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国税通則法・法人税

災害等が生じた場合の申告書の提出期限の延長
災害等により法人税の確定申告書を提出期限までに提出できない場合、その提出
期限を延長するための制度があると聞きました。詳細について教えてください。

法人税の確定申告書の提出期限
の延長制度については、国税通則
法に基づくものと、法人税法に基
づくものとがあります。さらに、国税通
則法に基づくものは国税庁長官が職権で
行うものと、納税者等の申請に基づくも
のとがあります。

【解
１

他やむを得ない理由により、国税に関す
る法律に基づく申告、申請、請求、届出
その他書類の提出、納付又は徴収に関す
る期限までにこれらの行為をすることが
できないと認めるときは、次のいずれか
により、その理由のやんだ日から２月以
内に限り、当該期限を延長することがで
きることとされています（通法 11、通

説】

令３①②③）
。

概要

①

法人が災害等の被害を受けた場合にはそ

地域指定（国税庁長官が職権で行う
期限の延長）

の申告書を法定申告期限内に提出できない
場合があります。そのような事態を

国税庁長官は、都道府県の全部又は

慮し

一部にわたり、災害等の理由により、

て、申告書の提出期限や国税の納付期限を

期限までに申告、納付等を行うことが

延長するための規定が設けられています。

できないと認める場合には、告示によ

この期限の延長規定には、国税通則法に基

り地域及び期日を指定してその期限を

づくものとして災害等による期限の延長と、
法人税法に基づくものとして災害等により
決算が確定しない場合の期限の延長とがあ
ります。

延長することとされています。
②

対象者指定（国税庁長官が職権で行
う期限の延長）
国税庁長官は、災害等の理由により、
申告等の行為をすべき者であって期限

２

国税通則法に基づく期限の延長
⑴ 延長規定の内容

までに電子情報処理組織を使用して行
う申告その他の特定の税目に係る申告

国税庁長官、国税不服審判所長、国税

等の行為をすることができないと認め

局長、税務署長又は税関長は、災害その

る者（対象者）が多数に上ると認める
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場合には、告示により対象者の範囲及

得ない理由のやんだ日から２月を限度と

び期日を指定してその期限を延長する

して、上記③の規定によりその期限を再

こととされています。

延長することができることとされていま

③

個別指定（納税者等の申請に基づく

期限の延長）

す（通基通 11条関係３）
。
⑵

申請期限

国税庁長官、国税不服審判所長、税

国税通則法第 11条の規定に基づく期

務署長等は、災害等の理由により、期

限の延長の申請は、災害等の理由がやん

限までに申告、納付等を行うことがで

だ後相当の期間内にすることとされてい

きないと認める場合には、上記①また

ます（通令３④）
。この災害等の理由が

は②の適用がある場合を除き、その行

やんだ日とは、災害の場合であれば、

為をすべき者の申請により、期日を指

「災害が引きつづいて発生する恐れがな

定して申告、納付等の期限を延長する

くなり、申告、申請、納付等の行為をす

こととされています。

るのに差し支えないと認められる程度の
状態に復した日をいう」（
『DHC コンメ

上記①については、災害等の被害が広

ンタール国税通則法』
（第一法規株式会

範囲にわたる場合に国税庁長官が地域を

社）912ページ）と解されています。

指定して期限の延長を認めるものであり、
この地域指定があった場合には、納税者

３

法人税法に基づく確定申告書の提出期限

等が個別に申請を行わなくとも、指定さ

の延長（災害等による期限の延長）

れた地域の居住者は自動的に期限の延長

⑴

が認められます。

延長規定の内容
内国法人が、災害その他やむを得ない

上記②については、平成 29年度税制

理由により決算が確定しないため、確定

改正において拡充された期限延長手続で

申告書をその提出期限までに提出できな

あり、国税電子申告・納税システム（e‑

いと認められる場合には、上記２の国税

Tax）が期限間際に使用不能となる等
の事象が生じた場合を想定したものです。

通則法第 11条の規定によりその提出期

災害等の発生原因が個別的な場合やそ

轄税務署長は、その内国法人の申請に基

の範囲が比較的狭い場合には、上記①ま

づき、期日を指定してその提出期限を延

たは②の規定による期限の延長がなされ

長することができることとされています

なくとも、上記③の規定を適用し、納税
者等が自ら申請をして期限の延長を受け
ることができます。

限が延長された場合を除き、納税地の所

（法法 75①）
。
なお、法人税法の規定に基づく確定申
告書の提出期限の延長規定としては、上

なお、上記①または②の規定により期

記の他に法人税法第 75条の２に基づく

限が延長された場合においても、その延

確定申告書の提出期限の延長の特例があ

長した期間内において申告等ができない

ります。上記の規定が災害等の偶発的・

と認められるときは、災害その他やむを

突発的事情を対象とするのに対し、法人
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税法第 75条の２に基づく延長の特例は

る期限の延長（個別指定）と、上記３の法

定款等の定めにより事業年度終了の日以

人税法第 75条に基づく期限の延長のいず

後一定の期間内に定時総会が召集されな

れの適用申請を行うかについては、法人が

い常況にある場合等の恒常的に生ずる事

任意で選択できることとされています（参

情を対象としている点が異なります。
⑵ 申請期限
法人税法第 75条の規定に基づく期限

：小原一博編著『法人税基本通達逐条解
説

訂版』
（税務研究会出版局）1500ペー

ジより）。

の延長に係る申請は、原則として、提出

国税通則法の規定に基づく期限の延長規

期限を延長しようとする申告書に係る事

定があるにもかかわらず、法人税法に別段

業年度終了の日の翌日から 45日以内に、

の規定が設けられている理由は、「法人税

納税地の所轄税務署長に対し、申請書を

法等の申告の建前が確定決算に基づくこと

提出する必要があります（法法 75②）
。

を要件としていることから、決算が確定し

仮に、この延長に係る申請期限後から申

ないという点について特段のやむを得ない

告期限までに災害等のやむを得ない理由

理由がある場合には、上記の建前から期限

が生じた場合であっても、法人税法第

を強行することができないので、延期を認

75条の規定に準じた提出期限の延長が

めている」
（同『DHC コンメンター ル 国

認められており、そのような場合にはそ

税通則法』917ページ）と解されています。

の理由の発生後直ちに提出期限の延長の
申請書を提出することとされています

両者の主要な差異については以下のとお
りです。

（法基通 17―１―１）。なお、上記２⑴

国税通則法の規定に基づいて申告書の

の国税通則法第 11条に基づく国税通則

提出期限が延長された場合には、その延

法施行令第３条第１項の規定による期限

長後の期限が法定申告期限、法定納期限

の延長（地域指定）を受けている場合に

となりますので、延滞税及び利子税は免

おいても、災害等の理由により決算が確

除 さ れ ま す（通 法 63②、64③）
。こ れ

定しないため確定申告書をその延長され

に対して、法人税法の規定に基づいて申

た期限までに提出できないと認められる

告書の提出期限を延長した場合には、法

ときは、その延長された期限を法人税法

定納期限も同様に延長されますが、その

第 75条の規定による申請書の提出期限

延長された期間に応じて利子税が課され

として、法人税法第 75条の規定を適用

ます（法法 75⑦）。

することができるものとされています
（法基通 17―１―３）
。

国税通則法の規定に基づく期限の延長
は災害等の理由がやんだ日から２月以内
に限られますが、法人税法の規定に基づ

４

国税通則法に基づく期限の延長と法人税
法に基づく期限の延長の主要な差異

く期限の延長には法令上このような制限
は定められていません。ただし、申告期

上記２⑴の国税通則法第 11条に基づく

限の延長の申請に対する税務署長の承認

国税通則法施行令第３条第３項の規定によ

は、
「申請に係る理由を検討し、災害そ
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の他やむを得ない理由の状況、その理由

方法人税の確定申告書の提出期限も同様に

の消滅の時期、決算手続に着手し得る時

延長されます（地法法 19⑤）。

期、決算手続に通常要する日数等を勘案

なお、地方税法上でも国税通則法第 11

して客観的に妥当と思われる日を指定す

条と類似の期限の延長規定が設けられてい

ることとし、法人の申請した指定を受け

ま す（地 法 20の ５ の ２）。こ の 他、事 業

たい日を漫然と承認することのないよう

税・地方法人特別税の確定申告書の提出期

にされ て い る」（同『DHC コ ン メ ン タ

限の延長については法人税法第 75条と同

ール国税通則法』4445ページ）とのこ

様の規定があり、別途申請が必要とされて

とであり、申告期限の延長が無制限に認

います（地法 72の 25②、地令 24の３①、

められるものではないと

地方法人特別税等に関する暫定措置法

えられます。

11）
。住民税の確定申告書の提出期限は法
５

地方法人税、地方税の確定申告書の提出
期限の延長

人税の確定申告書の提出期限が上記３の規
定により延長されている場合は同様に延長

法人税の確定申告書の提出期限が上記３

されるものと

の規定により延長されている場合には、地

321の８①）。

えられます（地法 53①、

※ 本文中、意見にわたる部分は筆者の私見であり、デロイト トーマツ税理士法人の公式見解では
ありません
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