
１　2018年度・2019年度の5大ニュース
２　2018年度の総括
３　2019年度の主なニュース
４　今後の対応

#2137

2019年度　税務5大ニュース

Index



2

Business Report

１　2018年度・2019年度の5大ニュース

　「デフレ脱却」と「経済再生」が経済の最重要課題とされる中、税制面においては、
2 0 1 8 年度に所得拡大促進税制のさらなる整備などが講じられたことにより、雇用・所得
環境の改善に一定の効果が得られたとの意見があります。
 一方、少子高齢化が進む中、持続的な成長を実現するためには、潜在成長率を引き上げ
ていくことが重要です。2 0 1 9 年度においては、イノベーションを促進する研究開発を後
押しする研究開発税制を見直すとともに、中小企業による生産性向上のための投資を支
援する措置が講じられます。また、消費税率の引き上げに伴う駆け込み需要と反動減と
いった大きな需要変動の平準化を目的とする措置も講じられます。

●2018年度

所得拡大促進税制
従前の適用要件について追加・廃止等の⾒直しがなされるとともに、税額控除額の算定
方法が改正されました。教育訓練費の増加割合に応じて税額控除割合を増加させる措置
も講じられました。

給与所得控除・公的年
⾦等控除・基礎控除の
⾒直し

給与所得控除・公的年⾦等控除の⾦額を引き下げるとともに、その一部を基礎控除に振
り替える措置が講じられました。

事業承継税制の特例の
創設等

「納税猶予の対象となる株式数」や「納税猶予額」その他、中小企業の代替わりを促進
するため、10年間の特例措置として事業承継税制が抜本的に拡充されました。

一般社団法人等に対す
る贈与税・相続税の⾒
直し

個人から一般社団法人等に対して財産の贈与等があった場合あるいは、一般社団法人等
の役員である者が死亡した場合における贈与税・相続税課税について強化する措置が講
じられました。

小規模宅地等について
の相続税の課税価格の
計算の特例

小規模宅地等についての課税の特例の適用要件を形式的に充足させることによる節税ス
キームに対して、課税を強化する措置が講じられました。

●2019年度

研究開発税制の⾒直し

総額型について増加インセンティブを強化する観点から控除率が⾒直されます。また、
高い水準の研究開発を⾏っている企業については控除率を割り増しする措置を講じたう
え、従来の高水準型については総額型に統合される形で廃止されることとなる他、オー
プンイノベーション型の対象範囲が拡充されます。

中 小企 業に おけ る防
災・減災設備に係る特
別償却制度の創設

事業活動に災害が与える影響を踏まえて事前防災を促進する観点から、事業継続⼒強化
計画（仮称）に基づいて中小企業が⾏った防災・減災設備への投資を対象に、特別償却
ができる制度が創設されます。

仮想通貨の取扱い
経済取引が多様化する中、適正な課税を確保する観点から、仮想通貨の取り扱いについ
て整備されます。

消費税率の引き上げに
伴う対応

消費税率の引き上げに伴う駆け込み需要と反動減といった大きな需要変動の平準化を目
的として、住宅ローン減税の拡充や⾃動⾞税の減税が⾏われます。

特定事業用宅地等に係
る小規模宅地等の特例
の⾒直し

課税の適正化の観点から、特定事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課
税価格の計算の特例の適用対象となる「特定事業用宅地等の範囲」が⾒直されます。

（出所：税理⼠法人AKJパートナーズ作成）

（図表1）【2018年度・2019年度の税務5大ニュース】
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２　2018年度の総括

 安倍内閣は、これまで、「デフレ脱却」と「経済再生」を経済の最重要課題として取り
組んできました。アベノミクスの推進により、税制面においても種々の方策を講じた結
果、生産年齢人口が4 5 0万人減少する中においても、経済は1 0％以上成長し、雇用は2 5 0
万人増加するとともに、賃金も2 ％程度の賃上げが5 年連続で実現しているといわれてい
ます。これからは少子高齢化といった構造的な課題への対処の他、財政健全化を確実に
推し進めていくため、今後も税制面から種々の方策が講じられるものと想定されます。

３　20 1 9年度の主なニュース

1）研究開発税制の見直し
 企業が国際的競争を勝ち抜くためには、積極的な研究開発投資が必要と考えられること
から、研究開発投資の「量」をさらに増加させるとともに「質」の向上を目的として、
「控除率（控除額）」や「控除上限額」の見直しの他、オープンイノベーション型の対
象範囲の拡充などが行われます。なお、本改正は2 0 1 9年4月1日以後に開始する事業年度
から適用されます。

1 .控除率（控除額）の見直し
 研究開発税制には、「総額型」「中小企業技術基盤強化税制」「高水準型」「オープン
イノベーション型」の4 つのタイプがあります。
　そのうち、総額型について増加インセンティブを強化する観点から控除率が見直され
ます。また、高い水準の研究開発を行っている企業については控除率を割り増しする措
置を講じたうえ、従来の高水準型については総額型に統合される形で廃止されることと
なります。
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制度 改正前 改正後

試験研究費の総額に下記の控除率を乗じて税額控除
額を算定する。

試験研究費の総額に下記の控除率を乗じて税額
控除額を算定する。

【増減試験研究費割合（注1） ＞5％の場合】 【増減試験研究費割合＞8％の場合】

9％＋（増減試験研究費割合－5％）×0.3 9.9％＋（増減試験研究費割合－8％）×0.3

【増減試験研究費割合≦5％の場合】 【増減試験研究費割合≦8％の場合】

9％－（5％－増減試験研究費割合）×0.1 9.9％－（8％－増減試験研究費割合）×0.175

【設⽴事業年度・比較試験研究費の額（注2）が0】 【設⽴事業年度・比較試験研究費の額が0】

一律8.5％ 一律8.5％

※ 控除率の上限は14％、下限は6％とされる ※ 控除率の上限は14％、下限は6％とされる

【上乗措置（割増控除率）】（注3）

上記控除率×（試験研究費割合（注4）－
10％）×0.5

（控除割増率は10％を上限）

試験研究費の総額に下記の控除率を乗じて税額控除
額を算定する。

試験研究費の総額に下記の控除率を乗じて税額
控除額を算定する。

【原則的控除率】 【原則的控除率】

12% 12%

【増減試験研究費割合＞5％の場合】 【増減試験研究費割合＞8％の場合】

12％＋（増減試験研究費割合－5％）×0.3 12％＋（増減試験研究費割合－8％）×0.3

※ 控除率の上限は17％とされる ※ 控除率の上限は17％とされる

【上乗措置（割増控除率）】（注3）

上記控除率×（試験研究費割合（注4）－
10％）×0.5

（控除割増率は10％を上限）

（試験研究費の額－平均売上⾦額（注5）×10％）

×超過税額控除割合（注6）

※ 1.または2.によって計算した控除額に上乗控除

4.オープン
イノベー
ション型

特別試験研究費の額×20％または30％
特別試験研究費の額×20％または25％または
30％

（出所：税理⼠法人AKJパートナーズ作成）

（つづく）

1.総額型

2.中小企業
技術基盤強
化税制

3.高水準型 廃止

（図表2）【控除率（控除額）の⾒直し】
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2 .控除上限額の見直し
 上記1）1．の通り高水準型が総額型に統合されることに伴い、控除上限額についても引
き上げる措置が講じられます。また、現行制度においては「法人税の4 0 ％」が控除上限
額とされていますが、これが「法人税の4 5％（ベンチャー企業の場合は6 0 ％）」に引き
上げられます。

（つづき）

（注1）増減試験研究費割合
（A）／（B）
（A）：当期の試験研究費の額－比較試験研究費の額
（B）：比較試験研究費の額

（注2）比較試験研究費の額
当期前3年以内に開始した各事業年度の試験研究費の平均額

（注3）試験研究費の額が平均売上⾦額の10％を超える場合に限り適用
（注4）試験研究費割合

当期の試験研究費の額／平均売上⾦額
（注5）平均売上⾦額

当期及び当期前3年以内に開始した各事業年度の売上⾦額の平均額
（注6）超過税額控除割合

（試験研究費割合－10％）×20％

制度 改正前 改正後

【原則】 【原則】

法人税額×25％ 法人税額×25％（ベンチャー企業（注4）は40％）

【上乗措置】（注1） 【上乗措置】（注2）

法人税額×（試験研究費割合－10％）×2 法人税額×（試験研究費割合－10％）×2

（法人税額×10％が上限） （法人税額×10％が上限）

【増減試験研究費割合＞5％の場合（原則）】 【増減試験研究費割合＞8％の場合（原則）】

法人税額×25％ 法人税額×25％（ベンチャー企業（注4）は40％）

【増減試験研究費割合＞5％の場合（上乗措
置）】（注3）

【増減試験研究費割合＞8％の場合（上乗措置）】

法人税額×10％ 法人税額×10％

【増減試験研究費割合≦5％の場合（原則）】 【増減試験研究費割合≦8％の場合（原則）】

法人税額×25％ 法人税額×25％（ベンチャー企業（注4）は40％）

【増減試験研究費割合≦5％の場合（上乗措
置）】（注1）

【増減試験研究費割合≦8％の場合（上乗措置）】
（注2）

法人税額×（試験研究費割合－10％）×2 法人税額×（試験研究費割合－10％）×2

（法人税額×10％が上限） （法人税額×10％が上限）

（つづく）

（図表3）【控除上限額の⾒直し】

1.総額型

2.中小企業
技術基盤強
化税制
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3 . 対象範囲の拡充（オープンイノベーション型）
 「研究開発型ベンチャー企業」との共同試験研究費・委託試験研究費に係る控除率を引
き上げるとともに、所定の要件を満たす民間企業等への委託試験研究費についても、控
除対象に含められることとなりました。
 なお、研究開発型ベンチャー企業とは、産業競争力強化法の新事業開拓事業者で、その
発行する株式の全部または一部が同法の認定ベンチャーファンドの組合財産であるもの、
その他これに準ずるものをいいます。

2 ）中小企業における防災・減災設備に係る特別償却制度の創設
 中小企業等経営強化法の改正を前提に、事業活動に災害が与える影響を踏まえて事前防
災を促進する観点から、事業継続力強化計画（仮称）に基づいて中小企業が行った防災・
減災設備への投資を対象に、特別償却ができる制度が創設されます。本制度は、中小企
業等経営強化法に係る改正の施行の日から20 2 1年3月31日までの間に取得した対象設備等
について適用され、次の要件を満たす必要があります。

a . 青色申告書を提出する中小企業者（適用除外事業者に該当するものを除く）
b . 改正中小企業等経営強化法の事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画
（仮称）の認定を受けるもの

c. bの認定に係る事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画（仮称）に係る特
定事業継続力強化設備等の取得等をし、その事業の用に供すること

改正前 改正後

共同試験研究費 研究開発型ベンチャー企業 20% 25%

研究開発型ベンチャー企業 20% 25%

所定の要件を満たす⺠間企業等 対象外 20%

（出所：税理⼠法人AKJパートナーズ作成）

対象となる相手方

委託試験研究費

（図表4）【対象範囲の拡充（オープンイノベーション型）】

（つづき）

制度 改正前 改正後

3.高水準型 法人税額×10％ 廃止

4.オープンイ
ノベーション
型

法人税額×5％ 法人税額×10％

（出所：税理⼠法人AKJパートナーズ作成）

（注1）試験研究費割合が10％を超え、かつ、高水準型を適用しない場合に限り適用

（注2）試験研究費割合が10％を超える場合に限り適用

（注3）高水準型を適用しない場合に限り適用

（注4）設⽴10年以内の法人のうち、当期において翌期繰越⽋損⾦額を有するもの（大法人の⼦会社等を除く）をいう
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 また、対象設備等および特別償却額は次の通りです。

3 ）仮想通貨の取扱い
 経済取引が多様化する中、適正な課税を確保する観点から、仮想通貨の取り扱いについ
て整備されます。

1.法人税
 法人税における主な取り扱いは、次の通りです。

a .評価方法
 事業年度末に有する仮想通貨のうち、「活発な市場が存在する仮想通貨」については、
「時価評価」により評価損益を計上する。

b .譲渡損益の計上時期
 仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益は、その「譲渡に係る契約をした日」の属する事
業年度に計上する。

c .譲渡原価の算出方法
 仮想通貨の譲渡原価の額を計算する場合における一単位当たりの帳簿価額の算出方法を
「移動平均法または総平均法」による原価法とし、法定算出方法を移動平均法による原
価法とする。

d .みなし決済
 事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決済した
ものとみなして計算した損益相当額を計上しなければならない。

 なお、上記の改正は、2019年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用さ
れます。
 また、2019年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、会計
上において仮想通貨につき時価評価していない場合には、上記a .及びd .を適用しないこ
とができる経過措置が講じられます。

設備の種類 規模 特別償却額

機械装置 1台又は1基の取得価額が100万円以上のもの

器具備品 1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの

建物附属設備 一の取得価額が60万円以上のもの

（出所：税理⼠法人AKJパートナーズ作成）

取得価額×20％

（図表5）【対象設備等および特別償却額】
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2.所得税
 個人が保有する仮想通貨について、所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定
する場合における、その算定の基礎となる期末において有する仮想通貨の価額は、「移
動平均法または総平均法」により算出した取得価額をもって評価した金額とすることが
明確化されることとなります。
 なお、適用時期については税制改正大綱においては明確にされていないため、今後の動
向について留意する必要があります。

4 ）消費税率の引き上げに伴う対応
 消費税率の引き上げに伴う駆け込み需要と反動減といった大きな需要変動の平準化を目
的として、下記の措置が講じられることになりました。

1 .住宅ローン減税の拡充
　2019年10月1日から2020年12月31日までの間に「消費税率10％が適用される」住宅の取
得等をして居住の用に供した場合、住宅ローン減税を受けられる期間が1 0 年から1 3 年に
延長されます。具体的には、現行の住宅ローン減税が受けられる1 0年目が終了後、1 1年
目から1 3年目の各年において、図表6に掲げる所得税額の特別控除を受けることができる
ようになります。

1.

2.

1.

2.

1.

2.

（出所：税理⼠法人AKJパートナーズ作成）

（注）いずれの場合も1.と2.のうち、いずれか少ない⾦額が控除額とされる

〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額－当該住宅の取得等の対価の額又は費用の
額に含まれる消費税額等〕（5000 万円を限度）×2％÷3

東日本大震災の被災者等に係る住宅借⼊⾦等を有する場合の所得税額の特別控除の控除
額に係る特例の対象となる再建住宅の場合

一般の住宅

認定⻑期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合

（図表6）【住宅ローン減税の拡充】

住宅借⼊⾦等の年末残高（4000万円を限度）×1％

住宅借⼊⾦等の年末残高（5000 万円を限度）×1％

住宅借⼊⾦等の年末残高（5000 万円を限度）×1.2％

〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額－当該住宅の取得等の対価の額又は費用の
額に含まれる消費税額等〕（4000万円を限度）×2％÷3

〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額－当該住宅の取得等の対価の額又は費用の
額に含まれる消費税額等〕（5000 万円を限度）×2％÷3
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2 .車体課税
　自動車ユーザーの負担を軽減するとともに需要を平準化することを目的として、消費
税率1 0 ％への引き上げに合わせ、自動車の保有に係る自動車税が引き下げられます。具
体的には、2 0 1 9 年1 0月1日以後に新車新規登録を受けた自家用乗用車（登録車）につい
て、小型自動車を中心に全ての区分において自動車税の税率が引き下げられ、最大で45 0 0
円減税されます。

5 ）特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の見直し
　店舗や工場など事業の用に供していた土地で一定の要件を満たしているものを相続し
た場合には、4 0 0平方メートルまでの土地について、その評価額を8 0％減額することがで
きる特例があります。
　本特例の適用対象となる「特定事業用宅地等の範囲」が次の通りに見直されます。こ
の改正は、2 0 1 9年4月1日以後に相続等により取得する財産に係る相続税について適用さ
れます。ただし、2 0 1 9年4月1日前から事業の用に供されている宅地等については適用さ
れません。

４　今後の対応

　2 0 1 9 年度の税制改正は、少子高齢化が進む中、持続的な成長経路を実現させることを
念頭に、イノベーションを促進する研究開発を後押しする観点からの研究開発税制を見
直すとともに、中小企業による生産性向上のための投資を支援する措置などが講じられ
ました。自社の発展のために種々の方面からの方策を打ち出していると思いますが、税
制面においては、これら優遇措置の内容を理解するとともに、積極的に適用を受けるこ
とが重要です。一方、税制は毎年改正されるため、その理解が追い付かないことも多々
あると思います。そのようなときには専門家に相談しましょう。積極的な税制優遇措置
の活用により、資金の社外流出を極力抑制することが大切です。

以上（2019年3月作成）
（監修　税理士法人A K J パートナーズ　税理士　森浩之）

※上記内容は、本文中に特別な断りがない限り、2 0 1 9年2月時点のものであり、将来変更
される可能性があります。

（出所：税理⼠法人AKJパートナーズ作成）

左記から、相続開始前3年以内に事業の用
に供された宅地等を除外する（当該宅地
等の上で事業の用に供されている減価償
却資産の価額が、当該宅地等の相続時の
価額の15％以上である場合を除く）

相続開始の直前において、被相続
人の事業の用に供されていた宅地
等が特例の適用対象

改正前 改正後

（図表7）【特定事業用宅地等の範囲】
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