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ⅠⅠⅠⅠ．．．．所得税関係所得税関係所得税関係所得税関係    

 

１．給与所得控除 

 

（１）給与所得控除の上限の設定 

平成 25 年分より、給与所得の収入金額が 15,000 千円を超える場合の給与所得控除額に

ついては 2,450 千円の上限が設けられました。 

収入金額 給与所得控除額 

～1,625,000 円以下 650,000 円 

1,625,000 円超～1,800,000 円以下 収入金額×40% 

1,800,000 円超～3,600,000 円以下 収入金額×30%+180,000 円 

3,600,000 円超～6,600,000 円以下 収入金額×20%+540,000 円 

6,600,000 円超～10,000,000 円以下 収入金額×10%+1,200,000 円 

10,000,000 円超～15,000,000 円以下 収入金額×5%+1,700,000 円 

15,000,000 円超           2,450,000 円 

 

 

（２）特定支出控除の見直し 

  平成 25 年分より、特定支出控除について次のように見直されます。 

イ．特定支出の範囲の拡大 

  特定支出の範囲に次の支出が追加されます。 

①職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費 

②職務と関連のある図書等の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常必要な

交際費（勤務必要経費。上限 65 万円） 

 ロ．適用判定・計算方法の見直し 

  ①給与等の収入金額が 1,500 万円以下である場合  

適用判定・・・特定支出の額の合計額（Ａ）＞給与所得控除額×1/2 

   特定支出控除額・・・（Ａ）－給与所得控除額×1/2 

 を給与所得控除額に加算 
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  ②給与等の収入金額が 1,500 万円を超える場合 

   適用判定・・・特定支出の額の合計額（Ａ）＞1,250 千円 

   特定支出控除額・・・（Ａ）－1,250 千円 を給与所得控除額に加算 

 

２．特定役員退職手当等の退職所得控除の制限 

平成 25 年１月１日以後に支払うべき退職手当等から特定役員退職手当等に係る退職所

得の金額については、 

退職手当等の収入金額－退職所得控除額とされます。 

（１／２課税の一部廃止） 

特定役員退職手当等とは、役員等（①～③）としての勤続年数が５年以下である者が、

退職手当等の支払をする者から当該役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を

受けるものをいいます。 

①法人税法第２条第 15 号に規定する役員 

②国会議員及び地方公共団体の議会の議員 

③国家公務員及び地方公務員 

       

 

３．租税特別措置等 

 

① 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、税額控除額の

上限額を50 万円（改正前：100 万円）に引き下げた上、その適用期限を２年延長。 

 

② 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲

渡資産の譲渡対価に係る要件を1.5 億円（改正前：２億円）に引き下げた上、その適

用期限を２年延長。（平成24 年１月１日以後に行う居住用財産の譲渡から適用） 

 

③ 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除につ

いて、適用対象から一団の住宅建設に関する事業を除外した上、その適用期限を３年

延長。 
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④ 山林所得に係る森林計画特別控除について、見直しを行った上、その適用期限を３年

延長。 

 

⑤ 国に対して重要文化財に準ずる文化財を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例（２分

の１課税）について、見直しを行った上、その適用期限を２年延長。 

 

⑥ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を２年延長。 

 

⑦ 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を２年延長。 

 

⑧ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、低炭素まちづくり促進法

（仮称）の制定に伴い、同法に規定する認定省エネルギー建築物（仮称）のうち一定

の住宅（以下「認定住宅」）の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得

をして平成24 年又は平成25 年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年

末残高の限度額及び控除率が次のとおりとなります）。 

居住年 控除期間 年末残高の限度額 控除率 

平成24 年 10 年間 4,000 万円 １.０％ 

平成25 年 10 年間 3,000 万円 １.０％ 

 

⑨ 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について見直しを行います。 

 

⑩ 源泉徴収義務者が給与所得者等から提出を受けた源泉徴収関係書類の保管・提出につ

いて、下記の給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた給与等の支払者等は、

当該申告書等をその提出期限の属する年の翌年１月10 日の翌日から７年間保管する

こととなりました。また、税務署長が当該申告書等の提出を求めたときは、当該給与

等の支払者等は当該申告書等を税務署長に提出することとなりました。 

(イ) 給与所得者の扶養控除等申告書 

(ロ) 従たる給与についての扶養控除等申告書 

(ハ) 給与所得者の配偶者特別控除申告書 

(ニ) 給与所得者の保険料控除申告書 
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(ホ) 退職所得の受給に関する申告書 

(へ) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 

(ト) 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 

 

⑪ 源泉徴収に係る所得税の納期の特例について、７月から12 月までの間に支払った給

与等及び退職手当等につき徴収した所得税の納期限を翌年１月20 日（現行：翌年１

月10 日）とし、 給与・退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例は廃

止されます。（平成24 年７月１日以後に支払うべき給与等及び退職手当等から） 

 

 

 

ⅡⅡⅡⅡ．．．．法人税関係法人税関係法人税関係法人税関係    

 

１．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を２年延長

します。 

 

２．交際費等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、中小法

人に係る損金算入の特例の適用期限を２年延長します。 

 

３．使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限を２年延長します。 

 

４．中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用期限を２年

延長します。 

 

５．特定の資産の買換えの場合等の課税の特例における長期所有の土地、建物等から国内

にある土地、建物、機械装置等への買換えについて、次の買換資産の見直しを行った

上、その適用期限を３年延長します。 

イ．土地等の範囲を事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されているもののうち

その面積が300 ㎡以上のものに限定します。 

ロ． 貨物鉄道事業用の機関車の範囲から入換機関車を除外します。 
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６．中小企業投資促進税制について、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機

器等を追加するとともに、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上、その適用期限

を２年延長します。 

 

７．試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10％を超える試験研究費に

係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を２年延長します。 

 

８．環境関連投資促進税制について、対象資産のうち太陽光発電設備及び風力発電設備

を電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の認定設備

で一定の規模以上のものに限定した上、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの

間に当該設備の取得等をし、その事業の用に供した場合には、普通償却限度額との

合計で取得価額まで特別償却ができることとします。 

 

９．関連者間の利子を利用した租税回避への対応（過大支払利子税制の導入） 

所得金額に比して過大な利子を関連者間で支払うことを通じた租税回避を防止するため、法人の関

連者に対する純支払利子等の額が調整所得金額の50％を超える場合には、その超える部分の金額は、

当期の損金の額に算入しないものとします。 

（関連者支払利子等には、その関連者に対する支払利子等でその支払を受ける関連

者において我が国の法人税の課税所得に算入されるもの等は、含まれないものとし

ます。） 

  

 

 

ⅢⅢⅢⅢ．．．．相続税相続税相続税相続税・・・・贈与税関係贈与税関係贈与税関係贈与税関係    

 

１．直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の

ように改正されます。 

イ 非課税限度額（現行1,000 万円）を次のとおりとします。 

(ｲ) 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合 

(a) 平成24 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500 万円 
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(b) 平成25 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,200 万円 

(c) 平成26 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000 万円 

なお、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等をした者（当該住宅用家屋が原発警戒

区域内に所在する者を含みます。以下ロまでにおいて「東日本大震災の被災者」とい

います。）については、非課税限度額を1,500 万円とします。 

(ﾛ) 上記(ｲ)以外の住宅用家屋の場合 

(a) 平成 24 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000 万円 

(b) 平成25 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 700 万円 

(c) 平成26 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 500 万円 

なお、東日本大震災の被災者については、非課税限度額を1,000万円とします。 

ロ 適用対象となる住宅用家屋の床面積については、東日本大震災の被災者を除き、240 ㎡

以下とします。 

ハ 適用期限を平成26 年12 月31 日までとします。 

（平成24 年１月１日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税から） 

 

２．住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限を３年延長。 

 

３．山林に係る相続税の納税猶予制度 

林業経営相続人（被相続人の推定相続人であって、認定計画が定められている区域内に

存する山林を一括して取得することにつき、農林水産大臣の確認を受けた後継者）が、森

林経営計画（市町村長等の認定・農林水産大臣の確認を受けたものに限ります。以下「認

定計画」といいます。）が定められている区域内に存する山林（立木及び林地）について

当該認定計画に従って施業を行ってきた被相続人からその山林を一括して取得し、当該認

定計画に基づいて引き続き施業を継続していく場合には、その林業経営相続人が納付すべ

き相続税額のうち、その山林（施業及び路網整備を行う区域内に存するもののうち一定の

ものに限ります。）に係る課税価格の80％に対応する相続税の納税を猶予する制度が創設

されます。 
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ⅣⅣⅣⅣ．．．．そのそのそのその他他他他    

 

１．不動産取得税 

（１）宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の２分の１とする特例措置

の適用期限を３年延長。 

 

（２）住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率（本則４％）を３％とする特例措

置の適用期限を３年延長。 

 

２．消費税 

消費税が非課税とされる介護サービスの範囲に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、

複合型サービス及び地域支援事業として要支援者等に対して行われる資産の譲渡等を加

えることとします。 

 

３．国外財産調書制度の創設 

① 国外財産調書の提出 

その年の12月31日において価額の合計額が５千万円を超える国外に所在する財産

（以下「国外財産」といいます。）を有する居住者は、当該財産の種類、数量及び価

額その他必要な事項を記載した調書（以下「国外財産調書」といいます。）を、翌年

3月15日までに、税務署長に提出しなければならないこととします。 

② 過少申告加算税等の特例 

イ 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の特例 

国外財産に係る所得税又は相続税について申告漏れ又は無申告（以下「申告漏れ等」

といいます。）がある場合において、提出された国外財産調書（更正・決定を予知し

て期限後に提出されたものを除きます。）に、当該申告漏れ等に係る国外財産の記載

があるときは、当該記載がある部分につき課する過少申告加算税（10％､15％）又は

無申告加算税（15％､20％）については、通常課されるこれらの加算税額から当該申

告漏れ等に係る所得税又は相続税の５％に相当する金額を控除した金額とします。 

ロ 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の特例 

イに係る所得税について申告漏れ等がある場合において、その年分の国外財産調書
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の提出がないとき（更正・決定を予知して期限後に提出されたときを含みます。）又

は提出された国外財産調書に当該申告漏れ等に係る国外財産の記載がない（記載不備

を含みます。）ときは、当該提出又は記載がない部分につき課する過少申告加算税

（10％､15％）又は無申告加算税（15％､20％）については、通常課されるこれらの加

算税額に当該申告漏れ等に係る所得税の５％に相当する金額を加算した金額としま

す。 

（注）上記の改正は、平成26年１月１日以後に提出すべき国外財産調書について適用

します。
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及川小四郎会計事務所及川小四郎会計事務所及川小四郎会計事務所及川小四郎会計事務所    

 

 

宮城県仙台市青葉区上杉 3 丁目 3-21 

上杉 NS ビル 4A 

 

TEL：022-397-9841 FAX：022-397-9842 

URL：http://oikawakaikei.web.fc2.com/ 

 

 

 

 


