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● ● ● 経営情報あれこれ ● ● ● 

≫≫≫≫≫≫≫≫ 令和２年２月号 ≪≪≪≪≪≪≪≪ 

★2019 年分確定申告★ 

  

2019 年（平成 31 年及び令和元年）分の個人所得税・消費税、贈与税に関する確定申告が 2

月より始まります。今月は、所得税等の確定申告に関し、その概要をご紹介します。 

 

１、確定申告の申告期限等 

（１）申告期限と納付期限 

   確定申告の申告や税金の納付期限等は、次のとおりです。 

税目 申告期限 申告書の提出先 納付期限 振替納期限 

個人所得税 

復興特別所得税 

3 月 16 日（月） 納税地の税務署長 3 月 16 日 4 月 21 日（火）

贈与税 3 月 16 日（月） 住所地の税務署長 3 月 16 日  

個人消費税 3 月 31 日（火） 納税地の税務署長 3 月 31 日 4 月 23 日（木）

 

（2）確定申告書に必要な事項 

   確定申告には、一定の事項の記載又は必要書類の添付（又は提示）が必要となります。 

項目 添付する書類（又は申告時に提示） 

マイナンバーの記載 本人確認書類の写し

（いずれかを選択）

マイナンバーカードの両面コピー 

通知カード＋運転免許証又は保険証等

社会・生命・地震保険料 支払いの（控除）証明書 

医療費控除 医療費控除の明細書又は医療費通知（原本）、各種証明書 

（領収書は、税務署への提示のため、5 年間自宅で保存） 

セルフメディケーション 明細書、一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類 

ふるさと納税（寄付金） ワンストップ特例を適用している人であっても、5 ケ所を超

える場合及び確定申告をする場合には、全てを記載し申告 

寄付金控除 受領書、証明書、控除のための書類等が必要 

扶養・障害者・配偶者 国外居住親族の場合、親族関係書類、送金関係書類 

住宅借入金等特別控除 計算明細書、借入金残高証明書、住宅取得契約書等 

財産債務調書 合計所得が 2 千万円超かつ財産が 3 億円（有価証券等 1 億）

国外財産調書 国外財産が 5 千万円超の場合 

住宅取得資金の贈与特例 戸籍謄本、登記事項証明書、申告書に一定の記載等 

贈与税の配偶者控除 申告書に一定の記載、戸籍謄本等、登記事項証明書等 
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２、所得税の確定申告 

（１）所得税（復興特別所得税を含む）の確定申告をしなければならない人 

   ①給与所得があり、かつ納付する所得税がある者で次のいずれかに該当する場合 

    イ、給与の収入金額が２，０００万円を超える場合 

    ロ、給与を１か所から受け、その他の所得（給与所得及び退職所得を除く）が２０万 

円を超える場合 

    ハ、給与を２か所以上から受け、年末調整されない給与収入とその他の所得（給与所

得及び退職所得を除く）の合計が２０万円を超える場合 

    ニ、同族会社の役員等で、同族会社から貸付金利子、賃借料、使用料を受けた場合 

    ホ、給与について、災害減免法により所得税等の徴収猶予や還付を受けた場合 

    ヘ、在日大使館等に勤務する方や家事使用人で、所得税等の源泉徴収をされない場合 

   ②公的年金等に係る雑所得のみの者 

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引きと、残額ある場合     

   ③退職所得がある者 

外国企業からの退職金等源泉徴収されない退職収入がある場合 

   ④上記①〜③以外の者 

各種所得に関し、配当控除適用後において、所得税がある場合 

   （注、上記①〜③に関しては、適正に年末調整や源泉徴収がなされていることが前提） 

（２）確定申告すれば税金が戻る場合 

    次のような者で、源泉徴収された税金や予定納税した税金が過大となっている場合に

は、還付を受けるための申告をすることで税金が還付されます。 

   ①源泉徴収された配当所得や原稿料がある場合 

年間所得金額が一定額以下の場合。  

   ②年の中途で退職し、その後就職しなかった者で、年末調整を受けていない場合 

   ③給与所得者等の場合 

雑損控除、医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等控除（年末調整で控除されてい

る場合を除く）、各種寄付金特別控除、住宅改修特別税額控除等の適用を受ける場合 

     さらには、年末調整の対象となっていない所得控除（社会保険料控除、小規模企業

共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除等がある場合 

   ④退職所得のある場合 

    イ、退職所得を除く各種所得金額の合計額から所得控除を引くと赤字になる場合 

    ロ、「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、源泉徴収が正規の税額を超える。 

（３）年金所得者に係る確定申告不要制度 

次のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税等の

確定申告は必要ありません。 

   ①公的年金等（源泉徴収の対象になるもの）の収入金額が 400 万円以下 

   ②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20 万円以下 
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３、贈与税の確定申告 

        （１）暦年課税による贈与税の申告書の提出が必要な人（通常の贈与） 

2019 年中に 110 万円を超える財産（経済的利益を含む）の贈与を受けた人 

（注）居住用財産の配偶書控除（2000 万円の非課税）、住宅取得資金 1200 万円（又は 700

万円）の非課税の適用を受ける人は、必要書類を添付して申告する必要があります。 

（２）相続時精算課税による贈与税の申告書の提出が必要な人 

    贈与を受けた財産に関し、相続時に精算する課税方式を選択した人 

（注）贈与を受けた財産の金額が 110 万円以下でも申告する必要があります。 

４、個人消費税の確定申告 

 （１）個人消費税の確定申告が必要な人 

    ①消費税の基準期間（２年前、今年の場合は平成 29 年の 1 年間）の課税売上が 1,000 

     万円超の個人事業者、又は平成 30 年 1 月 1 日～同年 6 月 30 日の課税売上が 1000

万円を超える事業者 

②課税売上が 1,000 万円以下で「消費税の課税事業者選択届出書」を提出している個

人事業者 

 （２）簡易課税の選択適用の届出と廃止 

     基準期間の課税売上が 5,000 万円以下の課税事業者は、簡易課税制度の選択適用を 

する場合、又は選択した簡易課税制度の選択適用を廃止する場合には所定の届出が必

要です。また、届出期限は適用する年度（例えば、令和 2 年分から適用）の前年度末

（令和 1 年 12 月 31 日）までですので注意して下さい。 

５、所得金額の計算と課税方式 

（１）概要 

所得税が課税される所得には、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所

得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、雑所得の 10 種類の所得があります。

各所得において、総合課税の対象となる所得、源泉分離課税の対象となる所得、申告分

離課税の対象となる所得があります。総合課税の対象となる所得でも損益通算の対象と

なるものとならないものがあります。 

さらに、各所得の計算において、控除される金額が異なります。 

（２）各所得の計算と課税方式 

①利子所得 

  利子所得に関する課税方式は、次のとおりです。 

イ、源泉分離課税・・・金融機関の預金利子、公社債利子、私募の公社債信託等 

ロ、申告分離課税・・・特定公社債利子、公募公社債投資信託又は運用投資信託 

ハ、総合課税・・同族会社が発行する公社債、民間外国債、源泉徴収されない公社債 

ニ、非課税・・・障害者の少額預金・公債、勤労者財産形成住宅・年金貯蓄 

（注）勤労者の勤務先預金利子、学校債・組合債の利子、身元保証金の利子、定期積    

   金の補填金は、雑所得となります。 
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   ②配当所得 

  配当所得についての課税制度は、次のとおりです。 

イ、確定申告をする必要のない配当所得（源泉分離課税） 

   次の配当所得は、支払時の源泉徴収でもって課税関係が終了します。 

 （イ）源泉分離とされる私募公社債等運用信託等の収益の分配金 

 （ロ）源泉分離とされる国外私募公社債等運用信託等の収益の分配金 

ロ、確定申告をしないことを選択できる配当所得（源泉分離課税） 

次のものは、確定申告して所得税の還付を受けるか、源泉徴収だけで課税完了

する確定申告不要制度を選択できます。 

  （イ）少額配当（年１０万円以内、１ケ月当たり１０万円÷１２ケ月） 

（ロ）大口株主等以外の株主（持株比率 3％以下）が受ける上場株式の配当 

（ハ）内国法人から受ける公募投資信託（特定株式投資信託を除く）の収益分配 

（ニ）特定投資法人から受ける配当等 

（ホ）公募特定受益証券発行信託の収益分配 

（ヘ）内国法人から受ける公募特定目的信託の社債的受益権の剰余金配当 

    ハ、上場株式等に係る配当所得の申告分離課税 

       上場株式等（上記ロの（ロ）～（ニ））については、原則として総合課税とされ

ますが、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができます。 

       この申告分離課税を選択するメリットは、上場株式の譲渡損失との損益通算が

できることにあります。 

      （注）申告分離課税を選択するできる上場株式等に関し、総合課税又は申告分離

課税の選択は、銘柄ごとの適用は出来ず、一括しての適用となります。 

    ニ、総合課税の対象となる配当所得 

       次の配当所得は、総合課税の配当所得となります。 

     （イ）非上場株式等の配当（少額配当は申告不要を選択できます） 

     （ロ）持株比率 3％超の上場株式等に係る配当 

    ホ、特定口座の活用  

上場株式等に係る譲渡損益及び配当所得は、特定口座内で損益通算ができ、そ

の口座ごとに申告不要制度の選択、譲渡損失の申告を選択することができます。  

    ヘ、みなし配当 

       配当所得には、実際に配当を受けていなくても、一定の行為により、利益（剰

余金）の分配とみなされるものがあります。これをみなし配当といいます。この

みなし配当は、総合課税の対象となりますので注意が必要です。 

     （イ）自己株式の取得（相続財産の譲渡の場合を除きます）。 

     （ロ）資本の払戻し、残余財産の分配 

     （ハ）法人の合併（適格合併を除きます）、その他組織再編（適格なものを除く） 

   ③譲渡所得 
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     譲渡所得は、総合課税の譲渡所得、分離課税となる株式等や土地建物等の譲渡所得

に分けられます。 

    イ、総合所得の譲渡所得 

       ゴルフ会員権、金等の貴金属、機械、書画骨董の譲渡による損益は、総合所得

となり、他の所得と合算され課税されます。 

     （イ）短期譲渡所得と長期譲渡所得 

         資産の保有期間が５年を超えるかどうかで短期譲渡所得と長期譲渡所得

に区分されます。譲渡所得の計算においては５０万円の特別控除制度があり、

さらに、長期譲渡所得に関しては所得計算上 50％の控除が適用されます。 

     （ロ）ゴルフ会員権の損益通算 

         ゴルフ会員権（生活に通常必要のない資産）の譲渡損失は、他の所得と損

益通算ができないので注意してください。 

    ロ、株式等の譲渡所得 

       株式等の譲渡所得は、他の所得と区分して課税される分離課税制度が適用され 

ます。 

     （イ）一般株式と上場株式等との区分 

   株式等の譲渡については、一般株式に係る譲渡所得と上場株式等に係る譲

渡所得に区分されます。 

     （ロ）損益通算 

一般株式の譲渡損益と上場株式等の譲渡損益との損益通算は出来ません。

ただし、上場株式等の中での損益通算はできます。また、上場株式等の譲渡

損失は、上場株式等の配当等との損益通算ができます。 

     （ハ）上場株式等の損失の繰越控除 

損益通算により控除できない上場株式等の譲渡損失は、翌年以降 3 年間、

繰越し、翌年以降の利益から控除することができます。      

     （ニ）特定口座内の上場株式等の譲渡損益 

         特定口座内の上場株式等の譲渡損益は、その口座内の配当所得等と損益通

算ができ、また、その譲渡損益を確定申告するか、しないかに関しても特定

口座ごとに選択できます。 

    ハ、土地・建物等の分離課税 

     （イ）損益通算 

         土地・建物等を譲渡した場合の損益は、他の土地・建物等の譲渡損益と損

益通算ができますが、株式等の譲渡損益や総合課税の対象となる各種所得と

の損益通算はできません。 

     （ロ）分離課税 

         一般に、土地・建物等の損益は、他の所得との合算ではなく、保有期間が

5 年超の長期の場合には 20％の税率、5 年以下の場合には 40％の税率の分
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離課税となります（復興税が別途課税されます）。 

         ただし、譲渡した土地・建物が居住用資産である場合、特別控除、特例、

低い税率での分離課税となり、ほとんど税金負担が無いように配慮されてい

ます。 

     （ハ）その他 

         収用等により土地等を売却した場合の特別控除、交換の場合の特例、買い

替えの場合の特例、相続財産を譲渡した場合の特例等、土地・建物等の譲渡

に関しては、多くの特例措置があります。 

   ④雑所得 

     雑所得は、利子所得から一時所得のいずれにも該当しない所得をいい、次のように 

区分され、課税されます。  

イ、公的年金等の収入 

一定金額を超える場合には、雑所得として総合課税の対象となります。 

ロ、源泉徴収で課税関係が完了する収入 

 （イ）定期積金、外貨建預貯金口座の為替差益、貴金属の売戻条件付き売買益 

    一時払養老保険の差益（保険期間が５年超で５年内に解約したもの） 

 （ロ）割引債の償還差益 

ハ、分離課税とされる先物取引の差益 

ニ、その他の雑所得 

（イ）家内労働者、集金人、外交員等の収入には、65 万円の控除が認められます。 

（ロ）非営業の貸付金の利子（雑所得）と元本の貸倒損失（雑所得の必要経費） 

（２）損益通算 

   ①第一段階 

     各所得は、総合課税所得、分離課税所得に区分され、それぞれの中で損益通算でき

ます（ただし、源泉徴収で課税関係が完了するものを除く）。 

   ②第二段階 

     総合課税の配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得及び譲渡所得は損益通算の

対象となります。 

６、 近の税制改正 

（１）所得税 

   ①住宅ローン控除の特例 

     2019 年 10 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日までに、新築住宅を取得し、居住の用に

供した場合には、現行の 10 年間の住宅ローン控除に加え、控除期間が 3 年間延長さ

れます。 

   ②空家譲渡の場合の特別控除 

     被相続人の居住用（老人ホーム等に入居していた場合を含む）の土地・建物で、一

定の要件を満たす空家となっているものを相続開始から 3 年以内に譲渡した場合に
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は、譲渡所得の計算上、3,000 万円の特別控除がうけられます。 

   ③確定申告書の記載事項と添付書類 

     2019 年（令和元年）分の確定申告から次のようになります。 

    イ、記載事項 

       確定申告書で適用受ける所得控除額と給与の年末調整で適用を受けた所得控

除が同額である場合には、確定申告では簡便な記載によることができます。 

    ロ、添付書類 

       次の書類に関しては、確定申告に添付し、又は確定申告の際に提示することが

不要になりました。 

     （イ）給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票 

     （ロ）オープン証券投資信託の収益の分配の支払通知書 

     （ハ）配当等とみなす金額に関する支払通知書 

     （ニ）上場株式配当等の支払通知書 

     （ホ）特定口座年間取引報告書 

     （ヘ）未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書 

     （ト）特定割引債の償還金の支払通知書 

（２）贈与税 

   ①教育資金の贈与、結婚・子育て資金の贈与 

     これの特例は、2019 年 4 月 1 日以後、受贈者の合計所得金額（前年度）が 1,000

万円を超える場合には適用できません。また、教育資金について、同年 7 月 1 日以後、

23 歳超の受贈者に支出される教育資金に制限が設けられました。 

   ②個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予 

     2019 年 1 月 1 日以後、個人事業者の後継者が事業を継続していく場合には、特定

事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度が創設されました。 

（３）消費税 

2019 年 10 月 1 日から、消費税率が 10％に引上げられました。同年 3 月 31 日までに

契約した電気料金、請負工事、資産の貸付、役務の提供、リース資産の譲渡等に関する

経過措置（8％）があり、また飲食料品や定期購読新聞は、8％の軽減税率が適用されま

す。さらに、区分記載請求書の保存と帳簿への記載が求められます。 

 

 

★事務所から★ 

個人の所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告等に関し、ご不明な点やお手伝

いが必要な場合には、税理士法人みらいまで、ご連絡いただければ幸いに存じます。 

                     （公認会計士辻中事務所、税理士法人みらい）   


