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消費税に係る「令和 2 年度税制改正」と「新型コロナウイルス感染症等の影響
を踏まえた特例措置」 
～消費税に係る最新情報～ 

本ニュースレターでは、消費税に焦点をあて、「令和２年度の税制改正項目」と、「新型コロナウイルス感染症等の影響を踏ま

えた特例措置」を、これまで明らかにされてきた消費税の関連法規（改正法・政省令・通達）並びに国税庁 Web で公表の

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関する FAQ」、

「新型コロナ税特法に係る消費税の特例に関する Q&A」、その他各種リーフレット（令和２年８月 1 日現在）に基づき、そ

の主な内容を確認する。 

I. 消費税に係る令和２年度税制改正 

令和 2 年度税制改正では、国税に関し、持続的な経済成長の実現、経済社会の構造変化への対応などの視点から、新

たな税制の創設や各種制度の見直しがなされるとともに、併せて、円滑•適正な納税のための環境整備等がなされた。消費

税に関する主な改正項目は、以下のとおりである。 

1. 法人に係る消費税の申告期限を延長する特例（創設） 

(1) 改正の趣旨 

これまで、法人税と消費税の申告期限が不一致であることで生じていた消費税の修正申告及び更正の請求などの、企業の

事務負担の軽減や平準化を図る趣旨から、法人税の申告期限延長の特例の適用を受ける法人につき、消費税の申告期

限を１月延長する特例が創設された。 

(2) 改正内容 

法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人が、消費税の確定申告書の提出期限に関し納税地

の所轄税務署長に「消費税申告期限延長届出書」を提出した場合には、その提出日の属する事業年度以後の各事業年

度末日の属する課税期間に係る消費税の確定申告書の提出期限は、課税期間末日の翌日から３月以内とされ、従来よ

り１月延長されることとなった（新消法 45 の２①）。 

なお、本特例の適用を受ける法人は、消費税の額にプラスして、課税期間終了の日の翌日以後２月を経過した日から延長

された提出期限までの期間の日数に応じ、利子税を納付しなければならない（新消法 45 の 2⑤、措法 93、参考：令和 2

年分の利子税の税率は年 1.6%、令和 3 年 1 月 1 日からは「貸出約定平均金利＋年 0.5％」）。 

(※)本特例は、法人税法第 75 条の 2 第 1 項の適用法人であることが前提。すなわち、定款等の定めあるいは特別な事情により、各事業

年度末日の翌日から 2 月以内に、決算に関する定時総会が招集されない常況にあり、適用事業年度末日までに法人税に係る提出

期限延長申請を提出している法人が対象となる。 

(※)本特例の適用により、消費税の確定申告の期限が延長された場合でも、「中間申告」（年 11 回中間申告対象法人の１回目・２回

目の中間申告対象期間を除く。）や、「課税期間の短縮特例適用」により短縮された課税期間（事業年度の末日を含む課税期間

を除く）の確定申告の期限は延長されない点に留意する必要がある。 
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【適用事例１】 法人税の申告期限の延長特例の適用対象法人（３月決算法人）の消費税の申告期限 

                                    申 告 期 限 

R2.4.1                    R.3.3.31        R3.5.31（原則） 

 

                                        R3.6.30（特例） 

 

 

【適用事例２】 課税期間短縮の場合の（３月決算法人）の消費税の申告期限 

(3) 適用時期  

本改正は、令和 3 年 3 月 31 日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用される（改正法附則

45）。 

2. 居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化 

(1) 改正の趣旨 

居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額は、本来、住宅の賃料（非課税売上）に対応する課税仕入として、仕入税額

控除の対象とされるべきでないところ、金地金等の売買を作為的に行い課税売上割合を高めることで、仕入税額控除を行う

等の事例が散見されたことから、仕入税額控除を建物用途の実態・制度趣旨に応じ適正化する観点で改正がなされた。 

(2) 居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の見直し 

1) 居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限 

住宅の貸付け（消費税法別表第１第 13 号で非課税とされる住宅の貸付けをいう）の用に供しないことが明らかな建物

(*1)以外の建物であって高額特定資産(*2)又は調整対象自己建設高額資産(*3)に該当するもの（以下「居住用賃貸建

物」）の課税仕入等の税額については、仕入税額控除制度の適用を認めないこととされた（新消法 30⑩）。 

ただし、店舗併用賃貸住宅のように、居住用賃貸建物のうち構造・設備の状況等から住宅の貸付の用に供しないことが明ら

かとして合理的に区分可能な部分(*4)については、引き続き仕入税額控除制度の対象とされる（新消令 50 の 2①）。 

(*1)「住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物」とは： 

建物の構造及び設備の状況その他の状況により住宅の貸付の用に供しないことが客観的に明らかなものであり、例えば、a）建物全て

が店舗等の事業用施設である建物、b）旅館又はホテルなど旅館業法第２条第 1 項に規定する旅館業の施設貸付けに供することが

明らかな建物、ｃ）棚卸資産として取得した建物であり、所有している間、住宅貸付用に供しないことが明らかなもの、などが該当する

（消基通 11-7-1）。 

居住用賃貸建物の該当性は、原則として課税仕入を行った日の状況で判定するが、課税期間末日に住宅貸付用に供しないことが明

らかなときは、居住用賃貸建物に該当しないとして差し支えない（消基通 11-7-2）。 

(*2)「高額特定資産」とは： 

一の取引単位につき、課税仕入等に係る税抜き支払対価の額が 1,000 万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産（棚卸資産

以外の固定資産等のうち税抜き支払対価の額が、一の取引単位につき 100 万円以上のもの）をいう（消法 2 条①16 号、12 条の

4、消令 5 条、25 条の 5） 

(*3)「調整対象自己建設高額資産」とは： 

事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産のうち、建設等に要した課税仕入に係る税抜き支払対価の額が 1,000 万円以上

となったものをいう（新消法 12 条の 4②、新消令 25 条の 5③）。 

(*4)合理的な区分の方法：使用面積割合や使用面積に対する建設原価割合など、建物実態に応じた合理的な基準で区分する方法を

いう（消基通 11-7-3）。 

課税期間（事業年度） 

課税期間（事業年度） 

2 カ月 

3 カ月 

延長届提出 

【例】事業年度4/1～3/31、課税期間3カ月の場合

課税期間 4/1~6/30 7/1~9/30 10/1~12/31 1/1~3/31

申告期限（原則） 8/31 11/30 2/28 5/31

延長適用可否 × × × ○（6/30まで）
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2) 居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入に係る消費税額の調整 

上記 1)により仕入税額控除制度の適用を認めないこととされた「居住用賃貸建物」につき、その後、下記いずれかに該当す

ることとなった場合には、仕入控除税額を調整することとされた（新消法 35 条の 2①②③）。 

a) 第三年度の課税期間(*1)の末日に居住用賃貸建物を有しており、かつ、その居住用賃貸建物の全部又は一部

を仕入れ等の日から第三年度の課税期間の末日までの間（以下「調整期間」）に課税賃貸用(*2)に供したとき 

➡下記金額を第三年度の課税期間の仕入控除税額に加算 

【算式】 

仕入控除税額に加算する額 ＝ 居住用賃貸建物の課税仕入れ等に係る消費税額 × 課税賃貸割合(※) 

（※）課税賃貸割合＝（A）のうち課税賃貸用に供した対価の額 

÷ 調整期間に行った居住用賃貸建物の貸付の対価の額の合計額（A） 

 

 

 

 

 
 

（出典：国税庁リーフレット「消費税法改正のお知らせ」（令和２年 4 月）より一部抜粋・加工） 

b) 居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡したとき 

 ➡下記金額を譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算 

【算式】 

仕入控除税額に加算する額 ＝ 居住用賃貸建物の課税仕入れ等に係る消費税額 × 課税譲渡等割合(※) 

（※）課税譲渡等割合＝（（B）のうち課税賃貸用に供した対価の額＋（C））÷（（B）＋（C）） 

（B）：課税譲渡等調整期間(*3)に行った居住用賃貸建物の貸付の対価の額の合計額 

（C）：居住用賃貸建物の譲渡の対価の額の合計額 

 

（出典：国税庁リーフレット「消費税法改正のお知らせ」（令和２年 4 月）より一部抜粋・加工） 

(*1)第三年度の課税期間とは：居住用賃貸建物の仕入等の日の属する課税期間の開始の日から 3 年を経過する日の属する課税期間

をいう（新消法 35 条の２③）。 

(*2)課税賃貸用とは：新消法別表第一第 13 号で非課税とされる「住宅の貸付け」以外の貸付けの用をいう。 

(*3)課税譲渡等調整期間とは：居住用賃貸建物の仕入等の日から居住用賃貸建物を他の者に譲渡した日までの期間をいう（新消法

35 条の 2③）。 

 

前頁(2)1)

の改正 

(2)2)b)

改正 

前頁(2)1)

の改正

(2)2)a)

改正

前頁(2)1)

の改正

(2)2)b)

改正
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(3) 住宅の貸付けに係る非課税範囲の見直し（貸付用途不明の場合の基準の明確化） 

住宅の貸付けは、社会政策的配慮から、貸付契約で人の居住の用に供することが明らかなものに限り「非課税」とされていた

が、貸付契約で用途が明らかにされていない場合(*1)でも、貸付等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らか

な場合(*2)の貸付けは、非課税とされた（新消法別表第一⑬）。 

(*1)「貸付契約で用途が明らかにされていない場合」には：住宅を居住用又は事業用どちらでも使用できることとされている場合が含まれる

（消基通 6-13-10）。 

(*2)「貸付等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合」とは：賃借人や住宅の状況その他の状況からみて人の居住

の用に供されていることが明らかな場合をいい、例えば、賃借人が個人か否かや、建物の転貸の状況、建物の構造・設備などから判断

するものとされる（消基通 6-13-11）。 

(4) 適用時期 

上記 2.(2)の改正は令和 2 年 10 月 1 日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入等の税額について（改正法附則

44①）、2.(3)の改正は令和２年４月１日以後に行われる貸付けについて（改正法附則 46）それぞれ適用される。ただ

し、2.(2)に関し、令和２年３月 31 日までに締結した契約に基づき、令和 2 年 10 月１日以後に行われる居住用賃貸建

物の課税仕入等については、この改正は適用されない（改正法附則 44②）。 

3. 高額特定資産等について、棚卸資産の調整措置の適用を受けることとなった場合の事業者免税点制度及び簡易課

税制度の適用制限措置の対象拡大 

(1) 改正の趣旨 

免税事業者が新たに課税事業者となる場合、又は課税事業者が免税事業者となる場合には、棚卸資産に係る課税仕入

れ等の税額につき、一定の調整計算を行うことで、各課税期間における仕入税額控除のバランスを図る措置が取られている

（消法 36）。 

しかし、①免税事業者である課税期間において高額特定資産を取得し、②その後課税事業者となった課税期間において棚

卸資産の調整措置による仕入税額控除の適用を受け、さらに③その後免税事業者となった課税期間に当該高額特定資

産を売却した場合には、当該高額固定資産につき、取得に係る仕入税額控除の適用は受けるものの、売却に係る消費税

額は納付されず租税回避的な取扱いとなることから、その抑制を目的に本改正がなされた。 

(2) 改正の内容 

高額特定資産を取得した場合には、取得をした課税期間から 3 年間は事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を

制限する措置があるが、その制限の対象に「高額特定資産である棚卸資産が、棚卸資産の調整措置(*1)の適用を受けた

場合」を含めることとされた（新消法 12 の 4②、新消法 37③四）。 

すなわち、事業者が、高額特定資産である棚卸資産等について、棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合には、その適用

を受けた課税期間の翌課税期間からその適用を受けた課税期間の初日以後３年を経過する日の属する課税期間までの各

課税期間については、免税事業者になることはできない。 

同様に、棚卸資産の調整措置の適用を受けた課税期間の初日から、同日以後 3 年を経過する日の属する課税期間の初

日の前日までの期間は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することはできない。 

(*1)棚卸資産の調整措置とは：免税事業者が課税事業者となった場合に、課税事業者となった日の前日に免税事業者期間中に行った

課税仕入れ等に係る棚卸資産を有している場合、その棚卸資産の課税仕入れ等に係る消費税額を、課税事業者となった課税期間

の課税仕入れ等に係る消費税額とみなして仕入税額控除の計算対象に含める等の措置をいう（消法 36）。 
 

 
（出典：国税庁リーフレット「消費税法改正のお知らせ」（令和２年 4 月）より抜粋） 

(3) 適用時期 

本改正は令和２年 4 月１日以後に棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合について適用される（改正法附則 42）。 
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4. その他の改正（一部のみ、項目の紹介にとどめる） 

 外国人旅行者向け消費税免税制度の対象となる輸出物品販売場に、国税庁長官が観光庁長官と協議して定める

一定の基準を満たした無人の自動販売機型輸出物品販売場が加えられた（消令 18 の 2②三） 

 消費税を非課税とする社会福祉事業等の範囲に、１日あたり 5 人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち

一定の基準を満たすものが加えられた（消令 14 条の 3①） 

 消費税の適格請求書の交付義務が免除される卸売市場の適用範囲の明確化がなされた（消令 70 の 9②二） 

II. 新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた消費税の特例措置～国税庁 FAQ より消費税の特例を

中心に～ 

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)（以下「本感染症」）の拡大状況を踏まえた各種税制上の措置については、過去の

本ニュースレター（2020 年 4 月 21 日号（6 月 12 日更新）、2020 年 5 月 1 日号）でも数次にわたり取り上げてきたところでは

あるが、その全体像は、主に国税庁のウェブサイト「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税

などの当面の税務上の取扱いに関する FAQ」（令和 2 年 3 月 25 日公表、令和 2 年 7 月 1 日更新、以下「国税庁

FAQ」）で明らかにされている。 

国税庁 FAQ は、本感染症の影響により、当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等を取りまとめたものではあるが、

4 月 30 日付で新たに成立・施行された「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（令和 2 年法律第 25 号）」（以下「新型コロナ税特法(*1)」）による措置の内容も追加・更新がなされたこと

で、利用可能な国税に関する制度は、国税庁 FAQ の中で、おおむね網羅される形となっている。 

本ニュースレターの後段では、「新型コロナ感染症等の影響を踏まえた消費税の特例措置」と題して、国税庁 FAQ で紹介され

る法人が利用可能な「消費税」の特例にスポットを当て、さらに「新型コロナ税特法に係る消費税の特例に関する Q&A」

（以下「税特法 Q&A」）の内容も踏まえて説明する。 

※ 国税庁 FAQ は随時更新（直近は令和 2 年 7 月 1 日付）されており、今後も引き続き状況を注視する必要がある。 

(*1)新型コロナ税特法：本感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者に及ぼす影響の緩和を図るため、緊急に必要な税制上の措

置を講ずることを目的として、国税通則法その他の国税関係法律の特例として制定された。納税の猶予制度、欠損金の繰戻し還付特

例など主に 7 項目に渉る弾力的な措置が取り決められている。詳細は、過去の本ニュースレター2020 年 5 月１日号参照。 

1. 株主総会の開催が遅れる場合の消費税の申告等の期限延長（国税庁 FAQ １－問２、問７） 

法人税・消費税の申告・納付等期限については、個人の申告所得税等の申告・納付期限の一括延長の対象とされていな

いため、基本的には従来どおりの期限となるが、感染症固有の特殊性に鑑み、災害等やむを得ない理由により、申告・納付

等を期限までに行うことが困難な事情がある企業に認められる「個別申請による期限延長制度」が利用可能とされている

（国通法 11、国通令 3③④） 

この場合、個別延長の適用を受けるための申請書の作成・提出の必要はなく、申告書等の作成・提出が可能となった時点

で、申告書余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記するなどの簡易な手続で申請可能

である。（国税庁 FAQ 問 2-2） 

また、この「個別申請による期限延長制度」は、同様の手続により「中間申告」（前年度実績・仮決算申告）についても利

用可能とされる。（国税庁 FAQ 問 2-3） 

（手続の詳細は過去の本ニュースレター「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大状況を踏まえ、法人が利用可能な

税務上の制度は？～国税庁 FAQ を通じ、申告期限の延長などの詳細を確認～」2020 年 4 月 21 日号（6 月 12 日更

新）を参照） 

上記は、法人税・消費税共通の措置だが、消費税固有の論点として「新型コロナウイルスに関連して定時株主総会の開催

が遅れる場合」に消費税の申告・納付期限の延長が認められるか、という問題があり、この点、これを理由とする一律の期限

延長は認められないとするのが国税庁の見解である。消費税・地方消費税は法人税と異なり、確定した決算を前提とする

申告でないことがその理由である（国税庁 FAQ 問 7）。 

ただし、定時株主総会延期との理由以外にも、社員の休暇勧奨など、通常の業務体制の維持困難を理由に決算書類・申

告書等の作成が遅れ、期限内での消費税及び地方消費税の申告納付等が困難な理由がある場合には、冒頭の「個別申

請による期限延長制度」による延長が認められることとなる（国通法 11、国通令 3③④）。 

2. 賃料の減額を行った場合の消費税率等の経過措置について（国税庁 FAQ ５－問 12） 

今般、国土交通省より不動産関連業界に対し、本感染症等の影響で賃料支払が困難なテナントには、その状況に配慮し

た支払猶予や賃料減免などの柔軟な措置が要請されている。国税庁 FAQ では、減免対象となる賃料に消費税率等の経

過措置（旧税率 8%）が適用されている場合の取扱いが示されている。 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/bt/jp-bt-japan-tax-newsletter-12june2020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/bt/jp-bt-japan-tax-newsletter-1may2020.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei3.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/bt/jp-bt-japan-tax-newsletter-1may2020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/bt/jp-bt-japan-tax-newsletter-12june2020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/bt/jp-bt-japan-tax-newsletter-12june2020.pdf
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本来、資産の貸付に係る消費税率等の経過措置（旧税率 8%）の適用を受けている賃料を、31 年指定日（平成 31 年

4 月 1 日）以後に変更した場合、「正当な理由に基づく」変更でない限り、変更後に行われる資産の貸付けには、経過措

置が適用されない。 

今回、政府の要請を踏まえ、本感染症等の影響を受けた賃借人支援のためにオーナーが賃料を減額することが明らかな場合

は、「正当な理由に基づくもの」とされ、引き続き経過措置の適用対象とすることが明らかにされた。なお、本取り扱いの適用

に際しては、以下の点に留意する必要がある。 

 賃料の減額に係る変更契約書や覚書等において、本感染症等の影響を受けた賃借人の支援のために賃料を減額す

る旨を明らかにしておく 

 不動産以外の資産（事務機器等）の貸付けについて、本感染症等の影響を受けた賃借人の支援のために賃料を一

定の期間減額する場合も、同様に取り扱って差し支えない 

 当該政府の要請が行われる前に、賃貸業者が、本感染症等の影響を受けた賃借人の支援のために賃料を一定の期

間減額した場合も、同様に取り扱って差し支えない 

【参考】 

 平成 26 年 10 月 27 日付課消１-35 ほか４課共同「平成 31 年 10 月１日以後に行われる資産の譲渡等に適

用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」（法令解釈通達）19《正当な理由による対価の増減》

（国税庁ウェブサイト）  

 令和２年３月 31 日付国土交通省通知・国土動第 149 号「新型コロナウイルス感染症に係る対応について（依

頼）」 （国土交通省ウェブサイト） 

 令和２年４月 17 日付国土交通省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る対応について（補足その２）」 

（国土交通省ウェブサイト） 

3. 消費税の課税選択の変更に係る特例（新型コロナ税特法 10 条）（国税庁 FAQ６－問１、問 8） 

本感染症等の影響により令和２年 2 月以降の一定期間の収入が著しく減少した事業者（個人事業者・法人）に関し、

消費税の課税選択について、課税期間開始後における変更を可能とする等の特例が創設された（本来は課税選択等は、

課税期間の開始前に届出が必要）。これにより会社の不測の事態に応じた機動的な課税選択が可能となる。 

(1) 特例内容（税特法 Q&A 問７） 

特例対象事業者（下記(2)）には、以下の取り扱いが特別に認められる。 

① 納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、特定課税期間(*1)以後の課税期間につき、課税期間開始後であって

も、課税事業者を選択する（又はやめる）ことが可能（新型コロナ税特法 10①③） 

② 課税選択の２年間の継続適用要件は課されず、翌課税期間に適用取り止めが可能（新型コロナ税特法 10②） 

③ ①の適用により課税事業者となった日から 2 年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資

産（税抜き 100 万円以上の固定資産）を取得した場合、本来は、その仕入の日の属する課税期間開始日から 3

年間は事業者免税点制度は適用できないが（消法 9⑦）、適用除外となる（新型コロナ税特法 10②） 

(*1)特定課税期間とは：本感染症等の影響により、事業としての収入の著しい減少（おおむね 50%以上）があった期間（調査期間）

内の日を含む課税期間をいう。 

(*2)②③により、翌期以降、適用をやめようとする場合は、その課税期間開始前までに「課税事業者選択不適用届出書」の提出が必要 

(2) 特例対象事業者（税特法 Q&A 問２） 

本感染症等の影響により、令和２年２月 1 日から令和 3 年 1 月 31 日までの任意の連続した１カ月以上の期間（以下

「調査期間」）の事業としての収入金額が、著しく減少（前年同期比おおむね 50%以上減少）している事業者（個人事

業者・法人）をいう（新型コロナ税特法 10①③、税特令 7）。 

(*1)事業としての収入金額：事業者の事業上の売上その他の経常的な収入をいい、臨時的収入（各種給付金等）は含めない。 

(*2)収入金額の著しい減少は、本感染症等の影響に因果関係を有する必要があり、例えば、①事業者・親族・従業員等が本感染症に感

染したことの影響、②イベント開催・外出自粛要請、③入国制限、④賃料支払猶予要請等、各種措置の影響等で収入の減少があっ

たことが想定されている。 

(3) 承認申請手続（税特法 Q&A 問８、問 9） 

本特例の承認を受けようとする場合は、「新型コロナ税特法第 10 条 1 項（第 3 項）の規定に基づく課税事業者選択

（不適用）届出に係る特例承認申請書」及び「消費税課税事業者選択（不適用）届出書」に確認書類(*1)を添付し

て、納税地の所轄税務署長に提出する。 

(*1)確認書類：本感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があったことを確認できる書類 

例えば、損益計算書、月次試算表、売上帳、現金出納帳、預金通帳のコピーなどで、「調査期間」（令和 2 年 2 月 1 日～令和 3

年 1 月 31 日までの任意の連続する１カ月以上の期間）と「調査期間の直前１年間の調査期間に対応する期間」の事業としての収

入金額が確認できる書類 

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/141027/kaisei.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/141027/kaisei.htm
https://www.mlit.go.jp/common/001340555.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001340555.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001342992.pdf
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(4) 申請期限（税特法 Q&A 問８） 

① 課税事業者を選択する場合：特定課税期間の末日の翌日から２月を経過する日（法人の場合） 

② 課税事業者の選択をやめる場合： 

a) 特定課税期間から課税事業者の選択をやめる場合：特定課税期間の確定申告書の提出期限(*1) 

b) 特定課税期間の末日が、課税事業者選択届出書の提出により、課税事業者となった課税期間の初日以後２

年を経過する日（2 年経過日）以後に到来する場合で、その特定課税期間の翌課税期間以後の課税期間か

ら課税事業者の選択をやめる場合：特定課税期間の確定申告書の提出期限(*1) 

c) 上記 a)、b)以外の場合：「２年経過日の属する課税期間の末日」と「課税事業者の選択をやめようとする課税

期間の末日」とのいずれか早い日 

(*1)国税通則法第 11 条の規定の適用により、申告期限の延長を受けている場合はその延長された期限（Ⅱ.1 参照） 

事例紹介 国税庁のリーフレットより、本特例の適用事例２ケースを紹介する。 

出典：国税庁リーフレット「消費税の課税選択の変更に係る特例について（詳細版）令和 2 年 4 月より抜粋 

出典：国税庁リーフレット「消費税の課税選択の変更に係る特例について（詳細版）令和 2 年 4 月より抜粋 
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4. 一定の場合における納税義務の免除の制限を解除する特例（新型コロナ税特法 10④～⑥） 

新型コロナ税特法の特例対象事業者(上記 3．(2)参照)が、その収入の著しい減少のあった期間内の日を含む課税期間

（特定課税期間）以後の課税期間について、納税義務の免除制限の適用を受けないことが必要となった場合に、制限を

解除するための特例（下記(1)～(3)）が設けられた。 

(1) 新設法人等が基準期間のない各課税期間中に調整対象固定資産を取得した場合の納税義務免除の制限を解除

する特例（税特法 Q&A 問 12～14） 

本来、新設法人(*1)又は特定新規設立法人(*2)が、基準期間のない各課税期間中に調整対象固定資産を取得し、その

取得した課税期間について一般課税で申告を行う場合、その取得した課税期間の初日以後 3 年間は納税義務が免除さ

れない（消法 12 の 2②、12 の 3③）。 

しかし、新設法人又は特定新規設立法人に該当する特例対象事業者が、本感染症等の影響により、特定課税期間以後

の課税期間につき、この３年間の納税義務の免除制限の適用を受けない必要が生じた場合に、納税地の所轄税務署長の

承認を受けることで、制限を解除することができる（新型コロナ税特法 10④）。 

(*1)新設法人とは：その事業年度の基準期間がない法人のうち、事業年度開始の日における資本金の額が 1,000 万円以上の法人をいう

（消法 12 の 2①）。 

(*2)特定新規設立法人とは：新設法人に該当しない新規設立法人のうち、その基準期間がない事業年度開始の日に、一定の大規模事

業者に 50%超支配されるなど一定の場合に該当する法人をいう（消法 12 の 3①）。 

(*3)調整対象固定資産とは：棚卸資産以外の固定資産等のうち税抜き支払対価の額が、一の取引単位につき 100 万円以上のものをい

う（消法 2①16 号、消令 5）。 

(2) 高額特定資産(*4)の仕入等を行った場合の納税義務免除の制限を解除する特例（税特法 Q&A 問 15～17） 

本来、高額特定資産(*4)の仕入等を行い、その仕入れ等の日の属する課税期間について、一般課税で申告を行う場合、そ

の仕入等の日の属する課税期間の初日以後 3 年間は納税義務は免除されない（消法 12 の 4①）。 

しかし、特定課税期間の初日以後２年を経過する日の属する課税期間までの課税期間において、高額特定資産の仕入等

を行った特例対象事業者が、本感染症等の影響により、特定課税期間以後の課税期間について、この３年間の納税義務

の免除制限の適用を受けない必要が生じた場合に、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、制限を解除することが

できる（新型コロナ税特法 10⑤）。 

(*4)高額特定資産とは：一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る税抜き支払対価の額が 1,000 万円以上の棚卸資産または調整対

象固定資産をいう（消法 2 条①16 号、12 条の 4、消令 5 条、25 条の 5 

(3) 高額特定資産等について棚卸資産の調整措置の適用を受けることとなった場合の納税義務免除の制限を解除する

特例（コロナ税特法 Q&A 問 18～19） 

本来、高額特定資産である棚卸資産等について棚卸資産の調整措置(*1)の適用を受けた場合は、その適用を受けた課税

期間の初日以後３年間は納税義務が免除されない（消法 12 の 4②）。 

しかし、特定課税期間の初日以後２年を経過する日の属する課税期間までに、高額特定資産等について棚卸資産の調整

措置の適用を受けることとなった特例対象事業者が、本感染症等の影響により、特定課税期間以後の課税期間について、

この措置の適用を受けない必要が生じた場合に、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、この 3 年間の納税義務が

免除されない制限を解除することができる（新型コロナ税特法 10⑥）。 

(*1)棚卸資産の調整措置とは：免税事業者が課税事業者となった場合に、課税事業者となった日の前日に免税事業者期間中に行った

課税仕入れ等に係る棚卸資産を有している場合、その棚卸資産の課税仕入れ等に係る消費税額を、課税事業者となった課税期間

の課税仕入れ等に係る消費税額とみなして仕入税額控除の計算対象に含める等の措置をいう（消法 36）。 

(4) 承認申請手続 

上記(1)～(3)の特例の承認を受けようとする場合は、「新型コロナ税特法第 10 条第 4 項から第 6 項の規定に基づく納税

義務の免除の特例不適用承認申請書」に確認書類(*1)を添付して、納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。 

(*1)確認書類：本感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があったことを確認できる書類 

例えば、損益計算書、月次試算表、売上帳、現金出納帳、預金通帳のコピーなどで、「調査期間」（令和 2 年 2 月 1 日～令和 3

年 1 月 31 日までの任意の連続する１カ月間）と「調査期間の直前１年間の調査期間に対応する期間」の事業としての収入金額が

確認できる書類  
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(5) 事例紹介 

国税庁のリーフレットより、本特例(1)(2)の適用事例２ケースを紹介する。 

出典：国税庁リーフレット「消費税の課税選択の変更に係る特例について（詳細版）令和 2 年 4 月より抜粋・加工 

出典：国税庁リーフレット「消費税の課税選択の変更に係る特例について（詳細版）令和 2 年 4 月より抜粋・加工 

(6) 申請期限 

前記 4.(1)～(3)の特例についての申請期限は以下のとおりである。 

 (1) 新設法人等が基準期間のない各課税期間中に調整対象固定資産を取得した場合の納税義務免除の制限を

解除する特例（税特法 Q&A 問 12～14）の場合： 

「特定課税期間に係る確定申告書の提出期限」(*1)と、「基準期間のない事業年度のうち最後の事業年度終了の

日」とのいずれか遅い日 

 (2) 高額特定資産の仕入等を行った場合の納税義務免除の制限を解除する特例（税特法 Q&A 問 15～17）の

場合： 

「特定課税期間の確定申告書の提出期限」(*1)と「高額特定資産の仕入等の日の属する課税期間の末日」とのい

ずれか遅い日 

 (3) 高額特定資産等について棚卸資産の調整措置の適用を受けることとなった場合の納税義務免除の制限を解除

する特例（コロナ税特法 Q&A 問 18～19）の場合： 

「特定課税期間の確定申告書の提出期限」(*1)と「棚卸資産の調整規定の適用を受けることとなった日の属する課

税期間の末日」とのいずれか遅い日 

 (*1)国税通則法第 11 条の規定の適用により申告期限の延長を受けている場合は、その延長された期限。 

【事例(2) 

【事例(1) 
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5. 簡易課税制度の適用に関する特例（税特法 Q&A 問 20） 

(1) 特例の内容 

基準期間の課税売上高が 5,000 万円以下の事業者に適用が認められる「簡易課税制度」について、本感染症等の影響を

受けた事業者は、「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」の特例の適用により、課税期間開始

後でも、簡易課税制度の選択（又はとりやめ）が可能である（消法 37 条の 2、消基通 13-1-7）（本来は簡易課税制

度の選択（又は取りやめ）は、適用を受ける課税期間の前課税期間末日までの届出が必要）。 

本特例の利用により、通常の業務体制維持を困難とする簡易課税への変更や、感染拡大防止のために緊急な課税仕入

れ(*1)が生じた場合の一般課税への変更など、被災した課税期間以後の課税期間からの機動的な対応が可能となる。 

(*1)感染拡大防止のために緊急な課税仕入れの事例として、国税庁は、①社員の分散勤務のための別の事務所の緊急借り上げ、②感染

予防のためのパーティション設置などの増設工事、消毒液・マスクなどの衛生用品の大量購入のようなケースを挙げている。 

(*2)本特例適用によった場合、簡易課税制度の 2 年間の継続適用要件は課されない。また、調整対象固定資産や高額特定資産等を取

得した場合の「消費税簡易課税制度届出書」の提出制限も課されない。 

(2) 適用要件 

本感染症等の影響による被害がやんだ日から 2 月以内(*1)に、下記①②を納税地の所轄税務署長に提出する。 

① 「災害等による消費税簡易課税制度選択（不適用）届出に係る特例承認申請書」 

② 「消費税簡易課税制度選択（不適用）届出書」 

(*1)被害のやんだ日がその申請に係る被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合は、その被災課税期間の確定申告書の提出期限

まで（国通法 11 条の適用で申告期限の延長を受けている場合は延長された期限まで）（消基通 13-1-8） 

（東京事務所 纐纈明美、 大友和佳子） 
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