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令和４年度税制改正大綱「基本的考え方」

岸田内閣は、新型コロナウイルス感染症（以下、「感染症」という。）への対応に万全を期しつつ、未来を見据え、「成長

と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトに、新しい資本主義の実現に取り組むこととしている。

そのためには、企業が研究開発や人的資本などへの投資を強化し、中長期的に稼ぐ力を高めるとともに、その収益を更なる

未来への投資や、株主だけでなく従業員や下請企業を含む多様なステークホルダーへの還元へと循環させていくことを通じ、

企業として持続的な成長を達成するという本来の使命をより一層果たしていくことが必要不可欠である。

こうした観点に立ち、賃上げを積極的に行うとともに、マルチステークホルダーに配慮した経営に取り組む企業に対し、税

制上の措置を抜本的に強化する。また、スタートアップと既存企業の協働によるオープンイノベーションを更に促進するため

の税制措置を講ずることで、新たなビジネス、産業の創出を進めるとともに、既存企業の事業革新を促し、付加価値の向上に

つなげる。

経済あっての財政との考えの下、足元及び中長期的な成長に向けた課題に対応しつつ、財政健全化に向けて引き続き改革を

続ける。税制については、経済社会のあり方に密接に関連するものであることから、今後ともその構造変化や国際的動向等を

踏まえ、再分配機能の向上を図りつつ経済成長を阻害しない安定的な税収基盤を構築する観点や、働き方への中立性の確保、

格差の固定化防止、簡素な制度の構築、デジタル化の活用等納税者の利便性の向上といった観点から、検討を進める。

「コロナ後の新しい社会の開拓」に向けて、デジタルトランスフォーメーションや脱炭素化、「人」への投資などへの取組

みがより一層重要となる中、他の先進国との間に生じてきた所得や競争力の差を縮小するためにも、企業においては、リスク

回避や横並びの意識を排してアニマルスピリッツを取り戻し、イノベーションに挑戦することが期待される。
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１．賃上げ促進税制の改組・拡充

１．賃上げ税制抜本強化の背景

「近年、企業の前向きな投資や賃上げを促す観点から、法人実効税率の引下げをはじめとする様々な税制上の取組みを行っ

てきた。しかしながら、わが国の賃金水準は、実質的に見て30年以上にわたりほぼ横ばいの状態にあり、その伸び率は他の先

進国に比して低迷している。人的資本や無形資産への投資の規模や、設備の経過年齢を見ても、主要国に見劣りする水準にあ

る。その一方で、株主還元や内部留保は増加を続けており、コロナ禍を受けてもその傾向は変わっていない。」（令和４年度

税制改正大綱）

（出典：財務省「令和4年度税制改正について」）
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なお、国税庁「令和２年分民間給与実態統計調査」による平均給与の推移は次の通り。

１年を通じて勤務した給与所得者の１人当たりの平均給与は433 万円（対前年比0.8％減）であり、これを男女別にみると、

男性532万円（同1.4％減）、女性293 万円（同1.0％減）となっており、賃金水準が伸び悩んでいる実態がうかがえる。

（出典：令和２年度国税庁民間給与実態調査「平均給与及び前年伸び率の推移」）

また、教育訓練費についても、ＯＦＦ－ＪＴ支出及び自己啓発支援支出ともに、大きな変化は見られず、

むしろ近年は減少傾向であり、「支出なし」企業の割合は50％を超えている。

4



◆租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書（208回国会提出）によれば・・・

内、資本金1億円以下 98,043件

資本金1億円以下法人数 2,716,587法人 うち黒字法人1,035,525法人（38％）赤字法人1,681,062法人（68％）（国税庁）

➡黒字法人のうち、適用企業割合は98,043／1,035,525＝9.5％に過ぎない？！

◆令和3年9月 財務省 法人企業統計（令和2年度）より

2016年度～2020年度にわたり、企業においては、株主への配当金を増大させ、大企業では内部留保を増やしている。全産業で

は484兆円もの内部留保となっている。
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２．（大企業向け）賃上げ促進税制改正（措置法42の12の5①）の概要
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基本

最大控除率

控除限度額

平成30年度改正 令和３年度改正 令和４年度改正

対象期間（法人）
平成30年4月1日から令和3年3月31日ま
で開始事業年度

令和3年4月1日から令和5年3月31日まで開
始事業年度

令和4年4月1日から令和6年3月31日まで開
始事業年度

（令和4年度改正により拡充・延⻑）

人材確保等促進税制（⻘⾊申告提出全企
業・個人）

賃上げ促進税制（⻘⾊申告提出全企業・個
人）

（大企業向け）賃上げ・生産性向上のた
めの税制

対象年（個人） 令和４年、令和５年分
（令和4年度改正により拡充・延⻑）

①教育訓練費が比較教育訓
練費（前2年以内開始各事業
年度平均額）比20％以上増
加

+５%
①教育訓練費が対前年度比
20％以上増加+5%

税
額
控
除

控
除
率 上乗せ（教

育訓練費）

適用要件

③雇用者給与等支給額が比較雇用者給与
等支給額を超えること

②国内設備投資額が当期償却費総額の
95％以上（令和2年度改正により90％→
95％）

上乗せ（賃
上げ）

平成31年、令和2年、令和3年分

継続雇用者給与等支給額が前
年度比で４％以上増加+10％

法人税額又は所得税額の20％ 法人税額又は所得税額の20％（変更なし）

控除率を乗ずる
対象金額 控除対象雇用者給与等支給増加額 控除対象新規雇用者給与等支給額（雇用者

給与等支給増加額を上限）

20% 20% 30%

法人税額又は所得税額の20％（変更なし）

+５％
教育訓練費が対前年度比20％
以上増加

令和５年、令和６年分

①継続雇用者給与等支給額が前年度比で
３％以上増加

15% 15% 15%

控除対象雇用者給与等支給増加額

①継続雇用者給与等支給額が前年度比で
３ ％以上増加

①新規雇用者給与等支給額が前年度比２ ％

以上増加

②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等
支給額を超えること

（注）資本金10億円以上かつ常時使用従業
員数1,000人以上の企業については、従業
員や取引先などのマルチステークホルダー
への配慮についての方針の公表等が必要

②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等
支給額を超えること



令和３年度税制改正により、令和３年４月１日開始事業年度（個人の場合は令和４年分）から開始された人材確保等促進税制

は改組されたが、実務的にはこれから取り組まれる制度であり、経済産業省は令和４年２月に「人材確保等促進税制御利用ガイ

ドブック」及びＱ＆Ａ集を改訂したところなので、その内容を確認しておく。

【適用要件】

【税額控除の金額（基本）】控除対象新規雇用者給与等支給額（雇用者給与等支給増加額を上限）×１５％

①新規雇用者給与等支給額とは

国内の事業所において新たに雇用した雇用保険法の一般被保険者（支配関係がある法人から異動した者及び海外から異動した
者を除く。）に対してその雇用した日から１年以内に支給する給与等の支給額をいう。

②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に支出する費用のうち一定のものをいう。
教育訓練費増加要件の上乗せ措置を利用する場合は「教育訓練等の実施時期、教育訓練等の実施内容及び実施期間、教育訓練

等の受講者、教育訓練費の支払証明を記載した書類」を法人税申告の際に添付する必要がある。

③控除対象新規雇用者給与等支給額とは

国内の事業所において新たに雇用した者（支配関係がある法人から異動した者及び海外から異動した者を除く。）に対してそ
の雇用した日から１年以内に支給する給与等の支給額をいう。

新規雇用者給与等支給額との違いは、国内新規雇用者を雇用保険の一般被保険者に限らない点及び雇用安定助成金額（雇用調
整助成金等）を控除する点。ただし、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額（雇用安定助成金額を含む）がある
場合には、当該金額を控除する。

なお、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上限とするとともに、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（地方拠点強化税制における雇用促進税制）の適用がある場合には、所要の調整を行
う。
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新規雇用者比較給与等支給額（前事業年度）

新規雇用者給与等支給額（適用年度）－新規雇用者比較給与等支給額（前事業年度）
≧ ２%



【年度途中に採用された「国内新規雇用者」の考え方】

国内新規雇用者については、事業年度の開始とともに雇用される者だけでなく、事業年度の途中から雇用される者も想定される
ところ、新規雇用者給与等支給額の算定の考え方について、以下に例を示す。

•３月決算企業を想定し、本税制の適用年度を令和３年度、前年度を令和２年度とする。

•当該企業は、新卒採用者Ａ、Ｂと中途採用者Ｃ～Ｇの計７名を雇用。雇用者ＡからＧの採用時期は、新卒採用者Ａ（令和２年４
月）、新卒採用者Ｂ（令和３年４月）、中途採用者Ｃ（令和２年６月）、中途採用者Ｄ（令和２年12月）、中途採用者Ｅ（令和３
年５月）、中途採用者Ｆ（令和３年７月）、中途採用者Ｇ（令和元年10月）とする。

➡このケースにおいて、雇用者Ａ～Ｇについて、以下の図で各年度の網掛け部分の年月の給与額が、「（国内新規雇用者のうち雇
用保険の一般被保険者に対して）雇用した日から１年以内に支給する給与等の支給額」に該当し、新規雇用者給与等支給額の対
象となる。

この場合、特に注意したいのはＧ。採用年度は前々年度だが、1年経過するまでは新規雇用者比較給与等支給額に含まれること
になる。
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【改正後の制度（賃上げ促進税制）】（「賃上げ・生産性向上のための税制」（旧賃上げ税制）との比較）

新しい賃上げ促進税制は、平成30年度税制改正により導入され、令和３年度税制改正で縮減されるまで存続した「賃上げ・生産

性向上のための税制」（旧賃上げ税制）との比較においても、国内設備投資額要件がないことを除き、基本構造が類似しており、

控除額は最大30％となる。旧賃上げ税制と同様、３％の賃上げを制度適用の前提としつつ（控除率15％）、４％の賃上げを実現し

た場合には控除率を10％上乗せ、教育訓練費要件（対前年度20％増。明細表は添付から保存へ改正）をクリアした場合には控除率

５％を追加的に上乗せ、最大で併せて30％となる。また、対象法人からは青色申告である中小企業等は除外されていないので、併

用はできないが、中小企業の場合には両制度のうち、有利な制度を選択適用できる。

【マルチステークホルダー経営宣言のスキームイメージ】

資本金の額等が10 億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000 人以上である場合には、給与等の支給額の引上げ

の方針、取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項を公表することとされている。

（出典：財務省「令和4年度税制改正について」）
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３．（中小企業向け）賃上げ促進税制の拡充・延長（措置法42の12の5②）の概要
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基本

かつ①又は② かつ①又は②

①教育訓練費が対前年度比
10％以上増加

①教育訓練費が対前年度比
10％以上増加

最大控除率

控除限度額

令和４年度改正
令和4年4月1日から令和6年3月31日まで
開始事業年度

雇用者給与等支給額が前年度比1.5％以上
増加（変更なし）

平成30年4月1日から令和3年3月31日ま
で開始事業年度

平成30年度改正 令和３年度改正

雇用者給与等支給額が前年度比1.5％以上増
加

（令和４年度改正により拡充・延⻑）
令和４年、令和５年分

（令和４年度改正により拡充・延⻑）
対象期間（法人）

対象年（個人） 平成31年、令和2年、令和3年分 令和５年、令和６年分

適用要件

40%25% 25%

+10% +10％
控
除
率

控除率を乗ずる
対象金額

上乗せ（教
育訓練費）

税
額
控
除

+15％

15%

上乗せ（賃
上げ）

継続雇用者給与等支給額が
前年度比で2.5％以上増加

雇用者給与等支給額が前年度
比で2.5％以上増加 雇用者給与等支給額が前年度

比で2.5％以上増加

教育訓練費が対前年度比10％
以上増加

法人税額又は所得税額の20％（変更なし）法人税額又は所得税額の20％（変更なし）法人税額又は所得税額の20％

控除対象雇用者給与等支給増加額（変更
なし）

+10％②中小企業等経営力向上計画
の認定かつ証明

令和3年4月1日から令和5年3月31日まで開
始事業年度

控除対象雇用者給与等支給増加額（変更な
し）

②中小企業等経営力向上計
画の認定かつ証明

15%

控除対象雇用者給与等支給増加額

②継続雇用者給与等支給額が前年度比で
1.5％以上増加

①雇用者給与等支給額が前年度以上

15%



令和３年度税制改正により、令和３年４月１日開始事業年度（個人の場合は令和４年分）から開始された中小企業向け所得拡大

促進税制は改組されましたが、実務的にはこれから取り組まれる制度であり、経済産業省は令和４年２月に「中小企業向け所得拡

大促進税制ご利用ガイドブック」及びＱ＆Ａ集を改訂したところなので、その内容を確認しておく。

【適用要件】雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5％以上増加

【税額控除の金額（基本）】控除対象雇用者給与等支給増加額×１５％

① 中小企業者等に該当する要件

青色申告書を提出する者のうち、以下に該当するものを指し、中小企業者等に該当するかどうかの判定は、適用を受ける事業年度終了の時
（個人事業主にあっては、その年の12 月31 日）の現況によるものとされている。

イ 前３事業年度の所得金額の平均額が15 億円以下の法人のうち、

ⅰ資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人

ただし、以下の法人は対象外

・同一の大規模法人（資本金の額若しくは出資金の額が１億円超の法人、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数
が1,000 人超の法人又は大法人（資本金の額又は出資金の額が５億円以上である法人等）との間に当該大法人による完全支配関係がある
法人等をいう）から２分の１以上の出資を受ける法人

・２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける法人

ⅱ資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人以下の法人

ロ 常時使用する従業員数が1,000 人以下の個人事業主

ハ 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等）

11

雇用者給与等支給額（適用年度）　−　比較雇用者給与等支給額（前事業年度）
比較雇用者給与等支給額（前事業年度）

≧ 1.5%



② 雇用者給与等支給額とは

適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される「全ての国内雇用者」に対する給与等の支給額をいう。ただし、その給与

等に充てるため他の者から支払を受ける金額（国又は地方公共団体から受ける雇用保険法62条１項１号に掲げる事業として支給が

行われる助成金その他これに類するものの額（以下「雇用安定助成金額」（注）といいます。）を除く。）がある場合には、当該

金額を控除する。

（注）雇用安定助成金額とは雇用調整助成金、産業雇用安定助成金又は緊急雇用安定助成金等の額

③ 控除対象雇用者給与等支給増加額とは

適用年度の「雇用者給与等支給額」から前事業年度の「比較雇用者給与等支給額」を控除した金額をいう。ただし、調整雇用者

給与等支給増加額を上限とする。

④ 調整雇用者給与等支給増加額とは

適用年度の雇用安定助成金額を控除した「雇用者給与等支給額」から、前事業年度の雇用安定助成金額を控除した「比較雇用者

給与等支給額」を控除した金額をいう。

【改正後の制度（賃上げ促進税制）】

令和４年度税制改正では、中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置を次のとおりとする見直しを

行った上、その適用期限が１年延長される（所得税についても同様）。

① 雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5％以上である場合には、税額控除率に15％を加算する。

② 教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10％以上である場合には、税額控除率に10％を加算する。

（注）教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置の適用を受ける場合には、教育訓練費の明細を記載した書類の保存（改正前：確

定申告書等への添付）をしなければならないことと改められる。

中小企業等は、継続雇用者ではなく、雇用者全体の給与総額の増加に着目する改正前制度の拡充（最大控除率40％＝基本15％+

賃上げ上乗せ15％+教育訓練費要件10％）となっている。なお、基本要件（給与等総額1.5％増加）を満たさないが、継続雇用者給

与等支給額が３％増加する場合には、２．（大企業向け）賃上げ促進税制が選択できるので留意が必要。
12



＜経済産業省 令和３年度補正予算のチラシ＞

生産性革命推進事業（赤字中小企業では補助金で・・・賃上げ促進？！）
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４．外形標準課税における「人材確保等促進税制」「賃上げ促進税制」

法人事業税のうち、（事業年度終了日）資本金1億円超の普通法人には、収益配分額（報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合

計額）と単年度損益との合計額を課税標準とする付加価値割と、資本金等の額を課税標準とする資本割からなる外形標準課税が課され

ている。

所得拡大促進税制等を適用することによる雇用者給与等支給額の増加は、外形標準課税における付加価値額（報酬給与額）の増加を

もたらす。法人税では減税メリットがありますが、事業税負担が増加することによって、全体としての減税幅が縮小してしまうという

問題点が指摘されていた。そこで、所得拡大促進税制の適用を受ける法人に対し、事業税付加価値割の計算上、一定の調整を加えた雇

用者給与等支給増加額を付加価値額から控除することとされ、令和３年度税制改正によって改組された人材確保等促進税制においても

この取扱いが維持されている（地法附則９⑬）。

改正後の「賃上げ促進税制」は、平成30年度税制改正により導入され、令和３年度税制改正で縮減されるまで存続した「賃上げ・生

産性向上のための税制」（旧賃上げ税制）との比較においても、国内設備投資額要件がないことを除き、基本構造が類似しているので、

平成30年４月１日から令和３年３月31日までの間に開始する事業年度について措置されていた、「賃上げ及び投資の促進に係る税制に

より法人事業税付加価値割の算定において一定額を控除する制度」を紹介する（令和３年改正前法附則９⑬～⑰）。

５．法人住民税における取扱い

「法人が、令和４年４月１日から令和６年３月31 日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する

場合において、一定の要件を満たすときに適用できることとされる法人税の税額控除を、中小企業者等に係る法人住民税に適用する」

（大綱より）

14
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２．特定税額控除規定の不適用措置の見直し（ムチ税制）

（出典：財務省「令和4年度税制改正について」）
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３．オープンイノベーション促進税制の見直し

（出典：財務省「令和4年度税制改正について」）
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４．５Ｇ導入促進税制の見直し

（出典：財務省「令和4年度税制改正について」）
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５．国庫補助金等の圧縮記帳（先行取得の場合の明確化）

【先行取得資産の減価償却額】

対象資産を先行取得したのちに補助金の確定がなされる場合、資産を取得した翌事業年度に補助金の交付を受けることがある。

このような対象資産を先行取得した場合、補助金の交付を受けるまでの間、実際の取得価額を基礎として減価償却を行う。

その後、圧縮額に対応する既往の減価償却費額を取り戻すために、実際の取得価額に対する補助金等の交付を受けた時点におけ

る当該資産の帳簿価額の割合を補助金等の額を乗じた額をもって圧縮限度額とする旨が基本通達に定められている（法通10-2-2

固定資産の取得等の後に国庫補助金等を受けた場合の圧縮記帳）。

【圧縮限度額の計算方法】

【改正内容】

法令によらず通達によって行われてきた先行取得資産に対する圧縮記帳の計算方法を、法令に定める改正がなされる。

なお、法人税のほか所得税でも同様の改正がなされる。

18



６．少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等の見直し（貸付用資産の除外）

【改正前の制度の概要】

【問題とされたスキーム】

税務調査の現場において、当期の利益を圧縮する目的として、自らが行う事業で使用しない少額な資産を大量に取得し、その取

得した資産を貸付けの用（※）に供することにより、上記制度を適用して当期の損金に算入し、賃貸料・売却益を当期以後の複数

年度の益金に算入することとする損金と益金の計上時期の相違を利用した節税スキームが見受けられ、近年増加傾向にある。

※ 税務上売買取引とならないリース契約（オペレーティングリース契約）を締結し、リース賃貸料における回収額と貸付期

間終了後の資産の売却益とを合わせた額が、資産の取得価額と同額程度となるスキーム

※※上記スキームに利用される資産として、建設用足場、ドローン、LED 照明、中古コンテナなどがある。

19



（出典：自民党税制調査会資料）

【令和４年度改正】

（１）中小企業者等に対する特例の延長

中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合の即時償却の特例については、少額減価償却資産の管理などの事
務負担の軽減、事務処理能力・効率の向上を図る目的から、その適用期限を令和６年３月31日まで２年間延長。

（２）各制度の対象とされている少額減価償却資産から、「貸付けの用に供した資産」が除外

貸付の用に供した少額減価償却資産は、取得事業年度において資産計上し、事業供用（貸付）年度以降、毎年度の減価償却
を行うことになる。ただし、「主要な事業として行われているもの」は、「貸付けの用に供した資産」から除かれるので、
リース業を主要な事業として行っている者については、改正前のとおりの取扱いとなる。

なお、グループ企業内でスマートフォンなどを一括購入して子会社に貸し付けているといったようなものについても、この
改正の対象外となる予定。

この改正は、令和４年４月１日以後に取得又は製作若しくは建設をする資産について適用。 20



７．完全子法人株式等及び関連法人株式等の配当に係る源泉徴収の見直し

【１】改正の背景

会計検査院令和２年11月公表「令和元年度決算検査報告」

平成29年度から令和元年度に完全子法人株式等又は関連法人株式等を保有している述べ1,667法人のうち、完全子法人株式等

又は関連法人株式等に係る受取配当等に対する源泉所得税相当額について所得税額控除を適用したことにより還付金が生じた

法人が述べ1,262法人あり、それらに支払われた還付金が約8,898億6,092万円。これら還付金の支払いがある法人のうち、還付

加算金が生じていた延べ888法人に支払われた還付加算金は計３億6,563万余円あった。

納税する側の企業からも、事務負担の軽減に向けた要望が挙がっていた。
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【２】改正の内容

一定の内国法人が支払いを受ける配当等で、次に掲げるものについては、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得
税の源泉徴収を行わないこととするほか、これに伴う所要の措置が講じられる。

① 完全子法人株式等（株式等保有割合100％）に該当する株式等に係る配当等

② 配当等の支払に係る基準日において、当該内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等（当該内国法人が名義人とし
て保有するものに限る）の発行済株式等の総数等に占める割合が３分の１超である場合における当該他の内国法人の株式等
に係る配当等

上記①は、受取配当等の益金不算入制度（法法23）における「完全子法人株式などに係る配当等」と同様と解される。
上記②については、同制度における「関連法人株式等に係る配当等」と異なり、関連法人株式等に係る全ての配当等ではなく、
内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等の３分の１超を直接保有している場合の配当等に限定されている（また法法
23と異なり保有期間の定めがない）。

これは、複数の株主のうち一部の株主の持分のカウント漏れが生じる可能性が考慮されたもの。

【３】例

Ｐ、Ｓ1、Ｓ２は、100％グループ内の法人。

Ｐは、35％、Ｓ１、Ｓ２は、それぞれ15％、Ｓ３株を保有。

35％＋15％＋15％＝65％＞３分の1→Ｓ３は、受取配当等の益金不算入制度において、関連法人株式等に該当する。

（令和２年度改正。グループ通算制度改正に伴う単体課税の改正項目。注意）

Ｐは、単独で1／3超の株を保有。

Ｓ１とＳ２は、単独で1／３超を保有していない。

Ｓ３は、Ｐへの配当について、源泉徴収を行わない。Ｓ１、Ｓ２への配当については、源泉徴収を行う。

この改正は、令和５年10月１日以後に支払いを受けるべき配当等について適用。
22



８．資本の払戻しにおける払戻等対応資本金額等とみなし配当の計算の見直し

【事案】混合配当（利益剰余金と資本剰余金の双方を原資とした剰余金の配当）に係る最高裁判決（令和３年３月11日）

【数値例】

〔資本金等の額1，000、利益積立金額△200、資本剰余金を原資とする配当240、利益剰余金を原資とする配当260〕

・払戻等対応資本金額等＝資本金等の額1，000×資本剰余金減少額240／簿価純資産800＝300

・みなし配当の額＝配当の交付金銭の額500－払戻等対応資本金額等300＝200

この例では、法人税法施行令23条１項４号の規定どおりに計算すると、資本剰余金の減少額240を超える払戻等対応資本金額等

300が算出され、利益剰余金を原資とする部分の金額が260であるにも関わらず、みなし配当の額が200と算出され、利益剰余金の

払戻額の一部が資本金等の額の払戻額とされる結果となる。

この結果について、最高裁は、「法人税法24条１項３号（現行の法人税法24条１項４号）は、利益剰余金及び資本剰余金の双方

を原資として行われた剰余金の配当の場合には、そのうち利益剰余金を原資とする部分については、その全額を利益部分の分配

として扱う一方で、資本剰余金を原資とする部分については、利益部分の分配と資本部分の払戻しとに分けることを想定した規

定であり、利益剰余金を原資とする部分を資本部分の払戻しとして扱うことは予定していないものと解される。」と法人税法24

条１項３号の趣旨を示した上で、「法人税法施行令23条１項３号（現行の法人税法施行令23条１項４号）の規定のうち、資本の

払戻しがされた場合の直前払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分は、利益剰余金及び資本剰余金の双方を原資として行

われた剰余金の配当につき、減少資本剰余金額を超える直前払戻等対応資本金額等が算出される結果となる限度において、法人

税法の趣旨に適合するものではなく、同法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべきである。」と判断した。

これにより、様式の譲渡対価とされる額が減少するとともにみなし配当とされる額が増加し、所得の金額が減少することとなっ

た。 （参考：清文社「令和4年度税制改正要点解説」） 23



【国税庁の対応➡令和４年度税制改正】

上記の最高裁判決を受けて、国税庁は、令和３年10月25日付けの「最高裁判所令和３年３月11日判決を踏まえた利益剰余金

と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについて」において、混合配当について、過去に遡って判決

どおりに取り扱うことを公表した。

令和４年度税制改正で、みなし配当の額の計算方法等について、法人税法と所得税法の各規定を最高裁判決に合致するよう

に見直すこととした。

（出典：自民党税調資料）
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９．グループ通算制度の開始（令和４年４月１日以後開始事業年度）

★改正による税収増＝10億円。「中小企業をグループの長にして大企業が （出典：財務省参考資料）

連なって中小企業優遇税制を享受することをできなくした」（日本租税研究協会「租税研究」財務省矢野局長講演録より）
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◆主な個別制度の取扱い

項目 連結納税制度 グループ通算制度  

外国税額控除 

全体計算ｏｒ 

グループ全体で

判定 

全体計算 通算グループを一体として控除限度額を計算 

 

試験研究費の税額控除  

受取配当等の益金不算入 

完全支配関係グループ

全体で保有割合判定 

 

控除負債利子の全体計

算 

・ 完全支配関係グループ全体の保有状況により、関

連法人株式等・非支配目的株式等の判定を行う

(※) 

・ 控除負債利子計算方法の簡素化（関連法人株式等

の配当等の額×４％相当額(負債利子額×10％を上

限)(※) 

(※)を付してい

るものについて

は、グループ通

算制度を適用し

ない単体納税制

度においても同

様の取扱いとな

ります。 

外国子会社配当等の益金不算入 
通算グループ全体で保

有割合判定 

通算グループ全体の保有状況により外国子会社に該当

するか否かの判定を行う 

寄附金の損金不算入 

各法人で計算 

損金算入限度額の計算方法の見直し 

（資本金等の額⇒資本金及び資本準備金の合計額）

（※） 

所得税額控除 
個別法の場合、通算グループ内で元本の移動があった

ときは、所有期間を通算する 

 

特定同族会社の留保金課税 
留保金額の計算上、通算グループ内法人の受取配当・

支払配当はなかったものとした上、一定の計算を行う 

 

交際費等の損金不算入 全体計算 控除枠の恣意的拡大を懸念  

賃上げ・促進税制（所得拡大促進税制） 各法人で計算   
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連結納税制度とグループ通算制度の比較

項目 連結納税制度 グループ通算制度 

① グループ内損益通算の効果 あり あり 

② 
グループ内非特定（連結）欠損金

通算の効果 
あり あり 

③ 税務調査時の事務負担 
所得が異動した場合の事務負担が大きい 

（全社で地方税の修正申告・更生の請求） 

グループ内の一の法人の所得が異動しても、原則としてその影響

は遮断される（異動した法人のみ修正申告・更生の請求） 

④ 申告書作成時の事務負担 全体計算項目が多い 全体計算項目の削減 

⑤ 中小企業向け特例 
連結親法人が中小企業である場合は原則とし

て適用あり 

グループ内に一社でも中小企業以外の法人がある場合には、 

グループ全社で適用なし 

⑥ 親法人の開始前の欠損金 
連結納税グループ全体で使用可（非特定連結

欠損金） 
親法人の所得限度で控除可（特定欠損金） 

⑦ 子法人の時価評価 一定の要件に該当しない場合は時価評価 時価評価対象子法人の範囲が縮小 

⑧ 子法人の開始・加入前の欠損金 一定の要件に該当しない場合は切捨て 欠損金が切捨てられる子法人の範囲が縮小 

⑨ 
欠損金等に関するその他の制限措

置 
特になし 

時価評価対象でない法人が、支配関係発生日以後に新たな事業を

開始した場合には、一部の欠損金が切り捨てられる等の制限措置

あり。 

ただし、５年超の支配関係・設立からの支配関係又は共同事業性

がある場合は制限なし 

⑩ 投資簿価修正 

子法人離脱時の離脱直前帳簿価額 

＝従前帳簿価額±離脱子法人の連結納税開始

（加入）後の利益積立金増減額 

子法人離脱時の離脱直前帳簿価額 

＝離脱子法人の簿価純資産価額（離脱子法人の資本金等の額＋利

益積立金額） 

 令和４年度改正により一定の手続きを要件に買収プレミアム相当額を譲渡原価に加算 27



【令和４年度税制改正大綱】

投資簿価修正制度について、通算子法人の離脱時にその通算子法人の株式を有する各通算法人が、その株式（子法人株式）

に係る資産調整勘定等対応金額について離脱時の属する事業年度の確定申告書等にその計算に関する明細書を添付し、かつ、

その計算の基礎となる事項を記載した書類を保存している場合には、離脱時に子法人株式の帳簿価額とされるその通算子法人

の簿価純資産価額にその資産調整勘定等対応金額を加算することができる措置を講ずる。

（出典：清文社「令和4年度税制改正要点解説」）
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10．大法人に対する法人事業税所得割の軽減税率について

（出典：総務省「令和4年度地方税制改正について」）

【改正内容】

付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人事業税を課される法人に係る法人事業税の所得割について、年400 
万円以下の所得の部分の0.4％の標準税率及び年400 万円を超え年800 万円以下の所得の部分の0.7％の標準税率を廃止すると
ともに、これらの部分の標準税率を１％とする等の所要の措置を講ずる。（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後に開始
する事業年度から適用する。
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11．住宅税制の見直し

【令和３年度税制改正後の住宅ローン控除の概要】

（出典：国税庁タックスアンサーＮｏ1212）

30



会計検査院平成30年度報告「租税特別措置（住宅ローン控除特例及び譲渡特例）の適用状況、検証状況等について」

本院は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除（以下「住宅ローン控除特例」という。）と居住用財産の譲渡所得の特別控除

（以下「譲渡特例」といい、両特例を合わせて「住宅税制租税特別措置」という。）について、住宅税制租税特別措置の検証の際に留意す

べきと思料される適用状況はないか、関係省庁及び財務省における住宅税制租税特別措置の検証は適切に行われているか、住宅ローン控除

特例等、譲渡特例等及び直系尊属から住宅の取得等の対価又は費用に充てるための金銭の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置（以下、

これらの特例を合わせて「３特例」という。）の適用に係る審査は適切に行われているかなどに着眼して検査した。

検査したところ、住宅ローン控除特例の控除率である１％を下回る借入金利で住宅ローンを借り入れている者の割合が78.1％となってい

るなどの状況、新住居の取得に住宅ローン控除特例の適用を受けた３年後に、旧住居を譲渡して譲渡特例の適用を併用して受けていて、制

度の趣旨に鑑みると、必ずしも必要最小限のものとなっていないと考えられる状況、３特例について、納税者が適用額の計算を誤るなどし

ていたのに、税務署がこれを見過ごすなどしていた事態が見受けられた。

・・・住宅ローンの借入金利が住宅ローン控除特例の控除率である1 ％を下回る場合には、住宅ローンを組む必要がないのに住宅ローン

を組む動機付けになったり、住宅ローン控除特例の適用期間が終了するまで住宅ローンの繰上返済をしない動機付けになったりすることが

ある。

０．７％に引き下げ

・・・住宅ローン固定金利増えてきたが、未だ９割は変動金利。Ｍ銀行のネット変動金利は0.375％（2022.2.22日本経済新聞）

★別テーマ

令和４年入居者は、

改正前制度（注文住宅ならＲ3.9月末までの請負契約、分譲住宅ならＲ3.11月末までの売買契約）「控除率１％・控除期間13年間」

改正後制度（後掲）「控除率0.7％・控除期間13年間」の選択

31



閣議決定 国土交通省より「建築物の省エネ対策」

➡住宅ローン減税のあり方やリフォーム税制の拡充・延長等について令和４年度税制改正において結論を得る。（Ｒ3.11.19閣議決定）
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（出典：国土交通省「令和４年度国土交通省税制改正概要」）33



（１）長期優良住宅の基準（一般社団法人住宅性能評価・表示協会）

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するために、大きく分けて以下のような措置が講じられている住宅を指します。

① 長期に使用するための構造及び設備を有していること

② 居住環境等への配慮を行っていること

③ 一定面積以上の住戸面積を有していること

④ 維持保全の期間、方法を定めていること

（２）低炭素住宅としての認定基準（一般社団法人日本サスティナブル建築協会）

① 省エネルギー基準を超える省エネルギー性能を備えていること、かつ低炭素化に資する措置を講じていること

② 都市の低炭素化促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること

③ 資金計画が適切なものであること

（３）ZEH基準（ゼッチ）（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）

Ｈ27.12.17、経産省のＺＥＨロードマップ検討委員会にてとりまとめられた「ＺＥＨロードマップ」において、「ＺＥＨは、快

適な室内環境を保ちながら、住宅の高断熱化と高効率設備によりできる限りの省エネルギーに努め、太陽光発電等によりエネル

ギーを創ることで、１年間で消費する住宅のエネルギー量が正味（ネット）で概ねゼロ以下となる住宅」と定義。

① 断熱性能：強化外皮基準を満たし、かつＵＡ値が各地域区分の値以下

② 省エネ：再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から20％以上の一次エネルギー消費量削減

③ 創エネ：再生可能エネルギーを導入（容量不問）

④ 再生可能エネルギーを加えて、基準一次エネルギー消費量から100％以上の一次エネルギー消費量削減

様々な制限はありますが、ZEH住宅で60万、さらに性能を高くすると105万の補助金がもらえます。 34



個人住民税における住宅借入金等特別税額控除

令和４年分以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある者（住宅の取得等をして令和４年から令和７年までの

間に居住の用に供した者に限る。）のうち、その年分の住宅借入金等特別税額控除額からその年分の所得税額を控除した残額があ

るものについては、翌年度分の個人住民税において、その残額に相当する額をその年分の所得税の課税総所得金額等の額の５％相

当額（最高9.75 万円）の控除限度額の範囲内で減額されることとなる（改正前：７％相当額（最高13.65 万円））。

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除（「住宅ローン控除」）に係る確定申告手続等の改正

① 納税者の申告利便の向上の観点から、納税者の残高証明書の提出又は提示を不要とする。

② 銀行等は、年末残高の情報等を記載した調書を税務署に提出することになる。

この見直しは、居住年が令和５年以後である者が、令和６年1月1日以後に確定申告・年末調整で適用を受ける場合に適用。

（出典：自民党税調資料）
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（出典：国土交通省「令和４年度国土交通省税制改正概要」） 36



（出典：国土交通省「令和４年度国土交通省税制改正概要」）
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（出典：国土交通省「令和４年度国土交通省税制改正概要」）
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12．大口株主要件の見直し

（１）大口株主等の要件の見直し

内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、①その支払を受ける「対象者」及び②その対象者を判定の基礎となる株主

として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合（株式等保有割合）が

３％以上となるときにおけるその対象者が支払を受けるものは、総合課税の対象とされる。

（２）上場会社等に対する保有割合１％以上の個人株主情報の報告書提出義務

上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、その配当等の支払に係る基準日においてその株式等保有割合が１％以上となる

対象者の①氏名、②個人番号（マイナンバー）及び③株式等保有割合④その他の事項を記載した報告書を、その支払の確定した

日から１月以内に、その内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

上記の改正は共に令和５年10月1日以後に「支払を受けるべき」または「支払うべき」上場株式等の配当等について適用。

（出典：財務省「令和４年度税制改正について」）
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【大口株主等の要件の見直しによる影響】

（１）「申告不要制度」又は「申告分離課税」の選択不可による税負担の増加

（２）上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等の配当等との損益通算不可

（３）上場会社が有する自己株式の消却に要注意

【具体的な判定例】

【親】上場会社Ａ社の発行済株式の総数に対して、①対象者「親」の持株割合2．9％と②その対象者である「親」を判定の基礎となる株
主として選定した場合に同族会社に該当する法人であるＢ社が保有する株式の持株割合１％を合計すると3．9％となり、その合計
の株式等保有割合は３％以上。よって対象者である「親」がＡ社から支払を受ける上場株式等の配当は、総合課税の対象とされる。

【子】親のケースと同様に判定することで、対象者である「子」がＡ社から支払を受ける上場株式等の配当は、総合課税の対象とされる。

【甥】甥はＢ社の株主ではないので、Ｂ社が同族会社に該当するか否かの判定の基礎となる株主として「選定」することはない。よって、
「甥」を対象者とした場合において、Ｂ社は対象者である「甥」の同族会社とはならない。「甥」がＡ社から支払を受ける上場株
式等の配当は、改正後も、①源泉徴収のみで課税関係が完了する「申告不要制度」、②上場株式等に係る譲渡損失と損益通算可能
な申告分離課税での確定申告、又は③総合課税による確定申告のいずれかを選択することができる。

＜法人税法２条十号に定める同族会社＞

「株主等の３人以下」並びに「これらと政令で定める特殊の関係にある個人及び法人（以下「同族関係者」）」が有する株式の総数
が、その会社の発行済株式の総数又は出資の金額の１００分の５０以上に相当する会社。
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13.上場株式等（特定株式等）の配当所得等に係る課税方式の見直し

（１）課税方式の選択について、所得税と個人住民税で、異なる課税方式を選択できることが、平成29年度税制改正により、
明確化された。

（２）所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択する場合には、別途住民税の申告が必要であったが、令和３年度税制改
正により、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の様式に個人住民税に係る附記事項が追加さ
れた。（一部だけを申告不要とする場合には従来通り住民税申告書を提出する必要がある）。

（３）令和４年度税制改正では、個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所
得税と一致させることとする改正が行われた。（令和６年度分以後の住民税＝所得ベース令和５年分以後に適用）

改正前は、例えば、配当所得について所得税は総合課税を選択し配当控除を受け、住民税は申告不要を選択し特別徴収税額５％
とすることで税負担を抑えることが可能だったが、改正後は、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなる。

仮に、総合課税を選択する場合、住民税の所得も増加することとなるので、主に住民税における所得をもとに決定される、国民
健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料や、医療費や介護費用の自己負担割合も増加する場合がある。留意が必要。

【参考：国民健康保険税の改正にも注意】（大綱）国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額について、次のとおりとする。

① 基礎課税額に係る課税限度額を65万円（改正前：63万円）に引き上げる。

② 後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を20万円（改正前：19万円）に引き上げる。

平成29年度改正 異なる課税方式を選択できることが「明確化」

令和2年分まで 異なる課税方式選択のため、住民税の申告等が別途必要

令和3年分、4年分 異なる課税方式選択のため、所得税の附記事項欄に〇印

令和5年分以降 異なる課税方式不可
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14.相続税と贈与税の一体化について

【令和３年度税制改正大綱】

「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差

の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。」

【令和４年度税制改正大綱】

「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差

の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。」

・・・同じ文章なので、一歩も進んでいない？（週刊誌ネタに過ぎない？）・・・改めて「令和４年度税制改正大綱」の記述を確認

「相続税・贈与税のあり方」

高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するとともに、相続による資産の世代間移転の時期がより高齢期にシフトしており、結果
として若年世代への資産移転が進みにくい状況にある。

高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世代に移転することになれば、その有効活用を通じた経済の活性化が期待さ
れる。

一方、相続税・贈与税は、税制が資産の再分配機能を果たす上で重要な役割を担っている。高齢世代の資産が、適切な負担を伴う
ことなく世代を超えて引き継がれることとなれば、格差の固定化につながりかねない。このため、資産の再分配機能の確保を図りつ
つ、資産の早期の世代間移転を促進するための税制を構築していくことが重要である。

わが国では、相続税と贈与税が別個の税体系として存在しており、贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から高い税率が設
定されている。このため、将来の相続財産が比較的少ない層にとっては、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある一方で、相当
に高額な相続財産を有する層にとっては、財産の分割贈与を通じて相続税の累進負担を回避しながら多額の財産を移転することが可
能となっている。（中略）あわせて、経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では家族内におけ
る資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点を踏ま
え、不断の見直しを行っていく必要がある。 42



15.固定資産税の改正

【固定資産税の仕組み】

（出典：総務省「令和4年度地方税制改正について」）
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（出典：国土交通省「令和4年度国土交通省税制改正概要」）
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（出典：総務省「令和4年度地方税制改正について」）

「固定資産税については、昨年の評価替えに際し、令和３年度に限った臨時・異例の措置として、税額が増加する全ての土地について前年度

の税額に据え置く大変厳しい特別な措置が講じられたものの、令和４年度以降は、既定の負担調整措置を継続して行うことが法律上定められ、

予見可能性等の観点から配慮されたものと受け止めていたところである。

しかしながら、この度、住宅用地は既定の方針が堅持されることとされた一方、商業地等については、税額が上昇する土地について、評価額

の２．５％分の税額までとすることとされた。固定資産税として適切に本来の姿となるべきことを、都市自治体が切望していたにもかかわらず、

このような結果に至ったことは、負担の公平性や都市自治体の基幹税である固定資産税として、極めて遺憾なものであると言わざるを得ない。

都市自治体においては、新型コロナワクチンの追加接種をはじめとしたコロナ対策はもとより、地域経済の安定を図り、住民生活の日常生活

を守るため、引き続き全力で取り組む覚悟である。固定資産税は、こうした我々都市自治体を支える基幹税であることを踏まえ、その安定的確

保を図るとともに、今回の措置は令和４年度限りとし、令和５年度は既定の負担調整措置を確実に実施し、制度の根幹を揺るがす見直しは断じ

て行うことのないよう、この機会に改めて強く求めるものである。」（全国市長会「令和4年度与党税制改正大綱について」）
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（出典：国土交通省「令和4年度国土交通省税制改正概要」）
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（出典：国土交通省「令和4年度国土交通省税制改正概要」）
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16.所有者不明土地関係の税制改正と民事基本法の改正等

【背景】

空き家問題とともに所有者不明土地問題が政策課題の一つになっている。このため、空家等対策特措法（平成26年11月）及び
所有者不明土地特措法（平成30年6月）の制定並びに土地基本法の改正（令和2年3月）など、一連の法整備等が行われてきた。
税制においても、空家及び所有者不明土地関連の税制改正（国税及び地方税）が行われてきた。

【所有者不明土地関連等の主な税制改正項目（令和３年度まで）】

（出典：令和4年度税制改正の要点解説（清文社）

№ 改正年度 内容等 根拠規定

1 H27 住宅用用地の固定資産税等の特例の適用除外（200㎡までの小規模宅地1/6特例など） 地方税法349の3の2、702の3

2 H28 空き家譲渡の3,000万円特別控除の特例 租特法35①③

3 H30 相続により土地を取得した個人が登記を行わないで死亡した場合の登録免許税の免税措置 租特法84の2の3①

4 行政目的のために相続登記を推進する必要がある場合における少額の土地（10万円以下）を相続により取得
した場合の登録免許税の免税措置

租特法83の2の3②

5 R1 優良住宅地等の税率特例の適用対象となる譲渡に所有者不明土地特措法の地域福利増進事業（同法2条3項が
規定する道路整備事業など）を追加

租特法31の2②八の二

6 代替特例及び5,000万円特別控除特例の適用対象譲渡に所有者不明土地特措法の規定に基づく資産の収用など
に伴う補償金を追加

租特法33①一、租特法33の4

７ 固定資産税等の課税における地域福利増進事業用地・償却資産の課税標準の減額特例の創設 地方税法14㊴ほか

8 R2 低未利用地譲渡の100万円特別控除特例 租特法35の3

9 現に所有している者の申告の制度化 地方税法384の3

10 使用者を所有者とみなす制度の拡大 地方税法343⑤
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【民事法の改正・施行】

所有者不明土地が、公共事業の実施をはじめとした様々な社会経済活動の障害になっているが、その主な原因は、相続登記が長期

間未了のままであることなどとされている。このため、所有者不明土地に関するより直接的な対策として、令和３年４月の民法等の

一部改正による民法、不動産登記法などの改正が行われ、相続登記の義務化（厳密に言うと、登記申請の義務化）などが措置され、

また、別途、相続土地国庫帰属法が制定された（これら改正法等は、令和５年４月以降順次施行）。

【令和４年度税制改正】

上記「３」「４」に次の措置を講じた上、適用期限を令和７年３月31日まで３年延長。

① 適用対象となる土地の範囲に、市街化区域内に所在する土地を加える。

② 適用対象となる土地の価額の上限を100 万円（改正前：10 万円）に引き上げる。
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（出典：法務省民事局「令和３年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」）
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（出典：法務省民事局「令和３年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」）

【令和４年度税制改正】

新たな職権登記に係る非課税措置の創設

不動産登記法の改正によって創設された「相続人申告登記」や「職権による住所等変更登記」などの職権登記が非課税とされる。
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（出典：法務省民事局「令和３年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」）
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（出典：法務省民事局「令和３年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」）

【民法改正】

「画一的な法定相続分で簡明に遺産分割を行う仕組みを創設」・・・個別案件ごとに異なる具体的相続分による分割ができなくなる！
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（出典：国土交通省「令和4年度国土交通省税制改正概要」）
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17.住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の見直し

（出典：財務省「令和4年度税制改正について」）
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18.事業承継税制における所要の措置

（出典：財務省「令和4年度税制改正について」）

【大綱「令和４年度税制改正の基本的考え方」】

この特例措置は、日本経済の基盤である中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上が待ったなしの課題であるために事業承継

を集中的に進めるための時限措置としていることを踏まえ、令和９年12月末までの適用期限については今後とも延長を行わない。
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19.消費税インボイス制度への移行について

【大綱では】 適格請求書等保存方式への円滑な移行

消費税の複数税率制度の下において適正な課税を確保する観点から、令和５年10 月に施行される消費税の適格請求書等保存方式（インボ
イス制度）について、円滑な制度移行に向けて政府・与党は一体となって万全の対応を進める。

このため、事業者に対するプッシュ型の周知・広報や説明会の開催だけでなく、事業者団体とも連携しながら、経営相談等に係る体制を強
化するといった取組みを更に進めていく。

また、民間団体と連携して電子インボイスの社会実装に向けた取組みを推進するとともに、ＩＴ導入補助金等により制度移行もきっかけと
した中小事業者の取引やバックオフィスのデジタル化を支援することで、中小企業の生産性向上を後押ししていく。加えて、持続化補助金
により制度移行等の環境変化を見据えて取り組む小規模事業者も着実に支援していく。

さらに、制度移行にともなって免税事業者である小規模事業者が不当な取扱いを受けないよう、免税事業者等との取引に関する独占禁止法、
下請法、建設業法における取扱い等を明確化して周知するとともに、・・・相談窓口での対応や、下請Ｇメンや書面調査による状況把握を
通じて適切に対処する。

【日税連の建議書では】適格請求書等保存方式を見直すとともに、その導入時期を延期すること。

インボイス方式については、下記の問題点に対して必要な措置を検討すべきである。また、少なくとも、新型コロナウイルス感染症の拡大
による経済活動の制約が概ね解消され、簡易で安価な電子インボイス制度が整備されるなど中小企業者に対する負担軽減措置が講じられる
までの間は、導入を延期すべきである。

(1)事務負担に与える影響

適格請求書等保存方式においては、取引の都度、適格請求書等の有無の確認を行う必要があり、この確認は少額取引（３万円未満）につい
ても一定の取引以外の取引については必要となる。これは、事業者及び税務官公署の事務に過度な負担を生じさせることから、行政手続コス
ト削減の方向性に逆行することのないように見直すべきである。

(2) 市場取引に与える影響

免税事業者は適格請求書等を発行できないため、対事業者取引から排除や不当な値下げを強いられるおそれがある。このため、あえて課税
事業者になることを選択することが考えられるが、消費税相当額の転嫁が困難なケースもあり、廃業を余儀なくされる事業者が増える可能性
があることにも留意すべきである。
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（出典：財務省「令和4年度税制改正について」）
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【適格請求書等保存方式に係る登録手続きの見直し】

（出典：財務省「令和4年度税制改正について」）
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【その他の措置】

【１】仕入明細書等による仕入税額控除の制限

（１）改正前の制度

適格請求書発行事業者である個人が、家事用の資産を売却等した場合には、その売上は不課税売上となり、売り手であるその個人は適

格請求書を発行することができないため、買い手は仕入税額控除をすることはできないが、他方で、買い手が事業として資産の譲渡等を

受けた場合には、家事用資産か否かにかかわらず、適格請求書発行事業者から受けた資産の譲渡等に係る課税仕入れに該当することとな

るため、買い手が「仕入明細書」を作成することで、仕入税額控除が可能となっていた（消法9⑨二）。

（２）改正の内容

仕入明細書等による仕入税額控除は、その課税仕入れが売り手において課税資産の譲渡等に該当する場合に限り、行うことができるこ

ととされた。

【２】適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る棚卸資産に係る消費税額の調整

（１）改正前の制度

免税事業者が新たに課税事業者となる場合の棚卸資産に係る消費税額の調整措置（消法36①）について、適格請求書等保存方式への移
行に伴う経過措置期間については、免税事業者等からの仕入れに係る棚卸資産について、その消費税額の80％又は50％の額で控除される
こととされていた。

（２）改正の内容

80％又は50％仕入税額控除の経過措置（平成28年改正法附則52①、53①）の適用対象となる棚卸資産については、その棚卸資産に係る

消費税額の全部を、免税事業者が課税事業者となる場合の棚卸資産に係る消費税額の調整措置の対象とすることとされた。この改正によ

り、免税事業者である期間については相手先が適格請求書発行事業者であるか否かを認識する必要がなくなった。

すなわち、課税仕入れの対象が適格請求書発行事業者なのか免税事業者等なのかに関わらず、棚卸資産に係る消費税額の全額を仕入税

額控除の対象とすることができるため、適格請求書発行事業者への移行を考えている免税事業者には「朗報」。
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20.個人住民税における「合計所得金額」の改正

【改正前の問題点】

（１）個人所得課税において、所得税（国税）は、所得の発生した年に課税・納税が行われるいわゆる「現年課税」であるのに対し、

個人住民税（地方税）は前年の所得を基準として翌年度に課税する「翌年度課税」となっている。

ただし、退職所得については課税の特例が設けられており、その退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、その退職手当等の支

払を受けるべき日の属する年の1月1日現在におけるその者の住所所在の道府県市町村において課されることとなっている。つまり退

職所得については、現年分離課税となっている。

（２）個人住民税における人的所得控除（扶養控除等）における扶養等の判定の基準である合計所得金額は、前年度における合計所

得金額とされている（分離課税の退職所得を除く）ことから、所得税における合計所得金額と、個人住民税における合計所得金額に

差異が生じる。

（３）公的年金等控除については平成30年度税制改正により、合計所得金額に応じて控除額を減少させる仕組みが創設された。公的

年金等控除は、所得計算上の控除であり、地方税法上に特別の規定がないことから、個人住民税においても所得税の例によることと

されている。したがって、市町村は令和３年度以降、公的年金等控除額の算出のために、退職所得を含めた合計所得金額を把握する

必要が生じていた。

（出典：税務通信ＮＯ3692）

【参考】所得税法と地方税法で異なる「合計所得金額」の範囲

所得税法 地方税法

所得税の課税標準となる総所得金額，退職所得金額及び山林所得金額の
合計額

所得割の課税標準となる総所得金額，退職所得金額（※）及び山林所得金額の合計額
※分離課税の対象となる退職所得を除く
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【例】例えば、退職して退職所得（分離課税対象）受給後に転職したような場合、地方税法上の合計所得金額（退職所得を除く）が1,000万
円以下なら住民税においては配偶者控除等の適用が可能だ。ただ，所得税法上の合計所得金額（退職所得を含む）が1,000万円 超 になると
「配偶者控除等申告書」や「源泉徴収票」で配偶者控除等の“適用なし”となり、連動する「給与支払報告書」も“適用なし”となるため、
そのままでは住民税で本来受けられるはずの控除が受けられなくなる。

この点、住民税について配偶者控除等の適用を受けるには、「給与支払報告書」とは異なる控除を受けるとして、住民税の申告書の提出
が必要になるという。（出典：税務通信ＮＯ3692）

【退職所得と確定申告】（国税庁「令和３年度所得税確定申告の手引き（Ｂ用）」では・・・

退職金などの支払者に『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合、一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が
済むことになりますので、申告書の提出は不要です。ただし、退職所得のある方が確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告す
る必要があります。

【改正の内容】

（１）公的年金等控除額算定上の合計所得金額の改正

公的年金等控除額の算定の基礎となる合計所得金額には、個人住民税における他の所得控除等と同様に、現年分離課税とされる退職所
得を含まない合計所得金額を用いることとされた（令和４年度分以後の個人住民税について適用）。

（２）各種申告書に記載される退職手当等を有する一定の者

給与所得者の扶養親族申告書及び給与支払報告書並びに公的年金等受給者の扶養親族申告書及び公的年金等支払報告書について、退職
手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を記載し、申告することとなる（令和５年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年
金等について適用）。

（３）確定申告書における個人住民税に係る附記事項の追加

確定申告書における個人住民税に係る附記事項に、退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等が追加される（令和４年分
以後の確定申告書を令和５年1月1日以後に提出する場合について適用）。
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21.財産債務調書制度の見直し

（出典：財務省「令和4年度税制改正について」）
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22.記帳水準向上のための過少申告加算税・無申告加算税の加重措置の整備

大綱 基本的な考え方 「２．経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し」

【記帳水準の向上等】

記帳水準の向上は、適正な税務申告の確保のみならず、経営状態を可視化し、経営の対応力を向上させる上でも重要である。加
えて、今般の感染症への対応においては、中小・小規模事業者への給付金の支給や融資に際し、売上や資産・負債等の状況が適切
に記録されていないため申請に手間取るなど、日々の適正な記帳の重要性が改めて浮き彫りになった。

小規模事業者の半数以上が帳簿を手書きで作成しており、また、個人事業者の場合、正規の簿記の原則に従った記帳を行ってい
る者は約３割にとどまっているのが現状である。また、個人の青色申告における簡易簿記は複式簿記に移行するための準備的な段
階としての役割も期待されているところであるが、簡易簿記での申告者の３分の１超が１０年以上簡易簿記による記帳を続けてい
る状況にある。

近年、普及しつつある会計ソフトを活用することにより、小規模事業者であっても大きな手間や費用をかけずに正規の簿記を行
うことが可能な環境が整ってきていることも踏まえ、複式簿記による記帳を更に普及・一般化させる方向で、納税者側での対応可
能性も十分踏まえつつ、所得税の青色申告制度の見直しを含めた個人事業者の記帳水準向上等に向けた検討を行う。

【改正内容】

通常課される過少申告加算税の額又は無申告加算税の額に当該申告漏れ等に係る所得税、法人税又は消費税の10％（「記帳不十

分」は、5％）に相当する金額を加算した金額とするほか、所要の措置が講じられる（国税通則法65④、66④）。

・・・ ここ数年、加算税制度が複雑化、厳罰化されている（例：財産債務調書記載）。

納税者の申告心理が悪化しているのか。申告納税制度の理念に沿って、強権性によって自発性を損なってはいけない。

単に追徴税額欲しさの税務行政ではなく、納税者に寄り添うことも必要ではないか・・・ 64



出典：財務省「令和4年度税制改正について」）
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23.証拠書類のない簿外経費への対応策

大綱 基本的な考え方 「４．円滑・適正な納税のための環境整備」

【記帳義務の不履行及び特に悪質な納税者への対応】

適正な記帳や帳簿保存が行われていない納税者については、真実の所得把握に係る税務当局の執行コストが多大であり、行政制裁

等を適用する際の立証に困難を伴う場合も存在する。

記帳義務の不履行や税務調査時の簿外経費の主張等に対する不利益がない中では、悪質な納税者を利するような事例も生じている

ところである。

記帳義務及び申告義務を適正に履行する納税者との公平性の観点に鑑み、帳簿の不保存・不提示や記帳不備に対し、意図しない記

帳誤りや帳簿の作成能力に配慮した上で、その記帳義務の不履行の程度に応じて過少申告加算税等を加重する仕組みを設ける。

また、納税者が事実の仮装・隠蔽がある年分又は無申告の年分において主張する簿外経費の存在が帳簿書類等から明らかでなく、

税務当局による反面調査によってもその取引が行われたと認められない場合には、当該簿外経費は必要経費・損金に不算入とする措

置を講ずる。

【改正内容】

記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履行を担保するため、帳簿の不保存や記載不備について未然に抑止するため
という趣旨で、所得税法及び法人税法において、個人の場合には、簿外経費を必要経費に算入せず、法人の場合には、簿外経費を損
金に算入しないこととする措置を講ずることとされた（所税法45③、法税法55③）。

【所得税の対象者】
イ その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う者

ロ その年において雑所得を生ずべき業務を行う者でその年の前々年分の当該雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を
超えるもの
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【令和２年度改正（令和４年分以後の所得税に適用）が始まる】

雑所得を生ずべき業務に係る所得の金額の計算や確定申告についての見直し

（１）その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円以下である個人

その年分の当該業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額を当該業務につきその年において収入した
金額及び支出した費用の額とすることができる特例（いわゆる「現金主義による所得計算の特例」）の適用ができるようになります。

（２）その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超える個人

現金預金取引等関係書類を起算日（３月15日）から５年間、その者の住所地又は居所地に保存しなければならなくなります。

（３）その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が1，000万円を超える個人

確定申告書を提出する場合には、当該業務に係るその年中の総収入金額及び必要経費の内容を記載した書類を当該確定申告書に添付し
なければならなくなります。

原価や費用などについて、「これらの額が明らかである場合」でなければ必要経費や損金に算入しないとされていますが、記帳の有無に

かかわらず、原価や費用などが概算でしか分からないということもあります。また、「取引の相手方が明らかである場合」でなければ必要

経費や損金に算入しないとされていますが、現金仕入れなどがあるときは、取引の相手方を知っているとは限らないのではないでしょうか。

加えて、「当該相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、当該取引が行われ、これらの額が生じたと認める場合」でなければ原

価や費用などを必要経費や損金に算入しないとされていますが、このように、「税務署長が…認める場合」でなければ原価や費用などを必

要経費や損金に算入しないこととするということであれば、恣意的な税務調査が行われないように、「当該相手方に対する調査」や「その

他の方法」による十分な調査を行うことを義務付けるというようなことも行うべきなのではないでしょうか。

（出典：清文社「令和4年度税制改正の要点解説」）

・・・所得課税の根本問題？・・・課税庁の立証責任は？・・・そもそも簿外経費とは何か？
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（出典：財務省「令和4年度税制改正について」）
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24.電子帳簿保存法の改正（電子取引に係るデータ保存に関する経過措置）

問41－２ 当面、電子取引の取引情報に係る電子データ保存への対応が間に合いませんが、どのような対応をすればいいでしょうか。

【回答】
令和４年度税制改正で経過措置として整備された宥恕措置を踏まえ、令和５年12 月31 日までに行う電子取引については、保

存すべき電子データを書面に出力して保存し、税務調査等の際に提示又は提出ができるようにしておいていただければ差し支え
ありません。

なお、令和６年１月１日以後に行う電子取引の取引情報については要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのため
に必要な準備をお願いします。

【解説】

令和３年度税制改正で、従前認められていた、電子取引の取引情報に係る電子データを出力することにより作成した書面等の
保存をもって、その電子データの保存に代えることができる措置（電子データの出力書面等による保存措置）が廃止されました
が、令和４年度税制改正においては、その電子データの保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続きその出力書
面等による保存を可能とするための措置が講じられています。

具体的には、電子取引の取引情報に係る電子データの保存に関する当面の宥恕措置として、令和４年１月１日から令和５年12
月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、その電子取引の取引情報に係る電子データを
保存要件に従って保存をすることができなかったことについて、納税地等の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認め、か
つ、その保存義務者が税務調査等の際にその電子データの出力書面（整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限
る。）の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電子データの保
存をすることができることとする経過措置が講じられたものです。

（参考）
この宥恕措置の適用にあたっては、保存要件に従って保存をすることができなかったことに関するやむを得ない事情を確認さ

せていただく場合もありますが、仮に税務調査等の際に、税務職員から確認等があった場合には、各事業者における対応状況や
今後の見通しなどを、具体的でなくても結構ですので適宜お知らせいただければ差し支えありません。

（出典：国税庁令和３年12月「電子帳簿保存法１問１答」）
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25. 納税地の変更届の提出不要

【１】改正前の取扱い

転居などにより納税地に異動が生じた場合、納税義務者は移動前の納税地の税務署長にその旨を届け出なければならない(旧所法20)。

また、住所地に代えて居所地を納税地とする場合や、事業所等の所在地を納税地とする場合は、住所地の所轄税務署長に対し届け出

をし、居所地や事業所地を納税地とすることができる。（所法16）。

（出典：自民党税調資料）

【２】改正の内容

申請手続きの簡素化の論点から令和5年1月1日以後、個人事業者が納税地に異動が生じても、「所得税・消費税の納税地の異動又

は変更に関する届出書」の提出は不要となる（改正法附則2、3）。また併せて、住所地以外を納税地とする場合に届け出る「所得

税・消費税の納税地の変更に関する届出書」の提出も不要となる。

しかし、納税地の異動に関する届出書が廃止されたことで、振替納税の継続の取扱いがどうなるのかということが不明確となって

いるので、管轄税務署が変更となる場合で、振替納税を行っているときは、税務署に確認が必要か？？
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26.相続税に係る死亡届の情報等の通知

【改正前相続税法】

（市町村長等の通知）

第五十八条 市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、当該届書に記載

された事項を、当該届書を受理した日の属する月の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

【改正内容（大綱）】

（1）相続税に係る死亡届の情報等の通知について、次の見直しを行う。

① 法務大臣は、死亡等に関する届書に係る届書等情報等の提供を受けたときは、当該届書等情報等及び当該死亡等をした者の戸籍等

の副本に記録されている情報を、当該提供を受けた日の属する月の翌月末日までに、国税庁長官に通知しなければならない。

② 市町村長は、当該市町村長等が当該市町村の住民基本台帳に記録されている者に係る死亡等に関する届書の受理等をしたときは、

当該死亡等をした者が有していた土地又は家屋に係る固定資産課税台帳の登録事項等を、当該届書の受理等をした日の属する月の翌

月末日までに、当該市町村の事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

（注）上記の改正は、戸籍法の一部を改正する法律の施行の日以後に適用する。

参考：平成25年に戸籍副本データ管理システム（※）を導入し，法務省において戸籍の副本を管理することとなった。

（※平成25年に東日本大震災での被災を契機に構築）

【信託調書】

（2）信託に関する受益者別（委託者別）調書について、

「信託財産の価額」の欄に記載すべき相続税評価額の算定が困難な場合には、見積価額を記載しなければならないこととする。

（注）上記の改正は、令和５年１月１日以後に提出すべき事由が生ずる調書について適用する。 71



27. 税理士制度の見直し

（出典：日本税理士会連合会ＨＰ）
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１．税理士の業務のＩＣＴ化推進の明確化

（出典：日本税理士会連合会ＨＰ）

法令上は、「努力義務」規定となる予定。一方、当該「努力義務」に対して処分・指導は困難であることから、共に推進していこ

うというスタンス。いやしくも、処分・指導をほのめかすようなe-Tax 利用勧奨は厳に慎むことに留意。電子申告義務化については、

主体はあくまで納税者であり、業法単独での「義務」化は不可能であることに留意。 （国税庁・税理士監理室）
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２．税務代理における利便の向上

（出典：日本税理士会連合会ＨＰ）

代理受領できる通知書については、電子化されている（する）ものを中心に考えており、書面による通知書の代理受領について

は、現行の各国税局(所)の運用の中で対応できるもの（現状行っているもの）とすることで日税連と合意。なお、「税務代理権限

証書」を改訂するとともに、「税務代理権限証書に記載した税務代理の委任が終了した旨の通知書」を通達で創設。（国税庁・税

理士監理室） 74



５．事務所規定の見直し

（出典：日本税理士会連合会ＨＰ）

テレワーク・サテライトワークを認めるための改正であり、現状において設置している事務所・作業場に対して何等かの規制強化

となるものではないことに留意。なお、税理士個人が管理していない場所（例えば、税務署所在地や他人が経営する喫茶店など）は

事務所とはなり得ないことに留意。（国税庁・税理士監理室）
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６．受験資格要件の見直し

（出典：日本税理士会連合会ＨＰ）

「社会科学（に属する科目）」は学問上、確たる定義があるものではないが、人文科学・自然科学以外の文系科目と考えられ、例え

ば、理系や専門科目系の大学においても、一般教養として何等かの科目は履修しているものと考えられる。（国税庁・税理士監理室）
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７．税理士法人の業務範囲拡充

（出典：日本税理士会連合会ＨＰ）

租税教育以外の知識の普及及び啓発のための活動には、簿記会計に関する講演や書籍の出版が含まれることに留意。

（国税庁・税理士監理室）
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９．懲戒逃れをする税理士への対応の強化

（出典：日本税理士会連合会ＨＰ）

懲戒処分を受けるべきであったことの決定（相当決定）に係る予告通知書を送達したタイミングで、日税連にもその旨を通知すること

から、仮に、当該相当決定に係る予告通知書を送達した者からの税理士登録申請があった場合は、税理士法第24 条の登録拒否事由

（旧法24 条７号）に該当するとして、税理士法23 条の通知を日税連に通知することに留意。（国税庁・税理士監理室）
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10．質問検査権の対象範囲の拡大

（出典：日本税理士会連合会ＨＰ）
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11．反面調査及び官公署への協力要請規定の創設（関係人等への協力要請の創設）

（出典：日本税理士会連合会ＨＰ）

課税調査における反面調査ではなく、あくまでも「協力要請」であり、協力要請を受け入れないからといって、不利益な対応は

厳に慎むことに留意。（国税庁・税理士監理室）
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12．税理士法懲戒処分等の除斥期間の創設

（出典：日本税理士会連合会ＨＰ）

課税調査の除斥期間が７年となっており、税理士調査や懲戒処分のための審議に２～３年程度必要であることを踏まえ、除斥期

間を10年と設定していることに留意。なお、他法の除斥期間は弁護士法：３年、民法：３年。（国税庁・税理士監理室）
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13．33条の２に規定する書面の名称変更及び資産税用の様式制定

（出典：日本税理士会連合会ＨＰ）

税理士法33条の２に規定する書面について、汎用（現状版）を改訂するとともに、資産税用を創設。（国税庁・税理士監理室）
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（出典：総務省「令和4年度税制改正について」）
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（出典：総務省「令和4年度税制改正について」）
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