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主な税務申告に関する 2019年度の改訂版スケジュールは以下の通りです。 

項　　目

第1四半期 5月31日

第2四半期 9月16日

第3四半期 11月30日

第4四半期 2020年2月29日

2019年度 VAT還付申告

2019年度 VAT還付申告 ＋ 2019年度 VAT第4四半期残高報告

VAT 事前納付

イントラスタット（EU域内取引）月次リスト報告

月次クロスボーダー（国境を跨いだ）取引報告

日報の電子報告（B2C）※1

前年度源泉徴収税還付の簡易申請電子登録

前年度源泉徴収票（紙媒体）を取引先へ提出

源泉徴収税  Mod.770 申告と源泉徴収票の電子登録

個人所得税（IRPEF）残高納付と第一次事前納付

個人所得税（IRPEF）確定申告

個人所得税（IRPEF）第二次事前納付

固定資産税（IMU）、連帯サービス税（TASI）事前納付

固定資産税（IMU）、連帯サービス税（TASI）残高納付

2018年度　固定資産税（IMU）申告

12月2日（11月30日が土曜日のため）

NEW!  ISAシステム※2  入力の場合

6月30日～9月30日の間

暦年決算企業：6月30日

上記以外の会社：翌会計期間6ヶ月目の末日

（例　3月決算企業：9月末）

7月1日（6月30日が日曜日のため）

暦年決算企業：12月2日（1 1月3 0日が土曜日のため）

上記以外の会社：会計年度終了日から11ヶ月目の末日

（例　3月決算企業：翌年2月末）

3月7日

NEW!  暦年決算企業：12月2日（1 1月3 0日が土曜日のため）

上記以外の会社：会計年度終了日から11ヶ月目の末日

（例　3月決算企業：翌年2月末）

3月31日

10月31日

12月2日（11月30日が土曜日のため）

NEW!  税務当局が要求しても、ERPシステムに情報が

登録されていれば免除されます。

6月16日

12月16日

NEW!  12月31日

VAT関連

VAT登録書提出について

WHT

法人税

総勘定元帳（紙媒体）に関して

法人税（IRES）、地方法人税（IRAP）

第二次事前納付

その他

個人

所得税

固定

資産税等

毎翌月末

NEW!  申告日から第12日目（カレンダー）

期　　限

法人税（IRES）、地方法人税（IRAP）

確定申告

法人税（IRES）、地方法人税（IRAP）

2019年度四半期VAT残高報告

税務当局が要求しても、ERPシステムに情報が登録され

ていれば免除されます。

報告対象期間の毎翌月25日

12月27日

2020年4月30日

NEW!  2020年2月29日
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※1 日報の電子報告（Comunicazione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri）と

は、最終消費者と小売業者間で行われる取引（B2C）を、SDI システム上で申告する制度で、

対象企業は以下のとおりです。 

2019 年 7 月 1 日以降 

対象者：販売及びサービスからの収益（Bilancio の Recavi delle vendite e delle prestazioni）が

40万ユーロ以上ある企業 

2020 年 1 月 1 日以降 

対象者：すべての企業 

 

※2 ISA（Indici Sintetici di Affidabilità）とは、2018 年から歳入庁が導入した統計的指標算出

システムであり、納税者の年次納税申告書の信頼性を推計・検証するためのシステムです。納

税者は必要事項（商業部門、地域、販売およびサービスからの収益、資産、従業員、債務な

ど）を入力することで、その信頼性について 1対 10の評価を得ることができ、評価が高ければ

高い（最高 10）ほど多くの優遇措置を得ることができます。 

 

義務対象外企業 

⮚ 設立から 1 年未満の企業 

⮚ 一年以内に閉業する企業 

⮚ 5,2百万ユーロ以上の売上がある企業 

⮚ 事業精算中の企業（Società in Liquidazione） 

⮚ ISA入力時に該当の商業コード（Codice Ateco）がない企業 など 

 

評価により受けられる優遇措置 

(a) VAT、法人税に関する過剰納付において、その過剰納付分を VAT、法人税の支払いに当て

る場合に必要な税理士による署名の免除（VAT：年間 5 万ユーロ、法人税：年間 2万ユーロを

超えないものに限る） 

(b) VAT に関する過剰納付において、その払い戻しの際に必要な銀行保証等必要性の免除 

(c) ペーパーカンパニーに対し、それに関連する規制の免除 

(d) 歳入庁の単純な計算（例: レシートの発行を正しく行っていない企業に対し、客数と客単

価【消費者一人当たりが一度の購買時に支払う平均額】、年間営業日数などから、支払うべき

税金の計算）に対して、税務査定通知を発行できない 
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(e) 歳入庁による税務査定通知発行期限の短縮（状況によるが、最低でも 1 年短縮） 

(f) 個人事業主に対し、歳入庁は単純な計算に基づく税務査定通知を発行できない 

 

参考： 

評価 8ポイント以上、8,5 ポイント未満の企業 → (a)(b)(e) 

評価 8,5 ポイント以上、9ポイント未満の企業 → (a)(b)(e)(f) 

評価 9ポイント以上の企業    → すべての優遇措置が受けられます 

 

歳入庁が発行した ISA に関する概要または資料がご覧いただけます。（イタリア語） 

PwC Italy TLS より発行された、Newsletter 原本はこちらよりご覧ください。（イタリア語・英

語） 

 

ニュースレターに関する質問、お問い合わせはお気軽に PwCイタリアジャパンデスク長谷川

（ai.i.hasegawa@pwc.com）までご連絡ください。 
 
□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□-■-□ 

PwC イタリアならびに PwCジャパンの Japanese Business Network は、オンライン上でさまざ

まな情報を配信しています。ご興味がございましたら、下記のリンクよりぜひご訪問くださ

い。 

PwC イタリア 

メールマガジン、セミナー情報（日本語・英語・イタリア語）をご希望の際はリンクよりご登

録ください。 

PwC TLS Linked In ページ （英語・イタリア語）  

PwCイタリアからのニュースレター（英語・イタリア語・日本語）配信停止を希望の方は、リ

ンクよりお手続きをお願いいたします。 
 

PwC ジャパン  

PwCイタリアジャパンデスク紹介、セミナー、ニュースレター最新情報 

ジャパンデスク 各国・地域最新ニュース 

Automotive Insites 自動車産業業界を取り巻く課題や未来についてのインサイト 

Cyber Security 2019 年は地政学的サイバー活動が激化、CEOはレリジエンスが試される 

PwC2019年 AI予測 AIを活用するための 6つの優先課題 

Strategy& 2018 年～2019年の各業界の動向 

PwCあらた有限責任監査法人は、ご登録いただきましたお客様に対して、月次のメールマガジ

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Dichiarazioni/Isa+2017/Modulistica+degli+indici+sintetici+di+affidabilita+2019/Istruzioni+isa+2019+parte+generale/Parte+generale+v02.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/guida+isa+vantaggi+imprese+professionisti/Guida_Gli_indici_sintetici_di_affidabilit%C3%A0_fiscale.pdf
https://www.pwc-tls.it/it/publications/assets/docs/tls-newsalert-02072019.pdf
https://virtual3.ptqs.it/me-pwc/registration?hl=EA55918312eed0bc59b5af68448d0cbbe6080835598090a1347ea9c75b0ed878c4
https://www.linkedin.com/showcase/pwc-tls-avvocati-e-commercialisti/
https://privacyportal-eu.onetrust.com/ui/#/preferences/login/d3ae17ba-d5f5-4c7c-8230-7747b101fbc1
https://privacyportal-eu.onetrust.com/ui/#/preferences/login/d3ae17ba-d5f5-4c7c-8230-7747b101fbc1
https://www.pwc.com/jp/ja/issues/globalization/country/italy.html?fbclid=IwAR2rqJ9bj5N7KOWYK6ZlnyqYYTMrjthORHz6172WdxRaPfnkC5IFZfrR4Zc
https://www.pwc.com/jp/ja/issues/globalization/news.html
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/automotive-insight.html?mkt_tok=eyJpIjoiWkRZeFpHRXpNMlZsT1RVNSIsInQiOiJTd0F6bjVOdGo4MzdcLzB4QlNTbGZOellsXC9GTmR5dHRHSCs5c0FLUllsQlRnSFd4dklyTG81OHVrQ3hiT2o2a3ExQ0FWejFuWjk2ZDJxUytaNDRFS2hUS2YwalhDNGtUMTF1RlVoNHEwUklNcXF0ekpLdlVVM1lLUU9wZFBDc1BTIn0%3D
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/2019/assets/pdf/geopolitical-cyber-activity-intensifies-in-2019.pdf
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/2019/assets/pdf/2019-ai-predictions.pdf
https://www.strategyand.pwc.com/jp/industry-trends
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ンを配信しています。メルマガ登録ご希望の方はこちらのフォームから「監査およびアシュア

ランス」の「会計・監査ニュースレター（月刊）」ご選択ください。 

在イタリア日本商工会議所様ウェブサイト内、会員向けサービス（会員のみ）のビジネス関連

情報、税制・法律関連情報のコーナーにも掲載されております。 

https://jppages.pwc.com/pwcnews_reg.html?_ga=2.42687077.1114332050.1548633099-429644001.1517549811
http://web.ccigi.org/category/business/tasse

