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★平成 31 年度税制改正大綱★ 

 

12 月 14 日、政府与党から「平成 31 年度税制改正大綱」が公表されました。翌年 10 月

1 日、消費税率が 10％に引き上げられることから、消費税導入による景気低迷を回避す

るための政策が盛り込まれた結果、多岐にわたる改正案となっています。 

主要な改正事項は、次のとおりです。 

税目 項目 内容 

所得税 住宅取得に係る税額

控除 

消費税導入による景気対策として、13 年間、住宅借

入金残高に対し、1％の税額控除が認められます。 

相続・

贈与税 

個人事業者の納税猶

予 

個人事業者の事業承継を円滑化するため、事業用資

産に係る相続税・贈与税が全額納税猶予されます。

配偶者居住権 民法改正により、配偶者に認められた居住権が財産

となり、建物や土地評価に変更が生じます。 

法人税 試験研究費に係る税

額控除 

国際的に、試験研究費支出が低いことから、試験研

究費促進のため、税制上の支援を強化する。 

国際課

税 

国際課税の見直し 

オリンピック非課税 

台湾との情報提供 

外国子会社合算制度、移転価格税制、過大支払利子

税制が見直され、オリンピック参加者への非課税措

置、台湾との金融情報報告制度が整備されます。 

 

１、個人所得税 

（１）土地・住宅税制 

①住宅借入金等を有する場合の所得税額控除の創設 

     2019 年 10 月 1 日以後住宅を取得した場合には、13 年間、借入金残高（4,000

万円又は 5,000 万円を限度）に対し 1％の所得税額が控除されます。 

②土地税制の改正 

    イ、空家を譲渡した場合の 3,000 万円控除が 4 年期限延長 

       老人ホーム等に入居したことに伴い、住宅の用に供しない家屋（土地を含む）

を譲渡した場合には、一定の要件を満たす場合、3,000 万円の所得控除が適用

できます（平成 31 年 4 月 1 日以後の譲渡の適用）。 

    ロ、特定土地区画整理事業のために土地を譲渡した場合の 2,000 万円控除 

       重要文化財、史跡、名勝又は天然記念物として指定された土地を文化財保存

活用団体に譲渡した場合にも適用できるようになります。 



（２）金融証券税制 

   ①出国の場合のＮＩＳＡの改正 

     出国の前日までに、「継続適用届出書」を提出し、また帰国した時に「帰国届出

書」を提出した場合、「継続適用届出書」を提出した日から 5 年又は「帰国届出書」

を提出した日の内、いずれか早い日までは、継続適用ができます。 

   ②適用年齢の変更 

ＮＩＳＡ口座開設の年齢が 20 歳以上から 18 歳に以上に引下げられ、ジュニア

ＮＩＳＡの口座開設の上限年齢が 20 歳未満から 18 歳未満に引下げられます。 

（３）森林環境税の創設 

平成 36 年度から、日本国内に住所を有する個人に対し、年額 1,000 円の森林環境

税（国税）が課税されます。 

２、資産課税 

（１）個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設（平成 31 年 1 月 1 日以後適用） 

    これは、個人事業者の事業承継を円滑化するために、新たに創設された税制です。 

   ①相続税の納税猶予制度 

     認定相続人が、特定事業用資産を相続し、事業を継続する場合、特定事業用資産

に係る相続税の全額が納税猶予の対象となります。 

    （注）非上場株式等の相続税の納税猶予制度とほぼ同様です。 

   ②贈与税の納税猶予制度 

     認定受贈者が、特定事業用資産の贈与を受け、事業を継続する場も同様に、贈与

税の全額が納税猶予の対象となります。 

（２）特定事業用宅地等に係る小規模宅地の相続税の課税価格の改正 

    相続開始前 3 年以内に事業の用に供された宅地等は、この特定の対象外とされま

す。これは規定乱用を阻止すために改正されました（平成 31 年 4 月 1 日以後適用）。 

ただし、同日前から事業用に供されている宅地等については、適用対象となります。 

（３）教育資金の一括贈与非課税の見直し（平成 31 年 7 月 1 日以後適用） 

   ①受贈者の合計所得が 1,000 万円を場合には適用できません。 

   ②受贈者が 23 歳に達した日から、教育訓練費用以外の教育費用は、教育資金の範囲

から除外されます（ただし、学校等に支払われるものは除く）。 

（４）結婚・子育て資金の一括贈与非課税の見直し（平成 31 年 4 月 1 日以後適用） 

受贈者の合計所得が 1,000 万円を超える場合には適用できません。 

（５）非上場株式等に係る相続税等の納税猶予の改正（平成 34 年 4 月 1 日以後適用） 

   ①贈与税の納税猶予における受贈者の年齢要件を 20歳から 18歳に引き下げられる。 

   ②認定承継会社が、一定の理由により、資産保有・管理会社に該当した場合でも、該

当した日から 6 ケ月以内にこれを解消した場合には、納税猶予が適用できます。 

（６）受贈者の年齢要件が 20 歳から 18 歳以上に改正（平成 34 年 4 月 1 日以後適用） 



   ①相続時精算課税制度 

   ②直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例 

（７）民法（相続関係）改正による財産評価 

    民法が改正され、2020 年 4 月 1 日から施行される予定です。民法改正は、財産評

価にも影響を与え、次のようになります。 

   ①配偶者居住権が創設されたことによる評価 

    イ、配偶者居住権の評価額 

       ＝建物の時価×[1－×｛（残存耐用年数－残存年数）｝ 

            残存年数 

               ×残存年数に応じた民法の法定利率による複利現価率]   

    ロ、（配偶者居住権が設定された）建物の所有権の評価額 

       ＝建物の時価－配偶者居住権 

    ハ、（配偶者居住権が設定された建物の）敷地の利用に関する権利の評価額 

       ＝土地の時価×（1－残存年数に応じた民法の法定利率による複利現価率） 

    ニ、（配偶者居住権が設定された建物の）敷地の所有権の評価額 

       ＝土地の時価―敷地の利用に関する権利の価額 

      （注）残存耐用年数＝税法の居住用建物の耐用年数×1.5 

      （注）残存年数 

         （イ）居住権が終身の場合   配偶者の平均余命 

         （ロ）その他の場合      協議等による有期の年数 

   ②特別寄与料に関する課税 

    イ、特別寄与料が確定した場合、                              

特別寄与者が、被相続人から遺贈により取得したものとして相続税が課税

されます。 

    ロ、相続人が払う特別寄与料は、その相続人の課税価格から控除されます。 

   ③遺留分制度の改正 

     これまで遺留分請求権は、形成権として物権的効果が認められていましたが、改

正後は、金銭債権となり、金銭請求の対象となります。これに伴い、今後、税法で

は、所要の改正が行われます。 

３、法人税の改正 

（１）研究開発税制の見直し 

試験研究費に関しては、試験研究費の総額に係る税額控除制度、平均売上金額の

10％を超える試験研究費の税額控除制度、中小企業技術基盤強化税制、特別試験研究

費に係る税額控除制度等、多岐にわたり改正が行われおり、試験研究への支援を拡充

しています。 

（２）中堅、中小、小規模事業者への支援 



   ①適用期限の延長 

     法人税の軽減税率、投資促進税制、経営強化税制、経営改善設備、地域未来投資

促進新税制等に関し、適用期限が 2 年延長されます。 

    ②事業継続力強化設備等の特別償却制度 

      中小企業等経営強化法の改正を前提に、同法による事業継続力強化設備等に

関し、20％の特別償却が認められます。 

    ③みなし大法人の範囲 

      中小企業でも、資本金 5 億円以上の大法人の子会社等は、大会社とされ、中小

企業に適用される優遇税制の利用が制限されます。 

（３）法人事業税の改正（平成 31 年 10 月 1 日開始事業年度から適用） 

   ①所得割及び収入割の税率の改正 

    イ、資本金 1 億円以下の普通法人の所得割 

       現行の税率（例、800 万円超 9.6％）を引下げ（例 800 万円超 7％） 

    ロ、資本金 1 億円超の普通法人の所得割 

現行の税率（例、800 万円超 3.6％）を引下げ（例 800 万円超 1％） 

   ②特別法人事業税の創設 

     特別法人事業税は、法人事業税（所得割及び収入割）の納税義務者に対し、法人

事業税額を課税標準として、一定の税率で課税されます。 

    イ、付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算で課税される場合   260％ 

    ロ、所得割額により課税される普通法人の場合            37％ 

   ③特別法人事業譲与税の創設 

     特別法人事業税の収入額を一般財源として都道府県に譲与するための税目が創

設されます。 

（４）法人税における仮想通貨の評価方法（平成 31 年 4 月 1 日開始事業年度から適用） 

   ①時価評価 

     仮想通貨に関し、活発な市場が存在する場合は、時価で評価し、評価損益を計上。 

   ②譲渡原価の計算 

     譲渡原価の算出方法は、移動平均法又は総平均法とし、法定算出法を移動平均法

とする。 

   ③信用取引に係る未決済 

     事業年度末に有する未決済の信用取引は、事業年度末に決裁したものとして、損

益を計上する。 

４、消費税課税 

（１）車体課税の見直し 

    消費税の導入に伴い、平成 31 年 10 月 1 日から減税措置が創設されます。 

（２）海外旅行者の消費税免税制度における臨時販売場に係る届出制度の創設 



外航クルーズ船が寄港する港湾における輸出物品売場に係る届出制度を廃止する

代わりに、新しく設けられた制度です。 

（３）金地金等の仕入税額控除制度の改正 

   ①密輸品と知りながら行った仕入は、仕入税額控除制度の適用ができない。 

   ②金や白金の課税仕入れに関し、本人確認書類の写しを保存することが仕入税額控

除の要件となります。 

５、国際課税 

（１）過大支払利子税制の見直し 

   ①対象金額の改正 

対象支払利子等の額に関し、一定の受取利子が控除されるとともに、日本で受取

人が課税される特定の支払利子等も控除されます。 

   ②損金不算入額等の改正 

     現行、対象支払利子等の額が、調整所得金額の 50％を超える場合に、超える金

額が損金不算入額となりますが、この割合が 20％となり、課税が強化されます。 

（２）移転価格税制の見直し 

   ①移転価格税制の対象となる無形資産の明確化 

     対象となる無形資産は、有形資産及び金融資産以外の資産で、独立企業間で通常

の取引の条件に従って譲渡・貸付等が行われるものとされます。 

   ②独立企業間価格の算定方法の整備 

     比較対象取引が特定できない無形資産等に対する価格算定の方法として有用性

が認められるＤＣＦ法が、法定の方法に加わります。 

   ③評価困難な無形資産に係る価格調整措置の導入 

     評価困難な無形資産に関し、税務署長の更生等の内容、適用免除要件等が明確に

なりました。 

   ④差異調整方法の整備 

     比較対象取引の利益率を参照する差異調整について、定量的に把握することが

困難な差異がある場合、四分位法による差異調整が認められました。 

（３）外国子会社合算制度の見直し 

    米国の法人税率引下げにより、課税対象となる「ペーパーカンパニーの範囲」が縮

小され、また、現地法令基準を用いた場合の基準所得金額が改正されました。�

 

★事務所から★ 

今年 1 年間、お客様をはじめ多くの方からのご厚情に対し、心より御礼申し 
上げます。来年もまた、変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。 
皆様が良い年を迎えられますようお祈り申し上げます。  

（公認会計士辻中事務所・税理士法人みらい）  �


