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In brief 

2017 年 12 月 14 日に、2018 年度（平成 30 年度）与党税制改正大綱が公表されました。安倍内閣が過去 5

年間デフレ脱却と経済再生を最重要課題として取り組んできた経済の成長軌道を確かなものとするために、

生産性革命・人づくり革命を後押しする税制上の措置が盛り込まれています。賃上げ・生産性向上のための

税制上の措置を導入するほか、日本企業の健全な海外展開促進とその果実の国内への還流という好循環を

確保するための国際税制の整備も進められます。また、税務分野においても電子化が一層推進されます。 

 

In detail 

 

法人課税 

1. 賃上げ・生産性向上のための税制 

2. 国際課税 

3. 競争力強化のための税制措置 

4. 租税特別措置 

5. 納税環境整備 

6. 国際会計基準を踏まえた収益認識基準の導入 

7. その他  

 

所得税・資産税等 

1. 個人所得税関連 

2. 資産税関連 

3. その他 
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法人課税 

 

１． 賃上げ・生産性向上のための税制 

(1) 所得拡大税制の改組 

これまでの所得拡大税制を改組し、国内設備投資や人材投資を増加させている企業に対し、一定割

合の税額控除ができる措置が講じられます。 

 

具体的には、青色申告書を提出する法人が、2018 年４月１日から 2021 年 3 月 31 日までの間に開始

する各事業年度において、一定の要件を満たした場合、下記の通りの税額控除が措置されます。 

 

① 大法人 

要件 現行制度 改正後 

①  雇用者給与等支給増加額 
≧5% 

基準雇用者給与等支給額 
 

廃止 

②  雇用者給与 
≧ 

比較雇用者給与等 

等支給額 支給額（前事業年度） 
 

給与等 
≧ 

比較雇用者給与等 

支給額 支給額（前事業年度） 
 

③  平均給与等支給額－比較平均給与等 

       支給額 ≧2% 

比較平均給与等支給額 
 

平均給与等支給額－比較平均給与等 

       支給額 ≧3% 

比較平均給与等支給額 
 

④  なし 国内設備投資額 
≧90% 

減価償却費の総額 
 

税額

控除 
雇用者給与等支給増加額の 10% 給与等支給増加額の 15% 

控除

上乗

せ 

比較雇用者給与等支給額からの増加額の 2%

分を上乗せ（合計 12%） 

次の要件を満たすとき、給与等支給増加額の 20%

を控除 

教育訓練費－比較教育訓練費 
≧20% 

比較教育訓練費 
 

控除

限度 

法人税額の 10% 法人税額の 20% 
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② 中小企業者等 

要件 現行制度 改正後 

①  雇用者給与等支給増加額 
≧3% 

基準雇用者給与等支給額 
 

廃止 

②  雇用者給与 
≧ 

比較雇用者給与等 

等支給額 支給額（前事業年度） 
 

給与等 
≧ 

比較雇用者給与等 

支給額 支給額（前事業年度） 
 

③  
平均給与等支給額＞比較平均給与等支給額 

平均給与等支給額－比較平均給与等 

       支給額 ≧1.5% 

比較平均給与等支給額 
 

④  国内設備投資額に関する要件はなし 国内設備投資額に関する要件はなし 

税額

控除 
雇用者給与等支給増加額の 10% 給与等支給増加額の 15% 

控除

上乗

せ 

大法人に係る現行制度の適用要件③を満たす

場合に、比較雇用者給与等支給額からの増加

額の 12％分を上乗せ（最大 22%） 

次の(i)(ii)の要件を満たすとき、給与等支給増加額

の 25%を控除 

(i) 

平均給与等支給額－比較平均給与等 

       支給額 ≧2.5% 

比較平均給与等支給額 

 

(ii)次のいずれかの要件を満たすこと 

イ 

教育訓練費－前期教育訓練費 
≧10% 

前期教育訓練費 

又は 

ロ 事業年度終了の日までに中小企業等経営強

化法の経営力向上計画の認定を受けたもので、そ

の経営力向上計画に従って経営力向上が確実に

行われたものとして証明がされたこと 

控除

限度 

法人税額の 20%（税額控除は住民税も対象） 法人税額の 20%（税額控除は住民税も対象） 

 

 

 

（注 1）設立事業年度は対象外とします。 

 

（注 2）「給与等支給増加額」とは、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額をいいます。た

だし、改組後の地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除の適用がある場合には、

現行と同様の調整を行います。 

 

（注 3）「教育訓練費」とは、国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるための費用で次の

ものをいい、「比較教育訓練費の額」とは、前期及び前々期の教育訓練費の額の年平均額をいいます。 

    イ その法人が教育訓練等（教育、訓練、研修、講習その他これらに類するものをいう。）を自ら行う場合の外部

講師謝金、外部施設等使用料等の費用 

    ロ 他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合のその委託費 

    ハ 他の者が行う教育訓練等に参加させる場合のその参加に要する費用 
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（注 4）平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額については、計算の基礎となる継続雇用者の範囲を見直し、

当期及び前期の全期間の各月において給与等の支給がある雇用者で一定のものとするほか、所要の措置

が講じられます。なお、計算の基礎となる継続雇用者がない場合には、上記③の要件は満たさないものとさ

れます。 

 

（注 5）「国内設備投資額」とは、法人が当期において取得等をした国内にある減価償却資産となる資産で当期末にお

いて有するものの取得価額の合計額をいい、「減価償却費の総額」とは、その法人の有する減価償却資産につき当期

の償却費として損金経理をした金額（前期の償却超過額等を除き、特別償却準備金として積み立てた金額を含む。）

をいいます。 

 

(2) 情報連携投資等の促進に関する税制の創設  

生産性向上の実現のための臨時措置法（仮称）の制定を前提に、青色申告書を提出する法人で同法

の革新的データ活用計画（仮称）の認定を受けたものが、同法の施行の日から 2021 年 3 月 31 日ま

での間に、その革新的データ活用計画に従ってソフトウエアを新設し、又は増設した場合で一定の場

合（注 1）において、情報連携利活用設備（注 2）の取得等をして、その事業の用に供したときは、その

取得価額の 30%の特別償却とその取得価額の 5%（平均給与等支給額が比較平均給与等支給額比

3%以上増加しない場合には 3%）の税額控除との選択適用ができることとされました。 

ただし、当期の法人税額の 20%（平均給与等支給額が前年度比 3%以上増加しない場合には 15%）を

上限とされています。 

 

 （注 1）「一定の場合」とは、その新設又は増設をしたソフトウエアの取得価額の合計額（そのソフトウエアとともに取得又

は製作をした機械装置又は器具備品がある場合には、これらの取得価額の合計額を含む。）が 5,000 万円以上

の場合をいいます。 

 

 （注 2）「情報連携利活用設備」とは、上記（注 1）のソウトウエア、機械装置及び器具備品をいい、開発研究用資産を除

きます。なお、機械装置は、データ連携・利活用（注 3）の対象となるデータの継続的かつ自動的な収集を行うもの

又はデータの連携・利活用（注 3）による分析を踏まえた生産活動に対する継続的な指示を受けるものに限ります。 

 

 （注 3）「データ連携・利活用」とは、革新的データ活用計画に基づく生産性向上の実現のための臨時措置法の革新的

データ活用（仮称）のうち次の要件を満たすものをいいます。 

    ①次のいずれかに該当すること。 

     イ 他の法人若しくは個人が収集若しくは保有をするデータ又は自らがセンサーを利用して新たに取得するデー

タを、既存の内部データとあわせて連携し、利活用すること。 

     ロ 同一の企業グループに属する異なる法人間又は同一の法人の異なる事業所間において、漏えい又は毀損を

した場合に競走上不利益が生ずるおそれのあるデータを、外部ネットワークを通じて連携し、利活用すること。 

 ②次のすべてが行われること。 

 イ 上記①イの各データ又は上記①ロの各データの継続的かつ自動的な収集及び一体的な管理 

 ロ 上記①イの各データ又は上記①ロの各データ同士の継続的な連携及び分析 

 ハ 上記ロの分析を踏まえた生産活動に対する継続的な指示 

③上記②イからハまでを行うシステムのセキュリティの確保等につきセキュリティの専門家が確認をする 

ものであることその他の要件を満たすこと。 
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(3) 租税特別措置の適用要件の見直し 

大企業が、2018 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日までの間に開始する各事業年度において次の要

件のいずれにも該当しない場合には、その事業年度については、一定の税額控除を適用できないこと

とされます。但し、所得の金額が前期の所得の金額以下の一定の事業年度は対象外とされます（設立

事業年度又は合併等の日を含む事業年度は対象外とされません）。 

 

（要件） 

① 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること 

② 国内設備投資額が減価償却費の総額の１０％を超えること 

 

（適用できない税額控除） 

① 試験研究を行った場合の税額控除制度（研究開発税制） 

② 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は

税額控除制度（地域未来投資促進税制） 

③ 情報連携投資等の促進にかかる税制 

 

(注 1) 大企業とは、中小企業者又は農業協同組合以外の法人をいいます。 

(注 2) 所得の金額は、欠損金の繰越控除前の金額とするほか、必要な調整が行われます。受取配当等の益金不算入、

外国子会社から受ける配当等の益金不算入等は調整を行いません。 

(注 3) 平均給与等支給額、比較平均給与等支給額、国内設備投資額、減価償却費の定義は(1)と同様。 

 

２． 国際課税 

(1) 恒久的施設（PE）の定義の見直し 

① 代理人 PE 

(i) 代理人 PE の範囲に、国内において非居住者または外国法人のために、その事業に関し反

復して契約を締結し、又は一定の契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者で、

これらの契約が非居住者等の資産の所有権の移転等に関する契約である場合における当

該者を加えます。 

 

この改正により、いわゆるコミッショネア契約（販売委託契約）の受託者（コミッショネア）は代

理人 PE に該当する可能性があります。 

  

企業 
（委託者） 

顧客 

委託手数料 販売委託契約 
（コミッショネア契約） 

製品発送 

受託者の名で、 
企業（委託者）の製品の売買契約を締結 

外国 

受託者 
（コミッショネア） 

日本 



Japan Tax Update 

 
 
 

PwC 
6 

(ii) 独立代理人の範囲から、専ら又は主として一又は二以上の自己と密接に関連する者に代わ

って行動する者を除外します。 

 

密接に関連する者とは、その個人または法人との間に直接・間接の持分割合 50％超の関係

その他の支配・被支配の関係にある者をいいます。 

 

② 準備的・補助的活動 

現行法上、保管・展示・引渡しその他の特定の活動を行うことのみを目的として使用する事業を行

う一定の場所等は PE に含まれません。改正により、その活動が非居住者等の事業の遂行にとっ

て準備的又は補助的な機能を有する場合に限ることとされます。 

 

例えば、外国法人が、相当数の従業員が勤務する巨大倉庫を保有し、この倉庫を通じて行われる

製品の保管・引渡しの活動が、企業の製品販売事業の本質的な部分を構成する場合には、PE を

有することとなります。いかなる活動も準備的・補助的活動でない場合は PE 認定の例外とはされ

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業を行う一定の場所を有する非居住者等と密接に関連する者が当該一定の場所等において

事業活動を行う等の場合において、当該一定の場所等がその者の PE を構成する等の一定の要

件に該当するとき（当該事業活動が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る）

は、上記の取扱いは当該一定の場所については適用しません。 

 

③ 租税条約との調整 

日本が締結した租税条約上、国内法の PE の定義と異なる定めがある場合には、当該条約の適

用を受ける非居住者等については、その条約上の PE を国内法上の PE とするように改正されま

す。 

 

上記の改正は、2019 年 1 月 1 日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます。 

  

企業 

顧客 

オンラインで 
製品の売買契約を締結 

外国 

倉庫 

日本 
製品の保管・ 

引渡しのみを行う 
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(2) 外国子会社合算税制 

① 一定の株式譲渡益の適用対象金額からの控除 

日本企業が海外で買収等を行った場合に、買収後のグループ内再編等に伴って海外子会社等の株

式を譲渡したときには、一定の場合には、適用対象金額からその譲渡利益額を控除することとされま

す。 

 

具体的には、特定外国関係会社等が、外国関係会社に該当することとなった外国法人の統合に関す

る基本方針及び統合に伴う組織再編の実施方法等を記載した計画書に基づいて、一定の期間（注 1）

内に、その有する対象株式等（注 2）を当該特定外国関係会社等に係る内国法人又は他の外国関係

会社に譲渡をした場合において、その譲渡の日から 2 年以内に当該譲渡をした特定外国関係会社等

の解散が見込まれること等の要件を満たすときは、その対象株式等の譲渡による利益の額（注 3）を当

該譲渡をした特定外国関係会社等の適用対象金額の計算上控除することとされます。 

 

(注 1)  居住者等株主等による当該特定外国関係会社等に係る直接・間接の株式保有割合等が 50％を超えるこ

ととなった場合における当該超えることとなった日（特定関係発生日）から原則として当該特定関係発生日

以後 2 年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年度とされます。特定外国関係会社等の 2018

年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日までの間に開始する各事業年度については、特定関係発生日から当

該特定関係発生日以後 5 年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年度とします。 

(注 2) 外国関係会社（特定外国関係会社等に該当するものを除く）の株式等で、特定関係発生日に有するもの

をいいます。 

(注 3) 対象株式等を発行した外国関係会社の合併、解散による残余財産の分配その他の事由に伴って特定外

国関係会社等において生ずる対象株式等の譲渡による利益の額を除く。 

 

② 無税国に所在する外国関係会社の租税負担割合 

無税国に所在する外国関係会社の租税負担割合は、その外国関係会社に係る各事業年度の租税の

額の所得の金額（決算の基づく所得の金額につき、税法令がある国に所在する外国関係会社が計算

する場合と同様の調整を加えて計算した額）に対する割合とする。この場合において、その外国関係

会社が受ける配当等の額があるときは、その配当等の額は所得の金額から減算し、その所得の金額

がない時又は欠損の金額となるときは、その外国関係会社に係る租税負担割合は零とする。 

 

③ その他、外国金融子会社等に係る取扱い等、企業の実態を踏まえた見直しが行われます。 

 

上記の改正は、外国関係会社の 2018 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から適用されます。 

 

(3) 不動産関連法人の株式等譲渡益課税について、適用対象となる株式等の判定時期を、株式等の譲

渡の日前 365 日のいずれかの時点とする見直しが行われます。 

 

上記の改正は、2018 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます。 

 

３． 競争力強化のための税制措置 

(1) 自社株式を対価とした公開買付け等において、一定の場合には、それに応じた対象会社株主に対す

る株式譲渡益の課税の繰延措置が講じられます。 
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具体的には、産業競争力強化法の改正を前提に、法人が、同法の特別事業再編計画（仮称）の認定

を同法の改正法の施行日から 2021 年 3 月 31 日までの間に受けた事業者の行ったその特別事業再

編計画に基づく産業競争力強化法の特別事業再編（仮称）によりその有する株式を譲渡し、その認定

を受けた事業者の株式の交付を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益の計上を繰り延べま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 組織再編税制の適格要件について、スピンオフ税制に係る要件緩和が行われます。完全支配関係が

ある法人間で行われる当初の組織再編成の後に適格株式分配を行うことが見込まれている場合の当

初の組織再編成の適格要件のうち完全支配関係の継続要件について、その適格株式分配の直前の

時までの関係により判定することとされます。 

 

(3) 組織再編税制の適格要件について、従業員従事要件等の緩和が行われます。当初の組織再編成の

後に完全支配関係がある法人間で従業者又は事業を移転することが見込まれている場合にも、当初

の組織再編成の適格要件のうち従業員従事要件及び事業継続要件を満たすこととされます。 

 

(4) いわゆる無対価組織再編成について、適格組織再編成となる類型の見直しを行うとともに、非適格組

織再編成となる場合の処理の明確化が行われます。 

 

４． 租税特別措置 

(1) 地方創生の実現 

① 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の適用期

限が 2 年延長されます。 

② 雇用促進税制のうち同意雇用開発促進地域に係る措置の廃止に伴い、同制度のうち地方事業所

基準雇用者数に係る措置及び地方事業所特別基準雇用者数に係る措置を地方活力向上地域等

において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度に改組するとともに、一定の見直しを行い、

その適用期限が 2 年延長されます。 

 

(2) 青色申告書を提出する法人で特定事業者等であるものが、適用期間内に、高度省エネルギー増進設

備等の取得等をして、国内にある事業の用に供した場合には、その取得価額の 30％の特別償却(中

小企業者等については、取得価額の７％の税額控除との選択適用)ができることとされます。ただし、

税額控除における控除税額は、当期の法人税額の 20％が上限とされます。 

 

自社株式 

対象会社 

買収会社 

対象会社株式 

対象会社

株主 

買収実施 
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(3) 青色申告書を提出する法人が、2018 年４月 1 日から 2020 年 3 月 31 日までの間に、再生可能エネ

ルギー発電設備等の取得等をして、国内にある事業の用に供した場合には、その取得価額の 20％の

特別償却ができることとされます。 

 

５． 納税環境整備 

電子申告（e-Tax）義務化 - 大法人等の法人税、地方法人税、消費税、法人住民税及び法人事業税

の電子申告が義務化されます。 

 

(1) 申告書の電子情報処理組織による提出義務の創設 

① 大法人の法人税、地方法人税、消費税、法人住民税及び法人事業税の確定申告書、中間申告

書及び修正申告書の提出については、これらの申告書に記載すべきものとされる事項を電子情報

処理組織を使用する方法（e-Tax）により提供しなければならないこととされます。 

（注）上記の「大法人」とは、内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が１億円

を超える法人並びに相互会社、投資法人及び特定目的会社をいいます。 

 

② 上記①の大法人の上記①の申告書の添付書類の提出については、当該添付書類に記載すべき

ものとされ、若しくは記載されている事項を電子情報処理組織を使用する方法又は当該事項を記

録した光ディスク等を提出する方法により提供しなければならないこととされます。 

（注）上記の改正は、2020 年４月 1 日以後に開始する事業年度について適用されます。 

 

(2) 連結親法人が連結子法人の個別帰属額等を電子情報処理組織を使用する方法又は当該個別帰属

額等を記録した光ディスク等を提出する方法により当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提供

した場合には、連結子法人が当該個別帰属額等を記載した書類を当該連結子法人の本店等の所轄

税務署長に提出したものとみなされます。 

（注）上記の改正は、2020 年４月 1 日以後に終了する連結事業年度について適用されます。 

 

(3) 次の書類について、連結子法人となる法人又は連結子法人による提出が不要とされます。 

① 連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出書 

② 完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類 

③ 連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類 

（注）上記の改正は、2019 年４月 1 日以後に生じた事実について適用されます。 

 

(4) 法人税、地方法人税、法人事業税及び地方法人特別税の申告書における代表者及び経理責任者の

自署押印制度が廃止されます。 

 

 

6. 国際会計基準を踏まえた収益認識基準の導入 

(1) 収益認識基準の導入 

国際会計基準を踏まえた収益認識基準の導入の伴い、法人税上も以下の措置が講じられます。 

 

① 資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に係る収益の額として所得の金額の計算上益金の額に

算入する金額は、原則として、その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又は

その提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額とすることが法令上明確化されま
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す。この場合において、引渡しの時における価額又は通常得べき対価の額は、貸倒れ又は買戻

しの可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合の価額とされます。 

 

資産の販売等に係る収益の額を実質的な取引の単位に区分して計上できることとするとともに、

値引き及び割戻しについて、客観的に見積もられた金額を収益の額から控除することができるこ

ととされます。 

 

② 資産の販売等に係る収益の額は、原則として目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業

年度の所得の金額の計算上益金の額に算入することが法令上明確化されます。 

 

③ 資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って上記

②の日に近接する日の属する事業年度の収益の額として経理した場合には、上記②にかかわら

ず、当該資産の販売等に係る収益の額は、原則として当該事業年度の所得の金額の計算上益金

の額に算入することが法令上明確化されます。 

 

(2) 返品調整引当金の廃止 

返品調整引当金は廃止されます。なお、2018 年 4 月 1 日において返品調整引当金制度の対象

事業を営む法人について、2021 年 3 月 31 日までに開始する各事業年度については現行通り

の損金算入限度額による引当てを認めるとともに、2021 年 4 月 1 日から 2030 年 3 月 31 日まで

の間に開始する各事業年度については現行法による損金算入限度額に対して 1 年ごとに 1/10

ずつ縮小した額の引当てを認める等の経過措置を講じます。 

 

(3) 長期割賦販売等の延払基準の廃止 

 

法人税、消費税上、長期割賦販売等に該当する資産の販売等について、延払基準により収益の

額及び費用の額を計算する選択制度は廃止されます。なお、2018 年 4 月 1 日前に長期割賦販

売等に該当する資産の販売等を行った法人について、2023 年 3 月 31 日までに開始する各事

業年度について現行の延払基準により収益の額及び費用の額を計算することができることとされ

ます。また、2018 年 4 月 1 日以後に終了する事業年度において延払基準の適用をやめた場合

の繰延割賦利益額を 10 年均等で収益計上する等の経過措置が講じられます。ファイナンス・リ

ース取引については、現行通りとされます。 

 

7. その他   

(1) 交際費の損金不算入制度について、その適用期限を２年延長するとともに、接待飲食費に係る損金

算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が２年延長されます。 

 

(2) 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制度の不適用措置について、その適用期

限を２年延長するとともに、設備廃棄等欠損金額の特例の適用期限が 2 年延長されます。 

 

(3) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限が２年延長されます。 
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所得税・資産税等 

 

1. 個人所得税関連 

(1) 給与所得控除が全体的に 10 万円縮小し、控除の上限が 195 万円（年収 850 万円）に引き下がります。 

 

2020年分以降の所得税及び2021年度分以降の住民税に係る給与所得控除額は、給与等の収入金

額に応じて、次のようになります。 

 

給与等の収入金額 給与所得控除額 （2020年1月～） 

1,625,000円以下 550,000円  

1,625,000円超    1,800,000 円以下 収入金額 x 40% - 100,000円 

1,800,000円超    3,600,000 円以下 収入金額 x 30% + 80,000円 

3,600,000円超    6,600,000 円以下 収入金額 x 20% + 440,000円 

6,600,000円超    8,500,000 円以下 収入金額 x 10% + 1,100,000円 

8,500,000円超 1,950,000円 （上限） 

 

但し、給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当する場合、22歳以下の扶

養親族がいる場合、あるいは特別障害者である配偶者又は扶養親族がいる場合は、給与等の収入金

額が1,000万円に達するまでは改正前の控除率（10%）が適用されます（上限210万円）。 

 

(2) 基礎控除が一律 10 万円引上がります。ただし、所得が 2,400 万円を超える高所得者は、基礎控除が

3 段階で減額し、所得 2,500 円超で控除額はゼロになります。 

 

2020年分以降の所得税及び2021年度分以降の住民税に係る基礎控除額は、合計所得金額に応じて、

次のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 公的年金等控除が一律 10 万円縮小され、控除の上限（195 万 5 千円；年金収入が 1,000 万円以上

の場合）が新設されます。また、年金以外の所得が 1,000 万円を超える場合は、控除額が更に縮小し

ます。 

 

2020 年分以降の所得税及び 2021 年度分以降の住民税に係る公的年金等控除額は、年金受給者の

年齢及び公的年金等の収入金額に応じて、次のようになります。 

年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等控除額 

65歳未満 
1,300,000円以下 600,000円 

1,300,000円超    4,100,000円 以下 (A) x 25% + 275,000円 

65歳以上 
3,300,000円以下 1,100,000円 

3,300,000円超    4,100,000円以下 (A) x 25% + 275,000円 

すべての年齢 
4,100,000円超    7,700,000円以下 (A) x 15% + 685,000円 

7,700,000円超   10,000,000円以下 (A) x 5% + 1,455,000円 

合計所得金額 基礎控除 

（所得税） 

基礎控除 

（住民税） 

24,000,000円以下 480,000円 430,000円 

24,000,000円超   24,500,000円以下 320,000円 290,000円 

24,500,000円超   25,000,000円以下 160,000円 150,000円 

25,000,000円超 0 円 0 円 
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上記の他、公的年金等以外の所得に係る合計所得金額が 1,000 万円を超え 2,000 万円以下である

場合は、公的年金等控除額が上記の金額から 10 万円減額され、同じく 2,000 万円を超える場合は、

控除額が上記の金額から 20 万円減額されます。 

 

(4) 青色申告特別控除が 55 万円に縮小されます。ただし、電子申告（E-Tax）を利用し、法律にもとづい

て税務上の書類を電子保存していれば、控除額が 10 万円引き上がります。 

 

2020 年分以降の所得税及び 2021 年度分以降の住民税に係る青色申告特別控除の控除額は 55 万

円（現行 65 万円）に縮小されます。 

 

一方で、以下の要件を満たす場合は、青色申告特別控除の控除額は 10 万円引き上がり、改正前の

控除額と同額（65 万円）になります。 

 

① その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、いわゆる電子帳簿保存法に定めるとこ

ろにより電磁的記録の備付け及び保存を行っていること 

 

② その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限まで

に E-Tax を使用して行うこと 

 

2. 資産税関連 

事業承継税制（非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予）について、以下の改正が見込まれていま

す。 

(1) 特例制度の創設 

特例後継者（仮称）が特例認定承継会社（仮称）の代表権を有していた者から、2018 年 1 月 1 日から

2027 年 12 月 31 日までの間に贈与又は相続若しくは遺贈（以下、「贈与等」という）により、当該特例

認定承継会社の非上場株式を取得した場合には、その取得した全ての非上場株式に係る課税価格

に対応する贈与税又は相続税の全額について、その特例後継者の死亡の日等までその納税が猶予

されます。本特例制度の主な内容は以下のとおりです。 

① 納税猶予対象株式数について、現行の発行済議決権総数の 3 分の 2 に達するまでの株式から

全ての株式に拡大されます。 

② 相続時の納税猶予割合について、現行の 80％から 100％に拡大されます。 

③ 後継者の数について、現行の 1 人から最大 3 人までに拡大されます。 

④ 特例後継者が特例認定承継会社の代表者以外の者からの贈与等により取得する特例認定承継

会社の非上場株式についても、特例承継期間（仮称、5 年）内に当該贈与等に係る申告書の提

出期限が到来するものに限り、本特例の対象とされます。 

⑤ 現行の事業承継税制における雇用確保要件を満たさない場合であっても、その満たせない理由

を記載した書類（認定経営革新等支援機関の意見が記載されているものに限る）を都道府県に

提出すれば、納税猶予は継続されます。 

⑥ 経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、経営承継期間経過後の特例認定

承継会社の非上場株式の譲渡、合併、解散等については、一定の納税猶予額が免除されます。 

⑦ 特例後継者が贈与者の推定相続人以外の者（その年 1 月 1 日において 20 歳以上である者に

限る）であっても、その贈与者が同日において 60 歳以上の者である場合には、相続時精算課税

制度の適用を受けることができることになります。 
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（注）特例後継者、特例認定承継会社及び特例承継計画の定義は以下のとおりです。 

特例後継者 特例認定承継会社の特例承継計画に記載された当該特例認定承継会社の代表権を

有する後継者（同族関係者と合せて当該特例認定承継会社の総議決権数の過半数を

有する者に限る）であって、当該同族関係者のうち、当該特例認定承継会社の議決権

を最も多く有する者をいう。なお、当該特例承継計画に記載された当該後継者が 2 名

又は 3 名以上の場合には、当該議決権数において、それぞれ上位 2 名又は 3 名の者

（当該総議決権数の 10％以上を有する者に限る）をいう。 

特例認定承継会社 2018 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの間に特例承継計画を都道府県に提出

した会社であって、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第 12 条第 1

項の認定を受けたものをいう。 

特例承継計画 認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した計

画であって、当該特例認定承継会社の後継者、承継時までの経営見通し等が記載さ

れたものをいう。 

 

(2) 現行制度の改正 

現行の事業承継税制についても、上記（１）④と同様に、複数の贈与者からの贈与等についても対象と

されます。 

 

3. その他 

「国際観光旅客税」（仮称）が創設され、国際観光旅客等は、日本からの出国 1 回につき 1,000 円が課されま

す。 
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Let’s talk 

より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては、当法人の貴社担当者もしくは下記までお問

い合わせください。 

PwC 税理士法人  
〒100-6015 東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号 霞が関ビル 15 階 
電話 : 03-5251-2400（代表）  

Email: pwcjapan.taxpr@jp.pwc.com 

www.pwc.com/jp/tax 
 

パートナー  

川崎 陽子 

03-5251-2450 

yoko.kawasaki@pwc.com 

パートナー  

鬼頭 朱実 
03-5251-2461 

akemi.kitou@jp.pwc.com 

ディレクター  

荒井 優美子 

03-5251-2475 

yumiko.arai@pwc.com 
 

ディレクター  

鶴田 将吾 

080-1114-3817 

shougo.tsuruta@pwc.com 
 

 

ディレクター  

上原 龍 

080-4105-4116 

ryo.uehara@pwc.com 

 

マネージャー 

佐藤 大悟 

080-4105-4119 

daigo.sato@pwc.com 
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