新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症
緊急経済対策における
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
で影響を受ける
事業者の皆様へ

緊急経済対策における税制上の措置
税制上の措置

令和２年４月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する
法律」等が国会で成立し、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている事業者
等に対し、緊急に必要な税制上の措置が講じられました。
１ 納税の猶予制度の特例

イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウ
イルスの感染拡大防止のための措置に起因して、多くの事
業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、無担保か
つ延滞税なしで１年間、納税を猶予する特例が設けられま
す。基本的には全ての税目が対象です（印紙で納付する印
紙税等は除く）
。また、社会保険料についても同様の特例
措置が講じられます。
特例の概要
▷令和２年２月から納期限までの一定の期間（１カ月以上）
において、収入が大幅に減少（前年同期比概ね20％以上の
減）した場合について１年間納税を猶予。
▷一時の納税が困難と認められる場合に適用。
・少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮するなど納税
者の置かれた状況に配慮し適切に対応。
・収支や財産状況を示す書類の提出が必要。提出が困難な
場合は口頭説明も可能。
▷担保は不要。
▷延滞税は免除。

【申請手続】
令和２年６月30日、又は納期限（申告納付期限が延長
された場合は延長後の期限）のいずれか遅い日までに申請
が必要です。なお、申請書のほか、収入や現預金の状況が
わかる書類を提出する必要がありますが、提出が難しい場
合には、口頭で状況を説明します。
また、本特例は、既に納期限が過ぎている未納の国税、
地方税（他の猶予を受けているものを含む）についても、
遡って特例を適用することができます。
【適用時期】
令和２年２月１日から令和３年１月31日までに納期限
が到来する国税、地方税について適用されます。

２ 欠損金の繰戻しによる還付の特例

これまで、中小企業者等（資本金の額が１億円以下の法
人など）が利用可能だった青色欠損金の繰戻し還付制度に
ついて、資本金の額が１億円超10億円以下の法人も利用
可能となりました。ただし、大規模法人（資本金の額が
10億円を超える法人など）の100％子会社及び100％グ
ループ内の複数の大規模法人に発行済株式の全部を保有さ
れている法人等は除かれます。
【適用時期】
令和２年２月１日から令和４年１月31日までの間に終
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了する各事業年度に生じた欠損金に適用できます。

３ テレワーク等のための中小企業の設備投資税制

中小企業経営強化税制の対象設備である特定経営力向上
設備等に、経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に
記載された遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該
当する設備が、テレワーク等のための設備投資に係る新た
な類型（デジタル化設備）として追加されます。
具体的には、以下の特定経営力向上設備等を取得等した
場合、即時償却又は７％（資本金が3,000万円以下の法人
は10％）の税額控除が適用できます。
新たな類型（デジタル化設備）
（ 要 件 ）遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当
する設備
（対象設備）機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、
ソフトウエア

【適用時期】
令和３年３月31日までに取得をして事業の用に供した
場合に適用されます。

４ 消費税の課税選択の変更に係る特例

消費税の課税事業者選択届出書（課税事業者選択不適用
届出書を含む）については、原則として課税期間の開始前
に提出する必要がありますが、新型コロナウイルス感染症
により、経営に大きな影響を受けている事業者につき、次
の適用要件に該当するときは、税務署に申請し、税務署長
の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、
課税事業者を選択する（又はやめる）ことが可能となる特
例が設けられます。
適用要件
①

特例に係る法律の施行（令和２年４月30日）後に申告期
限が到来する課税期間において、
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２月
１日から令和３年１月31日までの期間の内、一定期間（１
カ月以上の任意の期間）の収入が、著しく減少（前年同期
比概ね50％以上減少）した場合で、かつ、
③ 当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合
（注１） 原則として、消費税の申告期限は以下の通りです。
▷法人：課税期間の終了の日の翌日から２カ月
▷個人：課税期間の翌年の３月末
（注２） 国税通則法11条（災害等による期限の延長）の規
定に基づく期限延長については、最寄りの税務署に
ご相談ください。

なお、本特例の適用を受けて、課税事業者を選択する場
合は、課税事業者を２年間継続する必要はありません。

【適用時期】
特例法の施行日（令和２年４月30日）以後に確定申告
書の提出期限が到来する課税期間について適用されます。

５ 中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家
屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の措置のため、
厳しい経営環境に直面している（※）中小企業者等に対し
て、令和３年度課税の１年分に限り、償却資産と事業用家
屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を２分の１
又はゼロとする措置が講じられます。
（※）令和２年２月〜10月までの任意の３カ月間の売上高
が、前年の同期間と比べて、
30％以上50％未満減少している者 ２分の１
50％以上減少している者

ゼロ

【適用時期】
令和３年１月31日までに、認定経営革新等支援機関等
（税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持
つ支援機関など（税理士、公認会計士、弁護士など））の
認定を受けて各市町村に申告した者に適用されます。

６ 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措
置の拡充・延長

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に
設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、生産性
革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置
について、適用対象を拡充した上で、生産性向上特別措置
法の改正を前提に、令和５年３月31日まで適用期限が２
年間延長されます。
適用要件
▷対象資産に、事業用家屋と構築物を追加
・事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設
備等とともに導入されたもの
・構築物は旧モデル比で生産性が年平均１％以上向上する
一定のもの
※事業用家屋・構築物ともに、中小事業者等の認定先端設
備導入計画に位置付けられたもの
▷生産性向上特別措置法の改正を前提に令和４年度までの２
年間に限り延長（令和５年３月31日まで）

７ 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税措置

公的金融機関や銀行等が、新型コロナウイルス感染症で
経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る
消費貸借に関する契約書のうち、令和３年１月31日まで
に作成されるものについて、印紙税が非課税となる措置が
講じられます。
なお、特別貸付けとは、当該機関が行う他の金銭の貸付
け条件に比し特別に有利な条件で行うものをいいます。
（注）施行日の前日（令和２年４月29日）までに作成され

たものにつき印紙税が納付されている場合には、当
該納付された印紙税については、過誤納金とみなし
て還付されます。

８ 住宅ローン控除の適用要件の弾力化

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延
等によって住宅への入居が遅れた場合でも、定められた期
日までに住宅取得契約が行われている等の一定の場合には
期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられる
よう、適用要件が見直されました。
適用要件
⑴ 住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置
（入居期限：令和２年12月31日⇒令和３年12月31日）
① 注文住宅の新築は令和２年９月末、分譲住宅、既存住
宅の取得や、増改築等は令和２年11月末までに契約が行
われていること
② 新型コロナウイルス感染症の影響で、注文・分譲・既
存住宅又は増改築等の住宅への入居が遅れたこと
⑵ 既存住宅を取得した際の住宅ローン控除の入居期限要件
（取得日から６カ月以内⇒増改築等完了の日から６カ月以内）
① 既存住宅取得の日から５カ月後まで、又は関連税制法
の施行の日（令和２年４月30日）から２ヵ月後まで、い
ずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること
② 取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コ
ロナウイルス感染症の影響で、増改築等後の住宅への入
居が遅れたこと

９ その他の項目

・自動車税、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の特例措
置の延長
自動車税、軽自動車税環境性能割の税率を１％分軽減す
る特例措置の適用期限が６カ月延長され、令和３年３月
31日までに取得した自家用乗用車（登録車・軽自動車）
について適用されます。
・耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用
要件の弾力化
耐震基準不適合既存住宅を取得後に耐震改修した場合の
不動産取得税の特例措置について、当該住宅をその取得の
日から６月以内に入居できなかった場合でも、一定の要件
を満たせば、令和３年度末（令和４年３月31日）までの
入居分については、当該特例措置を適用できるなど所要の
措置が講じられます。
・文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対す
る払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツイベント
を中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを
請求しなかった場合には、一定の条件のもと、放棄した金
額について、寄附金控除（所得控除又は税額控除）の対象
となりました。

公益財団法人

全国法人会総連合
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コロナ後の日常

在宅勤務で知った家族関係
地域によって程度は異なりますが、新型コロナウ
イルス感染問題は、
「ステイ・ホーム＝家にいなさい」

産業カウンセラー

柏木 勇一

Yuichi Kashiwagi

column

家族のあり方も
見つめ直す

【筆者紹介】
柏木勇一（かしわぎ・ゆういち）
1941年生まれ。大学卒業後、新聞社勤務を経て、現在
ＥＡＰ企業でカウンセラーとして活動。産業カウンセ
ラー、家族相談士、交流分析士。

上を想定しています。その人となりは形成されてい
ます。子ども扱いすると危ないです。自分本位の大
人の考え方を優先して対応すると、親子の間に溝
が生じます。夫婦間でも同じでしょう。

という現象が示すように、働く人々とその家庭にも

イライラしている時は、自分自身の価値観を前面

影響しました。感染拡大が終息したわけではありま

に出している時です。いったん気付いたら、相手の

せん。コロナをめぐる様々な対応が、働き方や家族

立場も考えてください。学校に行けない、外で友達

のあり方に与えた課題は大きく、新しい日常のあり

と遊べない、子どもだって悩んでいるんだ、と考え

方が問われています。

ることができれば怒鳴らないでしょう。この話をし

働く現 場の変 化は、在宅勤務、テレワーク、リ
モート会議などの言葉に示されています。これも地

た時、相談者からは「みんな辛いんですよね」と納得
の言葉が返ってきました。

域によって、そして工場など業種業態によっても異
なりますが、
「 自宅での仕事に集中したいが、学校
も休みでみんな家にいる。うるさくて集中できな
い。つい、妻や子どもに怒鳴ってしまった。どうした

アイ（Ｉ）メッセージのコミュニケーションを
これは、
「あなたはダメだ。
あなたは間違っている」

らいいか」という相談が４月、５月は結構ありまし

と伝えるのではなく、
「私はこう思う」
と、
自分を主語

た。コロナウイルスが投げかけた問題のひとつとし

にして、自分の気持ちや考え、時には感情を言葉に

て、家族のコミュニケーションの重要性を感じまし

して伝えることです。この話し方のメリットは、相手

た。
「家族の新しいあり方を見つめ直す機会」と、と

に意見を押し付けるような印象を与えないことで

らえてみませんか。

す。つまり相手を尊重するコミュニケーションです。
例えばテレワークの準備で資料を作成中、
子どもが

家族みんなを尊重していますか

隣でゲームを始めました。
「父親が仕事中にゲームと
は何だ、けしからん」と思い、イライラが強くなると、

こういう質問を、相談をしてきた方に投げかけま

「うるさい」と大声が出ます。こんな時「外に行けな

した。電話での話し合いです。ちょっと沈黙があり

いからお前もイライラしているのは分かる。こっち

ました。もし面談だったら、視線をずらして考え込

の仕事が一段落するまで30分でいいからゲームは

んだかもしれません。出てきた答えは「急にそう言

やめてくれないか」
という言葉が出れば、
子どもも分

われても、尊重なんて普段は考えていませんね」で

かってくれるはずです。

した。

コロナ禍がもたらした職場と家庭の変化。危機

家族間のコミュニケーションには、夫婦と親子と

感を持つことも大事ですが、新しい試みを考え実現

いう２つの関係性があります。どちらにも大切なこ

していく好機ととらえることも欠かせないでしょ

とは、相手を尊重できるかどうか、ということです。
子どもは子どもの、母親なら母親の、それぞれ異な
る人格、価値観、考え方があることを忘れないでく
ださい。一応、ここでの子どもは、小学校高学年以

17

Vol.99 HIROSHIMA-KITA

う。家族関係の見直し、親子間の信頼につながりま
す。ここで示した、相手を尊重するコミュニケーショ
ンは、家庭だけではなく職場でももちろん通用しま
す。ぜひ試みてください。

広島北税務署からのお知らせ
年末調整説明会について
令和２年度の年末調整説明会につい

ては、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止の観点から、全国一律に開催
を中止することとなりました。

なお、説明会の開催中止に伴う措置と

報については、国税 庁ホームページの

「年末調整特集ページ」への掲載及びお

知らせチラシの送付（年末調整関係書類
への同封）により行う予定です。

して、年末調整の説明に関する映像資料

開催中止

の内容の充実のほか、年末調整関係書

類とともに年末調整における留意事項

を記載したチラシを送付することを検討
しております。

おって、説明会の開催中止の周知・広

広島北税務署人事異動のお知らせ
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ＦＡ
Ｑ

法人税及び地方法人税並びに
法人の消費税の申告・納付期限と
源泉所得税の納付期限の個別指定による
期限延長手続に関するＦＡＱ
令和2年4月（令和2年5月29日更新）

昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえると、これから申告期限
を迎える法人の中には、期限までに申告等が困難な方々も多いものと考えられます。
そこで、このＦＡＱでは、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告等が困難な
方々の為に、個別の申告期限延長の手続等について取りまとめましたので、参考としてください。

問1 どのような場合に法人は個別延長が認められますか。
答1

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得な

い理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。

このやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に

感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できない

ことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じ
ていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することに
なります。

① 体調不良により外出を控えている方がいること

② 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること

③ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
④ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が

困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。

問2 個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
答2

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、

申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から２か月以内の日を指定して申告・納付期限が
延長されることになります。

つきましては、法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。

問3 申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか。
答3

法人税や消費税、源泉所得税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続きについても、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いを行うこととしてお
ります。
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問4 個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか。
答4

別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・

納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております（※）。

このため、当初の申告期限以降に、申告書を提出する場合には、新型コロナウイルス感染症の影響

による申告期限及び納付期限を延長する旨を以下の方法で作成していただきますようお願いします。

※源泉所得税においては、納付を行う際に所得税徴収高計算書の「摘要」欄に「新型コロナウイルスに
よる納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております。

この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。

※申告書を、
郵便又は信書便を利用して税務署に提出する場合には、
その郵便物又は信書便物の通信

日付印により表示された日が提出日とみなされますので、
納付をする場合は期限にご注意ください。

（注）延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、納税についての猶予制度を適用できる
場合があります。適用する場合は別途、税務署に申請手続きが必要になりますので、まずは、各国税
局の国税局猶予相談センターにお電話にてご相談ください。

●書面の申告書で申告・納付期限延長を申請する場合の記載例
申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
【法人税申告書の記載例】

●源泉所得税（所得税徴収高計算書）の記載例
所得税徴収高計算書の

「摘要」欄に「新型コロナ
ウイルスによる納 付 期

限延長申請」と記載して
ください。

詳しくは、国税庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関するＦＡＱ」を
（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm）ご確認ください。
Vol.99 HIROSHIMA-KITA
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西部県税事務所からのお知らせ
地方税も
ネットで

簡単!

電子申告

エルタックスは，地方税に関する手続をインターネットを利用して電子的に行なうシステムです。
オフィスからネットで簡単に申告できます。
（複数の地方公共団体への申告が，まとめて一度にできて便利です！）
新型コロナウィルス感染症の影響により期限内申告が困難な場合，eLTAX を通じ申告期限延長申請の手続きがで
きます。新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例（特例猶予）もeLTAX で申請できます。

ご利用の流れ

［令和2年4月現在］

ポータルセンタ

①eLTAXホームページ
から利用届出
②利用者ID・
仮暗証番号送信

納税者等利用者
（税理士等）

④申告データを送信
（電子申告）

広島県

⑤配信

（県税事務所本所）

⑦審査結果返信

⑥届出内容審査

⑧配信
（電子申告）

⑨申告内容審査
⑩申告受理

③利用者ソフトをダウンロード（市販のeLTAX対応会計ソフトも可）

eLTAXでできる手続き
税

法
法
地
特

人
人
方法
別法

手

目

県
事
人
人

民
業
特別
事業

申

税
税
税
税

告

●中間申告
●確定申告
●修正申告 など

続
申 請・届 出

●法人設立・設置届又は異動届
●更正の請求書
●申告書の提出期限の延長に係る届出書及び申請書
●新型コロナウィルスの感染症の拡大に伴う申告・納
期限の延長申請
（eLTAX様式を申告データに添付）
●新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における
徴収猶予の特例の申請
（「税務代理権限証書」から申請）

詳しい内容や手続等については、
eLTAXホームページ
（http://www.eltax.jp/）
をご覧ください。

広島県西部県税事務所法人課税課
（TEL：082－513－5353
（ダイヤルイン）
）
広島県ホームページ（県税のページ）
（http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/）
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