
国税通則法等の改正

はじめに

　令和 2年度税制改正では、持続的な経済成長の
実現、経済社会の構造変化を踏まえた対応等の観
点から、個人所得課税、資産課税、法人課税、消
費課税、国際課税、納税環境整備等について所要
の措置が講じられました。
　このうち納税環境整備については、企業等の生
産性向上を促すための電子帳簿等保存制度の見直
しを行うとともに、国外取引等に係る適正な課税
を確保するための方策の整備等の措置が講じられ
ています。
　これらの改正事項が盛り込まれた「所得税法等
の一部を改正する法律（令 2 . 3 .31法律第 8号）」
は、令和 2年 3月27日に参議院本会議において可
決・成立し、同年 3月31日に公布されています。
また、同日に、次の関係政省令及び告示も公布さ
れています。
・　国税通則法施行令の一部を改正する政令（令
2 . 3 .31政令第120号）

・　内国税の適正な課税の確保を図るための国外

送金等に係る調書の提出等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125号）
・　国税通則法施行規則の一部を改正する省令
（令 2 . 3 .31財務省令第19号）
・　国税徴収法施行規則の一部を改正する省令
（令 2 . 3 .31財務省令第20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）
・　内国税の適正な課税の確保を図るための国外
送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規
則の一部を改正する省令（令 2 . 3 .31財務省令
第23号）
・　電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書
類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の
一部を改正する省令（令 2. 3 .31財務省令第24号）
・　国税関係法令に係る情報通信技術を活用した
行政の推進等に関する省令の一部を改正する省
令（令 2 . 3 .31財務省令第27号）
・　国税関係法令に係る情報通信技術を活用した
行政の推進等に関する省令第 5条第 1項第 2号
に規定する国税庁長官が定める者を定める件の

目　　　　次

一　企業等の生産性向上を促すための電子
帳簿等保存制度の見直し�������� 759
二　国外取引等に係る適正な課税を確保す
るための方策の整備���������� 763
Ⅰ　改正の背景等����������� 763
Ⅱ　国外財産調書制度等の見直し���� 764
Ⅲ　国外取引等の課税に係る更正決定等
の期間制限の見直し��������� 779

三　利子税及び還付加算金等の割合の引下
げ������������������ 780
四　不動産公売等における暴力団員等の買
受け防止措置の創設���������� 785

五　その他納税環境整備関係の改正��� 788
1 　振替納税の通知依頼及びダイレクト
納付の利用届出の電子化������� 788
2 　納税証明書の電子的請求手続等の柔
軟化���������������� 789
3 　準確定申告の電子的手続の整備��� 790
4 　支払調書等の電子的提出方法の柔軟
化����������������� 790
5 　期限到来間際にされた期限後申告等
に係る加算税の賦課決定期限の整備�� 791
6 　不服申立てにおける口頭意見陳述等
におけるテレビ会議システムの導入�� 792

─�754�─



一部を改正する件（令元.12.27国税庁告示第25
号）※令和元年12月27日公布
・　国税関係法令に係る情報通信技術を活用した
行政の推進等に関する省令第 5条第 1項第 2号
に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一
部を改正する件（令 2. 3 .31国税庁告示第 2号）
・　国税関係法令に係る情報通信技術を活用した
行政の推進等に関する省令第10条ただし書に規
定する国税庁長官が定める措置を定める件（令
2 . 3 .31国税庁告示第 3号）

・　国税関係法令に係る情報通信技術を活用した
行政の推進等に関する省令第 5条第 3項、法人
税法施行規則第36条の 3の 2第 6項及び第37条
の15の 2 第 6 項、地方法人税法施行規則第 8条
第 6項並びに消費税法施行規則第23条の 2第 5
項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル
形式を定める件の一部を改正する件（令
2 . 5 .29国税庁告示第 6号）※令和 2年 5月29
日公布
　以下では、これらの法令改正の主な内容につい
て説明することとします。
（参考）　「令和 2 年度税制改正の大綱」（令和元年

12月20日　閣議決定）（抄）

六　納税環境整備

1 　振替納税の通知依頼及びダイレクト納付

の利用届出の電子化

（国　税）

　振替納税の通知依頼及びダイレクト納付

の利用届出について、電子情報処理組織を

使用する方法（e-Tax）により申請等を行う

ことを可能とするとともに、その振替納税

の通知依頼及びダイレクト納付の利用届出

に係る情報を送信する際、その申請等を行

う者の電子署名及び電子証明書の送信を要

しないこととする。

（注）�　上記の改正は、令和 3 年 1 月 1 日以

後に行う申請等について適用する。

2　準確定申告の電子的手続の簡素化

（国　税）

　電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）

による所得税の準確定申告書の提出につい

て、その準確定申告書に記載すべき事項と

併せて申告書確認情報（電子署名及び電子

証明書を送信する相続人（以下「申請等相

続人」という。）以外の相続人がその準確定

申告書に記載すべき事項を確認したことを

証する電磁的記録をいう。）を送信する場合

には、その申請等相続人以外の相続人の電

子署名及び電子証明書の送信を要しないこ

ととする。

（注）�　上記の改正は、令和 2 年分以後の所

得税の準確定申告書を令和 2 年 1 月 1

日以後に提出する場合について適用する。

3 　納税地の異動があった場合の振替納税手

続の簡素化

（国　税）

　振替納税を行っている個人が他の税務署

管内へ納税地を異動した場合において、そ

の個人が提出する納税地の異動届出書等に、

その異動後も従前の金融機関の口座から振

替納税を行う旨を記載したときは、異動後

の所轄税務署長に対してする申告等につい

て振替納税を引き続き行うことを可能とす

るよう、運用上の対応を行う。

（注）�　上記の改正は、令和 3 年 1 月 1 日以

後に提出する納税地の異動届出書等に

ついて実施する。

4　電子帳簿等保存制度の見直し

（国　税）

　国税関係帳簿書類の保存義務者が電子取

引（取引情報の授受を電磁的方式により行

う取引をいう。）を行った場合の電磁的記録

の保存方法の範囲に、次の方法を加える。

⑴　発行者のタイムスタンプが付された電

磁的記録を受領した場合において、その

電磁的記録を保存する方法

⑵　電磁的記録について訂正又は削除を行

った事実及び内容を確認することができ

るシステム（訂正又は削除を行うことが

できないシステムを含む。）において、そ
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の電磁的記録の授受及び保存を行う方法

（注）�　上記の改正は、令和 2 年10月 1 日か

ら施行する。

6 　その他の円滑な申告・納税のための環境

整備

（国　税）

⑴　納税証明書の電子的請求手続等の柔軟化

①　納税証明書の電子的請求について、

電子委任状を添付して行うことを可能

とするとともに、その納税証明書の交

付の請求に係る情報を送信する際、委

任者の電子署名及び電子証明書の送信

を要しないこととする。

②　納税証明書の電子的交付について、

税務署長等の電子署名及び電子証明書

の送信に代えて、真正性を担保するた

めの措置（その納税証明書に記載すべ

き事項が記録されたいわゆる「QRコー

ド」の添付）を講ずることにより、申

請者が納税証明書を複数印刷して使用

することを可能とする。

（注）�　上記の改正は、令和 3 年 7 月 1 日

以後に行う請求について適用する。

⑵　支払調書等の電子的提出方法の柔軟化

　電子情報処理組織を使用する方法

（e-Tax）により提出する支払調書等のフ

ァイル形式に、CSV形式を加える。

（注）�　上記の改正は、令和 3 年 1 月 1 日

以後に提出する支払調書等について

適用する。

7　国外財産調書制度等の見直し

（国　税）

　国外財産調書制度等について、次の見直

しを行う。

⑴　相続国外財産に係る相続直後の国外財

産調書等への記載の柔軟化

　相続の開始の日の属する年（以下「相

続開始年」という。）の12月31日において

その有する国外財産に係る国外財産調書

については、その相続又は遺贈により取

得した国外財産（以下「相続国外財産」

という。）を記載しないで提出することが

できることとする。この場合において、

国外財産調書の提出義務については、国

外財産の価額の合計額からその相続国外

財産の価額の合計額を除外して判定する

（財産債務調書における相続財産（相続又

は遺贈により取得した財産をいう。以下

同じ。）についても同様とする。）。

（注）�　上記の改正は、令和 2 年分以後の

国外財産調書又は財産債務調書につ

いて適用する。

⑵　国外財産調書の提出がない場合等の過

少申告加算税等の加重措置の見直し

①　国外財産調書の提出がない場合等の

過少申告加算税等の加重措置（以下「加

算税の加重措置」という。）の適用対象

に、相続国外財産に対する相続税に関

し修正申告等（修正申告書若しくは期

限後申告書の提出又は更正若しくは決

定をいう。以下同じ。）があった場合を

加える。

②　次のいずれかに該当する場合には、

加算税の加重措置は適用しないことと

する（財産債務調書における相続財産

についても同様とする。）。

イ　その年の12月31日において相続国

外財産を有する者（その価額の合計

額が提出基準額（5,000万円）を上回

る国外財産（相続国外財産を除く。）

を有する者を除く。）の責めに帰すべ

き事由がなく提出期限内に国外財産

調書の提出がない場合

ロ　その年の12月31日において相続国

外財産を有する者の責めに帰すべき

事由がなく国外財産調書に記載すべ

き相続国外財産についての記載がな

い場合（記載不備の場合を含む。）

⑶　過少申告加算税等の特例の適用の判定

の基礎となる国外財産調書等の見直し
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　相続国外財産に対する相続税に関し修

正申告等があった場合の過少申告加算税

等の特例の適用の判定の基礎となる国外

財産調書について、次に掲げる措置の区分

に応じそれぞれ次に定める国外財産調書と

する（次の①については、財産債務調書に

おける相続財産についても同様とする。）。

①　国外財産調書の提出がある場合の過

少申告加算税等の軽減措置（以下「加

算税の軽減措置」という。）　次に掲げ

る国外財産調書のいずれか

イ　被相続人の相続開始年の前年分の

国外財産調書

ロ　相続人の相続開始年の年分の国外

財産調書

ハ　相続人の相続開始年の翌年分の国

外財産調書

②　加算税の加重措置　上記①イからハ

までに掲げる国外財産調書の全て

（注 1）�　上記⑵①の場合の加算税の加重

措置は、上記①ハに掲げる国外財

産調書の提出義務がない相続人に

ついては、適用しない。

（注 2）�　上記⑴により国外財産調書に記

載しないことができる相続国外財

産に係る所得税に関し修正申告等

があった場合の加算税の加重措置

は、相続開始年の年分については、

適用しない。

⑷　国外財産調書に記載すべき国外財産に

関する書類の提示又は提出がない場合の

加算税の軽減措置及び加重措置の特例の

創設

　国外財産を有する者が、国税庁等の当

該職員から国外財産調書に記載すべき国

外財産の取得、運用又は処分に係る書類

のうち、その者が通常保存し、又は取得

することができると認められるもの（そ

の電磁的記録又はその写しを含む。）の提

示又は提出を求められた場合において、

その提示又は提出を求められた日から60

日を超えない範囲内においてその提示又

は提出の準備に通常要する日数を勘案し

て当該職員が指定する日までにその提示

又は提出をしなかったとき（その者の責

めに帰すべき事由がない場合を除く。）に

おける加算税の軽減措置及び加重措置の

適用については、次のとおりとする。

①　その国外財産に係る加算税の軽減措

置は、適用しない。

②　その国外財産に係る加算税の加重措

置については、その加算する割合を10

％（適用前加算割合： 5％）とする。

（注）�　上記②については、上記⑵②イ又

はロに該当する場合には、その加算

する割合を 5 ％（適用前加算割合：

なし）とする。

⑸　その他所要の措置を講ずる。

（注）�　上記⑵から⑸までの改正は、令和

2 年分以後の所得税又は令和 2 年 4

月 1 日以後に相続若しくは遺贈によ

り取得する財産に係る相続税につい

て適用する。

8 　国外取引等の課税に係る更正決定等の期

間制限の見直し

（国　税）

　国外取引等の課税に係る更正決定等の期

間制限について、次の見直しを行う。

⑴　次の①に掲げる事由が生じた場合にお

いて、次の②に掲げる事由に基づいてす

る更正決定等について、租税条約等の相

手国等に対して情報提供要請に係る書面

が発せられた日から 3 年間は、行うこと

ができることとする。

①　国税庁等の当該職員が納税者に国外

取引又は国外財産に関する書類（その

電磁的記録又はその写しを含む。）の提

示又は提出を求めた場合において、そ

の提示又は提出を求めた日から60日を

超えない範囲内においてその準備に通
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常要する日数を勘案して当該職員が指

定する日までにその提示又は提出がな

かったこと（納税者の責めに帰すべき

事由がない場合を除く。）。

②　国税庁長官（その委任を受けた者を

含む。）が租税条約等の規定に基づきそ

の租税条約等の相手国等に上記①の国

外取引又は国外財産に関する情報提供

要請をした場合（その情報提供要請が

更正決定等をすることができないこと

となる日の 6 月前の日以後にされた場

合を除くものとし、その情報提供要請

をした旨の納税者への通知が情報提供

要請をした日から 3 月以内にされた場

合に限る。）において、その課税標準等

又は税額等に関し、租税条約等の相手

国等から提供があった情報に照らし非

違があると認められること。

（注）�　上記の「国外取引」とは、非居住

者又は外国法人との間で行う資産の

販売、資産の購入、役務の提供その

他の取引（非居住者又は外国法人が

提供する場を利用して行われる取引

を含む。）をいう。

⑵　上記⑴に併せて、国外取引等の課税に

係る更正決定等により納付すべき国税の

消滅時効等について所要の整備を行う。

（注）�　上記の改正は、令和 2 年 4 月 1 日以

後に法定申告期限等が到来する国税に

ついて適用する。

9　利子税・還付加算金等の割合の引下げ

（国　税）

　利子税・還付加算金等の割合について、

次の見直しを行う。

⑴　利子税の割合は、各年の利子税特例基

準割合が年7.3％未満の場合には、その年

中においては、次に掲げる利子税の区分

に応じそれぞれ次に定める割合とする。

①　次の②以外の利子税　その利子税特

例基準割合

②　相続税及び贈与税に係る利子税　こ

れらの利子税の割合に、その利子税特

例基準割合が年7.3％に占める割合を乗

じて得た割合

（注）�　上記の「利子税特例基準割合」とは、

各年の前々年の 9 月から前年の 8 月

まで（現行：前々年の10月から前年

の 9 月まで）の各月における銀行の

新規の短期貸出約定平均金利の合計

を12で除して得た割合として各年の

前年の11月30日まで（現行：12月15

日まで）に財務大臣が告示する割合

（以下「平均貸付割合」という。）に

年0.5％（現行：年 1 ％）の割合を加

算した割合をいう。

⑵　納税の猶予等の適用を受けた場合（延

滞税の全額が免除される場合を除く。）の

延滞税の割合は、納税の猶予等をした期

間の猶予特例基準割合が年7.3％未満の場

合には、その期間においては、その猶予

特例基準割合とする。

（注 1）�　上記の「猶予特例基準割合」とは、

平均貸付割合に年0.5％（現行：年

1％）の割合を加算した割合をいう。

（注 2）�　上記⑵以外の延滞税の割合につ

いては、従前どおりの割合とする。

⑶　還付加算金の割合は、各年の還付加算

金特例基準割合が年7.3％未満の場合には、

その年中においては、その還付加算金特

例基準割合とする。

（注）�　上記の「還付加算金特例基準割合」

とは、平均貸付割合に年0.5％（現

行：年 1 ％）の割合を加算した割合

をいう。

⑷　利子税・還付加算金等の割合について

0 ％となることのないよう下限を整備す

るほか、所要の措置を講ずる。

（注）�　上記の改正は、令和 3 年 1 月 1 日以

後の期間に対応する利子税・還付加算

金等について適用する。
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10　その他の課税関係の整備・適正化等

（国　税）

⑴　期限到来間際にされた申告に係る加算

税の賦課決定期限の整備

　賦課決定をすることができないことと

なる日前 3 月以内にされた納税申告書の

提出又は納税の告知を受けることなくさ

れた源泉所得税等の納付（調査による更

正決定又は納税の告知を予知してされた

ものを除く。）に係る無申告加算税又は不

納付加算税の賦課決定について、その提

出又は納付がされた日から 3 月を経過す

る日まで、行うことができることとする

とともに、これらの賦課決定により納付

すべき国税の消滅時効等について所要の

整備を行う。

（注）�　上記の改正は、令和 2 年 4 月 1 日

以後に法定申告期限等が到来する国

税に係る加算税について適用する。

⑵　口頭意見陳述におけるテレビ会議シス

テムの利用

　審査請求及び再調査の請求における口

頭意見陳述について、一般的な行政不服

審査と同様に、テレビ会議システムを用

いて行うことができることとする。

（注）�　上記の改正は、令和 3 年 1 月 1 日

以後にされる審査請求又は再調査の

請求に係る口頭意見陳述について適

用する。

⑶　不動産公売等における暴力団員等の買

受け防止措置の創設

　国税の不動産の公売等について、民事

の不動産の競売における暴力団員等によ

る買受けの防止措置と同様に、次の措置

を講ずる。

①　公売財産（不動産に限る。以下「公

売不動産」という。）の入札等（入札又

は競り売りに係る買受けの申込みをい

う。以下同じ。）をしようとする者は、

暴力団員等でない旨を陳述しなければ、

入札等をすることができないこととする。

②　税務署長は、公売不動産の最高価申

込者等（最高価申込者及び次順位買受

申込者をいう。以下同じ。）が暴力団員

等に該当するか否かについて、その税

務署の所在地を管轄する都道府県警察

に照会しなければならないこととする。

③　税務署長は、公売不動産の最高価申

込者等が暴力団員等に該当すると認め

る場合には、最高価申込者等とする決

定を取り消すことができるものとする。

④　上記①の陳述について、虚偽陳述に

対する罰則を設ける。

⑤　その他所要の措置を講ずる。

（注）�　上記の改正は、令和 3 年 1 月 1 日

以後に行う公告に係る公売等につい

て適用する。

一�　企業等の生産性向上を促すための電子帳簿等保存制度の見直し

1 　改正前の制度の概要

　所得税法や法人税法では、取引相手から受け取
った請求書や領収書などの書類（以下「請求書
等」といいます。）は、原則 7 年間保存しなけれ
ばならないこととされています（所法148、所規
63、法法126、法規59等）。請求書等の授受につい
て、書面で行うか電子的なデータで行うかは納税

者の任意に委ねられていますが、電子的に受領し
た請求書等のデータを保存する場合には、電子帳
簿保存法に基づき、所定の方法によることが求め
られています。
　具体的には、所得税（源泉徴収に係る所得税を
除きます。）及び法人税に係る保存義務者は、電
子取引を行った場合には、書面又はマイクロフィ
ルムに出力して保存する場合を除き、その電子取
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引の取引情報に係る電磁的記録を、その取引情報
の受領が書面により行われたとした場合又はその
取引情報の送付が書面により行われその写しが作
成されたとした場合に、国税に関する法律の規定
により、その書面を保存すべきこととなる場所に、
その書面を保存すべきこととなる期間、次の⑴に
掲げる真実性の確保のための措置のいずれかを行
い、⑵の可視性の確保、⑶の電子計算機処理システ
ムの概要書等の備付け及び⑷の検索機能の確保を
行って保存しなければならないこととされていま
す（電子帳簿保存法10、旧電子帳簿保存法規則 8①）。
（注 1）　上記の「保存義務者」とは、国税に関す

る法律の規定により国税関係帳簿書類（国

税に関する法律の規定により備付け及び保

存をしなければならないこととされている

帳簿（国税関係帳簿）又は国税に関する法

律の規定により保存をしなければならない

こととされている書類（国税関係書類）を

いいます。）の保存をしなければならないこ

ととされている者をいいます（電子帳簿保

存法 2四）。
（注 2）　上記の「電子取引」とは、取引情報（取

引に関して受領し、又は交付する注文書、

契約書、送り状、領収書、見積書その他こ

れらに準ずる書類に通常記載される事項を

いいます。以下同じです。）の授受を電磁的

方式により行う取引をいいます（電子帳簿

保存法 2六）。

⑴　真実性の確保
①　取引情報の授受後遅滞なく、その電磁的記
録の記録事項にタイムスタンプを付すととも
に、その電磁的記録の保存を行う者又はその
者を直接監督する者に関する情報を確認する
ことができるようにしておくこと（旧電子帳
簿保存法規則 8①一）。
②　その電磁的記録の記録事項について正当な
理由がない訂正及び削除の防止に関する事務
処理の規程を定め、その規程に沿った運用を
行い、その電磁的記録の保存に併せてその規

程の備付けを行うこと（旧電子帳簿保存法規
則 8①二）。

⑵　可視性の確保
　国税関係書類に係る電磁的記録の保存をする
場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用
に供することができる電子計算機、プログラム、
ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作
説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプ
レイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭
な状態で、速やかに出力することができるように
しておくこと（電子帳簿保存法規則 3①四、8①）。

⑶　システムの概要書等の備付け
　自社開発のプログラムを使用する場合には、
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に
併せて、その電磁的記録に係る電子計算機処理
システムの概要を記載した書類の備付けを行う
こと（電子帳簿保存法規則3①三イ、3⑤七、8①）。

⑷　検索機能の確保
　次の要件を満たす検索機能を確保しておくこ
と（電子帳簿保存法規則 3①五、3⑤七、8①）。
①　取引年月日その他の日付、取引金額その他
の国税関係書類の種類に応じた主要な記録項
目を検索の条件として設定することができる
こと。
②　日付又は金額に係る記録項目については、
その範囲を指定して条件を設定することがで
きること。
③　 2以上の任意の記録項目を組み合わせて条
件を設定することができること。

2 　改正の内容

　近年、ICT の進展に伴い、多様な手段により
データの適正性を確保することが可能となってい
ます。また、例えば、従業員によるスマートフォ
ンのアプリを利用したキャッシュレス決済や、ア
プリ提供業者から直接提供されるデータを活用し
た経費精算などの新しいシステムも広まってきて
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います。
　そのような中、政府税制調査会の「経済社会の
構造変化を踏まえた令和時代の税制のあり方」
（令和元年 9 月26日）では、「ICT の活用により、
企業等の業務プロセスの簡素化・効率化や誤りの
未然防止等を図る観点から、企業等の規模や業種
に応じた経理・税務手続の実態を踏まえた上で、
データの適正性の確保にも配慮しつつ、電子帳簿
等保存制度の見直しを進めるべきである。」との
指摘がなされていました。
　電子的な請求書等や各種決済データを経理に活
用すれば、取引先あるいは社内他部署との間にお
いて書面の授受を行う必要はなくなります。また、
それらのデータが電子帳簿と連携すれば、記帳の
正確性を確保する観点からも有益です。
　今回の改正においては、こうした利点を踏まえ、
請求書等の電子化を推進し、バックオフィスの効
率化による企業等の生産性向上を図る観点から、
電子取引を行った場合の電磁的記録の保存要件を
緩和（選択肢の追加）する見直しが行われました。
　具体的には、上記 1 ⑴の真実性の確保の要件を
満たす措置の範囲に、次の措置が追加されました。
⑴　電子取引の取引情報に係る電磁的記録の記録
事項にタイムスタンプが付された後、その取引
情報の授受を行うこと（電子帳簿保存法規則 8
①一）。これにより、タイムスタンプの付与に
よる真実性の確保については、従前の受領者側
によるタイムスタンプの付与（上記 1 ⑴①参
照）か、今般の発行者側によるタイムスタンプ
の付与のいずれかの措置を行うことにより、そ
の要件を満たすこととなります。
（注）　上記のタイムスタンプは、一般財団法人日

本データ通信協会が認定する業務に係るもの

で、次の要件を満たすものに限られています

（電子帳簿保存法規則 3⑤二ロ）。

①�　その記録事項が変更されていないことに

ついて、国税関係書類の保存期間を通じ、

その業務を行う者に対して確認する方法そ

の他の方法により確認することができること。

②�　課税期間中の任意の期間を指定し、その

期間内に付したタイムスタンプについて、

一括して検証することができること。

⑵　次の要件のいずれかを満たす電子計算機処理
システムを使用して、電子取引の取引情報の授
受及びその電磁的記録の保存を行うこと（電子
帳簿保存法規則 8①三）。
①　その電磁的記録の記録事項について訂正又
は削除を行った場合には、これらの事実及び
内容を確認することができること。
（注）　上記①の措置については、例えば、電磁

的記録の記録事項を直接に訂正又は削除を

行った場合には、訂正・削除前の記録事項

及び訂正・削除の内容について、その電磁

的記録又は別の電磁的記録（訂正・削除前

の履歴ファイル）に自動的に記録されるシ

ステム等が該当することとなります（電子

帳簿保存法取扱通達10－ 2 前段）。

②　その電磁的記録の記録事項について訂正又
は削除を行うことができないこと。
（注）　上記②の措置については、例えば、電磁

的記録の記録事項に係る訂正・削除につい

て、物理的にできない仕様とされているシ

ステム等が該当することとなります（電子

帳簿保存法取扱通達10－ 2 後段）。
（参考）　経済社会の構造変化を踏まえた令和時代

の税制のあり方（令和元年 9 月26日　政府

税制調査会）（抄）

第二　令和時代の税制のあり方

4．デジタル時代における納税環境の整備

と適正・公平な課税の実現

⑵　ICTを活用した納税者利便の向上

②　電子帳簿等保存制度の見直し

　納税者の利便性の更なる向上を図

りつつ、同時に取引や申告の段階か

ら正確な手続を行うことができるよ

うな仕組みを構築する観点からは、

電子的に授受された請求書や領収書

等のデータがそのまま帳簿データに

反映されることが望ましい。また、

事後的な検証も可能となるよう、そ
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れらのデータが適正な形式で保存さ

れることは、令和 5 年10月以降、原

則として全ての消費税課税事業者に

適用される適格請求書等保存方式（い

わゆるインボイス制度）の円滑な実

施にも資すると考えられる。

　帳簿や請求書等のデータについて

は、平成10年に導入された電子帳簿

等保存制度により、所定の要件の下、

電子的に保存を行うことが認められ

ている。例えば、取引相手から電子

的に受信した請求書等のデータは、

タイムスタンプを付すなどデータの

適正性を確保するための所定の措置

をとった上で、データのまま保存す

ることが認められている。しかし、

ICTの進展に伴い、現在ではこのほ

かにも多様な手段によりデータの適

正性を確保することが可能となって

いると考えられる。また、例えば、

従業員によるスマートフォンのアプ

リを利用したキャッシュレス決済や、

アプリ提供業者から直接提供される

データを活用した経費精算など、電

子帳簿等保存制度の導入時には想定

していなかったデータの授受やその

活用方法も見られるようになっている。

　このようなICTの活用により、企

業等の業務プロセスの簡素化・効率

化や誤りの未然防止等を図る観点か

ら、企業等の規模や業種に応じた経

理・税務手続の実態を踏まえた上で、

データの適正性の確保にも配慮しつ

つ、電子帳簿等保存制度の見直しを

進めるべきである。

○ バックオフィスの効率化による企業等の生産性向上を図る観点から、請求書や領収書等の授受及び保存について電子化
　 を推進することが重要。また、クラウドを活用したサービスやキャッシュレス決済の普及などを踏まえ、国税関係書類
　 の保存の在り方についても時代に即したものとなるよう見直していくことが必要。
○ こうした観点から、電子的に受領した請求書等をデータのまま保存する場合の要件（選択肢）について、①ユーザーが
　 自由にデータを改変できないシステム（サービス）等を利用している場合、②発行者側でデータにタイムスタンプ（注）

　 を付与している場合の 2 類型を追加する（令和 2 年 10 月 1 日施行）。

（電子的に受領した請求書等をデータのまま保存する場合の要件）

a．データの受領後遅滞なくタイムスタンプを付与、又は
b．改ざん防止等のための事務処理規程を作成し運用

※いずれの場合もデータが適正に保存されていれば、紙の請求書や領収書等の受領やスキャン作業は不要。
⇒ 経理・税務手続の電子化・自動化により、バックオフィスの効率化に寄与。

c．ユーザー（受領者）が自由にデータを改変できない
　システム（サービス）等を利用
d．発行者側でタイムスタンプを付与

（発行者側で付している場合も必要） （ユーザーによるデータ改変ができないことが条件）

発行者 受領者

請求書発行者

受領者

参照

決済データ等

アプリ業者等

受領者側にてタイムスタンプを付与 クラウド会計・経費精算サービス等

改正前 改正後（左記に加え以下も可）

（注）一定の時刻からデータが変更されていないこと等を証明するための仕組み

（注）紙で受領した請求書等をスキャンしたデータを保存する場合には
　 税務署長の承認が必要だが、もともと電子的に受領したデータにつ
　 いては同承認は不要。

企業等の生産性向上を促すための電子帳簿等保存制度の見直し
（参考図表①）
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3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 2年10月 1 日から施行さ

れ（改正電子帳簿保存法規則附則①）、同日以後
に行う電磁的記録の保存について適用されること
となります。

二　国外取引等に係る適正な課税を確保するための方策の整備

Ⅰ　改正の背景等

　近年、経済社会の国際化が進む中、国外取引等
について適正・公平な課税を実現することは重要
となっています。
　適正・公平な課税を実現するためには、税務調
査などにおいて、納税者等から事実認定に必要と
なる資料を収集することが必要不可欠となります
が、我が国の税務調査は、納税者の理解と協力を
得て、その承諾の下に行うことが基本とされてお
り、また、訴訟においては、課税処分の立証責任
は一般的には課税庁側にあることとされているた
め、納税者が自己に不利益な情報を故意に秘匿す
ることにより税負担を免れることがあれば、誠実
に納税を行っている納税者からの税制への信頼を
損ないかねません。
　また、国外取引や国外財産については、執行管
轄権の制約上、税務当局が相手国に赴いて直接事
実関係を確認することは困難であるのが実情であ
るため、租税条約等に基づく税務当局間の情報交
換制度が積極的に活用されていますが、巧妙・悪
質な場合には、取引内容や資金の流れの全貌を解
明するため、何度も情報交換を行う必要があるな
ど、相当な時間を要することがあります。
　そのような中、政府税制調査会の「経済社会の
構造変化を踏まえた令和時代の税制のあり方」
（令和元年 9月26日）では、「国外において行われ
た取引等に係る情報については、執行管轄権の制
約上、税務当局が直接現地に赴いて事実関係を確
認することが困難であることから、納税者に一定
の説明責任を求めるなど、適正な情報開示を促す
ための仕組み等について検討する必要」があり、
「違法・不当な行為を抑止し、その的確な是正を
図る観点から、加算税や延滞税、更正の期間制限

といった基本的な枠組みについても、総合的に検
討を行っていく必要がある」との指摘がなされて
いました。
　今回の改正においては、こうした政府税制調査
会の指摘を踏まえ、納税者からの情報開示を促す
観点から、国外財産調書制度等の見直し及び国外
取引等の課税に係る更正決定等の期間制限の見直
しが行われました。
　以下では、これらの見直しの内容について説明
することとします。
（参考）　経済社会の構造変化を踏まえた令和時代

の税制のあり方（令和元年 9 月26日　政府

税制調査会）（抄）

第二　令和時代の税制のあり方

4．デジタル時代における納税環境の整備

と適正・公平な課税の実現

⑶　適正・公平な課税の実現

　ICTの活用等により、納税者が自主

的に適正な申告や納税を行うことがで

きるよう環境を整備していくことが重

要である一方、こうした自主的な適正

申告等を担保するためにも、高額・悪

質な脱税や不正還付等の事案に対して

は、厳正かつ的確に対処していく必要

がある。

　経済社会の国際化が進む中、共通報

告基準（CRS）に基づく非居住者の金

融口座情報の自動的情報交換を整備す

るとともに、暗号資産取引やインター

ネットを通じた業務請負など、経済活

動の多様化が進む中、事業者等に対す

る情報照会など、税務当局が高額・悪

質な脱税等の端緒を把握するための制

度については、これまでも順次整備が

─�763�─

――国税通則法等の改正――



進められてきた。引き続き、デジタル・

プラットフォーマーの果たすべき役割

を含め、適正・公平な課税を実現する

ための仕組みについて、検討を進めて

いくことが重要である。一方、富裕層

による海外投資や多国籍企業による事

業活動等に対する適正な課税を確保す

るためには、実際に税務調査を実施し、

複雑な取引の実態を解明することが不

可欠である。この点、日本の税務調査は、

従来、納税者の理解と協力を得て、そ

の承諾の下に行うことが基本とされて

おり、また、裁判上、課税処分の立証

責任は一般的に課税庁側にあることと

されている。このような枠組みの下で、

納税者が自己に不利益な情報を故意に

秘匿することにより税負担を免れるこ

とがあれば、誠実に納税を行っている

国民からの税制への信頼を損ないかね

ず、放置してはならない。

　特に国外において行われた取引等に

係る情報については、執行管轄権の制

約上、税務当局が直接現地に赴いて事

実関係を確認することが困難であるこ

とから、納税者に一定の説明責任を求

めるなど、適正な情報開示を促すため

の仕組み等について検討する必要があ

る。また、富裕層や多国籍企業等によ

る複雑なタックスプランニングについ

ては、BEPSプロジェクトでベストプラ

クティスとして取り上げられた義務的

開 示 制 度（MDR：Mandatory�Disclo-

sure�Rules）など、諸外国の取組等も参

考にしつつ、税務当局が的確に把握で

きるような仕組みの構築に向けて、検

討を行っていくことが重要である。

　こうした国外取引やタックスプラン

ニングに限らず、税務当局が課税関係

の判断に必要な情報を求めるための制

度や、その運用のあり方については、

経済社会や税制自体の変化も踏まえつ

つ、不断の見直しを行っていかなけれ

ばならない。その際、納税者による情

報開示を促すための仕組みや、納税者

の予見可能性を高めるための方策につ

いても検討が必要である。さらに、経

済取引の複雑化に伴い、税務に関する

不正の手口もますます巧妙化していく

中、違法・不当な行為を抑止し、その

的確な是正を図る観点から、加算税や

延滞税、更正の期間制限といった基本

的な枠組みについても、総合的に検討

を行っていく必要がある。

Ⅱ　国外財産調書制度等の見直し

1　改正前の制度の概要

⑴　国外財産調書制度
①　国外財産調書の提出
　居住者（非永住者を除きます。以下同じで
す。）は、その年の12月31日においてその価
額の合計額が5,000万円を超える国外財産を
有する場合には、その者の氏名、住所又は居
所及び個人番号並びにその国外財産の種類、
数量及び価額その他必要な事項を記載した調
書（以下「国外財産調書」といいます。）を、
その年の翌年の 3月15日までに、所轄税務署
長に提出しなければならないこととされてい
ます（旧国外送金等調書法 5①）。
　ただし、提出期限まで（その年の翌年の 1
月 1日から 3月15日まで）に国外財産調書を
提出しないで死亡し、又は出国をしたときは、
国外財産調書の提出を要しないこととされて
います（旧国外送金等調書法 5①ただし書）。
②　過少申告加算税等の特例
イ　国外財産調書の提出がある場合の過少申
告加算税等の軽減措置
　国外財産に係る所得税又は国外財産に対
する相続税に関し申告漏れ（過少申告）又
は無申告（以下「国外財産に係る事実」と
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いいます。）による修正申告書若しくは期
限後申告書の提出又は更正若しくは決定
（以下「修正申告等」といいます。）があり、
過少申告加算税又は無申告加算税の適用が
ある場合において、提出期限内に提出され
た国外財産調書にその修正申告等の基因と
なる国外財産についての記載があるときは、
その修正申告等につき課される過少申告加
算税の額又は無申告加算税の額については、
その「国外財産に係る事実」に基づく本税
額（その過少申告加算税の額又は無申告加
算税の額の計算の基礎となるべき本税額）
の 5％に相当する金額を控除した金額とす
ることとされています（旧国外送金等調書
法 6①）。
ロ　国外財産調書の提出がない場合等の過少
申告加算税等の加重措置
　国外財産に係る所得税に関し申告漏れ
（過少申告）又は無申告による修正申告等
（死亡した者に係るものを除きます。）があ
り、過少申告加算税又は無申告加算税の適
用がある場合において、提出期限内に国外
財産調書の提出がないとき、又は提出され
た国外財産調書にその修正申告等の基因と
なる国外財産についての記載がないとき
（重要な事項の記載が不十分であると認め
られるときを含みます。）は、その修正申
告等につき課される過少申告加算税の額又
は無申告加算税の額については、その「国
外財産に係る事実」に基づく本税額（その
過少申告加算税の額又は無申告加算税の額
の計算の基礎となるべき本税額）の 5％に
相当する金額を加算した金額とすることと
されています（旧国外送金等調書法 6②）。
ハ　この特例の適用の判定の基礎となる国外
財産調書
　上記の国外財産調書の提出がある場合の
過少申告加算税等の軽減措置又は国外財産
調書の提出がない場合等の過少申告加算税
等の加重措置の適用に当たり、その提出の

有無や国外財産の記載の有無を判定する国
外財産調書は、次に掲げる場合の区分に応
じそれぞれ次に定める国外財産調書とされ
ています（旧国外送金等調書法 6③）。
イ　国外財産に係る所得税に関する修正申
告等である場合��その修正申告等に係
る年分の国外財産調書（その年の中途に
おいてその修正申告等の基因となる国外
財産を譲渡等により有しないこととなっ
た場合には、その修正申告等に係る年分
の前年分の国外財産調書）
ロ　国外財産に対する相続税に関する修正
申告等である場合��次に掲げる国外財
産調書のいずれか
ａ　その相続税に係る被相続人（遺贈
（死因贈与を含みます。以下同じで
す。）をした者を含みます。以下同じ
です。）の相続の開始の日の属する年
（以下「相続開始年」といいます。）の
前年分の国外財産調書（被相続人がそ
の提出期限までに相続開始年の前年分
の国外財産調書を提出しないで死亡し
た場合には、被相続人の相続開始年の
前々年分の国外財産調書）
ｂ　その相続税に係る相続人（遺贈によ
り財産を取得した者を含みます。以下
同じです。）の相続開始年の年分の国
外財産調書

⑵　財産債務調書制度
①　財産債務調書の提出
　所得税の申告書を提出すべき者は、その申
告書に記載すべきその年分の総所得金額及び
山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、
かつ、その年の12月31日においてその価額の
合計額が 3億円以上の財産又はその価額の合
計額が 1億円以上の国外転出特例対象財産を
有する場合には、その者の氏名、住所又は居
所及び個人番号（個人番号を有しない者にあ
っては、氏名及び住所又は居所）並びにその
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者が同日において有する財産の種類、数量及
び価額並びに債務の金額その他必要な事項を
記載した調書（以下「財産債務調書」といい
ます。）を、その年の翌年の 3 月15日までに、
所轄税務署長に提出しなければならないこと
とされています（旧国外送金等調書法 6の 2
①）。
　ただし、提出期限まで（その年の翌年の 1
月 1日から 3月15日まで）に、財産債務調書
を提出しないで死亡したときは、財産債務調
書の提出を要しないこととされています（旧
国外送金等調書法 6の 2①ただし書）。
（注）　上記の「国外転出特例対象財産」とは、

所得税法第60条の 2 第 1 項に規定する有価

証券等並びに同条第 2 項に規定する未決済

信用取引等及び同条第 3 項に規定する未決

済デリバティブ取引に係る権利をいいます

（旧国外送金等調書法 6の 2①）。

②　過少申告加算税等の特例
イ　財産債務調書の提出がある場合の過少申
告加算税等の軽減措置
　財産債務に係る所得税又は財産に対する
相続税に関し申告漏れ（過少申告）又は無
申告（以下「財産債務に係る事実」といい
ます。）による修正申告等があり、過少申
告加算税又は無申告加算税の適用がある場
合において、提出期限内に提出された財産
債務調書に、その修正申告等の基因となる
財産又は債務についての記載があるときは、
その修正申告等につき課される過少申告加
算税の額又は無申告加算税の額については、
その財産債務に係る事実に基づく本税額
（その過少申告加算税の額又は無申告加算
税の額の計算の基礎となるべき本税額）の
5％に相当する金額を控除した金額とする
こととされています（旧国外送金等調書法
6の 3①、 6①）。

ロ　財産債務調書の提出がない場合等の過少
申告加算税等の加重措置
　財産債務に係る所得税に関し申告漏れ

（過少申告）又は無申告による修正申告等
（死亡した者に係るものを除きます。）があ
り、過少申告加算税又は無申告加算税の適
用がある場合において、提出期限内に財産
債務調書の提出がないとき、又は提出され
た財産債務調書にその修正申告等の基因と
なる財産若しくは債務についての記載がな
いとき（重要な事項の記載が不十分である
と認められるときを含みます。）は、その
修正申告等につき課される過少申告加算税
の額又は無申告加算税の額については、そ
の財産債務に係る事実に基づく本税額（そ
の過少申告加算税の額又は無申告加算税の
額の計算の基礎となるべき本税額）の 5％
に相当する金額を加算した金額とすること
とされています（旧国外送金等調書法 6の
3②、 6②）。

ハ　この特例の適用の判定の基礎となる財産
債務調書
　上記の財産債務調書の提出がある場合の
過少申告加算税等の軽減措置又は財産債務
調書の提出がない場合等の過少申告加算税
等の加重措置の適用に当たり、その提出の
有無や財産又は債務の記載の有無を判定す
る財産債務調書は、次に掲げる場合の区分
に応じそれぞれ次に定める財産債務調書と
されています（旧国外送金等調書法 6の 3
③、 6③）。
イ　財産債務に係る所得税に関する修正申
告等である場合��その修正申告等に係
る年分の財産債務調書（その年の中途に
おいてその修正申告等の基因となる財産
又は債務を譲渡等により有しないことと
なった場合には、その修正申告等に係る
年分の前年分の財産債務調書）
ロ　財産に対する相続税に関する修正申告
等である場合��次に掲げる財産債務調
書のいずれか
ａ　その相続税に係る被相続人の相続開
始年の前年分の財産債務調書（被相続

─�766�─

――国税通則法等の改正――



人がその提出期限までに相続開始年の
前年分の財産債務調書を提出しないで
死亡した場合には、被相続人の相続開
始年の前々年分の財産債務調書）
ｂ　その相続税に係る相続人の相続開始
年の年分の財産債務調書

2 　改正の内容

⑴　相続国外財産に係る相続直後の国外財産調書
等の記載の柔軟化
①　国外財産調書の記載の柔軟化
　相続開始年の12月31日においてその価額の
合計額が5,000万円を超える国外財産を有す
る相続人は、相続開始年の年分の国外財産調
書については、その相続又は遺贈により取得
した国外財産（以下「相続国外財産」といい
ます。）を除外して、国外財産調書を提出す
ることができることとされました（国外送金
等調書法 5②）。
　この場合において、相続開始年の年分の国
外財産調書の提出義務については、国外財産
の価額の合計額から相続開始年に取得した相
続国外財産の価額の合計額を除外して判定す
ることとされました（国外送金等調書法 5②
後段）。
②　財産債務調書の記載の柔軟化
　財産債務調書についても、国外財産調書と
同様の見直しが行われ、相続開始年の年分の
所得税の申告書に記載すべき総所得金額及び
山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、
かつ、相続開始年の12月31日においてその価
額の合計額が 3億円以上の財産又はその価額
の合計額が 1億円以上の国外転出特例対象財
産を有する相続人は、相続開始年の年分の財
産債務調書については、その相続又は遺贈に
より取得した財産又は債務（以下「相続財産
債務」といいます。）を除外して、財産債務
調書を提出することができることとされまし
た（国外送金等調書法 6の 2②）。
　この場合において、相続開始年の年分の財

産債務調書の提出義務については、財産の価
額の合計額から相続開始年に相続又は遺贈に
より取得した財産の価額の合計額を除外して
判定することとされました（国外送金等調書
法 6の 2②後段）。

⑵　国外財産調書等の提出がない場合等の過少申
告加算税等の加重措置の見直し
①　国外財産調書の提出がない場合等の過少申
告加算税等の加重措置の見直し
イ　国外財産調書の提出がない場合等の過少
申告加算税等の加重措置の適用対象に、国
外財産に対する相続税に関し修正申告等が
あった場合が追加されました（国外送金等
調書法 6 ③）。ただし、その修正申告等が
相続税に関するものである場合には、次に
掲げる者については、国外財産調書の提出
がない場合等の過少申告加算税等の加重措
置は、適用しないこととされています（国
外送金等調書法 6⑤）。
イ　その相続税に係る相続人で相続開始年
の翌年分の国外財産調書の提出義務がな
いもの
ロ　その相続税に係る相続人で相続開始年
の翌年の12月31日においてその修正申告
等の基因となる相続国外財産を有しない
もの

（注）　上記の国外財産に対する相続税に関し

修正申告等があった場合の過少申告加算

税等の加重措置は、下記⑶①ロにあると

おり、被相続人の相続開始年の前年分の

国外財産調書、相続人の相続開始年の年

分の国外財産調書及び相続人の相続開始

年の翌年分の国外財産調書の全ての提出

がない悪質なケースを念頭に置いて講じ

られたものです。他方で、例えば、提出

義務がある被相続人が相続開始年の前年

分の国外財産調書を提出せず、相続人が

上記⑴①の措置により、相続国外財産を

除外することにより相続開始年の年分の
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国外財産調書の提出を省略し、その後、

相続開始年の翌年の12月31日までにその

相続国外財産の譲渡等をしたことにより、

相続人が相続開始年の翌年分の国外財産

調書の提出義務がないといったケースで

は、被相続人又は相続人に提出義務があ

る国外財産調書は被相続人の相続開始年

の前年分の国外財産調書のみとなり、被

相続人の国外財産調書の提出がないこと

のみに基因して国外財産調書の提出がな

い場合等の過少申告加算税等の加重措置

が適用されてしまうのは酷であるため、

相続開始年の翌年分の国外財産調書の提

出義務がない相続人については、国外財

産調書の提出がない場合等の過少申告加

算税等の加重措置は適用しないこととさ

れています。

　また、相続税は、課税遺産総額の各法

定相続人の法定相続分相当額に対して税

率を適用して相続税の総額が計算され、

その相続税の総額について実際の相続割

合で按分して各相続人の税額が計算され

るため、ある相続人に相続国外財産の申

告漏れがあった場合には、その申告漏れ

の相続国外財産を有しない相続人につい

ても申告漏れの税額（増差税額）が発生

し、過少申告加算税が課されることにな

ります。他方で、申告漏れの相続国外財

産を有しない相続人は、その申告漏れの

相続国外財産を国外財産調書に記載して

提出することはできないため、相続開始

年の翌年の12月31日において申告漏れの

相続国外財産を有しない相続人について

は、国外財産調書の提出がない場合等の

過少申告加算税等の加重措置は適用しな

いこととされています。

ロ　国外財産調書の提出がない場合等の過少
申告加算税等の加重措置の適用対象から、
次に掲げる場合が除外されました（国外送
金等調書法 6③）。

イ　その年の12月31日において相続国外財
産を有する者（その価額の合計額が
5,000万円を超える国外財産（相続国外
財産を除きます。）を有する者を除きま
す。）の責めに帰すべき事由がなく提出
期限内に国外財産調書の提出がない場合
ロ　その年の12月31日において相続国外財
産を有する者の責めに帰すべき事由がな
く国外財産調書に記載すべきその修正申
告等の基因となる相続国外財産について
の記載がない場合（重要な事項の記載が
不十分であると認められる場合を含みま
す。）

（注）　上記の「責めに帰すべき事由がない」

場合には、例えば、相続国外財産を有す

る者又はその相続国外財産に関する資料

を有する者が、災害や病気による入院等

により、国外財産調書の記載やその提出

が困難であると認められる場合のほか、

相続財産の内容や管理状況など客観的な

事実に基づき、相続人において相続財産

の存在を知ることが困難と認められる場

合等がこれに該当するものと考えられま

すが、詳細については、今後、通達等で

定められる予定です。

②　財産債務調書の提出がない場合等の過少申
告加算税等の加重措置の見直し
　財産債務調書の提出がない場合等の過少申
告加算税等の加重措置についても、上記①ロ
と同様の見直しが行われ、その適用対象から、
次に掲げる場合が除外されました（国外送金
等調書法 6の 3②、 6③）。
イ　その年の12月31日において相続財産債務
を有する者（その価額の合計額が 3億円以
上の財産（相続又は遺贈により取得した財
産を除きます。）又はその価額の合計額が
1億円以上の国外転出特例対象財産（相続
又は遺贈により取得した財産を除きます。）
を有する者を除きます。）の責めに帰すべ
き事由がなく提出期限内に財産債務調書の
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提出がない場合
ロ　その年の12月31日において相続財産債務
を有する者の責めに帰すべき事由がなく財
産債務調書に記載すべきその修正申告等の
基因となる相続財産債務についての記載が
ない場合（重要な事項の記載が不十分であ
ると認められる場合を含みます。）

⑶　過少申告加算税等の軽減措置又は加重措置の
適用の判定の基礎となる国外財産調書等の見直
し
①　国外財産に対する相続税に関し修正申告等
があった場合の過少申告加算税等の軽減措置
又は加重措置の適用の判定の基礎となる国外
財産調書の見直し
　国外財産に対する相続税に関し修正申告等
があった場合の過少申告加算税等の軽減措置
又は加重措置の適用の判定の基礎となる国外
財産調書は、次に掲げる措置の区分に応じそ
れぞれ次に定める国外財産調書とされました
（国外送金等調書法 6②二、④二）。
イ　過少申告加算税等の軽減措置��次に掲
げる国外財産調書のいずれか
イ　その相続税に係る被相続人の相続開始
年の前年分の国外財産調書（被相続人が
その提出期限までに相続開始年の前年分
の国外財産調書を提出しないで死亡した
場合には、被相続人の相続開始年の前々
年分の国外財産調書）
ロ　その相続税に係る相続人の相続開始年
の年分の国外財産調書
ハ　その相続税に係る相続人の相続開始年
の翌年分の国外財産調書

ロ　過少申告加算税等の加重措置��次に掲
げる国外財産調書の全て
イ　その相続税に係る被相続人の相続開始
年の前年分の国外財産調書（被相続人が
その提出期限までに相続開始年の前年分
の国外財産調書を提出しないで死亡した
場合には、被相続人の相続開始年の前々

年分の国外財産調書）
ロ　その相続税に係る相続人の相続開始年
の年分の国外財産調書
ハ　その相続税に係る相続人の相続開始年
の翌年分の国外財産調書

②　相続開始年に取得した相続国外財産に係る
所得税に関し修正申告等があった場合の過少
申告加算税等の加重措置の不適用
　上記⑴①の措置により、相続開始年の年分
の国外財産調書について、除外して提出する
ことができる相続国外財産（相続開始年に取
得したものに限ります。）に係る所得税に関
し修正申告等があった場合の過少申告加算税
等の加重措置は、相続開始年の年分について
は、適用しないこととされました（国外送金
等調書法 6④一）。
③　財産に対する相続税に関し修正申告等があ
った場合の過少申告加算税等の軽減措置の適
用の判定の基礎となる財産債務調書の見直し
　財産に対する相続税に関し修正申告等があ
った場合の過少申告加算税等の軽減措置の適
用の判定の基礎となる財産債務調書について、
上記①イと同様の見直しが行われ、次に掲げ
る財産債務調書のいずれかとされました（国
外送金等調書法 6の 3①、 6②二）。
イ　その相続税に係る被相続人の相続開始年
の前年分の財産債務調書（被相続人がその
提出期限までに相続開始年の前年分の財産
債務調書を提出しないで死亡した場合には、
被相続人の相続開始年の前々年分の財産債
務調書）
ロ　その相続税に係る相続人の相続開始年の
年分の財産債務調書
ハ　その相続税に係る相続人の相続開始年の
翌年分の財産債務調書

④　相続開始年に取得した相続財産債務に係る
所得税に関し修正申告等があった場合の過少
申告加算税等の加重措置の不適用
　上記⑴②の措置により、相続開始年の年分
の財産債務調書について、除外して提出する
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ことができる相続財産債務（相続開始年に取
得したものに限ります。）に係る所得税に関
し修正申告があった場合の過少申告加算税等
の加重措置は、相続開始年の年分については、
適用しないこととされました（国外送金等調
書法 6の 3②、 6④一）。

⑷　国外財産調書に記載すべき国外財産に関する
書類の提示又は提出がない場合の過少申告加算
税等の軽減措置又は加重措置の特例の創設
①　特例の内容
　国外財産に係る所得税又は国外財産に対す
る相続税に関し修正申告等があり、過少申告
加算税又は無申告加算税の適用がある居住者
が、その修正申告等があった日前に、国税庁、
国税局又は税務署の当該職員から国外財産調
書に記載すべき国外財産の取得、運用又は処
分に係る一定の書類（その電磁的記録を含み
ます。）又はその写しの提示又は提出を求め
られた場合において、その提示又は提出を求
められた日から60日を超えない範囲内でその
提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案
して当該職員が指定する日までにその提示又
は提出をしなかったとき（その居住者の責め
に帰すべき事由がない場合を除きます。）に
おける国外財産調書の提出がある場合の過少
申告加算税等の軽減措置又は国外財産調書の
提出がない場合等の過少申告加算税等の加重
措置の適用については、次のとおりとされま
した（国外送金等調書法 6⑦）。
イ　国外財産調書の提出がある場合の過少申
告加算税等の軽減措置は、適用しないこと
とされました（国外送金等調書法 6⑦一）。
ロ　国外財産調書の提出がない場合等の過少
申告加算税等の加重措置については、その
加算する割合は10％（この特例の適用前の
加算割合： 5％）とすることとされました。
ただし、次に掲げる場合のいずれかに該当
する場合には、その加算する割合は 5 ％
（この特例の適用前の加算割合：なし）と

することとされています（国外送金等調書
法 6⑦二）。
イ　提出期限内に国外財産調書の提出がな
いことについて、その提出期限の属する
年の前年の12月31日において相続国外財
産を有する者（その価額の合計額が
5,000万円を超える国外財産（相続国外
財産を除きます。）を有する者を除きま
す。）の責めに帰すべき事由がない場合
ロ　国外財産調書に記載すべきその修正申
告等の基因となる相続国外財産について
の記載がない場合（重要な事項の記載が
不十分であると認められる場合を含むも
のとし、その相続国外財産を有する者の
責めに帰すべき事由がない場合に限りま
す。）

（注 1）　上記①本文の「その居住者の責めに帰

すべき事由がない場合」には、例えば、

資料の提示又は提出を求められた後に、

その居住者又はその国外財産に関する資

料を有する者が、災害や病気による入院

等により、指定された期限までにその提

示又は提出をすることができない場合の

ほか、資料の収集に相当な困難を伴うこ

とが判明した場合等がこれに該当するも

のと考えられますが、詳細については、

今後、通達等で定められる予定です。
（注 2）　国外財産調書の提出がある場合の過少

申告加算税等の軽減措置又は国外財産調

書の提出がない場合等の過少申告加算税

等の加重措置の適用に当たっては、その

修正申告等の基因となる国外財産につい

ての国外財産調書への記載の有無につい

て、一の国外財産ごとに判定することと

されています。

　この特例の適用に当たっても、国外財

産調書に記載すべき国外財産の取得、運

用又は処分に係る一定の書類の提示・提

出の有無について、一の国外財産ごとに

判定することとなりますが、詳細につい
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ては、今後、通達等で定められる予定です。

②　国外財産調書に記載すべき国外財産の取得、
運用又は処分に係る書類
　上記①の「国外財産調書に記載すべき国外
財産の取得、運用又は処分に係る一定の書
類」は、次に掲げる国外財産の区分に応じそ
れぞれ次に定める書類（上記①の居住者が通
常保存し、又は取得することができると認め
られるものに限ります。）とされています
（国外送金等調書規13の 2 ）。
イ　土地又は建物��その土地又は建物の取
得、貸付け（他人にその土地又は建物を使
用させることを含みます。）又は譲渡に関
する事項が記載された書類
ロ　預貯金��その預貯金の預入、利子（こ
れに類するものを含みます。）の受領、払
出し又は譲渡に関する事項が記載された書
類
ハ　有価証券��その有価証券の取得若しく
は譲渡又はその有価証券に係る利子等、配
当等その他これらに類するものの受領に関
する事項が記載された書類
ニ　匿名組合契約の出資の持分��その匿名
組合契約の出資の持分の取得若しくは譲渡
又はその匿名組合契約に基づいて受ける利
益の分配に関する事項が記載された書類
ホ　未決済信用取引等又は未決済デリバティ
ブ取引に係る権利��その未決済信用取引
等又は未決済デリバティブ取引に関する事
項が記載された書類
ヘ　貸付金��金銭の貸付け又はその貸付金
の利子の受領若しくは譲渡に関する事項が
記載された書類
ト　上記イからヘまでの国外財産以外の国外
財産��その国外財産の取得、運用又は処
分に関する事項が記載された書類

（注 1）　上記ハの「（有価証券の）譲渡」には、

有価証券の一般的な譲渡のほか、これに

類するものとして、株式等につき法人の

合併・分割、株式分配、資本の払戻し、

残余財産の分配、出資の消却、法人から

の退社・脱退などの事由が生じたことに

よりその株式等の譲渡の対価とみなされ

る金額が生ずる場合（措法37の10③④、

37の11④）におけるこれらの事由による

その株式等のその譲渡の対価の額とみな

される金額に対応する部分の権利の移転

又は消滅が含まれます（国外送金等調書

規13の 2 三、所法60の 2 ④、所令170②）。
（注 2）　上記ホの「未決済信用取引等」とは所

得税法第60条の 2 第 2 項に規定する未決

済信用取引等をいい、「未決済デリバティ

ブ取引」とは同条第 3 項に規定する未決

済デリバティブ取引をいいます（国外送

金等調書規13の 2 五）。

⑸　国外財産又は財産債務に係る過少申告加算税
等の特例の適用がある場合の過少申告加算税等
の額の計算の基礎となるべき本税額の計算方法
の見直し
　過少申告加算税等の特例の見直しに伴い、国
外財産又は財産債務に係る過少申告加算税等の
特例の適用がある場合の過少申告加算税等の額
の計算の基礎となるべき本税額の計算方法につ
いて、次の見直しが行われました。
①　国外財産に係る過少申告加算税等の特例の
適用がある場合の過少申告加算税等の額の計
算の基礎となるべき本税額の計算方法
　国外財産調書の提出がある場合の過少申告
加算税等の軽減措置又は国外財産調書の提出
がない場合等の過少申告加算税等の加重措置
による加減算の対象となる「過少申告加算税
等の額の計算の基礎となるべき本税額」は、
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定
めるところにより計算することとされていま
す。
イ　修正申告等の内容が「国外財産に係る事
実」のみである場合
　修正申告等が国外財産に関する申告漏れ
又は無申告のみに基づくものである場合に
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は、国外財産調書の提出がある場合の過少
申告加算税等の軽減措置又は国外財産調書
の提出がない場合等の過少申告加算税等の
加重措置による加減算の対象となる「過少
申告加算税等の額の計算の基礎となるべき
本税額」は、「修正申告等により納付すべ
き本税額」（以下「過少申告加算税等基礎
税額（全体）」といいます。）となります
（国外送金等調書法 6①③）。
ロ　修正申告等の内容に「国外財産に係る事
実以外の事実」又は「隠蔽仮装された事
実」がある場合
　修正申告等の内容が「国外財産に係る事
実」のほか、「国外財産に係る事実以外の
事実」又は「隠蔽仮装された事実」がある
場合（下記ハからヘまで又は③ホの適用が
ある場合を除きます。）には、国外財産調
書の提出がある場合の過少申告加算税等の
軽減措置又は国外財産調書の提出がない場
合等の過少申告加算税等の加重措置による
加減算の対象となる「過少申告加算税等の
額の計算の基礎となるべき本税額」は、
「過少申告加算税等基礎税額（全体）」から、
次により算出される「イ及びロの本税額の
合計額」を控除した税額となります（国外
送金等調書令11②）。
イ　「国外財産に係る事実以外の事実」
（「隠蔽仮装されていない事実」に限りま
す。以下同じです。）に基づく本税額：
その「国外財産に係る事実以外の事実」
のみに基づいて修正申告等があったもの
と仮定計算した場合に算出される本税額�
ロ　「隠蔽仮装された事実」に基づく本税
額：国税通則法第68条の規定により算出
される「重加算税」の計算の基礎となる
べき本税額

ハ　修正申告等につき「国外財産に係る 5％
軽減特例」、「国外財産に係る 5 ％加重特
例」又は「国外財産に係る10％加重特例」
のいずれかの適用があり、かつ、これらの

特例の適用がある国外財産以外の国外財産
に係る事実（「隠蔽仮装されていない事
実」に係るものに限ります。以下「特例適
用国外財産以外の国外財産に係る事実」と
いいます。）がある場合（下記ニからヘま
で又は③ホの適用がある場合を除きます。）
　これらの特例の対象となる「国外財産に
係る 5％軽減特例適用対象税額」、「国外財
産に係る 5％加重特例適用対象税額」又は
「国外財産に係る10％加重特例適用対象税
額」は、「過少申告加算税等基礎税額（全
体）」（「隠蔽仮装された事実」があるとき
は、その「隠蔽仮装された事実」に基づく
本税額として上記ロロに準じて計算した金
額を控除した税額）からその「特例適用国
外財産以外の国外財産に係る事実」のみに
基づいて修正申告等があったものと仮定計
算した場合に算出される本税額（「国外財
産に係る事実以外の事実」があるときは、
その「特例適用国外財産以外の国外財産に
係る事実」及びその「国外財産に係る事実
以外の事実」のみに基づいて修正申告等が
あったものと仮定計算した場合に算出され
る本税額）を控除した税額となります（国
外送金等調書令11③）。
（注 1）　上記の「国外財産に係る 5 ％軽減特

例」とは、国外財産調書の提出がある

場合の過少申告加算税等の軽減措置

（国外送金等調書法 6 ①）をいいます

（国外送金等調書令11⑦一）。
（注 2）　上記の「国外財産に係る 5 ％加重特

例」とは、国外財産調書の提出がない

場合等の過少申告加算税等の加重措置

（国外送金等調書法 6③：上記⑷①ロた

だし書（国外送金等調書法 6 ⑦二）に

より、過少申告加算税等の額を加算す

る割合が 5 ％とされる場合を含みま

す。）をいいます（国外送金等調書令11

⑦二）。
（注 3）　上記の「国外財産に係る10％加重特
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例」とは、上記⑷①ロ本文により、過

少申告加算税等の額を加算する割合が

10％とされる特例（国外送金等調書法

6 ⑦二）をいいます（国外送金等調書

令11⑦三）。
（注 4）　上記の「国外財産に係る 5 ％軽減特

例適用対象税額」とは、「国外財産に係

る 5 ％軽減特例」の対象となる過少申

告加算税等の額の計算の基礎となるべ

き本税額をいいます（国外送金等調書

令11⑦四）。
（注 5）　上記の「国外財産に係る 5 ％加重特

例適用対象税額」とは、「国外財産に係

る 5 ％加重特例」の対象となる過少申

告加算税等の額の計算の基礎となるべ

き本税額をいいます（国外送金等調書

令11⑦五）。
（注 6）　上記の「国外財産に係る10％加重特

例適用対象税額」とは、「国外財産に係

る10％加重特例」の対象となる過少申

告加算税等の額の計算の基礎となるべ

き本税額をいいます（国外送金等調書

令11⑦六）。

ニ　修正申告等につき「国外財産に係る 5％
軽減特例」の適用があり、かつ、「国外財
産に係る 5％加重特例」又は「国外財産に
係る10％加重特例」のいずれかの適用があ
る場合（下記ヘ又は③ホの適用がある場合
を除きます。）。
　「国外財産に係る 5 ％軽減特例適用対象
税額」及び「国外財産に係る 5％加重特例
適用対象税額」又は「国外財産に係る10％
加重特例適用対象税額」は、次の順序で計
算をして算出することとされています（国
外送金等調書令11④）。
イ　最初に、「国外財産に係る 5 ％加重特
例適用対象税額」又は「国外財産に係る
10％加重特例適用対象税額」を算出��
「国外財産に係る 5 ％加重特例」又は
「国外財産に係る10％加重特例」のいず

れかの適用がある国外財産に係る事実
（「隠蔽仮装されていない事実」に係るも
のに限ります。以下「加重特例適用国外
財産に係る事実」といいます。）のみに
基づいて修正申告等があったものと仮定
計算した場合に算出される本税額（次の
a に掲げる事実があるときは、「加重特
例適用国外財産に係る事実」及び次の a
に掲げる事実のみに基づいて修正申告等
があったものと仮定計算した場合に算出
される本税額から次の aに定める本税額
を控除した税額）
ａ　「国外財産に係る 5 ％軽減特例」、
「国外財産に係る 5 ％加重特例」又は
「国外財産に係る10％加重特例」の適
用がある国外財産に係る事実以外の事
実（「隠蔽仮装されていない事実」に
係るものに限ります。以下「特例適用
国外財産に係る事実以外の事実」とい
います。）��その「特例適用国外財
産に係る事実以外の事実」のみに基づ
いて修正申告等があったものと仮定計
算した場合に算出される本税額
ｂ　「隠蔽仮装された事実」��その
「隠蔽仮装された事実」に基づく本税
額として上記ロロに準じて計算した金
額

ロ　次に、「国外財産に係る 5 ％軽減特例
適用対象税額」を算出��「過少申告加
算税等基礎税額（全体）」（上記イ a又は
bに掲げる事実があるときは、上記イ a
及び b に定める本税額の合計額を控除
した税額）から上記イで算出された「国
外財産に係る 5 ％加重特例適用対象税
額」又は「国外財産に係る10％加重特例
適用対象税額」を控除した税額

ホ　修正申告等につき「国外財産に係る 5％
加重特例」の適用があり、かつ、「国外財
産に係る10％加重特例」の適用がある場合
（下記ヘ又は③ホの適用がある場合を除き
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ます。）
　「国外財産に係る 5 ％加重特例適用対象
税額」及び「国外財産に係る10％加重特例
適用対象税額」は、次の順序で計算をして
算出することとされています（国外送金等
調書令11⑤）。
イ　最初に、「国外財産に係る10％加重特
例適用対象税額」を算出��「国外財産
に係る10％加重特例」の適用がある国外
財産に係る事実（「隠蔽仮装されていな
い事実」に係るものに限ります。以下
「10％加重特例適用国外財産に係る事
実」といいます。）のみに基づいて修正
申告等があったものと仮定計算した場合
に算出される本税額（上記ニイ aに掲げ
る事実があるときは、「10％加重特例適
用国外財産に係る事実」及び上記ニイ a
に掲げる事実のみに基づいて修正申告等
があったものと仮定計算した場合に算出
される本税額から上記ニイ aに定める本
税額を控除した税額）
ロ　次に、「国外財産に係る 5 ％加重特例
適用対象税額」を算出��「過少申告加
算税等基礎税額（全体）」（上記ニイ a又
は b に掲げる事実があるときは、上記
ニイ a 及び b に定める本税額の合計額
を控除した税額）から上記イで算出され
た「国外財産に係る10％加重特例適用対
象税額」を控除した税額

ヘ　修正申告等につき「国外財産に係る 5％
軽減特例」、「国外財産に係る 5 ％加重特
例」及び「国外財産に係る10％加重特例」
の全ての適用がある場合（下記③ホの適用
がある場合を除きます。）
　「国外財産に係る 5 ％軽減特例適用対象
税額」、「国外財産に係る 5％加重特例適用
対象税額」及び「国外財産に係る10％加重
特例適用対象税額」は、次の順序で計算し
て算出することとされています（国外送金
等調書令11⑥）。

イ　最初に、「国外財産に係る10％加重特
例適用対象税額」を算出��「10％加重
特例適用国外財産に係る事実」のみに基
づいて修正申告等があったものと仮定計
算した場合に算出される本税額（上記ニ
イ aに掲げる事実があるときは、「10％
加重特例適用国外財産に係る事実」及び
上記ニイ aに掲げる事実のみに基づいて
修正申告等があったものと仮定計算した
場合に算出される本税額から上記ニイ a
に定める本税額を控除した税額）
ロ　次に、「国外財産に係る 5 ％加重特例
適用対象税額」を算出��「国外財産に
係る 5％加重特例」の適用がある国外財
産に係る事実（「隠蔽仮装されていない
事実」に係るものに限ります。以下「 5
％加重特例適用国外財産に係る事実」と
いいます。）及び「10％加重特例適用国
外財産に係る事実」のみに基づいて修正
申告等があったものと仮定計算した場合
に算出される本税額から上記イで算出さ
れた「国外財産に係る10％加重特例適用
対象税額」を控除した税額（上記ニイ a
に掲げる事実があるときは、「 5 ％加重
特例適用国外財産に係る事実」、「10％加
重特例適用国外財産に係る事実」及び上
記ニイ aに掲げる事実のみに基づいて修
正申告等があったものと仮定計算した場
合に算出される本税額からその「国外財
産に係る10％加重特例適用対象税額」及
び上記ニイ aに定める本税額の合計額を
控除した税額）
ハ　最後に、「国外財産に係る 5 ％軽減特
例適用対象税額」を算出��「過少申告
加算税等基礎税額（全体）」（上記ニイ a
又は b に掲げる事実があるときは、上
記ニイ a 及び b に定める本税額の合計
額を控除した税額）から上記イで算出さ
れた「国外財産に係る10％加重特例適用
対象税額」及び上記ロで算出された「国
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外財産に係る 5 ％加重特例適用対象税
額」の合計額を控除した税額

②　「国外財産に係る 5 ％軽減特例」、「国外財
産に係る 5％加重特例」又は「国外財産に係
る10％加重特例」の適用がある場合における
重加算税の計算の基礎となるべき本税額の計
算方法
　国税通則法上、重加算税の計算の基礎とな
るべき本税額は、「過少申告加算税等基礎税
額（全体）」から、隠蔽仮装されていない事
実に基づくことが明らかな部分のみに基づい
て修正申告等があったものと仮定計算した場
合に算出される本税額を控除した税額とされ
ています（通法68）。
　「国外財産に係る 5 ％軽減特例」、「国外財
産に係る 5％加重特例」又は「国外財産に係
る10％加重特例」の適用がある場合（「国外
財産に係る事実」がある場合）においても、
重加算税の計算の基礎となるべき本税額は、
「過少申告加算税等基礎税額（全体）」（「国外
財産に係る事実」を含みます。）から、隠蔽
仮装されていない事実に基づくことが明らか
な部分のみに基づいて修正申告等があったも
のと仮定計算した場合に算出される本税額を
控除した税額とされています（国外送金等調
書令12②）。
③　財産債務に係る過少申告加算税等の特例の
適用がある場合の過少申告加算税等の額の計
算の基礎となるべき本税額の計算方法
　財産債務調書の提出がある場合の過少申告
加算税等の軽減措置又は財産債務調書の提出
がない場合等の過少申告加算税等の加重措置
による加減算の対象となる「過少申告加算税
等の額の計算の基礎となるべき本税額」は、
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定
めるところにより計算することとされていま
す。
イ　修正申告等の内容が「財産債務に係る事
実」のみである場合
　修正申告等が財産債務に関する申告漏れ

又は無申告のみに基づくものである場合に
は、財産債務調書の提出がある場合の過少
申告加算税等の軽減措置又は財産債務調書
の提出がない場合等の過少申告加算税等の
加重措置による加減算の対象となる「過少
申告加算税等の額の計算の基礎となるべき
本税額」は、「過少申告加算税等基礎税額
（全体）」となります（国外送金等調書法 6
の 3①②、 6①③）。
ロ　修正申告等の内容に「財産債務に係る事
実以外の事実」又は「隠蔽仮装された事
実」がある場合
　修正申告等の内容が「財産債務に係る事
実」のほか、「財産債務に係る事実以外の
事実」又は「隠蔽仮装された事実」がある
場合（下記ハからホまでの適用がある場合
を除きます。）には、財産債務調書の提出
がある場合の過少申告加算税等の軽減措置
又は財産債務調書の提出がない場合等の過
少申告加算税等の加重措置による加減算の
対象となる「過少申告加算税等の額の計算
の基礎となるべき本税額」は、「過少申告
加算税等基礎税額（全体）」から、次によ
り算出される「イ及びロの本税額の合計
額」を控除した税額となります（国外送金
等調書令12の 3 ②、11②）。
イ　「財産債務に係る事実以外の事実」
（「隠蔽仮装されていない事実」に限りま
す。以下同じです。）に基づく本税額：
その「財産債務に係る事実以外の事実」
のみに基づいて修正申告等があったもの
と仮定計算した場合に算出される本税額�
ロ　「隠蔽仮装された事実」に基づく本税
額：国税通則法第68条の規定により算出
される「重加算税」の計算の基礎となる
べき本税額

ハ　修正申告等につき「財産債務に係る 5％
軽減特例」又は「財産債務に係る 5％加重
特例」のいずれかの適用があり、かつ、こ
れらの特例の適用がある財産債務以外の財
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産債務に係る事実（「隠蔽仮装されていな
い事実」に係るものに限ります。以下「特
例適用財産債務以外の財産債務に係る事
実」といいます。）がある場合（下記ニ又
はホの適用がある場合を除きます。）
　これらの特例の対象となる「財産債務に
係る 5％軽減特例適用対象税額」又は「財
産債務に係る 5％加重特例適用対象税額」
は、「過少申告加算税等基礎税額（全体）」
（「隠蔽仮装された事実」があるときは、そ
の「隠蔽仮装された事実」に基づく本税額
として上記ロロに準じて計算した金額を控
除した税額）からその「特例適用財産債務
以外の財産債務に係る事実」のみに基づい
て修正申告等があったものと仮定計算した
場合に算出される本税額（「財産債務に係
る事実以外の事実」があるときは、その
「特例適用財産債務以外の財産債務に係る
事実」及びその「財産債務に係る事実以外
の事実」のみに基づいて修正申告等があっ
たものと仮定計算した場合に算出される本
税額）を控除した税額となります（国外送
金等調書令12の 3 ③、11③）。
（注 1）　上記の「財産債務に係る 5 ％軽減特

例」とは、財産債務調書の提出がある

場合の過少申告加算税等の軽減措置

（国外送金等調書法 6の 3 ①、 6①）を

いいます。
（注 2）　上記の「財産債務に係る 5 ％加重特

例」とは、財産債務調書の提出がない

場合等の過少申告加算税等の加重措置

（国外送金等調書法 6の 3 ②、 6③）を

いいます。
（注 3）　上記の「財産債務に係る 5 ％軽減特

例適用対象税額」とは、「財産債務に係

る 5 ％軽減特例」の対象となる過少申

告加算税等の額の計算の基礎となるべ

き本税額をいいます。
（注 4）　上記の「財産債務に係る 5 ％加重特

例適用対象税額」とは、「財産債務に係

る 5 ％加重特例」の対象となる過少申

告加算税等の額の計算の基礎となるべ

き本税額をいいます。

ニ　修正申告等につき「財産債務に係る 5％
軽減特例」の適用があり、かつ、「財産債
務に係る 5％加重特例」の適用がある場合
（下記ホの適用がある場合を除きます。）
　「財産債務に係る 5 ％軽減特例適用対象
税額」及び「財産債務に係る 5％加重特例
適用対象税額」は、次の順序で計算をして
算出することとされています（国外送金等
調書令12の 3 ④、11④）。
イ　最初に、「財産債務に係る 5 ％加重特
例適用対象税額」を算出��「財産債務
に係る 5％加重特例」の適用がある財産
債務に係る事実（「隠蔽仮装されていな
い事実」に係るものに限ります。以下
「 5 ％加重特例適用財産債務に係る事
実」といいます。）のみに基づいて修正
申告等があったものと仮定計算した場合
に算出される本税額（次の aに掲げる事
実があるときは、「 5 ％加重特例適用財
産債務に係る事実」及び次の aに掲げる
事実のみに基づいて修正申告等があった
ものと仮定計算した場合に算出される本
税額から次の aに定める税額を控除した
税額）
ａ　「財産債務に係る 5 ％軽減特例」又
は「財産債務に係る 5％加重特例」の
適用がある財産債務に係る事実以外の
事実（「隠蔽仮装されていない事実」
に係るものに限ります。以下「特例適
用財産債務に係る事実以外の事実」と
いいます。）��その「特例適用財産
債務に係る事実以外の事実」のみに基
づいて修正申告等があったものと仮定
計算した場合に算出される本税額
ｂ　「隠蔽仮装された事実」��その
「隠蔽仮装された事実」に基づく本税
額として上記ロロに準じて計算した金
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額
ロ　次に、「財産債務に係る 5 ％軽減特例
適用対象税額」を算出��「過少申告加
算税等基礎税額（全体）」（上記イ a又は
bに掲げる事実があるときは、上記イ a
及び b に定める税額の合計額を控除し
た税額）から上記イで算出された「財産
債務に係る 5％加重特例適用対象税額」
を控除した税額

ホ　修正申告等につき、「国外財産に係る 5
％軽減特例」、「国外財産に係る 5％加重特
例」又は「国外財産に係る10％加重特例」
のいずれか一以上の特例の適用があり、か
つ、「財産債務に係る 5 ％軽減特例」又は
「財産債務に係る 5 ％加重特例」のいずれ
か一以上の特例の適用がある場合
　「国外財産に係る 5 ％軽減特例」、「国外
財産に係る 5％加重特例」、「国外財産に係
る10％加重特例」、「財産債務に係る 5％軽
減特例」及び「財産債務に係る 5％加重特
例」は、次の順序で計算して算出すること
とされています（国外送金等調書令12の 3
⑤）。
イ　最初に、「国外財産に係る10％加重特
例適用対象税額」を算出��「10％加重
特例適用国外財産に係る事実」のみに基
づいて修正申告等があったものと仮定計
算した場合に算出される本税額（次の a
に掲げる事実があるときは、「10％加重
特例適用国外財産に係る事実」及び次の
aに掲げる事実のみに基づいて修正申告
等があったものと仮定計算した場合に算
出される本税額から次の aに定める本税
額を控除した税額）
ａ　「国外財産に係る 5 ％軽減特例」、
「国外財産に係る 5 ％加重特例」又は
「国外財産に係る10％加重特例」の適
用がある国外財産及び「財産債務に係
る 5％軽減特例」又は「財産債務に係
る 5％加重特例」の適用がある財産債

務に係る事実以外の事実（「隠蔽仮装
されていない事実」に係るものに限り
ます。以下「特例適用国外財産及び財
産債務に係る事実以外の事実」といい
ます。）��その「特例適用国外財産
及び財産債務に係る事実以外の事実」
のみに基づいて修正申告等があったも
のと仮定計算した場合に算出される本
税額
ｂ　「隠蔽仮装された事実」��上記ニ
イ bに定める本税額

ロ　次に、「国外財産に係る 5 ％加重特例
適用対象税額」及び「財産債務に係る 5
％加重特例適用対象税額」（以下「 5 ％
加重特例適用対象税額」といいます。）
を算出��「 5％加重特例適用国外財産
に係る事実」、「 5％加重特例適用財産債
務に係る事実」及び「10％加重特例適用
国外財産に係る事実」のみに基づいて修
正申告等があったものと仮定計算した場
合に算出される本税額から上記イで算出
された「国外財産に係る10％加重特例適
用対象税額」を控除した税額（上記イ a
に掲げる事実があるときは、「 5 ％加重
特例適用国外財産に係る事実」、「 5％加
重特例適用財産債務に係る事実」、「10％
加重特例適用国外財産に係る事実」及び
上記イ aに掲げる事実のみに基づいて修
正申告等があったものと仮定計算した場
合に算出される本税額からその「国外財
産に係る10％加重特例適用対象税額」及
び上記イ aに定める本税額の合計額を控
除した税額）
ハ　最後に、「国外財産に係る 5 ％軽減特
例適用対象税額」及び「財産債務に係る
5％軽減特例適用対象税額」を算出��
「過少申告加算税等基礎税額（全体）」
（上記イ a又は bに掲げる事実があると
きは、上記イ a 及び b に定める本税額
の合計額を控除した税額）から上記イで
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算出された「国外財産に係る10％加重特
例適用対象税額」及び上記ロで算出され
た「 5％加重特例適用対象税額」の合計
額を控除した税額

④　「財産債務に係る 5 ％軽減特例」又は「財
産債務に係る 5％加重特例」の適用がある場
合における重加算税の計算の基礎となるべき
本税額の計算方法
　国税通則法上、重加算税の計算の基礎とな
るべき本税額は、「過少申告加算税等基礎税
額（全体）」から、隠蔽仮装されていない事
実に基づくことが明らかな部分のみに基づい
て修正申告等があったものと仮定計算した場
合に算出される本税額を控除した税額とされ
ています（通法68）。
　「財産債務に係る 5 ％軽減特例」又は「財
産債務に係る 5％加重特例」の適用がある場
合（「財産債務に係る事実」がある場合）に
おいても、重加算税の計算の基礎となるべき
本税額は、「過少申告加算税等基礎税額（全
体）」（「財産債務に係る事実」を含みます。）
から、隠蔽仮装されていない事実に基づくこ
とが明らかな部分のみに基づいて修正申告等
があったものと仮定計算した場合に算出され
る本税額を控除した税額とされています（国
外送金等調書令12の 4 、12②）。

3 　適用関係

⑴　上記 2 ⑴①の改正は、令和 2年分以後の国外
財産調書について適用されます（改正法附則
133①）。
⑵　上記 2 ⑴②の改正は、令和 2年分以後の財産
債務調書について適用されます（改正法附則
133⑤）。
⑶　上記 2 ⑵①並びに⑶①（イに係る部分を除き
ます。）及び②の改正は、令和 2 年分以後の所
得税又は令和 2年 4月 1日以後に相続若しくは
遺贈により取得する国外財産に係る相続税につ

いて適用し、令和元年分以前の所得税又は同日
前に相続若しくは遺贈により取得した国外財産
に係る相続税については従前どおりとされてい
ます（改正法附則133③）。
⑷　上記 2 ⑵②及び⑶④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133⑦）。
⑸　上記 2 ⑶①（イに係る部分に限ります。）の
改正は、令和 2年 4月 1日以後に相続又は遺贈
により取得する国外財産に係る相続税について
適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した
国外財産に係る相続税については従前どおりと
されています（改正法附則133②）。
⑹　上記 2 ⑶③の改正は、令和 2年 4月 1日以後
に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続
税について適用し、同日前に相続又は遺贈によ
り取得した財産に係る相続税については従前ど
おりとされています（改正法附則133⑥）。
⑺　上記 2 ⑷の改正は、令和 2年分以後の所得税
又は令和 2年 4月 1日以後に相続若しくは遺贈
により取得する国外財産に係る相続税について
適用されます（改正法附則133④）。
⑻　上記 2 ⑸①ハからヘまで及び②の改正は、令
和 2年分以後の所得税又は令和 2年 4月 1日以
後に相続若しくは遺贈により取得する国外財産
に係る相続税について適用し、令和元年分以前
の所得税又は同日前に相続若しくは遺贈により
取得した国外財産に係る相続税については従前
どおりとされています（改正国外送金等調書令
附則 6、 7②）。
⑼　上記 2 ⑸③ハからホまでの改正は、令和 2年
分以後の所得税又は令和 2年 4月 1日以後に相
続若しくは遺贈により取得する財産に係る相続
税について適用し、令和元年分以前の所得税又
は同日前に相続若しくは遺贈により取得した財
産に係る相続税については従前どおりとされて
います（改正国外送金等調書令附則 8）。
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Ⅲ　国外取引等の課税に係る更正決定
等の期間制限の見直し

1　改正前の制度の概要

⑴　更正決定等の期間制限
　通常の更正決定等の期間制限（除斥期間）は、
法定申告期限から 5年とされています（通法70
①）。ただし、次に掲げる更正決定等は、それ
ぞれ次に定める日まで、行うことができること
とされています（旧通法70②～④）。
①　法人税の純損失等の金額でその課税期間に
おいて生じたものを増減させ、又はその金額
があるものとする更正��法定申告期限から
10年を経過する日
②　更正決定等をすることができないこととな
る日前 6月以内にされた更正の請求に係る更
正決定等��その更正の請求があった日から
6月を経過する日

③　脱税があったことによる更正決定等��法
定申告期限から 7年を経過する日

④　国外転出等特例の適用がある場合の所得税
の更正決定等��法定申告期限から 7年を経
過する日

⑵　更正決定等の期間制限の特例
　上記⑴の期間制限が満了した後においても、
次に掲げる特殊な場合の更正決定等については、
それぞれ次に定める期間は、行うことができる
こととする特例が設けられています（旧通法71
①）。
①　争訟についての裁決等による原処分の異動
又は更正の請求に基づく更正に伴って課税標
準等又は税額等に異動を生ずべき国税でその
裁決等又は更正を受けた者に係るものについ
ての更正決定等��その裁決等又は更正があ
った日から 6月間
②　申告納税方式による国税につき、その課税
標準の計算の基礎となった事実のうちに含ま
れていた無効な行為により生じた経済的成果

がその行為の無効であることに基因して失わ
れたこと、その事実のうちに含まれていた取
り消しうべき行為が取り消されたことその他
一定の理由に基づいてする更正又はその更正
に伴いその国税に係る加算税についてする賦
課決定��その理由が生じた日から 3年間
③　更正の請求をすることができる期限につい
て災害等により期限延長される場合又は日曜
日・祝日等に当たりその翌日が期限とみなさ
れる場合におけるその更正の請求に係る更正
又はその更正に伴って行われることとなる加
算税についてする賦課決定��その更正の請
求があった日から 6月間

2 　改正の内容

　国外取引等について、上記 1 ⑴の更正決定等の
期間制限が満了した後においても、次の⑴の事由
が生じた場合において、次の⑵の事由に基づいて
する更正決定等については、租税条約等の相手国
等に対して情報提供要請に係る書面が発せられた
日から 3年間は、行うことができること（上記 1
⑵の特例の一類型として追加）とされました（通
法71①四）。
⑴　国税庁、国税局又は税務署の当該職員が納税
者にその国税に係る国外取引又は国外財産に関
する書類（その電磁的記録を含みます。）又は
その写しの提示又は提出を求めた場合において、
その提示又は提出を求めた日から60日を超えな
い範囲内でその準備に通常要する日数を勘案し
て当該職員が指定する日までにその提示又は提
出がなかったこと（その納税者の責めに帰すべ
き事由がない場合を除きます。）。
⑵　国税庁長官（その委任を受けた者を含みま
す。）が租税条約等の規定に基づき、その租税
条約等の相手国等に上記⑴の国外取引又は国外
財産に関する情報の提供を要請した場合（その
要請が上記 1 ⑴により更正決定等をすることが
できないこととなる日の 6月前の日以後にされ
た場合を除き、その要請をした旨の上記⑴の納
税者への通知がその要請をした日から 3月以内
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にされた場合に限ります。）において、その国
税に係る課税標準等又は税額等に関し、その相
手国等から提供があった情報に照らし非違があ
ると認められること。
（注 1）　上記の「国外取引」とは、非居住者若し

くは外国法人との間で行う資産の販売、資

産の購入、役務の提供その他の取引又は非

居住者若しくは外国法人が提供する場を利

用して行われる資産の販売、資産の購入、

役務の提供その他の取引をいいます（通法

71①四イ）。
（注 2）　上記の「国外財産」とは、相続税法の施

行地（本州、北海道、四国、九州及びその

附属の一定の島をいいます。）外にある財産

をいいます（通法71①四イ、相法20の 2 ）。

　なお、財産の所在についても相続税法の

規定により判定することとなります。
（注 3）　上記⑴の「納税者の責めに帰すべき事由

がない場合」については、例えば、資料の

提示又は提出が求められた後に、その納税

者又は国外取引等に関する資料を有する者

が、災害や病気による入院等により、指定

された期限までにその提示又は提出をする

ことができない場合のほか、資料の収集に

相当な困難を伴うことが判明した場合等が

これに該当するものと考えられますが、詳

細については、今後、通達等で定められる

予定です。
（注 4）　上記⑵の「租税条約等」とは、租税条約

（我が国が締結した所得に対する租税に関す

る二重課税の回避又は脱税の防止のための

条約をいいます。）及び租税相互行政支援協

定（租税条約以外の我が国が締結した国際

約束で、租税の賦課若しくは徴収に関する

情報を相互に提供すること、租税の徴収の

共助若しくは徴収のための財産の保全の共

助をすること又は租税に関する文書の送達

の共助をすることを定める規定を有するも

のをいいます。）をいいます（通法46⑥、実

特法 2二）。
（注 5）　上記⑵の「相手国等から提供があった情

報に照らし非違があると認められること」

については、相手国等から提供があった情

報から非違があると直接的に認められる場

合に限られず、その情報とそれ以外の情報

とを総合勘案した結果として非違があると

認められる場合も含まれるものと考えられ

ますが、詳細については、今後、通達等で

定められる予定です。

　また、上記の更正決定等の期間制限の特例が
設けられたことに伴い、この特例の適用がある
場合における更正決定等により納付すべき国税
の消滅時効の起算点について、その更正決定等
があった日とすることとされています（通法72
①）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 2年 4月 1日以後に法定
申告期限等が到来する国税について適用されます
（改正法附則52②③）。

三　利子税及び還付加算金等の割合の引下げ

1 　改正前の制度の概要

⑴　利子税の概要
　利子税は、①所得税法・相続税法の規定によ
る延納等や、②法人税法の規定による確定申告
期限の延長の特例等が適用された場合に課され
るものであり（通法64①）、期限内に納付した

者との間の負担の公平を確保する等の観点から
設けられているものです。この利子税について
は、納付遅滞の状態となっていない場合に課さ
れるものであり、民事における約定利息に相当
するものとされています。
　この利子税の割合については、原則として各
税法に定められているところですが、租税特別
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措置法において、利子税の負担軽減を図るため
の特例が設けられています。具体的には、各年
の特例基準割合が年7.3％に満たない場合（相
続税法の規定による延納に係る利子税について
は、各分納期間の開始の日の属する年の特例基
準割合が年7.3％に満たない場合）には、その
年中（相続税法の規定による延納に係る利子税
については、各分納期間）においては、その特
例基準割合（相続税及び贈与税に係る利子税に
ついては、これらの利子税の割合にその特例基
準割合が年7.3％に占める割合を乗じて計算し
た割合）とすることとされています（旧措法
93）。
（注）　上記の「特例基準割合」については、各年

の前々年の10月から前年の 9 月までの各月に

おける「国内銀行の貸出約定平均金利（新規・

短期）」の合計を12で除して計算した割合（こ

の割合に0.1％未満の端数があるときは、これ

を切り捨てます。）として各年の前年の12月15

日までに財務大臣が告示する割合に、年 1 ％

の割合を加算した割合とされていました（旧

措法93②）。

⑵　延滞税の概要
①　延滞税の割合
　延滞税は、優先徴収権が認められた国税の
確実な収納・確保を図るため、期限内に納付
した者との間の負担の公平の確保、滞納防止、
滞納となった国税の早期納付を促す等の観点
から設けられており、民事における遅延利息
（遅延損害金）に相当するものとされていま
す。
　この延滞税の額は、国税の法定納期限の翌
日から完納する日までの期間の日数に応じ、
その未納の税額に年14.6％の割合を乗じて計
算した額とされています。ただし、納期限ま
での期間又は納期限の翌日から 2月を経過す
る日までの期間については、その未納の税額
に年7.3％の割合を乗じて計算した額とされ
ています（通法60②）。

　この延滞税の割合については、租税特別措
置法において、延滞税の負担軽減を図るため
の特例が設けられています。具体的には、各
年の特例基準割合が年7.3％に満たない場合
には、その年中においては、次に掲げる延滞
税の区分に応じそれぞれ次に定める割合とす
ることとされています（旧措法94①）。
イ　年14.6％の割合の延滞税��その特例基
準割合に年7.3％の割合を加算した割合
ロ　年7.3％の割合の延滞税��その特例基
準割合に年 1％の割合を加算した割合（そ
の加算した割合が年7.3％を超える場合に
は、年7.3％の割合）

②　延滞税の軽減・免除制度
　上記①の延滞税の割合については、納税が
猶予された場合その他一定の場合には、軽
減・免除されています（通法63）。主な延滞
税の軽減・免除制度は、次のとおりです。
イ　納税の猶予、換価の猶予等がされた国税
に係る延滞税の減免（通法63①）
イ　災害等による納税の猶予又は滞納処分
の執行の停止がされた国税に係る延滞税
については、その猶予又は停止がされた
期間に対応する部分の金額に相当する金
額は免除されます。
ロ　事業の廃止等による納税の猶予又は換
価の猶予がされた国税に係る延滞税につ
いては、その猶予がされた期間のうち年
14.6％の割合で課される期間（納期限の
翌日から 2月を経過する日後の期間）に
対応する部分の金額の 2分の 1に相当す
る金額は免除されます。

ロ　災害等による納期限の延長がされた国税
に係る延滞税の免除（通法63②）
　災害等による期限の延長の規定（通法
11）により納期限の延長がされた国税に係
る延滞税については、その延長した期間に
対応する部分の金額は免除されます。
ハ�　徴収の猶予がされた国税に係る延滞税の
軽減（通法63④）
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　徴収の猶予がされた国税に係る延滞税に
ついては、その猶予がされた期間のうち年
14.6％の割合で課される期間（上記イ及び
ロによる免除期間を除きます。）に対応す
る部分の金額の 2分の 1に相当する金額は
免除されます。
ニ�　充足差押え等がされた国税に係る延滞税
の軽減（通法63⑤）
　滞納国税の全額に相当する財産の差押え
又は納付すべき税額に相当する担保の提供
に係る国税を計算の基礎とする延滞税につ
いては、その差押え又は担保の提供がされ
ている期間のうち年14.6％の割合で延滞税
が課される期間（上記イからハまでによる
免除期間を除きます。）に対応する部分の
金額の 2分の 1に相当する金額を限度とし
て、免除することができることとされてい
ます。
　また、これらの延滞税の軽減・免除制度に
ついても、租税特別措置法において、これら
の制度により免除し、又は免除することがで
きる金額の計算の基礎となる期間を含む年の
特例基準割合が年7.3％に満たない場合には、
その期間であってその年に含まれる期間に対
応する延滞税の額のうち、その延滞税の割合
が特例基準割合であるとした場合における延
滞税の額を超える部分の金額を免除すること
とされています（旧措法94②）。

⑶　還付加算金の概要
　還付加算金は、還付金又は国税に係る過誤納
金を還付し、又は充当する場合に、その還付金
等に付される一種の利息であり、民事における
約定利息に相当するものとされています。
　この還付加算金の額は、還付金等に係る国税
の納付の日等の翌日から還付金等を還付し、又
はその充当する日までの期間の日数に応じ、そ
の金額に年7.3％の割合を乗じて計算した金額
とされています（通法58①等）。
　この還付加算金の割合については、租税特別

措置法において、各年の特例基準割合が年7.3
％に満たない場合には、その年中においては、
その特例基準割合とすることとされています
（旧措法95）。

2 　改正の内容

⑴　特例基準割合の引下げ
　利子税（上記 1 ⑴参照）の特例基準割合（改
正後：利子税特例基準割合）、還付加算金（上
記 1 ⑶参照）の特例基準割合（改正後：還付加
算金特例基準割合）及び納税の猶予等の適用を
受けた場合の延滞税（上記 1 ⑵②参照）の特例
基準割合（改正後：猶予特例基準割合）につい
て、この特例が措置された平成25年度の税制改
正時と比較して国内銀行の貸出金利が全体的に
低下し、「都市銀行」と「地方銀行・第二地方
銀行・信用金庫」の金利差も▲0.5％程度縮小
していること等から、このような市中金利の実
勢を踏まえ、「国内銀行の貸出約定平均金利
（新規・短期）」の年平均に上乗せされている年
1 ％の割合が年0.5％の割合に引き下げられま
した（措法93②、94②、95）。
　なお、通常の延滞税（上記 1 ⑵①参照）の特
例基準割合（改正後：延滞税特例基準割合）に
ついては、民間の債務に係る遅延損害金等と比
較して滞納税額を優先して納付する意欲が失わ
れかねないことや、延滞税額が1,000円未満の
場合に全額が切り捨てられる（通法119④）た
めその割合が低すぎると少額滞納について早期
納付のインセンティブが機能しなくなること等
から、従前の割合が維持されています（措法94
①）。
（注 1）　上記の「利子税特例基準割合」、「還付加

算金特例基準割合」及び「猶予特例基準割

合」とは、平均貸付割合（各年の前々年の

9 月から前年の 8 月まで（改正前：前々年

の10月から前年の 9 月まで）の各月におけ

る「国内銀行の貸出約定平均金利（新規・

短期）」の合計を12で除して計算した割合と

して各年の前年の11月30日（改正前：12月
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15日）までに財務大臣が告示する割合をい

います。以下同じです。）に年0.5％（改正

前： 1 ％）の割合を加算した割合とされて

います（措法93②、94②、95）。
（注 2）　上記の「延滞税特例基準割合」とは、平

均貸付割合に年 1 ％の割合を加算した割合

とされており（措法94①）、改正の前後で内

容の変更はありません。
（注 3）　上記の「利子税特例基準割合」を適用し

た場合の相続税及び贈与税の延納又は納税

猶予に係る利子税の割合の特例については、

（参考図表③）をご参照ください。

⑵　利子税、還付加算金及び延滞税の割合におけ
る下限の整備
　利子税、還付加算金及び延滞税の割合につい
て、その割合が 0％となることのないよう下限
（0.1％）が設けられました。具体的には、利子
税、還付加算金及び延滞税の割合の特例の適用
がある場合における利子税、還付加算金及び延
滞税の額の計算において、その計算した割合及
び加算した割合（平均貸付割合及び延滞税特例
基準割合を除きます。）が年0.1％未満の割合で
あるときは年0.1％の割合とすることとされ、
最終的に算出される利子税、還付加算金及び延
滞税の割合が 0％となることがないよう整備が
行われました（措法96①）。

⑶　利子税、還付加算金及び延滞税の割合の基準
となる財務大臣が告示する割合の告示期日の見
直し
　利子税、還付加算金及び延滞税の割合の基準
となる財務大臣が告示する割合について、納税
者の予見可能性を確保する観点から、その告示
を行う期日を各年の前年の11月30日（改正前：
12月15日）に前倒しすることとされました。具
体的には、各年の前々年の 9月から前年の 8月
まで（改正前：前々年の10月から前年の 9月ま
で）の各月における「国内銀行の貸出約定平均
金利（新規・短期）」の合計を12で除して計算
した割合として各年の前年の11月30日（改正
前：12月15日）までに財務大臣が告示すること
とされました（措法93②）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 3年 1月 1日以後の期間
に対応する利子税、還付加算金及び延滞税につい
て適用されます（改正法附則101①）。
　なお、令和 3年 1月 1日前に開始した相続税・
贈与税の延納に係る分納期間のうちに同日以後の
期間（特例対象期間）がある場合には、その特例
対象期間については、令和 3年中に用いられる利
子税特例基準割合又は旧特例基準割合のうちいず
れか低い割合により、利子税を計算することとさ
れています（改正法附則101②）。
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利子税・還付加算金の割合の引下げ（参考図表②）

利子税について、市中金利の実勢を踏まえ、その割合の引下げを行う。還付加算金の割合についても、同
様に引下げを行う（令和 3 年 1 月 1 日施行）。

（注）延滞税については、遅延利息としての性格や滞納を防止する機能、回収リスクの観点から、その水準を維持。ただし、納
税の猶予等の場合に軽減される延滞税については、利子税・還付加算金と同様に割合の引下げを行う。

利子税・還付加算金の割合 :
　⇒  国内銀行の貸出約定平均金利＋1％（25 年度改正）
※「＋1%」上乗せ分は銀行間の金利差を踏まえ、多様な納税者に

適用するため設定

内  容 現  行

利  子  税

還付加算金

法人税における申告期
限の延長に係る納付、
相続税の延納等の場合
に約定利息として課税

国から納税者への還付
金に付される利息

延  滞  税
法定納期限を徒過し履
行遅滞となった場合に
遅延利息として課税

２ヶ月
以内等

納税の
猶予等

令和
元年分

早期納付を促す観点か
ら低い利率

事業廃止等、納税者の
納付能力の減退といっ
た状態に配慮し､軽減

貸出約定平均金利
＋1％

貸出約定平均金利
＋1％

貸出約定平均金利
＋1％

＋7.3％

貸出約定平均金利
＋1％
＋1％

貸出約定平均金利
＋1％

1.6％

1.6％

8.9％

2.6％

1.6％

（早期納付を促す）

（早期納付を促す）

※  「貸出約定平均金利」（財務大臣が告示）は，日本銀行が公表する前々年 10 月～前年 9 月における「国内銀行の貸出約定平均金利（新規・短期）」の平均。

○利子税・還付加算金の割合の引下げ（1.6%→1.1%）
　25 年度改正時に比べ、国内銀行の貸出金利が全体的に低下。
　銀行間の金利差も△0.5 ポイント程度縮小 （下記「参考」参照）。

　⇒　市中金利の実勢を踏まえ、利子税・還付加算金の割合を
　　△0.5％引下げ （貸出約定平均金利「＋1%」を「＋0.5%」に縮小）。

　
○納税の猶予等の場合の延滞税の割合の引下げ（1.6%→1.1%）
　納税の猶予等に係る延滞税について、利子税等と同様に割合
　を△0.5% 引下げ（通常の延滞税等については、遅延利息とし
　ての性格や回収リスクの観点から、割合を維持）

（注）　上記のほか、所要の見直し（貸出約定平均金利の告示時期の前倒し等）
　　を行う。

（参考）貸出金利等の実勢 （単位：%）
【前回改正時】
（平 23.11 ～
24.10 平均）

国内銀行（信用金庫除く）

地銀・信用金庫（注）

直近 12 ヶ月平均
（平 30.9 ～令元 .8）

1.019

0.560

1.43 0.911.993

0.439

1.349

0.609

都市銀行
貸出約定
平均金利

（新規・短期） 金利差 金利差

【出典】日本銀行「金融経済統計月報」（注）地銀・第二地銀・信用金庫の貸出約定平均金利の算術平均

改正前 改正後

相続税の延納制度（利子税）の概要（参考図表③）
【改正前】 【改正後】

特例基準割合1.1% の
場合（▲0.5%）特例適用後の割合

利子税年割合
（R 3 . 1 . 1 ～）（R 2 . 1 . 1 ～）

0.5%

0.1%

0.8%

0.7%

0.6%

0.1%

0.9%

0.9%

0.5%

1.1%

0.7%

0.2%

1.1%

1.0%

0.9%

0.2%

1.3%

1.4%

0.7%

1.6%

3.6%

15年

15年

10年

5 年

5 年

20年

イ　20年
ロ　40年

1.2%

5.4%

4.8%

4.2%

1.2%

6.0%

6.6%

3.6%

7.3%

延納期間分納税額区　　　　　　　　　　　　　 分

不動産等の価額
が課税相続財産
の価額の 50％以
上の場合

①　不動産等の価額に対応する税額
　（②、③、④を除く。）
②　不動産等の価額が課税相続財産の価額の75％以上
　の場合の不動産等の価額に対応する価額
③　特別緑地保全地区、歴史的風土特別保存地区等の
　土地の価額に対応する税額
④　計画伐採立木の価額が課税相続財産の価額の20％
　以上の場合
　イ　森林経営計画対象立木部分の税額
　ロ　特定森林経営計画対象立木部分の税額
⑤　その他の財産の価額に対応する税額
①　立木の価額が課税相続財産の価額の30％を超える
　場合の立木の価額に対応する税額（③を除く。）
②　特別緑地保全地区、歴史的風土特別保存地区等の
　土地の価額に対応する税額

③　①の場合で、かつ、計画伐採立本の価額が課税相
　続財産の価額の20％以上の場合の森林施業計画対象
　立木部分の税額

④　その他の財産の価額に対応する税額

不動産等の価額
が課税相続財産
の価額の 50％未
満の場合

年賦均等額と計画伐
採立木の伐採時期及
び材積に応ずる年賦
不均等額との選択

年  賦  均  等  額

年賦均等額と計画伐
採立木の伐採時期及
び材積に応ずる年賦
不均等額との選択

年  賦  均  等  額

年  賦  均  等  額

年  賦  均  等  額

年  賦  均  等  額

年  賦  均  等  額

非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予、山林についての相続税の納税猶予、
特定の美術品についての相続税の納税猶予、個人の事業用資産についての相続税・贈与税の納税猶予

【  参  考  】
贈　　　　　  与　　　　　 税　　　　　 延　　　　　 納

農地等に係る相続税の納税猶予（20年営農で免除される者）・医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予
農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予（上記以外）

物納（税務署での審査期間を除く。）

【  参  考  】　措法 93 条による特例割合の計算式は次のとおりです。

措法 93 条適用前の割合 7.3%
利子税特例基準割合

×

（注 2）

（注 1）　改正前の「特例基準割合」は、「貸出約定平均金利＋ 1％」です。なお、表の割合は、貸出約定平均金利が 0.6％の場合です。
（注 2）　改正後の「利子税特例基準割合」は、「平均貸付割合＋0.5％」です。なお、表の割合は、平均貸付割合が 0.6％の場合です。
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四　不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置の創設

1 　制度創設の背景等

　近年、公共事業や企業活動等からの暴力団排除
の取組みが官民を挙げて行われており、一般の不
動産取引の分野においても、暴力団排除の措置が
講じられるようになってきています。
　しかし、国税徴収法における不動産公売及び民
事執行法における不動産競売（以下「不動産公売
等」といいます。）においては、暴力団員である
ことのみを理由として不動産の買受けを制限する
規定はないため、暴力団員が、不動産公売等によ
り買い受けた建物を暴力団事務所として利用する
事例や、不動産公売等により買い受けた不動産を
転売して高額な利益を得る事例等があるとの指摘
がなされていました。
　このような状況を踏まえ、民事執行法における
不動産競売については、一般の不動産取引と同様
に暴力団への不動産の供給源を断つといった観点
から、暴力団員等の買受け防止措置等が盛り込ま
れた「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上
の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を
改正する法律案」が第198回通常国会に提出され、
令和元年 5月10日に可決・成立し、同月17日に令
和元年法律第 2号として公布されています（令和
2年 4月 1日から施行）。
　今回の改正においては、上記の民事執行法にお
ける不動産競売についての暴力団員等の買受け防
止措置を踏まえ、国税徴収法における不動産公売
についても、暴力団員等の買受け防止措置が創設
されました。
（参考）　「世界一安全な日本」創造戦略について

（平成25年12月10日　閣議決定）

Ⅲ　戦略の内容

4　社会を脅かす組織犯罪への対処

⑴　暴力団対策等の推進・強化

④　各種業・公共事業等からの暴力団排

除の徹底

　暴力団が介入し、資金獲得を図って

いる業の許認可要件に暴力団排除条項

を導入するほか、東日本大震災からの

復旧・復興事業、2020年オリンピック・

パラリンピック東京大会開催に向けた

施設整備事業等を含めた、国及び地方

公共団体のあらゆる公共事業等の入札・

契約から、暴力団の排除を徹底する。

また、さらなる暴力団排除のための制

度の導入を促進するとともに、不動産

競売・公売への暴力団の参加防止等の

方策について検討する。

2 　制度の内容

⑴　暴力団員等に該当しないこと等の陳述
　公売財産（不動産に限ります。以下「公売不
動産」といいます。）の入札等（入札又は競り
売りによる買受けの申込みをいいます。以下同
じです。）をしようとする者（その者が法人で
ある場合には、その代表者）は、税務署長に対
し、公売不動産の入札等をしようとする者（そ
の者が法人である場合には、その役員）及び自
己の計算において公売不動産の入札等をさせよ
うとする者（その者が法人である場合には、そ
の役員）が暴力団員等に該当しない旨を陳述し
なければ、入札等をすることができないことと
されました（徴法99の 2 ）。
　上記の「暴力団員等に該当しない旨の陳述」
は、具体的には、税務署長に対し、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記
載した陳述書を提出しなければならないことと
されています（徴規 1の 2①一～三・六・七）。
①　公売不動産の入札等をしようとする者が個
人である場合��次に掲げる事項
イ　その者の氏名、住所又は居所、生年月日
及び性別
ロ　その者が暴力団員等に該当しない旨
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ハ　その他参考となるべき事項
②　公売不動産の入札等をしようとする者が法
人である場合��次に掲げる事項
イ　その者の名称及び住所
ロ　その役員の氏名、住所又は居所、生年月
日及び性別
ハ　その役員が暴力団員等に該当しない旨
ニ　その他参考となるべき事項
　また、自己の計算において公売不動産の入札
等をさせようとする者がある場合には、上記①
又は②に定める事項に加えて、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陳述書
に記載しなければならないこととされています
（微規 1の 2①四～六）。
③　自己の計算において公売不動産の入札等を
させようとする者が個人である場合��次に
掲げる事項
イ　その者の氏名、住所又は居所、生年月日
及び性別
ロ　その者が暴力団員等に該当しない旨
④　自己の計算において公売不動産の入札等を
させようとする者が法人である場合��次に
掲げる事項
イ　その者の名称及び住所
ロ　その役員の氏名、住所又は居所、生年月
日及び性別
ハ　その役員が暴力団員等に該当しない旨
（注 1）　上記の「暴力団員等」とは、暴力団員

又は暴力団員でなくなった日から 5 年を

経過しない者をいいます（徴法99の 2 ）。
（注 2）　国税の徴収を所掌する者は、税務署長

が原則とされ、国税局長が徴収の引継ぎ

を受けた場合（通法43③）や通関行政と

密接な関係にある国税（輸入消費税等）

を税関長が徴収する場合（通法43①ただ

し書）等に限り、国税局長又は税関長と

されています。このような場合には、「税

務署長」に「国税局長又は税関長」が含

まれることになります（徴法184、185）。
（注 3）　公売不動産の入札等をしようとする者

は、次に掲げる場合には、それぞれ次に

定める書類の写しを税務署長に提出する

こととされています（徴規 1の 2②）。

イ�　公売不動産の入札等をしようとする

者が、指定許認可等を受けて事業を行

っている者である場合��その者がそ

の指定許認可等を受けていることを証

する書類

ロ�　自己の計算において公売不動産の入

札等をさせようとする者が、指定許認

可等を受けて事業を行っている者であ

る場合��その者がその指定許認可等

を受けていることを証する書類
（注 4）　上記（注 3）の「指定許認可等」とは、

許認可等を受けようとする者（その者が

法人である場合には、その役員）が暴力

団員等に該当しないことが法令において

その許認可等の要件とされているものの

うち国税庁長官が指定するものをいいま

す（徴規 1の 4 ③）。また、国税庁長官は、

その指定をしたときは、告示することと

されています（徴規 1の 4④）。
（注 5）　上記（注 4）の「許認可等」とは、法

令に基づき、行政庁の許可、認可、免許

その他の申請者に対し何らかの利益を付

与する処分をいいます（行政手続法 2三）。

⑵　最高価申込者等が暴力団員等に該当するか否
かの調査の嘱託
　税務署長は、公売不動産の最高価申込者等
（その者が法人である場合には、その役員）又
は自己の計算において最高価申込者等に公売不
動産の入札等をさせた者（その者が法人である
場合には、その役員）が暴力団員等に該当する
か否かについて、必要な調査をその税務署の所
在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければ
ならないこととされました（徴法106の 2 ）。た
だし、上記の公売不動産の最高価申込者等又は
自己の計算において最高価申込者等に公売不動
産の入札等をさせた者が、指定許認可等を受け
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て事業を行っている者である場合には、これら
の者についての調査の嘱託は要しないこととさ
れています（徴法106の 2 ①ただし書、②ただ
し書、徴規 1の 4①②）。
（注）　上記の「最高価申込者等」とは、最高価申

込者及び次順位買受申込者をいいます（徴法

100⑥一）。

⑶　最高価申込者等の決定の取消し
　税務署長は、公売不動産の最高価申込者等又
は自己の計算において最高価申込者等に公売不
動産の入札等をさせた者が次のいずれかに該当
すると認める場合には、これらの最高価申込者
等を最高価申込者等とする決定を取り消すこと
ができるものとされました（徴法108⑤）。
①　暴力団員等（公売不動産の入札等がされた
時に暴力団員等であった者を含みます。）
②　法人でその役員のうちに暴力団員等に該当
する者があるもの（公売不動産の入札等がさ
れた時にその役員のうちに暴力団員等に該当
する者があったものを含みます。）

（注 1）　税務署長は、次順位買受申込者が定めら

れている場合において、上記により、最高

価申込者の決定を取り消したときは、次順

位買受申込者に対し売却決定を行うことと

されています（徴法113②一）。
（注 2）　税務署長は、次順位買受申込者が定めら

れていない場合において、上記により、最

高価申込者の決定を取り消したときは、再度、

公売に付するものとされています（徴法107

①）。

⑷　随意契約により不動産を売却する場合の暴力
団員等の買受け防止措置
　税務署長は、差押財産等を換価する場合には、
原則として公売に付さなければならないことと
されていますが、公売に付しても入札等がない
場合、入札等の価額が見積価額に達しない場合
等に該当するときは、公売に代えて、随意契約

により差押財産等を売却することができます
（徴法94①、109①）。
　今回の改正においては、随意契約により不動
産を売却する場合についても、不動産公売と同
様に、上記⑴及び⑵の措置が講じられました
（徴法109④、99の 2 、106の 2 、徴規 1 の 5 、
1の 2、 1の 4）。

⑸　不動産を換価に付する場合の売却決定期日の
整備
　税務署長は、不動産等（不動産、船舶、航空
機、自動車、建設機械、小型船舶、債権又は電
話加入権以外の無体財産権等をいいます。）を
換価に付するときは、公売期日等（公売をする
日（随意契約により売却する場合には、その売
却する日）をいいます。以下同じです。）から
起算して 7日を経過した日において最高価申込
者に対して売却決定を行うこととされています
（旧徴法113①）。
　今回の改正においては、税務署長は、不動産
を換価に付するときは、上記⑵の調査に通常要
する日数を勘案して、次の①に掲げる日から次
の②に掲げる日までの期間内で税務署長が指定
する日（以下「指定日」といいます。）におい
て最高価申込者に対して売却決定を行うことと
されました（徴法113①、徴規 1の 6）。ただし、
税務署長が上記⑵の調査の嘱託をした場合にお
いて、指定日までにその結果が明らかでないと
きは、その結果が明らかになった日に売却決定
を行うこととされています（徴規 1の 6）。
①　公売期日等から起算して 7日を経過した日
②　公売期日等から起算して21日を経過した日

⑹　暴力団員等に該当しないこと等について虚偽
陳述をした者に対する罰則規定の整備
　上記⑴により陳述すべき事項について虚偽の
陳述をした者については、 6月以下の懲役又は
50万円以下の罰金に処することとされました
（徴法189）。
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3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 3年 1月 1日以後に行う
公告に係る公売又は同日以後に行う見積価額の決

定に係る随意契約による売却について適用し、同
日前に行った公告に係る公売又は同日前に行った
見積価額の決定に係る随意契約による売却につい
ては従前どおりとされています（改正法附則53）。

五　その他納税環境整備関係の改正

1 　振替納税の通知依頼及びダイレクト納
付の利用届出の電子化

⑴　改正前の制度の概要
　振替納税又はダイレクト納付の利用に当たっ
ては、税務署長に対し、事前に、国税の納付を
委託する金融機関に対する通知の依頼又はダイ
レクト納付の利用開始の届出を行うことが必要
とされています（通法34①、34の 2 ①、通規 1
の 3①一、国税オンライン化省令 4⑤）。
　具体的には、「預貯金口座振替依頼書兼納付
書送付依頼書（以下「口座振替依頼書」といい
ます。）」又は「国税ダイレクト方式電子納税依
頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書（以
下「ダイレクト納付利用届出書」といいま
す。）」を作成し、所轄税務署長を経由して利用
する金融機関に提出することとされており、金
融機関においては、これらの書類に押印された
印影と届出印とを照合することにより本人確認
を行う必要があることから、その口座振替依頼
書又はダイレクト納付利用届出書（旧国税オン
ライン化省令 4⑤、 5①）は、書面による提出
に限定されていました。

⑵　改正の内容
　近年、金融機関においては、電子的に入力さ
れた暗証番号による確認など届出印の照合を要
しない本人確認の仕組みが整備されてきている
ところです。
　今回の改正においては、こうした状況を踏ま
え、納税者利便の向上及び税務事務の効率化の
観点から、振替納税の通知依頼及びダイレクト
納付の利用届出（国税オンライン化省令 5①）

について、電子情報処理組織（e-Tax）を使用
する方法により行うことができることとされま
した。
　また、電子情報処理組織（e-Tax）を使用す
る方法により申請等を行う者は、原則として、
その申請等に係る法令の規定において書面等に
記載すべきこととされている事項並びに税務署
長より通知された識別符号（ID）及び暗証符
号（パスワード）を入力して、その申請等の情
報に電子署名を行い、その電子署名に係る電子
証明書と併せてこれらを送信することにより、
その申請等を行わなければならないこととされ
ていますが（国税オンライン化省令 5 ①）、電
子情報処理組織（e-Tax）を使用する方法によ
り振替納税の通知依頼及びダイレクト納付の利
用届出を行う場合には、上記のとおり、金融機
関において暗証番号等により本人確認が行われ
ていることを踏まえ、その申請等を行う者の電
子署名及びその電子署名に係る電子証明書の送
信を要しないこととされました（令和 2年国税
庁告示第 2号）。
（参考）　上記の振替納税の通知依頼及びダイレク

ト納付の利用届出の電子化のほか、更なる

納税者利便の向上を図る観点から、納税地

の異動があった場合の振替納税について、

運用上、手続の簡素化を行うこととされて

います。具体的には、振替納税を行ってい

る個人が他の税務署管内へ納税地を異動し

た場合において、その個人が提出する「納

税地の異動届出書」等に、その異動後も従

前の金融機関の口座からの振替納税を行う

旨を記載したときは、異動後の納税地の所

轄税務署長に対してする申告等について振

─�788�─

――国税通則法等の改正――



替納税を引き続き行うことができるように

するものです。この運用上の対応は、令和

3 年 1 月 1 日以後に提出する納税地の異動

届出書等について実施することとされてい

ますが、詳細については、今後、通達等で

定められる予定です。

⑶　適用関係
　上記⑵の改正は、令和 3年 1月 1日以後に行
う届出について適用し、同日前に行った届出に
ついては従前どおりとされています（改正国税
オンライン化省令附則②）。

2 　納税証明書の電子的請求手続等の柔軟
化

⑴　改正前の制度の概要
　納税証明書については、税務署長等に対し、
証明を受けようとする国税の年度及び税目など
一定の事項を記載した請求書を提出することに
より、その交付を受けることができることとさ
れています（通法123①、通令41④）。この納税
証明書の請求手続については、請求書（書面）
によるほか、電子情報処理組織（e-Tax）を使
用する方法による請求（以下「納税証明書の電
子的請求」といいます。）も可能とされていま
す（国税オンライン化省令 5①）。
（注）　上記の納税証明書の請求に際しては、証明

書 1 枚につき400円（電子的に請求する場合に

は、370円）の手数料を納付しなければならな

いこととされています（通法123②、通令42①、

国税オンライン化省令 7）。

　また、電子情報処理組織（e-Tax）を使用す
る方法による納税証明書の交付（以下「納税証
明書の電子的交付」といいます。）については、
真正性の担保（改ざん防止）の観点から、納税
証明書の情報に税務署長等が電子署名を行い、
その電子署名に係る電子証明書をその情報と併
せて納税者の電子計算機に備えられたファイル
に記録（具体的には、e-Tax における納税者の
個人フォルダ（メッセージボックス）に格納）

することとされていますが（旧国税オンライン
化省令10、12）、電子的に受領した納税証明書
（以下「電子納税証明書」といいます。）を書面
で出力した場合には、その書面はあくまで複製
されたものであり、原本には該当しないものと
して取り扱われています。

⑵　改正の内容
　納税証明書の電子的請求については、納税者
から委任を受けた税理士等の代理人による代理
請求は可能であるものの、これまでは、その請
求時において電子委任状（委任を受けたことを
証する電磁的記録をいいます。以下同じです。）
の添付がシステム上できる取扱いとなっていな
いことから、結果として、代理人は電子納税証
明書の代理受領をすることができない状況とな
っており、その改善が課題とされていました。
　今回の改正においては、こうした課題に対応
し、納税者利便の向上を図る観点から、納税証
明書の電子的請求・交付手続について、以下の
とおり、整備（柔軟化）が行われました。
①　納税証明書の電子的請求手続の柔軟化
　納税証明書の電子的請求について、代理請
求する際に電子委任状の添付を行うことによ
り、代理人において電子的に納税証明書の代
理受領ができることとされました。また、代
理請求に際し電子委任状に納税者（委任者）
の電子署名及びその電子署名に係る電子証明
書が付されることを踏まえ、納税証明書の電
子的請求に係る情報を送信する際、委任者で
ある納税者の電子署名及びその電子署名に係
る電子証明書を送信することを要しないこと
とされました（令和 2年国税庁告示第 2号）。
②　納税証明書の電子的交付方法の柔軟化
　納税証明書の電子的交付における真正性の
担保措置について、納税証明書の情報に税務
署長等が電子署名を行い、その電子署名に係
る電子証明書を付す方法に代えて、その納税
証明書に記載すべき事項が記録された二次元
コード（いわゆるQRコード）を電子納税証
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明書に付す方法により行うことが可能とされ
ました（国税オンライン化省令10、12、令和
2 年国税庁告示第 3 号）。この二次元コード
（いわゆるQRコード）付きの電子納税証明
書につき出力（印刷）した書面については、
その書面の提出を受けた金融機関等にあって
は、国税庁のホームページ上のシステムにお
いて、その納税証明書（書面）に添付された
二次元コード（いわゆるQRコード）を読み
取って、その真正性の確認ができることとさ
れています。これにより、納税者は、二次元
コード（いわゆるQRコード）が記載された
納税証明書（書面）について、これを原本に
相当するものとして複数印刷し、使用するこ
とが可能となります。

⑶　適用関係
　上記⑵の改正は、令和 3年 7月 1日以後に行
う納税証明書の電子的請求及び電子的交付につ
いて適用し、同日前に行った納税証明書の電子
的請求及び電子的交付については従前どおりと
されています（改正国税オンライン化省令附則
③、令和 2年国税庁告示第 2号前文、令和 2年
国税庁告示第 3号前文）。

3 　準確定申告の電子的手続の整備

⑴　改正前の制度の概要
　所得税の確定申告書を提出すべき者が死亡し
た場合の確定申告（所法124）又は年の中途で
死亡した場合の確定申告（所法125①～③）（以
下「準確定申告」といいます。）については、
死亡した者に相続人が 2人以上いる場合には、
全ての相続人が連名で準確定申告書を提出する
こととされています（所令263②）。他方、電子
情報処理組織（e-Tax）を使用して申請等を行
う場合には、申請等を行う者は、原則として、
その申請等の情報に電子署名を行い、その電子
署名に係る電子証明書と併わせてこれらを送信
しなければならないこととされています（国税
オンライン化省令 5①）。

　そのため、法令上、電子情報処理組織
（e-Tax）を使用して準確定申告を行う場合には、
全ての相続人による電子署名及びその電子署名
に係る電子証明書の送信が必要とされています。

⑵　改正の内容
　今般、電子情報処理組織（e-Tax）を使用す
る方法による準確定申告の運用が開始されるこ
とに伴い、納税者の利便性向上を図る観点から、
電子情報処理組織（e-Tax）を使用して行われ
る準確定申告書の提出について、一定の要件を
満たす場合には、準確定申告書に記載すべき事
項（以下「記載情報」といいます。）に電子署
名を行い、その電子署名に係る電子証明書と併
せてこれらを送信する相続人（以下「申請等相
続人」といいます。）以外の相続人の電子署名
及びその電子署名に係る電子証明書の送信を要
しないこととされました（令和元年国税庁告示
第25号）。
　上記の「一定の要件」とは、電子情報処理組
織（e-Tax）を使用する方法により行われる準
確定申告書の提出と併せて申告書確認情報（申
請等相続人以外の相続人がその記載情報を確認
したことを証する電磁的記録をいいます。）が
送信されることをいいます（令和元年国税庁告
示第25号）。

⑶　適用関係
　上記⑵の改正は、令和 2年分以後の準確定申
告書を令和 2年 1月 1日以後に提出する場合に
ついて適用されます（令和元年国税庁告示第25
号前文）。

4 　支払調書等の電子的提出方法の柔軟化

⑴　改正前の制度の概要
　電子情報処理組織（e-Tax）を使用する方法
により支払調書等を提出する場合には、支払調
書等に記載すべきこととされている事項を入力
して送信することとされており、その際のファ
イル形式は、XML 形式に限定されています
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（国税オンライン化省令 5 ①③、平成30年国税
庁告示第14号①一）。
（注 1）　上記の「支払調書等」とは、所得税法、

相続税法、租税特別措置法及び内国税の適

正な課税の確保を図るための国外送金等に

係る調書の提出等に関する法律の規定によ

り提出する調書（教育資金管理契約の終了

に関する調書及び結婚・子育て資金管理契

約の終了に関する調書並びに国外財産調書

及び財産債務調書を除きます。）、源泉徴収票、

計算書及び報告書をいいます。
（注 2）　上記の「XML（eXtensible�Markup�Lan-

guage）形式」とは、情報の内容にタグを付

加して構造的に記述し、コンピュータ処理

をしやすくするコンピュータ言語形式のフ

ァイルをいいます。

⑵　改正の内容
　今回の改正においては、支払調書等の提出義
務者の事務負担を軽減する観点から、電子情報
処理組織（e-Tax）を使用する方法により支払
調書等を提出する場合のファイル形式に、CSV
形式が追加されました（令和 2年国税庁告示第
6号）。
（注）　上記の「CSV（Comma-Separated�Values）

形式」とは、データをカンマ（,）や改行で区

切って並べたテキスト形式のファイルであり、

表計算ソフトやデータベースソフトなどの異

なるアプリケーション間でデータを交換する

場合に利用されるものをいいます。

⑶　適用関係
　上記⑵の改正は、令和 3年 1月 1日から施行
されます（令和 2年国税庁告示第 6号附則①た
だし書）。

5 　期限到来間際にされた期限後申告等に
係る加算税の賦課決定期限の整備

⑴　改正前の制度の概要
　通常の更正決定等の期間制限（除斥期間）は、

法定申告期限から 5年とされています（通法70
①）。ただし、次に掲げる更正決定等は、それ
ぞれ次に定める日まで、行うことができること
とされています（旧通法70②～④）。
①　法人税の純損失等の金額でその課税期間に
おいて生じたものを増減させ、又はその金額
があるものとする更正��法定申告期限から
10年を経過する日
②　更正決定等をすることができないこととな
る日前 6月以内にされた更正の請求に係る更
正決定等��その更正の請求があった日から
6月を経過する日

③　脱税があったことによる更正決定等��法
定申告期限から 7年を経過する日

④　国外転出等特例の適用がある場合の所得税
の更正決定等��法定申告期限から 7年を経
過する日

⑵　改正の内容
　無申告加算税等の各種加算税については、期
限後申告書の提出等があった場合に、行政制裁
として、その申告等に基づいて納付すべき税額
に一定の割合を乗じて計算した金額を課すもの
ですが（通法66①、67①等）、その課税（賦課
決定）に当たっては、税務署長が賦課決定通知
書の送達をもって行うこととされています（通
法16②二、32①③）。そのため、これまでは、
期限後申告書が上記⑴の更正決定等の期間制限
の到来間際に提出された場合には、加算税の賦
課要件を満たしているにもかかわらず、その期
間制限の到来までに賦課決定通知書の送達が困
難であり、結果として加算税を課税することが
できない事例が生じており、その適正課税の確
保が課題とされていました。
　今回の改正においては、こうした課題に対応
し、適切な加算税の賦課を行う観点から、加算
税の賦課決定期限について整備が行われました。
　具体的には、通常の更正決定等の期間制限
（除斥期間）により賦課決定をすることができ
ないこととなる日前 3月以内にされた納税申告
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書の提出又は源泉徴収等による国税の納付に伴
って行われることとなる無申告加算税又は不納
付加算税についてする賦課決定について、その
納税申告書の提出又は源泉徴収等による国税の
納付があった日から 3月を経過する日まで、行
うことができることとされました（通法70④）。
（注 1）　上記の「納税申告書の提出」又は「源泉

徴収等による国税の納付」については、調

査通知（源泉徴収等による国税の納付にあ

っては、納税の告知）を受ける前であり、

かつ、調査による更正決定等を予知してさ

れたものでない場合（通法66⑥、67②）に

限って本措置の適用対象とされ、すなわち、

税務当局の調査の結果必要となる期限後申

告書の提出等については適用対象外とされ

ています。これは、税務当局の調査の結果

必要となる期限後申告書の提出等について

は、税務当局が未把握の中でされる自主的

な期限後申告の提出等と異なり、税務当局

にあっては、法律関係の安定を図る等の観

点から定められている通常の期間制限（除

斥期間）内に、加算税の賦課まで含めて処

理することは行政として当然の対応である

ことから、これを本措置の対象とせず、税

務当局がその提出を予期できない自主的な

期限後申告の提出等に限って措置すること

が適当との考えに基づくものです。
（注 2）　上記の賦課決定期限の整備がされること

に伴い、この場合の加算税の賦課決定によ

り納付すべき国税の消滅時効の起算点につ

いて、その加算税の賦課決定があった日と

することとされています（通法72①）。

⑶　適用関係
　上記⑵の改正は、令和 2年 4月 1日以後に法
定申告期限等が到来する国税について適用され
ます（改正法附則52①③）。

6 　不服申立てにおける口頭意見陳述等に
おけるテレビ会議システムの導入

⑴　改正前の制度の概要
　再調査の請求における再調査審理庁（審査請
求にあっては、担当審判官）は、再調査の請求
人（審査請求にあっては、審査請求人）又は参
加人から申立てがあった場合には、その申立て
をした者に口頭で再調査の請求（審査請求）に
係る事件に関する意見を述べる機会を与えなけ
ればならず、また、その口頭意見陳述は、再調
査審理庁（担当審判官）が期日及び場所を指定
し、再調査の請求人（審査請求人）及び参加人
（審査請求にあっては、原処分庁も含みます。）
を招集して実施することとされています（通法
84①②、95の 2 ①③）。

⑵　改正の内容
　国税に関する不服申立てについて行う口頭意
見陳述については、これまでは、再調査審理庁
又は担当審判官が指定する場所として各々の官
署に再調査の請求人等を招集して実施すること
とされていましたが、再調査の請求人等にあっ
ては遠隔の地に居住している場合もあることか
ら、そうした者について、再調査審理庁等の官
署まで出向く負担の軽減が課題とされていまし
た。
　今回の改正においては、こうした課題に対応
し、再調査の請求人等の利便性の向上を図る観
点から、国税に関する不服申立てにおける口頭
意見陳述等について、一般の行政不服審査と同
様に、テレビ会議システムを用いて行うことが
できることとされました。
（注）　一般的な行政不服審査については、平成26

年の行政不服審査法（全部改正）の施行令に

おいて、テレビ会議システムを用いた口頭意

見陳述の整備が行われています（行政不服審

査法施行令 8、18）。

　具体的には、再調査の請求における再調査審
理庁（審査請求にあっては、担当審判官）は、
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口頭意見陳述の期日における審理を行う場合に
おいて、遠隔の地に居住する再調査の請求人
（審査請求にあっては、審査請求人）又は参加
人（審査請求にあっては、原処分庁も含みま
す。）があるとき、その他相当と認めるときは、
再調査審理庁（担当審判官）並びに再調査の請
求人（審査請求人）及び参加人（審査請求にあ
っては、原処分庁も含みます。）が映像と音声
の送受信により相手の状態を相互に認識しなが
ら通話をすることができる方法（テレビ会議シ
ステム）によって、審理を行うことができるこ
ととされました（通令31の 3 、33の 3 ）。これ
により、遠隔の地に居住する再調査の請求人等
については、その最寄りの官署（再調査審理庁
等が指定する場所）に出向き、テレビ会議シス
テムを用いて、再調査審理庁等との間において
口頭意見陳述を行うことが可能となります。

（注）　上記のテレビ会議システムを用いた口頭意

見陳述を行う場合には、再調査審理庁（担当

審判官）は、再調査の請求人（審査請求人）

及び参加人（審査請求にあっては、原処分庁

も含みます。）の意見を聴いて、必要な装置が

設置された場所であって再調査審理庁（担当

審判官）が適当と認める場所を、再調査の請

求人（審査請求人）及び参加人（審査請求に

あっては、原処分庁も含みます。）ごとに指定

して行うこととされています（通規11の 7 、

11の 8 ）。

⑶　適用関係
　上記⑵の改正は、令和 3年 1月 1日以後にさ
れる再調査の請求又は審査請求に係る事件の審
理について適用されます（改正通令附則②③）。
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