
第６８回税理士試験 所得税法

解 説

〔第一問〕 ５０点

問１

青色申告制度について、青色申告者の記帳義務、帳簿書類の保存義務、青色申告者のみが申告書に添付することとされている書類を

問う問題であり、個別理論である。

答案用紙が３枚あり、所得税法施行規則において細かな取扱いを列挙すればある程度の答案用紙を埋めることができるが、全国の受

験生が細かな取扱い解答することはおそらく困難であるため、解答例のとおり理論集に記載されている部分を中心に正確に解答するこ

とがポイントとなる。

なお、次の点は理論集に記載されていない部分であり、細目論点であるため、解答できていれば加点項目である。

⑴ 帳簿書類の具体例（仕訳帳、総勘定元帳、補助簿など）

⑵ 現金預金取引等関係書類の保存期限の特例（その年３月１５日における前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額と

して一定の金額が ３００万円以下の場合には７年間ではなく５年間の保存で足りる。）

問２

損益通算制度の概要及び計算順序を問う問題であり、個別理論である。

ただし、生活に通常必要でない資産に係る損失の金額、変動所得の損失の金額及び被災事業用資産の損失の金額に関する事項並びに

租税特別措置法の規定に関する事項については解答を要しないとあるため、結果としては損益通算制度の原則及び計算順序を解答して

いくこととなる。

なお、損益通算制度のみ問われているため、純損失の繰越控除や純損失の繰戻し還付については解答を要しない。

（無断複写・転載を禁ず）

（９）



〔第二問〕 ５０点

問１

１ 【資料Ⅰ】に関する留意事項

前提条件として次の事項を確認しておくこと。

⑴ 甲は、開業年である本年から青色申告の承認を所轄税務署長から受けているため、青色申告者に該当する。

よって青色申告特別控除の適用があり、事業を営む者に該当するため、青色申告特別控除額は６５万円となる。

⑵ 甲は、青色事業専従者給与に関する届出書及び棚卸資産の評価方法を総平均法とする届出書を法定期限までに提出しているため

青色事業専従者給与の必要経費算入が認められ、また、売上原価計算の際の年末商品棚卸高の計算については、総平均法による単

価計算が認められる。

⑶ 甲は、消費税の課税事業者であり、税込経理方式を採用している。そのため、基本的には税込金額により計算が行われる。

２ 【資料Ⅱ】に関する留意事項

⑴ 売上原価に関する事項

税込経理方式を採用しているため、税込金額を基礎に売上原価の計算が行われる。

なお、年末商品棚卸高の計算にあたっては、総平均法により単価計算を行うため、「税込仕入金額」の総額を「仕入個数」で除

して単価計算を行い、当該単価に本年末在庫である ８００個を乗じて年末商品棚卸高の計算を行う。

⑵ 商品売上高に関する事項

① 友人への売上

通常の税込売上単価の７０％以上の金額で販売を行っているため、棚卸資産の低額譲渡に該当せず、対価の金額を総収入金額に

算入する。

② 未入金のもの

損益計算書における「商品売上高」は、入金済のものしか計上されていない。そのため、本年において販売したもので、未入

金のものについては、別途、商品売上高として総収入金額に算入する。

③ 貸倒引当金

⒜ Ｄ社以外の未入金

一括評価貸金として貸倒引当金の設定をすることができる。

なお、問題文に「未入金のもののうち実質的に債権とみられないものはない。」とあるため、Ｄ社以外の未入金額に ５．５％

を乗じて貸倒引当金の繰入限度額を計算する。

⒝ Ｄ社の未入金

個別評価貸金等として貸倒引当金の設定をすることができる。

なお、本年１２月２０日に民事再生法に規定する再生手続開始の申立て行っており、また、問題文に「未入金のもののうち実質

的に債権とみられないものはない。」とあるため、Ｄ社の未入金額に５０％を乗じて貸倒引当金の繰入限度額を計算する

（注） 「民事再生法に規定する再生計画の認可決定」がある場合には、弁済猶予等があった場合の貸倒引当金の設定を行うこと

ができるが、本問においては、「民事再生法に規定する再生手続開始の決定」までしか行われていないため、弁済猶予等

があった場合の貸倒引当金の設定をすることできない。

⑶ 専従者給与

本年５月から従事しているため、本年中に６月を超えて従事していることから専ら甲の事業に従事している者に該当する。

そのため、青色事業専従者給与として支払った金額（労務の対価として相当額）の全額が必要経費に算入される。

なお、専従者給与については「雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除（以下「所得拡大促進税制」という。）

の適用はないため留意すること。

⑷ 従業員給与

従業員給与の全額が必要経費に算入される。

また、開業年において新たに従業員を雇用し、給与等の支払いを行っているため、所得拡大促進税制の適用が想定される。

① 基本的な適用要件、用語の意義及び税額控除額の計算方法

⒜ 適用要件

イ 青色申告者に該当すること。

ロ 事業廃止年でないこと。

ハ 雇用者給与等支給増加額（雇用者給与等支給額－基準雇用者給与等支給額）を基準雇用者給与等支給額で除して計算した

割合（雇用者給与等支給増加割合）が３％以上（その者が中小事業者以外の者である場合：５％）であること。

二 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること。

ホ 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること。

ヘ 中小事業者以外の者である場合には、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額を比較平均給与等支給

額で除して計算した割合が２％以上であること。

（無断複写・転載を禁ず）

（１０）



⒝ 用語の意義

イ 雇用者給与等支給額

適用年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額（その給与等に充てるため

他の者から支払いを受ける金額を控除した金額）

ロ 基準雇用者給与等支給額

平成２５年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額

（注） 次の場合には、それぞれに定める金額

ⅰ 平成２５年に事業を開業（事業承継の場合を除く。）している場合

⇨ 平成２５年国内雇用者給与等×１２月

平成２５年の事業を営んでいた月数

ⅱ 平成２６年以後に事業を開業（事業承継の場合を除く。）している場合

⇨ 事業開始年国内雇用者給与等×７０％

※ 事業開始年において事業を営んでいた期間の月数と適用年において事業を営んでいた期間の月数が異なる場合

⇨ 事業開始年国内雇用者給与等×７０％×１２月

事業開始年の事業を営んでいた月数

ハ 比較雇用者給与等支給額

適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額

二 平均給与等支給額

適用年の継続雇用者給与等支給額

適用年の給与等月別支給対象者の合計数

ホ 比較平均給与等支給額

継続雇用者比較給与等支給額

前年の給与等月別支給対象者の合計数

⒞ 税額控除額

次のいずれか少ない金額

⒜ 雇用者給与等支給増加額×１０％（注１）

⒝ その年分の調整前事業所得税額（注２）×２０％（その者が中小事業者以外の者である場合：１０％）

（注１） 平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額を比較平均給与等支給額で除して計算した割合が２％以上

である場合には、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額（雇用者給与等支給増加額を限度）に

１２％（中小事業者以外の者である場合には２％）を乗じた金額を加算する。（以下「上乗せ措置」という。）

（注２） 調整前事業所得税額は、次の算式により計算した金額である。

課税総所得金額 配 当 事業所得の金額
－ ×

に係る所得税額 控除額 利子、配当、不動産、事業、給与、総合譲渡 （長期は１／２）、

一時（１／２） 、雑の各所得金額の合計額（黒字の金額のみ）

② 本問における取扱い

本問においては、事業開始年であるため、適用判定及び税額控除額の計算に際して「基準雇用者給与等支給額」、「比較雇用

者給与等支給額」、「継続雇用者」がポイントとなる。それぞれ補足すると次のとおりである。

⒜ 基準雇用者給与等支給額

平成２５年においては開業しておらず、同年において当然給与等の支払いはない。

このような場合には、基準雇用者給与等支給額は「０円」と考えてしまいそうだが、租税特別措置法第１０条の５の４第２項

第４号ロにおいて「事業開始年の雇用者給与等支給額×７０％」を基準雇用者給与等支給額として取扱うこととされている。

よって、本年に従業員に対して支給した「 ２，２４０，０００円」に「７０％」を乗じて計算した金額である「 １，５６８，０００円」が基準

雇用者給与等支給額として取扱われる。

（注） 本問においては、事業開始年と適用年が同一年であることから年換算の必要はない。

（無断複写・転載を禁ず）

（１１）



⒝ 比較雇用者給与等支給額

特段の定めはないため、「０円」となる。

⒞ 継続雇用者

平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額は、継続雇用者に支払われた金額を基礎に計算を行うが、本問においては開業

年であることから、前年より雇用していた者はおらず、継続雇用者はいないこととなるため、所得拡大促進税制の適用を受け

ることができないと考えてしまいそうだが、租税特別措置法施行令第第５条の６の４第１２項～１５項において次のとおり取扱う

こととされている。

ⅰ 平均給与等支給額

適用年の継続雇用者給与等支給額（継続雇用者が零の場合：１円）

適用年の給与等月別支給対象者の合計数（継続雇用者給与等支給額が零の場合：１）

ⅱ 比較平均給与等支給額

継続雇用者比較給与等支給額（特段の定めなし ）

前年の給与等月別支給対象者の合計数（継続雇用者給与等支給額が零の場合：１）

よって、解答例のとおり適用要件を満たすこととなり、所得拡大促進税制の適用を受けることができる。

なお、開業年においては上記のとおり所得拡大促進税制の適用を受けることはできるが、平均給与等支給額から比較平均給

与等支給額を控除した金額を比較平均給与等支給額で除して計算した割合が２％以上とならないため、上乗せ措置の適用はな

い。

③ その他留意事項

甲は、常時使用する従員の数が １，０００人以下の個人事業者であるため、中小事業者に該当する。

よって中小事業者に該当するものとして判定及び税額控除額の計算を行うこと。

⑸ 平成３１年１月分の家賃

前払費用（一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年１２月３１日においてまだ提供を受け

ていない役務に対応するものをいう。）の額は、原則としてその年分の必要経費に算入されないが、その者が、前払費用の額でその

支払った日から１年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその

支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、その支払った日の属する年分の必要経費に算入することができるとさ

れている。（基通３７－３０の２）

本問においては、開業年であることから継続経理するかどうかを本年において判断すればよいため、納税者に有利となるよう計

算することとして、平成３１年１月分の家賃についても本年において必要経費に算入する。

⑹ 受取利息

① 事業用の預金口座の利息は、利子所得に区分され、源泉分離課税される。

② 友人（事業とは無関係）への貸付金利息は、雑所得に区分され、総合課税される。

⑺ 指定管理者選定委員会の委員に関する報酬

国又は地方公共団体の各種委員会（審議会、調査会、協議会等の名称のものを含む。）の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原

則として、給与等とされる。（基通２８－７）

（注） 委員会を設置した機関から他に支払われる給与等がなく、かつ、その委員会の委員として旅費その他の費用の弁償を受けない

者に対して支給される当該謝金、手当等の報酬で、その年中の支給額が１万円以下であるものについては、課税しなくて差し支

えないとされているが、本問においては１万円を超えるため、当該取扱いの適用はない。

３ 【資料Ⅲ】に関する留意事項

⑴ 事務所造作工事代金及び事務所造作設計料

賃借建物に対する造作費用であり、合理的に見積もった耐用年数により減価償却費の計算を行う。

なお、事務所造作工事代金と事務所造作設計料で一の資産となるため、当該費用の合計額が減価償却資産の取得価額となること

に留意すること。

また、償却方法については、減価償却資産の償却方法の選定届出の提出を行っていないため、定額法により減価償却費の計算を

行う。（他の減価償却資産についても同様）

⑵ 倉庫商品保管棚

中古資産に該当するため、問題の指示のとおり簡便法により耐用年数を見積り減価償却費の計算を行うこと。

簡便法は「（法定耐用年数－経過年数）＋経過年数×２０％」により耐用年数を見積ることとなり、当該耐用年数に１年未満の端

数があるときはこれを切捨てることとなる。

（無断複写・転載を禁ず）

（１２）



⑶ ノートパソコン１台

税抜金額によると取得価額が３０万円未満となるため、青色申告者の少額減価償却資産の特例の適用が想定されるが、税込経理を

選択している場合には、税込金額により取得価額が３０万円未満であるかどうかを判定する。

よって、税込金額では取得価額が３０万円未満とならないため、通常通り減価償却費の計算を行うこととなる。

なお、他の資産と異なり、支払年月日が平成３０年６月２５日となっているため、月数按分に留意すること。

⑷ ホームページ制作代

ホームページは、１年ごとに更新されるものであり、その支出の効果が支出の日以後１年以上に及ぶものと認められないため、

繰延資産に該当せず、支出時において一時に必要経費に算入される。

なお、ホームページにデータベースやネットワークとアクセスできる機能等を有している場合には、ホームページ制作代の中に

ソフトウェアの取得費用が含まれていると認められるが、本問においては、そのような機能等を有していないとあるため、特にソ

フトウェアとして資産計上する金額はない。

⑸ 事務所賃借時の敷金

返還を要しない部分については、その支出の効果が支出の日以後１年以上に及ぶものと認められるため、繰延資産として取扱う

本問においては、当該繰延資産の金額が２０万円未満となるため、全額を必要経費に算入する。

⑹ 消費税等の還付金

税込経理を選択している場合の消費税等の還付金は、総収入金額に算入することとなる。

当該消費税等の還付金の計上時期は、次のとおりである。

① 原則：消費税等の申告書提出年

② 特例：未収入金経理をした年

本問においては、未収入金の経理をしておらず、また、原則どおり消費税等の申告書提出年で計上した方が本年分の所得税等の

額が少なくなるため、本年分の総収入金額に算入せず、翌年分の総収入金額に算入する。

（注） 個人事業主における消費税等の申告書の提出日は、原則として翌年３月３１日までとなる。

４ 【資料Ⅳ】に関する留意事項

⑴ 支払金額

源泉徴収票に記載されている「支払金額」は、源泉徴収税額控除前の金額であるため、支払金額がそのまま給与所得の収入金額

となる。

⑵ 源泉徴収税額

確定申告の際に精算される所得税等として取扱われる。

⑶ 社会保険料等

社会保険料控除の対象となる。

５ 【資料Ⅴ】に関する留意事項

⑴ 支払金額

源泉徴収票に記載されている「支払金額」は、源泉徴収税額控除前の金額であるため、支払金額がそのまま退職所得の収入金額

となる。

⑵ 源泉徴収税額

確定申告の際に精算される所得税等として取扱われる。

（注） 退職所得の受給に関する申告書を提出していないため「１，８００，０００円×２０．４２％＝ ３６７，５６０円」が源泉徴収税額となるはずだが

問題文では「 ３６７，６５０円」となっている。

おそらく作問者のミスであるため、どちらでも構わないと思われる。

なお、解答例では問題文において「 ３６７，６５０円」と指示されているため、当該金額を基礎に作成している。

⑶ 退職所得の計算に関する留意事項

① 流れ（図解）

Ｈ５ Ｈ２８
使用人期間

４／１ ３／２３

Ｂ社 

就職 退職

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ３０

３／２１ ３／２５ ３／３０

Ａ社 ×

就任（非常勤取締役） 就任（代表取締役） 退職

特定役員等勤続期間

重複期間

（無断複写・転載を禁ず）
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② 具体的な取扱い

⒜ Ａ社の役員就任時から退職時までの期間が５年以下であるため、特定役員退職手当等として取扱う。（１／２課税の適用なし。）

なお、役員として勤務した期間について、非常勤取締役の期間と代表取締役の期間があるが、当該期間については、合計し

た期間を役員等勤続期間として判定することに留意すること。

⒝ Ａ社を退職した年の前年以前４年以内にＢ社を退職しているため、前年以前４年以内の特例により、控除額の調整をする必

要がある。

本問の場合は、「平成２７年３月２１日から平成２８年３月２３日」が重複期間となるため、次のとおり計算を行う。

ⅰ 勤続年数を計算し、Ａ社の勤務に係る控除額を計算する。

※ Ｈ２７．３．２１～Ｈ３０．３．３０→３年１０日 ∴ ４年

４年×４００，０００＝ １，６００，０００

ⅱ Ａ社とＢ社における重複期間を計算し、重複している部分の控除額を計算する。

※ Ｈ２７．３．２１～Ｈ２８．３．２３→１年３日 ∴ １年

１年×４００，０００＝ ４００，０００

ⅲ ⅰ－ⅱ＝ １，２００，０００ → 重複していない期間の控除額（ の部分）

⒞ Ｂ社からの退職金は、一般退職手当等に該当し、Ａ社からの退職金は、特定役員退職手当等に該当するため、重複期間の退

職所得控除額について一般退職手当等と特定役員退職手当等が支給された場合の取扱いが想定されるが、当該取扱いは、同一

年中に一般的退職手当等と特定役員退職手当等の支給を受けた場合の取扱いであるため、本問では適用されない。

これは、Ｂ社を退職した際に、既に １，０１０万円で控除を受けているため、Ｂ社（一般退職手当等につき各年２０万）、Ａ社（

特定役員退職手当等につき各年２０万）で分けると、Ｂ社を退職した際の退職所得の修正を行う必要があり、事務負担がかかる

ためである。

６ 【資料Ⅵ】に関する留意事項

⑴ 医療費控除

① 医療費の範囲

「診療費・治療費の合計額」、「処方された医薬品の購入費の合計額」、「通院するためのタクシー代」、「特定一般用医薬

品等購入費の合計額」は、診療又は治療の対価、治療又は療養に必要な医薬品の購入、病院等へ収容されるための人的役務の提

供に該当するため、医療費控除の対象となる。

ただし、人間ドッグ費用は単なる検査費用であり、異常も発見されなかったため、医療費控除の対象とならない。

② 医療費控除額

医療異費控除の特例の適用を受けるための一定の取組を行っているため、医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）

の適用が想定される。

当該特例は、原則的な計算方法と選択適用であるため、本問においては、医療費控除の特例を選択した方が有利となるため、

医療費控除の特例により医療費控除額を計算することとなる。

⑵ 社会保険料控除

給与等から差し引かれた社会保険料、任意継続社会保険料及び国民年金保険料は、社会保険料控除の対象となる。

（注） 任意継続社会保険料とは、事業所の退職や労働時間の短縮等によって健康保険（全国健康保険協会管掌健康保険）の被保険者

の資格を喪失したときに、一定条件のもとに個人の希望（意思）により、個人で継続して加入できる健康保険制度の保険料であ

り、通常の社会保険料と同様に社会保険料控除の対象となる。

⑶ 生命保険料控除

各種限度額があるため、当該限度額に留意すること。具体的には、次のとおりである。

旧契約 控除限度額：５万円

一般 合計限度額：４万円※

新契約 控除限度額：４万円

生命保険料控除 介護 新契約 控除限度額：４万円 合計限度額：１２万円

旧契約 控除限度額：５万円

個人
合計限度額：４万円※

年金

新契約 控除限度額：４万円

※ 旧生命保険料のみを申告する場合は、控除限度額を５万円までとして計算することができる。

（無断複写・転載を禁ず）
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⑷ 地震保険料控除

全額（５０，０００円限度）が、地震保険料控除として控除される。

⑸ ふるさと納税

① Ｆ市に対する寄附金

地方公共団体に対する寄附金として、寄附金控除の対象となる。

② 旅館宿泊券の受領

ふるさと納税の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法第９条《非課税所得》に規定する非課税所得

のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされている（地方自治法第２条第１項）ため、法人からの贈与により取得

するものと考え、一時所得に区分される。

ただし、一時所得の場合には、特別控除額として５０万円が設けられているため、結果として課税される金額は０円となる。

⑹ 人的控除

① 甲の妻

青色事業専従者に該当するもので、給与等の支払いを受けるものであるため、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用はない。

② 甲の長女

生計を一にしていないため、扶養控除の適用はない。

③ 甲の長男

生計を一にする親族で、合計所得金額が３８万円以下となるため、扶養控除の適用がある。

扶養控除額は、年齢が２１歳であるため、６３万円となる。

（注） 甲の長男自身が支払った国民年金保険料は、甲の長男において所得控除されるため、甲の所得税額の計算には影響しない。

なお、合計所得金額は所得控除前の金額であるため、合計所得金額の計算においては考慮されないことに留意すること。

問２

１ 【資料Ⅰ】に関する留意事項

前提条件として次の事項を確認しておくこと。

⑴ 乙は、平成９年から青色申告の承認を所轄税務署長から受けているため、青色申告者に該当する。

よって青色申告特別控除の適用があり、事業を営む者に該当しないため、青色申告特別控除額は１０万円となる。

（注） 乙の所有する賃貸住宅については、【資料Ⅱ】において「全部で６室のアパート」である旨が示されているため、形式基準に

より事業と称しない程度の規模により賃貸住宅経営を行っているものとして解答している。

⑵ 甲は、償却方法について、建物及び建物附属設備は「旧定率法」、機械装置は「定率法」とする届出書を法定期限までに提出し

ているため、当該償却方法により減価償却費の計算を行うこととなる。

⑶ 甲は、消費税の免税事業者であるため、基本的には税込金額により計算が行われる。

２ 【資料Ⅱ】に関する留意事項

⑴ 家賃収入

契約上、当月賃料は当月２５日までに入金することとされており、全て契約どおりに入金されていると指示があることから、家賃

収入の全額が総収入金額に算入される。

⑵ 補助金

市から受領した補助金は、固定資産（太陽光発電装置）の取得のためのものであり、その交付の目的に適合した固定資産（太陽

光発電装置）を取得しているため、申告を要件に全額を総収入金額に算入しないことができる。

なお、総収入金額に算入しないこととした補助金については、太陽光発電装置の取得価額から控除するため留意すること。

（注１） 特に返還不要が確定していないという指示がなく、雑収入にも計上されていることから、本年末日において全額返還不要が

確定しているものとして判断している。

（注２） 総収入金額に算入しないとする特例は、選択適用であるため、当該特例を選択せずに、補助金を総収入金額に算入し、太陽

光発電装置の取得価額から補助金を控除しないことも選択できるが、本問においては不利な取扱いとなるため、総収入金額に

算入しないとする特例を適用する。

⑶ 太陽光発電装置からの余剰電力を売却したことによる収入

太陽光発電装置により発電された電力は、賃貸アパートの共用部分に使用され、太陽光発電装置を設置することにより共用部分

の電気料金は減少し、その分不動産所得の金額の計算上必要経費に算入される金額が減少することになる。

この点を踏まえると、太陽光発電装置による発電が不動産所得の金額について増減させるものであると考えられるため、その余

剰電力の売却収入は、不動産所得に区分される。

（注） 不動産賃貸業を行う個人が、賃貸不動産に太陽光発電装置を設置し、全量売電を行っている場合の売電収入は、上記のような

不動産所得との関連性が認められないことから、それが事業として行われている場合を除き、雑所得に該当する。

本問では、余剰電力を売却しているため、全量売電には該当せず、不動産所得に区分される。

（無断複写・転載を禁ず）
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３ 【資料Ⅲ】に関する留意事項

⑴ 建物（賃貸アパート本体）

上記１⑵のとおり、旧定率法により減価償却費の計算を行う。

（注） 平成９年２月より減価償却費の計算を行うと前年末簿価は「１２，３４９，２７１円」となるはずだが、問題文では「１２，２７６，９７７円」と

なっている。

当該金額は平成９年１月より減価償却費の計算を行った場合の前年末簿価であり、おそらく作問者のミスである。

なお、解答例では問題文において「１２，２７６，９７７円」と指示されているため、当該金額を基礎に作成している。

⑵ 建物附属設備（賃貸アパート電気・給排水・ガス設備）

上記１⑵のとおり、旧定率法により減価償却費の計算を行う。

なお、本問においては償却可能限度額（取得価額×５％）に達しているため、「取得価額×５％」について５年間の均等償却を

行うこととなる。

（注） 平成９年２月より減価償却費の計算を行うと前年末簿価は「 ５１５，０００円」となるはずだが、問題文では「 ６４３，７５０円」となっ

ている。

当該金額は平成１０年２月より減価償却費の計算を行った場合の前年末簿価であり、おそらく作問者のミスである。

なお、解答例では問題文において「 ６４３，７５０円」と指示されているため、当該金額を基礎に作成している。

⑶ 賃貸アパートに対する資本的支出

平成１９年３月３１日以前に取得した減価償却資産について、資本的支出をした場合の取扱いは、次のとおりとなる。

① 原則

資本的支出の金額を新規取得資産とする。（減価償却資産の種類・耐用年数は同じと考える。）

（注）減価償却費の計算は本体とは別々に行う。

② 特例

資本的支出の金額を本体の取得価額に加算することができる。

（注）減価償却費の計算は支出年分については月数按分の都合から本体とは別々に計算するが、翌年以後については合計額により

行う。

本問においては、特例を選択した方が本年分の減価償却費を多く計上できるため、特例により資本的支出の減価償却費を計算す

ることとなる。

⑷ 太陽光発電装置

上記２⑵のとおり、補助金を取得価額から控除し取得価額を計算し、上記１⑵のとおり、定率法により減価償却費の計算を行う

なお、取得価額が １６０万円以上であるため、特定機械装置等を取得した場合の特別償却又は税額控除の適用が想定されるが、当

該特例は事業所得を生ずべき事業の用に供されている資産に限られているため、当該特別償却又は税額控除の適用はない。

４ 【資料Ⅳ】に関する留意事項

⑴ Ｃ土地の譲渡における総収入金額

不動産売買の際に、売買当事者の合意に基づき固定資産税等の未経過分を買主が負担する場合の精算金は、地方公共団体に対し

て納付すべき固定資産税そのものではなく、私人間で行う利益調整のための金銭の授受であるため、譲渡対価の一部を構成するも

のとして取扱う。よって、受領した固定資産税相当額の精算金は、譲渡対価として総収入金額に含まれる。

⑵ Ｃ土地の取得費

相続によりＣ土地及びＤ家屋を取得しているため、被相続人の取得費及び取得時期を承継する。

本問においては、被相続人である丙（乙の母）においても相続により取得していることから、丙（乙の母）における被相続人で

ある丁（乙の父）の取得費及び取得時期を承継することとなる。

よって、長期譲渡所得金額に区分され、丁（乙の父）において支払ったＣ土地の購入金額、不動産登記費用、不動産仲介手数料

の合計額がＣ土地の取得費となる。

⑶ 譲渡費用

基本通達３３－７において譲渡費用とは、資産の譲渡に係る次に掲げる費用（取得費とされるものを除く。）とされている。

・ 資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用その他当該譲渡のために直接要した費用

・ 上記に掲げる費用のほか、借家人等を立ち退かせるための立退料、土地（借地権を含む。）を譲渡するためその土地の上にある

建物等の取壊しに要した費用、既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で他に譲渡するため当該契約を解除したこと

に伴い支出する違約金その他当該資産の譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用

その他、注意書きにおいて「譲渡資産の修繕費、固定資産税その他その資産の維持又は管理に要した費用は、譲渡費用に含ま

れないことに留意する。」とされている。

また、基本通達３３－８において土地の譲渡に際しその土地の上にある建物等を取壊し、又は除却したような場合において、その取

壊し又は除却が当該譲渡のために行われたものであることが明らかであるときは、当該取壊し又は除却の時における簿価相当額を

（発生資材がある場合には、その発生資材の価額を控除した残額）を、譲渡費用とするとされている。

（無断複写・転載を禁ず）
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よって、本問においては、次のとおり各種費用及び取壊し損失（簿価相当額）が取扱われる。

① 譲渡時に支払った不動産仲介手数料

上記のとおり、譲渡のために直接要した費用として譲渡費用となる。

② 売買契約書に貼付した収入印紙代

上記のとおり、譲渡のために直接要した費用として譲渡費用となる。

③ Ｃ土地の本年分の固定資産税

譲渡資産の固定資産税は、資産の維持、管理に要した費用であるため家事上の経費に該当する。

よって譲渡所得の金額の計上控除することができない金額に該当する。

④ Ｄ家屋の取壊費用

上記のとおり、譲渡のために直接要した費用として譲渡費用となる。

➄ Ｄ家屋の取壊し損失（簿価相当額の取扱い）

耐用年数や構造が不明であることから、減価の額の計算を行うことができず、簿価の算出が困難である。

解答では、減価の額の計算が取得価額の９５％までしか行うことができず、非業務用資産を譲渡した場合の取得費は、必ず取得

価額の５％は残ることを鑑み、「取得価額×５％」を簿価相当額と考えて計算を行っている。（基通３８－９の２）

（注） 昭和５５年３月２０日の建築であることから３９年分の減価の額（Ｓ５５．３．２０～Ｈ３０．９．３０→３８年６月１０日→３９年）が控除されるこ

とを鑑みれば、既に減価の額は取得価額の９５％まで行っているであろうと判断している。

ただし、建物の構造によっては、取得価額の９５％まで減価の額が控除されていないケースもあるため、あまり試験上は影響

しないと思われる。

⑷ 譲渡所得の課税の特例

丙（乙の母）のみが居住していた家屋（昭和５６年５月３１日以前建築）及びその敷地を、相続（又は遺贈）により取得後、何らの

用途にも供さず、家屋を取壊して平成２８年４月１日以後に譲渡した場合には、次の特例が選択適用として認められている。

① 空き家に係る譲渡所得の特別控除（譲渡対価が１億円の場合に限る。）

② 相続税額の取得費加算

本問においては、空き家に係る譲渡所得の特別控除を選択した方が乙にとって有利となるため、空き家に係る譲渡所得の特別控

除の適用を受けることとなる。

（注） 空き家に係る譲渡所得の特別控除は、相続があった日から３年を経過する日の属する年の１２月３１日までに譲渡すれば適用があ

るが、相続税額の取得費加算は、相続税の申告期限（相続があった日の翌日から１０月を経過する日）の翌日以後３年を経過する

日までに譲渡すれば適用がある。

空き家に係る譲渡所得の特別控除は、自己所有の居住用財産について、居住の用に供さなくなった後で譲渡する場合の条件と

整合性を合わせるため、相続があった日（＝居住の用に供さなくなった日）から３年を経過する日の属する年の１２月３１日となっ

ているため、留意すること。

５ 【資料Ⅴ】に関する留意事項

⑴ Ｘ社株式（上場株式）の譲渡損

上場株式等に係る譲渡損失に該当する。よって、申告分離課税を選択した配当所得等の金額と損益通算することができる。

⑵ Ｑ社株式（非上場株式）の譲渡益

一般株式等に係る譲渡所得等の金額として申告分離課税（税率：１５％）される。

（注） 平成２８年１月１日より、株式等については、一般株式等と上場株式等に区分され、一般株式等で生じた譲渡益（又は譲渡損）

と上場株式等で生じた譲渡損（又は譲渡益）を損益通算することができなくなった。留意してほしい。

⑶ Ｘ社株式（上場株式）の配当金

問題の指示で「Ｘ社株式の譲渡損失はＸ社株式の配当金と損益通算する。」とあるため、Ｘ社株式（上場株式）の配当金につい

ては、申告分離課税を選択して、Ｘ社株式（上場株式）の譲渡損失と損益通算を行う。

⑷ Ｙ社株式（上場株式）の配当金

問題の指示で「申告不要を選択できるものは申告不要とする。」とあり、Ｙ社株式（上場株式）の配当金は、上場株式等に係る

配当金であるため、当該配当金の金額にかかわらず、申告不要を選択する。

なお、申告不要とするかどうかの判定は、その１回に支払いを受けるべき配当等の金額ごとに行うことができるため、Ｘ社株式

（上場株式）の配当金について、申告分離課税を選択している場合であっても特に問題はない。

⑸ Ｚ社株式（非上場株式）の配当金及びＱ社株式（非上場株式）の配当金

１回に支払われる金額が次に掲げる金額以下の非上場株式の配当金については、申告不要を選択することができる。

配当計算期間の月数（注） （注） 配当計算期間とは、直前の配当等の支払いに係る基準日の翌日から今回の配
１０万円×

１２ 当等の支払いに係る基準日までの期間をいう。

（無断複写・転載を禁ず）

（１７）



本問においては、当該判定をすると次のとおりとなる。

① Ｚ社株式（非上場株式）の配当金

⒜ ８０，０００円分

６
８０，０００円 ＞ １００，０００円× ＝５０，０００円 ∴ 申告不要不可

１２

⒝ ６０，０００円分

６
６０，０００円 ＞ １００，０００円× ＝５０，０００円 ∴ 申告不要不可

１２

② Ｑ社株式（非上場株式）の配当金

１２
９０，０００円 ≦ １００，０００円× ＝ １００，０００円 ∴ 申告不要可

１２

よって、Ｚ社株式（非上場株式）の配当金については総合課税され、Ｑ社株式（非上場株式）の配当金については、申告不要と

される。

⑹ その他留意事項

① 総合課税又は申告分離課税とされた配当所得の金額に対して源泉徴収された所得税等は、確定申告の際に精算される。

② 総合課税とされた配当所得については、配当控除の適用はあるが、申告分離課税とされた配当所得については、配当控除の適

用はない。

６ 【資料Ⅵ】に関する留意事項

⑴ 支払金額

源泉徴収票に記載されている「支払金額」は、源泉徴収税額控除前の金額であるため、支払金額がそのまま給与所得の収入金額

となる。

⑵ 給与所得控除後の金額

源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」は、給与所得の金額であるため、給与所得控除の金額がそのまま給与所

得の金額となる。

⑶ 所得控除の合計額

問題文の指示で「乙の本年分の所得税等の確定申告における所得控除の合計額は、この年末調整済の金額から変更はない。」と

あるため、そのまま源泉徴収票に記載されている所得控除の合計額を使用して乙の本年分の所得税等の計算を行うこととなる。

⑷ 源泉徴収税額

確定申告の際に精算される所得税等として取扱われる。

（注） 年末調整済の指示があるため、確定申告の際に精算される源泉徴収税額は、年税額となるはずである。

そのため、百円未満の端数は切り捨てられるはずであるが、問題文では「９５，８７１円」となっている。

おそらく作問者のミスであるため、どちらでも構わないと思われる。

なお、解答例では問題文において「９５，８７１円」と指示されているため、当該金額を基礎に作成している。

※ 源泉徴収税額の計算

４，２６０，０００円－２，３８１，１００円＝ １，８７８，９００円 → １，８７８，０００（千円未満切捨）

１，８７８，０００×５％＝９３，９００

９３，９００＋９３，９００×２．１％≒９５，８７１ → ９５，８００（百円未満切捨）

７ 【資料Ⅶ】に関する留意事項

第１期分予定納税額と第２期分予定納税額は、確定申告の際に精算される。

（無断複写・転載を禁ず）

（１８）
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