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1．積極的な賃上げ等を促すための措置
⑴大企業向け賃上げ促進税制（主に資本金1億円超の法人が対象）
給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度のうち新規雇用者に係る措置が改組されました。
青色申告書を提出する法人が、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において、
国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給
額に対する増加割合が3％以上であるときは、控除対象雇用者給与等支給増加額の15％の税額控除ができま
す。この場合において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4％以
上であるときは、税額控除率に10％が加算され、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が
20％以上であるときは、税額控除率に5％が加算されます。（税額控除率は最大30％、ただし税額控除額は当
期の法人税額の20％が上限となります。）
ただし、資本金の額等が10億円以上、かつ、常時使用する従業員の数が1，000人以上の大企業については、給
与等の支給額の引上げの方針等をインターネットを利用する方法により公表したことを経済産業大臣に届出をす
ることが必要になります。

⑵中小企業向け賃上げ促進税制
中小企業における所得拡大促進税制について、適用期限が1年延長され、税額控除率の上乗せ措置の見直しが
されました。
現行では、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が1.5％以上であるときは、控
除対象雇用者給与等支給増加額の15％の税額控除ができますが、改正後は、雇用者給与等支給額の比較雇用
者給与等支給額に対する増加割合が2.5％以上であるときは、税額控除率に15％が加算され、教育訓練費の額の
比較教育訓練費の額に対する増加割合が10％以上であるときは、税額控除率に10％が加算されます。（税額控
除率は最大40％、ただし税額控除額は当期の法人税額の20％が上限となります。）

2．交際費課税の特例措置の延長
下記の制度について適用期限がそれぞれ2年間延長されます。

3．その他
⑴資本の払戻しに係るみなし配当の額の計算方法等の見直し
みなし配当の額を計算する際の払戻等対応資本金額等及び資本金等の額の計算の基礎となる減資資本金額
は、その資本の払戻しにより減少した資本剰余金の減少額を限度とする見直しが行われました。
［適用時期及び過年度の対応について］
本改正と同様の取扱いが過去に遡って適用されることとされており、国税通則法の規定に基づき、法定申告期

限等から5年以内であれば更正の請求を行うことができるとされております。

⑵少額減価償却資産等の取得価額の損金算入制度における貸付け用資産の除外
少額減価償却資産及び一括償却資産の損金算入制度について、対象資産から貸付け（主要な事業として行わ
れるものを除きます。）の用に供した資産が除外されます。

法人課税

成長と分配の好循環＆
コロナ後の新しい社会の開拓に向けて
令和4年度（2022年度）税制改正大綱には、多様なステークホルダーに配慮した経営と積極的な賃上げ

を促す観点から賃上げに係る税制措置が抜本的に強化されました。また、みなし配当の額の計算方法や適
格請求書等保存方式の見直し、昨年度話題となりました電子取引の取引情報に係る電子データ保存の義務
化に関する宥恕措置の整備などが盛り込まれました。

OAG税理士法人
タックスアドバイザリー部

鳥山 拓巳

令和4年度（2022年度）税制改正大綱（法人関係その他）

OAG税理士法人　タックスアドバイザリー部　鳥山 拓巳　中川 智樹

賃
上
げ
要
件

①継続雇用者の給与等支給総額が前年度比3％以上増加
　⇒給与増加額の15％税額控除

②継続雇用者の給与等支給総額が前年度比4％以上増加
　⇒給与増加額の25％税額控除

上
乗
せ
要
件

教育訓練費が前年度比20％以上増加
⇒さらに税額控除率を5％上乗せ

⇒最大30％の税額控除が可能

内容

賃
上
げ
要
件

①雇用者全体の給与等支給総額が前年度比1．5％以上増加
　⇒給与増加額の15％税額控除

②雇用者全体の給与等支給総額が前年度比2．5％以上増加
　⇒給与増加額の30％税額控除

交際費等の損金不算入制度

中小法人に係る損金算入の特例

接待飲食費に係る損金算入の特例

上
乗
せ
要
件

教育訓練費が前年度比10％以上増加
⇒さらに税額控除率を10％上乗せ

⇒最大40％の税額控除が可能

内容

制度 内容

年800万円までの交際費等が損金算入可能

交際費等は原則として損金不算入

接待飲食費の50％相当額が損金算入可能
（資本金の額等が100億円以下の大法人も適用可能）
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適格請求書発行事業者の登録についての見直し
免税事業者が課税期間の途中でも登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができるよう経過措
置の見直しがされました。　

⑴免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求
書発行事業者の登録を受ける場合には、その登録日から適格請求書発行事業者となることができま
す。

⑵上記⑴の適用を受けた適格請求書発行事業者は、登録日の属する課税期間の翌課税期間からそ
の登録日以後2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、事業者免税点制度を
適用できません。（令和5年10月1日の属する課税期間に経過措置の適用を受けて課税事業者となった場合を除
きます。）

消費課税

配当等に係る源泉徴収制度の見直し
令和5年10月1日以後に一定の内国法人※が支払を受ける配当等のうち次のものについては源泉徴収を行わな

いこととなりました。

金融・証券税制

1．財産債務調書制度等の見直し
財産債務調書制度等について、提出期限を緩和するなど提出義務者の事務負担の軽減を図るとともに、適正

な課税を確保する観点から、現行の提出義務者に加えて、特に高額な資産保有者については、所得基準によらず
に本調書の提出義務者とする措置が講じられます。

納税環境整備

⑶中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度の延長
対象資産から貸付け（主要な事業として行われるものを除きます。）の用に供した資産を除外した上で、適用期

限が2年延長されます。

【取得価額による適用の可否】

少額の減価償却資産 〇 ×  ×

一括償却資産 〇 〇 ×

中小企業者等の少額減価償却資産 × 〇 〇

10万円未満 10万円以上
20万円未満

20万円以上
30万円未満

取得価額
配当等の内容株式等保有割合

※貸付け（主要な事業として行われるものを除きます。）の用に供した資産は除外されます。

①令和5年10月1日の属する課税期間に経過措置を適用して登録事業者（課税事業者）となる場合

②令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以降に経過措置を適用して登録事業者（課税事業者）となる場合

免税事業者 免税事業者 免税事業者 免税事業者免税事業者 課税

適格請求書
発行事業者

登録取消届出書の提出により登録の効力を失う

R5.1 R5 R6.1 R7.1 R8.1 R9.1
10/1

免税事業者 課税事業者 課税事業者 課税事業者 免税事業者免税事業者 免税

適格請求書
発行事業者

登録取消届出書の提出により
登録の効力を失う

R5.1 R6.1 R6 R7.1 R8.1 R9.1 R10.1
6/1

2年縛り

100％

3分の1超

完全子法人株式等に該当する株式等に係る配当等

配当基準日において、当該内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等（当該内国法
人が名義人として保有するものに限ります。）の保有割合が3分の1超である場合における当
該他の内国法人の株式等に係る配当等

適用書類 適用時期 現行 改正後

財産債務調書

財産債務調書

財産債務調書
国外財産調書

財産債務調書
国外財産調書

提
出
義
務
者

記
載
事
項
の
見
直
し

提
出
期
限

宥
恕
措
置

所得税等の確定申告書の提出義
務者が下記のいずれの要件も満
たすとき

（1）退職所得を除く所得金額の合
計額が2，000万円を超えること

（2）12月31日時点において3億円
以上の財産又は1億円以上の国外
転出特例対象財産を有すること

現行の提出義務者に加え、その
年の12月31日において有する財
産の価額の合計額が10億円以
上である居住者

「その他の動産の区分に該当す
る家 庭 用 動 産」の 取 得 価 額 が
300万円未満の場合、財産債務
調書への記載が省略可

「その他の動産の区分に該当する
家庭用動産」の取得価額が100万
円未満の場合、財産債務調書へ
の記載が省略可

期限後に提出された場合にお
いて、その提出が調査通知前に
されたものである場合に限り提
出期限内に提出されたものとみ
なす

期限後に提出された場合におい
て、その提出が調査があったこと
により更正又は決定があるべき
ことを予知してされたものでない
ときは、提出期限内に提出された
ものとみなす

※一定の内国法人とは内国法人のうち、一般社団法人及び一般財団法人（公益社団法人及び公益財団法人を除きます。）、人格のない社団等並びに法人税法
以外の法律によって公益法人等とみなされている法人以外の法人をいいます。

翌年の3月15日

令和5年分以後より適用

令和5年分以後より適用

令和5年分以後より適用

令和6年1月1日以後に提出
される場合について適用

翌年の6月30日
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限が2年延長されます。

【取得価額による適用の可否】

少額の減価償却資産 〇 ×  ×

一括償却資産 〇 〇 ×

中小企業者等の少額減価償却資産 × 〇 〇

10万円未満 10万円以上
20万円未満

20万円以上
30万円未満

取得価額
配当等の内容株式等保有割合

※貸付け（主要な事業として行われるものを除きます。）の用に供した資産は除外されます。

①令和5年10月1日の属する課税期間に経過措置を適用して登録事業者（課税事業者）となる場合

②令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以降に経過措置を適用して登録事業者（課税事業者）となる場合

免税事業者 免税事業者 免税事業者 免税事業者免税事業者 課税

適格請求書
発行事業者

登録取消届出書の提出により登録の効力を失う

R5.1 R5 R6.1 R7.1 R8.1 R9.1
10/1

免税事業者 課税事業者 課税事業者 課税事業者 免税事業者免税事業者 免税

適格請求書
発行事業者

登録取消届出書の提出により
登録の効力を失う

R5.1 R6.1 R6 R7.1 R8.1 R9.1 R10.1
6/1

2年縛り

100％

3分の1超

完全子法人株式等に該当する株式等に係る配当等

配当基準日において、当該内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等（当該内国法
人が名義人として保有するものに限ります。）の保有割合が3分の1超である場合における当
該他の内国法人の株式等に係る配当等

適用書類 適用時期 現行 改正後

財産債務調書

財産債務調書

財産債務調書
国外財産調書

財産債務調書
国外財産調書

提
出
義
務
者

記
載
事
項
の
見
直
し

提
出
期
限

宥
恕
措
置

所得税等の確定申告書の提出義
務者が下記のいずれの要件も満
たすとき

（1）退職所得を除く所得金額の合
計額が2，000万円を超えること

（2）12月31日時点において3億円
以上の財産又は1億円以上の国外
転出特例対象財産を有すること

現行の提出義務者に加え、その
年の12月31日において有する財
産の価額の合計額が10億円以
上である居住者

「その他の動産の区分に該当す
る家 庭 用 動 産」の 取 得 価 額 が
300万円未満の場合、財産債務
調書への記載が省略可

「その他の動産の区分に該当する
家庭用動産」の取得価額が100万
円未満の場合、財産債務調書へ
の記載が省略可

期限後に提出された場合にお
いて、その提出が調査通知前に
されたものである場合に限り提
出期限内に提出されたものとみ
なす

期限後に提出された場合におい
て、その提出が調査があったこと
により更正又は決定があるべき
ことを予知してされたものでない
ときは、提出期限内に提出された
ものとみなす

※一定の内国法人とは内国法人のうち、一般社団法人及び一般財団法人（公益社団法人及び公益財団法人を除きます。）、人格のない社団等並びに法人税法
以外の法律によって公益法人等とみなされている法人以外の法人をいいます。

翌年の3月15日

令和5年分以後より適用

令和5年分以後より適用

令和5年分以後より適用

令和6年1月1日以後に提出
される場合について適用

翌年の6月30日
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成長戦略をサポートする税務は、

OAG税理士法人にお任せください
OAG税理士法人には、税制改正を成長戦略に活かすノウハウがあります。
短期の計画から長期の戦略まで、強力にサポート致します。

お問い合わせ先

OAG税理士法人
タックスアドバイザリー部　第一部　第二部　第三部

Tel.03-3237-7530

お問い合わせフォームホームページ

2．電子取引の取引情報に係る電子データの保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間における電子取引について、電子データによる保存が必要のとこ
ろ、下記のいずれの要件も満たす場合は、その電子データの出力書面等による保存を可能とする宥恕措置が設
けられました。

⑴納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電子データを保存要件に従って保存
をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認めること
⑵保存義務者が質問検査権に基づく電子データの出力書面（整然とした形式及び明瞭な状態で出
力されたものに限ります。）の提示又は提出の求めに応じることができるようにしていること
※電子データの保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等
による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとされます。

OAG“おススメ” 書籍のご紹介
顧問先の皆さまから寄せられた「事業承継に関する相談」に対して、多面的なアプローチによる
ベストアンサーを導き、事例毎に異なる「最適解」を丁寧に解説した渾身の一冊となります。

序  章 事業承継における親族内及び
 親族外承継の概要
第１章 事業承継税制の活用
第２章 組織再編等の活用
第３章 グループ法人税制の活用
第４章 資産管理会社・持株会社の活用

■2021年11月22日／発売
■日本法令／刊
■3,520円（税込）

■ＯＡＧ税理士法人
　株式会社ＯＡＧコンサルティング
　ＯＡＧ行政書士法人 ／共著

第 5 章 社団・財団の活用
第 6 章 民事信託の活用
第 7 章 従業員持株会・ストックオプションの活用
第 8 章 遺言の活用
第 ９ 章 Ｍ＆Ａの活用
第10章 その他

『事業承継の相談事例と実務の最適解』

目次

株式会社OAGアウトソーシング

会社概要
法人名：株式会社 OAGアウトソーシング
代表者：代表取締役社長　大谷 洋一郎
設　立：平成3年9月
資本金：4,005万円
T E L：03-6265-6530
F A X：03-6265-6535

事業内容：経理・会計アウトソーシング、経理・会計BPOコンサルティング、
税務申告・税務相談※１、人材派遣・人材紹介、
人事コンサルティング、各種研修支援、講師対応、
労務アウトソーシング、社会保険・労働保険手続き※２、
就業規則整備支援・労務相談※２、
遺産整理業務・相続相談※3、不動産仲介コンサルティング
※１ OAG税理士法人が対応します　　※２ OAG社会保険労務士法人が対応します
※3 OAG行政書士法人が対応します

ＯＡＧグループ  新社長紹介

代表メッセージ

「人だからできること」
OAGアウトソーシングは創業以来30年、バックオフィ

ス支援をコアサービスにお客様の成長とともに私たちも
成長して参りました。
「UNSUNG HERO」という経営理念のもと、お客様の

経営資源をより本業に集約できるように、日々、サービ
ス内容の向上、最新技術の導入、全社員の総力でもって
取り組んでいます。
「人だからできること」の価値を皆様の快適な未来に

つなげていく、この強い想いを持ってお客様のあらゆる
課題に向き合い邁進していく所存です。

今後とも益々のご支援とご愛顧を賜りますようお願い
申し上げます。

Top Message

株式会社 OAGアウトソーシング 代表取締役社長

大谷 洋一郎

OAGアウトソーシングだからできること
　OAGアウトソーシングは、OAG税理士法人やOAG社会保険労務士法人と連携して、経理実務と給与計算のアウトソーシングに専門
特化しながら、会計・税務、人事・労務、人材派遣（人材紹介）など、お客様の企業管理面を全面的にサポートします。さらに、（1）経理
事務担当の人材派遣、（2）会計・税務・労務のアウトソーシング、（3）管理体制の定着化コンサルティング、の３つの業務を１つのパッ
ケージにした独自性あるサービスを提供し、お客様側に立ってお客様と一体になったサービスの提供をしています。
　また、OAG行政書士法人と連携しながら、個人のお客様の資産に関するご相談をお受けし、常駐する専任の相続コーディネーターが
相続に関する相談や遺産整理のコーディネートを行っています。

（OAG税理士法人）
アカウンティングサービス

経理のプロとして、中小企
業や個人事業主の皆様へ
のソリューションを提供し
ます

（OAG社会保険労務士法人）
人事・労務コンサルティング

社会保険労務士が、人事・
労務に関するお困りごと
を貴社にあった解決方法
で対応します

HRコンサルティング

経理・労務に専門特化した
人材派遣・人材紹介を提供
し管理体制の強化を内製
化によって解決します

経理・会計業務の完全外
注化により、「安定した管
理体制によるコア業務へ
の集中」を提供します

（OAG行政書士法人）
ライフコンサルティング

相続や遺産整理でお困り
のときは、相 続コーディ
ネーターにすべてお任せ
ください

BPOコンサルティング

令和４年1月1日付で、株式会社アウトソーシングの代表取締役社長に、大谷洋一郎が就任いたしました。
新社長は、OAG税理士法人、OAGビジコム、OAGコンサルティングの所属経験を持ちますので、グループ間における連携の
強さを軸として、新たなOAGアウトソーシングを構築して参ります。改めまして、OAGアウトソーシングのサービス概要を
ご紹介させていただきます。新社長にご期待ください！

おおたに
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