧措法36の 5 ）。

2 　改正の内容

　住宅・不動産の流動化を図るとともに、ライフ
ステージに応じた住替えを引き続き支援する観点
から、本特例の適用期限が令和 3年12月31日まで
2年延長されました（措法36の 2 ①②、36の 5 ）。

七�　居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越
控除の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　個人の平成16年分以後の各年分の譲渡所得の
金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金
額については、租税特別措置法の長期譲渡所得
の課税の特例（措法31）で定める「所得税法そ
の他所得税に関する法令の規定の適用について
は、当該損失の金額は生じなかったものとみな

す」という規定にかかわらず、所得税法本法で
定める損益通算の規定（所法69）その他の所得
税に関する法令の規定を適用することとされて
います（措法41の 5 ①）。ただし、当該個人が
その年の前年以前 3年内の年において生じたそ
の居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財
産の譲渡損失の金額につき、本特例の適用を受
けているときは適用できないこととされていま
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す（措法41の 5 ①ただし書）。
⑵　上記⑴の「居住用財産の譲渡損失の金額」と
は、当該個人が、平成10年 1 月 1 日から令和元
年12月31日までの期間内に、その有する家屋又
は土地等（土地又は土地の上に存する権利をい
います。以下同じです。）で、その年の 1 月 1
日において所有期間が 5年を超えるもののうち、
次に掲げるもの（以下「譲渡資産」といいま
す。）の譲渡（譲渡所得の基因となる不動産等
の貸付けを含み、その個人の配偶者その他特別
の関係がある者に対するものその他一定の譲渡
を除きます。以下「特定譲渡」といいます。）
をした場合（その年の前年若しくは前々年にお
ける資産の譲渡につき、居住用財産を譲渡した
場合の長期譲渡所得の課税の特例（措法31の
3 ）、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特
別控除（措法35（措法35③により適用する場合
を除きます。））若しくは前述「六　特定の居住
用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得
の課税の特例の改正」の適用を受けている場合
又はその年若しくはその年の前年以前 3年内に
おける資産の譲渡につき後述「八　特定居住用
財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の改
正」の適用を受け、若しくは受けている場合を
除きます。）において、その特定譲渡の日の属
する年の前年 1月 1日からその特定譲渡をした
日の属する年の翌年12月31日（以下「取得期
限」といいます。）までの間に、その個人の居
住の用に供する家屋で一定のもの又はその家屋
の敷地の用に供する土地等で国内にあるもの
（以下「買換資産」といいます。）の取得（建設
も含まれますが、贈与その他一定のものを除き
ます。以下同じです。）をして、その取得をし
た日の属する年の12月31日においてその買換資
産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、そ
の取得をした日の属する年の翌年12月31日まで
の間にその個人の居住の用に供したとき又は供
する見込みであるときにおけるその譲渡資産の
特定譲渡（その年において特定譲渡が 2以上あ
る場合には、当該個人が選定した 1の特定譲渡

に限ります。）による譲渡所得の金額の計算上
生じた損失の金額のうち、その特定譲渡をした
日の属する年分の長期譲渡所得の金額及び短期
譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除し
きれない部分の金額として一定の方法により計
算した金額をいいます（旧措法41の 5 ⑦一）。
①　個人が居住の用に供している家屋で国内に
あるもの（その家屋のうちにその居住の用以
外の用に供している部分があるときは、その
居住の用に供している部分に限られ、その者
がその居住の用に供している家屋を 2以上有
する場合には、これらの家屋のうち、その者
が主としてその居住の用に供していると認め
られる 1の家屋に限ります。）
②　上記①の家屋で当該個人の居住の用に供さ
れなくなったもの（居住の用に供されなくな
った日から 3年を経過する日の属する年の12
月31日までに譲渡されるものに限ります。）
③　上記①②の家屋及びその家屋の敷地の用に
供されている土地等
④　個人の上記①の家屋が災害により滅失した
場合において、当該個人がその家屋を引き続
き所有していたならば、その年 1月 1日にお
ける所有期間が 5年を超えるその家屋の敷地
の用に供されていた土地等（その災害があっ
た日から 3年を経過する日の属する年の12月
31日までに譲渡されるものに限ります。）

（注）　特定非常災害に基因するやむを得ない事情

により、取得期限までに買換資産の取得をす

ることが困難となった場合において、その取

得期限後 2 年以内に買換資産の取得をする見

込みであり、かつ、納税地の税務署長の承認

を受けたときは、「取得期限」を「取得期限の

属する年の翌々年12月31日」とすることがで

きます（旧措法41の 5 ⑦一）。

⑶　また、確定申告書を提出する個人が、その年
の前年以前 3年内の年において生じた純損失の
金額（損益通算をしてもなお控除しきれない部
分の損失の金額をいいます。）のうち、その居
住用財産の譲渡損失の金額に係るもの（その居
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住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のう
ちに土地等の面積が500㎡を超えるものが含ま
れている場合には、その土地等のうち500㎡を
超える部分に相当する金額は除きます。）とし
て一定の方法により計算した金額（この特例に
より前年以前の年において控除されたものを除
きます。以下「通算後譲渡損失の金額」といい
ます。）を有する場合においても、その個人が
その年の12月31日においてその通算後譲渡損失
の金額に係る買換資産につき住宅借入金等の金
額を有するときは、租税特別措置法の長期譲渡
所得の課税の特例（措法31）で定める「所得税
法その他所得税に関する法令の規定の適用につ
いては、当該損失の金額は生じなかったものと
みなす」という規定にかかわらず、その通算後
譲渡損失の金額について、一定の要件の下で、
その年分（合計所得金額が3,000万円以下であ

る年分に限ります。）の長期譲渡所得の金額、
短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金
額又は山林所得金額の計算上一定の方法により
繰越控除の特例が適用されます（措法41の 5 ④
⑦三）。
⑷　なお、居住者が、この特例の適用を受けた場
合においてもその適用に係る買換資産の取得に
ついては、住宅ローン税額控除（措法41、41の
2 の 2 ）との併用が認められています。

2 　改正の内容

　資産の含み損を抱えている者も見込まれる中で、
住宅・不動産の流動化を図るとともに、ライフス
テージに応じた住替えを引き続き支援する観点か
ら、本特例の適用期限が令和 3年12月31日まで 2
年延長されました（措法41の 5 ⑦一）。

八　特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　個人の平成16年分以後の各年分の譲渡所得の
金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失
の金額については、租税特別措置法の長期譲渡
所得の課税の特例（措法31）で定める「所得税
法その他所得税に関する法令の規定の適用につ
いては、当該損失の金額は生じなかったものと
みなす」という規定にかかわらず、所得税法本
法で定める損益通算の規定（所法69）その他の
所得税に関する法令の規定を適用することとさ
れています（措法41の 5 の 2 ①）。ただし、当
該個人がその年の前年以前 3年内の年において
生じたその特定居住用財産の譲渡損失の金額以
外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につき、
本特例の適用を受けているときは適用できない
こととされています（措法41の 5 の 2 ①ただし
書）。
⑵　上記⑴の「特定居住用財産の譲渡損失の金
額」とは、当該個人が、平成16年 1 月 1 日から

令和元年12月31日までの期間内に、その有する
家屋又は土地等（土地又は土地の上に存する権
利をいいます。以下同じです。）で、その年の
1月 1日において所有期間が 5年を超えるもの
のうち、次に掲げるもの（以下「譲渡資産」と
いいます。）の譲渡（譲渡所得の基因となる不
動産等の貸付けを含み、その個人の配偶者その
他特別の関係がある者に対するものその他一定
の譲渡を除きます。以下「特定譲渡」といいま
す。）をした場合（当該個人が特定譲渡に係る
契約を締結した日の前日においてその譲渡資産
に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限る
ものとし、当該個人がその年の前年若しくは
前々年における資産の譲渡につき、居住用財産
を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
（措法31の 3 ）、居住用財産を譲渡した場合の
3,000万円特別控除（措法35（措法35③により
適用する場合を除きます。））若しくは前述「六
　特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の
長期譲渡所得の課税の特例の改正」の適用を受
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けている場合又はその年若しくはその年の前年
以前 3年内における資産の譲渡につき前述「七　
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益
通算及び繰越控除の改正」の適用を受け、若し
くは受けている場合を除きます。）において、
その譲渡資産の特定譲渡（その年において特定
譲渡が 2以上ある場合には、当該個人が選定し
た 1 の特定譲渡に限ります。）による譲渡所得
の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その
特定譲渡をした日の属する年分の長期譲渡所得
の金額及び短期譲渡所得の金額の計算上控除し
てもなお控除しきれない部分の金額として一定
の方法により計算した金額（その特定譲渡に係
る契約を締結した日の前日におけるその譲渡資
産に係る住宅借入金等の金額の合計額からその
譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限
度とします。）をいいます（旧措法41の 5 の 2
⑦一）。
①　個人が居住の用に供している家屋で国内に
あるもの（その家屋のうちにその居住の用以
外の用に供している部分があるときは、その
居住の用に供している部分に限られ、その者
がその居住の用に供している家屋を 2以上有
する場合には、これらの家屋のうち、その者
が主としてその居住の用に供していると認め
られる 1の家屋に限ります。）
②　上記①の家屋で当該個人の居住の用に供さ
れなくなったもの（居住の用に供されなくな
った日から 3年を経過する日の属する年の12
月31日までに譲渡されるものに限ります。）
③　上記①②の家屋及びその家屋の敷地の用に
供されている土地等
④　個人の上記①の家屋が災害により滅失した
場合において、当該個人がその家屋を引き続
き所有していたならば、その年 1月 1日にお

ける所有期間が 5年を超えるその家屋の敷地
の用に供されていた土地等（その災害があっ
た日から 3年を経過する日の属する年の12月
31日までに譲渡されるものに限ります。）

⑶　また、確定申告書を提出する個人が、その年
の前年以前 3年内の年において生じた純損失の
金額（損益通算をしてもなお控除しきれない部
分の損失の金額をいいます。）のうち、その特
定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとし
て一定の方法により計算した金額（この特例に
より前年以前の年において控除されたものを除
きます。以下「通算後譲渡損失の金額」といい
ます。）を有する場合においても、租税特別措
置法の長期譲渡所得の課税の特例（措法31）で
定める「所得税法その他所得税に関する法令の
規定の適用については、当該損失の金額は生じ
なかったものとみなす」という規定にかかわら
ず、その通算後譲渡損失の金額について、一定
の要件の下で、その年分（合計所得金額が
3,000万円以下である年分に限ります。）の長期
譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、総所得
金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上
一定の方法により繰越控除の特例が適用されま
す（措法41の 5 の 2 ④⑦三）。

2 　改正の内容

　資産の含み損を抱えている者も見込まれる中で、
住宅借入金等のある居住用財産を譲渡して、買換
えをせずに借家等に住み替える等の場合に、その
譲渡代金では住宅借入金等を返しきれないような
者に対し、税負担を軽減し、再出発等を引き続き
支援する観点から、本特例の適用期限が令和 3年
12月31日まで 2年延長されました（措法41の 5 の
2 ⑦一）。
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九�　特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例等
の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　個人が昭和45年 1 月 1 日から令和 2年12月31
日（譲渡する事業の用に供している特定の資産
が下記⑶⑦に係る資産である場合には、同年 3
月31日）までの間に、事業の用に供している特
定の資産（以下「譲渡資産」といいます。）の
譲渡をし、その譲渡の日の属する年の12月31日
までに一定の資産（以下「買換資産」といいま
す。）の取得（建設及び製作を含みます。以下
同じです。）をし、その取得の日から 1 年以内
にその買換資産を事業の用に供した場合又は供
する見込みである場合には、次に掲げる場合の
区分に応じそれぞれ次に定める譲渡資産の譲渡
があったものとして、土地・建物等に係る長期
譲渡所得又は短期譲渡所得の課税（船舶の場合
にあっては、所得税法第33条の規定に基づく譲
渡所得課税）を行うこととされ、取得価額の引
継ぎによる80％の課税の繰延べができることと
されています（旧措法37①）。
①　その譲渡資産の譲渡による収入金額が買換
資産の取得価額以下である場合��その譲渡
資産のうち収入金額の80％に相当する金額を
超える金額に相当する部分
②　その譲渡資産の譲渡による収入金額が買換
資産の取得価額を超える場合��その譲渡資
産のうちその買換資産の取得価額の80％に相
当する金額を超える金額に相当する部分
　なお、個人が昭和45年 1 月 1 日から令和 2年
12月31日（譲渡資産が下記⑶⑦に係る資産であ
る場合には、同年 3月31日）までの間に、上記
の課税の繰延べの対象となる譲渡資産と買換資
産を交換した場合には、それぞれその交換の日
において時価で譲渡をし、取得をしたものとみ
なして上記の買換えの場合と同じ方法により譲
渡所得を計算することとされています（旧措法

37の 4 ）。
（注）　上記の80％の繰延べ割合は、次に掲げる場

合には、それぞれ次に定める割合とされてい

ます（旧措法37⑩、旧措令25④⑤）。これらの

割合に応じ、下記⑸の買換資産の取得価額も

調整されます（旧措法37の 3 ②、旧措令25の

2 ⑥）。

①�　下記⑶⑦に係る譲渡資産が地域再生法に

規定する集中地域以外の地域内にある資産

に該当し、買換資産が同法第17条の 2 第 1

項第 1 号に規定する地域内にある資産に該

当する場合��70％

②�　下記⑶⑦に係る譲渡資産が地域再生法に

規定する集中地域以外の地域内にある資産

に該当し、買換資産が集中地域（同法第17

条の 2 第 1 項第 1 号に規定する地域を除き

ます。）内にある資産に該当する場合��75

％

⑵　また、次に掲げる場合についても本特例を適
用することができることとされています（旧措
法37③④、旧措令25⑰～⑳）。
①　個人が昭和45年 1 月 1 日から令和 2年12月
31日（譲渡資産が下記⑶⑦に係る資産である
場合には、同年 3月31日）までの間に、譲渡
資産の譲渡をし、その譲渡の日の属する年の
前年中（工場等の敷地の用に供するための宅
地の造成並びにその工場等の建設及び移転に
要する期間が通常 1年を超えると認められる
事情その他これに準ずる事情がある場合には、
譲渡の日の属する年の前年以前 2 年の期間
内）に買換資産の取得をし、かつ、その取得
の日から 1年以内にその買換資産をその個人
の事業の用に供した場合
②　昭和45年 1 月 1 日から令和 2 年12月31日
（譲渡資産が下記⑶⑦に係る資産である場合
には、同年 3月31日）までの間に、譲渡資産
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の譲渡をした個人が、その譲渡の日の属する
年の翌年の 1月 1日から同年の12月31日まで
の期間（工場等の敷地の用に供するための宅
地の造成並びにその工場等の建設及び移転に
要する期間が通常 1年を超えると認められる
事情その他これに準ずる事情があるため、同
日までに買換資産の取得をすることが困難で
ある場合において、税務署長の承認を受けた
ときは、買換資産の取得をすることができる
ものとして同日後 2年以内においてその税務
署長が認定した日までの期間。以下この期間
を「取得指定期間」といいます。）内に買換
資産の取得をする見込みであり、かつ、その
取得の日から 1年以内にその取得をした資産
をその個人の事業の用に供する見込みである
場合

⑶　本特例の対象となる買換えの態様として、次
のものが定められています（旧措法37①表）。
①　既成市街地等の内から外への買換え
②　航空機騒音障害区域の内から外への買換え
③　過疎地域の外から内への買換え
④　都市機能誘導区域の外から内への買換え
⑤　既成市街地等及びこれに類する一定の区域
（人口集中地区）内における土地の計画的か
つ効率的な利用に資する施策の実施に伴う土
地等の買換え
⑥　密集市街地における防災街区の整備の促進
に関する法律に規定する防災再開発促進地区
のうち危険密集市街地内における防災街区整
備事業に関する都市計画の実施に伴う土地等
の買換え
⑦　所有期間が10年を超える国内にある土地等、
建物又は構築物から国内にある一定の土地等、
建物又は構築物への買換え
⑧　日本船舶から日本船舶への買換え
⑷　本特例の適用を受けて確定申告をしている場
合において、取得指定期間内に買換資産の取得
をしなかったとき、買換資産の取得の日以後 1
年以内にその買換資産をその個人の事業の用に
供しないとき又は供しなくなったとき、買換資

産の見積りによる取得価額が実際の取得価額に
比して過大であったときなどにおいては、結果
的に納付税額が過少になるので、その事情に該
当することとなった日等から 4月以内に修正申
告書を提出して不足する税額を納付することと
されています。また、買換資産の見積りによる
取得価額が実際の取得価額に比して過少であっ
た場合などには、結果的に納付税額が過大にな
るので、そのような事実が生じたときは、買換
資産の取得の日から 4月以内に更正の請求をし
て過大となる税額について還付を受けることが
できることとされています（措法37の 2 ①②）。
⑸　本特例の適用を受けた譲渡に係る買換資産に
ついて、その取得の日以後の減価償却費の額を
計算する場合又はその買換資産の譲渡、相続、
遺贈若しくは贈与による譲渡所得の金額を計算
する場合における買換資産の取得価額は次の金
額とされています（取得価額の引継ぎ）（旧措
法37の 3 、措令25の 2 ④⑤）。
①　その譲渡資産の譲渡による収入金額が買換
資産の取得価額に等しい場合��譲渡資産の
取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計
額（以下「取得価額等」といいます。）のう
ち譲渡資産の譲渡による収入金額の20％に相
当する金額に対応する部分以外の部分の金額
として一定の方法により計算した金額と譲渡
資産の譲渡による収入金額の20％に相当する
金額との合計額に相当する金額
②　その譲渡資産の譲渡による収入金額が買換
資産の取得価額に満たない場合��譲渡資産
の取得価額等のうち譲渡資産の譲渡による収
入金額の20％に相当する金額に対応する部分
以外の部分の額として一定の方法により計算
した金額と譲渡資産の譲渡による収入金額の
20％に相当する金額との合計額にその譲渡資
産の譲渡による収入金額が買換資産の取得価
額に満たない額を加算した金額に相当する金
額
③　その譲渡資産の譲渡による収入金額が買換
資産の取得価額を超える場合��譲渡資産の
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取得価額等のうち譲渡資産の譲渡による収入
金額が買換資産の取得価額を超える額及びそ
の買換資産の取得価額の20％に相当する金額
に対応する部分以外の部分の額として一定の
方法により計算した金額とその買換資産の取
得価額の20％に相当する金額との合計額

2 　改正の内容

⑴　上記 1⑶①の既成市街地等の内から外への買
換えに係る措置について、次の改正が行われま
した。
①　譲渡資産から工場、作業場その他これらに
類する施設が相当程度集積している区域とし
て国土交通大臣が指定する区域内にある事業
所として使用されている建物（その附属設備
を含みます。以下同じです。）及びその敷地
の用に供されている土地等が除外されました
（措令25⑦�、令 2 . 3 国土交通告491）。
（注 1）　上記の「事業所」とは、工場、作業場、

研究所、営業所、倉庫その他これらに類

する施設をいい、福利厚生施設を除きま

す（措令25⑦）。
（注 2）　国土交通大臣が指定する区域は、大田

区、横浜市、川崎市、大阪市、堺市、神

戸市、尼崎市及び西宮市の一部の区域と

されています（令 2 . 3 国土交通告491）。

②　上記①の改正に伴い、この特例の適用を受
ける場合に確定申告書に添付すべき書類につ
いて、次の場合の区分に応じそれぞれ次のと
おりとされました（措規18の 5 ④）。
イ　譲渡資産の所在地が、横浜市、川崎市、
堺市、神戸市、尼崎市又は西宮市の区域内
である場合��その所在地が、国土交通大
臣が指定する区域以外の既成市街地等内で
ある旨を、その所在地を管轄する市町村長
が証する書類
ロ　譲渡資産の所在地が、大田区又は大阪市
の区域内である場合��その所在地が、国
土交通大臣が指定する区域以外の地域内で
ある旨を、その所在地を管轄する特別区の

区長又は市町村長が証する書類
（注）　譲渡資産の所在地が、三鷹市、川口市、

京都市、守口市、東大阪市、芦屋市又は名

古屋市の区域内である場合には、従来どお

り、その所在地が既成市街地等内である旨

を、その所在地を管轄する市町村長が証す

る書類を添付することとされています。

⑵　上記 1⑶②の航空機騒音障害区域の内から外
への買換えに係る措置について、次の改正が行
われました。
①　譲渡資産が次の区域内にある場合の課税の
繰延べ割合が70％（改正前：80％）に引き下
げられました（措法37①、37の 3 ②、措令25
④⑤、25の 2 ②⑥）。
イ　令和 2年 4月 1日前に特定空港周辺航空
機騒音対策特別措置法第 4条第 1項に規定
する航空機騒音障害防止特別地区となった
区域
ロ　令和 2年 4月 1日前に公共用飛行場周辺
における航空機騒音による障害の防止等に
関する法律第 9条第 1項に規定する第二種
区域となった区域
ハ　防衛施設周辺の生活環境の整備等に関す
る法律第 5条第 1項に規定する第二種区域

②　上記①の改正に伴い、この措置の適用を受
ける場合に確定申告書に添付すべき書類につ
いて、特定空港として指定された空港の設置
者又は特定飛行場の設置者が、その所在地が
航空機騒音障害防止特別地区又は第二種区域
に該当することなった日を証する書類が追加
されました（措規18の 5 ⑤一イ、ロ）。

⑶　上記 1⑶④の都市機能誘導区域の外から内へ
の買換えに係る措置が制度の対象から除外され
ました（旧措法37①表四、旧措規18の 5 ④五、
⑤三）。
⑷　上記 1⑶⑥の密集市街地における防災街区の
整備の促進に関する法律に規定する防災再開発
促進地区のうち危険密集市街地内における防災
街区整備事業に関する都市計画の実施に伴う土
地等の買換えに係る措置について、次の改正が
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行われました。
①　危険密集市街地内にある土地等、建物又は
構築物で、その土地等又はその建物若しくは
構築物の敷地の用に供されている土地等の上
に耐火建築物又は準耐火建築物で一定の建築
物を建築するために譲渡をされるものである
こととする譲渡資産の要件について、危険密
集市街地内に建築される建築基準法第53条第
3項第 1号イに規定する耐火建築物等又は同
号ロに規定する準耐火建築物等であることに
つき、その建物の建築主の申請に基づき都道
府県知事が認定した建築物を建築するために
譲渡をされるものであることとされました
（措法37①表五、措令25⑫）。
（注）　上記の「耐火建築物等」とは、耐火建築

物又はこれと同等以上の延焼防止性能（通

常の火災による周囲への延焼を防止するた

めに壁、柱、床その他の建築物の部分及び

防火戸その他の一定の防火設備に必要とさ

れる性能をいいます。）を有するもの（建築

基準法53③一イ）をいい、「準耐火建築物

等」とは、準耐火建築物又はこれと同等以

上の延焼防止性能を有する建築物で耐火建

築物等以外のもの（建築基準法53③一ロ）

をいいます。

②　危険密集市街地の指定に係る国土交通大臣
が定める基準について、避難困難性が高い地
域（その区域の面積、その区域内の幅員 4 m
以上の道路及び幅員 4 m未満の道路のそれ
ぞれの延長並びにその区域内にある地震に対
する安全性が不足している建築物の数を勘案
して算出される地震時等において区域内の住
民等が区域外へ避難することのできる確率が
おおむね97％未満である地域をいいます。）
が除外されました（平26. 3 国土交通告429）。
この改正により、危険密集市街地は、不燃領
域率がおおむね40％未満の地域として国土交
通大臣が指定する区域となりました。
　また、不燃領域率について、国土交通省告
示が改正され、その区域内にある一定規模以

上の道路又は公園、緑地、広場その他の空地
の面積及びその区域内にある耐火建築物等
（改正前：耐火建築物）の建築面積の合計の
その区域内にある全ての建築物の建築面積の
合計に対する割合を勘案して算出されるその
区域内の延焼防止上有効な部分の面積の合計
のその区域の面積に対する割合とされました
（平26. 3 国土交通告428）。

⑸　上記 1⑶⑧の日本船舶から日本船舶への買換
えに係る措置について、次の改正が行われまし
た。
①　譲渡資産のうち建設業又はひき船業の用に
供されている船舶について、その進水の日か
らその譲渡日までの期間が、35年（改正前：
40年）未満であるものに限定されました（措
令25⑭二）。
②　買換資産のうち海洋運輸業の用に供される
船舶及び沿海運輸業の用に供される船舶につ
いて、船齢（その進水の日から取得の日まで
の期間をいいます。）が、所得税法の規定に
より定められた法定耐用年数以下であること
との要件が追加されました（措令25⑮）。

⑹　本特例の適用期限が、令和 5年12月31日（譲
渡資産が上記 1⑶③⑥に係る資産である場合に
は令和 3年 3月31日、上記 1⑶⑦に係る資産で
ある場合には令和 5年 3月31日）まで延長され
ました（措法37①③④、37の 4 ）。

3 　適用関係

⑴　上記 2⑴、⑵、⑷①及び⑸の改正は、個人が
令和 2年 4月 1日以後に譲渡資産（上記 1⑶①、
②、⑥又は⑧に係る資産に限ります。以下⑴に
おいて同じです。）の譲渡をし、かつ、同日以
後に買換資産の取得をする場合における譲渡資
産の譲渡について適用し、個人が、同日前に譲
渡資産の譲渡をした場合及び同日以後に譲渡資
産の譲渡をし、かつ、同日前に買換資産の取得
をした場合におけるこれらの譲渡については従
前どおりとされています（改正法附則63⑨、改
正措令附則10②）。
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⑵　上記 2⑷②の改正は、令和 2年 4月 1日から
施行されています（令 2 . 3 国土交通告495附則）。
なお、この改正についての経過措置は設けられ
ていませんので、同日以後に危険密集市街地と
して国土交通大臣の指定を受ける場合に適用さ

れます。
⑶　上記 2⑶の改正は、個人が令和 2年 4月 1日
前に行った譲渡資産（上記 1⑶④に係る資産に
限ります。）の譲渡については従前どおりとさ
れています（改正法附則63⑩）。

第三　事業所得等に係る税制の改正

一�　認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償
却又は所得税額の特別控除制度の創設

1 　制度の概要

　この制度は、青色申告書を提出する個人で特定
高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導
入の促進に関する法律（令和 2年法律第37号）の
認定導入事業者であるものが、同法の施行の日
（令和 2 年 8 月31日）から令和 4 年 3 月31日まで
の期間内に、その個人の認定導入計画に記載され
た認定特定高度情報通信技術活用設備の取得等を
して、これを国内にあるその個人の事業の用に供
した場合には、その事業の用に供した日の属する
年（事業を廃止した日の属する年を除きます。以
下「供用年」といいます。）においてその認定特
定高度情報通信技術活用設備の取得価額の30％相
当額の特別償却（供用年分の必要経費に算入しな
かった償却不足額は、翌年分への繰越しが可能）
ができるというものです。また、認定特定高度情
報通信技術活用設備の取得価額の15％相当額の税
額控除（供用年分の調整前事業所得税額の20％相
当額が上限）との選択適用ができることとされて
います（措法10の 5 の 4 の 2 ）。

2 　制度の内容

⑴　適用対象者
　適用対象者は、青色申告書を提出する個人で
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給
及び導入の促進に関する法律第26条に規定する
認定導入事業者であるものとされています（措
法10の 5 の 4 の 2 ①③）。

⑵　適用期間
　適用期間は、特定高度情報通信技術活用シス
テムの開発供給及び導入の促進に関する法律の
施行の日（令和 2年 8月31日）から令和 4年 3
月31日までの期間とされています（措法10の 5
の 4 の 2 ①③）。

⑶　適用対象資産
　この制度の適用対象資産は、その個人の特定
高度情報通信技術活用システムの開発供給及び
導入の促進に関する法律第10条第 2項に規定す
る認定導入計画に記載された認定特定高度情報
通信技術活用設備とされています（措法10の 5
の 4 の 2 ①）。
　この認定特定高度情報通信技術活用設備とは、
機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備並
びに構築物のうち、次に掲げる要件を満たすも
のであることについて、主務大臣の確認を受け
たものをいいます（措法10の 5 の 4 の 2 ①、措
令 5の 6の 4①）。
①　特定高度情報通信技術活用システムの開発
供給及び導入の促進に関する法律第26条に規
定する認定導入計画に従って実施される特定
高度情報通信技術活用システムの導入の用に
供するために取得又は製作若しくは建設をし
たものであること。
②　特定高度情報通信技術活用システムを構成
する上で重要な役割を果たす一定のものに該
当すること。
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（注 1）　上記の「主務大臣」とは、特定高度情

報通信技術活用システム導入計画に係る

事業を所管する大臣とされています（特

定高度情報通信技術活用システムの開発

供給及び導入の促進に関する法律31①五）。
（注 2）　上記の「特定高度情報通信技術活用シ

ステム」とは、特定高度情報通信技術活

用システムの開発供給及び導入の促進に

関する法律第 2 条第 1 項に規定する特定

高度情報通信技術活用システムをいいま

すが、同法第26条では、特定高度情報通

信技術活用システムのうち同法第 2 条第

1 項第 1 号に掲げるものに限られていま

す。
（注 3）　上記②の「特定高度情報通信技術活用

システムを構成する上で重要な役割を果

たす一定のもの」とは、次のものをいい

ます（措規 5の12の 2 ①）。

①�　携帯無線通信�� 5 G に割り当てら

れた周波数の電波を使用する無線設備。

ただし、3.6GHz 超 4.1GHz 以 下又は

4.5GHz 超4.6GHz 以下の周波数の電波

を使用するものにあっては、多素子ア

ンテナを用いて無線通信を行うために

用いられるものに限られます。

②�　ローカル 5 G の無線局による無線通

信��ローカル 5 G システムの無線設

備。ただし、陸上移動局の無線設備に

あっては通信モジュールに限られます。

また、陸上移動局の無線設備以外の無

線設備の附属設備として、専らその無

線設備を用いて行う無線通信の業務の

用に供され、かつ、その無線設備と一

体として運用される交換設備及びその

無線設備と交換設備との間の通信を行

うために用いられる伝送路設備（光フ

ァイバを用いたものに限ります。）を含

みます。

⑷　取得等及び事業供用に関する要件
　この制度は、適用対象者が、適用期間内に、
その適用対象者の特定高度情報通信技術活用シ
ステムの開発供給及び導入の促進に関する法律
第10条第 2項に規定する認定導入計画に記載さ
れた認定特定高度情報通信技術活用設備でその
製作若しくは建設の後事業の用に供されたこと
のないものを取得し、又はその認定特定高度情
報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設し
て、これを国内にあるその適用対象者の事業の
用に供した場合におけるその事業の用に供した
日の属する年（供用年）に適用することができ
ることとされています（措法10の 5 の 4 の 2 ①
③）。
（注 1）　認定特定高度情報通信技術活用設備を貸

付けの用に供した場合は、他の特別償却制

度と同様に、事業の用に供した場合から除

外されています（措法10の 5 の 4 の 2 ①）。
（注 2）　事業を廃止した日の属する年は、供用年

から除外されています（措法10の 5 の 4 の

2 ①）。

⑸　特別償却の適用を受ける場合
①　特別償却限度額
　適用対象者が、特別償却の適用を受ける場
合における特別償却限度額は、その認定特定
高度情報通信技術活用設備の取得価額の30％
相当額とされています（措法10の 5 の 4 の 2
①本文）。
　なお、他の特別償却制度と同様に、必要経
費に算入する金額は、普通償却額を下回るこ
とができません（措法10の 5 の 4 の 2 ①ただ
し書）。
②　特別償却不足額がある場合
　他の特別償却制度と同様に、特別償却不足
額については、 1年間の繰越しができること
とされています（措法10の 5 の 4 の 2 ②）。

⑹　税額控除の適用を受ける場合
　特別償却との選択で税額控除の適用を受ける
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ことができることとされていますが、この税額
控除の適用を受ける場合における税額控除限度
額は、その認定特定高度情報通信技術活用設備
の取得価額の15％相当額とされています（措法
10の 5 の 4 の 2 ③前段）。
　この税額控除限度額が適用対象者の供用年分
の調整前事業所得税額の20％相当額を超える場
合には、税額控除限度額は、その供用年分の調
整前事業所得税額の20％相当額が上限とされて
います（措法10の 5 の 4 の 2 ③後段）。

⑺　特別償却の適用除外
　特別償却は、適用対象者が所有権移転外リー
ス取引により取得した認定特定高度情報通信技
術活用設備については、適用しないこととされ
ています（措法10の 5 の 4 の 2 ④）。

⑻　申告要件
①　特別償却の適用を受ける場合
　確定申告書に必要経費に算入される金額に
ついてのその算入に関する記載があり、かつ、
認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費
の額の計算に関する明細書その他財務省令で
定める書類の添付がある場合に限り、適用す
ることとされています（措法10の 5 の 4 の 2
⑤）。
②　税額控除の適用を受ける場合
　確定申告書（控除の適用を受ける金額を増
加させる修正申告書又は更正請求書を提出す
る場合には、その修正申告書又は更正請求書

を含みます。）に控除の対象となる認定特定
高度情報通信技術活用設備の取得価額、控除
を受ける金額及びその金額の計算に関する明
細を記載した書類その他財務省令で定める書
類の添付がある場合に限り、適用することと
されています。この場合において、税額控除
される金額の計算の基礎となる認定特定高度
情報通信技術活用設備の取得価額は、確定申
告書に添付された書類に記載された認定特定
高度情報通信技術活用設備の取得価額が限度
とされます（措法10の 5 の 4 の 2 ⑥）。
（注）　上記①②の「財務省令で定める書類」と

は、特定高度情報通信技術活用システムの

開発供給及び導入の促進に関する法律第31

条第 1 項第 5 号に定める主務大臣の同法第

26条の確認をしたことを証する書類の写し

をいい、具体的には、上記⑶の主務大臣の

確認がされた場合に交付される確認書の写

しをいいます（措規 5の12の 2 ②③）。この

主務大臣の確認に関する手続は、総務省、

経済産業省告示（令 2 . 8 総務・経済産業告

5）において定められています。なお、特

別償却不足額について特別償却の適用を受

ける場合には、添付は不要とされています。

3 　適用関係

　上記 2の制度は、特定高度情報通信技術活用シ
ステムの開発供給及び導入の促進に関する法律の
施行の日（令和 2年 8月31日）から施行されてい
ます（改正法附則 1九）。

二　試験研究を行った場合の所得税額の特別控除制度の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　試験研究費の総額に係る特別税額控除制度
　青色申告者のその年分（事業を廃止した日の
属する年分を除きます。）において、その事業
所得の金額の計算上必要経費に算入される試験
研究費の額（その試験研究費に充てるため他の

者から支払を受ける金額がある場合には、その
金額を控除した金額。以下「試験研究費の額」
といいます。）がある場合には、その年分の総
所得金額に係る所得税額から、その年分の試験
研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じ次に
定める算式により算出された割合を乗じて計算
した金額（以下「税額控除限度額」といいま
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す。）を控除することができます。なお、この
税額控除限度額は、その適用を受ける年分の調
整前事業所得税額の25％相当額が限度とされて
います（措法10①）。
①　増減試験研究費割合が 8 ％を超える場合
��9.9％＋（増減試験研究費割合－ 8 ％）
×0.3
②　増減試験研究費割合が 8％以下である場合
��9.9％－（ 8 ％－増減試験研究費割合）
×0.175
③　その年が事業を開始した日の年である場合
又は比較試験研究費の額が零である場合��
8.5％

（注 1）　上記の「試験研究費」とは、製品の製造

若しくは技術の改良、考案若しくは発明に

係る試験研究のために要する費用又は対価

を得て提供する新たな役務の開発に係る一

定の試験研究のために要する費用をいいま

す（措法10⑦一、措令 5の 3⑥⑦）。
（注 2）　上記の「増減試験研究費割合」とは、増

減試験研究費の額（適用年（⑴又は⑵の制

度の適用を受けようとする年をいいます。

以下同じです。）の年分の事業所得の金額の

計算上必要経費に算入される試験研究費の

額から比較試験研究費の額を減算した金額

をいいます。）の比較試験研究費の額に対す

る割合をいいます（措法10⑦二）。この「比

較試験研究費の額」とは、適用年前 3 年以

内の各年分の事業所得の金額の計算上必要

経費に算入される試験研究費の額の合計額

をその適用年前 3 年以内の各年の年数で除

して計算した金額をいいます（措法10⑦三）。
（注 3）　令和 3 年までの各年分においては、税額

控除割合の上限の上乗せ特例及び試験研究

費割合が10％を超える場合における税額控

除額の上限等の特例が設けられています（措

法10②）。

⑵　中小企業技術基盤強化税制
　青色申告者である中小事業者のその年分（上

記⑴の制度の適用を受ける年分及び事業を廃止
した日の属する年分を除きます。）において、
その事業所得の金額の計算上必要経費に算入さ
れる試験研究費の額がある場合には、その年分
の総所得金額に係る所得税額から、その年分の
試験研究費の額の12％に相当する金額（以下
「中小事業者税額控除限度額」といいます。）を
控除することができます。なお、この中小事業
者税額控除限度額は、その適用を受ける年分の
調整前事業所得税額の25％相当額が限度とされ
ています（措法10③）。
（注 1）　上記の「中小事業者」とは、常時使用す

る従業員の数が1,000人以下の個人をいいま

す（措法10⑦六、措令 5の 3⑨）。
（注 2）　令和 3 年までの各年分においては、増減

試験研究費割合が 8 ％を超える場合におけ

る税額控除割合等の特例及び試験研究費割

合が10％を超える場合における税額控除額

の上限等の特例が設けられています（措法

10④⑤）。

⑶　特別試験研究費の額に係る特別税額控除制度
　青色申告者のその年分（事業を廃止した日の
属する年分を除きます。）において、その事業
所得の金額の計算上必要経費に算入される特別
試験研究費の額がある場合には、その年分の総
所得金額に係る所得税額から、次の①から③ま
での金額の合計額（以下「特別研究税額控除限
度額」といいます。）を控除することができま
す（措法10⑥）。なお、この特別研究税額控除
限度額は、その適用を受ける年分の調整前事業
所得税額の10％相当額が限度とされています
（措法10⑥）。
①　その年分の事業所得の金額の計算上必要経
費に算入される調整後特別試験研究費の額の
うち特別試験研究機関等と共同して行う試験
研究又は特別試験研究機関等に委託する試験
研究に係る試験研究費の額の30％相当額
②　その年分の事業所得の金額の計算上必要経
費に算入される調整後特別試験研究費の額の
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うち他の者と共同して行う試験研究又は他の
者に委託する試験研究であって、革新的なも
のに係る試験研究費の額の25％相当額
③　その年分の事業所得の金額の計算上必要経
費に算入される調整後特別試験研究費の額の
うち上記①及び②の試験研究費の額以外の試
験研究費の額の20％相当額

（注 1）　上記の「特別試験研究費の額」とは、試

験研究費の額のうち国の試験研究機関、大

学その他の者と共同して行う試験研究、国

の試験研究機関、大学その他の者に委託す

る試験研究、中小企業者からその有する知

的財産権の設定又は許諾を受けて行う試験

研究、その用途に係る対象者が少数である

医薬品に関する試験研究その他の試験研究

に係る試験研究費の額をいいます（措法10

⑦七、旧措令 5 の 3 ⑩⑪、措規 5 の 6 ③～

⑳）。
（注 2）　上記の「調整後特別試験研究費の額」とは、

特別試験研究費の額のうち、この制度の適

用を受ける年において上記⑴又は⑵の制度

の適用を受ける場合における総所得金額に

係る所得税額から控除する金額の計算の基

礎となった特別試験研究費の額を除いた金

額をいいます（措法10⑥）。

2 　改正の内容

　上記 1 ⑶の特別試験研究費の額に係る特別税額
控除制度について、対象となる特別試験研究のう

ちその用途に係る対象者が少数である医薬品に関
する試験研究に、医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律第77条の 4
に規定する特定用途医薬品、特定用途医療機器又
は特定用途再生医療等製品に関する試験研究で、
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所か
ら助成金の交付を受けてその対象となった期間に
行われるものが追加されました（措令 5の 3⑩十
二）。
　なお、対象となる特別試験研究費の額は、希少
疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病
用再生医療等製品に関する試験研究と同様に、こ
の制度の適用を受けようとする個人の申請に基づ
きその個人の各年分の事業所得の金額の計算上必
要経費に算入される試験研究費の額のうち、その
個人の申請に基づきその特別試験研究に要した費
用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・
栄養研究所理事長が認定した金額に係るものとさ
れています（措令 5の 3⑪一、措規 5の 6⑱三）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、個人の医薬品、医療機器等の
品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等
の一部を改正する法律（令和元年法律第63号）の
施行の日（令和 2年 9月 1日）の属する年分以後
の所得税について適用し、個人の同日の属する年
分前の所得税については従前どおりとされていま
す（改正措令附則 5②）。

三�　高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は
所得税額の特別控除制度の改正

1 　改正前の制度の概要

　青色申告書を提出する個人が、平成30年 4 月 1
日（次の⑵及び⑶に該当する者にあっては、エネ
ルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改
正する法律（平成30年法律第45号）の施行の日
（平成30年12月 1 日））から令和 2年 3月31日まで

の期間内に、その個人の次の区分に応じそれぞれ
次の減価償却資産（以下「高度省エネルギー増進
設備等」といいます。）でその製作若しくは建設
の後事業の用に供されたことのないものの取得又
は高度省エネルギー増進設備等の製作若しくは建
設をして、これを国内にあるその個人の事業の用
に供した場合には、その事業の用に供した日の属
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する年（事業を廃止した日の属する年を除きます。
以下「供用年」といいます。）において、その高
度省エネルギー増進設備等の取得価額の30％相当
額の特別償却（供用年分の必要経費に算入しなか
った償却不足額は、翌年分への繰越しが可能）が
できることとされています（旧措法10の 2 ①②）。
⑴　エネルギーの使用の合理化等に関する法律
（以下「省エネ法」といいます。）の特定事業者
又は特定連鎖化事業者��主務大臣に提出され
た中長期的な計画において設置するものとして
記載されたエネルギーの使用の合理化のための
機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用
の合理化に特に効果の高いもの
　なお、特定連鎖化事業者には、特定加盟者を
含むこととされ、エネルギーの使用の合理化の
ための機械その他の減価償却資産でエネルギー
の使用の合理化に特に効果の高いものは、特定
加盟者にあっては、その特定加盟者が設置して
いるその特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業に
係る工場等に係るものに限ることとされていま
す。
（注 1）　上記の「特定事業者」とは、工場又は事

務所その他の事業場（以下「工場等」とい

います。）を設置している者のうち、その設

置している全ての工場等におけるエネルギ

ーの年度（ 4 月 1 日から翌年 3 月31日まで

をいいます。以下同じです。）の使用量の合

計量が一定の数値以上であるものでエネル

ギーの使用の合理化を特に推進する必要が

ある者として経済産業大臣から指定された

者をいい、工場等を設置している者からは、

連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管

理関係事業者を除くこととされています（省

エネ法 7①～③）。

　上記の「特定連鎖化事業者」とは、定型

的な約款による契約に基づき、特定の商標、

商号その他の表示を使用させ、商品の販売

又は役務の提供に関する方法を指定し、か

つ、継続的に経営に関する指導を行う事業

（フランチャイズ事業）であって、その約款

に、その事業に加盟する者（以下「加盟者」

といいます。）が設置している工場等におけ

るエネルギーの使用の条件に関する事項に

係る定めがあるもの（以下「連鎖化事業」

といいます。）を行う者（以下「連鎖化事業

者」といいます。）のうち、その連鎖化事業

者が設置している全ての工場等及びその加

盟者が設置しているその連鎖化事業に係る

全ての工場等におけるエネルギーの年度の

使用量の合計量が一定の数値以上であるも

のでエネルギーの使用の合理化を特に推進

する必要がある者として経済産業大臣から

指定された者をいい（省エネ法18①②）、上

記の「特定加盟者」とは、特定連鎖化事業

者が行う連鎖化事業の加盟者をいいます。
（注 2）　上記の「高度省エネルギー増進設備等」は、

特定事業者又は特定連鎖化事業者（特定加

盟者を含みます。）であって、既に相当程度

のエネルギーの使用の合理化を進めている

ものが取得又は製作若しくは建設をするも

のであること、特定事業者又は特定連鎖化

事業者の中長期的な計画においてその合理

化のために設置するものとして記載された

ものであること及び特定事業者又は特定連

鎖化事業者で、その属する事業の用に供す

る工場等を設置しているものごとに、経済

産業大臣が財務大臣と協議して告示指定す

る次の減価償却資産に該当することにつき

経済産業局長が確認した旨を証する書類（以

下「確認書」といいます。）並びにその確認

書に係る申請書の写しを保存することによ

り証明がされたものとされています（旧措

法10の 2 ①一、旧措令 5 の 4 ①、旧措規 5

の 7 ①、平30.11経済産業告232、事務所等

に係る中長期的な計画の作成指針（平22. 3

財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経

済産業・国土交通告 1）⑾、製造業に係る

中長期的な計画の作成指針（平22. 3 財務・

厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通

告 1） 3、鉱業等に係る中長期的な計画の
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作成指針（平22. 3 経済産業告68） 5 、上水

道業等に係る中長期的な計画の作成指針（平

22. 3 厚生労働・経済産業・国土交通・環境

告 1）⑷）。

①�　事務所等（事務所、工場等）関連高度

省エネルギー増進設備等

　潜熱回収型ボイラー、高効率ボイラー、

高効率温水ボイラー、BEMS 、エンジン

式コージェネレーション設備、ガスター

ビン式コージェネレーション設備、燃料

電池コージェネレーションシステム、高

効率変圧器、高効率誘導モータ、永久磁

石同期モータ及び極数変換モータ（11設

備・システム）

②�　製造業関連高度省エネルギー増進設備

等

　潜熱回収型ボイラー、高効率ボイラー、

高効率温水ボイラー、廃熱利用ボイラー、

高効率工業炉、ハイブリッド式加熱シス

テム、塗料燃焼型焼付乾燥炉、排熱利用

焼き戻し炉、ハンプバック炉、高性能ア

ーク炉、高性能抵抗炉、高性能高周波炉、

高性能溶解・保持用溝型炉、高性能電気

分解炉・メッキ炉、ヒートポンプ式熱源

装置、地中熱利用ヒートポンプシステム、

エンジン式コージェネレーション設備、

ガスタービン式コージェネレーション設

備、燃料電池コージェネレーションシス

テム、高効率誘導モータ、永久磁石同期

モータ、極数変換モータ、高効率変圧器

及び工場エネルギー管理システム（24設

備・システム）

③�　鉱業等（鉱業、電気供給業、ガス供給

業及び熱供給業）関連高度省エネルギー

増進設備等

　潜熱回収型ボイラー、高効率ボイラー、

高効率温水ボイラー、廃熱利用ボイラー、

高効率工業炉、ハイブリッド式加熱シス

テム、塗料燃焼型焼付乾燥炉、排熱利用

焼き戻し炉、ハンプバック炉、高性能ア

ーク炉、高性能抵抗炉、高性能高周波炉、

高性能溶解・保持用溝型炉、高性能電気

分解炉・メッキ炉、ヒートポンプ式熱源

装置、地中熱利用ヒートポンプシステム、

エンジン式コージェネレーション設備、

ガスタービン式コージェネレーション設

備、燃料電池コージェネレーションシス

テム、高効率誘導モータ、永久磁石同期

モータ、極数変換モータ、高効率変圧器

及び総合エネルギー管理システム（24設

備・システム）

④�　上水道業等（上水道業、下水道業及び

廃棄物処理業）関連高度省エネルギー増

進設備等

　上記③と同じ（24設備・システム）

　なお、特定加盟者に係る特定連鎖化事業

者の中長期的な計画に係るものにあっては、

確認書のうち、その取得又は製作若しくは

建設をする特定加盟者が設置しているその

特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業に係る

工場等におけるエネルギーの使用の合理化

に資するものであることにつき経済産業局

長が確認した旨を証するものを保存するこ

とにより証明がされたものとされています。

⑵　省エネ法の認定を受けた工場等を設置してい
る者��その認定に係る連携省エネルギー計画
に記載された連携省エネルギー措置の実施によ
り取得又は製作若しくは建設をされる機械その
他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化
に資するもの
⑶　省エネ法の認定を受けた荷主��その認定に
係る荷主連携省エネルギー計画に記載された荷
主連携省エネルギー措置の実施により取得又は
製作若しくは建設をされる機械その他の減価償
却資産でエネルギーの使用の合理化に資するも
の
　また、中小事業者で青色申告書を提出するもの
は、高度省エネルギー増進設備等の取得価額の 7
％相当額の税額控除（供用年分の調整前事業所得
税額の20％相当額が上限）との選択適用ができる
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こととされています（措法10の 2 ③）。
（注）　上記の「中小事業者」とは、常時使用する従

業員の数が1,000人以下の個人をいいます（措法

10の 2 ③）。

2 　改正の内容

⑴　対象者の追加
　上記 1⑴の対象者に、省エネ法第29条第 2項
に規定する認定管理統括事業者及び同項第 2号
に規定する管理関係事業者が追加されました
（措法10の 2 ①一）。
　なお、認定管理統括事業者又は管理関係事業
者が省エネ法第18条第 2項ただし書に規定する
特定連鎖化事業者である場合には、これらの者
が行う連鎖化事業の加盟者を含むこととされて
います。
（注 1）　上記の「認定管理統括事業者」とは、工

場等を設置している者で、自らが発行済株

式の全部を有する株式会社（100％子会社）

等、自らと密接な関係を有する者であって

工場等を設置しているもの（以下「密接関

係者」といいます。）と一体的に工場等にお

けるエネルギーの使用の合理化を推進する

ための次の要件のいずれにも適合している

ことにつき経済産業大臣の認定を受けた者

をいいます（省エネ法29①、省エネ法規43、

46）。

①�　その認定の申請に係る密接関係者と一

体的に行うエネルギーの使用の合理化の

ための措置を統括して管理している者と

して密接関係者との間に次のエネルギー

管理等に関する取決めを行っている者で

あること。

イ�　工場等におけるエネルギーの使用の

合理化の取組方針

ロ�　工場等におけるエネルギーの使用の

合理化を行うための体制

ハ�　工場等におけるエネルギーの使用の

合理化に関するエネルギー管理の手法

②�　その工場等を設置している者及びその

認定の申請に係る密接関係者が設置して

いる全ての工場等の前年度におけるエネ

ルギーの使用量の合計量が一定の数値以

上であること。
（注 2）　上記の「管理関係事業者」とは、認定管

理統括事業者の認定に係る密接関係者をい

います（省エネ法29②二）。

⑵　対象資産の見直し
　上記 1⑴の対象資産について、次の見直しが
行われました。
①　追加
　上記⑴の改正に伴い、対象資産に、省エネ
法第37条第 1項の規定により同項の主務大臣
に提出された同項の計画において設置するも
のとして記載されたエネルギーの使用の合理
化のための機械その他の減価償却資産でエネ
ルギーの使用の合理化に特に効果の高いもの
が追加されました（措法10の 2 ①一、措令 5
の 4①、措規 5の 7①）。
（注 1）　具体的には、認定管理統括事業者又は

管理関係事業者（認定管理統括事業者又

は管理関係事業者が特定連鎖化事業者で

ある場合には、これらの者が行う連鎖化

事業の加盟者を含みます。）であって、既

に相当程度のエネルギーの使用の合理化

を進めているものが取得又は製作若しく

は建設をするものであること、認定管理

統括事業者の中長期的な計画においてそ

の合理化のために設置するものとして記

載されたものであること及び認定管理統

括事業者でその属する事業の用に供する

工場等を設置しているものごとに、経済

産業大臣が財務大臣と協議して告示指定

する上記 1⑴（注 2）①から④までの減

価償却資産に該当することにつき経済産

業局長が確認した旨を証する書類（以下

「確認書」といいます。）並びにその確認

書に係る申請書の写しを保存することに

より証明がされたものとされています（措
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法10の 2 ①一、措令 5 の 4 ①、措規 5 の

7 ①、平30.11経済産業告232、事務所等

に係る中長期的な計画の作成指針（平

22. 3 財務・文部科学・厚生労働・農林水

産・経済産業・国土交通告 1）⑾、製造

業に係る中長期的な計画の作成指針（平

22. 3 財務・厚生労働・農林水産・経済産

業・国土交通告 1） 3、鉱業等に係る中

長期的な計画の作成指針（平22. 3 経済産

業告68） 5 、上水道業等に係る中長期的

な計画の作成指針（平22. 3 厚生労働・経

済産業・国土交通・環境告 1） 4）。

　なお、認定管理統括事業者又は管理関係事
業者が特定連鎖化事業者である場合に、これ
らの者が行う連鎖化事業の加盟者の省エネ法
第37条第 1項の計画に係るものにあっては、
その加盟者が設置しているその連鎖化事業に
係る工場等に係るものに限ることとされてい
ます。
（注 2）　具体的には、確認書のうち、認定管理

統括事業者又は管理関係事業者が特定連

鎖化事業者である場合に、その認定管理

統括事業者の中長期的な計画に係るもの

にあっては、その取得又は製作若しくは

建設をするこれらの者が行う連鎖化事業

の加盟者が設置しているその連鎖化事業

に係る工場等におけるエネルギーの使用

の合理化に資するものであることにつき

経済産業局長が確認した旨を証するもの

を保存することにより証明がされたもの

とされています。

②　除外

　対象資産から、10設備・システム（高効率
工業炉、ハイブリッド式加熱システム、塗料
燃焼型焼付乾燥炉、排熱利用焼き戻し炉、ハ
ンプバック炉、高性能アーク炉、高性能抵抗
炉、高性能高周波炉、高性能溶解・保持用溝
型炉及び高性能電気分解炉・メッキ炉）が除
外されました（平30.11経済産業告232、製造
業に係る中長期的な計画の作成指針（平
22. 3 財務・厚生労働・農林水産・経済産
業・国土交通告 1） 3、鉱業等に係る中長期
的な計画の作成指針（平22. 3 経済産業告
68） 5 、上水道業等に係る中長期的な計画の
作成指針（平22. 3 厚生労働・経済産業・国
土交通・環境告 1） 4）。

⑶　特別償却割合の引下げ
　特別償却割合が20％（改正前：30％）に引き
下げられました（措法10の 2 ①）。

⑷　適用期限の延長
　この制度の適用期限が令和 4年 3月31日まで
2年延長されました（措法10の 2 ①）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴、⑵①及び⑶の改正は、個人が令和
2年 4月 1日以後に取得又は製作若しくは建設
をする高度省エネルギー増進設備等について適
用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建
設をした高度省エネルギー増進設備等について
は従前どおりとされています（改正法附則55）。
⑵　上記 2 ⑵②の改正は、令和 2年 4月 1日から
適用されています（令 2 . 3 経済産業告71前文）。

四�　地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特
別償却又は所得税額の特別控除制度の改正

1 　改正前の制度の概要

　青色申告書を提出する個人で地域再生法の一部
を改正する法律（平成27年法律第49号）の施行の

日（平成27年 8 月10日）から令和 2年 3月31日ま
での間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計
画について地域再生法の認定を受けたものが、そ
の認定を受けた日から 2年以内に、その認定をし
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た都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記
載されている同法第 5条第 4項第 5号イ又はロに
掲げる地域内において、特定建物等の取得等をし
て、これをその個人の事業の用に供した場合には、
その事業の用に供した年（事業を廃止した日の属
する年を除きます。以下「供用年」といいます。）
においてその特定建物等の取得価額の15％（その
認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整
備計画が地域再生法第17条の 2第 1項第 1号に掲
げる事業に関する計画（以下「移転型計画」とい
います。）である場合には、25％）相当額の特別
償却（供用年分の必要経費に算入しなかった償却
不足額は翌年分への繰越しが可能）と特定建物等
の取得価額の 4％（その認定を受けた地方活力向
上地域等特定業務施設整備計画が移転型計画であ
る場合には、 7％）相当額の税額控除（供用年分
の調整前事業所得税額の20％相当額が上限）との
選択適用ができることとされています（旧措法10
の 4 の 2 ）。
（注 1）　上記の「地方活力向上地域等特定業務施設

整備計画」とは、地域再生法第17条の 2 第 1

項に規定する地方活力向上地域等特定業務施

設整備計画をいいます（旧措法10の 4 の 2 ①）。
（注 2）　上記の「地域再生法第 5 条第 4 項第 5 号イ

又はロに掲げる地域」は、その認定を受けた

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が

地域再生法第17条の 2 第 1 項第 2 号に掲げる

事業に関する計画（拡充型計画）である場合

には、同号に規定する地方活力向上地域とさ

れています（旧措法10の 4 の 2 ①③）。
（注 3）　上記の「特定建物等」とは、認定を受けた

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に

記載された特定業務施設に該当する建物及び

その附属設備並びに構築物（一の建物及びそ

の附属設備並びに構築物の取得価額の合計額

が2,000万円（中小事業者にあっては、1,000万

円）以上のものに限ります。）をいいます（旧

措法10の 4 の 2 ①、措令 5の 5の 3①）。

2 　改正の内容

　制度の適用の前提となる地方活力向上地域等特
定業務施設整備計画の認定期限が、令和 4年 3月
31日まで 2年延長されました（措法10の 4 の 2 ①）。

五�　地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所
得税額の特別控除制度の改正

1 　改正前の制度の概要

　この制度は次の⑴及び⑵の措置によって構成さ
れています。

⑴　地方事業所基準雇用者数に係る措置
　青色申告書を提出する個人で認定事業者（地
域再生法の一部を改正する法律（平成27年法律
第49号）の施行の日（平成27年 8 月10日）から
令和 2年 3月31日までの間に地域再生法に規定
する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画
（以下「地方活力向上地域等特定業務施設整備
計画」といいます。）について同法に規定する
新たな認定（以下「計画の認定」といいます。）

を受けた事業者をいいます。以下同じです。）
であるものが、適用年（地方活力向上地域等特
定業務施設整備計画について計画の認定を受け
た個人のその計画の認定を受けた日の属する年
以後 3年内の各年をいい、事業を開始した日の
属する年等は除くこととされています。以下同
じです。）において、次の①の要件を満たす場
合には、次の②の金額（以下「税額控除限度
額」といいます。）の税額控除（適用年分の調
整前事業所得税額の20％相当額が上限）ができ
ることとされています（旧措法10の 5 ①）。
①　次の全ての要件
イ　その個人の適用年の特定新規雇用者等数
が 2人以上であること（措法10の 5 ①一イ、
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旧措令 5の 6②、旧措規 5の 9①）。
（注 1）　上記の「特定新規雇用者等数」とは、

地方事業所基準雇用者数のうち特定新

規雇用者数に達するまでの数とその地

方事業所基準雇用者数から新規雇用者

総数を控除した数とを合計した数をい

います（措法10の 5 ①一イ）。
（注 2）　上記（注 1）の「地方事業所基準雇

用者数」とは、適用年の前々年の 1 月

1 日からその適用年の12月31日までの

間に地方活力向上地域等特定業務施設

整備計画について計画の認定を受けた

個人のその計画の認定に係る特定業務

施設（以下「適用対象特定業務施設」

といいます。）のみをその個人の事業所

とみなした場合における基準雇用者数

として証明がされた数をいいます（措

法10の 5 ③六、旧措令 5 の 6 ⑩、旧措

規 5の 9④）。
（注 3）　上記（注 2）の「特定業務施設」と

は、地域再生法に規定する特定業務施

設で、認定地方活力向上地域等特定業

務施設整備計画に係る計画の認定をし

た認定都道府県知事が作成した認定地

域再生計画に記載されている地方活力

向上地域又は準地方活力向上地域（そ

の認定地方活力向上地域等特定業務施

設整備計画が拡充型計画である場合に

は、地方活力向上地域）においてその

認定地方活力向上地域等特定業務施設

整備計画に従って整備されたものをい

います（措法10の 5 ③二）。
（注 4）　上記（注 2）の「基準雇用者数」と

は、適用年の12月31日における雇用者

の数からその適用年の前年の12月31日

における雇用者（その適用年の12月31

日において高年齢雇用者に該当する者

を除きます。）の数を減算した数をいい

（旧措法10の 5 ③五）、「雇用者」とは、

個人の使用人のうち雇用保険法に規定

する一般被保険者に該当するものをい

い（措法10の 5 ③三）、「高年齢雇用

者」とは、個人の使用人のうち同法に

規定する高年齢被保険者に該当するも

のをいいます（措法10の 5 ③四）。
（注 5）　上記（注 1）の「特定新規雇用者

数」とは、適用対象特定業務施設にお

いて適用年に新たに雇用された特定雇

用者でその適用年の12月31日において

その適用対象特定業務施設に勤務する

ものの数として証明がされた数をいい

（措法10の 5 ③八、旧措令 5の 6 ⑪、旧

規則 5 の 9 ④）、「特定雇用者」とは、

次の要件を満たす雇用者をいいます

（旧措法10の 5 ③七）。

イ�　その個人との間で労働契約法に規

定する有期労働契約以外の労働契約

を締結していること。

ロ�　短時間労働者の雇用管理の改善等

に関する法律第 2 条に規定する短時

間労働者でないこと。
（注 6）　上記（注 1）の「新規雇用者総数」

とは、適用対象特定業務施設において

適用年に新たに雇用された雇用者でそ

の適用年の12月31日においてその適用

対象特定業務施設に勤務するものの総

数として証明がされた数をいいます

（措法10の 5 ③九、旧措令 5の 6 ⑫、旧

規則 5の 9④）。

ロ　給与等支給額が比較給与等支給額以上で
あること（旧措法10の 5 ①一ロ）。
（注 1）　上記の「給与等支給額」とは、給与

等の支給額のうち適用年の年分の事業

所得の金額の計算上必要経費に算入さ

れる金額（適用年の12月31日において

高年齢雇用者に該当する者に係るもの

を除きます。）をいいます（旧措法10の

5 ③十一）。
（注 2）　上記の「比較給与等支給額」とは、

個人の給与等の支給額のうち適用年の
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前年分の事業所得の金額の計算上必要

経費に算入される金額（適用年の12月

31日において高年齢雇用者に該当する

者に係るものを除きます。以下「適用

年の前年分における給与等の支給額」

といいます。）に、その適用年の前年分

における給与等の支給額にその適用年

の基準雇用者割合を乗じて計算した金

額（その適用年の前年の12月31日にお

ける雇用者の数が零である場合には、

その適用年の前年分における給与等の

支給額）の20％相当額を加算した金額

をいいます（旧措法10の 5 ③十三）。
（注 3）　上記（注 2）の「基準雇用者割合」

とは、基準雇用者数の適用年の前年の

12月31日における雇用者の数に対する

割合をいいます（旧措法10の 5 ③十二）。

ハ　雇用保険法に規定する適用事業を行い、
かつ、他の法律により業務の規制及び適正
化のための措置が講じられている事業（風
俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する
事業）を行っていないこと（旧措法10の 5
①一ハ、旧措令 5の 6③）。

②　次の場合の区分に応じそれぞれ次の金額
イ　その個人のその適用年の基準雇用者割合
が 8％以上であること又はその適用年の前
年の12月31日における雇用者（その適用年
の12月31日において高年齢雇用者に該当す
る者を除きます。）の数が零であることに
つき証明がされた場合��次の金額の合計
額（旧措法10の 5 ①二イ、旧措令 5の 6④、
旧措規 5の 9②）
イ　60万円に、その個人のその適用年の地
方事業所基準雇用者数のうちその適用年
の特定新規雇用者数に達するまでの数
（以下 1において「特定新規雇用者基礎
数」といいます。）を乗じて計算した金
額
　なお、「地方事業所基準雇用者数」は、
その地方事業所基準雇用者数がその適用

年の基準雇用者数を超える場合には、そ
の基準雇用者数とすることとされていま
す。
ロ　50万円に、その個人のその適用年の新
規雇用者総数からその適用年の特定新規
雇用者数を控除した数（以下「非特定新
規雇用者数」といいます。）のうちその
新規雇用者総数の40％相当数に達するま
での数とその地方事業所基準雇用者数か
らその新規雇用者総数を控除した数とを
合計した数を乗じて計算した金額
　なお、「新規雇用者総数」は、その新
規雇用者総数がその適用年の地方事業所
基準雇用者数を超える場合には、その地
方事業所基準雇用者数とすることとされ
ています。

ロ　その個人のその適用年の基準雇用者割合
が 5％以上 8％未満であることにつき証明
がされた場合��次の金額の合計額（旧措
法10の 5 ①二ロ、旧措令 5の 6④、旧措規
5の 9②）
イ　30万円に、特定新規雇用者基礎数を乗
じて計算した金額
　なお、上記の「特定新規雇用者基礎
数」は、その適用年の前々年の 1月 1日
からその適用年の12月31日までの間に地
方活力向上地域等特定業務施設整備計画
（移転型計画に限ります。）について計画
の認定を受けたその個人のその計画の認
定に係る特定業務施設（以下「移転型特
定業務施設」といいます。）においてそ
の適用年に新たに雇用された特定雇用者
でその適用年の12月31日においてその移
転型特定業務施設に勤務するものの数と
して証明がされた数（以下 1 において
「移転型特定新規雇用者数」といいま
す。）がある場合には、その特定新規雇
用者基礎数のうちその移転型特定新規雇
用者数に達するまでの数を加算した数と
することとされています（旧措法10の 5
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①二ロ⑴、旧措令 5の 6⑤、旧措規 5の
9③）。

ロ　20万円に、非特定新規雇用者数のうち
その個人のその適用年の新規雇用者総数
の40％相当数に達するまでの数とその適
用年の地方事業所基準雇用者数からその
新規雇用者総数を控除して計算した数と
を合計した数を乗じて計算した金額
　なお、上記の「新規雇用者総数の40％
相当数に達するまでの数」は移転型特定
業務施設においてその適用年に新たに雇
用された雇用者でその適用年の12月31日
においてその移転型特定業務施設に勤務
するものの総数として証明がされた数
（以下「移転型新規雇用者総数」といい
ます。）から移転型特定新規雇用者数を
控除した数のうちその非特定新規雇用者
数に達するまでの数（以下「移転型非特
定新規雇用者数」といいます。）がある
場合には、その40％相当数に達するまで
の数のうちその移転型非特定新規雇用者
数に達するまでの数に1.5を乗じた数を
加算した数とされ（旧措法10の 5 ①二ロ
⑵、旧措令 5 の 6 ⑥、旧措規 5 の 9 ③）、
上記の「地方事業所基準雇用者数からそ
の新規雇用者総数を控除して計算した
数」は移転型特定業務施設のみをその個
人の事業所とみなした場合におけるその
適用年の基準雇用者数として証明がされ
た数からその移転型新規雇用者総数を控
除した数（以下 1において「移転型非新
規基準雇用者数」といいます。）が零を
超える場合には、その計算した数のうち
その移転型非新規基準雇用者数に達する
までの数に1.5を乗じた数を加算した数
とすることとされています（旧措法10の
5 ①二ロ⑵、旧措令 5の 6⑦、旧措規 5
の 9③）。

ハ　上記イ及びロに掲げる場合以外の場合
（その個人のその適用年の基準雇用者割合

が 5％未満である場合）��次の金額の合
計額（旧措法10の 5 ①二ハ）
イ　30万円に、特定新規雇用者基礎数を乗
じて計算した金額
ロ　20万円に、上記イロの合計した数を乗
じて計算した金額

　なお、この措置は、その適用を受けようとす
る年及びその前年において、その個人にその個
人の都合により解雇された雇用者又は高年齢雇
用者であった者がいないことについて証明がさ
れた場合に限り適用できることとされています
（旧措法10の 5 ⑥、旧措令 5 の 6 ⑭、旧措規 5
の 9 ⑥）。また、地方活力向上地域等において
特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得
税額の特別控除制度（措法10の 4 の 2 ①～③）
との選択適用とされています（旧措法10の 5 ⑤）。

⑵　地方事業所特別基準雇用者数に係る措置
　青色申告書を提出する個人で認定事業者であ
るもののうち上記⑴の措置の適用を受ける又は
受けたもの（地方活力向上地域等において特定
建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額
の特別控除制度（措法10の 4 の 2 ①～③）の適
用を受ける年にその適用を受けないものとした
ならば、上記⑴の措置の適用があるものを含み
ます。）が、その適用を受ける年以後の各適用
年（その個人の地方活力向上地域等特定業務施
設整備計画（移転型計画に限ります。）につい
て計画の認定を受けた日の属する年以後の各年
で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が
零に満たない年以後の各年を除きます。）にお
いて、雇用保険法に規定する適用事業を行い、
かつ、他の法律により業務の規制及び適正化の
ための措置が講じられている事業（風俗営業又
は性風俗関連特殊営業に該当する事業）を行っ
ていない場合には、その適用年において、30万
円にその個人のその適用年の地方事業所特別基
準雇用者数を乗じて計算した金額（その計画の
認定に係る特定業務施設が準地方活力向上地域
内にある場合には、20万円にその特定業務施設
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に係るその個人のその適用年の地方事業所特別
基準雇用者数を乗じて計算した金額。以下「地
方事業所特別税額控除限度額」といいます。）
の税額控除（適用年分の調整前事業所得税額の
20％相当額（適用年において上記⑴の措置又は
地方活力向上地域等において特定建物等を取得
した場合の所得税額の特別控除制度による税額
控除（措法10の 4 の 2 ③）により、総所得金額
に係る所得税の額から控除される金額がある場
合には、その金額を控除した残額）が上限）が
できることとされています（旧措法10の 5 ②）。
（注）　上記の「地方事業所特別基準雇用者数」とは、

適用年の前々年 1 月 1 日からその適用年の12

月31日までの間に地方活力向上地域特定業務

施設整備計画（移転型計画に限ります。）につ

いて計画の認定を受けた個人のその適用年及

びその適用年前の各年のうち、その計画の認

定を受けた日の属する年以後の各年のその個

人のその計画の認定に係る特定業務施設のみ

をその個人の事業所とみなした場合における

基準雇用者数として証明がされた数の合計数

をいいます（旧措法10の 5 ③十四、旧措令 5

の 6⑬、旧措規 5の 9⑤）。

　なお、この措置は、その適用を受けようとす
る年及びその前年において、その個人にその個
人の都合により解雇された雇用者又は高年齢雇
用者であった者がいないことについて証明がさ
れた場合に限り適用できることとされています
（旧措法10の 5 ⑥、旧措令 5 の 6 ⑭、旧措規 5
の 9⑥）。

2 　改正の内容

⑴　地方事業所基準雇用者数に係る措置の改正
①　給与等支給額に係る要件の廃止
　上記 1 ⑴①ロの「給与等支給額が比較給与
等支給額以上であること」との要件が廃止さ
れました（旧措法10の 5 ①一ロ③十～十三、
旧措令 5の 6⑮⑯）。
②　税額控除限度額の見直し
　上記 1 ⑴の措置の税額控除限度額について、

対象雇用者数から非特定新規雇用者数のうち
新規雇用者総数の40％相当数に達するまでの
数が除外された上、基準雇用者割合にかかわ
らず、次の金額の合計額とされました（措法
10の 5 ①二）。
イ　30万円に、その個人のその適用年の地方
事業所基準雇用者数（その地方事業所基準
雇用者数がその適用年の基準雇用者数を超
える場合には、基準雇用者数とされます。
ロにおいて同じです。）のうちその適用年
の特定新規雇用者数に達するまでの数（以
下「特定新規雇用者基礎数」といいます。）
を乗じて計算した金額（移転型特定業務施
設においてその適用年に新たに雇用された
特定雇用者でその適用年の12月31日におい
てその移転型特定業務施設に勤務するもの
の数として証明がされた数（以下「移転型
特定新規雇用者数」といいます。）がある
場合には、20万円に、その特定新規雇用者
基礎数のうちその移転型特定新規雇用者数
に達するまでの数を乗じて計算した金額を
加算した金額）（措法10の 5 ①二イ、措令
5の 6④、措規 5の 9②）

ロ　20万円に、その個人のその適用年の地方
事業所基準雇用者数からその適用年の新規
雇用者総数を控除して計算した数（移転型
特定業務施設のみをその個人の事業所とみ
なした場合におけるその適用年の基準雇用
者数として証明がされた数から移転型特定
業務施設においてその適用年に新たに雇用
された雇用者でその適用年の12月31日にお
いてその移転型特定業務施設に勤務するも
のの総数として証明がされた数を控除した
数（以下「移転型非新規基準雇用者数」と
いいます。）が零を超える場合には、その
計算した数のうちその移転型非新規基準雇
用者数に達するまでの数を加算した数）を
乗じて計算した金額（措法10の 5 ①二ロ、
措令 5の 6⑤⑥、措規 5の 9②）

③　特定雇用者の要件の見直し
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　特定雇用者の要件のうち「短時間労働者の
雇用管理の改善等に関する法律第 2条に規定
する短時間労働者でないこと」との要件にお
ける短時間労働者の定義が、「短時間労働者
及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関
する法律第 2条第 1項に規定する短時間労働
者」とされました（措法10の 5 ③七ロ）。
④　認定期限の延長
　上記 1 ⑴の措置の適用の前提となる地方活
力向上地域等特定業務施設整備計画の認定期
限が、令和 4年 3月31日まで 2年延長されま
した（措法10の 5 ①）。

⑵　地方事業所特別基準雇用者数に係る措置の改
正
①　地方事業所特別税額控除限度額の引上げ
　上記 1 ⑵の措置における地方事業所特別税
額控除限度額が、40万円（改正前：30万円）
に認定事業者である個人のその適用年の地方
事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金
額（その計画の認定に係る特定業務施設が準
地方活力向上地域内にある場合には、30万円
（改正前：20万円）にその特定業務施設に係
るその個人のその適用年の地方事業所特別基
準雇用者数を乗じて計算した金額）に引き上
げられました（措法10の 5 ②）。
②　認定期限の延長
　上記 1 ⑵の措置の適用の前提となる地方活
力向上地域等特定業務施設整備計画の認定期
限が、令和 4年 3月31日まで 2年延長されま

した（措法10の 5 ②）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴①及び②並びに⑵①の改正は、個人
の令和 2年分以後の年分（特例対象年分を除き
ます。）の所得税について適用し、個人の令和
元年分以前の年分（特例対象年分を含みます。）
の所得税については従前どおりとされています
（改正法附則56①）。
　なお、特例対象年分とは、令和 2年 4月 1日
前に地域再生法第17条の 2第 3項の認定を受け
た個人の令和 2年分以後の年分（その個人が令
和 2年 4月 1日以後に同項の認定又は同条第 4
項の規定による変更の認定を受ける場合におけ
るこれらの認定を受ける日の属する年分以後の
年分を除きます。）をいいます（改正法附則56
②）。
⑵　上記 2 ⑴③の改正は、令和 2年 4月 1日から
施行されています（改正法附則 1）。
　なお、個人で働き方改革を推進するための関
係法律の整備に関する法律附則第 3条第 1項に
規定する中小事業主であるものに対する令和 2
年 4月 1日から令和 3年 3月31日までの間にお
ける特定雇用者の要件のうち「短時間労働者及
び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する
法律第 2条第 1項に規定する短時間労働者でな
いこと」との要件における短時間労働者の定義
については、上記 2 ⑴③の改正前の定義とする
こととされています（改正法附則56③）。

六�　給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特
別控除制度の改正

1 　改正前の制度の概要

　この制度は次の⑴及び⑵の措置によって構成さ
れています。

⑴　中小事業者以外の個人が給与等の引上げ及び
設備投資を行った場合に係る措置
　青色申告書を提出する個人が、令和元年から
令和 3年までの各年（令和元年以後に事業を開
始した個人のその開始した日の属する年等を除
きます。）において国内雇用者に対して給与等
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を支給する場合に、その年において、次の①及
び②の要件を満たすとき（その個人の雇用者給
与等支給額がその比較雇用者給与等支給額以下
である場合を除きます。）は、その雇用者給与
等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控
除した金額（その年において、地方活力向上地
域等において雇用者の数が増加した場合の所得
税額の特別控除制度の適用を受ける場合には、
その適用による控除を受ける金額の計算の基礎
となった者に対する給与等の支給額として計算
した金額（以下「雇用者給与等支給増加重複控
除額」といいます。）を控除した残額）の15％
（その年において次の③の要件を満たす場合に
は、20％）相当額の税額控除（その年分の調整
前事業所得税額の20％相当額が上限）ができる
こととされています（旧措法10の 5 の 4 ①）。
①　その個人の継続雇用者給与等支給額からそ
の継続雇用者比較給与等支給額を控除した金
額のその継続雇用者比較給与等支給額に対す
る割合が 3％以上であること。
②　その個人の国内設備投資額がその償却費総
額の90％相当額以上であること。
③　その個人のその年分の事業所得の金額の計
算上必要経費に算入される教育訓練費の額か
らその比較教育訓練費の額を控除した金額の
その比較教育訓練費の額に対する割合が20％
以上であること。

（注 1）　上記の「国内雇用者」とは、個人の使用

人のうちその個人の有する国内の事業所に

勤務する雇用者に該当するものをいいます

（措法10の 5 の 4 ③一、旧措令 5 の 6 の 4 ⑤

⑥）。
（注 2）　上記の「雇用者給与等支給額」とは、個

人の各年（以下「適用年」といいます。）の

年分の事業所得の金額の計算上必要経費に

算入される国内雇用者に対する給与等の支

給額をいいます（措法10の 5 の 4 ③三）。
（注 3）　上記の「比較雇用者給与等支給額」とは、

個人の適用年の前年分の事業所得の金額の

計算上必要経費に算入される国内雇用者に

対する給与等の支給額をいいます（措法10

の 5 の 4 ③四、旧措令 5の 6の 4⑦）。
（注 4）　上記の「継続雇用者給与等支給額」とは、

継続雇用者（個人の適用年及びその適用年

の前年の各月においてその個人の給与等の

支給を受けた国内雇用者をいいます。以下

同じです。）に対するその適用年の給与等の

支給額をいいます（措法10の 5 の 4 ③五、

旧措令 5の 6の 4⑩⑪、措規 5の12②）。
（注 5）　上記の「継続雇用者比較給与等支給額」

とは、その個人の継続雇用者に対する適用

年の前年の給与等の支給額をいいます（措

法10の 5 の 4 ③六、旧措令 5の 6の 4⑫）。
（注 6）　上記の「国内設備投資額」とは、その個

人が適用年において取得等（取得又は製作

若しくは建設をいい、相続、遺贈、贈与、

交換又は現物分配による取得その他一定の

取得を除きます。）をした国内資産（国内に

あるその個人の事業の用に供する機械及び

装置その他の資産をいいます。）でその適用

年の12月31日において有するものの取得価

額の合計額をいいます（措法10の 5 の 4 ③七、

旧措令 5の 6の 4⑬⑭）。
（注 7）　上記の「償却費総額」とは、個人がその

有する減価償却資産につき適用年の年分の

事業所得の金額の計算上、その償却費とし

て必要経費に算入した金額の合計額をいい

ます（措法10の 5 の 4 ③八）。
（注 8）　上記の「教育訓練費」とは、個人がその

国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を

習得させ、又は向上させるために支出する

費用をいいます（措法10の 5 の 4 ③九、旧

措令 5の 6の 4⑮）。
（注 9）　上記の「比較教育訓練費の額」とは、個

人の適用年前 2 年以内の各年分の事業所得

の金額の計算上必要経費に算入される教育

訓練費の額の合計額を 2 で除して計算した

金額をいいます（措法10の 5 の 4 ③十）。
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⑵　中小事業者が給与等の引上げを行った場合に
係る措置
　中小事業者が、令和元年から令和 3年までの
各年（上記⑴の措置の適用を受ける年や令和元
年以後に事業を開始した中小事業者のその開始
した日の属する年等を除きます。）において国
内雇用者に対して給与等を支給する場合に、そ
の年において、その中小事業者の継続雇用者給
与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給
額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等
支給額に対する割合が1.5％以上であるとき（そ
の中小事業者の雇用者給与等支給額がその比較
雇用者給与等支給額以下である場合を除きま
す。）は、その雇用者給与等支給額からその比
較雇用者給与等支給額を控除した金額（その年
において、地方活力向上地域等において雇用者
の数が増加した場合の所得税額の特別控除制度
の適用を受ける場合には、その適用による控除
を受ける金額の計算の基礎となった者に対する
給与等の支給額として計算した金額（以下「中
小事業者雇用者給与等支給増加重複控除額」と
いいます。）を控除した残額）の15％（その年
において次の要件を満たす場合には、25％）相
当額の税額控除（その年分の調整前事業所得税
額の20％相当額が上限）ができることとされて
います（旧措法10の 5 の 4 ②）。
①　その中小事業者の継続雇用者給与等支給額
からその継続雇用者比較給与等支給額を控除
した金額のその継続雇用者比較給与等支給額
に対する割合が2.5％以上であること。
②　次の要件のいずれかを満たすこと。
イ　その中小事業者のその年分の事業所得の
金額の計算上必要経費に算入される教育訓
練費の額からその中小企業比較教育訓練費
の額を控除した金額のその中小企業比較教
育訓練費の額に対する割合が10％以上であ
ること。
ロ　その中小事業者がその年の12月31日まで
において中小企業等経営強化法に規定する
新たな認定を受けたものであり、その認定

に係る経営力向上計画に記載された経営力
向上が確実に行われたことにつき証明がさ
れたものであること。

（注 1）　上記の「中小事業者」とは、常時使用す

る従業員の数が1,000人以下の個人で青色申

告書を提出するものをいいます（旧措法10

の 5 の 4 ②、10⑦六、措令 5の 3⑨）。
（注 2）　上記の「中小企業比較教育訓練費の額」

とは、中小事業者の適用年の前年分の事業

所得の金額の計算上必要経費に算入される

教育訓練費の額をいいます（措法10の 5 の

4 ③十一）。

2 　改正の内容

⑴　上記 1 ⑴②の国内設備投資額に係る要件にお
ける償却費総額に乗ずる割合を95％（改正前：
90％）とする見直しが行われました（措法10の
5 の 4 ①二）。

⑵　前述「五　地方活力向上地域等において雇用
者の数が増加した場合の所得税額の特別控除制
度の改正」の 2 ⑴②及び⑵①の改正に伴い、中
小事業者以外の個人が給与等の引上げ及び設備
投資を行った場合に係る措置（上記 1 ⑴）にお
ける雇用者給与等支給増加重複控除額及び中小
事業者が給与等の引上げを行った場合に係る措
置（上記 1 ⑵）における中小事業者雇用者給与
等支給増加重複控除額が、その個人が措置の適
用を受けようとする年に係る雇用者給与等支給
額をその年の12月31日における雇用者の数で除
して計算した金額に、次の①及び②の数を合計
した数（その合計した数が地方事業所基準雇用
者数を超える場合には、その地方事業者基準雇
用者数）を乗じて計算した金額の20％相当額と
されました（措令 5の 6の 3の 2②④）。
①　その個人がその年において地方活力向上地
域等において雇用者の数が増加した場合の所
得税額の特別控除制度のうち地方事業所基準
雇用者数に係る措置（前述五の 2 ⑴の措置）
の適用を受ける場合におけるその年の特定新
規雇用者基礎数とその年の地方事業所基準雇
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用者数からその年の新規雇用者総数を控除し
た数とを合計した数
②　その個人がその年において地方活力向上地
域等において雇用者の数が増加した場合の所
得税額の特別控除制度のうち地方事業所特別
基準雇用者数に係る措置（前述五の 2 ⑵の措
置）の適用を受ける場合におけるその年の基
準雇用者数として証明がされた数からその適
用を受ける場合におけるその年の次の数を合
計した数を控除した数
イ　特定新規雇用者基礎数のうち移転型特定
新規雇用者数に達するまでの数
ロ　地方事業所基準雇用者数から新規雇用者
総数を控除した数のうち移転型非新規基準
雇用者数に達するまでの数

（注）　地方事業所基準雇用者数、特定新規雇用者

基礎数、新規雇用者総数、基準雇用者数とし

て証明がされた数、移転型特定新規雇用者数

及び移転型非新規基準雇用者数については、

前述「五　地方活力向上地域等において雇用

者の数が増加した場合の所得税額の特別控除

制度の改正」の 1 ⑴①及び 2 ⑴②をご参照く

ださい。

3 　適用関係

⑴　上記 2⑴の改正は、令和 3年分以後の所得税
について適用し、令和 2年分以前の所得税につ
いては従前どおりとされています（改正法附則
57）。
⑵　上記 2⑵の改正は、個人の令和 2年分以後の
年分（特例対象年分を除きます。）の所得税に
ついて適用し、個人の令和元年分以前の年分
（特例対象年分を含みます。）の所得税について
は従前どおりとされています（改正措令附則 6）。
（注）　特例対象年分については、前述「五　地方

活力向上地域等において雇用者の数が増加し

た場合の所得税額の特別控除制度の改正」の

3⑴をご参照ください。

七�　革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は所得
税額の特別控除制度の廃止

1 　廃止前の制度の概要

　青色申告書を提出する個人で生産性向上特別措
置法に規定する認定革新的データ産業活用事業者
であるものが、同法の施行の日（平成30年 6 月 6
日）から令和 3年 3月31日までの間に、特定ソフ
トウエアの新設又は増設をする場合において、そ
の新設又は増設に係る革新的情報産業活用設備で
その製作の後事業の用に供されたことのないもの
の取得又はその新設若しくは増設に係る革新的情
報産業活用設備の製作をして、その個人の事業の
用に供したときは、その事業の用に供した日の属
する年（事業を廃止した日の属する年を除きます。
以下「供用年」といいます。）において、その革
新的情報産業活用設備の取得価額の30％相当額の
特別償却（供用年分の必要経費に算入しなかった
償却不足額は翌年分への繰越しが可能）と 5 ％

（その個人の継続雇用者給与等支給額からその継
続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその
継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が 3％
未満である場合には、 3 ％）相当額の税額控除
（供用年分の調整前事業所得税額の20％（その個
人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者
比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用
者比較給与等支給額に対する割合が 3％未満であ
る場合には、15％）相当額が上限）との選択適用
ができることとされています（旧措法10の 5 の 5 、
旧措令 5の 6の 5、旧措規 5の12の 2 ）。
（注 1）　上記の「認定革新的データ産業活用事業者」

とは、認定革新的データ産業活用計画に従っ

て実施される革新的データ産業活用（生産性

の向上に特に資するものとして主務大臣が定

める基準に適合することについて主務大臣の

確認を受けたものに限ります。以下同じで
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す。）を行うその認定革新的データ産業活用計

画に係る新たな認定（以下「認定」といいま

す。）を受けた事業者をいい（旧措法10の 5 の

5 ①、生産性向上特別措置法22①、23①、29）、

この「認定革新的データ産業活用計画」とは、

認定革新的データ産業活用事業者のその認定

に係る革新的データ産業活用計画（変更の認

定があったときは、その変更後のもの）をい

います（旧措法10の 5 の 5 ①、生産性向上特

別措置法23②）。
（注 2）　上記の「特定ソフトウエア」とは、認定革

新的データ産業活用計画（その認定革新的デ

ータ産業活用事業者である個人の行う革新的

データ産業活用に係るものに限ります。以下

同じです。）に従って実施されるその革新的デ

ータ産業活用の用に供するために取得又は製

作をするものでその認定革新的データ産業活

用計画に記載されたものをいいます（旧措法

10の 5 の 5 ①、旧措令 5 の 6 の 5 ①、旧措規

5の12の 2 ①②）。
（注 3）　上記の「革新的情報産業活用設備」とは、

一の認定革新的データ産業活用計画に記載さ

れた新設又は増設に係る特定ソフトウエア並

びにその特定ソフトウエアとともに取得又は

製作をする機械及び装置並びに器具及び備品

の取得価額の合計額が5,000万円以上である場

合におけるこれらの資産をいいます（旧措法

10の 5 の 5 ①、旧措令 5の 6の 5②）。

2 　改正の内容

　制度が廃止されました（旧措法10の 5 の 5 、旧
措令 5の 6の 5、旧措規 5の12の 2 ）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、個人が令和 2年 4月 1日前に
取得又は製作をした革新的情報産業活用設備及び
同日前に認定を受けた個人がその認定に係る認定
革新的データ産業活用計画に従って実施される革
新的データ産業活用の用に供するために同日から
令和 3年 3月31日までの間に取得又は製作をする
革新的情報産業活用設備については従前どおりと
されています（改正法附則58）。

八　所得税の額から控除される特別控除額の特例の改正

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、次の⑴及び⑵の措置によって構成
されています。

⑴　所得税の額から控除される特別控除額の特例
　個人がその年において、租税特別措置法にお
ける税額控除制度のうち複数の制度の適用を受
けようとする場合において、その適用を受けよ
うとする制度による税額控除可能額の合計額が
その年分の調整前事業所得税額の90％相当額を
超えるときは、その超える部分の金額は、その
年分の総所得金額に係る所得税額から控除せず
に、各税額控除制度の繰越税額控除限度超過額
としてその翌年分以後に繰越控除することとさ
れています（措法10の 6 ①③）。

⑵　特定税額控除制度の不適用措置
　個人（中小事業者を除きます。）が、令和元
年から令和 3年までの各年において特定税額控
除制度の適用を受けようとする場合において、
その年において次の要件のいずれにも該当しな
いとき（その年（事業を開始した日の属する年、
相続等により事業を承継した日の属する年及び
事業の譲渡等をした日の属する年のいずれにも
該当しない年に限ります。以下「特定対象年」
といいます。）の年分の事業所得の金額がその
特定対象年の前年分の事業所得の金額以下であ
る場合を除きます。）は、その特定税額控除制
度は適用できないこととされています（旧措法
10の 6 ⑤）。
①　その個人の継続雇用者給与等支給額がその
継続雇用者比較給与等支給額を超えること。
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②　その個人の国内設備投資額がその償却費総
額の10％相当額を超えること。

（注 1）　上記の「中小事業者」とは、常時使用す

る従業員の数が1,000人以下の個人をいいま

す（措法10⑦六、措令 5の 3⑨）。
（注 2）　上記の「特定税額控除制度」とは、次の

制度をいいます。

①�　試験研究を行った場合の所得税額の特

別控除制度のうち次の制度

イ�　試験研究費の総額に係る特別税額控

除制度（措法10①）

ロ�　特別試験研究費の額に係る特別税額

控除制度（措法10⑥）

②�　地域経済牽引事業の促進区域内におい

て特定事業用機械等を取得した場合の所

得税額の特別控除制度（措法10の 4 ③）

③�　革新的情報産業活用設備を取得した場

合の所得税額の特別控除制度（旧措法10

の 5 の 5 ③）
（注 3）　上記の継続雇用者給与等支給額、継続雇

用者比較給与等支給額、国内設備投資額及

び償却費総額については、前述「六　給与

等の引上げ及び設備投資を行った場合等の

所得税額の特別控除制度の改正」の 1 ⑴を

ご参照ください。

2 　改正の内容

　上記 1 ⑵の特定税額控除制度の不適用措置につ
いて、次の見直しが行われました。

⑴　特定税額控除制度の見直し
①　追加
　特定税額控除制度に「認定特定高度情報通
信技術活用設備を取得した場合の所得税額の
特別控除制度（措法10の 5 の 4 の 2 ③）」が
追加されました（措法10の 6 ⑤⑥）。
②　除外
　特定税額控除制度から「革新的情報産業活
用設備を取得した場合の所得税額の特別控除
制度（旧措法10の 5 の 5 ③）」が除外されま
した（措法10の 6 ⑤⑥）。

⑵　適用要件のうち国内設備投資額に係る要件に
おける償却費総額に乗ずる割合の見直し
　適用要件のうち上記 1 ⑵②の国内設備投資額
に係る要件における償却費総額に乗ずる割合を
30％（改正前：10％）とする見直しが行われま
した（措法10の 6 ⑤二）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑵の改正は、令和 3年分以後の所得税に
ついて適用し、令和 2年分以前の所得税について
は従前どおりとされています（改正法附則59①）。

九　特定設備等の特別償却制度の改正

1 　改正前の制度の概要

　青色申告書を提出する個人が、次の表の指定期
間内に、同表の特定設備等でその製作若しくは建
設の後事業の用に供されたことのないものの取得
又は同表の特定設備等の製作若しくは建設をして、
これをその個人の事業の用に供した場合には、そ
の事業の用に供した日の属する年において、その
特定設備等の取得価額の同表の特別償却割合相当

額の特別償却（その事業の用に供した年分の必要
経費に算入しなかった償却不足額は翌年分への繰
越しが可能）ができることとされています（旧措
法11①②）。

特定設備等 特別償
却割合 指定期間

⑴ 再生可能エネルギー発
電設備等

20％ 平成30年 4 月 1
日から令和 2年
3月31日まで
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⑵ ①　外航船舶
　イ�　特定先進船舶に
該当するもの

　　イ�　日本船舶に該
当するもの

　　ロ�　日本船舶に該
当しないもの

　ロ�　特定先進船舶に
該当しないもの

　　イ�　日本船舶に該
当するもの

　　ロ�　日本船舶に該
当しないもの

②　内航船舶
　イ�　環境負荷低減に
著しく資するもの

　ロ�　上記イ以外のも
の

20％

18％

17％

15％

18％

16％

平成31年 4 月 1
日から令和 3年
3月31日まで

（注 1）　上記の「再生可能エネルギー発電設備等」

とは、再生可能エネルギー利用資産のうち太

陽光若しくは風力以外の再生可能エネルギー

源の利用に資するもの又は主として再生可能

エネルギー利用資産とともに使用するための

機械その他の減価償却資産でその再生可能エ

ネルギー利用資産の持続的な利用に資するも

のをいいます（旧措法11①表一上欄、措令 5

の 8①⑨、平30. 3 経済産業告69）。

（注 2）　上記（注 1）の「再生可能エネルギー利用

資産」とは、エネルギー環境適合製品の開発

及び製造を行う事業の促進に関する法律に規

定する非化石エネルギー源のうち永続的に利

用することができると認められるもの（以下

「再生可能エネルギー源」といいます。）から

電気若しくは熱を得るため又は再生可能エネ

ルギー源から燃料を製造するための機械その

他の減価償却資産をいいます（旧措法11①表

一上欄）。

2 　改正の内容

　上記 1⑴の再生可能エネルギー発電設備等の特
別償却について、次の見直しが行われました。

⑴　特別償却割合の引下げ
　特別償却割合が14％（改正前：20％）に引き
下げられました（措法11①表一下欄）。

⑵　適用期限の延長
　措置の適用期限が、令和 3年 3月31日まで 1
年延長されました（平31. 3 財務告96一）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、個人が令和 2年 4月 1日以
後に取得又は製作若しくは建設をする再生可能エ
ネルギー発電設備等について適用し、個人が同日
前に取得又は製作若しくは建設をした再生可能エ
ネルギー発電設備等については従前どおりとされ
ています（改正法附則60①）。

十　耐震基準適合建物等の特別償却制度の廃止

1 　廃止前の制度の概要

　青色申告書を提出する個人で、その有する耐震
改修対象建築物につき平成27年 3 月31日までに、
耐震診断を行い、その結果についての報告を行っ
たもの（その耐震改修対象建築物につきその報告
若しくはその報告内容の是正の命令又は耐震改修
に係る指示を受けたものを除きます。）が、平成
26年 4 月 1 日からその報告を行った日以後 5年を
経過する日（以下「 5 年経過日」といいます。）

までの間に、その耐震改修対象建築物に係る耐震
基準適合建物等のうちその建設の後事業の用に供
されたことのないものの取得又は耐震基準適合建
物等の建設をして、これをその個人の事業の用に
供した場合には、その事業の用に供した日の属す
る年（以下「供用年」といいます。）における不
動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、そ
の耐震基準適合建物等の取得価額の25％相当額の
特別償却（供用年分の必要経費に算入しなかった
償却不足額は翌年分への繰越しが可能）ができる

─�290�─

――租税特別措置法等（所得税関係）の改正――



こととされています（旧措法11の 2 ）。
（注 1）　上記の「耐震改修対象建築物」とは、建築

物の耐震改修の促進に関する法律に規定する

要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確

認大規模建築物をいいます（旧措法11の 2 ①）。
（注 2）　上記の「耐震基準適合建物等」とは、耐震

改修対象建築物の部分について行う耐震改修

（その耐震改修対象建築物の地震に対する安全

性の向上に資するものとして証明がされたも

のに限ります。）のための工事の施行に伴って

取得又は建設をするその耐震改修対象建築物

の部分をいいます（旧措法11の 2 ①、旧措規

5の13）。

2 　改正の内容

　制度が廃止されました（旧措法11の 2 、旧措令
6、旧措規 5の13）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、個人が 5年経過日以前に取得
又は建設をした耐震基準適合建物等については従
前どおりとされています（改正法附則60②）。

十一�　障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度の改正（改
正後：障害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却制度）

1 　改正前の制度の概要

　青色申告書を提出する個人が、昭和48年 4 月 1
日から令和 2年 3月31日までの期間（以下「指定
期間」といいます。）内の日の属する各年におい
て障害者を雇用しており、かつ、次のいずれかの
要件を満たす場合には、その年12月31日において
有する機械及び装置並びに工場用の建物及びその
附属設備で、障害者が労働に従事する事業所にあ
るものであることにつきその個人の事業所の所在
地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた
もののうちその年の指定期間内又はその年の前年
以前 5年内の各年において取得又は製作若しくは
建設をしたものについて、普通償却額の24％（工
場用の建物及びその附属設備については、32％）
相当額の割増償却ができることとされています
（旧措法13①）。
⑴　障害者雇用割合が50％以上であること。
⑵　雇用障害者数が20人以上であって、障害者雇
用割合が25％以上であること。
⑶　次の要件の全てを満たしていること。
①　基準雇用障害者数が20人以上であって、重
度障害者割合が55％以上であること。
②　その年の12月31日における雇用障害者数が

法定雇用障害者数以上であること。
（注 1）　上記の「障害者雇用割合」とは、その年の

12月31日における常時雇用する従業員の総数

に対する雇用障害者数の割合をいい（措法13

③二）、上記の「雇用障害者数」とは、その年

の12月31日において常時雇用する障害者、重

度身体障害者、重度知的障害者、対象障害者

である短時間労働者及び重度身体障害者又は

重度知的障害者である短時間労働者の数を基

礎として計算した数をいいます（措法13③三）。
（注 2）　上記の「基準雇用障害者数」とは、その年

の12月31日において常時雇用する障害者及び

対象障害者である短時間労働者の数を基礎と

して計算した数をいいます（措法13③四）。
（注 3）　上記の「重度障害者割合」とは、その年の

12月31日における基準雇用障害者数に対する

重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障

害者の数を合計した数の割合をいいます（措

法13③五）。

2 　改正の内容

⑴　対象資産の除外
　対象資産から工場用の建物及びその附属設備
が除外されました（措法13①、措令 6の 5①）。
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⑵　割増償却割合の引下げ
　割増償却割合が12％（改正前：24％）に引き
下げられました（措法13①）。

⑶　適用期限の延長
　この制度の適用期限が、令和 4年 3月31日ま

で 2年延長されました（措法13①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴⑵の改正は、令和 3年分以後の所得税
について適用し、令和 2年分以前の所得税につい
ては従前どおりとされています（改正法附則60③）。

十二　企業主導型保育施設用資産の割増償却制度の廃止

1 　廃止前の制度の概要

　青色申告書を提出する個人が、平成30年 4 月 1
日から令和 2年 3月31日までの間に、事業所内保
育施設の新設又は増設をする場合において、その
新設若しくは増設に係る事業所内保育施設を構成
する建物及びその附属設備並びにその幼児遊戯用
構築物等（以下「企業主導型保育施設用資産」と
いいます。）でその製作若しくは建設の後事業の
用に供されたことのないものの取得又は企業主導
型保育施設用資産の製作若しくは建設をして、こ
れをその個人の保育事業の用に供したときは、そ
の保育事業の用に供した日（以下「供用日」とい
います。）以後 3 年以内の日の属する各年分にお
いて、供用日以後 3年以内でその保育事業の用に
供している期間に限り、その企業主導型保育施設
用資産の普通償却額の12％（建物及びその附属設
備並びに構築物については、15％）相当額の割増
償却ができることとされています（旧措法13の 3
①）。
（注 1）　上記の「事業所内保育施設」とは、子ども・

子育て支援法に規定する施設のうち保育事業

を目的とするものをいいます（旧措法13の 3

①）。
（注 2）　上記の「幼児遊戯用構築物等」とは、次の

減価償却資産をいいます（旧措法13の 3 ①、

旧措令 6の 7①、旧措規 5の17①②）。

⑴�　滑り台、ぶらんこ、ジャングルジムその

他の遊戯用の構築物で、幼児に使用させる

ためのもの

⑵�　器具及び備品のうち遊戯具、家具及び防

犯設備（事業所内保育施設を利用する乳児

及び幼児が犯罪により被害を受けることを

防止し、その安全を確保するために設置さ

れる器具及び備品をいいます。）
（注 3）　事業所内保育施設の新設又は増設をする場

合は、その新設又は増設をする事業所内保育

施設とともにその事業所内保育施設における

保育事業の用に供する幼児遊戯用構築物等の

取得又は製作若しくは建設をする場合で、かつ、

その事業所内保育施設につき助成を行う事業

に係る助成金の交付を受ける場合に限ること

とされています（旧措法13の 3 ①）。
（注 4）　供用日以後 3 年以内でその保育事業の用に

供している期間は、その企業主導型保育施設

用資産に係る事業所内保育施設につきその助

成を行う事業に係る助成金の交付を受ける期

間に限ることとされています（旧措法13の 3

①）。

2 　改正の内容

　この制度は、適用期限（令和 2年 3月31日）の
到来をもって廃止されました（旧措法13の 3 、旧
措令 6の 7、旧措規 5の17）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、個人が令和 2年 4月 1日前に
取得又は製作若しくは建設をした企業主導型保育
施設用資産については従来どおり適用できること
とされています（改正法附則60④、改正措令附則
8、改正措規附則 4）。
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十三　倉庫用建物等の割増償却制度の改正

1 　改正前の制度の概要

　青色申告書を提出する個人で流通業務の総合化
及び効率化の促進に関する法律第 4条第 1項に規
定する総合効率化計画のうち同条第 3項各号の特
定流通業務施設に関する事項が記載されたもの
（以下「特定総合効率化計画」といいます。）につ
いて同条第 1項の認定を受けたものが、昭和49年
4 月 1 日から令和 2年 3月31日までの間に、次の
⑴及び⑵の物資流通拠点区域内において、倉庫用
建物等（その認定に係る特定総合効率化計画に記
載された特定流通業務施設であるものに限りま
す。）でその建設の後使用されたことのないもの
を取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを
その個人の倉庫業の用に供した場合には、その用
に供した年から 5年間（その用に供している期間
に限ります。）、その倉庫用建物等の普通償却額の
10％相当額の割増償却ができることとされていま
す（旧措法15①）。
⑴　道路法の高速自動車国道及びこれに類する道
路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる

区域（措令 8①一、措規 6の 2①）
⑵　関税法の開港の区域を地先水面とする地域に
おいて定められた港湾法に規定する臨港地区の
うち輸出入に係る貨物の流通の拠点となる地区
として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定
する地区（特定臨港地区）（措令 8①二）

（注）　この制度の対象となる倉庫用建物等とは、倉

庫用の建物（その附属設備を含みます。）及び構

築物のうち物資の輸送の合理化に著しく資する

ものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して

指定するもの（貯蔵槽倉庫にあっては、特定臨

港地区内にあるものに限ります。）で、建築基準

法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物に該

当するもの（冷蔵倉庫又は貯蔵槽倉庫以外の倉

庫で階数が 2 以上のものである場合にあっては、

耐火建築物に該当するものに限ります。）をいい

ます（措令 8②）。

2 　改正の内容

　この制度の適用期限が令和 4年 3月31日まで 2
年延長されました（措法15①）。

十四　金属鉱業等鉱害防止準備金制度の廃止

1 　廃止前の制度の概要

　青色申告書を提出する個人で金属鉱業等鉱害対
策特別措置法に規定する採掘権者又は租鉱権者で
あるものが、昭和49年から令和 2年までの各年に
おいて、金属鉱業等の用に供される坑道及び捨石
又は鉱さいの集積場で一定のもの（以下「特定施
設」といいます。）の使用の終了後における鉱害
の防止に要する費用の支出に備えるため、その特
定施設ごとに、その特定施設につきその年におい
て独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
に鉱害防止積立金として積み立てた金額の80％相
当額以下の金額を金属鉱業等鉱害防止準備金とし

て積み立てたときは、その積み立てた金額は、そ
の積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、
必要経費に算入することとされています（旧措法
20①）。
　この金属鉱業等鉱害防止準備金は、その特定施
設について鉱害防止事業を実施する場合において、
鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻
しをした額を取り崩して事業所得の金額の計算上、
総収入金額に算入することとされています（旧措
法20②）。

2 　改正の内容

　この制度は、適用期限（令和 2年）の到来をも

─�293�─

――租税特別措置法等（所得税関係）の改正――



って廃止されました（旧措法20）。

十五　特定災害防止準備金制度の改正

1 　改正前の制度の概要

　青色申告書を提出する個人で廃棄物の処理及び
清掃に関する法律の許可を受けたものが、平成10
年 6 月17日から令和 2年 3月31日までの期間内の
日の属する各年において、特定廃棄物最終処分場
（同法に規定する特定一般廃棄物最終処分場又は
特定産業廃棄物最終処分場をいいます。以下同じ
です。）の埋立処分の終了後における維持管理に
要する費用の支出に備えるため、その特定廃棄物
最終処分場ごとに、その特定廃棄物最終処分場に
つきその年において独立行政法人環境再生保全機
構に維持管理積立金として積み立てた金額のうち
都道府県知事が通知する額に相当する金額以下の
金額を特定災害防止準備金として積み立てたとき
は、その積み立てた金額は、その積立てをした年
分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入す
ることとされています（旧措法20の 2 ①）。
　この特定災害防止準備金は、その特定廃棄物最
終処分場について維持管理を行う場合において、
維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻
しをした額を取り崩して事業所得の金額の計算上、

総収入金額に算入することとされています（旧措
法20の 2 ②）。

2 　改正の内容

⑴　積立限度額の引下げ
　積立限度額が、独立行政法人環境再生保全機
構に維持管理積立金として積み立てた金額のう
ち都道府県知事が通知する額の60％相当額（改
正前：独立行政法人環境再生保全機構に維持管
理積立金として積み立てた金額のうち都道府県
知事が通知する額に相当する金額）に引き下げ
られました。（措法20①）。

⑵　適用期限の延長
　この制度の適用期限が令和 4年 3月31日まで
2年延長されました（措法20①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、令和 3年分以後の所得税に
ついて適用し、令和 2年分以前の所得税について
は従前どおりとされています（改正法附則61）。

十六　農業経営基盤強化準備金制度の改正

1 　改正前の制度の概要

　青色申告書を提出する個人で、農業経営基盤強
化促進法の農業経営改善計画等の認定を受けたも
のが、平成19年 4 月 1 日から令和 2年 3月31日ま
での期間内の日の属する各年において、農業の担
い手に対する経営安定のための交付金の交付に関
する法律の交付金等の交付を受けた場合において、
認定計画等の定めるところに従って行う農業経営
基盤強化に要する費用の支出に備えるため、一定

の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立て
たときは、その積み立てた金額は、その積立てを
した年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に
算入することとされています（旧措法24の 2 ①）。
　農業経営基盤強化準備金は、その積立てをした
年の翌年 1月 1日から 5年を経過した場合又は特
定の事由に該当した場合には、取り崩して総収入
金額に算入することとされています（措法24の 2
②③）。
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2 　改正の内容

　この制度の適用期限が令和 3年 3月31日まで 1

年延長されました（措法24の 2 ①）。

十七　肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　農業を営む個人が、昭和56年から令和 2年ま
での各年において、次の肉用牛を次の売却方法
により売却した場合において、その売却した肉
用牛がすべて免税対象飼育牛（売却価額が100
万円未満（一定の交雑牛に該当する場合には80
万円未満、一定の乳牛に該当する場合には50万
円未満）である肉用牛に該当するもの等をいい
ます。）に該当するものであり、かつ、その売
却した肉用牛の頭数の合計が1,500頭以内であ
るときは、その売却により生じた農業所得に対
する所得税を免除することとされています（旧
措法25①）。
①　その飼育した肉用牛を次の市場において売
却した場合
イ　家畜取引法に規定する家畜市場
ロ　中央卸売市場
ハ　家畜取引法の規定による届出に係る市場
ニ　条例に基づき食用肉の卸売取引のために
定期に又は継続して開設される市場のうち、
その条例に基づき地方公共団体がその市場
における業務の適正かつ健全な運営を確保
するため、その開設及び業務につき必要な
規制を行うものとして農林水産大臣の認定
を受けたもの
ホ　農業協同組合等により食用肉の卸売取引
のために定期に又は継続して開設される市
場のうち、その市場における取引価格が中
央卸売市場において形成される価格に準拠
して適正に形成されるものとして農林水産
大臣の認定を受けたもの

②　その飼育した生産後 1年未満の肉用牛を農
業協同組合又は農業協同組合連合会のうち一

定のものに委託して売却した場合
⑵　農業を営む個人が、昭和56年から令和 2年ま
での各年において、上記①又は②の肉用牛を上
記①又は②の売却方法により売却した場合にお
いて、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼
育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該
当する肉用牛の頭数の合計が1,500頭を超える
場合のその超える部分の免税対象飼育牛が含ま
れているとき（その売却した肉用牛のすべてが
免税対象飼育牛に該当しないものであるときを
含みます。）は、次のいずれかの方法により課
税することとされています（措法25②）。
①　免税対象となった飼育牛については免税と
し、免税対象となった飼育牛以外のものにつ
いてはその売却価額の 5％課税を適用
②　免税対象飼育牛の売却による所得を含めて
通常の総合課税を適用

2 　改正の内容

⑴　適用対象となる肉用牛の売却先の市場の追加
　卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一
部を改正する法律（平成30年法律第62号）にお
いて、卸売市場法に基づく地方卸売市場の開設
が、都道府県の条例に基づく都道府県知事の許
可制から、都道府県知事の認定制に改正されま
した。これに伴い、地方卸売市場であっても、
上記 1⑴①ニの「条例に基づき食用肉の卸売取
引のために定期に又は継続して開設される市
場」に該当しない市場が生じることとなります。
本特例の適用対象となる肉用牛の売却先の市場
は、肉用牛の流通を適正かつ円滑にするという
趣旨から、一定の法令の規定に基づく市場等で
あり、定期に又は継続して開設されること等の
要件を満たすものとしていますが、改正後の地
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方卸売市場も、一定の法令の規定に基づく市場
に該当することから、改正後の地方卸売市場に
ついても、定期に又は継続して開設されること
等の要件を満たすものである場合には、本特例
の適用対象となる肉用牛の売却先の市場とする
ための改正が行われました。具体的には、地方
卸売市場で食用肉の卸売取引のために定期に又
は継続して開設されるもののうち、都道府県が
その市場における食用肉の卸売取引に係る業務
の適正かつ健全な運営を確保するため、その業
務につき必要な規制を行うものとして農林水産
大臣の認定を受けたものが上記 1⑴①に掲げる

市場に追加されました（措令17②二）。

⑵　適用期限の延長
　現下の畜産経営をとりまく状況を踏まえ、適
用期限が令和 5年まで 3年延長することとされ
ました（措法25①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、個人が令和 2年 6月21日以
後に地方卸売市場において行う肉用牛の売却につ
いて適用されます（改正措令附則 9）。

十八�　中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入
の特例の改正

1 　改正前の制度の概要

　中小事業者が、平成18年 4 月 1 日から令和 2年
3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設を
し、かつ、その中小事業者の不動産所得、事業所
得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した少額
減価償却資産（取得価額が30万円未満である一定
のものをいいます。）については、その取得価額
に相当する金額を、その中小事業者のその業務の
用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の
金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算
入することとされています（旧措法28の 2 ①前段）。
　ただし、その中小事業者のその業務の用に供し
た年分における少額減価償却資産の取得価額の合
計額が300万円を超えるときは、その取得価額の
合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償
却資産の取得価額の合計額を限度とすることとさ
れています（旧措法28の 2 ①後段）。
（注）　上記の「中小事業者」とは、常時使用する従

業員の数が1,000人以下の個人で青色申告書を提

出するものをいいます（旧措法28の 2 ①、10⑦六、

措令 5の 3⑨）。

2 　改正の内容

⑴　対象者の要件における常時使用する従業員の
数の引下げ
　対象者の要件における常時使用する従業員の
数が500人（改正前：1,000人）に引き下げられ
ました（措法28の 2 ①、措令18の 5 ①）。

⑵　適用期限の延長
　この制度の適用期限が令和 4年 3月31日まで
2年延長されました（措法28の 2 ①）。

3 　適用関係

　上記 2 ⑴の改正は、中小事業者が令和 2年 4月
1日以後に取得又は製作若しくは建設をする少額
減価償却資産について適用し、中小事業者が同日
前に取得又は製作若しくは建設をした少額減価償
却資産については従前どおりとされています（改
正法附則62）。

─�296�─

――租税特別措置法等（所得税関係）の改正――



第四　その他の改正
一　国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設

1 　制度創設の趣旨

⑴　会計検査院の指摘等
　会計検査院は、外国に存する中古の建物（以
下 1において「国外中古建物」といいます。）
を用いて所得税負担の軽減を図る事例を平成28
年11月検査報告において報告しました。
（参考）　平成27年度決算検査報告「国外に所在す

る中古の建物に係る所得税法上の減価償却

費について」（平成28年11月）の主な内容

1 　建物の減価償却費の状況

⑴　国外及び国内に所在する建物の状況

①　不動産所得に係る決算書（平成25

年分）に記載されていた、①国内に

所在する建物は6,858件、②国外に所

在する建物は576件。

②　このうち、耐用年数省令に基づき

減価償却費を計上していた建物の件

数は、①国内に所在する建物が6,231

件、②国外に所在する建物が463件。

⑵　減価償却の計算に用いられる耐用年

数の状況

①　耐用年数の区分ごとの件数（25年

分）※新築・中古全て

イ　国内に所在する建物：40年を超

えたものが3,336件で国内に所在す

る建物全体の53.5％

ロ　国外に所在する建物：10年以下

が216件と最も多く、国外に所在す

る建物全体の46.6％

②　中古等建物の状況

イ　耐用年数が10年以下の建物につ

いて、中古の建物と判断されるも

のを抽出。国内に所在する建物が

延べ25件、国外に所在する建物が

延べ485件。

ロ　国内に所在する中古等建物は、

耐用年数が11年以上となっている

ものが過半を占めていたのに対し

て、国外に所在する中古等建物は

耐用年数が 4 年、 7 年又は 9 年と

なっているものが他の耐用年数に

区分されている中古等建物に比べ

て著しく多くなっており、とりわ

け 4 年となっているものの割合が

国外に所在する中古等建物全体の

約半数を占めていた。

⑶　賃貸料収入に対する減価償却費の状

況

　減価償却費と賃貸料収入を比較する

と、

①　国内に所在する中古等建物（延べ

263件）のうちの90.1％（延べ237件）

が、賃貸料収入の半分以下、

②　国外に所在する中古等建物（延べ

263件）については、83.2％（延べ219

件）が賃貸料収入を上回る状況。

2 　減価償却費の計上による所得税の負担

への影響

⑴　不動産所得の損失の状況（平成25年

分）

　不動産所得に損失が生じている者は、

①　国内に所在する建物のみを所有し

ている者のうち中古等建物を所有し

ている者が321人のうち42人（13.0％）、

②　国外に所在する中古等建物を所有

している者が153人のうち129人（84.3

％）で、国外に所在する中古等建物

を所有している者の多くが不動産所

得に損失が生じている。

─�297�─

――租税特別措置法等（所得税関係）の改正――



⑵　所得税の負担への影響

＜事例 1＞

　納税者Aは、平成17年 7 月に国外に

所在する土地及び中古等建物を 1 億

9450万余円（174万余米ドル）で取得し

不動産事業の用に供していた。そして、

この中古等建物に係る耐用年数を 6 年

として23年までの間に減価償却費計 1

億5171万余円を不動産所得の必要経費

に計上。これにより発生した不動産所

得の損失を、各年分の給与所得等と損

益通算を行うなどしており、各年分の

所得税額が減少。

　そして、同人は25年 1 月に当該土地

及び中古等建物を 1 億9088万余円（197

万余米ドル）で譲渡。この譲渡所得の

金額の計算に当たり、減価償却費の累

計額 1 億5171万余円が、取得費から控

除されることにより、譲渡所得の金額

がその分増加。しかし、この増加する

譲渡所得の金額には総合課税の税率に

比べて低い長期譲渡所得の税率が適用

されるため、全体としては所得税額の

負担が減少。

　なお、同人は、同年11月に新たに国

外に所在する土地及び中古等建物を 2

億5165万余円（260万余米ドル）で取得

し、不動産事業の用に供していた。

＜事例 2＞

　納税者Bは、平成17年 4 月に国外に所

在する中古等建物を 4 億0177万余円で

取得し、不動産事業の用に供していた。

そして、この中古等建物に係る耐用年

数を 7 年として23年分及び24年分に減

価償却費としてそれぞれ5134万余円及

び3509万余円を不動産所得の必要経費

に計上。これにより発生した不動産所

得の損失4405万余円及び3717万余円を、

当該年分の給与所得等と損益通算を行

うなどしており、各年分の所得税額が

減少。同人は、24年12月に我が国から

出国して非居住者となり我が国の所得

税法の適用を受けない者になったこと

から、将来的に増加することになる所

得税額の一部を負担しないことになる。

3　会計検査院の所見

　簡便法により算定された耐用年数が建

物の実際の使用期間に適合していないお

それがあると認められる。そして、賃貸

料収入を上回る減価償却費を計上するこ

とにより、不動産所得の金額が減少して

損失が生ずることになり、損益通算を行

って所得税額が減少することになる。し

たがって、本院の検査によって明らかに

なった状況を踏まえて、今後、財務省に

おいて、国外に所在する中古の建物に係

る減価償却費の在り方について、様々な

視点から有効性及び公平性を高めるよう

検討を行っていくことが肝要。

⑵　本スキームの概要
　国外中古建物の貸付けにより多額の減価償却
費を計上し、多額の不動産所得の赤字を発生さ
せます。これを給与所得等（住民税と合わせて
最高税率55％）と損益通算し、税額を軽減する
というものです。
　国外中古建物を譲渡する際、譲渡所得の計算
において取得価額は減価償却後の金額であるた
め非常に低額となりますが、所有期間 5年超で
あれば20％（住民税との合計）分離課税の適用
が可能となります。

⑶　本スキームが用いられる理由等
①　日本の税法（減価償却資産の耐用年数等に
関する省令）上、中古資産の耐用年数につい
ては、
イ　原則、（新築と同様の）法定耐用年数
ロ　その使用可能期間の年数とすることも可
能（見積法）
ハ　使用可能期間の年数を見積もることが困
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難なものについては、「簡便法」の適用が
可能。例えば法定耐用年数を超えた中古の
減価償却資産の耐用年数は、通常（新築
等）の法定耐用年数の 2割
のいずれかとなりますが、早期に多額の減価
償却費を計上でき、実態は「簡便法」が大半
となっていました。
②　外国の100年利用できる堅牢な建物の場合、
資産価値がさほど経年減価せず、買って 5年
後などであれば、買値とほぼ同額での売却が
可能とされています。
　保有している 5年余りの間、簡便法で早期
に多額の減価償却費を計上し、総合課税（住
民税と合わせて最高税率55％）の税負担を減
らした後、売却時には20％（住民税との合
計）分離課税の適用を受けることが可能とな
るものでした。
③　更に、非居住者になってから国外中古建物
を売却した場合（外国に帰国後（外国人）又
は国外転出後（日本人））、その譲渡所得につ
いて日本の課税関係は及ばないこととなりま
す。
④　本スキームは、海外投資を行う資金があり、
かつ、総合課税（住民税と合わせて最高税率
55％）と分離課税（住民税と合わせて20％）
に大きな税率差がある富裕層だけが効果を得
られるものであり、雑誌やインターネット等
でも富裕層が活用する税負担軽減のスキーム
として紹介されており、何らか対応が必要で
あると考えられました。
⑤　この点、本スキームが成立するのは以下の
複合的要因によるものです。
イ　国外の中古不動産について、税法の「簡
便法」により算出した耐用年数が実際の使
用可能年数と大きく異なること
ロ　税法の「簡便法」は、中古資産の使用可
能年数の見積が困難な場合に適用可能とさ
れていますが、「簡便法」により耐用年数
を算出しているものが殆どであること
ハ　多額の減価償却費が計上され、不動産所

得に損失が生じ、その損失が他の所得と通
算できること
ニ　減価償却後の国外建物を譲渡した時に20
％の分離課税が適用されること

⑷　本スキームへの対応
①　対応策として、まず、減価償却資産の耐用
年数の見直しも考えられましたが、「海外の
実態調査は著しく困難であり、長期間を要す
る。」、「調査した結果、今回のスキームのよ
うな事案に対する効果が得られるか（ 2割を
どこまで引き上げられるか）が不明である。」
といった課題があり、あまり現実的でないと
考えられました。
②　このため、減価償却のあり方からアプロー
チするのではなく、所得税の制度的手当によ
り対応することが現実的と考えられ、所得税
における制度的な対応としては、過去の平成
3年度税制改正においていわゆるワンルーム
マンションを利用したスキームへの対応とし
て改正が行われた不動産所得に係る損益通算
の特例（措法41の 4 ）や平成17年度税制改正
においていわゆる航空機リースを利用したス
キームへの対応として改正が行われた特定組
合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例
（措法41の 4 の 2 ）の例も踏まえ、国外中古
建物の減価償却費に相当する金額の損失につ
いて損益通算等の制限を行うことで対応する
こととされました。

2 　制度の内容

⑴　制度の概要
①　個人が、令和 3年以後の各年において、国
外中古建物から生ずる不動産所得を有する場
合においてその年分の不動産所得の金額の計
算上国外不動産所得の損失の金額があるとき
は、当該国外不動産所得の損失の金額に相当
する金額は、所得税に関する法令の規定の適
用については、生じなかったものとみなされ
ます（措法41の 4 の 3 ①）。これにより、そ
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の損失の金額については、国内の不動産から
生じる不動産所得とのいわゆる所得内通算及
び不動産所得以外の所得との損益通算ができ
ないこととなります。
②　上記①の適用を受けた国外中古建物を譲渡
した場合には、その譲渡による譲渡所得の金
額の計算上、その取得費から控除することと
される償却費の額の累積額からは、上記①に
より生じなかったものとみなされた損失の金
額に相当する金額の合計額が控除されます
（措法41の 4 の 3 ③）。これにより、この②の
措置がなかった場合と比べて、国外中古建物
の譲渡時の譲渡所得に係る所得税額は減少す
ることとなります。

⑵　適用対象となる国外中古建物
　国外中古建物とは、個人において使用され、
又は法人（人格のない社団等を含みます。）に
おいて事業の用に供された国外にある建物であ
って、個人が取得をしてこれを当該個人の不動
産所得を生ずべき業務の用に供したもの（当該
不動産所得の金額の計算上当該建物の償却費と
して必要経費に算入する金額を計算する際に耐
用年数を一定の方法により算定しているものに
限ります。）をいいます（措法41の 4 の 3 ②一）。
以下同じです。
　上記の「耐用年数を一定の方法により算定し
ているもの」とは、次に掲げる建物とされてい
ます（措規18の24の 2 ①）。
①　当該建物の耐用年数（減価償却資産の耐用
年数等に関する省令（以下「耐用年数省令」
といいます。）に定める耐用年数をいいます。
以下同じです。）を耐用年数省令第 3 条第 1
項第 1号に掲げる年数としているもの（当該
建物の使用可能期間につき、次に掲げるいず
れかの書類（当該書類が外国語で作成されて
いる場合にはその翻訳文を含むものとし、ハ
に掲げる書類にあってはイ及びロに掲げる書
類によることが困難である場合に限ります。）
により当該使用可能期間が適当であることの

確認ができる建物を除きます。）
イ　当該建物の使用可能期間を当該建物が所
在している国の法令に基づく耐用年数に相
当する年数としている旨を明らかにする書
類
ロ　不動産鑑定士又は当該建物の所在してい
る国における不動産鑑定士に相当する資格
を有する者の当該建物の使用可能期間を見
積もった旨を証する書類
ハ　当該建物をその者が取得した際の取引の
相手方又は仲介をした者の当該建物の使用
可能期間を見積もった旨を証する書類

（注 1）　上記の「耐用年数省令第 3 条第 1 項第

1 号に掲げる年数」とは、資産をその用

に供した時以後の使用可能期間（個人が

当該資産を取得した後直ちにこれをその

業務の用に供しなかった場合には、当該

資産を取得した時から引き続き業務の用

に供したものとして見込まれる当該取得

の時以後の使用可能期間）の年数をいい

ます（耐用年数省令 3①一）。いわゆる見

積法と呼ばれているものにより算出した

耐用年数をいいます。
（注 2）　その年において上記の確認ができる建

物を有する個人が確定申告書を提出する

場合には、上記の書類又はその写しを当

該申告書に添付しなければならないこと

とされています（措規18の24の 2 ②）。

②　当該建物の耐用年数を耐用年数省令第 3条
第 1項第 2号に掲げる年数としているもの
（注）　上記の「耐用年数省令第 3 条第 1 項第 2

号に掲げる年数」とは、次に掲げる資産（上

記①（注 1）の年数を見積もることが困難

なものに限られます。）の区分に応じそれぞ

れ次に定める年数（その年数が 2 年に満た

ないときは、 2年とされます。）をいいます

（耐用年数省令 3 ①二）。いわゆる簡便法と

呼ばれているものにより算出した耐用年数

をいいます。

1 �　法定耐用年数の全部を経過した資産
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��当該資産の法定耐用年数の20％に相

当する年数

2 �　法定耐用年数の一部を経過した資産

��当該資産の法定耐用年数から経過年

数を控除した年数に、経過年数の20％に

相当する年数を加算した年数

⑶　損益通算等が制限される国外不動産所得の損
失の金額
①　国外不動産所得の損失の金額とは、個人の
不動産所得の金額の計算上国外中古建物の貸
付けによる損失の金額のうち当該国外中古建
物の償却費の額に相当する部分の金額として
一定の計算をした金額をいいます（措法41の
4 の 3 ②二）。以下同じです。
（注）　上記の「国外中古建物の貸付け」には、

他人（当該個人が非居住者である場合の事

業場等を含みます。以下同じです。）に国外

中古建物を使用させることを含みます。

②　上記①の「国外中古建物の償却費の額に相
当する部分の金額として一定の計算をした金
額」は、その年分の不動産所得の金額の計算
上必要経費に算入した国外中古建物ごとの償
却費の額のうち次の場合の区分に応じ次に定
める金額の合計額とされています（措令26の
6 の 3 ①）。
イ　当該償却費の額がその年分の不動産所得
の金額の計算上生じた当該国外中古建物の
貸付けによる損失の金額を超える場合��
当該損失の金額
ロ　当該償却費の額がその年分の不動産所得
の金額の計算上生じた当該国外中古建物の
貸付けによる損失の金額以下である場合
��当該損失の金額のうち当該償却費の額
に相当する金額

③　なお、当該国外中古建物以外の国外にある
不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は
航空機（以下「国外不動産等」といいます。）
の貸付け（他人に国外不動産等を使用させる
ことを含みます。）による不動産所得の金額

がある場合には、上記①の国外中古建物の貸
付けによる損失の金額は、当該国外中古建物
の貸付けによる損失の金額を当該国外不動産
等の貸付けによる不動産所得の金額の計算上
控除してもなお控除しきれない金額とされま
す。つまり、国外にある他の不動産の貸付け
による利益からは、国外中古建物の貸付けに
よる損失の金額のうち当該国外中古建物の償
却費の額に相当する部分の金額を控除できる
こととなります（措法41の 4 の 3 ②二）。
④　また、個人のその年分の不動産所得の金額
のうちに国外不動産等の貸付けによる不動産
所得の金額がある場合における上記②の計算
については、イに掲げる金額からロに掲げる
金額を控除した金額を上記②の合計額から控
除することとされています（措令26の 6 の 3
②）。
　これは、その者に国外不動産等（例えば、
所得が黒字となる国外中古建物や国外不動産
でその減価償却につき法定耐用年数を採用し
ているもの）の不動産所得がある場合には、
上記③のとおり、国外不動産等の不動産所得
から国外中古建物の貸付けによる損失の金額
のうち当該国外中古建物の償却費の額に相当
する部分の金額を控除することにより所得内
通算をすることができますが、まずは国外不
動産等の不動産所得から国外中古建物の損失
の金額のうち償却費以外の部分の額を控除し
た後で、その残額の国外不動産等の不動産所
得を、損益通算等ができない「国外中古建物
の貸付けによる損失の金額のうち当該国外中
古建物の償却費の額に相当する部分の金額」
から控除することとされます。
　つまり、『「国外不動産等の不動産所得の金
額」－「国外中古建物の損失の金額のうち償
却費以外の部分の額」』を、損益通算等がで
きない「不動産所得の金額の計算上国外中古
建物の貸付けによる損失の金額のうち当該国
外中古建物の償却費の額に相当する部分の金
額」から控除することとするものです。
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イ　当該国外不動産等の貸付けによる不動産
所得の金額
ロ　イに掲げる金額からロに掲げる金額を控
除した金額
イ　上記②ロの国外中古建物の貸付けによ
る損失の金額の合計額
ロ　上記②ロの国外中古建物の償却費の額
の合計額

⑷　個人が国外中古建物を有する場合におけるそ
の年分の不動産所得の金額の計算
　上記⑶の「損益通算等が制限される国外不動
産所得の損失の金額」を計算するために、個人
が国外中古建物を有する場合には、次のとおり、
不動産所得の金額を計算することとされていま
す。
①　当該個人が 2以上の国外中古建物を有する
場合には、これらの国外中古建物ごとに区分
して、それぞれ不動産所得の金額を計算する
こととされています（措令26の 6 の 3 ③一）。
②　当該個人が不動産所得を生ずべき業務の用
に供される 2以上の資産を有する場合におい
て、これらの資産が次に掲げる資産の区分の
うち異なる 2以上の区分の資産に該当すると
きは、これらの資産を次に掲げる資産ごとに
区分して、それぞれ不動産所得の金額を計算
することとされています（措令26の 6 の 3 ③
二）。
イ　国外中古建物
ロ　国外不動産等（イに掲げる資産に該当す
るものを除きます。）
ハ　イ及びロに掲げる資産以外の不動産所得
を生ずべき業務の用に供される資産

③　上記①又は②の場合において、その年分の
不動産所得の金額の計算上必要経費に算入さ
れるべき金額のうちに 2以上の資産について
の貸付け（他人にこれらの資産を使用させる
ことを含みます。以下同じです。）に要した
費用の額（以下「共通必要経費の額」といい
ます。）があるときは、当該共通必要経費の

額は、これらの資産の貸付けに係る収入金額
その他の一定の基準によりこれらの資産の貸
付けに係る必要経費の額に配分し、国外不動
産所得の損失の金額に相当する金額を計算す
ることとされています（措令26の 6 の 3 ③三）。
　上記の「一定の基準」は、資産の貸付けに
よる不動産所得を生ずべき業務の収入金額そ
の他の基準のうち当該資産の貸付けの内容及
び費用の性質に照らして合理的と認められる
ものとされています（措規18の24の 2 ③）。

⑸　本特例の適用を受けた後に国外中古建物を譲
渡した場合の譲渡所得の金額の計算
①　所得税法における譲渡所得の金額の計算上
控除する資産の取得費
　譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取
得費は、別段の定めがあるものを除き、その
資産の取得に要した金額並びに設備費及び改
良費の額の合計額とされています（所法38
①）。また、譲渡所得の基因となる資産が家
屋その他使用又は期間の経過により減価する
資産である場合には、上記の資産の取得費は、
上記の合計額に相当する金額から、その取得
の日から譲渡の日までの期間のうち次に掲げ
る期間の区分に応じ次に定める金額の合計額
を控除した金額とされています（所法38②）。
イ　その資産が不動産所得、事業所得、山林
所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供さ
れていた期間��減価償却資産の償却費の
計算及びその償却の方法の規定（所法49）
により当該期間内の日の属する各年分の不
動産所得の金額、事業所得の金額、山林所
得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経
費に算入されるその資産の償却費の額の累
積額
ロ　上記イに掲げる期間以外の期間��減価
償却資産の償却費の計算及びその償却の方
法の規定（所法49）に準じて一定の計算を
したその資産の当該期間に係る減価の額

②　本特例の適用を受けた場合の譲渡所得の金
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額の計算上控除する資産の取得費
　本特例の適用を受けた国外中古建物を譲渡
した場合において、当該譲渡による譲渡所得
の金額の計算上控除する資産の取得費を計算
するときにおける国外中古建物の取得費は、
『その取得に要した金額並びに設備費及び改
良費の額の合計額に相当する金額』から、
『上記①イの「減価償却資産の償却費の計算
及びその償却の方法の規定（所法49）により
当該期間内の日の属する各年分の不動産所得
の金額の計算上必要経費に算入されるその資
産の償却費の額の累積額」から「その資産に
つき本特例により生じなかったものとみなさ
れた損失の金額に相当する金額の合計額」を
控除した金額』を控除した金額とすることと
されました（措法41の 4 の 3 ③）。
　本特例の適用を受けた損失の金額に相当す
る金額に対応する減価償却費は必要経費には
算入されているものの、損失が制限され、実
質的には経費として控除することができてい
ないとも考えられることから、通常の場合の
譲渡所得の金額の計算と異なり、損益通算等
ができなかった部分の減価償却費相当額につ
いては、譲渡所得の金額の計算上、本来であ
れば控除される取得費の額から控除しないこ
ととし、譲渡所得の金額を少なくすることが
できることとするものです。
　なお、その年分の国外不動産所得の損失の
金額に相当する金額の計算につき上記⑶④の
適用があった場合において、この②の適用に
ついては、その年分の「当該国外中古建物に
つき本特例により生じなかったものとみなさ
れた損失の金額に相当する金額」は、当該国
外不動産所得の損失の金額に相当する金額に、
その年分の上記⑶②イ及びロに定める金額の
合計額のうちにその年分の当該国外中古建物
の償却費の額の上記⑶②イ又はロに掲げる場
合の区分に応じ上記⑶②イ又はロに定める金
額の占める割合を乗じて計算した金額とされ
ます（措令26の 6 の 3 ④）。

⑹　本特例の適用を受けた後の国外中古建物の資
産損失の計算
①　事業用資産等の資産損失
　居住者の営む不動産所得、事業所得又は山
林所得を生ずべき事業の用に供される固定資
産その他これに準ずる資産について、取壊し、
除却、滅失（当該資産の損壊による価値の減
少を含みます。）その他の事由により生じた
損失の金額（保険金、損害賠償金その他これ
らに類するものにより補てんされる部分の金
額及び資産の譲渡により又はこれに関連して
生じたものを除きます。）は、その者のその
損失の生じた日の属する年分の不動産所得の
金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の
計算上、必要経費に算入することとされてい
ます（所法51①）。
②　業務用資産の資産損失
　居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ず
べき業務の用に供され、又はこれらの所得の
基因となる資産（山林及び生活に通常必要で
ない一定の資産を除きます。）の損失の金額
（保険金、損害賠償金その他これらに類する
ものにより補てんされる部分の金額、資産の
譲渡により又はこれに関連して生じたもの及
び上記①又は雑損控除の対象となる資産を除
きます。）は、それぞれ、その者のその損失
の生じた日の属する年分の不動産所得の金額
又は雑所得の金額を限度として、当該年分の
不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、
必要経費に算入することとされています（所
法51④）。
③　固定資産についての損失の金額の計算の基
礎となる資産の価額
　固定資産について生じた上記①又は②の損
失の金額の計算の基礎となるその資産の価額
は、その損失の生じた日にその資産の譲渡が
あったものとみなして上記⑸①によりその資
産の取得費とされる金額に相当する金額とさ
れています（所令142）。
④　本特例の適用を受けた場合の損失の金額の
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計算の基礎となる資産の価額
　本特例の適用を受けた国外中古建物につき
資産損失が生じた場合の損失の金額の計算の
基礎となるその資産の価額については、上記
⑸と同様の措置が講じられました。つまり、
本特例の適用を受けた国外中古建物について
の上記③については、上記⑸②により計算し
た上記⑸①の資産の取得費とされる金額に相
当する金額とされました（措令26の 6 の 3 ⑤）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 3年分以後の所得税に
ついて適用されます（措法41の 4 の 3 ①）。よ
って、改正法の施行日である令和 2年 4月 1日
前に取得した国外中古建物であっても、令和 3
年分以後の所得税については、本特例の適用が
あることとなります。

二�　公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度
の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　個人が支出した所得税法第78条第 2項に規定
する特定寄附金のうち、下記⑵に掲げるもの
（所得控除による寄附金控除の適用を受けるも
のを除きます。以下「税額控除対象寄附金」と
いいます。）については、次の①に掲げる金額
が②に掲げる金額を超える場合には、その年分
の所得税の額から、その超える金額の40％相当
額（100円未満の端数があるときは、端数切捨
て）を控除することとされています。この場合
において、その控除する金額が、個人のその年
分の所得税の額の25％相当額を超えるときは、
その25％相当額（100円未満の端数があるとき
は、端数切捨て）が控除限度額となります（旧
措法41の18の 3 ①）。
①　その年中に支出した税額控除対象寄附金の
額の合計額（その年中に支出した特定寄附金
等の金額が、その個人のその年分の総所得金
額等の合計額の40％相当額を超える場合には、
その40％相当額から所得控除対象寄附金の額
（その特定寄附金等の金額から税額控除対象
寄附金の額の合計額を控除した残額をいいま
す。以下同じです。）を控除した残額）
（注）　上記の「特定寄附金等の金額」とは、所

得税法第78条第 2 項に規定する特定寄附金

の額及び同条第 3 項又は租税特別措置法第

41条の18第 1 項若しくは同法第41条の18の

2 第 1 項の規定により特定寄附金とみなさ

れたものの額並びに同法第41条の19第 1 項

に規定する控除対象特定新規株式の取得に

要した金額の合計額をいいます（旧措法41

の18の 3 ①）。

②　2,000円（その年中に支出した所得控除対
象寄附金の額がある場合には、2,000円から
その所得控除対象寄附金の額を控除した残
額）

⑵　この税額控除制度の対象となる特定寄附金は、
次に掲げる法人（その運営組織及び事業活動が
適正であること並びに市民から支援を受けてい
ることにつき、一定の要件を満たすものに限り
ます。以下「税額控除対象法人」といいます。）
に対する寄附金（下記⑤から⑦までの法人に対
する寄附金にあっては、学生等に対する修学の
支援のための事業に充てられることが確実であ
り、かつ、その事業活動が適正なものとして一
定の要件を満たすことにつき確認がされたもの
に限ります。）とされています（旧措法41の18
の 3 ①、旧措令26の28の 2 ①～③）。
①　公益社団法人及び公益財団法人
②　私立学校法第 3条に規定する学校法人及び
同法第64条第 4項の規定により設立された専
修学校・各種学校の設置のみを目的とする法
人（準学校法人）
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③　社会福祉法人
④　更生保護法人
⑤　国立大学法人
⑥　公立大学法人
⑦　独立行政法人国立高等専門学校機構及び独
立行政法人日本学生支援機構

⑶　上記⑵の税額控除対象法人の、その運営組織
及び事業活動が適正であること並びに市民から
支援を受けていることについての一定の要件と
は、次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に
定める要件とされています（旧措令26の28の 2
①②）。
①　公益社団法人及び公益財団法人��次に掲
げる要件
イ　次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
（旧措令26の28の 2 ①一イ、措規19の10の
5 ①）。
イ　実績判定期間における経常収入金額の
うちに寄附金収入金額の占める割合が 5
分の 1以上であること（次の要件を満た
す法人にあっては、実績判定期間におけ
る経常収入金額のうちに寄附金収入金額
及び実績判定期間内の日を含む各事業年
度における社員から受け入れた会費の額
にその法人の各事業年度の公益目的事業
比率（公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律第15条に規定する公
益目的事業比率をいいます。）を乗じて
計算した金額の合計額のうち寄附金収入
金額に達するまでの金額の合計額の占め
る割合が 5分の 1以上であること。）。
ⅰ　社員の会費の額が合理的と認められ
る基準により定められていること。
ⅱ　社員の議決権が平等であること。
ⅲ　社員（役員（法人税法第 2条第15号
に規定する役員をいいます。以下同じ
です。）及び役員と親族関係を有する
者（その役員の配偶者及び 3親等以内
の親族をいいます。以下同じです。）
並びに役員と特殊の関係のある者（次

に掲げる者をいいます。以下同じで
す。）を除きます。）の数が20人以上で
あること。
ａ　その役員と婚姻の届出をしていな
いが事実上婚姻関係と同様の事情に
ある者
ｂ　その役員の使用人及び使用人以外
の者でその役員から受ける金銭その
他の財産によって生計を維持してい
るもの
ｃ　a又は bに掲げる者と親族関係を
有する者でこれらの者と生計を一に
しているもの

ロ　実績判定期間内の日を含む各事業年度
（租税特別措置法第 2 条第 2 項第18号に
規定する事業年度をいいます。以下同じ
です。）における判定基準寄附者の数
（その各事業年度において個人である判
定基準寄附者と生計を一にする他の判定
基準寄附者がいる場合には、その判定基
準寄附者と他の判定基準寄附者とを一人
とみなした数をいいます。以下同じで
す。）の合計数に12を乗じてこれをその
実績判定期間の月数で除して得た数が
100以上であり、かつ、その各事業年度
におけるその判定基準寄附者からの寄附
金（寄附者の氏名又は名称及びその住所
又は主たる事務所の所在地が明らかな寄
附金に限るものとし、学校の入学に関す
る寄附金を除きます。）の額（その寄附
者が個人である場合には、その各事業年
度におけるその者と生計を一にする者か
らの寄附金の額を加算した金額とされま
す。以下この額を「判定基準寄附金額」
といいます。）の総額に12を乗じてこれ
をその実績判定期間の月数で除して得た
金額が30万円以上であること。
　なお、実績判定期間内の日を含む各事
業年度のうちその法人の公益目的事業費
用等の額の合計額が 1億円に満たない事
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業年度（公益目的事業費用等の額の合計
額が零である場合のその事業年度を除き
ます。）にあっては、判定基準寄附者の
数をその事業年度におけるその判定基準
寄附者の数に 1億を乗じてこれをその公
益目的事業費用等の額の合計額（その合
計額が1,000万円に満たない場合には、
1,000万）で除して得た数とする緩和措
置が講じられています。下記④イロにお
いて同じです。

ロ　次に掲げる書類について閲覧の請求があ
った場合には、正当な理由がある場合を除
き、これらの書類を公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律第21条第 1
項の規定に準じてその法人の主たる事務所
に備え置き、閲覧させること（措令26の28
の 2 ①一ロ、旧措規19の10の 5 ②③）。
イ　公益社団法人及び公益財団法人の認定
等に関する法律第21条第 4項に規定する
財産目録等
ロ　役員報酬又は従業員給与の支給に関す
る規程
ハ　次の事項を記載した書類
ⅰ　寄附者（役員若しくは役員と親族関
係を有する者又は役員と特殊の関係の
ある者で、その法人に対する寄附金の
額の事業年度中の合計額が20万円以上
であるものに限ります。）の氏名並び
にその寄附金の額及び受領年月日
ⅱ　支出した寄附金の額並びにその相手
先及び支出年月日

ニ　寄附金を充当する予定の具体的な事業
の内容を記載した書類

ハ　実績判定期間内の日を含む各事業年度の
寄附者名簿（各事業年度にその法人が受け
入れた寄附金の支払者ごとにその支払者の
氏名又は名称及びその住所又は事務所の所
在地並びにその寄附金の額及び受け入れた
年月日を記載した書類をいいます。）を作
成し、これを各事業年度終了の日の翌日以

後 3月を経過する日から 5年間その主たる
事務所の所在地に保存していること（措令
26の28の 2 ①一ハ、措規19の10の 5 ④）。

②　私立学校法第 3条に規定する学校法人及び
同法第64条第 4項の規定により設立された専
修学校・各種学校の設置のみを目的とする法
人（準学校法人）��次に掲げる要件
イ　次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
（措令26の28の 2 ①二イ）。
イ　実績判定期間における経常収入金額の
うちに寄附金収入金額（学校の入学に関
する寄附金の額を除きます。）の占める
割合が 5分の 1以上であること。
ロ　実績判定期間内の日を含む各事業年度
における判定基準寄附者の数の合計数に
12を乗じてこれをその実績判定期間の月
数で除して得た数が100以上であり、か
つ、その各事業年度におけるその判定基
準寄附者からの判定基準寄附金額の総額
に12を乗じてこれをその実績判定期間の
月数で除して得た金額が30万円以上であ
ること。
　なお、実績判定期間内の日を含む各事
業年度のうちその設置する特定学校等の
定員等の総数が5,000に満たない事業年
度（定員等の総数が零である場合のその
事業年度を除きます。）にあっては、判
定基準寄附者の数をその事業年度におけ
るその判定基準寄附者の数に5,000を乗
じてこれをその定員等の総数（その定員
等の総数が500に満たない場合には、
500）で除して得た数とし、実績判定期
間内の日を含む各事業年度のうちその法
人の公益目的事業費用等の額の合計額が
1億円に満たない事業年度（公益目的事
業費用等の額の合計額が零である場合の
その事業年度を除きます。）にあっては、
判定基準寄附者の数をその事業年度にお
けるその判定基準寄附者の数に 1億を乗
じてこれをその公益目的事業費用等の額
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の合計額（その合計額が1,000万円に満
たない場合には、1,000万）で除して得
た数とする緩和措置が講じられています。
下記③イロにおいて同じです。

ロ　次に掲げる書類について閲覧の請求があ
った場合には、正当な理由がある場合を除
き、これらの書類を私立学校法第47条第 2
項（同法第64条第 5項において準用する場
合を含みます。）の規定に準じてその法人
の主たる事務所に備え置き、閲覧させるこ
と（旧措令26の28の 2 ①二ロ、旧措規19の
10の 5 ②）。
イ　私立学校法第30条第 1項に規定する寄
附行為、同法第35条第 1項に規定する役
員の氏名及び役職を記載した名簿並びに
同法第47条第 2項に規定する財産目録等
（具体的には、財産目録、貸借対照表、
収支計算書及び事業報告書並びに監査報
告書となります。）
ロ　上記①ロロからニまでに掲げる書類
ハ　上記①ハに掲げる要件（措令26の28の 2
①二ハ）

③　社会福祉法人��次に掲げる要件
イ　次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
（措令26の28の 2 ①三イ）。
イ　実績判定期間における経常収入金額の
うちに寄附金収入金額の占める割合が 5
分の 1以上であること。
ロ　実績判定期間内の日を含む各事業年度
における判定基準寄附者の数の合計数に
12を乗じてこれをその実績判定期間の月
数で除して得た数が100以上であり、か
つ、その各事業年度におけるその判定基
準寄附者からの判定基準寄附金額の総額
に12を乗じてこれをその実績判定期間の
月数で除して得た金額が30万円以上であ
ること。

ロ　次に掲げる書類について閲覧の請求があ
った場合には、正当な理由がある場合を除
き、これらの書類を社会福祉法第34条の 2

第 1項、第45条の32第 1 項又は第45条の34
第 1 項の規定に準じてその法人の主たる事
務所に備え置き、閲覧させること（措令26
の28の 2 ①三ロ、旧措規19の10の 5 ②）。
イ　社会福祉法第34条の 2第 1項に規定す
る定款、同法第45条の32第 1 項に規定す
る計算書類等及び同法第45条の34第 1 項
各号に掲げる書類
ロ　上記①ロロからニまでに掲げる書類
ハ　上記①ハに掲げる要件（措令26の28の 2
①三ハ）

④　更生保護法人��次に掲げる要件
イ　次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
（措令26の28の 2 ①四イ）。
イ　実績判定期間における経常収入金額の
うちに寄附金収入金額の占める割合が 5
分の 1以上であること。
ロ　実績判定期間内の日を含む各事業年度
における判定基準寄附者の数の合計数に
12を乗じてこれをその実績判定期間の月
数で除して得た数が100以上であり、か
つ、その各事業年度におけるその判定基
準寄附者からの判定基準寄附金額の総額
に12を乗じてこれをその実績判定期間の
月数で除して得た金額が30万円以上であ
ること。

ロ　次に掲げる書類について閲覧の請求があ
った場合には、正当な理由がある場合を除
き、これらの書類を更生保護事業法第29条
第 1項の規定に準じてその法人の主たる事
務所に備え置き、閲覧させること（措令26
の28の 2 ①四ロ、旧措規19の10の 5 ②）。
イ　更生保護事業法第11条第 1項に規定す
る定款、同法第16条第 1項に規定する役
員の氏名及び役職を記載した名簿並びに
同法第29条第 1項の書類
ロ　上記①ロロからニまでに掲げる書類
ハ　上記①ハに掲げる要件（措令26の28の 2
①四ハ）

⑤　国立大学法人��次に掲げる要件
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イ　次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
（旧措令26の28の 2 ②一イ）。
イ　上記②イイに掲げる要件
ロ　実績判定期間内の日を含む各事業年度
における判定基準寄附者の数の合計数に
12を乗じてこれをその実績判定期間の月
数で除して得た数が100以上であり、か
つ、その各事業年度におけるその判定基
準寄附者からの判定基準寄附金額の総額
に12を乗じてこれをその実績判定期間の
月数で除して得た金額が30万円以上であ
ること。
　なお、実績判定期間内の日を含む各事
業年度のうちその設置する特定学校等の
定員等の総数が5,000に満たない事業年
度（定員等の総数が零である場合のその
事業年度を除きます。）にあっては、判
定基準寄附者の数をその事業年度におけ
るその判定基準寄附者の数に5,000を乗
じてこれをその定員等の総数（その定員
等の総数が500に満たない場合には、
500）で除して得た数とする緩和措置が
講じられています。下記⑥イロにおいて
同じです。

ロ　次に掲げる書類について閲覧の請求があ
った場合には、正当な理由がある場合を除
き、これらの書類を国立大学法人法第35条
において準用する独立行政法人通則法第38
条第 3項の規定に準じてその法人の主たる
事務所に備え置き、閲覧させること（旧措
令26の28の 2 ②一ロ、旧措規19の10の 5 ②）。
イ　国立大学法人法第35条において準用す
る独立行政法人通則法第38条第 1項に規
定する財務諸表並びに同条第 2項に規定
する事業報告書、決算報告書、監査報告
及び会計監査報告
ロ　上記①ロロからニまでに掲げる書類
ハ　上記①ハに掲げる要件（措令26の28の 2
②一ハ）

⑥　公立大学法人��次に掲げる要件

イ　次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
（措令26の28の 2 ②二イ）。
イ　上記②イイに掲げる要件
ロ　実績判定期間内の日を含む各事業年度
における判定基準寄附者の数の合計数に
12を乗じてこれをその実績判定期間の月
数で除して得た数が100以上であり、か
つ、その各事業年度におけるその判定基
準寄附者からの判定基準寄附金額の総額
に12を乗じてこれをその実績判定期間の
月数で除して得た金額が30万円以上であ
ること。

ロ　次に掲げる書類について閲覧の請求があ
った場合には、正当な理由がある場合を除
き、地方独立行政法人法第34条第 3項の規
定に準じてその法人の主たる事務所に備え
置き、閲覧させること（措令26の28の 2 ②
二ロ、旧措規19の10の 5 ②）。
イ　地方独立行政法人法第 8条第 1項に規
定する定款、同法第12条に規定する役員
の氏名及び役職を記載した名簿並びに同
法第34条第 1項に規定する財務諸表並び
に同条第 2項に規定する事業報告書、決
算報告書及び監査報告
ロ　上記①ロロからニまでに掲げる書類
ハ　上記①ハに掲げる要件（措令26の28の 2
②二ハ）

⑦　独立行政法人国立高等専門学校機構及び独
立行政法人日本学生支援機構��次に掲げる
要件
イ　次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
（措令26の28の 2 ②三イ）。
イ　上記②イイに掲げる要件
ロ　実績判定期間内の日を含む各事業年度
における判定基準寄附者の数の合計数に
12を乗じてこれをその実績判定期間の月
数で除して得た数が100以上であること。

ロ　次に掲げる書類について閲覧の請求があ
った場合には、正当な理由がある場合を除
き、独立行政法人通則法第38条第 3項の規
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定に準じてその法人の主たる事務所に備え
置き、閲覧させること（措令26の28の 2 ②
三ロ、旧措規19の10の 5 ②）。
イ　独立行政法人通則法第38条第 1項に規
定する財務諸表並びに同条第 2項に規定
する事業報告書、決算報告書及び監査報
告
ロ　上記①ロロからニまでに掲げる書類
ハ　上記①ハに掲げる要件（措令26の28の 2
②三ハ）

（注 1）　上記の「実績判定期間」とは、法人の直

前に終了した事業年度終了の日以前 5 年内

に終了した各事業年度のうち最も古い事業

年度開始の日からその直前に終了した事業

年度終了の日までの期間をいいます（旧措

令26の28の 2 ⑤一）。
（注 2）　上記の「経常収入金額」とは、総収入金

額から次に掲げる額を控除した金額をいい

ます（旧措令26の28の 2 ⑤二、三、九、旧

措規19の10の 5 ⑤⑥）。

①�　国の補助金等（国、地方公共団体、法

人税法別表第 1 に掲げる独立行政法人、

地方独立行政法人、国立大学法人、大学

共同利用機関法人及び我が国が加盟して

いる国際機関（以下「国等」といいま

す。）からの補助金や国等が反対給付を受

けないで交付するものをいいます。以下

同じです。）

②�　委託の対価としての収入で国等から支

払われるもの

③�　法律又は政令の規定に基づき行われる

事業でその対価の全部又は一部につき、

その対価を支払うべき者に代わり国又は

地方公共団体が負担することとされてい

る場合のその負担部分

④　資産の売却による収入で臨時的なもの

⑤�　遺贈（贈与者の死亡により効力を生ず

る贈与を含みます。）により受け入れた寄

附金、租税特別措置法第70条第 1 項に規

定する贈与により受け入れた寄附金その

他贈与者の被相続人に係る相続の開始の

あったことを知った日の翌日から10月以

内にその相続により贈与者が取得した財

産の全部又は一部をその贈与者からの贈

与（贈与者の死亡により効力を生ずる贈

与を除きます。）により受け入れた寄附金

のうち、一者当たり基準限度超過額（同

一の者からの寄附金の額のうち受入寄附

金総額（受け入れた寄附金の額の総額を

いいます。以下同じです。）の10％（寄附

者が所得税法施行令第217条各号に掲げる

法人又は認定特定非営利活動法人である

場合にあっては、受入寄附金総額の50％）

相当額を超える部分の金額をいいます。

以下同じです。）に相当する部分

⑥�　実績判定期間における同一の者から受

け入れた寄附金の額の合計額が1,000円に

満たないもの

⑦�　寄附者の氏名又は名称及びその住所又

は主たる事務所の所在地が明らかな寄附

金以外の寄附金
（注 3）　上記の「寄附金収入金額」とは、受け入

れた寄附金の額の総額から次に掲げる額の

合計額を控除した金額をいいます（旧措令

26の28の 2 ⑤三、旧措規19の10の 5 ⑦）。

①�　受け入れた寄附金の額のうち一者当た

り基準限度超過額に相当する部分

②�　実績判定期間における同一の者から受

け入れた寄附金の額の合計額が1,000円に

満たない場合のその合計額

③�　寄附者の氏名又は名称及びその住所又

は主たる事務所の所在地が明らかな寄附

金以外の寄附金の額
（注 4）　その法人の実績判定期間に国の補助金等

がある場合における上記①イイ、②イイ、

③イイ、④イイの割合の計算については、

国の補助金等の金額のうち寄附金収入金額

（上記②、⑤から⑦までの法人にあっては、

学校の入学に関する寄附金の額を除きま

す。）に達するまでの金額は、その寄附金収
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入金額に加算することができます。この場合、

その国の補助金等の金額は、経常収入金額

に含めます（旧措令26の28の 2 ④）。
（注 5）　経常収入金額及び寄附金収入金額を算出

する場合において、役員が寄附者であって、

他の寄附者のうちにその役員と親族関係を

有する者又はその役員と特殊の関係のある

者があるときは、これらの者はその役員と

同一の者とみなすこととされています（旧

措規19の10の 5 ⑧）。
（注 6）　上記の「判定基準寄附者」とは、法人の

実績判定期間内の日を含む各事業年度にお

ける同一の者からの寄附金（寄附者の氏名

又は名称及びその住所又は主たる事務所の

所在地が明らかな寄附金に限るものとし、

学校の入学に関する寄附金を除きます。）の

額（同一の者が個人である場合には、その

各事業年度におけるその者と生計を一にす

る者からの寄附金の額を加算した金額）が

3,000円以上である場合のその同一の者（そ

の法人の役員である者及びその役員と生計

を一にする者を除きます。）をいいます（旧

措令26の28の 2 ⑤五、旧措規19の10の 5 ⑨）。
（注 7）　上記の「公益目的事業費用等」とは、公

益社団法人及び公益財団法人の認定等に関

する法律第 2 条第 4 号に規定する公益目的

事業に係る費用、私立学校法第26条第 3 項

（同法第64条第 5 項において準用する場合を

含みます。）に規定する私立学校の経営に関

する会計に係る業務として行う事業に係る

費用、社会福祉法第 2 条第 1 項に規定する

社会福祉事業に係る費用又は更生保護事業

法第 2 条第 1 項に規定する更生保護事業に

係る費用をいいます（旧措令26の28の 2 ⑤

六）。
（注 8）　上記の「特定学校等」とは、次に掲げる

施設をいいます（旧措令26の28の 2 ⑤七）。

①�　所得税法施行令第217条第 4 号に規定す

る学校、専修学校及び各種学校

②�　児童福祉法第 6 条の 2 の 2 第 1 項に規

定する障害児通所支援事業（同条第 2 項

に規定する児童発達支援、同条第 3 項に

規定する医療型児童発達支援又は同条第

4 項に規定する放課後等デイサービスを

行う事業に限ります。）、同法第 6 条の 3

第 1 項に規定する児童自立生活援助事業、

同条第 2 項に規定する放課後児童健全育

成事業、同条第 8 項に規定する小規模住

居型児童養育事業又は同条第10項に規定

する小規模保育事業が行われる施設

③�　児童福祉法第37条に規定する乳児院、

同法第38条に規定する母子生活支援施設、

同法第39条第 1 項に規定する保育所、同

法第41条に規定する児童養護施設、同法

第42条第 1 号に規定する福祉型障害児入

所施設、同条第 2 号に規定する医療型障

害児入所施設、同法第43条の 2 に規定す

る児童心理治療施設及び同法第44条に規

定する児童自立支援施設
（注 9）　上記の「定員等」とは、収容定員、利用

定員、入所定員、児童福祉法施行規則第 1

条の17第 3 号に掲げる委託児童の定員及び

同令第36条の12第 3 号に掲げる入居定員を

いいます（旧措令26の28の 2 ⑤八、旧措規

19の10の 5 ⑩）。

⑷　上記⑵⑤から⑦までの税額控除対象法人に対
する上記⑵の寄附金は、その寄附金が学生等に
対する修学の支援のための事業に充てられるこ
とが確実であり、かつ、その事業活動が適正な
ものとして上記⑵⑤又は⑦の法人に対する寄附
金にあっては文部科学大臣が、上記⑵⑥の法人
に対する寄附金にあっては文部科学大臣及び総
務大臣が、財務大臣とそれぞれ協議して定める
要件を満たすことにつき、文部科学大臣及び総
務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める方
法により確認されたものとされています（措法
41の18の 3 ①二、旧措令26の28の 2 ③⑨）。具
体的には、平成28年 5 月総務省・文部科学省告
示第 2号（以下⑷において単に「告示」といい
ます。）で次のとおり定められています。
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①　要件
　その寄附金が学生等に対する修学の支援の
ための事業に充てられることが確実であり、
かつ、その事業活動が適正なものとして定め
る要件は、次に掲げる要件とされています
（告示①②）。
イ　その寄附金が、学生等に対する修学の支
援のための事業に充てることを目的とする
基金（以下⑷において「修学支援基金」と
いいます。）に受け入れられ、他の経理と
区分して整理されていること。
ロ　その寄附金の使途が、その法人が実施す
る授業料減免事業や奨学金事業等であって、
経済的理由により修学に困難がある学生等
に対するもの等に限定されていること。
ハ　学資金を貸与する事業を実施する場合に
は、貸与金の返還分が修学支援基金に繰り
入れられること。
ニ　その法人に設置された修学支援基金の名
称、管理方法及びその寄附金の使途を記載
した書類並びにその書類の閲覧方法及び保
存期間を記載した書類（以下⑷において
「修学支援基金名称等確認書類」といいま
す。）並びに修学支援基金への受入額及び
修学支援基金からの支出額等の明細書であ
って、監事の監査を受けたもの（以下⑷に
おいて「修学支援基金明細書」といいま
す。）について閲覧の請求があった場合に
は、正当な理由がある場合を除き、これら
を独立行政法人通則法第38条第 3項（国立
大学法人法第35条において準用する場合を
含みます。）又は地方独立行政法人法第34
条第 3項の規定に準じてその法人の主たる
事務所に備え置き、閲覧させることとして
いること。
ホ　修学支援基金名称等確認書類及び修学支
援基金明細書を、その作成した日の属する
年度の翌年度の 4月 1日から 5年間、法人
の主たる事務所の所在地に保存することと
していること。

②　方法
　上記①の要件を満たすことについては次の
方法により確認されることとされています
（告示③④）。
イ　国立大学法人、公立大学法人、独立行政
法人国立高等専門学校機構又は独立行政法
人日本学生支援機構から、その法人に寄附
をした者がこの特例による控除を受けよう
とする年（以下⑷において「控除予定年」
といいます。）の前年の 9 月30日までに、
文部科学大臣（公立大学法人にあっては、
文部科学大臣及び総務大臣（地方独立行政
法人法第 7条の規定により都道府県知事の
認可を受けた公立大学法人にあっては、そ
の認可をした都道府県知事）。以下 1にお
いて「文部科学大臣等」といいます。）に
対して、修学支援基金名称等確認書類を提
出させ、その内容を確認すること。
ロ　控除予定年の前々年以前において修学支
援基金にその寄附金の受入実績がある上記
イの法人にあっては、その法人から、その
控除予定年の前年の 6月30日までに、文部
科学大臣等に対して、その受入実績のある
直近の年における修学支援基金明細書を提
出させ、その内容を確認すること。

⑸　この税額控除の特例の適用を受ける場合には、
確定申告書に、控除を受ける金額についてのそ
の控除に関する記載があり、かつ、控除を受け
る金額の計算に関する明細書及び次の法人の区
分に応じそれぞれ次の書類又はこれらの書類に
記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る
電磁的記録印刷書面を添付しなければならない
こととされています（措法41の18の 3 ②、旧措
規19の10の 5 ⑪）。
①　上記⑵①から④までの法人��次に掲げる
書類
イ　その寄附金を受領した法人の次に掲げる
事項を証する書類（寄附者の氏名及び住所
の記載があるものに限ります。）
イ　その寄附金の額
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ロ　その寄附金を受領した旨及びその受領
した年月日
ハ　その寄附金が法人の主たる目的である
業務に関連する寄附金である旨
ニ　その寄附金を受領した法人の名称
ロ　公益社団法人及び公益財団法人の認定等
に関する法律第 3条に規定する行政庁、私
立学校法第 4条若しくは社会福祉法第30条
に規定する所轄庁又は法務大臣若しくは更
生保護事業法第62条に規定する地方更生保
護委員会のその法人が上記⑶①から④まで
の要件を満たすものであることを証する書
類（その寄附金を支出する日以前 5年内に
発行されたものに限ります。）の写しとし
てその法人から交付を受けたもの

②　上記⑵⑤から⑦までの法人��次に掲げる
書類
イ　その寄附金を受領した法人の次に掲げる
事項を証する書類（寄附者の氏名及び住所
の記載があるものに限ります。）
イ　上記①イイ、ロ、ニに掲げる事項
ロ　その寄附金がその法人の行う学生等に
対する修学の支援のための事業に充てら
れる寄附金である旨

ロ　文部科学大臣等の次に掲げる書類の写し
としてその法人から交付を受けたもの
イ　その法人が上記⑶⑤から⑦までの要件
を満たすものであることを証する書類
（その寄附金を支出する日以前 5 年内に
発行されたものに限ります。）
ロ　その寄附金が上記⑷①の要件を満たす
ものであることにつき上記⑷②の方法に
より確認をしたことを証する書類（その
寄附金を支出する日の属する年の 1月 1
日に発行されたものに限ります。）

2 　改正の内容

⑴　税額控除制度の対象となる寄附金の追加
　個人寄附に係る税額控除制度は、認定NPO
法人など財政基盤が脆弱な法人が草の根の寄附

をより集めやすくなるようにするため、税制面
においても政策的に支援する観点から設けられ
ているものです。この点、国立大学法人等につ
いては、国などが財政的に支援することが予定
されており、法人そのものに対する個人寄附に
係る税額控除という形で更なる支援を行うこと
は不要と考えられることから、経済的な理由で
修学が困難な学生が受益するという点に着目し、
意欲と能力のある者が希望する教育を受けられ
るようにする観点から、国立大学法人等の行う
修学支援事業のために充てられる個人寄附に限
り、税額控除制度の対象とされていたところで
す。
　令和 2年度税制改正においては、国立大学法
人等の更なる外部資金調達努力を後押しすると
ともに、イノベーション創出の中核となりうる
若手研究者への支援を促し、その潜在能力を開
花させるため、国立大学法人等の行ういわゆる
ポスドクや大学院生等に対する研究への助成等
の事業に充てられる個人寄附について税額控除
制度の対象に追加することとされました。
①　概要
　この税額控除制度の対象となる税額控除対
象寄附金の範囲に、特定寄附金のうち、次の
イからハまでに掲げる法人（その運営組織及
び事業活動が適正であること並びに市民から
支援を受けていることにつき、一定の要件を
満たすものに限ります。）に対する寄附金
（学生又は不安定な雇用状態にある研究者に
対するこれらの者が行う研究への助成又は研
究者としての能力の向上のための事業に充て
られることが確実であり、かつ、その事業活
動が適正なものとして一定の要件を満たすこ
とにつき確認がされたものに限ります。）が
追加されました（措法41の18の 3 ①三、措令
26の28の 2 ②④）。
イ　国立大学法人及び大学共同利用機関法人
ロ　公立大学法人
ハ　独立行政法人国立高等専門学校機構
②　対象法人
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　上記①の法人のその運営組織及び事業活動
が適正であること並びに市民から支援を受け
ていることについての要件は、新たに対象に
追加された大学共同利用機関法人を除き、上
記 1⑶⑤から⑦までの要件と同様です（措令
26の28の 2 ②）。大学共同利用機関法人につ
いては、上記 1⑶⑤の国立大学法人と同様の
要件とされていますが、上記 1⑶⑤イロの緩
和措置は適用されません（措令26の28の 2 ②
一イ⑵）。
③　対象寄附金
　上記①の寄附金は、学生又は不安定な雇用
状態にある研究者に対するこれらの者が行う
研究への助成又は研究者としての能力の向上
のための事業に充てられることが確実であり、
かつ、その事業活動が適正なものとして、上
記①イ又はハの法人に対する寄附金にあって
は文部科学大臣が、上記①ロの法人に対する
寄附金にあっては文部科学大臣及び総務大臣
が、財務大臣とそれぞれ協議して定める要件
を満たすことにつき、文部科学大臣及び総務
大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める方
法により確認されたものとされています（措
法41の18の 3 ①三、措令26の28の 2 ④⑩）。
具体的には、令和 2年 3月総務省・文部科学
省告示第 1 号（以下単に「告示」といいま
す。）で次のとおり定められています。
イ　要件
　その寄附金が学生又は不安定な雇用状態
にある研究者に対するこれらの者が行う研
究への助成又は研究者としての能力の向上
のための事業に充てられることが確実であ
り、かつ、その事業活動が適正なものとし
て定める要件は、次に掲げる要件とされて
います（告示①②）。
イ　その寄附金が、学生又は不安定な雇用
状態にある研究者に対するこれらの者が
行う研究への助成又は研究者としての能
力の向上のための事業に充てることを目
的とする基金（以下「研究等支援基金」

といいます。）に受け入れられ、他の経
理と区分して整理されていること。
（注）　上記の「不安定な雇用状態にある研

究者」は、博士の学位を取得した者又

は所定の単位を修得して博士課程（前

期及び後期の課程に区分する博士課程

における前期の課程を除きます。）を退

学した者のうち国立大学法人等（国立

大学法人、大学共同利用機関法人、公

立大学法人又は独立行政法人国立高等

専門学校機構をいいます。以下同じで

す。）に任期を定めて採用され、研究業

務に従事しているもので、学校教育法

に規定する教授、准教授、助教、助手

又は講師（大学共同利用機関における

これらに準ずるものを含みます。）に該

当しないものをいい、いわゆるポスド

クを指します。以下イにおいて同じで

す。

ロ　その寄附金の使途が、国立大学法人等
が実施する次に掲げる事業であって、学
生又は不安定な雇用状態にある研究者を
対象とするものに限定されていること。
ⅰ　学生又は不安定な雇用状態にある研
究者が公募により選定されて参加する
研究に関するプロジェクトにおいて、
その学生又は不安定な雇用状態にある
研究者が自立した研究者として行う研
究活動に要する費用を負担する事業
ⅱ　論文の刊行に要する費用、学会等へ
の参加に要する旅費その他の費用で研
究活動の成果を発表するために必要な
ものを負担する事業
ⅲ　大学院に在学する学生又は不安定な
雇用状態にある研究者のその専門とす
る分野に係る研究者としての能力及び
資質の向上を主たる目的として、異分
野の研究者との交流その他の他の研究
者又は実務経験を有する者との交流を
促進する事業
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ハ　国立大学法人等に設置された研究等支
援基金の名称、管理方法及びその寄附金
の使途を記載した書類並びにその書類の
閲覧方法及び保存期間を記載した書類
（以下「研究等支援基金名称等確認書
類」といいます。）並びに研究等支援基
金への受入額及び研究等支援基金からの
支出額等の明細書であって、監事の監査
を受けたもの（以下「研究等支援基金明
細書」といいます。）について閲覧の請
求があった場合には、正当な理由がある
場合を除き、これらを独立行政法人通則
法第38条第 3項（国立大学法人法第35条
において準用する場合を含みます。）又
は地方独立行政法人法第34条第 3項の規
定に準じてその国立大学法人等の主たる
事務所に備え置き、閲覧させることとし
ていること。
ニ　研究等支援基金名称等確認書類及び研
究等支援基金明細書を、その作成した日
の属する年度の翌年度の 4月 1日から 5
年間、国立大学法人等の主たる事務所の
所在地に保存することとしていること。

ロ　方法
　上記イの要件を満たすことについては次
の方法により確認されることとされていま
す（告示③④）。
イ　国立大学法人等から、これらの法人に
寄附をした者がこの特例による控除を受
けようとする年（以下「控除予定年」と
いいます。）の前年の 9 月30日までに、
文部科学大臣（公立大学法人にあっては、
文部科学大臣及び総務大臣（地方独立行
政法人法第 7条の規定により都道府県知
事の認可を受けた公立大学法人にあって
は、その認可をした都道府県知事）。以
下「文部科学大臣等」といいます。）に
対して、研究等支援基金名称等確認書類
を提出させ、その内容を確認すること。
ロ　控除予定年の前々年以前において研究

等支援基金にその寄附金の受入実績があ
る国立大学法人等にあっては、これらの
法人から、その控除予定年の前年の 6月
30日までに、文部科学大臣等に対して、
その受入実績のある直近の年における研
究等支援基金明細書を提出させ、その内
容を確認すること。

④　添付書類
　追加された寄附金について税額控除の特例
の適用を受ける場合には、確定申告書に、控
除を受ける金額についてのその控除に関する
記載があり、かつ、控除を受ける金額の計算
に関する明細書及び次に掲げる書類又はこれ
らの書類に記載すべき事項を記録した電子証
明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しな
ければならないこととされています（措法41
の18の 3 ②、措規19の10の 5 ⑫三）。
イ　その寄附金を受領した法人の次に掲げる
事項を証する書類（寄附者の氏名及び住所
の記載があるものに限ります。）
イ　その寄附金の額
ロ　その寄附金を受領した旨及びその受領
した年月日
ハ　その寄附金を受領した法人の名称
ニ　その寄附金がその法人の行う学生又は
不安定な雇用状態にある研究者に対する
これらの者が行う研究への助成又は研究
者としての能力の向上のための事業に充
てられる寄附金である旨

ロ　文部科学大臣等の次に掲げる書類の写し
としてその法人から交付を受けたもの
イ　その法人が上記②の対象法人の要件を
満たすものであることを証する書類（そ
の寄附金を支出する日以前 5年内に発行
されたものに限ります。）
ロ　その寄附金が上記③イの要件を満たす
ものであることにつき上記③ロの方法に
より確認をしたことを証する書類（その
寄附金を支出する日の属する年の 1月 1
日に発行されたものに限ります。）
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⑤　令和 2年分の所得税等についての経過措置
　上記③ロイの確認について、控除予定年が
令和 2年である場合には、控除予定年の前年
の 9月30日までとしている要件は、令和 2年
9月30日までとする経過措置が設けられてい
ます（告示附則②）。
　また、上記④ロイに掲げる書類はその寄附
金を支出する日以前 5年内に発行されたもの
であるという要件が設けられ、上記④ロロに
掲げる書類はその寄附金を支出する日の属す
る年の 1月 1日に発行されたものであるとい
う要件が設けられていますが、令和 2年分の
所得税の確定申告書に添付する上記④ロイに
掲げる書類（大学共同利用機関法人に対して
発行されるものに限ります。）及び上記④ロ
ロに掲げる書類については、令和 2年中に発
行されたものであることを要件とし、令和 3
年分の所得税の確定申告書に添付する上記④
ロロに掲げる書類については令和 3年 1月 1
日以前に発行されたものであることを要件と
する経過措置が設けられています（改正措規
附則 9②③）。

⑵　学校法人及び準学校法人の情報公開の要件の
改正
　学校教育法等の一部を改正する法律（令和元
年法律第11号）による私立学校法の一部改正に
より、同法に基づき閲覧の請求があった場合に
は正当な理由がある場合を除いて閲覧させなけ
ればならないこととされている書類の見直し等
が行われ、上記 1⑶②ロの書類以外の書類が対
象とされました。この改正を踏まえ、令和 2年
度税制改正において、私立学校法の閲覧請求の
対象書類とされた書類のうち上記 1⑶②ロの書
類以外の書類について上記 1⑶②の法人の主た
る事務所に備え置き、閲覧させることが、税額
控除対象法人である法人の要件に追加されまし
た。
　具体的には、税額控除対象法人である上記 1
⑶②の法人が満たすべき情報公開の要件のうち

上記 1⑶②ロについて、次の見直しが行われる
とともに、私立学校法第33条の 2又は第47条第
2項（これらの規定を同法第64条第 5項におい
て準用する場合を含みます。）の規定に準じて
その法人の主たる事務所に備え置き、閲覧させ
ることとされました（措令26の28の 2 ①二ロ、
措規19の10の 5 ②）。
①　対象の書類に役員に対する報酬等の支給の
基準が追加されました。
②　上記 1⑶②ロイの役員の氏名及び役職を記
載した名簿に代えて、私立学校法第47条第 1
項に規定する役員等名簿が対象の書類とされ
ました。この役員等名簿は、役員に加えて評
議員に関する事項を記載することとされてい
ます。

⑶　パブリック・サポートテストの相対値要件及
び絶対値要件に関する改正
①　概要
　民間公益活動を促進するための休眠預金等
に係る資金の活用に関する法律（平成28年法
律第101号）の施行に伴い、休眠預金等（異
動が最後にあった日等から10年を経過した預
金等をいいます。）に係る資金は預金保険機
構、指定活用団体、資金分配団体を通じて民
間公益活動を行う団体（実行団体）に助成等
がされ、民間公益活動に活用されることとな
りました。令和 2年度税制改正においては、
この実行団体等が休眠預金等に係る助成を受
けた場合に、税額控除対象法人のいわゆるパ
ブリック・サポートテストの相対値要件及び
絶対値要件の判定に影響を与えることがない
ように、所要の改正が行われました。
　具体的には、次のとおり、上記 1⑶①イ、
②イ、③イ、④イ、⑤イ、⑥イ、⑦イの要件
（いわゆるパブリック・サポートテストの相
対値要件及び絶対値要件）の判定に用いる寄
附金等から、休眠預金等交付金関係助成金を
除くこととされました。この休眠預金等交付
金関係助成金とは、民間公益活動を促進する
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ための休眠預金等に係る資金の活用に関する
法律第19条第 2項第 3号イに規定する民間公
益活動を行う団体若しくは同号ロに規定する
資金分配団体からの助成金（同法第 8条に規
定する休眠預金等交付金に係る資金をその原
資に含むものに限ります。）又は同法第21条
第 1項に規定する指定活用団体からの助成金
（同法第 8 条に規定する休眠預金等交付金に
係る資金を原資とするものに限ります。）を
いいます。
イ　上記 1⑶（注 2）の総収入金額から控除
する金額の範囲に、休眠預金等交付金関係
助成金を追加することとされました（措令
26の28の 2 ⑥二、措規19の10の 5 ⑤八）。
ロ　上記 1⑶（注 2）⑤及び（注 3）①の一
者当たり基準限度超過額について、受け入
れた寄附金の額の総額のうちに休眠預金等
交付金関係助成金の額が含まれている場合
には、その総額から休眠預金等交付金関係
助成金の額の総額を控除して計算すること
とされました（措令26の28の 2 ⑥三、措規
19の10の 5 ⑥）。
ハ　上記 1⑶（注 3）の受け入れた寄附金の
額の総額から控除する寄附金の額の範囲に、
休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を
追加することとされました（措令26の28の
2 ⑥三、措規19の10の 5 ⑦四）。

ニ　上記 1⑶（注 6）の判定基準寄附者につ
いて、判定基準寄附者に該当するかどうか
の判定に用いる寄附金から、休眠預金等交
付金関係助成金を除外することとされまし
た（措令26の28の 2 ⑥五、措規19の10の 5
⑩二）。これにより、上記 1⑶①イロの判
定基準寄附金額からも、休眠預金等交付金
関係助成金の額が除かれることとなります。

②　令和 2年分の所得税についての経過措置
　上記 1⑸①ロ、②ロイに掲げる書類はその
寄附金を支出する日以前 5年内に発行された
ものであるという要件が設けられていますが、
令和 2年分の所得税の確定申告書に添付する

これらの書類については、実績判定期間又は
実績判定期間内の日を含む各事業年度に受け
入れた寄附金の額のうちに休眠預金等交付金
関係助成金の額が含まれている法人（上記 1
⑶①イイ若しくはロに掲げる要件を満たす上
記 1⑶①の法人、上記 1⑶②イイ若しくはロ
に掲げる要件を満たす上記 1⑶②の法人、上
記 1⑶③イイ若しくはロに掲げる要件を満た
す上記 1⑶③の法人、上記 1⑶④イイ若しく
はロに掲げる要件を満たす上記 1⑶④の法人、
上記 1⑶⑤イイ若しくはロに掲げる要件を満
たす上記 1⑶⑤の法人、上記 1⑶⑥イイ若し
くはロに掲げる要件を満たす上記 1⑶⑥の法
人又は上記 1⑶⑦イイ若しくはロに掲げる要
件を満たす上記 1⑶⑦の法人に限ります。）
に対して令和 2年中に発行されたものである
ことを要件とする経過措置が設けられていま
す（改正措規附則 9 ②）。なお、上記⑴の税
額控除制度の対象に追加された寄附金に関す
る上記⑴④ロイに掲げる書類についても同様
です（改正措規附則 9 ②）。ただし、前述の
とおり、大学共同利用機関法人に対して発行
される書類については、休眠預金等交付金関
係助成金の受入れの有無に関係なく、令和 2
年中に発行されたものであることが要件とさ
れています。

（注）　認定NPO法人（特定非営利活動促進法の認

定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営

利活動法人をいいます。）に対する個人寄附に

ついては、「認定特定非営利活動法人等に寄附

をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額

の特別控除制度（措法41の18の 2 ）」により、

寄附金控除（所得控除）の対象とされるとと

もに、この制度と同様の税額控除の特例が講

じられていますが、この認定NPO法人の認定

に係るいわゆるパブリック・サポートテスト

の相対値要件及び絶対値要件についても、特

定非営利活動促進法施行令の一部を改正する

政令（令和 2 年政令第65号）及び特定非営利

活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府
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令（令和 2 年内閣府令第16号）による特定非

営利活動促進法施行令及び特定非営利活動促

進法施行規則の改正により、上記⑶①と同様に、

寄附金等から休眠預金等交付金関係助成金を

除いて判定することとされています（特定非

営利活動促進法施行令 2 ①、 5 ②二、特定非

営利活動促進法施行規則 5 ～ 7、25②③）。こ

の改正は、令和 2 年 4 月 1 日から施行されて

います。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴及び⑶の改正は、令和 2年分以後の

所得税について適用し、令和元年分以前の所得
税については従前どおりとされています（改正
法附則54、改正措令附則25②、改正措規附則 9
①）。
⑵　上記 2 ⑵の改正は、上記 1⑶②の法人の平成
31年 4 月 1 日以後に開始する事業年度に係る書
類（寄附行為を除きます。以下同じです。）の
閲覧について適用し、その法人の同日前に開始
した事業年度に係る書類の閲覧については従前
どおりとされています（改正措令附則25①）。

三�　公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課
税措置の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　非課税制度の概要
①　概要
　個人から法人に対して贈与又は遺贈（以下
「贈与等」といいます。）により資産の移転が
あった場合には、原則としてその贈与等のあ
った時における価額（時価）相当額によって
その資産の譲渡があったものとみなされて、
所得金額が計算されます（所法59①一）。
　この特例として、国又は地方公共団体に対
し財産の贈与等があった場合には、その財産
の贈与等はなかったものとみなすこととされ、
譲渡益に相当する部分については所得税が課
されないこととされています（措法40①前段）。
　また、公益社団法人、公益財団法人、特定
一般法人（法人税法に定める非営利型法人に
該当する一定の一般社団法人及び一般財団法
人をいいます。）その他の公益を目的とする
事業（以下「公益目的事業」といいます。）
を行う法人（外国法人に該当するものを除き
ます。以下「公益法人等」といいます。）に
対する財産（国外にある土地等を除きます。
以下同じです。）の贈与等（その公益法人等

を設立するためにする財産の提供を含みます。
以下同じです。）で、その贈与等が一定の要
件を満たすものとして国税庁長官の承認（以
下「非課税承認」といいます。）を受けた場
合にも、民間の担う公益活動を促進する観点
から、同様に、その財産の贈与等はなかった
ものとみなすこととされ、譲渡益に相当する
部分については所得税が課されないこととさ
れています（措法40①後段）。
②　承認要件
　上記①の「一定の要件」とは、次に掲げる
要件をいいます（措法40①後段、措令25の17
⑤）。
イ　その贈与等が、教育又は科学の振興、文
化の向上、社会福祉への貢献その他公益の
増進に著しく寄与すること。
ロ　その贈与等に係る財産又は代替資産が、
原則として、その贈与等があった日から 2
年を経過するまでの期間内に、その公益法
人等の公益目的事業の用に直接供され、又
は供される見込みであること。
ハ　その公益法人等に対して財産の贈与等を
することにより、その贈与等をした者の所
得税の負担を不当に減少させ、又はその者
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の親族その他これらの者と特別の関係があ
る者の相続税若しくは贈与税の負担を不当
に減少させる結果とならないと認められる
こと。

（注）　贈与等を受けた公益法人等が、その運営

組織が適正であることその他の要件を満た

す場合には、上記ハの要件に該当すること

とされています（措令25の17⑥）。

③　独立行政法人等に係る非課税承認の要件の
特例
　その贈与等が法人税法別表第 1に掲げる独
立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機
関法人、地方独立行政法人（試験研究、病院
事業の経営、社会福祉事業の経営、申請等関
係事務の処理、介護老人保健施設、介護医療
院、博物館、美術館、植物園、動物園若しく
は水族館の設置及び管理を主たる目的とする
もの又は公立大学法人に限ります。）又は日
本司法支援センターに対するものである場合
には、上記②の承認要件はロの要件のみとさ
れています（措法40①後段、措令25の17⑤）。
④　非課税制度の適用を受けるための手続
　この非課税制度の適用を受けようとする者
は、次に掲げる事項を記載した承認申請書に、
贈与等を受ける公益法人等がその記載された
事項を確認したことを証する書類を添付して、
贈与等のあった日から 4月以内に、納税地の
所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出
しなければなりません（措令25の17①、旧措
規18の19①）。
イ　贈与等をした者の氏名、住所又は居所及
び個人番号（贈与をした者が死亡している
場合又は遺贈の場合には、その贈与等をし
た者の相続人（包括受遺者を含みます。）
の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに
その贈与等をした者との続柄を含みます。）
並びにその贈与等をした年月日
ロ　その贈与等に係る財産の種類、所在地、
数量、取得年月日、取得価額及びその贈与
等の時における価額並びにその財産の公益

法人等における使用目的及び使用開始年月
日又は使用開始予定年月日（贈与等があっ
た日から 2年を経過する日までの期間内に
公益目的事業の用に直接供することが困難
である事情がある場合には、その事情の詳
細を含みます。）
ハ　その贈与等により財産を取得する公益法
人等の名称及び主たる事務所の所在地並び
に事業の目的並びに設立年月日又は設立予
定年月日
ニ　その贈与等をした者及びこれらの者の親
族のその公益法人等における地位その他そ
の公益法人等との関係
ホ　その公益法人等の事業運営に関する明細
ヘ　その公益法人等の役員等（理事、監事、
評議員その他これらの者に準ずるものをい
います。以下同じです。）の氏名及び住所
並びにその役員等に係る親族等（親族関係
を有する者及び特殊の関係がある者（婚姻
の届出をしていないが事実上婚姻関係と同
様の事情にある者等の一定の者）をいいま
す。以下同じです。）に関する事項
ト　その他参考となるべき事項

⑵　代替資産の範囲
　上記⑴②ロの「代替資産」とは、贈与等に係
る財産につき次に掲げる場合に該当する場合に
おけるその譲渡による収入金額の全部に相当す
る金額をもって取得するそれぞれ次に定める資
産その他一定の資産をいうこととされています
（措法40①後段、旧措令25の17③、旧措規18の
19②③）。
①　その財産につき収用等又は換地処分等によ
る譲渡があった場合��その財産に係る代替
資産又は交換取得資産
②　その贈与等に係る公益法人等の公益目的事
業の用に直接供する施設につき災害があった
場合において、その復旧を図るためにその財
産を譲渡したとき��災害を受けた施設（災
害により滅失した場合には、その施設に代わ
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るべきその施設と同種の施設）の用に供する
減価償却資産、土地及び土地の上に存する権
利
③　その財産のうち下記⑶の一定の公益法人等
に対する財産の贈与等に係る国税庁長官の承
認手続の特例（以下「承認手続の特例」とい
います。）の適用を受けた贈与等に係るもの
又は下記⑺の特定買換資産で、特定管理方法
（下記⑶①ロイの国立大学法人等が下記⑶①
ロイⅰの承認基金で管理する方法、下記⑶①
ロロの公益社団法人若しくは公益財団法人が
下記⑶①ロロⅲの承認基金で管理する方法、
下記⑶①ロハの学校法人の下記⑶①ロハⅰの
学校法人会計基準の基本金に組み入れる方法
又は下記⑶①ロニの社会福祉法人の下記⑶①
ロニⅰの社会福祉法人会計基準の基本金に組
み入れる方法をいいます。以下同じです。）
により管理されていたものの譲渡をしたとき
��その譲渡による収入金額の全部に相当す
る金額をもって取得する資産で、その資産に
つき特定管理方法で管理することがその法人
の合議制の機関（学校法人及び社会福祉法人
にあっては、理事会）において決定されたも
の（その決定をした旨及び決定事項が議事録
等に記載されているものに限ります。）のう
ち引き続き特定管理方法で管理されるもの

⑶　一定の公益法人等に対する財産の贈与等に係
る国税庁長官の承認手続の特例
①　承認手続の特例の概要
　その贈与等が、国立大学法人等（国立大学
法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、
独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立
研究開発法人をいいます。以下同じです。）、
公益社団法人、公益財団法人、学校法人（私
立学校振興助成法第14条第 1項に規定する学
校法人で学校法人会計基準に従い会計処理を
行うものに限ります。以下同じです。）又は
社会福祉法人（以下「一定の公益法人等」と
いいます。）に対するものである場合におい

て、次に掲げる要件を満たすものであるとき
は、非課税承認を受けるための要件は、上記
⑴②イからハまでにかかわらず、次に掲げる
要件とされています（旧措令25の17⑦、旧措
規18の19④～⑦）。なお、国立大学法人等の
うち法人税法別表第 1 に掲げる法人（以下
「特定国立大学法人等」といいます。）につい
ては、次のイに掲げる要件は不要とされてい
ます。
イ　その贈与等をした者がその一定の公益法
人等の役員等及び社員並びにこれらの者の
親族等に該当しないこと。
ロ　次に掲げる一定の公益法人等の区分に応
じそれぞれ次に定める要件
イ　国立大学法人等��次に掲げる要件
ⅰ　その贈与等を受けた財産（その財産
につき譲渡があった場合には、その譲
渡による収入金額の全部に相当する金
額をもって取得した資産で、その贈与
等を受けた財産を譲渡すること及びそ
の取得した資産を関係大臣が財務大臣
と協議して定める方法（以下「承認基
金で管理する方法」といいます。）に
より管理することが国立大学法人等の
合議制の機関において決定されたもの
を含みます。）が、関係大臣が財務大
臣と協議して定める業務に充てるため
に承認基金で管理する方法により管理
されることにつき、関係大臣が財務大
臣と協議して定める所轄庁に確認され
ていること。
ⅱ　国立大学法人等の合議制の機関にお
いて、贈与等の申出を受け入れること
及びその贈与等を受けた財産につき承
認基金で管理する方法により管理する
ことが決定されていること。

ロ　公益社団法人又は公益財団法人��次
のⅰ及びⅱに掲げる要件又はⅲ及びⅳに
掲げる要件
ⅰ　その贈与等を受けた財産がその公益
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社団法人又は公益財団法人の不可欠特
定財産（公益社団法人及び公益財団法
人の認定等に関する法律第 5条第16号
に規定する財産をいいます。以下同じ
です。）であるものとして、その旨並
びにその維持及び処分の制限について、
必要な事項が定款で定められているこ
と。
ⅱ　公益社団法人又は公益財団法人の理
事会において、贈与等の申出を受け入
れること及びその贈与等を受ける財産
につき不可欠特定財産とすることが決
定されていること。
ⅲ　その贈与等を受けた財産（その財産
につき譲渡があった場合には、その譲
渡による収入金額の全部に相当する金
額をもって取得した資産で、その贈与
等を受けた財産を譲渡すること及びそ
の取得した資産を承認基金で管理する
方法により管理することが公益社団法
人又は公益財団法人の合議制の機関に
おいて決定されたものを含みます。）
が、関係大臣が財務大臣と協議して定
める事業に充てるために承認基金で管
理する方法により管理されることにつ
き、関係大臣が財務大臣と協議して定
める所轄庁に確認されていること。
ⅳ　公益社団法人又は公益財団法人の合
議制の機関において、贈与等の申出を
受け入れること及びその贈与等を受け
た財産につき承認基金で管理する方法
により管理することが決定されている
こと。

ハ　学校法人��次に掲げる要件
ⅰ　その贈与等を受けた財産（その財産
につき譲渡があった場合には、その譲
渡による収入金額の全部に相当する金
額をもって取得した資産で、その贈与
等を受けた財産を譲渡すること及びそ
の取得した資産を学校法人会計基準第

30条第 1 項に規定する基本金（以下
「学校法人会計基準の基本金」といい
ます。）に組み入れることがその学校
法人の理事会において決定されたもの
を含みます。）がその学校法人の財政
基盤の強化を図るために同項第 1号か
ら第 3号までに掲げる金額に相当する
金額を学校法人会計基準の基本金に組
み入れる方法により管理されているこ
と。
ⅱ　学校法人の理事会において、贈与等
の申出を受け入れること及びその贈与
等を受けた財産につき学校法人会計基
準の基本金に組み入れることが決定さ
れていること。

ニ　社会福祉法人��次に掲げる要件
ⅰ　その贈与等を受けた財産（その財産
につき譲渡があった場合には、その譲
渡による収入金額の全部に相当する金
額をもって取得した資産で、その贈与
等を受けた財産を譲渡すること及びそ
の取得した資産を社会福祉法人会計基
準第 6条第 1項に規定する基本金（以
下「社会福祉法人会計基準の基本金」
といいます。）に組み入れることがそ
の社会福祉法人の理事会において決定
されたものを含みます。）がその社会
福祉法人の経営基盤の強化を図るため
に同項に規定する金額を社会福祉法人
会計基準の基本金に組み入れる方法に
より管理されていること。
ⅱ　社会福祉法人の理事会において、贈
与等の申出を受け入れること及びその
贈与等を受けた財産につき社会福祉法
人会計基準の基本金に組み入れること
が決定されていること。

（注）　上記イⅰ及びロⅲの「関係大臣」とは、

内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文

部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大

臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環
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境大臣をいいます。以下同じです。また、

「財務大臣と協議して定める業務、事業、

方法及び所轄庁」は平成30年 3 月内閣

府・総務省・財務省・文部科学省・厚生

労働省・農林水産省・経済産業省・国土

交通省・環境省告示第 1 号（以下「基金

告示」といいます。）において定められて

います。

　なお、関係大臣が財務大臣と協議して

定める方法（承認基金で管理する方法）

は、次に掲げる要件を満たすことにつき、

公益法人等の区分に応じそれぞれの所轄

庁の証明を受けた基金に組み入れる方法

とされています（基金告示②）。

イ�　その基金が他の経理と区分して整理

されていること。

ロ�　その基金が公益法人等の区分に応じ

それぞれ関係大臣が財務大臣と協議し

て定める業務又は事業に充てられるこ

とが確実であること。

ハ�　その基金に組み入れた財産の運用に

よって生じた利子その他の収入金（そ

の収入金をもって取得した資産を含み

ます。）をその基金に組み入れることと

していること。

ニ�　その基金に組み入れた財産の運用等

に関する重要事項について審議する合

議制の機関を設置していること。

ホ�　毎事業年度終了後 3 月以内に、公益

法人等は基金に組み入れた財産の種類

やその財産の取得価額等を記載した基

金明細書をそれぞれの所轄庁に提出す

ること。

②　承認手続の特例を受けるための手続等
イ　この承認手続の特例を受けようとする者
は、一定の公益法人等から交付を受けた上
記①の要件を満たすものであることを証す
る次に掲げる書類（一定の公益法人等が特
定国立大学法人等である場合には、下記ロ
に掲げる書類）を承認申請書（その公益法

人等がその贈与等に係る財産について、特
定管理方法により管理することとする旨又
は不可欠特定財産として定款の定めを設け
ることとする旨の記載があるものに限りま
す。）に添付して、その贈与等のあった日
から 4月以内に納税地の所轄税務署長を経
由して国税庁長官に提出することとされて
います（旧措令25の17⑦、旧措規18の19④）。
イ　財産の贈与等を受けた法人に対し承認
申請書を提出する者がその贈与等をした
者についてその法人の役員等及び社員並
びにこれらの者の親族等に該当しないこ
とを誓約する旨並びにその法人において
これらに該当しないことを確認した旨を
記載した書類
ロ　財産の贈与等を受けた法人の合議制の
機関又は理事会の上記①ロイⅱ、ロⅱ、
ⅳ、ハⅱ、ニⅱの決定（その財産につき
譲渡をしてその譲渡による収入金額の全
部に相当する金額をもって取得した資産
を特定管理方法により管理する場合のそ
の譲渡についての決定を含みます。）を
した旨及びその決定をした事項の記載の
ある議事録その他これに相当する書類の
写し並びにその決定に係る財産の種類、
所在地、数量、価額その他の事項を記載
した書類（その決定が上記①ロイⅱ又は
ロⅳの決定である場合には、その財産が
承認基金で管理する方法により管理され
ることにつき、それぞれ上記①ロイⅰ又
はロⅲの所轄庁に確認されたことを証す
る書類の写しを含みます。）

ロ　上記イの承認申請書（上記イの書類の添
付があるものに限ります。）を提出した者
でその申請の承認のあったものは、その贈
与等をした日の属する事業年度においてそ
の贈与等に係る財産が特定管理方法により
管理されたこと又は不可欠特定財産につい
て定款の定めが設けられたことが確認でき
る書類としてその事業年度に係る次の公益
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法人等の区分に応じ次に定めるものを、そ
の事業年度終了の日から 3月以内（その期
間の経過する日後にその承認申請書の提出
期限が到来する場合には、その提出期限ま
でとされます。）に、上記イの税務署長を
経由して国税庁長官に提出することとされ
ています（旧措令25の17⑨、旧措規18の19
⑧）。
イ　国立大学法人等��贈与等を受けた財
産につき承認基金で管理する方法により
管理されたことを確認できる上記①ロイ
ⅰの所轄庁に提出した書類の写し
ロ　公益社団法人又は公益財団法人��次
に掲げる場合の区分に応じ次に定める書
類
ⅰ　贈与等を受けた財産を不可欠特定財
産としている場合��その財産が不可
欠特定財産とされたことを確認できる
定款及び公益社団法人及び公益財団法
人の認定等に関する法律第21条第 2項
第 1号に規定する財産目録の写し
ⅱ　贈与等を受けた財産を承認基金で管
理する方法により管理している場合
��その財産が承認基金で管理する方
法により管理されたことを確認できる
上記①ロロⅲの所轄庁に提出した書類
の写し

ハ　学校法人��贈与等を受けた財産につ
き学校法人会計基準の基本金への組入れ
があったことを確認できる学校法人会計
基準第36条に規定する基本金明細表その
他これに類する書類の写し
ニ　社会福祉法人��贈与等を受けた財産
につき社会福祉法人会計基準の基本金へ
の組入れがあったことを確認できる社会
福祉法人会計基準第30条第 1項第 6号に
規定する基本金明細書その他これに類す
る書類の写し

③　自動承認
　その贈与等について、上記②イの承認申請
書（上記②イの書類の添付があるものに限り
ます。）の提出があった場合において、その
提出があった日から 1月以内（その贈与等を
受けた公益法人等が特定国立大学法人等でな
い場合であって、その贈与等を受けた財産が
株式等で一定のもの、新株予約権付社債（転
換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債
を含みます。）又は匿名組合契約の出資の持
分であるときは、 3月以内）に、その申請の
承認がなかったとき、又はその承認をしない
ことの決定がなかったときは、その申請の承
認があったものとみなすこととされています
（旧措令25の17⑧）。

⑷　財産等を特定管理方法により管理しなくなっ
た場合等の通知制度
　贈与等に係る財産又は代替資産（以下⑷にお
いて「財産等」といいます。）を特定管理方法
により管理している又は特定管理方法により管
理していた公益法人等につき次の表の通知事由
が生じた場合には、遅滞なく、同表の通知義務
者は、同表の通知事項を、書面により、公益法
人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を
経由して国税庁長官に通知しなければならない
こととされています（旧措令25の17⑭）。

通知事由 通知義務者 通知事項

その公益法人等が財
産等を特定管理方法
により管理しなくな
った場合

その公益法人
等（学校法人
又は社会福祉
法人に限りま
す。）

その管理し
なくなった
事実その他
参考となる
べき事項

その公益法人等が財
産等を特定管理方法
により管理しなくな
った場合においてそ
の公益法人等の上記
⑶①ロイⅰ又はロⅲ
の所轄庁がその事実
を知ったとき

その公益法人
等（学校法人
及び社会福祉
法人を除きま
す。）の上記
⑶①ロイⅰ又
はロⅲの所轄
庁

同　上
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その公益法人等が特
定管理方法により管
理しなくなった財産
等をその公益目的事
業の用に直接供しな
くなった場合

その公益法人
等

その供しな
くなった事
実その他参
考となるべ
き事項

⑸　非課税承認取消し時の課税の取扱い
①　贈与者に対する課税
　非課税承認を受けて行われた贈与等があっ
た後、次に掲げる事実が生じたとき（その公
益法人等がその財産を国又は地方公共団体に
贈与した場合等の一定の場合を除きます。）
は、国税庁長官は、その非課税承認を取り消
すことができることとされています。この非
課税承認の取消しがあった場合には、その贈
与等があった時に、その時の時価相当額によ
り財産の譲渡があったものとして、その贈与
等に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又
は雑所得の金額を計算し、その贈与等をした
者のその非課税承認が取り消された日の属す
る年分（その日までにその贈与をした者が死
亡していた場合には死亡の日の属する年分と
し、遺贈の場合には遺贈があった日の属する
年分とします。）の所得として、所得税が課
されることとされています（措法40②、措令
25の17⑩～⑫）。
イ　その贈与等に係る財産又は代替資産（特
定管理方法により管理されているものを除
きます。）が、その贈与等があった日から
2年を経過するまでの期間内にその公益法
人等の公益目的事業の用に直接供されなか
ったこと。
ロ　その贈与等に係る財産又は代替資産がそ
の公益法人等の公益目的事業の用に直接供
される前に、上記⑴②ハの要件に該当しな
いこととなったこと。
ハ　上記⑶②ロの書類の提出がその提出期限
までになかったこと。

②　公益法人等に対する課税
　非課税承認を受けて行われた贈与等があっ

た後、次に掲げる事実（上記①イからハまで
に掲げる事実を除きます。）が生じたとき
（その公益法人等がその財産を国又は地方公
共団体に贈与した場合等の一定の場合を除き
ます。）は、国税庁長官は、その非課税承認
を取り消すことができることとされています。
この非課税承認の取消しがあった場合には、
その公益法人等を贈与等を行った個人とみな
して、その贈与等があった時に、その時の時
価相当額により財産の譲渡があったものとし
て、その財産に係る山林所得の金額、譲渡所
得の金額又は雑所得の金額を計算し、非課税
承認が取り消された日の属する年分（遺贈の
場合には遺贈があった日の属する年分とし、
その公益法人等がその承認の取り消された日
の属する年以前に解散をした場合にはその解
散の日（その解散が合併による解散である場
合には、その合併の日の前日）の属する年分
とします。）の所得として所得税を課するこ
ととされています（措法40③、措令25の17⑬、
⑮～⑱）。
イ　その贈与等に係る財産又は代替資産（特
定管理方法により管理されているものを除
きます。）をその公益法人等の公益目的事
業の用に直接供しなくなったこと。
ロ　上記⑴②ハの要件に該当しないこととな
ったこと。
ハ　上記⑶②の承認手続の特例の承認申請書
の提出の時において上記⑶①イの要件に該
当していなかったこと及びその提出の時に
おいてその要件に該当しないこととなるこ
とが明らかであると認められ、かつ、その
提出の後にその要件に該当しないこととな
ったこと（その公益法人等が特定国立大学
法人等である場合を除きます。）。

⑹　非課税承認に係る財産を買い換えた場合の非
課税制度の継続適用（買換資産の特例）
　非課税承認に係る贈与等を受けた公益法人等
が、一定の要件を満たして取得した買換資産に
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ついては、その贈与等を受けた財産と同様に取
り扱われる上記⑵の代替資産の範囲に含まれ、
その買換資産を公益目的事業の用に直接供する
ことにより、引き続き本非課税制度の適用を受
けることができることとされています（措法40
⑤）。
　この「代替資産に含まれる買換資産（以下
「買換資産」といいます。）」とは、非課税承認
に係る贈与等を受けた公益法人等が、その公益
目的事業の用に 2年以上直接供しているその贈
与等に係る財産の譲渡をし、その譲渡による収
入金額の全部に相当する金額をもって取得した
資産（その財産に係る公益目的事業の用に直接
供することができるその財産と同種の資産、土
地及び土地の上に存する権利に限ります。）で、
その公益法人等が、譲渡の日の前日までに、そ
の譲渡の日等の事項を記載した書類を納税地の
所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した
場合におけるその資産をいうこととされていま
す（措法40⑤、措規18の19⑨⑩）。
　この場合において、公益法人等は、その買換
資産を、譲渡の日の翌日から 1年を経過する日
までの期間（その期間内にその公益目的事業の
用に直接供することが困難である一定の事情が
あるときは、その譲渡の日の翌日から国税庁長
官が認める日までの期間）内にその公益目的事
業の用に直接供しなければならないこととされ
ています（措法40⑤後段、措令25の17⑲）。

⑺　非課税承認に係る財産を買い換えた場合の非
課税制度の継続適用（特定買換資産の特例）
　非課税承認に係る贈与等を受けた公益法人等
が、一定の要件を満たして取得した特定買換資
産については、その贈与等を受けた財産と同様
に取り扱われる上記⑵の代替資産の範囲に含ま
れ、その特定買換資産を特定管理方法により管
理することにより、引き続き本非課税制度の適
用を受けることができることとされています
（措法40⑤）。
　この「代替資産に含まれる特定買換資産（以

下「特定買換資産」といいます。）」とは、非課
税承認に係る贈与等を受けた公益法人等が、そ
の贈与等に係る財産（上記⑶の承認手続の特例
の適用を受けて行われた贈与等に係る財産を除
きます。）で特定管理方法により管理している
ものの譲渡をし、その譲渡による収入金額の全
部に相当する金額をもって取得した資産で、そ
の公益法人等が、譲渡の日の前日までに、次に
掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務
署長を経由して国税庁長官に提出した場合にお
けるその資産をいうこととされています（措法
40⑤、措令25の17⑳、旧措規18の19⑪）。
①　公益法人等の名称、主たる事務所の所在地
及び法人番号
②　公益法人等が譲渡をしようとする贈与等を
受けた財産（以下⑺において「譲渡財産」と
いいます。）を管理している特定管理方法及
び次に掲げる公益法人等の区分に応じそれぞ
れ次に定める事項
イ　国立大学法人等又は公益社団法人若しく
は公益財団法人��その公益法人等の上記
⑶①ロイⅰ又はロⅲの所轄庁の名称、その
譲渡財産が特定管理方法により管理される
ことにつきその所轄庁に確認されたことを
証する書類の発行年月日及びその譲渡財産
をその方法により管理することがその公益
法人等の合議制の機関において決定された
年月日
ロ　学校法人又は社会福祉法人��その譲渡
財産を特定管理方法により管理することが
その公益法人等の理事会において決定され
た年月日

③　その譲渡財産の種類、所在地、数量、譲渡
予定価額及び譲渡予定年月日
④　その譲渡財産を公益法人等に贈与等をした
者の氏名及び住所又は居所、その贈与等をし
た年月日並びにその贈与等に係る承認年月日
⑤　公益法人等が取得する特定買換資産の種類、
所在地、数量、取得予定価額、取得予定年月
日、使用目的及びその特定買換資産を特定管
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理方法により管理することについての理事会
その他の合議制の機関における決定予定年月
日
⑥　その他参考となるべき事項
（注）　上記の書類には、譲渡財産が特定管理方

法により管理されたことを確認できる書類

の写し（その公益法人等が上記②イに掲げ

る公益法人等である場合には、その譲渡財

産がその方法により管理されることにつき

上記②イの所轄庁に確認されたことを証す

る書類の写しを含みます。）を添付しなけれ

ばならないこととされています（措規18の

19⑫）。

　この場合において、公益法人等は、その特定
買換資産を、特定管理方法により管理しなけれ
ばならないこととされています（措法40⑤後段）。

2 　改正の内容

⑴　承認手続の特例及び特定買換資産の特例の対
象となる法人の追加
　民間の担う公益活動を促進する観点から、上
記 1 ⑶の承認手続の特例及び上記 1 ⑺の特定買
換資産の特例の対象となる法人の範囲に、認定
特定非営利活動法人等（特定非営利活動促進法
第 2条第 3項に規定する認定特定非営利活動法
人及び同条第 4項に規定する特例認定特定非営
利活動法人をいいます。以下同じです。）が加
えられました。認定特定非営利活動法人等がこ
れらの制度の適用を受けるためには、国立大学
法人等又は公益社団法人若しくは公益財団法人
と同様に、贈与等を受けた財産を承認基金で管
理する方法により管理することが必要とされて
います。
①　承認手続の特例等
イ　その贈与等が認定特定非営利活動法人等
に対するものである場合において次に掲げ
る要件を満たす場合には、上記 1 ⑶の承認
手続の特例の適用を受けることができるこ
ととされました（措令25の17⑦、措規18の
19⑤⑦）。

イ　上記 1 ⑶①イに掲げる要件
ロ　その贈与等を受けた財産（その財産に
つき譲渡があった場合には、その譲渡に
よる収入金額の全部に相当する金額をも
って取得した資産で、その贈与等を受け
た財産を譲渡すること及びその取得した
資産を関係大臣が財務大臣と協議して定
める方法（承認基金で管理する方法）に
より管理することが認定特定非営利活動
法人等の合議制の機関において決定され
たものを含みます。）が、関係大臣が財
務大臣と協議して定める事業に充てるた
めに承認基金で管理する方法により管理
されることにつき、関係大臣が財務大臣
と協議して定める所轄庁に確認されてい
ること。
ハ　認定特定非営利活動法人等の合議制の
機関において、贈与等の申出を受け入れ
ること及びその贈与等を受けた財産につ
き承認基金で管理する方法により管理す
ることが決定されていること。

（注）　上記ロの「財務大臣と協議して定める

事業、方法及び所轄庁」は、基金告示に

おいて次のとおり定められています。

ⅰ�　財務大臣と協議して定める事業��

特定非営利活動促進法第 2 条第 1 項に

規定する特定非営利活動に係る事業

ⅱ�　財務大臣と協議して定める方法��

上記 1 ⑶①ロ（注）の関係大臣が財務

大臣と協議して定める方法（承認基金

で管理する方法）

ⅲ�　財務大臣と協議して定める所轄庁

��特定非営利活動促進法第 9 条に規

定する所轄庁（認定特定非営利活動法

人等の主たる事務所が所在する都道府

県の知事（その事務所が一の指定都市

の区域内のみに所在する認定特定非営

利活動法人等にあっては、その指定都

市の長））

ロ　認定特定非営利活動法人等に対する贈与
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等について承認手続の特例を受けようとす
る場合の手続きは、特定国立大学法人等以
外の国立大学法人等又は公益社団法人若し
くは公益財団法人と同様ですが、具体的に
は次のとおりとなります。
　認定特定非営利活動法人等に対する贈与
等について承認手続の特例の適用を受けよ
うとする者は、その認定特定非営利活動法
人等から交付を受けた上記イの要件を満た
すものであることを証する次に掲げる書類
を承認申請書（その認定特定非営利活動法
人等がその贈与等に係る財産について、承
認基金で管理する方法により管理すること
とする旨の記載があるものに限ります。）
に添付して、その贈与等のあった日から 4
月以内に納税地の所轄税務署長を経由して
国税庁長官に提出することとされています
（措令25の17⑦、措規18の19④）。
イ　財産の贈与等を受けた認定特定非営利
活動法人等に対し承認申請書を提出する
者がその贈与等をした者についてその認
定特定非営利活動法人等の役員等及び社
員並びにこれらの者の親族等に該当しな
いことを誓約する旨並びにその認定特定
非営利活動法人等においてこれらに該当
しないことを確認した旨を記載した書類
ロ　財産の贈与等を受けた認定特定非営利
活動法人等の合議制の機関の上記イハの
決定（その財産につき譲渡をしてその譲
渡による収入金額の全部に相当する金額
をもって取得した資産を承認基金で管理
する方法により管理する場合のその譲渡
についての決定を含みます。）をした旨
及びその決定をした事項の記載のある議
事録その他これに相当する書類の写し並
びにその決定に係る財産の種類、所在地、
数量、価額その他の事項を記載した書類
（その財産が承認基金で管理する方法に
より管理されることにつき、所轄庁に確
認されたことを証する書類の写しを含み

ます。）
（注）　上記の「その財産が承認基金で管理す

る方法により管理されることにつき、所

轄庁に確認されたことを証する書類」と

は、具体的には認定特定非営利活動法人

等の設置する基金に係る所轄庁の証明書

となります。このため、この特例の適用

を受けるためには、遅くとも承認申請書

の提出期限までにこの証明書が発行され

ている必要があります。

ハ　上記ロの承認申請書（上記ロの書類の添
付があるものに限ります。）を提出した者
でその申請の承認のあったものは、その贈
与等をした日の属する事業年度においてそ
の贈与等に係る財産が承認基金で管理する
方法により管理されたことを確認できる認
定特定非営利活動法人等が所轄庁に提出し
た書類の写しを、その事業年度終了の日か
ら 3月以内（その期間の経過する日後にそ
の承認申請書の提出期限が到来する場合に
は、その提出期限までとされます。）に、
上記ロの税務署長を経由して国税庁長官に
提出することとされています（措令25の17
⑨、措規18の19⑧）。
（注）　上記の「その贈与等に係る財産が承認

基金で管理する方法により管理されたこ

とを確認できる認定特定非営利活動法人

等が所轄庁に提出した書類」とは、具体

的には上記 1 ⑶①ロ（注）ホの基金明細

書となります。

ニ　認定特定非営利活動法人等による承認基
金で管理する方法が、上記 1 ⑵③の特定管
理方法の範囲に加えられました（措令25の
17③六）。これにより、承認手続の特例の
適用を受けて行われた認定特定非営利活動
法人等に対する贈与等に係る財産で、承認
基金で管理する方法（特定管理方法）によ
り管理されていたものの譲渡をした場合に、
その譲渡による収入金額の全部に相当する
金額をもって取得する資産で、その資産に
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つき承認基金で管理する方法により管理す
ることが合議制の機関において決定された
もの（その決定をした旨及び決定事項が議
事録等に記載されているものに限ります。）
のうち引き続き承認基金で管理する方法で
管理されるものは、代替資産の範囲に含ま
れることになります。
ホ　認定特定非営利活動法人等における上記
1 ⑷の財産等を特定管理方法により管理し
なくなった場合等の通知制度については、
国立大学法人等又は公益社団法人若しくは
公益財団法人の場合と同様となります（措
令25の17⑭）。
　具体的には、贈与等に係る財産又は代替
資産（以下ホにおいて「財産等」といいま
す。）を特定管理方法により管理している
又は特定管理方法により管理していた認定
特定非営利活動法人等につき次の表の通知
事由が生じた場合には、遅滞なく、同表の
通知義務者は、同表の通知事項を、書面に
より、その認定特定非営利活動法人等の主
たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由
して国税庁長官に通知しなければならない
こととされています（措令25の17⑭）。

通知事由 通知義
務者 通知事項

その認定特定非営利活
動法人等が財産等を特
定管理方法により管理
しなくなった場合にお
いて所轄庁がその事実
を知ったとき

その所
轄庁

その管理し
なくなった
事実その他
参考となる
べき事項

その認定特定非営利活
動法人等が特定管理方
法により管理しなくな
った財産等をその公益
目的事業の用に直接供
しなくなった場合

その認
定特定
非営利
活動法
人等

その供しな
くなった事
実その他参
考となるべ
き事項

②　特定買換資産の特例
　上記①ニのとおり、認定特定非営利活動法
人等による承認基金で管理する方法が特定管
理方法の範囲に加えられました（措令25の17

③六）。これにより、上記 1 ⑺の特定買換資
産の範囲に、非課税承認に係る贈与等を受け
た認定特定非営利活動法人等が、その贈与等
に係る財産（承認手続の特例の適用を受けて
行われた贈与等に係る財産を除きます。）で
特定管理方法により管理しているものの譲渡
をし、その譲渡による収入金額の全部に相当
する金額をもって取得した資産で、その認定
特定非営利活動法人等が、譲渡の日の前日ま
でに、次に掲げる事項を記載した書類を納税
地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提
出した場合におけるその資産が加えられまし
た（措法40⑤二、措令25の17⑳、措規18の19
⑪）。
イ　上記 1 ⑺①、③から⑥までに掲げる事項
ロ　認定特定非営利活動法人等の所轄庁の名
称、認定特定非営利活動法人等が譲渡をし
ようとする贈与等を受けた財産（以下ロに
おいて「譲渡財産」といいます。）が特定
管理方法により管理されることにつきその
所轄庁に確認されたことを証する書類の発
行年月日及びその譲渡財産を特定管理方法
により管理することが合議制の機関におい
て決定された年月日

（注）　上記の書類には、譲渡財産が特定管理方

法により管理されたことを確認できる書類

の写し（その譲渡財産が特定管理方法によ

り管理されることにつき所轄庁に確認され

たことを証する書類の写しを含みます。）を

添付しなければならないこととされていま

す（措規18の19⑫）。

　この「譲渡財産が特定管理方法により管

理されたことを確認できる書類」とは、そ

の譲渡財産について記載のある上記 1 ⑶①

ロ（注）ホの基金明細書及び特定管理方法

により管理することが決定された合議制の

機関の議事録となります。また、「その譲渡

財産が特定管理方法により管理されること

につき所轄庁に確認されたことを証する書

類」とは、具体的には認定特定非営利活動
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法人等の設置する基金に係る所轄庁の証明

書となります。このため、この特例の適用

を受けるためには、事前にこの証明書が発

行されている必要があります。

⑵　一定の独立行政法人等に対する贈与等につい
ての自動承認制度の創設
　文化及び観光の振興並びに個性豊かで活力に
満ちた地域社会の実現を図る上で文化について
の理解を深める機会の拡大及びこれによる国内
外からの観光旅客の来訪の促進が重要となって
いることに鑑み、文化観光拠点施設を中核とし
た地域における文化観光を推進するため、主務
大臣による基本方針の策定並びに拠点計画及び
地域計画の認定、その認定を受けたこれらの計
画に基づく事業に対する特別の措置等を定める
ことをその内容とする「文化観光拠点施設を中
核とした地域における文化観光の推進に関する
法律案」が第201回国会に提出され、令和 2 年
4月10日に成立し、同年 4月17日に法律第18号
として公布されました。この法律は、令和 2年
5月 1日から施行されています。
　この文化観光拠点施設を中核とした地域にお
ける文化観光の推進に関する法律（以下「文化
観光推進法」といいます。）の文化観光拠点施
設を有する一定の独立行政法人等に有形文化財
の寄附がされた場合における非課税承認につい
ては、承認手続の特例と同様に自動承認とする
特例が創設されました。
　具体的には、その贈与等が法人税法別表第 1
に掲げる独立行政法人又は地方独立行政法人
（博物館又は美術館の設置及び管理を主たる目
的とするものに限ります。）（以下「独立行政法
人等」といいます。）に対するものである場合
に、その贈与等について上記 1 ⑴④の承認申請
書（次に掲げる事項を証する文部科学大臣の書
類の添付があるものに限ります。）の提出があ
ったときは、その承認申請書の提出があった日
から 1月以内に、その申請の承認がなかったと
き、又はその承認をしないことの決定がなかっ

たときは、その申請の承認があったものとみな
すこととされました（措令25の17⑧）。なお、
上記の書類を承認申請書に添付する場合には、
その旨を承認申請書に記載する必要があります
（措規18の19①七）。
イ　その贈与等に係る財産が、文化財保護法第
2条第 1項第 1号に規定する有形文化財（建
造物や土地であるもの及び土地と一体をなし
てその価値を形成しているものを除きます。）
に該当すること。
ロ　上記イの財産が、その贈与等があった日か
ら 2年を経過する日までの期間内に、次のイ
又はロに掲げる事業のうち公益目的事業に該
当するもので、次のイ又はロの計画について
文化観光推進法の認定を受けた独立行政法人
等の有する文化観光拠点施設においてその独
立行政法人等が行うものの用に直接供され、
又は供される見込みであること。
イ　認定拠点計画に記載された文化観光拠点
施設機能強化事業（文化観光推進法第 2条
第 3項第 1号に掲げる事業に限ります。）
ロ　認定地域計画に記載された地域文化観光
推進事業（文化観光推進法第 2条第 4項第
1号に掲げる事業に限ります。）

（注 1）　この特例の対象となる独立行政法人等は、

上記 1 ⑴③の公益法人等のうちの一部の法

人となります。
（注 2）　上記の「文化観光拠点施設」とは、文化

資源の保存及び活用を行う施設（以下「文

化資源保存活用施設」といいます。）のうち、

国内外からの観光旅客が文化についての理

解を深めることに資するようその文化資源

の解説及び紹介をするとともに、その文化

資源保存活用施設の所在する地域に係る文

化観光の推進に関する事業を行う者（以下

「文化観光推進事業者」といいます。）と連

携することにより、その地域における文化

観光の推進の拠点となるものをいいます（文

化観光推進法 2②）。
（注 3）　上記の「認定拠点計画」とは、文化資源
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保存活用施設の設置者が、文化観光推進法

の基本方針に基づき、文化観光推進事業者

と共同して作成するその設置する文化資源

保存活用施設の文化観光拠点施設としての

機能の強化に関する計画で、主務大臣の認

定を受けたものをいいます（文化観光推進

法 4、 6）。
（注 4）　上記の「文化観光拠点施設機能強化事業」

とは、文化資源保存活用施設の文化観光拠

点施設としての機能の強化に資する事業で

あって、文化資源保存活用施設における文

化資源の魅力の増進に関する事業などの一

定の事業をいいます（文化観光推進法 2③）。
（注 5）　上記の「認定地域計画」とは、市町村、

都道府県、文化資源保存活用施設の設置者

及び文化観光推進事業者等で構成する協議

会が、文化観光推進法の基本方針に基づき

作成するその協議会の構成員である市町村

又は都道府県の区域内についての文化観光

拠点施設を中核とした地域における文化観

光の総合的かつ一体的な推進に関する計画

で、主務大臣の認定を受けたものをいいま

す（文化観光推進法12、14）。
（注 6）　上記の「地域文化観光推進事業」とは、

文化観光拠点施設を中核とした地域におけ

る文化観光の総合的かつ一体的な推進に資

する事業であって、地域における文化資源

の総合的な魅力の増進に関する事業などの

一定の事業をいいます（文化観光推進法 2

④）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴①イからニまでの改正は、令和 2年
4月 1日以後にされる財産の贈与等について適
用し、同日前にされた財産の贈与等については
従前どおりとされています（改正措令附則22②）。
⑵　上記 2 ⑴①ホの改正は、令和 2年 4月 1日以
後に特定管理方法による管理を開始した財産等
について適用し、同日前に特定管理方法による
管理を開始した財産等については従前どおりと
されています（改正措令附則22④）。
⑶　上記 2 ⑴②の改正は、令和 2年 4月 1日以後
にされる財産の譲渡について適用し、同日前に
された財産の譲渡については従前どおりとされ
ています（改正措令附則22①、改正措規附則 8）。
⑷　上記 2 ⑵の改正は、文化観光推進法の施行の
日（令和 2年 5月 1日）以後にされる財産の贈
与等について適用されます（改正措令附則22③）。

四　山林所得に係る森林計画特別控除制度の改正

1 　改正前の制度の概要

　個人が、平成24年から令和 2年までの各年にお
いて、森林法の認定を受けた森林経営計画に基づ
いて山林の伐採又は譲渡をした場合には、その収
入金額の20％（収入金額が2,000万円を超える部
分については、10％）相当額を控除することがで
きることとされています（旧措法30の 2 ①②）。
（注 1）　上記の「森林経営計画」とは、一体的なま

とまりを持った森林において計画に基づいた

効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通

じて森林の持つ多様な機能を十分に発揮させ

ることを目的とした森林法の計画をいいます。

具体的には、森林所有者又は森林の経営の委

託を受けた者は、同法の定めるところにより、

自らが森林の経営を行う一体的なまとまりの

ある森林を対象として、その森林の施業及び

保護について 5 年を 1 期として定めた森林経

営計画について市町村の長等の認定を受ける

ことができる（森林法11）こととされ、その

認定を受けた場合にはその認定を受けた森林

経営計画に従って伐採、造林を行うことが求

められます。この結果、森林の伐採量及び伐

期が制限されることとなります。
（注 2）　上記の「収入金額」とは、その伐採又は譲

渡に関し、伐採費、運搬費、仲介手数料その
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他の費用を要したときは、これらの費用を控

除した金額とされています。
（注 3）　山林所得の概算経費控除（措法30）を適用

しない場合の上記の控除額は収入金額の50％

から必要経費を控除した残額が限度とされて

います。

2 　改正の内容

　この制度の適用期限が 2年延長され、令和 4年
分までの山林所得について適用することとされま
した（措法30の 2 ①）。
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