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2023 年 1 月 20 日  

 

 

 

 

 

岸田内閣が掲げる、「成長と分配の好循環」等の実現を目指した、令和５年度税制改正大綱が

令和 4年 12月 16日に公表されましたので、特別号としてお伝えします。 

本号では影響を受ける方が多いであろう、改正点に絞ってご紹介いたします。 

今回の特徴としては、多くの項目の末尾に「所要の措置を講ずる」という一文の記載があり、

詳細は今後の議論で決まってくる部分も多いものと思われます。 

必ずしも大綱の通りに改正されるとは限りませんのでご承知おきください。 

 

 
 

Ⅰ．個人所得課税 

１.ＮＩＳＡの抜本的拡充・恒久化（減税） 

個人資産の運用を後押しし、「貯蓄」から「投資」に振り分けることを目的としたＮＩＳＡ（少

額投資非課税制度）について、投資枠の拡充および投資可能期間が恒久化されます。 

具体的には、つみたてＮＩＳＡと一般ＮＩＳＡが一本化され、どちらも使えるようになります。

年間の投資上限額は、つみたて投資枠 120万円、成長投資枠 240万円となりますが、これらは併

用可能なため年間で最大 360万円までの投資が可能となります。 

ただし、無制限に認めると高所得者に有利となりますので、生涯非課税限度額は 1,800 万円

（うち、成長投資枠 1,200万円）となります。 

 つみたてＮＩＳＡ 一般ＮＩＳＡ → 2024年からのＮＩＳＡ 

投資可能期間 2042年まで 2028年まで  恒久化 

非課税保有期間 20年間 5年間  無期限化 

年間投資枠 40万円 120万円 
 つみたて投資枠 120万円 

成長投資枠 240万円 

非課税限度額 800万円 600万円  合計 1,800万円 

 

２.相続空き家の特別控除（譲渡所得）の期間延長・対象拡充 

相続日から起算して 3 年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに、被相続人の居住の用

に供していた家屋※１を相続した相続人が、当該家屋または除却後の土地を譲渡した場合には、

当該家屋または土地の譲渡所得から 3,000万円を特別控除することができる制度です。 

※１ 昭和 56年 5月 31日以前に建築され、相続開始の直前※２において被相続人の居住用のもの 

※２ 被相続人が老人ホーム等に入所されていた場合は、入所の直前 

これについて、空き家を早期に譲渡（有効活用）するよう相続人を後押しする目的から、適用

期間が 4年間延長され、令和 9年 12月 31日までの譲渡が対象となります。 

また、売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年 2 月 15 日までに耐震改修また
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は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とされる拡充が行われま

す。 

 

 

（担当：監査部 1課） 

 
 

Ⅱ．法人課税 

 法人税・地方税の改正については、昨今の物価高を踏まえた税率軽減や企業の投資、成長促進

のための優遇措置が講じられる一方、防衛費確保のための増税が行なわれる見込みです。 

１．中小企業投資促進税制等の延長及び見直し 

中小企業者等が設備投資を行った場合の優遇措置について、一部を見直した上、適用期限が２

年（令和 7年 3月 31日まで）延長されます。 

 対象設備 優遇措置 改正事項 

中 小 企

業 投 資

促 進 税

制 

機械装置（160万円以上） 

ソフトウェア（70万円以上） 

器具備品・工具（30万円以上） 

建物附属設備（60 万円以上） 

など 

30％特別償

却又は税額

控除 7％ 

コインランドリー業（主要な事業であ

るものを除く）の用に供する資産でそ

の管理のおおむね全部を他の者に委

託するものを対象外とする。 

中 小 企

業 経 営

強 化 税

制 

機械装置（160万円以上） 

工具（30万円以上） 

建物附属設備（60 万円以上） 

一定のソフトウェア 

（70万円以上） 

即時償却又

は税額控除

（7％又は

10％ ） 

コインランドリー業又は暗号資産マ

イニング業（主要な事業であるものを

除く）の用に供する資産でその管理の

おおむね全部を他の者に委託するも

のを対象外とする。 

※コインランドリー設備やマイニング設備は手軽な設備投資でその全額を即時償却が出来ることで課

税繰延べ策として利用される側面があったため、その対策としての見直しがされます。 

２．償却資産に係る固定資産税の軽減措置の創設 

中小企業者等が先端設備等導入計画に基づいて設備投資を行った場合の固定資産税の優遇措

置について、現行制度を廃止し、適用要件や優遇内容を見直した新制度が創設されます。  

 雇用者全体の給与が 1.5％以上増加することを従業員に表明し、市町村の認定を受けた先端設

備等導入計画に基づき一定要件を満たす設備を導入した場合に、固定資産税が最大５年間、最大

で 2/3軽減されます。 
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（出典：日本商工会議所 令和 5年度税制改正のポイント） 

３．中小企業者等の法人税率の軽減措置の延長 

中小企業における所得 800 万円までの法人税率を 19％から 15％に軽減する措置が２年（令和

7年 3月 31日までに開始する事業年度まで）延長されます。 

法人の種類 所得金額 

改正後の適用税率 

事業年度開始日 

R7.3.31まで R7.4.1以降 

中小法人、一般社団法人等、 

人格のない社団等 

年 800万円以下の部分 15％ 19％ 

年 800万円超の部分 23.20％ 23.20％ 

中小法人以外の普通法人 所得区分無し 23.20％ 23.20％ 

公益法人等、協同組合等、 

特定医療法人 

年 800万円以下の部分 15％ 19％ 

年 800万円超の部分 19％ 

 

４．防衛力強化に係る財源確保のための税制措置 

防衛力の強化に向け、法人税・所得税・たばこ税に関する税制措置が講じられます。 

ただし、法人税の増税は課税所得が概ね 2,400万円以上の企業が対象となるため、中小企業の

大多数は改正による影響は受けないものと思われます。 

税目 税制措置 

法人税 
左記算式による付加税の課税：（法人税額 － 500万円※ ）× 4 ～ 4.5％ 

  ※中小企業に配慮し、所得 2,400万円相当の税額≒500万円を控除 

所得税 
当面の間、所得税額の 1％の付加税 

復興特別所得税の税率 1％引下げ及び課税期間の延長（2.1％→1.1％） 

たばこ税 1本あたり 3円相当の引上げを段階的に実施 

 

５．その他の改正 

①研究開発税制の延長と拡充 

研究開発投資の維持・拡大に対するインセンティブ強化のため、試験研究費の増減割 

合に応じて控除上限が変動する措置や控除率の傾きを大きくする措置を導入し、控除上 
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限や控除率の上乗せ措置が３年（令和 8年 3月 31日まで）延長されます。 

②スピンオフ実施の円滑化のための税制措置の拡充 

 事業切出し手法の一つであるスピンオフについて、従前はスピンオフを行う企業に持 

分を一部残す場合、企業に譲渡損益課税と株主に配当課税が課されていましたが、改正 

により持分を一部（20％未満）残したとしても課税対象外とする措置が講じられます。 

 

（担当：監査部４課） 
 

Ⅲ．資産課税 

 令和 5年度税制改正では、以前から注目されていた「相続税・贈与税の一体課税」が反映さ

れました。 

 

１.相続時精算課税制度の見直し 

相続時精算課税とは、贈与時に軽減・簡素化された贈与税を納付（累積贈与額 2,500万円超

える部分に一律 20％を課税）する制度ですが、基礎控除（年 110万円）が創設され、災害によ

り被害を受けた土地建物は相続税の計算において評価額を再計算することができるようにな

ります。 

（1） 相続時精算課税制度 改正内容 

内容 改正前 改正後 

贈与税の計算方法 （贈与額－2,500万円※1）×20％ 
{（贈与額-110万円※2）-2,500万

円}×20％ 

贈与税の申告手続

き 
贈与の都度申告が必要 

同左 

ただし贈与額が年 110 万円以下

の場合は申告不要 

相続財産

に加算す

る贈与財

産 

対象

範囲 

相続時精算課税適用後のすべての

贈与財産 

同左 

ただし年 110 万円の贈与財産は

除く 

評価

額 
贈与時の評価額 

同左 

ただし土地建物が災害により一

定の被害を受けた場合は再計算 

※１：特別控除（累積 2,500万円まで） ※２：基礎控除（年 110万円） 
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（2） 適用時期 

  基礎控除の創設については、令和 6 年 1 月 1 日以後に贈与により取得する財産に係る相

続税または贈与税に適用されます。また災害により被害を受けた場合の再計算については令

和 6年 1 月 1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合について適用されます。 

 

（3） 留意点 

① 贈与者（特定贈与者）が複数人いる場合は、贈与額により基礎控除 110 万円を按分し

ます。 

② 暦年課税の場合は、今回の改正後も加算期間内であれば年 110 万円以下の贈与であっ

ても相続財産に加算されるのに対し、改正後の相続時精算課税の場合は年 110万円以

下であれば相続財産に

加算されません。 

③ 相続時精算課税の基礎

控除は暦年課税の基礎

控除とは別枠になりま

すので、例えば、父から

の贈与で相続時精算課

税の基礎控除を、母から

の贈与で暦年課税の基

礎控除を適用すること

ができます。 

 

 

 

 

２.暦年課税における相続開始前贈与の加算期間の延長 

 資産移転の時期に対する中立性を高めていく観点から、相続財産に加算する生前贈与の期間

が 3年から 7年に延長されました。 

相続
相続時精算課税選択前の贈与 相続時精算課税選択後の贈与

(暦年課税)
に相続税を一体的に課税

基　礎　控　除

・・・

相
続
財
産

毎年110万円までは課税されない

相続時精算課税を選択

・①と②で合わせて基礎控除110万円 贈与額で按分
・③と④で合わせて基礎控除110万円

受贈者

祖父 祖母

父 母

④暦年贈与
③暦年贈与②相続時精算

課税贈与

➀相続時精算

課税贈与

相続時精算課税における

基礎控除の創設
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（1） 暦年課税制度 改正内容 

内容 改正前 改正後 

加算期間 相続開始前 3 年以内にされた暦年課税

の贈与 

相続開始前 7 年以内にされた暦年課税

の贈与 

加算額 贈与により取得した財産の価額の全額 延長した 4 年間に受けた贈与について

は総額 100万円まで加算されない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 適用時期 

  令和 6年 1月 1日以後に受けた贈与について適用されます。 

 

（3） 留意点 

 令和 9 年 1 月以後に加算期間は順次延長され、加算期間が 7 年となるのは令和 13 年 1 月

以後となります。令和 8 年 12 月以前に相続開始の場合には加算期間は 3 年となり、改正の

影響は受けません。 

相続開始日 加算期間 改正の影響 

令和 8年 12月 31日まで 3年 なし 

令和 9年 1月 1日から 

令和 12年 12月 31日まで 

3年超 7年未満 

令和 6年 1月 1日以後相続開始日までの贈与 

あり 

段階的に延長 

令和 13年 1月 1日から 7年 あり 

 

３.贈与税の非課税措置の見直し（教育資金） 

 教育資金の一括贈与非課税措置とは、直系尊属が受贈者（0 歳から 29 歳、前年の合計所

得金額 1,000万円以下）名義の専用口座に教育資金を一括して拠出した場合に、1,500万円

まで非課税とする制度です。 

今回の改正では、節税目的での利用を是正する措置を設けたうえで、適用期限が 3年延長

されます。 

 

＜改正後＞

(注)色付きの部分が相続税の課税対象

合計100万円まで加算なし

延長4年間の 死亡前3年以内
　　 贈与 　　の贈与

相続開始

相
続
財
産
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（1） 教育資金一括贈与 改正内容 

内容 改正前 改正後 適用期限 

契約終了後の残額

に対する適用税率 

特例税率の適用可 一般税率のみ適用 

3年延長 

令和 8 年

3月 31日

まで 

契約期間中に贈与

者が死亡した場合

の管理残額の課税

関係 

受贈者が以下のいずれかに

該当する場合は課税対象と

ならない 

・23歳未満 

・学校等に在学中 

・教育訓練給付金の支給対象

となる教育訓練を受講 

同左 

ただし贈与者の死亡に係る

相続税の課税価額が 5億円を

超えるときは、管理残額が課

税対象となる 

 

（2） 適用時期 

  令和 5 年 4 月 1 日以後に取得する信託受益権等に係る相続税、贈与税について適用さ

れます。 

 

４.贈与税の非課税措置の見直し（結婚・子育て資金） 

 結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置とは、直系尊属が受贈者（18歳から 49歳、前年

の合計所得金額 1,000万円以下）名義の専用口座に結婚・子育て資金を一括で拠出した場合

に、1,000万円までを非課税とする制度です。 

今回の改正では、節税目的での利用を是正する措置を設けたうえで、適用期限が 2年延長

されました。 

（1） 結婚・子育て資金一括贈与 改正内容 

内容 改正前 改正後 適用期限 

契約終了後の残額

に対する適用税率 

特例税率の適用可 一般税率のみ適用 3年延長 

令和 8年 3月 31日まで 

 

（2） 適用時期 

  令和 5年 4月 1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用されます。 

 

（担当：監査部３課） 
 

Ⅳ．消費課税 

 令和 5 年 10 月 1 日から開始するインボイス制度(適格請求書等保存方式)導入に伴い、中

小・小規模事業者等の負担軽減や影響最小化に係る所要の措置(案)が設けられています。 

 

１.小規模事業者に対する納税額に関する負担軽減措置 

 これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者になった場合の納税額を売上税額

の 2割に軽減する激変緩和措置が 3年間講じられます。 

売上税額 ― 売上税額×80％ ＝ 納税額 (＝売上税額の 2割) 
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適用に当たっては、事前の届出は必要とされず申告時に選択適用が出来るとともに、２年間の

継続適用要件(いわゆる 2年縛り)もありません。 

 

適用時期 : 令和 5年 10月 1日～令和 8年 9月 30日までの日の属する各課税期間 

(出典:財務省インボイス制度特設ページ) 

 

２.中小事業者等に対する事務負担の軽減措置 

6 年間の間、1 万円未満の課税仕入れについては、インボイスがなくても帳簿のみで仕入税

額控除が可能になります。 

※基準期間における課税売上高が 1 億円以下又は特定期間(個人事業者は前年 1 月～6 月まで

の期間、法人は前事業年度の開始の日から 6 か月間)における課税売上高が 5,000 万円以下の

事業者のみ 

 

適用時期 : 令和 5年 10月 1日～令和 11年 9 月 30日までの間において行う課税仕入れ 

について適用 

 

３.少額な返還インボイスの交付義務の見直し 

 全ての事業者を対象として、1万円未満(税込み)の少額な値引きや返品等の返還インボイス

についての交付が不要となります。【これにより請求書発行後の端数値引きや、買手が振込手

数料を差し引いて売手に支払う場合の返還インボイスの交付義務が不要になります】 

 

適用時期 : 令和 5年 10月 1日以降に行う値引き等について適用 

 

４.適格請求書発行事業者登録制度の柔軟化 

 届出書の提出期限について下記の通り柔軟な対応になります。 

①免税事業者が課税期間の初日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合 

→ 15日前(現行 1カ月前) 

②適格請求書発行事業者の登録を取り消す場合 
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→ 取り消しをしようとする日の 15日前(現行 30日前の日の前日) 

③令和 5年 10月 1日より後で登録を受けようとする場合 

 → 登録を受けようとする日から起算して 15日前 

④令和 5年 10月 1日から登録を受ける場合 

 本来の申請期限は令和 5年 3月 31日ですが、困難な事情がある場合は令和 5年 9月 

30日までの間にその困難な事情を記載すれば、令和 5年 10 月 1日に登録したもの 

とみなされていますが、この「困難な事情の記載」が撤廃され、実質的に令和 5年 

9月 30日が期限となります。 

（担当：監査部５課） 

 
 

Ⅴ．納税環境整備 

 令和４年１月１日より施行されました電子帳簿保存制度について見直しが行われました。 

 

１.現行の経過措置制度の見直し 

電子帳簿保存制度では、個人及び法人の保存義務者は保存要件に基づき、その電子取引の取

引情報にかかる電磁的記録（データ）を保存しなければなりません。保存の要件は①改ざん防

止（タイムスタンプ等）、②検索機能の確保、③見読可能装置の備付け等の要件があります。 

現在は経過措置として電磁的記録を出力した書面で保存しても、その電磁的記録の代わりと

なり認められますが、現行の経過措置は令和５年１２月３１日に終了となるため、新たな猶予

措置が整備されることとなりました。 

 現行 改正内容 

適 

 

用 

 

要 

 

件 

【原則】 下記の保存要件に従って取引情報をデータ保存しなければならない。 

① 改ざん防止（タイムスタンプ等） 

② 検索機能の確保 

③ 見読可能装置の備付け 

【令和 5年 12月 31日までの猶予措置】 

上記の要件を満たせないことについてや

むを得ない事情がある認められた場合に

は、電磁的記録を書面による保存が可能 

【令和 6年 1月 1日からの猶予措置】 

上記の要件を満たせないことについての理

由「相当の理由」について所轄の税務署長が

認めた場合で、書面による提示・提出するこ

とができて、電子データのダウンロード等の

要求に対応できる場合には書面による保存

が可能 

（データ保存も必須） 

 

２.各種、要件等の見直し 

①電子取引のデータ保存制度による検索機能の確保要件について不要とされている事業者

の範囲の拡充、②スキャナ保存制度について一部の情報保存要件と情報確認要件を廃止し、帳

簿との関連性を確認できる書類の範囲が【重要書類】のみに限定、③過少申告加算税の軽減措
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置の対象となる帳簿の範囲について合理化・明確化。 

変更点 現行内容 改正内容 

電子取引のデータ保存

制度における検索機能・

確保要件が不要となる

事業者 

・売上高 1千万円以下の事業者 ・売上高 5千万円以下の事業者 

・出力した書類の提示・提出が 

可能な事業者 

帳簿との関連性を確認

できるように求められ

るスキャナ保存書類の

範囲 

・見積書や注文書などの一般的

な書類も対象 

 

・契約書、領収書等の【重要書

類】に限定 

過少申告加算税の軽減

措置の対象となる【優良

な電子帳簿】の範囲 

・仕訳帳や総勘定元帳、その他

の必要な帳簿（全て） 

・その他必要となる帳簿の範

囲を一部に限定（売上帳・売掛

長・仕入帳・買掛帳・手形帳・

固定資産台帳等の補助簿） 

※上記についてはいずれも令和６年１月１日以後に行われる国税関係書類の保存や申告期限

が到来されるものから順次適用となります。 

 

３.課税・徴収関係の整備及び適正化 

 納税者の申告義務等を認識していなかったとは到底言い難い様な高額な無申告、一定期間内

に繰り返して無申告加算税を課されている納税者に対しての無申告加算税等、これらについて

加重措置が行われます。 

高額な無申告に対する無申告加算税の引上げ 

増加納税額 改正前 改正後 

50万円以下 15％ 15％ 

50万円超～300万円以下 
20％ 

20％ 

300万円超 30％ 

 

一定期間に繰り返して無申告加算税を課されている場合（注） 

 改正前 改正後（10％増） 

無申告加算税（無申告時） 15％ 25％ 

無申告加算税（調査通知後） 10％ 20％ 

重加算税（無申告で仮装・隠蔽） 40％ 50％ 

※令和６年１月１日以後に申告期限の到来する国税について適用 

現行の制度では 5 年以内に無申告加算税等を課されたことがある場合に加重措置の対象と

なります。改正後は前年度及び前々年度に無申告加算税等を課されたことのある場合に加重措

置となります。 

（担当：監査部第３課） 

 

 


