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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    

 

１１１１．．．．所得税所得税所得税所得税のののの最高税率最高税率最高税率最高税率のののの見直見直見直見直しししし    

現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000 万円超について45％の税率を設ける。 

（注）上記の改正は、平成 27 年分以後の所得税について適用する。 

 

２２２２．．．．ＮＮＮＮＩＳＡＩＳＡＩＳＡＩＳＡのののの創設創設創設創設    

（１）最大500万円の上場株式や公募の株式投資信託等への非課税投資を可能とするＮＩＳＡ

（非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置）を創設 

（２）非課税対象 ： 非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益 

非課税投資額 ： 毎年、①新規投資額及び②継続適用する上場株式等の時価の合計額で

100万円を上限（未使用枠は翌年以降繰越不可） 

非課税投資総額 ： 最大500万円（100万円 × ５年間） 

口座開設期間 ： 平成26年１月１日から平成35年12月31日までの10年間 

保有期間 ： 最長５年間、途中売却は自由（ただし、売却部分の枠は再利用不可） 
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３３３３．．．．金融所得課税金融所得課税金融所得課税金融所得課税のののの一体化一体化一体化一体化のののの拡充拡充拡充拡充    

（１）特定公社債等の利子等については20％源泉分離課税の対象から除外。平成28年1月1日

以後に支払いを受けるべき利子等については20％（所得税15％、住民税5％）の税率によ

る申告分離課税の対象とする。 

（２）特定公社債等の譲渡所得等については，非課税の対象から除外する。平成28年1月1日

以後に譲渡をした場合には、譲渡所得等については20％（所得税15％、住民税5％）の税

率による申告分離課税の対象とする。 

（３）上場株式等の譲渡損失及び配当所得等の損益通算の特例の対象範囲に、特定公社債等

の利子所得及び譲渡所得等を加える。平成28年1月1日以後に譲渡による損失のうち、そ

の年に損益通算をしても控除しきれない金額は翌年以後3年間の繰越控除が可能とする。 

（４）特定公社債以外の公社債及び私募公社債投資信託など一般公社債等の利子等について

は20％源泉分離課税を維持する。ただし、同族会社が発行した社債の利子で，その役員

等が支払いを受けるものは総合課税の対象とする。 

（５）一般公社債等の譲渡所得等についても非課税対象から除外し、20％申告分離課税の対

象とする。ただし、同族会社が発行した社債の償還金でその役員等が支払いを受けるも

のは，総合課税の対象となる。 

（６）株式等に係る譲渡所得等の分離課税については「上場株式等に係る譲渡所得等」と「非

上場株式等に係る譲渡所得等」をそれぞれ別々の分離課税制度に改める。その上で①特

定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税②一般公社債等及び非上場株式

等に係る譲渡所得等の分離課税にそれぞれ改める。 

したがって、これまで確定申告により可能であった上場株式等の譲渡損失と非上場株式

等の譲渡所得との損益通算ができなくなる。 

（注）上記の改正は、平成 28 年 1 月 1 日から適用する。 
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４４４４．．．．住宅税制住宅税制住宅税制住宅税制    

（１）住宅ローン減税を平成26年１月１日から平成29年末まで４年間延長し、その期間のう

ち平成26年４月１日から平成29年末までに認定住宅（長期優良住宅・低炭素住宅）を取

得した場合の最大控除額を500万円に、それ以外の住宅を取得した場合には400万円にそ

れぞれ拡充する。 

（２）自己資金で認定住宅を取得した場合及び省エネ等の一定の住宅リフォームを行った場      

合の所得税の住宅投資減税を拡充する。 
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５５５５．．．．復興支援復興支援復興支援復興支援のためののためののためののための税制上税制上税制上税制上のののの措置措置措置措置    

           （１）高台移転をさらに推進するため一定の要件（注）を満たす防災集団移転促進事業で行

われる土地等の買取りに係る譲渡所得に対しては5,000万円特別控除を適用する。 

（注）一定の要件 

          ① 防災集団移転促進事業が復興特区法の復興交付金事業計画に位置付けられていること 

  ② 防災集団移転促進事業を含む一団地の津波防災拠点市街地形成施設に準ずる事業

（事業期間：３年）として知事の証明を受けていること 

  （注）上記の改正は、平成 25 年 4 月 1日から適用する。 

        （２）東日本大震災の被災者が新たに再建住宅を取得等する場合、住宅ローン減税の最大控

除額を他の地域よりさらに抜本的にかさ上げし、現行の360万円から600万円に引き上げ

る。 

           

 

６６６６．．．．個人住民税個人住民税個人住民税個人住民税におけるにおけるにおけるにおける住宅借入金等特別税額控除住宅借入金等特別税額控除住宅借入金等特別税額控除住宅借入金等特別税額控除    

平成26年以後の所得税における住宅借入金等特別税額控除の適用がある者のうち、当該年

分の住宅借入金等特別税額控除額から当該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残額相当額を以下の限度額の範囲内で減額する。 

居住年                        控除限度額 

平成26年1月～3月      所得税の課税総所得金額等×５％（最高9.75万円） 

平成26年4月～平成29年12月  所得税の課税総所得金額等×７％（最高13.65万円） 
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ⅡⅡⅡⅡ．．．．法人税関係法人税関係法人税関係法人税関係    

 

１１１１．．．．    生産等設備投資促進税制生産等設備投資促進税制生産等設備投資促進税制生産等設備投資促進税制 

（１）青色申告法人 

（２）平成 25 年 4月 1日から平成 27 年 3月 31 日までの間に開始する各事業年度（設立事業年

度を除く） 

(３)「当期の国内の生産等設備への取得価額合計」 

＞「当期の償却費として損金経理した減価償却費」 

かつ 

「当期の国内の生産等設備への取得価額合計」 

＞「前期の国内の生産等設備への取得価額合計」×110％ 

（４）特別償却・・・生産等設備のうち機械装置の取得価額×30％ 

または 

税額控除・・・生産等設備のうち機械装置の取得価額×３％ 

（ただし法人税額×20％を限度） 

（５）生産等設備とは、その法人の製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産（無形

固定資産及び生物を除く。）で構成されているものをいう。なお、本店、寄宿舎等の建物、

事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は、該当しない。 

※対象となるのは生産等設備のうち機械装置のみ（生産等設備は要件の判定のみに使用

される） 

 

２２２２．．．．所得拡大促進税制所得拡大促進税制所得拡大促進税制所得拡大促進税制    

（１）青色申告法人 

（２）平成 25 年 4 月 1日から平成 28 年 3月 31 日までの間に開始する各事業年度 

（３）①「当期の雇用者給与等支給増加額」 ／「基準雇用者給与等支給額」≧ ５％ 

②「当期の雇用者給与等支給額」≧「前期の雇用者給与等支給額」 

③「当期の平均給与等支給額」≧「前期の平均給与等支給額」 

（４）税額控除・・・雇用者給与等支給増加額×10％ 

（ただし大企業等は法人税額×10％、中小企業者等は法人税額×20％を限度とする） 

（５）雇用促進税制、震災特例法等に係る雇用促進税額控除と選択適用 

（６）①国内雇用者・・・役員，特殊関係者等を除く使用人のうち国内に勤務する雇用者 
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②雇用者給与等支給額・・・各事業年度で損金算入される国内雇用者等に対する給与等

の支給額 

③基準事業年度・・・平成25年4月1日以後開始事業年度のうち、最も古い事業年度の前

年度 

④基準雇用者給与等支給額・・・基準事業年度の雇用者給与等支給額 

⑤雇用者給与等支給増加額・・・「当期の雇用者給与等支給額」－「基準雇用者給与等

支給額」 

⑥平均給与等支給額・・・「雇用者給与等支給額から、いわゆる日雇い労働者の給与等

支給額を控除した金額」を「日雇い労働者を除く各月の国内雇用者の合計数」で除し

た額 

             

３３３３．．．．雇用促進税雇用促進税雇用促進税雇用促進税制制制制のののの拡充拡充拡充拡充    

雇用者数が増加した場合の税額控除制度について、税額控除額を増加雇用者数一人当たり20

万円から40万円に引き上げる。（平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する

各事業年度 

（改正前） 

（１）①雇用者数が前事業年度末に比して10％以上及び５人以上（中小企業等は２人以上）

増加 

②前事業年度及び当該事業年度中に、事業主都合による離職者がいないこと 

③給与増加額 ≧ 前事業年度の給与額×雇用者の増加率×30％ 

④事前にハローワークに「雇用促進計画」を届出、かつ、事業年度終了後にハロー

ワークで①、②の確認を受ける。 

（２）税額控除・・・増加した雇用者（雇用保険の一般保険者）１人当たり20万円（ただ

し大企業等は法人税額×10％，中小企業者等は法人税額×20％を限度とする） 

 

４４４４．．．．商業商業商業商業・・・・サービスサービスサービスサービス業業業業・・・・農林水産業等農林水産業等農林水産業等農林水産業等のののの中小企業等中小企業等中小企業等中小企業等のののの設備投資促進税制設備投資促進税制設備投資促進税制設備投資促進税制    

（１）指定事業を営む青色申告法人の中小企業等 

（２）平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に商工会議所，認定経営革新等支援機関等

による法人の経営改善に係る指導及び助言を受けて行う店舗改修等であること 

（３）対象設備・・・器具備品（１台の取得価額が30万円以上） 

建物附属設備（１つの取得価額が60万円以上） 
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（４）特別償却・・・対象設備の取得価額×30％ 

   または 

税額控除（資本金3,000万円以下の中小企業等限定） 

・・・対象設備の取得価額×７％（ただし法人税額の20％を限度とする） 

（５）指定事業・・・卸売業、小売業、サービス業、農林水産業 

 

５５５５．．．．中小法人中小法人中小法人中小法人のののの交際費課税交際費課税交際費課税交際費課税のののの特例特例特例特例のののの拡充拡充拡充拡充    

（１）資本金1億円以下の中小法人に対する定額控除限度額を600万円から800万円までに引き

上げ、かつ、定額控除限度内の10％の損金不算入措置を廃止 

（２）平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度 

（改正前）大法人：全額損金不算入 

中小法人：600万円に達するまでの金額の90％損金算入 

 

６６６６．．．．研究開発税制研究開発税制研究開発税制研究開発税制のののの拡充拡充拡充拡充    

試験研究費の総額に係る税額控除制度の税額控除限度額を「法人税額×20％」から「法人

税額×30％」に引き上げ、特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、一定の共同研

究に係る試験研究費等が追加（平成25年4月1日以降に開始する事業年度から） 

 

７７７７．．．．環境関連投資促進税制環境関連投資促進税制環境関連投資促進税制環境関連投資促進税制（（（（グリーングリーングリーングリーン投資減税投資減税投資減税投資減税））））のののの拡充等拡充等拡充等拡充等    

（１）即時償却制度について、対象資産に熱電併給型動力発生装置（コージェネレーション 

設備）が加えられ、適用期限が2年延長 

（２）30％の特別償却制度または7％の税額控除制度について適用期限が2年延長 

（３）平成25年4月1日以降に開始する事業年度から 

 （改正後） 

 即時償却制度 特別償却 税額控除 

適用法人 青色申告法人 青色申告法人 

青色申告法人の中小

企業者等 

償却額・ 

控除額 

取得価額合計額 取得価額の 30％ 取得価額の７％ 

対象資産 ・太陽光発電設備 ・左記設備以外に 同左 
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・風力発電設備 

・コージェネレーシ

ョン設備 

電気自動車，LED照

明などのエネルギ

ー使用合理化設備 

・定置用蓄電設備

等 

適用期限 

平成 27 年 3 月 31 日

までの期間の取得等 

平成 28 年 3 月 31

日までの期間の取

得等 

同左 

その他 補助金等の交付を受けて取得等をしたものを除外する等の見直し 
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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    

 

１１１１．．．．相続税相続税相続税相続税のののの基礎控除基礎控除基礎控除基礎控除のののの引下引下引下引下げげげげ及及及及びびびび税率構造税率構造税率構造税率構造のののの見直見直見直見直しししし等等等等    

（１） 相続税の基礎控除 

3,000 万円 + 600 万円 × 法定相続人 

（改正前） 

5,000 万円 + 1,000 万円 × 法定相続人 

（２）相続税の税率構造 

改正前 改正後 

1,000 万円以下の金額 10％ 1,000 万円以下の金額 10％ 

3,000 万円以下の金額 15％ 3,000 万円以下の金額 15％ 

5,000 万円以下の金額 20％ 5,000 万円以下の金額 20％ 

1 億円以下の金額 30％ 1 億円以下の金額 30％ 

3 億円以下の金額 40％ 2 億円以下の金額 40％ 

  3 億円以下の金額 45％ 

3 億円超の金額 50％ 6 億円以下の金額 50％ 

  6 億円超の金額 55％ 

平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用 

 

２２２２．．．．未成年者控除未成年者控除未成年者控除未成年者控除・・・・障害者控除障害者控除障害者控除障害者控除のののの見直見直見直見直しししし    

（１）未成年者控除 

20 歳までの１年につき 10 万円 

（改正前）20 歳までの１年につき６万円  

（２）障害者控除 

85 歳までの１年につき10 万円（特別障害者については20 万円） 

（改正前）85 歳までの１年につき６万円 （特別障害者については12 万円）  

※（１）（２）とも平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税に

ついて適用 

 

３３３３．．．．小規模宅地等小規模宅地等小規模宅地等小規模宅地等についてのについてのについてのについての相続税相続税相続税相続税のののの課税価格課税価格課税価格課税価格のののの計算計算計算計算のののの特例特例特例特例のののの見直見直見直見直しししし    
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（１）①特定居住用宅地等の適用対象面積の見直し 

特定居住用宅地等の適用対象面積の上限を 330 ㎡（現行 240 ㎡）に拡大 

②特定居住用宅地等と特定事業用宅地等を併用する場合の限度面積の拡大 

改正前は限定的に併用が認められていた特定居住用宅地等と特定事業用宅地等に

ついて、完全併用（それぞれの限度面積（居住用：330㎡、事業用：400㎡））に適

用を拡大 

③貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算 

（イ）＋（ロ）＋（ハ）≦200 ㎡ 

（イ）特定事業用宅地等×200 ㎡/400 ㎡ 

（ロ）特定居住用宅地等×200 ㎡/330 ㎡ 

（ハ）貸付事業用宅地等 

④平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用 

（２）①一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独

立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地

の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対

応する部分を特例の対象とする。 

②老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷

地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の

直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用する。 

イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。 

ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。 

③平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用 

 

４４４４．．．．暦年課税暦年課税暦年課税暦年課税のののの贈与税贈与税贈与税贈与税のののの税率構造税率構造税率構造税率構造のののの見直見直見直見直しししし    

改正後 

改正前 20 歳以上の者が直系尊属から

贈与を受けた財産 

左記以外 

200 万円以下 10％ 200 万円以下 10％ 200 万円以下 10％ 

300 万円以下 15％ 400 万円以下 15％ 300 万円以下 15％ 

400 万円以下 20％ 600 万円以下 20％ 400 万円以下 20％ 
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600 万円以下 30％ 1,000 万円以下 30％ 600 万円以下 30％ 

1,000 万円以下 40％ 1,500 万円以下 40％ 1,000 万円以下 40％ 

  3,000 万円以下 45％ 1,500 万円以下 45％ 

1,000 万円超 50％ 4,500 万円以下 50％ 3,000 万円以下 50％ 

  4,500 万円超 55％ 3,000 万円超 55％ 

平成 27 年 1 月 1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用 

 

５５５５．．．．相続時精算課税制度相続時精算課税制度相続時精算課税制度相続時精算課税制度のののの適用要件適用要件適用要件適用要件のののの見直見直見直見直しししし    

（１）受贈者の範囲に、20 歳以上である孫（改正前 推定相続人のみ）を加える。 

（２）贈与者の年齢要件を 60 歳以上（改正前 65 歳以上）に引き下げる。 

（３）ともに平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用 

 

６６６６．．．．教育資金教育資金教育資金教育資金のののの一括贈与一括贈与一括贈与一括贈与にににに係係係係るるるる贈与税贈与税贈与税贈与税のののの非課税措置非課税措置非課税措置非課税措置    

（１）祖父母（贈与者）が、金融機関に子・孫（受贈者）名義の口座等を開設し、教育資金

を一括して拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,500万円までを非課税 

（２）教育費の具体的な範囲は、学校などへの入学金や授業料、学校以外の塾や習い事の月

謝等とし、学校以外の者に支払われるものについては500万円を限度とする 

（３）教育資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管 

（４）子・孫が 30 歳に達する日に口座等は終了、残額がある場合にはその時点で贈与税が課

税される 

（５）平成 25 年４月１日から平成 27 年 12 月 31 日までの３年間の措置 

（６）受贈者が死亡した場合の残額については、贈与税を課さない。 

 

７７７７．．．．事業承継税制事業承継税制事業承継税制事業承継税制のののの見直見直見直見直しししし    

（１）要件の緩和 

①納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、経済産業大臣の認定の有効期間（５

年間）における常時使用従業員数の平均が、相続開始時又は贈与時における常時使用従

業員数の80％を下回ることとなった場合に緩和する。 

②経営承継相続人等の要件のうち、非上場会社を経営していた被相続人の親族であること

とする要件を撤廃する。 
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③贈与税の納税猶予における贈与者の要件のうち、贈与時において認定会社の役員でない

こととする要件について、贈与時において当該会社の代表権を有していないことに改め

る。 

④役員である贈与者が、認定会社から給与の支給等を受けた場合であっても、贈与税の納

税猶予の取消事由に該当しないこととする。 

（２）負担の軽減 

①経済産業大臣の認定の有効期間（５年間）の経過後に納税猶予税額の全部又は一部を納

付する場合については、当該期間中の利子税を免除する。 

②民事再生計画の認可決定等があった場合には、その時点における株式等の価額に基づき

納税猶予税額を再計算し、当該再計算後の納税猶予税額について、納税猶予を継続する

特例を創設する。 

③納税猶予税額の計算において、被相続人の債務及び葬式費用を相続税の課税価格から控

除する場合には、非上場株式等以外の財産の価額から控除することとする。 

（３）手続の簡素化  

①経済産業大臣による事前確認制度を廃止する。 

②相続税等の申告書、継続届出書等に係る添付書類のうち、一定のものについては、提出

を要しないこととする。 

③株券不発行会社について、一定の要件を満たす場合には、株券の発行をしなくても、相

続税・贈与税の納税猶予の適用を認めることとする。 

④雇用確保要件が満たされないために経済産業大臣の認定が取り消された場合において、

納税猶予税額を納付しなければならないときは、延納又は物納の適用を選択することが

できることとする。 

（４）平成 27 年 1 月 1 日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について

適用 

 

８８８８．．．．相続税相続税相続税相続税・・・・贈与税贈与税贈与税贈与税のののの納税義務者納税義務者納税義務者納税義務者のののの拡大拡大拡大拡大    

（１）日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しないものが、日本国内に住所を有す

る者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得した国外財産を、相続税又は贈与税の

課税対象に加える。 

（２）平成25年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する国外財産に係る相続

税又は贈与税について適用 
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ⅣⅣⅣⅣ．．．．そのそのそのその他他他他    

 

１１１１．．．．消費税消費税消費税消費税のののの税額計算税額計算税額計算税額計算におけるにおけるにおけるにおける端数処理端数処理端数処理端数処理のののの特例特例特例特例    

（１）平成16年4月1日に廃止された（経過措置により事業者間取引については適用があった）

税抜価格を基礎とする端数処理の特例（旧消規則22、積上計算の特例）復活 

（２）平成26年4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用 

 

２２２２．．．．不動産譲渡契約書等不動産譲渡契約書等不動産譲渡契約書等不動産譲渡契約書等にににに係係係係るるるる印紙税印紙税印紙税印紙税のののの税率税率税率税率のののの特例特例特例特例のののの拡充拡充拡充拡充    

及及及及びびびび領収書領収書領収書領収書にににに係係係係るるるる印紙税印紙税印紙税印紙税のののの免税点引上免税点引上免税点引上免税点引上げげげげ 

（１）不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書に係る印紙税の税率の特例措置について、

その適用期限を５年延長した上、平成26年４月１日以後に作成される文書について、

軽減割合及び適用範囲を拡充する。 

（２）平成26年4月1日以後に作成される領収書に係る印紙税の免税点を５万円未満（改正前

３万円未満）に引き上げる。 

 

３３３３．．．．延滞税等延滞税等延滞税等延滞税等のののの見直見直見直見直しししし    

（１）延滞税の割合は、各年の特例基準割合が年7.3％に満たない場合には、その年中におい

ては、次に掲げる延滞税の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とする。 

① 年14.6％の割合の延滞税 当該特例基準割合に年7.3％を加算した割合 

② 年7.3％の割合の延滞税 当該特例基準割合に年１％を加算した割合（当該加算した

割合が年7.3％を超える場合には、年7.3％の割合） 

（２）その他利子税等の割合の見直し 

（３）平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等について適用 
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