
新型コロナウイルス感染症等の影響に対
応するための国税関係法律の臨時特例に
関する法律（緊急経済対策関係）

はじめに

　我が国経済は新型コロナウイルス感染症の拡大
の影響により大幅に下押しされており、国難とも
いうべき厳しい状況に置かれている中、感染症の
影響をしのぎ、その後の経済のV字回復につなげ、
日本経済を持続的な成長軌道へ戻すことを確実に
なし遂げるため、財政・金融・税制といったあら
ゆる政策手段を総動員し、事業規模で100兆円を
超える「新型コロナウイルス感染症緊急経済対
策」が策定されたところです（令和 2年 4月 7日
閣議決定。同月20日変更の閣議決定）。
　この中で、税制については、新型コロナウイル
ス感染症の我が国社会経済に与える影響が甚大な
ものであることに鑑み、感染症及びそのまん延防
止のための措置の影響により厳しい状況に置かれ

ている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置
を講ずることとし、納税の猶予の特例の創設、欠
損金の繰戻しによる還付の特例の創設、文化芸
術・スポーツイベントの中止等に係る寄附金控除
の特例の創設、住宅ローン控除の適用要件の弾力
化等を行うこととされたところです。
　これらの措置が盛り込まれた「新型コロナウイ
ルス感染症等の影響に対応するための国税関係法
律の臨時特例に関する法律（令 2 . 4 .30法律第25
号）（以下「新型コロナ税特法」といいます。）」
は、令和 2年 4月30日に参議院本会議において可
決・成立し、同日に公布されています。また、同
日に、次の関係政省令も公布されています。
・　新型コロナウイルス感染症等の影響に対応す
るための国税関係法律の臨時特例に関する法律
施行令（令 2 . 4 .30政令第160号）（以下「新型
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コロナ税特令」といいます。）
・　新型コロナウイルス感染症等の影響に対応す
るための国税関係法律の臨時特例に関する法律
施行規則（令 2 . 4 .30財務省令第44号）（以下
「新型コロナ税特規」といいます。）
・　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 2 . 4 .30経済産業省令第45号）
　以下では、これらの措置の主な内容について説
明することとします。
（注 1）　上記の「新型コロナウイルス感染症」とは、

病原体がベータコロナウイルス属のコロナウ

イルス（令和 2 年 1 月に中華人民共和国から

世界保健機関に対して人に伝染する能力を有

することが新たに報告されたものに限りま

す。）である感染症をいいます（新型コロナ税

特法 2、新型インフルエンザ等対策特別措置

法附則 1の 2①）。
（注 2）　新型インフルエンザ及び全国的かつ急速な

まん延のおそれのある新感染症に対する対策

の強化を図り、国民の生命及び健康を保護し、

国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小と

なるようにすることを目的とする「新型イン

フルエンザ等対策特別措置法」が、新型コロ

ナウイルス感染症の発生及びそのまん延によ

り国民の生命及び健康に重大な影響を与える

ことが懸念される状況を踏まえ、令和 2 年 3

月に改正され、令和 3 年 1 月31日までの間、

新型コロナウイルス感染症を新型インフルエ

ンザ等とみなし、同法に基づく緊急事態宣言

等の措置を実施することとされています（新

型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を

改正する法律（令 2 . 3 .13法律第 4 号）、新型

インフルエンザ等対策特別措置法附則第 1 条

の 2第 1項の政令で定める日を定める政令（令

2 . 3 .13政令第45号））。
（注 3）　上記の「新型コロナ税特令」については、

㋑納税の猶予の特例の対象となる国税の期日

について、令和 3 年 2 月 1 日（改正前：令和

3 年 1 月31日）に改めるとともに（新型コロ

ナ税特令 2 ①）、㋺特別貸付けに係る消費貸借

契約書の印紙税の非課税について、公的貸付

機関等の範囲に独立行政法人中小企業基盤整

備機構を、金融機関の範囲に株式会社日本政

策投資銀行を、それぞれ加える（新型コロナ

税特令 8 ①一②二④）こととする改正が行わ

れています（令和 2 年 6 月26日公布。令

2 . 6 .26政令第206号）。

第一　国税通則関係
納税の猶予の特例の創設

1 　国税通則法による納税の猶予の概要

⑴　国税通則法による納税の猶予の類型
　国税通則法による納税の猶予は、①相当な損
失を受けた場合の納税の猶予、②災害等に基づ
き納付できない場合の納税の猶予及び③一定期
間後に税額が確定した場合の納税の猶予の三類
型があります（通法46①～③）。
①　相当な損失を受けた場合の納税の猶予
　納税者が災害により、その財産につき相当
な損失を受けた場合において、納期限が到来

していない一定の国税について、納税を猶予
することができることとされています（通法
46①）。
②　災害等に基づき納付できない場合の納税の
猶予
　納税者に、災害を受け、若しくは病気にか
かり、又は事業を休廃業した等の事実があっ
た場合において、納税者がその納付すべき国
税を一時に納付できないと認められるときは、
納税を猶予することができることとされてい
ます（通法46②）。
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③　一定期間後に税額が確定した場合の納税の
猶予
　一定の期間が経過した後に納付すべき税額
が確定した場合において、納税者がその納付
すべき国税を一時に納付することができない
と認められるときは、納税を猶予することが
できることとされています（通法46③）。

（注）　上記②及び③の納税の猶予については、猶

予金額が100万円以下の場合、猶予期間が 3 月

以内の場合又は担保を求めることができない

特別の事情がある場合を除き、猶予金額に相

当する担保を求めることとされています（通

法46⑤）。

⑵　相当な損失を受けた場合の納税の猶予の内容
　上記⑴①の納税の猶予は、相当な損失を受け
た場合に認められるものですが、その内容につ
いては、以下のとおりとされています（通法46
①）。
①　猶予の要件（猶予が認められる場合）
　震災、風水害、落雷、火災等の災害により、
納税者がその財産につき相当な損失を受けた
ことが、猶予の要件とされています（通法46
①）。
（注）　上記の「相当な損失」については、災害

による損失の額について納税者の全積極財

産の価額に占める割合がおおむね20％以上

の場合に該当することとされています（通

基通46－ 2 ）。

②　猶予の対象となる国税
　猶予の対象となる国税は、損失を受けた日
以後 1年以内に納付すべき国税で、次に該当
するものとされています（通法46①一～三）。
イ　災害のやんだ日等以前に納税義務の成立
した国税（消費税、自動車重量税等一定の
ものを除きます。）で、その納期限が損失
を受けた日以後に到来するもののうち、猶
予の申請の日以前に納付すべき税額が確定
したもの（通法46①一）
ロ　災害のやんだ日以前に課税期間が経過し

た課税資産の譲渡等に係る消費税で、その
納期限が損失を受けた日以後に到来するも
ののうち、猶予の申請の日以前に納付すべ
き税額が確定したもの（通法46①二）
ハ　予定納税に係る所得税、中間申告に係る
法人税及び地方法人税、中間申告に係る消
費税等で、これらの納期限が損失を受けた
日以後に到来するもの（通法46①三）

③　猶予期間
　税務署長等は、納期限から 1年以内の期間
について猶予をすることができることとされ
ており（通法46①）、その具体的な期間につ
いては、被害のあった財産の損失の状況及び
財産の種類を勘案して定めることとされてい
ます（通令13①）。
④　猶予金額
　猶予する金額については、対象となる国税
（上記②参照）の全部又は一部の金額とする
こととされています（通法46①）。
⑤　猶予の申請手続
　猶予の申請をしようとする者は、災害のや
んだ日から 2月以内に、災害により財産につ
き相当な損失を受けた事実の詳細等一定の事
項を記載した猶予申請書に、当該事実を証す
る書類を添付して、税務署長等に提出するこ
ととされています（通法46①、46の 2 ①、通
令15の 2 ①）。

⑶　猶予期間における延滞税の取扱い
①　相当な損失を受けた場合の納税の猶予にお
ける取扱い
　上記⑴①の「相当な損失を受けた場合の納
税の猶予」における猶予期間については、そ
の期間に対応する延滞税は免除されます（通
法63①）。
②　災害等に基づき納付できない場合の納税の
猶予及び一定期間後に税額が確定した場合の
納税の猶予における取扱い
　上記⑴②の「災害等に基づき納付できない
場合の納税の猶予」及び③の「一定期間後に
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税額が確定した場合の納税の猶予」における
猶予期間については、その期間に対応する延
滞税は、該当する事実に応じて、全額又は一
部が免除されます（通法63①、措法94②）。

2 　納税の猶予の特例の内容

　新型コロナウイルス感染症の我が国社会経済に
与える影響は甚大なものとなっており、イベント
の自粛要請や入国制限措置など新型コロナウイル
ス感染症の拡大防止のための措置に起因して多く
の事業者等の収入が減少しているという厳しい状
況になっているところです。
　こうした状況を踏まえ、今般の緊急経済対策に
おいて、緊急に必要な税制上の措置として、手元
資金の活用による事業継続支援の観点から、相当
な収入の減少があった事業者等に対し、その納税
を無担保かつ延滞税なしで 1年間猶予することが
できる特例措置を講ずることとされました。
　以下では、納税の猶予の特例の内容について説
明することとします。

⑴　納税の猶予の特例の概要
　税務署長等は、新型コロナウイルス感染症及
びそのまん延防止のための措置の影響により令
和 2年 2月 1日以後に納税者の事業につき相当
な収入の減少があったことその他これに類する
事実がある場合において、納期限が同日以後に
到来する国税を一時に納付することが困難であ
ると認められるときは、納期限までにされたそ
の者の申請に基づき、その納期限から 1年以内
の期間を限り、その納税を無担保かつ延滞税な
しで猶予することができる特例措置を講ずるこ
ととされました（新型コロナ税特法 3①）。
（注）　上記の納税の猶予の特例においては、担保

の提供を求める規定（通法46⑤）の適用はな

いことから、担保の提供を要することなく本

特例を受けることができます。また、本特例

の適用がある場合の延滞税の全額免除の詳細

については、下記⑺をご参照ください。

⑵　猶予の特例の要件（猶予の特例が認められる
場合）
　新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防
止のための措置の影響により、令和 2年 2月 1
日以後に、納税者の事業につき相当な収入の減
少があったことその他これに類する事実（以下
「新型コロナウイルス感染症等の影響による事
業収入の減少等の事実」といいます。）がある
場合において、対象となる国税（下記⑶参照）
の全部又は一部を一時に納付することが困難で
あると認められることが、本特例の要件とされ
ています（新型コロナ税特法 3①による読替後
の通法46①）。
（注 1）　上記の「新型コロナウイルス感染症及び

そのまん延防止のための措置の影響」につ

いては、例えば、納税者又はその親族、従

業員等が新型コロナウイルス感染症に感染

したことによる影響のほか、イベント開催

又は外出等の自粛要請、入国制限、賃料の

支払猶予要請等の各種措置による影響等が

該当することとなります（新型コロナウイ

ルス感染症等の影響に対応するための国税

関係法律の臨時特例に関する法律による納

税の猶予の特例の取扱いについて（国税庁

法令解釈通達（令和 2 年 4 月30日徴徴 6 －

6 ほか）（以下「新型コロナ税特通」といい

ます。） 1）。
（注 2）　新型コロナウイルス感染症等の影響によ

る事業収入の減少等の事実について、「令和

2 年 2 月 1 日以後」に生じたものが特例の

対象とされていますが、これは、本特例が

イベントの自粛要請や入国制限措置など新

型コロナウイルス感染症の拡大防止のため

の措置に起因して多くの事業者等の収入が

減少しているという厳しい状況を踏まえ、

手元資金の活用による事業継続支援の観点

から措置されるものであること及び新型コ

ロナウイルス感染症に対する政府による具

体的な施策が令和 2 年 2 月中に開始された

ことを踏まえたものです。
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（注 3）　上記の「相当な収入の減少」については、

令和 2 年 2 月 1 日以後の 1 月以上の任意の

期間の収入金額が、前年同期と比較して概

ね20％以上減少していると認められる場合

に該当することとなります（新型コロナ税

特通 2）。
（注 4）　上記の「その他これに類する事実」につ

いては、例えば、納税者の給与収入など経

常的な収入につき相当な減少があったと認

められること等が該当することになります

（新型コロナ税特通 3）。
（注 5）　上記の「国税の全部又は一部を一時に納

付することが困難であると認められること」

については、納税者の事業の継続のために

必要な少なくとも今後 6 か月間の運転資金

並びに納税者及び生計を一にする親族の生

活維持のために必要な少なくとも今後 6 か

月間の費用を考慮して国税を納付する資金

がない場合に該当することとなります（新

型コロナ税特通 4）。

⑶　猶予の特例の対象となる国税
　猶予の特例の対象となる国税は、特定日（具
体的には、令和 3年 2月 1日をいいます。以下
同じです。）までに納付すべき国税で、次に該
当するものとされています（新型コロナ税特法
3①による読替後の通法46①一～三）。
（注）　上記の「特定日」については、本特例の対

象となる国税の期日として令和 3 年 2 月 1 日

とされていますが（新型コロナ税特令 2 ①。

上記の「はじめに」の（注 3）参照）、これは、

㋑新型インフルエンザ等対策特別措置法の改

正法により、新型コロナウイルス感染症につ

いて、令和 3 年 1 月31日までの間、緊急事態

宣言等の措置を実施することとされたこと（上

記の「はじめに」の（注 2）参照）も参考に

しつつ、㋺各税法において令和 3 年 1 月31日

とする国税の納期限については、同日が日曜

日に該当することにより、その翌日（同年 2

月 1日）をもって納期限とみなされること（通

法10②）を考慮したものです。

①　特定日以前に納税義務の成立した国税（消
費税、自動車重量税等一定のものを除きま
す。）で、その納期限が令和 2 年 2 月 1 日以
後に到来するもののうち、猶予の申請の日以
前に納付すべき税額が確定したもの（新型コ
ロナ税特法 3①による読替後の通法46①一）
②　特定日以前に課税期間が経過した課税資産
の譲渡等に係る消費税で、その納期限が令和
2年 2月 1日以後に到来するもののうち、猶
予の申請の日以前に納付すべき税額が確定し
たもの（新型コロナ税特法 3①による読替後
の通法46①二）
③　予定納税に係る所得税、中間申告に係る法
人税及び地方法人税、中間申告に係る消費税
等で、これらの納期限が令和 2年 2月 1日以
後に到来するもの（新型コロナ税特法 3①に
よる読替後の通法46①三）

⑷　猶予期間
　税務署長等は、納期限から 1年以内の期間に
ついて猶予をすることができることとされ（新
型コロナ税特法 3 ①による読替後の通法46①）、
その具体的な期間については、新型コロナウイ
ルス感染症等の影響による事業収入の減少等の
事実の状況及び対象となる国税（上記⑶参照）
の全部又は一部を一時に納付することが困難で
ある状況を勘案して定めることとされています
（新型コロナ税特令 2 ③による読替後の通令13
①）。

⑸　猶予金額
　猶予する金額については、対象となる国税
（上記⑶参照）の全部又は一部の金額とするこ
ととされています（新型コロナ税特法 3①によ
る読替後の通法46①）。この猶予の対象となる
「国税の全部又は一部の金額」については、こ
の「国税の全部又は一部」につき一時に納付す
ることが困難であると認められることをもって
本特例の要件とされていることから（上記⑵参
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照）、「一時に納付することが困難である国税」
に当たる部分が猶予の対象となる金額となり、
したがって、「一時に納付することが困難であ
る国税」が「納付すべき国税の全部」の金額を
下回る場合には、その「一時に納付することが
困難である国税（すなわち納付すべき国税の一
部）」の金額が猶予の対象となる金額となりま
す。
（注）　上記の「一時に納付することが困難である

国税」の金額については、具体的には、「納付

すべき国税の額」から「納税者が有する現金、

預貯金等の価額に相当する金額（納税者の事

業の継続のために必要な少なくとも今後 6 か

月間の運転資金並びに納税者及び生計を一に

する親族の生活維持のために必要な少なくと

も今後 6 か月間の費用は除きます。）」を控除

した金額となります（新型コロナ税特通 8）。

⑹　猶予の申請手続
　猶予の申請をしようとする者は、対象となる
国税（上記⑶参照）の納期限まで（やむを得な
い理由があると認める場合には、納期限後に申
請されるものを含みます。）に、新型コロナウ
イルス感染症等の影響による事業収入の減少等
の事実があること及びその国税の全部又は一部
を一時に納付することが困難である事情の詳細
等一定の事項を記載した猶予申請書に、当該事
実を証する書類、財産目録その他の資産及び負
債の状況を明らかにする書類並びに猶予を受け
ようとする日前後の収入・支出の実績・見込み
を明らかにする書類を添付して、税務署長等に
提出することとされています（新型コロナ税特
法 3①による読替後の通法46①・46の 2 ①、新
型コロナ税特令 2②、新型コロナ税特令 2③に

よる読替後の通令15の 2 ①）。
（注 1）　上記の納期限内に申請できない「やむを

得ない理由」については、納税者が事業に

つき新型コロナウイルス感染症の影響を受

けたことに伴う貸付けを受けるための手続

を行っていたこと等により納期限内に申請

ができなかった場合に該当することとなり

ます（新型コロナ税特通 5）。
（注 2）　上記の「猶予を受けようとする日前後の

収入・支出の実績・見込みを明らかにする

書類」については、上記⑸の猶予金額、す

なわち、「一時に納付することが困難である

国税の全部又は一部の金額」を確認するた

めの書類とされています。

⑺　猶予期間における延滞税の取扱い
　上記⑷の猶予期間においては、その期間に対
応する延滞税は免除されます（通法63①）。

3 　適用関係

　上記 2の特例は、新型コロナ税特法の公布の日
（具体的には、令和 2 年 4 月30日。以下同じで
す。）から施行され（新型コロナ税特法附則 1）、
令和 2年 2月 1日から令和 3年 2月 1日までの間
に納期限が到来する国税について適用されます
（新型コロナ税特法 3①）。
　また、猶予の申請期限（上記 2 ⑹参照）の関係
では、公布の日から 2月内（具体的には、令和 2
年 6月30日まで）に納付すべき国税については、
その国税の納期限（公布の日以前のものを含みま
す。）後であっても、同日（令和 2 年 6 月30日）
までに申請がされた場合には、上記 2の特例を適
用できることとされています（新型コロナ税特法
附則 2）。
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第二　所得税関係
一　給付金の非課税等

1 　特例の概要・趣旨

　「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策（令
和 2 年 4 月20日閣議決定）」において「新型イン
フルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣
言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を
自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要が
ある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆ
る現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝
の気持ちを持ち、人々が連帯して、一致団結し、
見えざる敵との闘いという国難を克服しなければ
ならない。このため、感染拡大防止に留意しつつ、
簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行
うこととし、一律に、一人当たり10万円の給付を
行う。また、マイナンバーカードを活用した受付
システムの整備も行う。さらに、子育て世帯に関
しては、児童手当（本則給付）を受給する世帯に
対し、その対象児童一人当たり 1万円を上乗せす
る臨時特別の給付金を支給する。これらの給付金
について、所得税及び個人住民税を非課税とする
措置等を講ずる」こととされました。

2 　特例の内容

⑴　給付金の非課税
　市町村又は特別区から給付される給付金で次
に掲げるものについては、これまで、家計への
支援のための給付金（例えば、定額給付金や簡
素な給付措置）については、非課税とされてき
ており（旧措法41の 8 ）、今般の給付金につい
ても、引き続き家計への支援のための給付金と
いう性格を有していることや児童手当が非課税
とされている（児童手当法16）ことを踏まえ、
所得税を課さないこととされました（新型コロ
ナ税特法 4①）。
①　新型コロナウイルス感染症及びそのまん延

防止のための措置の影響に鑑み、家計への支
援の観点から給付される給付金で、令和 2年
度の一般会計補正予算（第 1号）における特
別定額給付金給付事業費補助金を財源として
給付されるもの（新型コロナ税特規 2①）
②　新型コロナウイルス感染症及びそのまん延
防止のための措置による児童の属する世帯へ
の経済的な影響の緩和の観点から給付される
給付金で、次に掲げる者に対して令和 2年度
の一般会計補正予算（第 1号）における子育
て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金を財
源として給付されるもの（新型コロナ税特規
2②③）
イ　令和 2年 4月分の児童手当法による児童
手当（以下「児童手当」といいます。）の
支給を受ける者（同法第 4条第 1項第 4号
に係るもの（以下「施設等受給者」といい
ます。）を除きます。以下「 4 月分受給
者」といいます。）又は令和 2 年 3 月分の
児童手当の支給を受ける者（施設等受給者
及び 4月分受給者を除きます。以下「 3月
分受給者」といいます。）（ 4月分受給者又
は 3月分受給者が次に掲げる場合に該当す
る場合には、それぞれ次に定める者）
イ　給付決定日（この給付金の給付が決定
される日をいいます。以下同じです。）
以前に死亡した場合��当該 4月分受給
者が支給を受ける令和 2年 4月分の児童
手当の支給の対象となった児童又は当該
3月分受給者が支給を受ける同年 3月分
の児童手当の支給の対象となった児童
（以下「対象児童」と総称します。）に係
る当該 4月分受給者又は 3月分受給者が
死亡した日の属する月の翌月分の児童手
当の支給を受ける者その他これに準ずる
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者
ロ　その者からの暴力を理由に避難してい
る配偶者（その者と生計を一にしない者
であって、対象児童を監護し、かつ、こ
れと生計を一にしている者に限ります。）
を有する場合��当該配偶者

ロ　令和 2年 3月分若しくは 4月分の児童手
当の支給の対象となった児童であって、同
年 3月31日（同年 3月分の児童手当の支給
の対象となった児童については、同年 2月
29日）から給付決定日までの間において児
童手当法第 4条第 1項第 4号に規定する中
学校修了前の施設入所等児童であるもの
（以下「施設入所等児童」といいます。）が
委託されている同法第 3条第 3項第 1号に
規定する小規模住居型児童養育事業を行う
者若しくは同号に規定する里親又は施設入
所等児童が入所若しくは入院をしている同

法第 4条第 1項第 4号に規定する障害児入
所施設等の設置者その他これらに準ずる者

⑵　給付金の給付を受ける権利についての国税の
滞納処分による差押禁止
　上記⑴の給付金は、生活に困っている家計へ
の支援のための給付金という性格を有している
ことや児童手当の受給権が差押禁止とされてい
ること（児童手当法15）を踏まえ、上記⑴の給
付金の給付を受ける権利は、国税の滞納処分
（その例による処分を含みます。）により差し押
さえることができないこととされました（新型
コロナ税特法 4②）。

3 　適用関係

　上記 2の特例は、新型コロナ税特法の公布の日
（令和 2 年 4 月30日）から施行されています（新
型コロナ税特法附則 1）。

二�　指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金
控除又は所得税額の特別控除の特例

1 　特例の趣旨

　新型コロナウイルス感染症については、そのま
ん延防止のため、政府からイベントの自粛要請が
行われました。これを受け、文化芸術・スポーツ
イベントの中止、延期又は規模の縮小（以下「中
止等」といいます。）が相次ぎましたが、その中
で、一部に、イベントチケットの払戻請求権を敢
えて放棄することで文化芸術・スポーツ活動を支
援しようとする動きが見られました。
　まん延防止措置の円滑な実施を確保するために
も、このような文化芸術・スポーツ活動の事業継
続に資する支援の動きを後押しする観点から、政
府の自粛要請を踏まえて中止等された一定の文化
芸術・スポーツイベントについて観客等が入場料
金等の払戻請求権を放棄した場合には、極めて特
例的な措置として、その放棄した金額につき寄附
金控除の特例又は所得税額の特別控除の適用がで

きることとする本特例が創設されました。

2 　特例の内容

⑴　寄附金控除（所得控除）の特例
①　特例の概要
　個人が、指定行事の中止若しくは延期又は
その規模の縮小（以下「中止等」といいま
す。）により生じた当該指定行事の入場料金、
参加料金その他の対価の払戻しを請求する権
利（以下「入場料金等払戻請求権」といいま
す。）の全部又は一部の放棄を令和 2 年 2 月
1日から令和 3年12月31日までの期間（以下
「指定期間」といいます。）内にした場合にお
いて、放棄払戻請求権相当額については、寄
附金控除（所得控除）を適用することができ
ることとされました（新型コロナ税特法 5①）。
　具体的には、個人の令和 2年分及び令和 3
年分の寄附金控除については、次のイに掲げ
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る金額がロに掲げる金額を超えるときは、そ
の超える金額を、その者のその年分の総所得
金額等から控除することとされます（新型コ
ロナ税特法 5①により読み替えて適用する所
法78①）。
イ　その年中に支出した特定寄附金の額と放
棄払戻請求権相当額との合計額（その合計
額がその者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、当
該40%相当額）
ロ　2,000円
（注）　上記の「特定寄附金の額」とは、「所得税

法第78条第 2 項に規定する特定寄附金の額」

と「同条第 3 項の規定並びに租税特別措置

法第41条の18第 1 項及び第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

金額」と「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」との合計額をいいます（所法78③、措

法41の18①、41の18の 2 ①、41の19①）。

　なお、上記の放棄をした場合からは「放棄
をした年分の所得税につき下記⑵の寄附金控
除（税額控除）の特例の適用を受ける場合」
を除くこととされていますので、その年にお
いては、放棄ごとではなくその年の全ての放
棄について、この寄附金控除（所得控除）の
特例又は下記⑵の寄附金控除（税額控除）の
特例のいずれかを選択して適用することとな
ります。
②　控除の対象となる放棄払戻請求権相当額
　上記①の「放棄払戻請求権相当額」とは、
個人がその年の指定期間内において放棄をし
た部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当
する金額の合計額をいいます（新型コロナ税
特法 5②）。
　なお、入場料金等払戻請求権の価額に相当
する金額からは「所得税法第78条第 2項に規
定する特定寄附金の額及び租税特別措置法第
41条の18の 2 第 2 項に規定する特定非営利活
動に関する寄附金の額」並びに「その放棄を

した者に特別の利益が及ぶと認められるもの
の金額」を除くこととされています。「所得
税法第78条第 2項に規定する特定寄附金の額
及び租税特別措置法第41条の18の 2 第 2 項に
規定する特定非営利活動に関する寄附金の
額」が除かれているのは、放棄をした相手方
（イベントの主催者等）が所得税法又は租税
特別措置法の規定による寄附金控除（所得控
除）の対象となる者である場合には、上記①
の寄附金控除（所得控除）の特例の適用を受
けずとも、所得税法又は租税特別措置法の規
定により寄附金控除（所得控除）の対象とな
るためです。
　また、控除の対象となる「入場料金等払戻
請求権の価額に相当する金額の合計額」が20
万円を超える場合には、20万円とされていま
す。今般の特例については、他の寄附金税制
と異なり、寄附を受ける対象や資金の使途に
ついて限定を行わない特例的な制度であるこ
とや、課税の公平性の観点を踏まえて、特例
の対象となる金額は「20万円」が上限とされ
ています。
③　適用要件
　上記①の寄附金控除（所得控除）の特例の
適用を受ける個人は、確定申告書に当該寄附
金控除に関する事項を記載するとともに、当
該申告書に記載したその控除を受ける金額の
計算の基礎となる放棄払戻請求権相当額の計
算に関する明細書及び当該放棄払戻請求権相
当額に係る行事が指定行事に該当することそ
の他の一定の事実を証する書類として一定の
書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書
の提出の際提示しなければならないこととさ
れています（所法120①十一③一、新型コロ
ナ税特令 3②により読み替えて適用する所令
262①六、所規47③十九）。
　また、この書類に記載すべき事項を記録し
た電子証明書等を送信すること又は当該電子
証明書等に係る電磁的記録印刷書面の添付若
しくは提示によることも可能です（国税オン

─�802�─

――新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（緊急経済対策関係）――



ライン化省令 5 、平31. 3 国税庁長官告示 7
①九、平31. 3国税庁長官告示10十一）。
④　添付書類等
　上記③の「一定の事実」とは、次に掲げる
事実とされています（新型コロナ税特規 3①）。
イ　その行事が指定行事に該当すること。
ロ　その個人が指定行事の入場料金等払戻請
求権の全部又は一部の放棄を指定期間内に
したこと。
　また、上記③の「一定の書類」とは、次に
掲げる書類とされています（新型コロナ税特
規 3②）。
ハ　文部科学大臣の上記イに掲げる事実を証
する書類で次に掲げる事項の記載があるも
のの写しとして指定行事を行った又は行う
こととしていた者（以下「指定行事主催
者」といいます。）から交付を受けたもの
（いわゆる「指定行事証明書」です。）
イ　その指定行事の名称並びにその指定行
事が行われた又は行われることとされて
いた年月日及び場所
ロ　その指定行事主催者の氏名又は名称及
び住所若しくは居所又は本店若しくは主
たる事務所の所在地
ハ　文部科学大臣がこのハの書類を作成し
た年月日及び整理番号
ニ　その他参考となるべき事項
ニ　その指定行事主催者の次のイ及びロに掲
げる事項を証する書類で次のハからヘまで
に掲げる事項の記載があるもの（いわゆる
「払戻請求権放棄証明書」です。）
イ　放棄をした者の氏名
ロ　放棄をした部分の入場料金等払戻請求
権の価額に相当する金額及びその放棄を
した年月日（下記 3 ⑵によりこの特例の
適用を受ける場合には、下記 3 ⑵の入場
料金等払戻請求権の行使をした年月日並
びに支出をした寄附金の額に相当する金
額及び当該支出をした年月日）
ハ　上記ハイ及びロに掲げる事項

ニ　その指定行事主催者がこのニの書類を
作成した年月日及び整理番号
ホ　その指定行事主催者に対する放棄をし
た部分の入場料金等払戻請求権の価額に
相当する金額（下記 3 ⑵によりこの特例
の適用を受ける場合には、上記ロの支出
をした寄附金の額に相当する金額）が次
に掲げる寄附金の額に該当する場合には、
その旨
ⅰ�　所得税法第78条第 2項に規定する特
定寄附金の額
ⅱ�　租税特別措置法第41条の18の 2 第 2
項に規定する特定非営利活動に関する
寄附金の額
ⅲ�　租税特別措置法第41条の18の 3 第 1
項に規定する税額控除対象寄附金の額

ヘ　その他参考となるべき事項
⑤　他の寄附金控除の特例との調整
　この特例の適用を受ける個人については、
政治活動に関する寄附をした場合の所得税額
の特別控除（措法41の18②）、認定特定非営
利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の
特別控除（措法41の18の 2 ②）又は公益社団
法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控
除（措法41の18の 3 ①）の適用を受ける場合
のこれらの規定に規定する「特定寄附金等の
金額」及び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（措法41の19
①）の適用を受ける場合の租税特別措置法施
行令第26条の28の 3 第 6 項第 2号イに規定す
る「特定寄附金等の金額」の計算に際しては、
その年分の上記②の放棄払戻請求権相当額を
合算することとされました（新型コロナ税特
令 3③により読み替えて適用する措法41の18
②、41の18の 2 ②、41の18の 3 ①、新型コロ
ナ税特令 3④により読み替えて適用する措令
26の28の 3 ⑥）。
　これにより、政治活動に関する寄附をした
場合の所得税額の特別控除（措法41の18②）、
認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合
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の所得税額の特別控除（措法41の18の 2 ②）、
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（措法41の18の 3 ①）又は特定新
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（措法41の19①）の適用を受ける
場合の「総所得金額等の40％の控除適用上限
額」及び「2,000円の適用下限額」は、上記
②の放棄払戻請求権相当額を含めて計算する
こととなります。

⑵　寄附金控除（税額控除）の特例
①　特例の概要
　個人が、指定行事の中止等により生じた当
該指定行事の入場料金等払戻請求権の全部又
は一部の放棄を指定期間内にした場合におい
て、特定放棄払戻請求権相当額については、
寄附金控除（税額控除）を適用することがで
きることとされました（新型コロナ税特法 5
③）。
　具体的には、個人のその年分の特定放棄払
戻請求権相当額については、次のイに掲げる
金額がロ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（新型コロナ税特法 5③により読
み替えて適用する措法41の18の 3 ①）。
イ　その年中に支出した税額控除対象寄附金
の額（租税特別措置法第41条の18の 3 第 1
項に規定する税額控除対象寄附金の額をい
います。以下同じです。）及び特定放棄払
戻請求権相当額の合計額（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
その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
及び特定放棄払戻請求権相当額の合計額を
控除した残額をいいます。以下同じです。）
を控除した残額）
ロ　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）

（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」と「同条第 3 項の規定又は租税特別

措置法第41条の18第 1 項若しくは第41条の

18の 2 第 1 項の規定により特定寄附金とみ

なされた金額」と「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」と「特定放棄払戻請求権相当

額」との合計額をいいます（新型コロナ税

特法 5 ③により読み替えて適用する措法41

の18の 3 ①）。なお、「税額控除対象寄附金

の額」については、前掲「租税特別措置法

等（所得税関係）の改正」の「第四　その

他の改正」の「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」をご参照ください。

②　控除の対象となる特定放棄払戻請求権相当
額
　上記①の「特定放棄払戻請求権相当額」と
は、個人がその年の指定期間内において放棄
をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に
相当する金額の合計額をいいます（新型コロ
ナ税特法 5⑤）。
　上記の「入場料金等払戻請求権の価額に相
当する金額」からは「所得税法第78条第 1項
の規定の適用を受ける金額並びに租税特別措
置法第41条の18の 2 第 2 項に規定する特定非
営利活動に関する寄附金の額及び税額控除対
象寄附金の額」並びに「その放棄をした者に
特別の利益が及ぶと認められるものの金額」
が除かれています。「所得税法第78条第 1 項
の規定の適用を受ける金額」が除かれている
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のは、放棄をした相手方（イベントの主催者
等）が寄附金控除（所得控除）の対象となる
者である場合には寄附金控除（所得控除）の
適用を受けることが可能ですが、上記①の寄
附金控除（税額控除）の適用を受けたほうが
有利になる者は上記①の寄附金控除（税額控
除）の適用を受けることができるようにする
ために、「所得税法第78条第 2 項に規定する
特定寄附金の額」ではなく、「所得税法第78
条第 1項の規定の適用を受ける金額」を除く
こととされています。また、「租税特別措置
法第41条の18の 2 第 2 項に規定する特定非営
利活動に関する寄附金の額及び税額控除対象
寄附金の額」が除かれているのは、放棄をし
た相手方（イベントの主催者等）が租税特別
措置法の規定による寄附金控除（税額控除）
の対象となる者である場合には、上記①の寄
附金控除（税額控除）の特例の適用を受けず
とも、租税特別措置法の規定により寄附金控
除（税額控除）の対象となるためです。
　また、控除の対象となる「入場料金等払戻
請求権の価額に相当する金額の合計額」が20
万円を超える場合には、20万円とされていま
す。この理由は上記⑴②と同様です。
③　適用要件
　上記①の寄附金控除（税額控除）の特例を
受ける個人は、確定申告書に、当該寄附金控
除に関する事項の記載があり、かつ、当該申
告書に記載したその控除を受ける金額の計算
の基礎となる特定放棄払戻請求権相当額の計
算に関する明細書及び当該金額に係る行事が
指定行事に該当することその他の一定の事実
を証する書類として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
（新型コロナ税特令 3 ⑤により読み替えて適
用する措法41の18の 3 ②、新型コロナ税特規
3⑤により読み替えて適用する措規19の10の
5 ⑫）。
　また、この書類の添付に代えて、この書類
に記載すべき事項を記録した電子証明書等を

送信すること及び当該電子証明書等に係る電
磁的記録印刷書面の添付によることも可能で
す（国税オンライン化省令 5 、平31. 3 国税
庁長官告示 7 ①九、平31. 3 国税庁長官告示
10十一）。
④　添付書類等
　上記③の「一定の事実」とは、次に掲げる
事実とされています（新型コロナ税特規 3③）。
イ　その行事が指定行事に該当すること。
ロ　その個人が指定行事の入場料金等払戻請
求権の全部又は一部の放棄を指定期間内に
したこと。
　上記③の「一定の書類」とは、次に掲げる
書類とされています（新型コロナ税特規 3④）。
ハ　上記⑴④ハに掲げる書類（いわゆる「指
定行事証明書」です。）
ニ　その指定行事主催者の次のイ及びロに掲
げる事項を証する書類で次のハからヘまで
に掲げる事項の記載があるもの（いわゆる
「払戻請求権放棄証明書」であって上記⑴
④ニと同じものです。）
イ　放棄をした者の氏名
ロ　放棄をした部分の入場料金等払戻請求
権の価額に相当する金額及びその放棄を
した年月日（下記 3 ⑵によりこの特例の
適用を受ける場合には、下記 3 ⑵の入場
料金等払戻請求権の行使をした年月日並
びに支出をした寄附金の額に相当する金
額及び当該支出をした年月日）
ハ　上記⑴④ハイ及びロに掲げる事項
ニ　その指定行事主催者がこのニの書類を
作成した年月日及び整理番号
ホ　その指定行事主催者に対する放棄をし
た部分の入場料金等払戻請求権の価額に
相当する金額（下記 3 ⑵によりこの特例
の適用を受ける場合には、上記ロの支出
をした寄附金の額に相当する金額）が上
記⑴④ニホⅰからⅲまでに掲げる寄附金
の額に該当する場合には、その旨
ヘ　その他参考となるべき事項
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⑤　他の寄附金控除の特例との調整
　この特例の適用を受ける個人については、
政治活動に関する寄附をした場合の所得税額
の特別控除（措法41の18②）又は認定特定非
営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額
の特別控除（措法41の18の 2 ②）の適用を受
ける場合のこれらの規定に規定する「特定寄
附金等の金額」及び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（措法
41の19①）の適用を受ける場合の租税特別措
置法施行令第26条の28の 3 第 6 項第 2号イに
規定する「特定寄附金等の金額」の計算に際
しては、その年分の上記②の特定放棄払戻請
求権相当額を合算することとされました（新
型コロナ税特令 3⑤により読み替えて適用す
る措法41の18②、41の18の 2 ②、新型コロナ
税特令 3⑥により読み替えて適用する措令26
の28の 3 ⑥）。
　これにより、政治活動に関する寄附をした
場合の所得税額の特別控除（措法41の18②）、
認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合
の所得税額の特別控除（措法41の18の 2 ②）、
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（措法41の18の 3 ①）又は特定新
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（措法41の19①）の適用を受ける
場合の「総所得金額等の40％の控除適用上限
額」及び「2,000円の適用下限額」は、上記
②の特定放棄払戻請求権相当額を含めて計算
することとなります。

⑶　特例の対象となる指定行事
　上記⑴及び⑵の特例の対象となる「指定行
事」とは、令和 2年 2月 1日から令和 3年 1月
31日までの間に国内における一定の場所におい
て行われた又は行われることとされていた文化
芸術又はスポーツに関する行事のうち、不特定
かつ多数の者から入場料金、参加料金その他の
対価の支払を受けて、当該対価の支払をした者
に見せ、聴かせ、又は参加させる行事であって、

新型コロナウイルス感染症が発生したことによ
る国又は地方公共団体からの行事の中止若しく
は延期又はその規模の縮小の要請を受けて中止
若しくは延期又はその規模の縮小を行った行事
であると認められるものとして、文部科学大臣
が指定するものとされています（新型コロナ税
特法 5④、新型コロナ税特令 3①）。
　文部科学大臣は、行事を指定したときは、こ
れをインターネットの利用その他適切な方法に
より公表するものとされています（新型コロナ
税特令 3⑦）。
（注）　具体的には、文化庁及びスポーツ庁のホー

ムページにおいて公表されています。

3 　適用関係等

⑴　適用関係
　個人が、指定行事の中止等により生じたその
指定行事の入場料金等払戻請求権の全部又は一
部の放棄を令和 2年 2月 1日から令和 3年12月
31日までの期間内にした場合について適用され
ます（新型コロナ税特法 5①③）。

⑵　新型コロナ税特法の施行前に払戻請求権の行
使をした者等への本特例の適用
　新型コロナ税特法の施行前に払戻しを受けて
いた者や施行後の間もない時期に払戻しを受け
てしまった者に配慮するため、個人が、指定行
事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権
の行使を令和 2年 2月 1日から同年10月31日ま
での間にした場合において、その入場料金等払
戻請求権の行使による払戻しをした者に対して
その者が入場料金等払戻請求権の行使をした日
から令和 3年 1月29日までの間にその払戻しを
受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたと
きは、その寄附金の支出を上記 2 ⑴①又は⑵①
の入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄
と、その支出をした寄附金の額を上記 2 ⑴②又
は⑵②の放棄をした部分の入場料金等払戻請求
権の価額とみなして、上記 2 ⑴又は⑵の特例を
適用することができることとされています（新
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型コロナ税特法附則 3、新型コロナ税特令附則 2）。

三　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例

1 　租税特別措置法等における住宅ローン
税額控除制度の概要

　前掲「租税特別措置法等（所得税関係）の改
正」の「第二　土地・住宅税制の改正」の「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」の「 1 　改正前の制度の概要」を
ご参照ください。

2 　特例の趣旨

　新型コロナウイルス感染症やそのまん延防止の
ための措置の影響により、住宅分野においては、
住宅設備機器の納入遅れや事業者の工事自粛等に
よる工事の遅延、外出自粛や事業者の営業自粛等
による契約手続や引渡しの遅延等の発生が懸念さ
れました。
　税制との関係では、これらによって入居時期が
遅れ、住宅ローン税額控除の対象外となったり消
費税率引上げに伴う需要変動を平準化するための
控除期間の特例の対象外となったりする懸念が納
税者に生じるとともに、それが住宅取引に影響す
ることで住宅ローン税額控除やその特例の政策効
果が発揮できなくなる恐れがありました。
　このような懸念を払しょくするため、新型コロ
ナウイルス感染症等の影響で入居が遅れた場合で
も、法令で定められた期日までに住宅取得契約が
行われている等の一定の場合には期限内に入居し
た場合と同様の住宅ローン税額控除を受けられる
よう、適用要件の特例が措置されました。
　具体的には、下記 3のとおり、特例を設けるこ
ととされています。

3 　特例の内容

⑴　既存住宅を特例増改築等した場合の 6月以内
入居の特例
①　制度の概要

　国内において既存住宅の取得をし、かつ、
当該既存住宅をその居住の用に供する前に当
該既存住宅の特例増改築等をした個人が、新
型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止
のための措置の影響により当該既存住宅をそ
の取得の日から 6月以内にその者の居住の用
に供することができなかった場合において、
当該既存住宅を令和 3年12月31日までにその
者の居住の用に供したとき（当該既存住宅を
当該特例増改築等の日から 6月以内にその者
の居住の用に供した場合に限ります。）は、
その他の要件については現行の住宅ローン税
額控除と同様の要件の下で、住宅ローン税額
控除の適用ができることとされました（新型
コロナ税特法 6①）。
　これは、住宅ローン税額控除の適用要件の
一つに「住宅の取得の日から 6月以内にその
者の居住の用に供すること」がありますが、
この要件の特例が措置されたものです。
②　特例増改築等
　対象となる特例増改築等とは、個人が取得
をした既存住宅につき行う増築、改築、修繕
又は模様替のうち、当該増築、改築、修繕又
は模様替に係る契約が当該既存住宅の取得を
した日から 5月を経過する日又は令和 2年 6
月30日のいずれか遅い日までに締結されてい
るものをいうこととされています（新型コロ
ナ税特法 6 ②、新型コロナ税特令 4 ①）。以
下同じです。
③　添付書類等
　この特例の適用を受けようとする場合には、
現行の住宅ローン税額控除の適用を受けるた
めの書類に追加して、次のイ及びロの書類を
確定申告書に添付しなければならないことと
されています（新型コロナ税特令 4④⑤、新
型コロナ税特規 4①～④）。
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イ　既存住宅の特例増改築等に係る工事を請
け負った建設業法第 2条第 3項に規定する
建設業者（以下「建設業者」といいます。）
その他の者から交付を受けた次に掲げる事
項の記載がある書類その他の書類で、個人
が新型コロナウイルス感染症及びそのまん
延防止のための措置の影響により既存住宅
をその取得の日から 6月以内にその者の居
住の用に供することができなかったことを
明らかにするもの
イ　新型コロナウイルス感染症及びそのま
ん延防止のための措置の影響により個人
が当該既存住宅の取得をした日から 6月
以内に当該特例増改築等に係る工事が完
了しなかった旨
ロ　当該特例増改築等をした年月日
ロ　特例増改築等に係る工事の請負契約書の
写しその他の書類で、当該特例増改築等に
係る契約の締結をした年月日を明らかにす
ることにより、既存住宅につき行った増築、
改築、修繕又は模様替が特例増改築等に該
当することを明らかにする書類
　なお、納税者本人の新型コロナウイルス感
染症及びそのまん延防止のための措置の影響
により既存住宅をその取得の日から 6月以内
にその者の居住の用に供することができなか
ったことの詳細を記載した書類の添付により、
上記イの書類の添付に代えることができるこ
ととされています（新型コロナ税特規 4③）。

⑵　要耐震改修住宅を耐震改修した場合の 6月以
内入居の特例
①　制度の概要
　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、そ
の取得の日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
につき一定の手続をし、かつ、当該耐震改修
に係る契約を要耐震改修住宅の取得をした日
から 5月を経過する日又は令和 2年 6月30日
のいずれか遅い日までに締結している個人が、
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防
止のための措置の影響により当該耐震改修を
して当該要耐震改修住宅をその取得の日から
6月以内にその者の居住の用に供することが
できなかった場合において、当該耐震改修を
して当該要耐震改修住宅を令和 3年12月31日
までにその者の居住の用に供したとき（当該
要耐震改修住宅を当該耐震改修の日から 6月
以内にその者の居住の用に供した場合に限り
ます。）は、その他の要件については現行の
住宅ローン税額控除と同様の要件の下で、住
宅ローン税額控除の適用ができることとされ
ました（新型コロナ税特法 6③、新型コロナ
税特令 4②）。
　これは、住宅ローン税額控除の「要耐震改
修住宅を耐震改修した場合の特例（措法41
�）」の適用要件の一つに「耐震改修をして
要耐震改修住宅をその取得の日から 6月以内
にその者の居住の用に供すること」がありま
すが、この要件の特例が措置されたものです。
（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（措法41①、措令26②）。

②　添付書類等
　この特例の適用を受けようとする場合には、
現行の住宅ローン税額控除の適用を受けるた
めの書類に追加して、次のイ及びロの書類を
確定申告書に添付しなければならないことと
されています（新型コロナ税特令 4⑥⑦、新
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型コロナ税特規 4⑥～⑨）。
イ　要耐震改修住宅の耐震改修に係る工事を
請け負った建設業者その他の者から交付を
受けた次に掲げる事項の記載がある書類そ
の他の書類で、個人が新型コロナウイルス
感染症及びそのまん延防止のための措置の
影響により耐震改修をして要耐震改修住宅
をその取得の日から 6月以内にその者の居
住の用に供することができなかったことを
明らかにするもの
イ　新型コロナウイルス感染症及びそのま
ん延防止のための措置の影響により個人
が当該要耐震改修住宅の取得をした日か
ら 6月以内に当該耐震改修に係る工事が
完了しなかった旨
ロ　当該耐震改修をした年月日
ロ　耐震改修に係る工事の請負契約書の写し
その他の書類で、当該耐震改修に係る契約
の締結をした年月日を明らかにすることに
より、当該耐震改修に係る契約を上記①の
期限（要耐震改修住宅の取得をした日から
5月を経過する日又は令和 2年 6月30日の
いずれか遅い日）までに締結していること
を明らかにする書類
　なお、納税者本人の新型コロナウイルス感
染症及びそのまん延防止のための措置の影響
により耐震改修をして要耐震改修住宅をその
取得の日から 6月以内にその者の居住の用に
供することができなかったことの詳細を記載
した書類の添付により、上記イの書類の添付
に代えることができることとされています
（新型コロナ税特規 4⑧）。

⑶　住宅ローン税額控除の控除期間の特例の入居
期限の特例
①　制度の概要
　特例取得に該当する住宅の取得等（居住用
家屋の新築、新築住宅若しくは既存住宅の取
得若しくはその者の居住の用に供する家屋の
増改築等をいいます。以下同じです。）若し

くは特例取得に該当する認定住宅の新築等
（認定住宅の新築若しくは認定住宅で建築後
使用されたことのないものの取得をいいます。
以下同じです。）をした個人又は特例取得に
該当する住宅の新築取得等（住宅の取得等又
は認定住宅の新築等で一定の要件を満たすも
のをいいます。以下同じです。）をした住宅
被災者（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
った個人をいいます。以下同じです。）が、
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防
止のための措置の影響によりこれらの特例取
得をした家屋を令和 2年12月31日までにその
者の居住の用に供することができなかった場
合において、これらの特例取得をした家屋を
令和 3年 1月 1日から同年12月31日までの間
にその者の居住の用に供したときは、その他
の要件については現行の住宅ローン税額控除
の控除期間の特例と同様の要件の下で、住宅
ローン税額控除の控除期間の特例の適用がで
きることとされました（新型コロナ税特法 6
④）。
　これは、住宅ローン税額控除の「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（原則的な住宅ローン税額控除の控除期
間である10年間を13年間とする特例。措法41
⑬⑯、震災税特法13の 2 ③）」の適用要件の
一つに「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日までの間にそ
の者の居住の用に供すること」がありますが、
この要件の特例が措置されたものです。
（注）　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
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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。

②　特例取得
　対象となる特例取得とは、特別特定取得の
うち、当該特別特定取得に係る契約が次の住
宅の取得等又は認定住宅の新築等の区分に応
じ次に定める日までに締結されているものを
いうこととされています（新型コロナ税特法
6 ⑤、新型コロナ税特令 4 ③）。以下同じで
す。
イ　居住用家屋の新築又は認定住宅の新築
��令和 2年 9月30日
ロ　居住用家屋で建築後使用されたことのな
いもの（新築住宅）若しくは既存住宅の取
得、居住の用に供する家屋の増改築等又は
認定住宅で建築後使用されたことのないも
のの取得��令和 2年11月30日

（注）　上記の「特別特定取得」とは、個人の住

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）。なお、「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。

③　添付書類等
　この特例の適用を受けようとする場合には、
現行の住宅ローン税額控除の控除期間の特例
の適用を受けるための書類に追加して、次の
イ及びロの書類を確定申告書に添付しなけれ
ばならないこととされています（新型コロナ
税特令 4⑧⑨、新型コロナ税特規 4⑪～⑭）。
イ　特例取得に係る家屋の新築の工事その他
の工事を請け負った建設業者、当該家屋の
分譲を行う宅地建物取引業法第 2条第 3号
に規定する宅地建物取引業者その他の者か

ら交付を受けた次に掲げる事項の記載があ
る書類その他の書類で、個人又は住宅被災
者が新型コロナウイルス感染症及びそのま
ん延防止のための措置の影響により特例取
得をした家屋を令和 2年12月31日までにそ
の者の居住の用に供することができなかっ
たことを明らかにするもの
イ　新型コロナウイルス感染症及びそのま
ん延防止のための措置の影響により令和
2年12月31日までに、当該家屋の新築の
工事その他の工事が完了しなかった旨又
は当該家屋を引き渡すことができなかっ
た旨
ロ　当該家屋の新築の工事その他の工事を
した年月日又は当該家屋を引き渡した年
月日

ロ　特例取得に係る家屋の新築の工事その他
の工事の請負契約書の写し、売買契約書の
写しその他の書類で、当該特例取得に係る
契約の締結をした年月日を明らかにするこ
とにより、住宅の取得等、認定住宅の新築
等又は住宅の新築取得等が特例取得に該当
することを明らかにする書類
　なお、納税者本人の新型コロナウイルス感
染症及びそのまん延防止のための措置の影響
により特例取得をした家屋を令和 2年12月31
日までにその者の居住の用に供することがで
きなかったことの詳細を記載した書類の添付
により、上記イの書類の添付に代えることが
できることとされています（新型コロナ税特
規 4⑬）。

4 　適用関係

　上記 3の特例は、新型コロナ税特法の公布の日
（令和 2 年 4 月30日）から施行されています（新
型コロナ税特法附則 1）。
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第三　法人税関係

一�　大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付（連結：
大規模法人等以外の連結親法人の連結欠損金の繰戻しによる還
付）措置

1 　改正前の制度の概要

⑴　欠損金の繰戻しによる還付制度
　この制度は、内国法人の青色申告書である確
定申告書を提出する事業年度において生じた欠
損金額がある場合には、その内国法人は、その
確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務
署長に対し、その欠損金額に係る事業年度（以
下「欠損事業年度」といいます。）開始の日前
1年以内に開始したいずれかの事業年度の所得
に対する法人税の額に、そのいずれかの事業年
度（以下「還付所得事業年度」といいます。）
の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠
損金額に相当する金額の割合を乗じて計算した
金額に相当する法人税の還付を請求することが
できるというものです（法法80①）。
（注）　法人税の額は、附帯税の額を除くものとし、

所得税額の控除（法法68）、外国税額の控除

（法法69）又は仮装経理に基づく過大申告の場

合の更正に伴う法人税額の控除（法法70）に

より控除された金額がある場合には、その金

額を加算した金額とすることとされています。

　なお、連結納税制度の場合における連結親法
人の連結欠損金額及び外国法人の青色申告書で
ある確定申告書を提出する事業年度において生
じた欠損金額についても、同様の措置が講じら
れています（法法81の31①、144の13①②）。

⑵　中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻し
による還付の不適用措置
　この措置は、次の法人（中小企業者等）以外
の法人の平成 4年 4月 1日から令和 4年 3月31
日までの間に終了する各事業年度において生じ
た欠損金額については、上記⑴の制度を適用し
ないというものです（措法66の12）。
①　普通法人のうち、各事業年度終了の時にお
いて資本金の額若しくは出資金の額が 1億円
以下であるもの又は資本若しくは出資を有し
ないもの
（注 1）　普通法人からは、投資信託及び投資法

人に関する法律に規定する投資法人、資

産の流動化に関する法律に規定する特定

目的会社及び受託法人を除くこととされ

ています（措法66の12一、措令 1 の 2 ③

表（措法61の 4 ②及び66の12一の項））。
（注 2）　資本金の額又は出資金の額が 1 億円以

下であるものからは、各事業年度終了の

時において次の法人に該当するものを除

くこととされています（措法66の12一）。
前期の法人税額
所得金額（500）×法人税率（23.2％）＝116
当期の還付法人税額

当期の欠損金額（200）
前期の法人税額（116）× ＝46.4

前期の所得金額（500）

欠損事業年度
（当期）

＋500

還付所得事業年度
（前期）

△200

200

欠損金の繰戻しによる還付制度の仕組み及び
還付法人税額の計算例

前期の法人税額
所得金額（500）×法人税率（23.2％）＝116
当期の還付法人税額

当期の欠損金額（200）
前期の法人税額（116）× ＝46.4

前期の所得金額（500）

欠損事業年度
（当期）

＋500

還付所得事業年度
（前期）

△200

200

前期の法人税額
所得金額（500）×法人税率（23.2％）＝116
当期の還付法人税額

当期の欠損金額（200）
前期の法人税額（116）× ＝46.4

前期の所得金額（500）

欠損事業年度
（当期）

＋500

還付所得事業年度
（前期）

△200

200
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イ�　大法人（次の法人をいいます。以下

同じです。）との間にその大法人による

完全支配関係がある普通法人

イ�　資本金の額又は出資金の額が 5 億

円以上である法人

ロ�　保険業法に規定する相互会社（同

法に規定する外国相互会社を含みま

す。）

ハ�　受託法人

ロ�　普通法人との間に完全支配関係があ

る全ての大法人が有する株式及び出資

の全部をその全ての大法人のうちいず

れか一の法人が有するものとみなした

場合においてそのいずれか一の法人と

その普通法人との間にそのいずれか一

の法人による完全支配関係があること

となるときのその普通法人（上記イの

法人を除きます。）
（注 3）　資本又は出資を有しない普通法人から

は、保険業法に規定する相互会社及び外

国相互会社を除くこととされています（措

法66の12一、措令39の24①）。

②　公益法人等又は協同組合等
③　法人税法以外の法律によって公益法人等と
みなされているもの
（注）　具体的には、地方自治法に規定する認可

地縁団体、建物の区分所有等に関する法律

に規定する管理組合法人及び団地管理組合

法人、政党交付金の交付を受ける政党等に

対する法人格の付与に関する法律に規定す

る法人である政党等、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

する防災街区整備事業組合、特定非営利活

動促進法に規定する特定非営利活動法人並

びにマンションの建替え等の円滑化に関す

る法律に規定するマンション建替組合及び

マンション敷地売却組合とされています（措

令39の24②）。

④　人格のない社団等
　ただし、中小企業者等以外の法人であっても、

その法人の清算中に終了する事業年度及び適格
合併による解散以外の解散、事業の全部の譲渡、
更生手続の開始等の事実が生じた場合のその事
実が生じた日前 1年以内に終了した事業年度又
は同日の属する事業年度において生じた欠損金
額並びに災害損失欠損金額については、上記⑴
の制度を適用できることとされています（措法
66の12ただし書）。
　なお、連結納税制度の場合における連結親法
人の連結欠損金額についても、同様の措置が講
じられています（措法68の97）。

2 　改正の内容

　法人の令和 2年 2月 1日から令和 4年 1月31日
までの間に終了する各事業年度において生じた欠
損金額については、中小企業者の欠損金等以外の
欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置（上記 1
⑵）（租税特別措置法第66条の12の規定）を適用
しないこととする措置が講じられました（新型コ
ロナ税特法 7）。
（注 1）　事業年度とは、法人税法第13条及び第14条

に規定する事業年度をいい、欠損金額とは、

同法第 2 条第19号に規定する欠損金額をいい

ます。
（注 2）　租税特別措置法第66条の12の規定は、その

各事業年度が令和 2 年 3 月31日以前に終了し

た事業年度である場合には、所得税法等の一

部を改正する法律（令和 2 年法律第 8 号）附

則第91条第 1 項の規定によりなお従前の例に

よることとされる場合における同法第15条の

規定による改正前の租税特別措置法第66条の

13の規定とすることとされています。

　ただし、その法人がその各事業年度終了の時に
おいて次の法人に該当する場合は、この措置の対
象となりません（新型コロナ税特法 7ただし書、
新型コロナ税特令 5）。
⑴　大規模法人（次の法人をいいます。以下同じ
です。）
①　資本金の額又は出資金の額が10億円を超え
る法人
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②　保険業法第 2条第 5項に規定する相互会社
（同条第10項に規定する外国相互会社を含み
ます。）

⑵　大規模法人との間にその大規模法人による完
全支配関係がある普通法人
（注）　完全支配関係とは、法人税法第 2 条第12号

の 7 の 6 に規定する完全支配関係をいい、普

通法人とは、同条第 9 号に規定する普通法人

をいいます。

⑶　普通法人との間に完全支配関係がある全ての
大規模法人が有する株式及び出資の全部をその
全ての大規模法人のうちいずれか一の法人が有
するものとみなした場合においてそのいずれか
一の法人とその普通法人との間にそのいずれか
一の法人による完全支配関係があることとなる
ときのその普通法人
⑷　投資信託及び投資法人に関する法律第 2条第
12項に規定する投資法人
⑸　資産の流動化に関する法律第 2条第 3項に規
定する特定目的会社

（注 3）　関係法令については、下記の（参考 1）か

ら（参考 3）までをご参照ください。
　すなわち、この措置によって、資本金の額又は

出資金の額（以下「資本金の額等」といいます。）
が 1億円超10億円以下である法人（上記⑵から⑸
までの法人を除きます。）の令和 2 年 2 月 1 日か
ら令和 4年 1月31日までの間に終了する各事業年
度において生じた欠損金額については、欠損金の
繰戻しによる還付の不適用措置（上記 1 ⑵）は適
用されず、欠損金の繰戻しによる還付制度（上記
1 ⑴）が適用できることとなります。
　また、資本金の額等が 1億円以下である普通法
人（上記⑵から⑸までの法人を除きます。）のう
ち、資本金の額等が 5億円以上10億円以下である
法人との間にその法人による完全支配関係がある
普通法人及び100％グループ内の複数の資本金の
額等が 5億円以上である法人（その複数の法人の
全てが、資本金の額等が10億円を超える法人であ
る場合のその複数の法人を除きます。）に発行済
株式又は出資の全部を直接又は間接に保有されて
いる普通法人の令和 2年 2月 1日から令和 4年 1
月31日までの間に終了する各事業年度において生
じた欠損金額についても、欠損金の繰戻しによる
還付の不適用措置（上記 1 ⑵）は適用されず、欠
損金の繰戻しによる還付制度（上記 1 ⑴）が適用
できることとなります。
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　なお、連結納税制度の場合における連結親法人
の連結欠損金額についても、同様の措置が講じら
れています（新型コロナ税特法 8）。
　次に、法人課税信託の受託者は、各法人課税信
託の信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ
別の者とみなして、この措置を適用することとさ
れています（新型コロナ税特法 9①）。
　なお、受託法人は、この措置の適用においては、
大規模法人とすることとされています（新型コロ
ナ税特法 9③、新型コロナ税特令 6②）。
（注 4）　法人課税信託とは、法人税法第 2 条第29号

の 2 に規定する法人課税信託をいい、具体的

には、次の信託（集団投資信託、退職年金等

信託及び特定公益信託等を除きます。）とされ

ています。

⑴�　受益権を表示する証券を発行する旨の定

めのある信託

⑵�　受益者等が存しない信託

⑶�　法人が委託者となる信託で一定のもの

⑷�　投資信託及び投資法人に関する法律に規

定する投資信託

⑸�　資産の流動化に関する法律に規定する特

定目的信託
（注 5）　信託資産等及び固有資産等とは、法人税法

第 4 条の 6 第 1 項に規定する信託資産等及び

固有資産等をいい、具体的には、信託資産等

とは、信託財産に属する資産及び負債並びに

その信託財産に帰せられる収益及び費用をい

い、固有資産等とは、法人課税信託の信託資

産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用

をいいます。
（注 6）　受託法人とは、法人税法第 4 条の 7 に規定

する受託法人をいい、具体的には、法人課税

信託の受託者についてその法人課税信託に係

る信託資産等が帰属する者として法人税法の

規定を適用する場合におけるその受託者をい

：本措置により繰戻し還付適用可 ：措置法の対象外であるため既に繰戻し還付適用可

：本措置においても繰戻し還付適用不可

普通法人以外

公 益 法 人 等

大規模法人の 100％子法人等

協 同 組 合 等

みなし公益法人等

人格のない社団等

資本金 10 億円以下

資本金 1 億円以下

保険相互会社

資 

本 

な 

し

資 

本 

あ 

り

普  通  法  人

※本措置により適用可となる資本金 5 億円以上
10 億円以下の法人の 100％子法人等

資本金 10 億円超

投 資 法 人

特定目的会社

受 託 法 人

繰戻し還付制度の適用可能な法人の範囲
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います。
（注 7）　法人税法第 4条の 6第 2項、第 4条の 7（受

益者に係る部分を除きます。）及び第 4 条の 8

の規定及び法人税法施行令第14条の10第 1 項

から第 5 項まで及び第 7 項から第11項までの

規定は、上記の措置を適用する場合について

準用することとされていることから（新型コ

ロナ税特法 9 ②③、新型コロナ税特令 6 ①）、

上記の受託法人は、新型コロナ税特法第 9 条

第 2 項において準用する法人税法第 4 条の 7

に規定する受託法人となります（新型コロナ

税特法 9③、新型コロナ税特令 6②）。
（参考 1）　保険業法（平成 7年法律第105号）

（定義）

第 2条　省　略

2～ 4　省　略

5 　この法律において「相互会社」とは、保

険業を行うことを目的として、この法律に

基づき設立された保険契約者をその社員と

する社団をいう。

6～ 9　省　略

10　この法律において「外国相互会社」とは、

外国の法令に準拠して設立された相互会社

と同種の外国の法人又はこれに類似する外

国の法人をいう。

11～42　省　略
（参考 2）�　投資信託及び投資法人に関する法律（昭

和26年法律第198号）

（定義）

第 2条　省　略

2～11　省　略

12　この法律において「投資法人」とは、資

産を主として特定資産に対する投資として

運用することを目的として、この法律に基

づき設立された社団をいう。

13～25　省　略
（参考 3）�　資産の流動化に関する法律（平成10年法

律第105号）

（定義）

第 2条　省　略

2　省　略

3 　この法律において「特定目的会社」とは、

次編第 2 章第 2 節の規定に基づき設立され

た社団をいう。

4～18　省　略

3 　適用関係

⑴　上記 2の措置は、新型コロナ税特法の公布の
日（令和 2年 4月30日）から施行されています
（新型コロナ税特法附則 1）。
⑵　上記 2の措置は、各事業年度分の法人税につ
き確定申告書を令和 2年 7月 1日前に提出した
法人のその各事業年度において生じた欠損金額
については、令和 2年 7月31日までに納税地の
所轄税務署長に還付請求書を提出することによ
り、欠損金の繰戻しによる還付制度（上記 1
⑴）が適用できることとされています（新型コ
ロナ税特法附則 4）。連結納税制度の場合にお
ける連結親法人の連結欠損金額についても同様
です（新型コロナ税特法附則 5）。
（注 1）　各事業年度からは、清算中に終了する事

業年度を除くこととされています。
（注 2）　確定申告書とは、法人税法第 2 条第31号

に規定する確定申告書をいいます。
（注 3）　法人からは、欠損金の繰戻しによる還付

の不適用措置（上記 1 ⑵）の対象とならな

い法人（上記 1 ⑵①から③までの法人）を

除くこととされています。したがって、上

記 1 ⑵①から③までの法人は、この経過措

置の対象外となります。なお、人格のない

社団等（上記 1 ⑵④）についても、新型コ

ロナ税特法においては「法人」に含まれて

いないことから、この経過措置の対象外と

なります。

　すなわち、法人税法上は確定申告書の提出と
同時に提出すべきこととされている還付請求書
について、確定申告書の提出後においても提出
できることとされています。
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二�　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別
償却又は法人税額の特別控除（連結：中小連結法人が特定経営
力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控
除）制度

1 　改正前の制度の概要

　この制度は、中小企業者等が、平成29年 4 月 1
日から令和 3年 3月31日までの間に、特定経営力
向上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特定経営力
向上設備等の製作若しくは建設をして、これを国
内にあるその中小企業者等の営む指定事業の用に
供した場合には、その指定事業の用に供した日を
含む事業年度において、その特定経営力向上設備
等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額
に相当する金額の特別償却（即時償却）とその取
得価額の 7％（中小企業者等のうち資本金の額又
は出資金の額が3,000万円以下の法人がその指定
事業の用に供したその特定経営力向上設備等につ
いては、10％）相当額（以下「税額控除限度額」
といいます。）の税額控除との選択適用ができる
というものです（措法42の12の 4 ①②）。
　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、この制度における税額控除、中小企業
者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人
税額の特別控除制度（中小企業投資促進税制）に
おける税額控除及び特定中小企業者等が経営改善
設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特
別控除制度における税額控除の合計で当期の調整
前法人税額の20％相当額を上限とすることとし
（措法42の12の 4 ②後段）、税額控除限度超過額は、
1年間の繰越しができることとされています（措
法42の12の 4 ③④）。
　ただし、合併による解散以外の解散の日を含む
事業年度及び清算中の各事業年度は、この制度の
適用を受けることはできません（措法42の12の 4
①～③）。

（注 1）　中小企業者等とは、次の法人のうち、中小

企業等経営強化法第19条第 1 項の認定（以下

「認定」といいます。）を受けた同法第 2 条第

2 項に規定する中小企業者等に該当するもの

をいいます（措法42の12の 4 ①）。
⑴　中小企業投資促進税制の中小企業者等

　具体的には、資本金の額若しくは出資金

の額が 1億円以下の法人（以下「判定法人」

といいます。）のうち次の法人以外の法人又

は資本若しくは出資を有しない法人のうち

常時使用する従業員の数が1,000人以下の法

人のうち、適用除外事業者に該当しないも

の又は農業協同組合等で、青色申告書を提

出するものをいいます（措法42の 6 ①、措

令27の 4 ⑫一イロ、27の 6 ①）。

①�　その発行済株式又は出資（その有する

自己の株式又は出資を除きます。以下同

じです。）の総数又は総額の 2分の 1 以上

が同一の大規模法人（資本金の額若しく

は出資金の額が 1 億円を超える法人、資

本若しくは出資を有しない法人のうち常

時使用する従業員の数が1,000人を超える

法人又は次の法人をいい、独立行政法人

中小企業基盤整備機構（判定法人の発行

する株式の全部又は一部が中小企業等経

営強化法第23条第 1 項に規定する認定事

業再編投資組合の組合財産である場合に

おけるその組合員の出資に係る部分に限

ります。）及び中小企業投資育成株式会社

を除きます。以下同じです。）の所有に属

している法人

イ�　大法人（次の法人をいいます。以下

同じです。）との間にその大法人による
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完全支配関係がある普通法人

イ�　資本金の額又は出資金の額が 5 億

円以上である法人

ロ�　保険業法に規定する相互会社及び

外国相互会社のうち、常時使用する

従業員の数が1,000人を超える法人

ハ�　受託法人

ロ�　普通法人との間に完全支配関係があ

る全ての大法人が有する株式及び出資

の全部をその全ての大法人のうちいず

れか一の法人が有するものとみなした

場合においてそのいずれか一の法人と

その普通法人との間にそのいずれか一

の法人による完全支配関係があること

となるときのその普通法人（上記イの

法人を除きます。）

②�　上記①の法人のほか、その発行済株式

又は出資の総数又は総額の 3 分の 2 以上

が大規模法人の所有に属している法人

　なお、適用除外事業者とは、その事業年

度開始の日前 3 年以内に終了した各事業年

度（以下「基準年度」といいます。）の所得

の金額の合計額を各基準年度の月数の合計

数で除し、これに12を乗じて計算した金額

（設立後 3年を経過していないこと、既に基

準年度の所得に対する法人税の額につき欠

損金の繰戻しによる還付制度の適用があっ

たこと、基準年度において合併、分割又は

現物出資が行われたこと等の事由がある場

合には、その計算した金額につきその事由

の内容に応じ調整を加えた金額となりま

す。）が15億円を超える法人をいいます（措

法42の 4 ⑧八）。

　また、農業協同組合等とは、農業協同組

合、農業協同組合連合会、中小企業等協同

組合、出資組合である商工組合及び商工組

合連合会、内航海運組合、内航海運組合連

合会、出資組合である生活衛生同業組合、

漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産

加工業協同組合、水産加工業協同組合連合

会、森林組合並びに森林組合連合会をいい

ます（措法42の 4 ⑧九）。

⑵�　特定中小企業者等が経営改善設備を取得

した場合の特別償却又は法人税額の特別控

除制度の中小企業等協同組合等（中小企業

等協同組合、出資組合である商工組合及び

商店街振興組合をいいます。）で青色申告書

を提出するもの（措法42の12の 3 ①、措令

27の12の 3 ②）
（注 2）　特定経営力向上設備等とは、生産等設備を

構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、

建物附属設備並びに一定のソフトウエアで、

中小企業等経営強化法第19条第 3 項に規定す

る経営力向上設備等に該当するもののうち次

の減価償却資産の区分に応じそれぞれ次の規

模のものをいいます（措法42の12の 4 ①、措

令27の12の 4 ①②）。
⑴　機械及び装置�� 1 台又は 1 基の取得価

額が160万円以上のもの

⑵　工具、器具及び備品�� 1台又は 1基の取

得価額が30万円以上のもの

⑶　建物附属設備��一の建物附属設備の取

得価額が60万円以上のもの

⑷　ソフトウエア��一のソフトウエアの取

得価額が70万円以上のもの

（注 3）　生産等設備（以下「生産等設備」といいま

す。）とは、税務上の取扱いにおいて、例えば、

製造業を営む法人の工場、小売業を営む法人

の店舗又は自動車整備業を営む法人の作業場

のように、その法人が行う生産活動、販売活動、

役務提供活動その他収益を稼得するために行

う活動（以下これらを「生産等活動」といい

ます。）の用に直接供される減価償却資産で構

成されているものをいい、したがって、例えば、

本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗

用自動車、福利厚生施設のようなものは、生

産等設備に該当しないこととされています。

ただし、 1 棟の建物が本店用と店舗用に供さ

れている場合など、減価償却資産の一部が法

人の生産等活動の用に直接供されているもの
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については、その全てが生産等設備となるこ

ととされています。
（注 4）　経営力向上設備等は、中小企業等経営強化

法施行規則第16条第 2 項に規定する経営力向

上に著しく資する設備等で、その中小企業者

等のその認定に係る中小企業等経営強化法第

19条第 1 項に規定する経営力向上計画（同法

第20条第 1 項の規定による変更の認定があっ

たときは、その変更後のもの）に記載された

ものに限ることとされています（措法42の12

の 4 ①、措規20の 9 ①）。

　経営力向上に著しく資する設備等は、次の

機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附

属設備並びにソフトウエアとされています（中

経規16②一・二）。

⑴�　生産性向上設備

　機械及び装置、器具及び備品、一定の工

具、建物附属設備並びに一定のソフトウエ

アのうち、その販売開始日に次いで新しい

販売開始日の型式区分に属するもの（直前

モデル）と比較して、生産効率、エネルギ

ー効率、精度その他の経営力の向上に資す

るものの指標が年平均 1 ％以上向上してい

るものであること等の要件を満たすもの
（注）　要件を満たすものであることについ

ては、実務上、工業会等において証明

を受けることとされています。

⑵　収益力強化設備

　機械及び装置、工具、器具及び備品、建

物附属設備並びにソフトウエアのうち、事

業者が策定した投資計画（次の算式により

算定したその投資計画における年平均の投

資利益率が 5 ％以上となることが見込まれ

るものであることにつき経済産業大臣の確

認を受けたものに限ります。）に記載された

投資の目的を達成するために必要不可欠な

もの

《算式》

各年度において増加する営業利益と減価償

却費の合計額（設備の取得等をする年度の

翌年度以降 3年度におけるものに限る。）を

平均した額÷設備の取得等をする年度にお

けるその取得等をする設備の取得価額の合

計額
（注）　経済産業大臣の確認は、実務上、経

済産業局による確認とされています。
（注 5）　指定事業とは、中小企業投資促進税制（措

法42の 6 ①）の指定事業及び特定中小企業者

等が経営改善設備を取得した場合の特別償却

又は法人税額の特別控除制度（措法42の12の

3 ①）の指定事業をいいます（措法42の12の

4 ①）。

　なお、連結納税制度の場合についても、同様の
措置が講じられています（措法68の15の 5 ）。

2 　改正の内容

　対象資産である特定経営力向上設備等における
経営力向上設備等（上記 1（注 4））に、機械及
び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並び
にソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計
画（次の⑴から⑶までのいずれかに該当すること
につき経済産業大臣の確認を受けたものに限りま
す。）に記載された投資の目的を達成するために
必要不可欠な設備が追加されました（中経規16②
三）。連結納税制度の場合についても同様です。
（注 1）　機械及び装置のうち発電の用に供する設備

にあっては、主として電気の販売を行うため

に取得又は製作をするものとして経済産業大

臣が定めるものを除くものとし、器具及び備

品のうち医療機器にあっては、医療保健業を

行う事業者が取得又は製作をするものを除く

ものとし、建物附属設備のうち、医療保健業

を行う事業者が取得又は建設をするものを除

くものとし、発電の用に供する設備にあって

は主として電気の販売を行うために取得又は

建設をするものとして経済産業大臣が定める

ものを除くものとすることとされています。
（注 2）　経済産業大臣の確認は、実務上、経済産業

局による確認とされています。
（注 3）　関係法令については、下記の（参考 2）を
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ご参照ください。

⑴　情報処理技術を用いた遠隔操作を通じて、事
業を対面以外の方法により行うこと又は事業に
従事する者が現に常時労務を提供している場所
以外の場所において常時労務を提供することが
できるようにすること。
（注 1）　上記の要件は、遠隔操作（遠隔医療相談

サービス、遠隔教育、テレワーク等）に係

るものと考えられます。
（注 2）　特定経営力向上設備等の要件のうち生産

等設備を構成するものであることとの要件

（上記 1（注 3））について、税務上の取扱

いとして、生産等設備に該当する工場、店舗、

作業場等で行う生産等活動のために取得さ

れるもので、その生産等活動の用に直接供

される器具及び備品（その生産等活動に従

事する従業員のシフト管理や商品の在庫管

理に使用されるテレワーク用電子計算機等）

並びにソフトウエア（勤怠管理システム等）

は、生産等設備を構成するものに該当する

ことが明確化されているところですが、そ

の器具及び備品並びにソフトウエアが特定

経営力向上設備等としてこの制度の適用対

象となるためには、その他の要件（経営力

向上設備等に該当することとの要件等）を

満たす必要があり、今回の改正によって、

この経営力向上設備等に該当することとの

要件について、生産性向上設備（上記 1（注

4）⑴）及び収益力強化設備（上記 1（注

4）⑵）に該当しないものであっても、上

記の遠隔操作（テレワーク）に係る要件に

該当することにつき経済産業大臣の確認を

受けた投資計画に記載されたものに該当す

れば、経営力向上設備等となることとされ

ました。

⑵　現に実施している事業に関するデータの集約
及び分析を情報処理技術を用いて行うことによ
り、その事業の工程に関する最新の状況の把握
及び経営資源等の最適化を行うことができるよ
うにすること。

（注 1）　データとは、電磁的記録に記録された情

報をいい、電磁的記録とは、電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録を

いいます（中経規16①三ロ）。
（注 2）　経営資源とは、設備、技術、個人の有す

る知識及び技能その他の事業活動に活用さ

れる資源をいいます（中経規16①三ロ、中

経法 2⑪）。
（注 3）　上記の要件は、事業の工程に関する可視

化に係るものと考えられます。
（注 4）　関係法令については、下記の（参考 1）

及び（参考 2）をご参照ください。
⑶　情報処理技術を用いて、現に実施している事
業の工程に関する経営資源等の最適化のための
指令を状況に応じて自動的に行うことができる
ようにすること。
（注）　上記の要件は、事業の工程に関する自動制

御化に係るものと考えられます。
（参考 1）�　中小企業等経営強化法（平成11年法律

第18号）

（定義）

第 2条　省　略

2～10　省　略

11　この法律において「異分野連携新事業

分野開拓」とは、その行う事業の分野を

異にする事業者が有機的に連携し、その

経営資源（設備、技術、個人の有する知

識及び技能その他の事業活動に活用され

る資源をいう。以下同じ。）を有効に組み

合わせて、新事業活動を行うことにより、

新たな事業分野の開拓を図ることをいう。

12～20　省　略
（参考 2）�　中小企業等経営強化法施行規則（平成

11年通商産業省令第74号）

（経営力向上設備等の要件）

第16条　法第19条第 3 項の経営力向上に特

に資するものとして経済産業省令で定め

る設備等は、次の各号のいずれかに該当

するものとする。
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一・二　省　略

三　機械及び装置、工具、器具及び備品、

建物附属設備並びにソフトウエアのう

ち、事業者が策定した投資計画（次の

イからハまでのいずれかに該当するこ

とにつき経済産業大臣の確認を受けた

ものに限る。）に記載された投資の目的

を達成するために必要不可欠な設備

イ　情報処理技術を用いた遠隔操作を

通じて、事業を対面以外の方法によ

り行うこと又は事業に従事する者が

現に常時労務を提供している場所以

外の場所において常時労務を提供す

ることができるようにすること。

ロ　現に実施している事業に関するデ

ータ（電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作ら

れる記録をいう。）に記録された情報

をいう。次項第 3 号ロにおいて同

じ。）の集約及び分析を情報処理技術

を用いて行うことにより、当該事業

の工程に関する最新の状況の把握及

び経営資源（法第 2 条第11項に規定

する経営資源をいう。以下この号及

び次項第 3 号において同じ。）等の最

適化を行うことができるようにする

こと。

ハ　情報処理技術を用いて、現に実施

している事業の工程に関する経営資

源等の最適化のための指令を状況に

応じて自動的に行うことができるよ

うにすること。

2 　前項の設備等のうち、経営力向上に著

しく資する設備等は、次の各号のいずれ

かに該当するものとする。

一・二　省　略

三　機械及び装置（発電の用に供する設

備にあっては、主として電気の販売を

行うために取得又は製作をするものと

して経済産業大臣が定めるものを除

く。）、工具、器具及び備品（医療機器

にあっては、医療保健業を行う事業者

が取得又は製作をするものを除く。）、

建物附属設備（医療保健業を行う事業

者が取得又は建設をするものを除くも

のとし、発電の用に供する設備にあっ

ては主として電気の販売を行うために

取得又は建設をするものとして経済産

業大臣が定めるものを除く。）並びにソ

フトウエアのうち、事業者が策定した

投資計画（次のイからハまでのいずれ

かに該当することにつき経済産業大臣

の確認を受けたものに限る。）に記載さ

れた投資の目的を達成するために必要

不可欠な設備

イ　情報処理技術を用いた遠隔操作を

通じて、事業を対面以外の方法によ

り行うこと又は事業に従事する者が

現に常時労務を提供している場所以

外の場所において常時労務を提供す

ることができるようにすること。

ロ　現に実施している事業に関するデ

ータの集約及び分析を情報処理技術

を用いて行うことにより、当該事業

の工程に関する最新の状況の把握及

び経営資源等の最適化を行うことが

できるようにすること。

ハ　情報処理技術を用いて、現に実施

している事業の工程に関する経営資

源等の最適化のための指令を状況に

応じて自動的に行うことができるよ

うにすること。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、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45号）の公布の日（令和 2年 4月30日）から施
行されています（改正中経規附則）。
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第四　消費税関係
消費税の課税事業者選択届出書等の提出等に係る特例措置の創設

1 　制度創設の趣旨

　今般の新型コロナウイルス感染症及びそのまん
延防止のための措置が納税者に及ぼす影響の緩和
を図る観点から、消費税については、以下の特例
が設けられました。
・　課税事業者選択（不選択）届出書の提出に係
る特例
・　新設法人等に係る納税義務の免除制度の不適
用に係る特例
・　高額特定資産を取得した場合等の納税義務の
免除制度の不適用に係る特例
　これは、新型コロナウイルス感染症及びそのま
ん延防止のための措置の影響（以下「新型コロナ
ウイルス感染症等の影響」といいます。）により、
課税期間の開始前に届出書を提出できない又は課
税期間の開始後に適用を変更する必要があるとい
った不測の事態が生じた事業者が想定されること
を踏まえ、このような事業者に係る届出書の適用
関係については、税務署長の承認を前提に、届出
書が課税期間の開始前に提出されていない場合に
おいても、その課税期間の開始前に提出した場合
と同様の効果が生ずるようにする等の措置を講ず
る必要が生じたことによるものです。
　新設法人等に係る特例及び高額特定資産を取得
した場合等に係る特例についても同様に、新型コ
ロナウイルス感染症等の影響により、その事業者
の経営状態に不測の事態が生じたことに対応する
ための措置を講ずる必要が生じたことによります。
　なお、簡易課税制度選択（不選択）届出書につ
いては、既に「災害その他やむを得ない理由が生
じたことにより被害を受けた場合の特例」が設け
られている（消法37の 2 ）ことから、今般の特例
法においては、特段の措置はされていません。

2 　特例の対象となる制度の概要

⑴　課税事業者選択制度
　事業者のその課税期間の基準期間（法人につ
いては前々事業年度、個人事業者については
前々年をいいます。以下同じです。）における
課税売上高が1,000万円以下である場合には、
そうした小規模事業者の事務負担に配慮し、当
該課税期間中に行った課税資産の譲渡等につき
消費税の納税義務を免除する事業者免税点制度
があります（消法 9 ①）。この制度の適用を受
ける事業者（以下「免税事業者」といいます。）
であっても、課税事業者を選択する旨の届出書
（以下「課税事業者選択届出書」といいます。）
を、原則としてその課税期間開始前までに提出
することにより、課税事業者となることを選択
することができる制度（以下「課税事業者選択
制度」といいます。）が設けられています（消
法 9④）。
　この場合、課税事業者選択制度の適用を受け
た事業者については、 2年間は事業者免税点制
度を適用できないこととされています（以下
「 2 年間継続適用要件」といいます。）（消法 9
⑥）。さらに、 2 年間継続適用要件の期間中に
調整対象固定資産（棚卸資産以外の固定資産で
税抜価額が100万円以上のものをいいます。以
下同じです。）の仕入れ等を行った場合には、
その調整対象固定資産の仕入れ等を行った課税
期間以後 3年間は、事業者免税点制度を適用で
きないこととされています（以下「 3年間継続
適用要件」といいます。）（消法 9⑦）。
　また、課税事業者選択制度により課税事業者
を選択した事業者が、その選択をやめようとす
る場合には、その旨を記載した届出書（以下
「課税事業者選択不適用届出書」といいます。）
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を、原則としてその課税期間開始前までに提出
する必要があります（消法 9⑤⑧）。

⑵　新設法人等に係る納税義務の免除制度の不適
用
　新設法人についてはその法人の設立当初の 2
年間は基準期間がないため、基準期間における
課税売上高の判定では免税事業者となりますが、
その基準期間のない事業年度開始の日において
資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上で
ある法人又は基準期間のない事業年度開始の日
において資本金の額又は出資の金額が1,000万
円未満の法人であっても一定の大規模事業者等
が設立した法人（以下「新設法人等」といいま
す。）については、当該基準期間がない事業年
度につき事業者免税点制度を適用しないことと
されています（消法12の 2 ①、12の 3 ①）。ま
た、当該基準期間がない事業年度中に調整対象
固定資産の仕入れ等を行った場合には、その調
整対象固定資産の仕入れ等を行った課税期間以
後 3年間は、事業者免税点制度を適用できない
こととされています（以下「新設法人等の調整
対象固定資産特例」といいます。）（消法12の 2
②、12の 3 ③）。

⑶　高額特定資産を取得した場合等の納税義務の
免除制度の不適用
　事業者が、事業者免税点制度及び簡易課税制
度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産
（棚卸資産又は調整対象固定資産で税抜価額が
1,000万円以上のものをいいます。以下同じで
す。）の仕入れ等を行った場合には、その高額
特定資産の仕入れ等を行った課税期間以後 3年
間は、事業者免税点制度を適用できないことと
されています（消法12の 4 ①）。
　また、高額特定資産である棚卸資産について、
棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合にも同
様に、その適用を受けた課税期間以後 3年間は、
事業者免税点制度を適用できないこととされて
います（消法12の 4 ②）。

（注）　棚卸資産の調整措置とは、免税事業者が課

税事業者となる日の前日に、免税事業者であ

った期間中に行った課税仕入れ等に係る棚卸

資産を有している場合、その棚卸資産に係る

消費税額を、課税事業者となった課税期間の

課税仕入れ等に係る消費税額の計算の基礎と

なる課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額

控除の対象とする措置をいいます（消法36①

③）。

3 　特例の内容

⑴　特例対象事業者
　本特例の対象となるのは、新型コロナウイル
ス感染症等の影響により、令和 2年 2月 1日か
ら令和 3年 1月31日までの間のうち任意の 1月
以上の期間に事業としての収入の著しい減少
（前年同期比概ね50％以上の減少）があった事
業者（以下「特例対象事業者」といいます。）
です（新型コロナ税特法10①、新型コロナ税特
令 7、新型コロナウイルス感染症等の影響に対
応するための国税関係法律の臨時特例に関する
法律の施行に伴う消費税の取扱いについて（国
税庁法令解釈通達（令和 2年 4月30日課消 2－
7） 2）。
（注）　新型コロナウイルス感染症等の影響により

事業としての収入の著しい減少があったとは、

事業としての収入の著しい減少が新型コロナ

ウイルス感染症等の影響に因果関係を有する

ことをいい、例えば、事業者又はその親族、

従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染

したことによる影響のほか、イベント開催又

は外出等の自粛要請、入国制限、賃料の支払

猶予要請等の各種措置による影響等により、

収入の減少があったことをいい、令和 2 年 2

月 1 日から令和 3 年 1 月31日までの間のうち

任意の期間（連続した 1 月以上のものに限り

ます。）の事業としての収入金額につき、その

期間の直前 1 年間におけるその期間に対応す

る期間（その期間に対応する期間がない場合は、

令和 2 年 1 月以前でその期間に近接する期間
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その他その収入金額と比較する期間として適

当と認められる期間）の収入金額（その期間

に対応する期間の収入金額が不明な場合は、

その期間の直前 1 年間の収入金額を12で除し、

これを割り当てる方法その他適当な方法によ

り算定した金額）に対して、おおむね50％以

上減少していると認められることをいいます。

　なお、この場合の「収入金額」の計算に当

たっては、事業者の事業上の売上その他の経

常的な収入についてはその額を含めますが、

臨時的な収入である各種給付金や、給与収入

など事業に関しない収入の額は含めません。

　また、新型コロナウイルス感染症等の影響

により事業者が収入すべき対価の額を減免又

は猶予した場合は、その減免額又は猶予額も

「収入金額」に含めません。

　例えば、不動産賃貸人が政府の要請に基づ

き賃借人が支払うべき賃料の支払を猶予して

いると認められる場合における収入金額の計

算に当たっては、その期間における賃料収入

に計上される額からその猶予額を控除するこ

ととなります。

⑵　課税事業者選択届出書関係の特例
　免税事業者である特例対象事業者が、新型コ
ロナウイルス感染症等の影響により、その収入
の著しい減少があった期間内の日を含む課税期
間（以下「特定課税期間」といいます。）以後
の課税期間につき課税事業者を選択することが
必要となった場合で、その選択することについ
てその納税地を所轄する税務署長の承認を受け
たときは、当該特例対象事業者は、課税事業者
選択届出書をその適用を受けようとする課税期
間の初日の前日に当該税務署長に提出したもの
とみなされることとされました（新型コロナ税
特法10①）。
　また、本特例により課税事業者選択届出書を
提出したものとみなされた特例対象事業者につ
いては、その提出により課税事業者となる課税
期間については、 2年間継続適用要件及び 3年

間継続適用要件は適用しないこととされていま
す（新型コロナ税特法10②）ので、これらの制
限に関係なく「課税事業者選択不適用届出書」
を提出することができます。
　なお、この場合の「課税事業者選択不適用届
出書」については、原則として適用を受けるこ
とをやめようとする課税期間開始前までに提出
する必要があることに留意が必要です。

⑶　課税事業者選択不適用届出書関係の特例
　課税事業者を選択している特例対象事業者が、
新型コロナウイルス感染症等の影響により、特
定課税期間以後の課税期間につき課税事業者の
選択をやめることが必要となった場合で、その
やめることについてその納税地を所轄する税務
署長の承認を受けたときは、当該特例対象事業
者は、課税事業者選択不適用届出書をその適用
を受けることをやめようとする課税期間の初日
の前日に当該税務署長に提出したものとみなさ
れることとされました（新型コロナ税特法10③）。
　なお、この特例の適用を受けるに当たっては、
2年間継続適用要件及び 3年間継続適用要件は
適用しないこととされていますので、税務署長
の承認を受けることによりこれらの制限に関係
なく課税事業者の選択をやめることができます。

⑷　新設法人等に係る納税義務の免除制度の不適
用に係る特例
　新設法人等である特例対象事業者が、新型コ
ロナウイルス感染症等の影響により、特定課税
期間以後の課税期間につき新設法人等の調整対
象固定資産特例を受けないことが必要となった
場合で、その受けないことについてその納税地
を所轄する税務署長の承認を受けたときは、新
設法人等の調整対象固定資産特例を適用しない
こととされました（新型コロナ税特法10④）。
　なお、設立当初 2年間の課税期間に資本金等
の額又は一定の大規模事業者等が設立したこと
により事業者免税点制度を適用しないこととす
る制度（消法12の 2 ①、12の 3 ①）は本特例の

─�823�─

――新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（緊急経済対策関係）――



対象ではありません。

⑸　高額特定資産を取得した場合等の納税義務の
免除制度の不適用に係る特例
　特定課税期間の初日から 2年を経過する日の
属する課税期間までの課税期間中に高額特定資
産の仕入れ等を行った特例対象事業者が、新型
コロナウイルス感染症等の影響により、特定課
税期間以後の課税期間につき事業者免税点制度
を適用しないこととする規定（消法12の 4 ①）
の適用を受けないことが必要となり、その受け
ないことについて納税地を所轄する税務署長の
承認を受けたときは、当該規定は適用しないこ
ととされました（新型コロナ税特法10⑤）。

⑹　高額特定資産等に係る納税義務の免除を受け
ないこととなった場合等の棚卸資産の調整措置
の適用を受けることとなった場合の納税義務の
免除制度の不適用に係る特例
　特定課税期間の初日から 2年を経過する日の
属する課税期間までの課税期間に高額特定資産
である棚卸資産等について棚卸資産の調整措置
の適用を受けることとなった特例対象事業者が、
新型コロナウイルス感染症等の影響により、特
定課税期間以後の課税期間につき事業者免税点
制度を適用しないこととする規定（消法12の 4
②）の適用を受けないことが必要となり、その
受けないことについて納税地を所轄する税務署
長の承認を受けたときは、当該規定は適用しな
いこととされました（新型コロナ税特法10⑥）。
（注）　上記⑷～⑹の場合における各課税期間の事

業者免税点制度の適用の可否については、当

該課税期間の基準期間における課税売上高等

によって判定することに留意が必要です。

⑺　申請手続等
　上記⑵～⑹の承認を受けようとする特例対象
事業者は、特例の適用を受けようとする課税期
間等の一定の事項を記載した申請書に新型コロ
ナウイルス感染症等の影響により事業としての

収入の著しい減少があったことを確認できる書
類を添付して、次の承認の区分に応じた期限ま
でに納税地を所轄する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（新型コロナ税
特法10⑦、新型コロナ税特規 5）。
・⑵の承認：�特定課税期間の末日から 2月（個

人事業者の場合は 3月）を経過す
る日

・⑶の承認：イ�　特定課税期間から課税選択を
やめようとする場合及び特定課
税期間の末日が課税事業者選択
届出書の提出により課税事業者
となった最初の課税期間の初日
以後 2 年を経過する日（以下
「 2年経過日」といいます。）以
後に到来し、当該特定課税期間
の翌課税期間以後の課税期間か
ら課税選択をやめようとする場
合　当該特定課税期間に係る確
定申告書の提出期限
ロ�　イ以外の場合　 2年経過日の
属する課税期間の末日と課税選
択をやめようとする課税期間の
末日とのいずれか早い日

・⑷の承認：�特定課税期間に係る確定申告書の
提出期限と当該特例対象事業者の
基準期間がない最後の事業年度終
了の日とのいずれか遅い日

・⑸の承認：�特定課税期間に係る確定申告書の
提出期限と高額特定資産の仕入れ
等の日の属する課税期間の末日と
のいずれか遅い日

・⑹の承認：�特定課税期間に係る確定申告書の
提出期限と高額特定資産等に係る
棚卸資産の調整措置の適用を受け
ることとなった日の属する課税期
間の末日とのいずれか遅い日

　なお、申請に係る事情が相当でないと税務署
長が認める場合には、その申請は却下されます
（新型コロナ税特法10⑧）。
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　また、特定課税期間の末日までに申請がなさ
れた場合において、同日から 2月を経過する日
までに承認又は却下の処分がなかったときは、
その 2月を経過する日において承認があったも
のとみなすこととされています（新型コロナ税
特法10⑩）。

4 　適用関係

　上記特例は、この法律の公布の日（令和 2年 4
月30日）から施行されています（新型コロナ税特
法附則 1）。

第五　印紙税関係
特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の創設

1 　消費貸借契約書に係る印紙税の概要

　事業資金などを金融機関等から借り入れる際に
作成する借用証書などの消費貸借契約書について
は、その記載金額の区分に応じて、一通につき、
200円から60万円まで（階級定額税率）の印紙税
が課税されることから、公的貸付機関等又は金融
機関が特定事業者（新型コロナウイルス感染症及
びそのまん延防止のための措置によりその経営に
影響を受けた事業者をいいます。以下同じです。）
に対して低利等で融資する特別貸付制度において
作成される消費貸借契約書についても、原則とし
て、その記載金額に応じた印紙税を納付すること
とされていました（印法別表第一 1号の 3）。

2 　制度の概要等

⑴　制度の概要
　公的貸付機関等又は金融機関が特定事業者に
対して新型コロナウイルス感染症等によりその
経営に影響を受けたことを条件として他の金銭
の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う
特別貸付けに係る消費貸借契約書のうち、特定
日までに作成されるものについては、印紙税を
課さないこととされました（新型コロナ税特法
11、新型コロナ税特令 8、新型コロナ税特規 6）。
（注）　特定日は、令和 3 年 1 月31日とされていま

す（新型コロナ税特令 8③）。

⑵　公的貸付機関等の範囲（新型コロナ税特法11
①、新型コロナ税特令 8①、新型コロナ税特規
6①）
①　地方公共団体、株式会社日本政策金融公庫、
沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人中小企
業基盤整備機構、独立行政法人福祉医療機構
②　預託等貸付金融機関（地方公共団体等（地
方公共団体、国から出資を受けた者から金銭
の貸付けを受けた者又は地方公共団体から金
銭の貸付けを受けた者をいいます。以下同じ
です。）から金銭の預託又は指定を受けて当
該地方公共団体等の定めるところにより特定
事業者に対して金銭の貸付けを行う者をいい
ます。以下同じです。）
（注）　指定とは、信用保証協会がその債務の全

部又は一部を保証し、かつ、その保証に係

る保証料に相当する金額の全部又は一部に

ついて国が補助その他の助成を行う金銭の

貸付けを行う者としての指定をいいます。

③　転貸者（沖縄振興開発金融公庫等から金銭
の貸付けを受けて当該沖縄振興開発金融公庫
等の定めるところにより特定事業者に対して
金銭の貸付けを行う者をいいます。以下同じ
です。）
（注 1）　沖縄振興開発金融公庫等とは、沖縄振

興開発金融公庫、株式会社商工組合中央

金庫又は株式会社日本政策金融公庫をい

います。
（注 2）　株式会社商工組合中央金庫による金銭
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の貸付けにあっては、株式会社日本政策

金融公庫法第11条第 2 項の規定により認

定された危機対応業務として行う特定資

金の貸付けに限られます。

④　指定金融機関（株式会社日本政策金融公庫
法第11条第 2項に規定する指定金融機関をい
い、同法附則第45条第 1項又は第46条第 1項
の規定により指定を受けたものとみなされた
者を含みます。以下同じです。）
（注）　④の規定により対象となる者は、株式会

社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策

投資銀行です。

⑤　融資機関（農業近代化資金融通法第 2条第
2項各号に掲げる者又は漁業近代化資金融通
法第 2条第 2項各号に掲げる者をいいます。
以下同じです。）
（注）　⑤の規定により対象となる者は以下のと

おりです。

イ　銀行

ロ　信用金庫及び信用金庫連合会

ハ�　信用協同組合並びに中小企業等協同組

合法第 9 条の 9 第 1 項第 1 号及び第 2 号

の事業を併せ行う協同組合連合会

ニ�　農業協同組合法第10条第 1 項第 2 号の

事業を行う農業協同組合

ホ�　農業協同組合法第10条第 1 項第 2 号及

び第 3 号の事業を併せ行い、又は同項第

10号の事業を行う農業協同組合連合会

ヘ�　水産業協同組合法第11条第 1 項第 3 号

の事業を行う漁業協同組合

ト�　水産業協同組合法第87条第 1 項第 3 号

及び第 4 号の事業を併せ行う漁業協同組

合連合会

チ�　水産業協同組合法第93条第 1 項第 1 号

の事業を行う水産加工業協同組合

リ�　水産業協同組合法第97条第 1 項第 1 号

及び第 2 号の事業を併せ行う水産加工業

協同組合連合会

ヌ　農林中央金庫

ル　株式会社商工組合中央金庫

⑶　公的貸付機関等に係る特別貸付けの範囲（新
型コロナ税特法11①、新型コロナ税特令 8②）
①　地方公共団体が特定事業者に対して金銭の
貸付けを行っている場合には、次のいずれか
に該当する金銭の貸付け
イ　地方公共団体が、一般事業者（感染症の
予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律第 6条第 1項に規定する感染症及び
そのまん延防止のための措置によりその経
営に影響を受けた事業者をいいます。以下
同じです。）に対する特別貸付制度を令和
2年 2月 1日の前日に有していなかった場
合において、特定事業者に対する特別貸付
制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う
金銭の貸付け
ロ　地方公共団体が、一般事業者に対する特
別貸付制度を令和 2年 2月 1日の前日に有
していた場合において、特定事業者に対し
て当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付
けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の
貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で
行う金銭の貸付け
ハ　地方公共団体が、一般事業者に対する特
別貸付制度を令和 2年 2月 1日の前日に有
していた場合において、当該特別貸付制度
の下では金銭の貸付けが受けられなかった
特定事業者に対して当該特別貸付制度の下
における金銭の貸付けの条件と同等の条件
で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制
度の下で行う金銭の貸付け

（注 1）　特別貸付制度とは、地方公共団体が行

う他の金銭の貸付けの条件に比し有利な

条件で金銭の貸付けを行う制度をいいま

す。
（注 2）　貸付けの条件とは、貸付金の利率、据

置期間、貸付限度額、償還期間、返済の

方法、使途、担保（保証人の保証を含み

ます。）の提供、借換えの可否又は保証料

の料率をいいます。

②　政府系金融機関（沖縄振興開発金融公庫、
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株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人中
小企業基盤整備機構又は独立行政法人福祉医
療機構をいいます。以下同じです。）が特定
事業者に対して金銭の貸付けを行っている場
合には、次のいずれかに該当する金銭の貸付
け
イ　政府系金融機関が、一般事業者に対する
特別貸付制度を令和 2年 2月 1日の前日に
有していなかった場合において、特定事業
者に対する特別貸付制度を設け、当該特別
貸付制度の下で行う金銭の貸付け
ロ　政府系金融機関が、一般事業者に対する
特別貸付制度を令和 2年 2月 1日の前日に
有していた場合において、特定事業者に対
して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸
付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭
の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下
で行う金銭の貸付け
ハ　政府系金融機関が、一般事業者に対する
特別貸付制度を令和 2年 2月 1日の前日に
有していた場合において、当該特別貸付制
度の下では金銭の貸付けが受けられなかっ
た特定事業者に対して当該特別貸付制度の
下における金銭の貸付けの条件と同等の条
件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該
制度の下で行う金銭の貸付け
ニ　政府系金融機関（独立行政法人中小企業
基盤整備機構及び独立行政法人福祉医療機
構を除きます。）が、特定事業者（株式会
社日本政策金融公庫法第 2条第 2号に規定
する農林漁業者であるものに限ります。）
に対して行う特別貸付け（沖縄振興開発金
融公庫法施行令第 2条第 1号に掲げる資金
又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一
第 8号の下欄に掲げる資金の貸付けであっ
て一定の要件に該当するものに限ります。）

（注 1）　特別貸付制度とは、政府系金融機関が

行う他の金銭の貸付けの条件に比し有利

な条件で金銭の貸付けを行う制度をいい

ます。

（注 2）　貸付けの条件とは、貸付金の利率、据

置期間又は貸付限度額をいいます。
（注 3）　一定の要件とは、償還期間が 1 年以上

であり、かつ、当初 5 年間は実質的に利

子が軽減され、その貸付金に係る担保が

実質無担保であることをいいます。

③　預託等貸付金融機関が特定事業者に対して
金銭の貸付けを行っている場合には、次のい
ずれかに該当する金銭の貸付け
イ　地方公共団体等が一般事業者に対する特
別預託等貸付制度を令和 2年 2月 1日の前
日に有していなかった場合において、当該
地方公共団体等が特定事業者に対する特別
預託等貸付制度を設け、当該特別預託等貸
付制度の下で預託等貸付金融機関が行う金
銭の貸付け
ロ　地方公共団体等が一般事業者に対する特
別預託等貸付制度を令和 2年 2月 1日の前
日に有していた場合において、当該地方公
共団体等が特定事業者に対して当該特別預
託等貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条
件に比し特別に有利な貸付条件の預託等貸
付制度を設け、当該預託等貸付制度の下で
預託等貸付金融機関が行う金銭の貸付け
ハ　地方公共団体等が一般事業者に対する特
別預託等貸付制度を令和 2年 2月 1日の前
日に有していた場合において、当該地方公
共団体等が当該特別預託等貸付制度の下で
は金銭の貸付けが受けられなかった特定事
業者に対して当該特別預託等貸付制度の下
における金銭の貸付けの条件と同等の貸付
条件の預託等貸付制度を設け、当該預託等
貸付制度の下で預託等貸付金融機関が行う
金銭の貸付け

（注 1）　特別預託等貸付制度とは、預託等貸付

金融機関が地方公共団体等の定めるとこ

ろにより金銭の貸付けを行う制度で他の

金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で

金銭の貸付けを行う制度をいいます。
（注 2）　貸付けの条件とは、貸付金の利率、据
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置期間、貸付限度額、償還期間、返済の

方法、使途、担保（保証人の保証を含み

ます。）の提供、借換えの可否又は保証料

の料率をいいます。

④　転貸者が特定事業者に対して金銭の貸付け
を行っている場合には、次のいずれかに該当
する金銭の貸付け
イ　沖縄振興開発金融公庫等が一般事業者に
対する特別転貸制度を令和 2年 2月 1日の
前日に有していなかった場合において、当
該沖縄振興開発金融公庫等が特定事業者に
対する転貸制度を設け、当該転貸制度の下
で転貸者が行う金銭の貸付け
ロ　沖縄振興開発金融公庫等が一般事業者に
対する特別転貸制度を令和 2年 2月 1日の
前日に有していた場合において、当該沖縄
振興開発金融公庫等が特定事業者に対して
当該特別転貸制度の下で行う金銭の貸付け
の条件に比し特別に有利な貸付条件の転貸
制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が
行う金銭の貸付け
ハ　沖縄振興開発金融公庫等が一般事業者に
対する特別転貸制度を令和 2年 2月 1日の
前日に有していた場合において、当該沖縄
振興開発金融公庫等が当該特別転貸制度の
下では金銭の貸付けが受けられなかった特
定事業者に対して当該特別転貸制度の下に
おける金銭の貸付けの条件と同等の貸付条
件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で
転貸者が行う金銭の貸付け
ニ　沖縄振興開発金融公庫等（株式会社商工
組合中央金庫を除きます。）が有する特定
事業者（株式会社日本政策金融公庫法第 2
条第 2号に規定する農林漁業者であるもの
に限ります。）に対する転貸制度（②ニの
特別貸付けの条件と同等の貸付条件のもの
に限ります。）の下で転貸者が行う金銭の
貸付け

（注 1）　特別転貸制度とは、転貸者が沖縄振興

開発金融公庫等の定めるところにより金

銭の貸付けを行う制度で他の金銭の貸付

けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付

けを行う制度をいいます。
（注 2）　貸付けの条件とは、貸付金の利率、据

置期間又は貸付限度額をいいます。

⑤　指定金融機関が特定事業者に対して危機対
応業務として行う特定資金の貸付け
⑥　融資機関が特定事業者に対して金銭の貸付
けを行っている場合には、次のいずれかに該
当する金銭の貸付け
イ　融資機関が特定事業者に対して行う次の
資金の貸付けであって、特定事業者に対し
て実質無利子で行われるもの
イ　農業近代化資金融通法第 2条第 3項に
規定する農業近代化資金
ロ　漁業近代化資金融通法第 2条第 3項に
規定する漁業近代化資金
ハ　漁業経営の改善及び再建整備に関する
特別措置法第 8条第 1項に規定する資金

ロ　融資機関が、特定事業者（農業、林業又
は漁業を営む者であるものに限ります。）
に対して行う借入金の借換えのための金銭
の貸付けであって、特定事業者に対して実
質無利子で行われるもの

⑷　金融機関の範囲（新型コロナ税特法11、新型
コロナ税特令 8④）
　金融機関の範囲は、租税特別措置法施行令第
52条の 3第 3項各号に掲げる金融機関及び株式
会社日本政策投資銀行であり、具体的には次の
とおりです。
①　銀行
②　信用金庫
③　信用協同組合
④　労働金庫
⑤　信用金庫連合会
⑥　中小企業等協同組合法第 9条の 9第 1項第
2号の事業を行う協同組合連合会

⑦　労働金庫連合会
⑧　農業協同組合法第10条第 1項第 2号の事業
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を行う農業協同組合
⑨　農業協同組合法第10条第 1項第 2号の事業
を行う農業協同組合連合会
⑩　水産業協同組合法第11条第 1項第 3号の事
業を行う漁業協同組合
⑪　水産業協同組合法第87条第 1項第 3号の事
業を行う漁業協同組合連合会
⑫　水産業協同組合法第93条第 1項第 1号の事
業を行う水産加工業協同組合
⑬　水産業協同組合法第97条第 1項第 1号の事
業を行う水産加工業協同組合連合会
⑭　農林中央金庫
⑮　株式会社商工組合中央金庫
⑯　株式会社日本政策投資銀行

⑸　金融機関に係る特別貸付けの範囲（新型コロ
ナ税特法11②、新型コロナ税特令 8⑤）
　上記⑷の金融機関が、特定事業者に対して行
う次のいずれかに該当する金銭の貸付け
①　中小企業信用保険法第12条に規定する経営
安定関連保証を受けた者（いわゆるセーフテ
ィネット保証 4 号を受けた者に限ります。）
又は同法第15条に規定する危機関連保証を受
けた者に対する金銭の貸付け
②　次の債務の保証（その債務の全部を保証す
るものであって一定の要件を満たすものに限
ります。）を受けた者に対する金銭の貸付け
イ　中小漁業融資保証法第 4条第 1号に規定
する債務の保証
ロ　農業信用保証保険法第 8条第 1号に規定
する債務の保証
ハ　林業経営基盤の強化等の促進のための資
金の融通等に関する暫定措置法第 6条第 1
項第 3号に規定する債務の保証
ニ　独立行政法人農林漁業信用基金法第12条
第 1項第 5号に規定する債務の保証

③　特定事業者に対する貸付金の据置期間が 6
月以上であり、かつ、その償還期間が 1年以
上である金銭の貸付け（①又は②の金銭の貸

付けに該当するものを除きます。）
（注）　一定の要件とは、その保証に係る担保が

実質無担保であることをいいます。

⑹　特別貸付けであることの明示
　金融機関の行う特別貸付けについて本措置の
適用を受けるためには、特定事業者に対する特
別貸付けであることをその適用を受けようとす
る消費貸借契約書において明らかにしなければ
なりません（新型コロナ税特令 8⑥）。
（注）　明らかにする方法には、その消費貸借契約

書原本において明らかにする方法のほか、当

該消費貸借契約書と紐づく約款や、金融機関

が発行する証明書類等によって明らかにする

といった方法があります。

3 　適用関係

　本措置は、特定事業者に対して新型コロナウイ
ルス感染症及びそのまん延防止のための措置によ
りその経営に影響を受けたことを条件として行う
金銭の特別貸付けに係る消費貸借契約書について
適用されます（新型コロナ税特法11）。
　なお、新型コロナ税特法等の施行までに本措置
が適用される消費貸借契約書が作成され、当該消
費貸借契約書に係る印紙税が納付されている場合
には、当該納付された印紙税は印紙税法第14条第
1項の過誤納金とみなして還付することとする措
置が設けられています（新型コロナ税特法附則 6、
新型コロナ税特令一部改正令附則②）。
　また、新型コロナ税特法施行前に既に多くの融
資が実行されているという実態を踏まえ、過誤納
金とみなされた印紙税の還付に係る事務負担を軽
減する観点から、還付申請を行う際、本措置に係
る消費貸借契約書の原本の提示がなくとも、公的
貸付機関等又は金融機関が発行する証明書を提出
することで還付手続を可能とする措置が設けられ
ました（新型コロナ税特令附則 4、新型コロナ税
特令一部改正令附則③）。
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