
1月06日 ： 消費動向調査発表（内閣府）

1月08日 ： 景気動向指数速報発表（内閣府）

1月20日 ： 日銀金融政策決定会合（日銀、21日まで）

1月21日 ： 貿易統計発表（財務省）

1月22日 ： 全国消費者物価指数発表（総務省）

1月25日 ：世界経済フォーラムオンラインイベント（29日まで）

1月28日 ： 米・2020年第4四半期の米ＧＤＰ速報値（米・商務省）

1月29日 ： 有効求人倍率発表（厚労省）

1月29日 ： 鉱工業生産・出荷・在庫指数速報発表（経産省）
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経営・経済

■■■１月の主な予定 ■■■

朝日税理士法人 城南支社
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FAX：03-3700-8942
http://www.asahitax.jp

令和3年1月12日
第130号

1月12日 ： 源泉所得税の納期限

1月20日 ： 源泉所得税の納期限（特例適用者）

2月01日 : 支払調書、給与支払報告書の提出

2月01日 : 償却資産申告書の提出

新年明けましておめでとうございます。

本年も引き続きお引き立てのほど、宜しくお願いいたします。
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（令和3年度税制改正大綱①法人税）

項 目 内 容 適 用 時 期 等

法

人

税

デジタルトランス

フォーメーション（DX）

投資促進税制の

創設

ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生及び民間におけるデジタル化の促進のため、
デジタル技術を活用した企業変革（DX）への投資促進税制が創設されます。

①産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告法人で事業適応計画（仮称）に
ついて同法の認定を受けたものが、下記②に掲げる資産の取得等をして国内に
ある事業の用に供したときは、特別償却（30％）または税額控除（3％ or 5%）の
選択適用ができるようになります。

②対象資産:
事業適応設備に該当するソフトウェア、機械装置、器具備品、繰延資産

③控除税額はカーボンニュートラルに向けた投資促進税制による控除税額との
合計で法人税額の20％が上限となります。

産業競争力強化法改正法

施行の日から令和5年3月

31日までの間に取得等を

して国内にある事業の用に

供した対象資産に適用

カーボンニュートラル

に向けた投資促進

税制の創設

2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「2050年カーボンニュー
トラル」という目標に向けた投資促進税制が創設されます。

①産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告法人で同法の中長期環境適応
計画（仮称）の認定を受けたものが、その計画に従って中長期環境適応生産性
向上設備（仮称）または中長期環境適応需要開拓製品生産設備（仮称）の取得
等をして国内にある事業の用に供したときは、特別償却（50％）または税額控除
（5％ or 10%）ができるようになります。

②控除税額はDX投資促進税制による控除税額との合計で法人税額の20％が
上限となります。

産業競争力強化法改正法

施行の日から令和6年3月

31日までの間に取得等を

して国内にある事業の用に

供した対象資産に適用

給与等の引上げ及び

設備投資を行った場

合の税額控除制度

の見直し

コロナ禍を踏まえ、賃上げ及び投資の促進に関する制度が見直されます。

①青色申告法人で国内新規雇用者に対する給与等の増加割合が前期比２％以
上であるときは、一定の新規雇用者給与等支給額の15％（教育訓練費の額の
増加割合が前期比20％以上であるときは20％）の税額控除ができるようになり
ます（設備投資要件は無くなります）。

②控除税額は法人税額の20％が上限となります。

令和3年4月1日から

令和5年3月31日までの

間に開始する各事業年度

について適用

繰越欠損金の

控除上限の

特例の創設

コロナ禍による欠損金については、一定期間に限り、DXやカーボンニュートラル等、
事業再構築・再編に係る投資に応じた範囲において最大100％までの控除が可能
となります。

①産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告法人が一定の期間内に事業適
応計画（仮称）の認定を受けたもののうち、その計画に従って事業適応（仮称）を
実施するものの適用年度において特例対象欠損金額※がある場合には、その特
例対象欠損金額については、欠損金の繰越控除前の所得金額（50％超の
部分については、累積投資残額に達するまでの金額に限定）の範囲内で損金
算入できることになります。
※令和2年4月1日から令和3年4月1日までの期間内の日を含む事業年度（一
定の場合には令和2年2月1日から同年3月31日までの間に終了する事業年
度及びその翌事業年度）において生じた青色欠損金額

下記のいずれにも該当する

事業年度に適用

①基準事業年度（特例対

象欠損金額が生じた事

業年度のうち一定の事

業年度）開始の日以後

5年以内に開始した事

業年度

②事業適応計画の実施

時期を含む事業年度

③令和8年4月1日以前に

開始する事業年度

中小企業M&A税制

の創設

中小企業の再編を促すため、M&A後に生じた想定外の損失に対応できるよう、
買収額の一定割合を損失準備金として損金に算入できる制度が創設されます。

①中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告法人のうち同法の経営力向
上計画（経営資源集約化措置（仮称）が記載されたものに限定）の認定を受けた
ものが、その計画に従って他の法人の株式等を取得等して一定要件を満たす場
合には、その株式等の取得価額の70％以下の金額を中小企業事業再編投資
損失準備金として積み立てた金額は損金算入できるようになります。

②①の準備金は、その株式の全部または一部を有しなくなった場合その他一定の
場合には取り崩すほか、5年間の据置期間経過後、原則として5年間で均等額を
取り崩して益金算入することになります。

中小企業等経営強化法改

正法の施行の日から

令和6年3月31日までの

間の取得した対象株式等

に適用

中小企業向け

各種税制の

見直し・延長等

各制度が以下の見直しの上、その適用期間が2年延長されます。

①所得拡大促進税制
適用要件及び税額控除率25％要件について、継続雇用者給与等支給額の
増加割合の判定から雇用者給与等支給額（雇用調整助成金等は控除しな
い）の増加割合の判定に見直されます。

②中小企業者等の法人税の軽減税率の特例
③中小企業投資促進税制
・対象となる指定事業に、不動産業、物品賃貸業、料亭・バー等の一定の
事業が追加されます。

令和5年3月31日までの

間に開始する事業年度

まで延長
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（令和3年度税制改正大綱②資産税）

項 目 内 容 適 用 時 期 等

所

得

税

・

資

産

課

税

・

納

税

環

境

住宅ローン控除減税

の延長・要件緩和

①住宅ローン控除を13年間受けられる特例が2年間延長されます。

新築家屋：令和2年10月1日から令和3年9月30日までの契約締結

上記以外：令和2年12月1日から令和3年11月30日までの契約締結

②①の場合で、合計所得金額が1,000万円以下の者については、床面積が40㎡

以上50㎡未満の家屋も対象となります。

令和3年1月1日から

令和4年12月31日までに

入居した場合に適用

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

の据え置き等

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、下記の改正が行われます。

①令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契

約を締結した場合における非課税限度額が、1,500万円のまま据え置かれます。

・上記の非課税限度額は、耐震・省エネまたはバリアフリーの住宅用家屋に係るもので

あり、一般の住宅用家屋の場合は1,000万円

②受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下

である場合に限り、床面積要件の下限が40㎡以上（現行：50㎡以上）に引き

下げられます。

令和3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

について適用

教育資金の一括贈与

の非課税措置の

延長・見直し

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について

下記の改正が行われた上で、その適用期限が2年延長されます。

①贈与者が死亡した場合に未利用である管理残額がある場合には、その管理残

額が相続税の課税対象となります。ただし、受贈者が下記のいずれかに該当す

る場合は除きます。

・23歳未満である

・学校等に在学している

・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している

②①の場合で、孫等に相続税が課税されるときは、相続税の2割加算の対象と

なります。

改正は令和3年4月1日

以後の贈与等について

適用し、令和5年3月31日

まで延長

結婚・子育て資金の

一括贈与の非課税

措置の見直し

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置

について下記の改正が行われた上で、その適用期限が2年延長されます。

①贈与者が死亡した場合に未利用である管理残額がある場合で、その管理残額

に相続税が課税されるときは、相続税の2割加算の対象となります。

②受贈者の年齢要件の下限が18歳以上（現行：20歳以上）に引き下げられます。

改正は令和3年4月1日

以後の贈与等について

適用し、令和5年3月31日

まで延長

非上場株式等の

相続税の納税猶予

制度の要件緩和

非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制度について、次に掲げる場合

には、後継者が被相続人の相続開始の直前において特例認定承継会社の役員

でないときであっても、本制度の適用を受けることができるようになります。

①被相続人が70歳未満（現行：60歳未満）で死亡した場合

②後継者が中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の確

認を受けた特例承継計画に特例後継者として記載されている者である場合

大綱に明記されず

土地等に係る

固定資産税等の

負担調整措置

令和3年度は3年に1度の固定資産税評価額の評価替えの年にあたりますが、

負担調整措置※が令和3年度から令和5年度まで継続されます。

※ 固定資産税評価額が増額した場合に、固定資産税等の負担が急激に増加しない

ように課税標準額を段階的に引き上げる措置

令和3年度から

令和5年度まで

税務関係書類の

押印義務の見直し

行政手続のコスト削減や税務手続の負担軽減の観点から、提出者等の押印が

必要だった税務関係書類について、担保提供関係書類や遺産分割協議書等の

一定の書類を除き、押印が不要となります。

令和3年4月1日以後に

提出する税務関係書類

について適用

電子帳簿等保存

制度の見直し

①国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度・国税関係書類に係る

スキャナ保存制度について、承認制度が廃止されます。

②一定の要件を満たす電子的帳簿は電子データのまま保存する事が可能と

なります。

③ タイムスタンプ要件が大幅に緩和され、スキャナで読み取る際に行う書類への

自署の不要や適正事務処理要件（相互牽制等）が廃止されます。

令和4年1月1日から施行

この速報版は令和2年12月10日公表の令和3年度税制改正大綱に基づいて作成しています。改正は国会の審議を経て可決・決定するものであり、本資料の内容については正確性を期しておりますが、改正内容等

の確実性・正確性を保証するものではありません。予定される税制改正を踏まえ意思決定等を行うときは、事前に弊社担当者までご相談ください。


