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平成25年度税制改正に関しては、与党において、
１月24日に与党税制改正大綱が取りまとめられ、
その後、与党の議論も踏まえ、１月29日に「平成
25年度税制改正の大綱」が閣議決定された＊1。また、
１月以降、自民党、公明党及び民主党の３党間で
協議が重ねられ、３党の税調会長間で、2月22日
に平成25年度税制改正法案に関連して合意がなさ
れ、その合意内容も踏まえ、3月1日に「所得税法
等の一部を改正する法律案」が国会に提出され、
国会における審議の結果、３月29日に成立した＊2。
本稿においては、平成25年度税制改正（国税部

分）の概略を説明したい。なお、文中意見等にわ
たる部分は、筆者の個人的見解である。

1． 平成25年度税制改正の
基本的考え方

平成25年度税制改正では、現下の経済情勢等を
踏まえ、「成長と富の創出の好循環」の実現に向け、
民間投資の喚起、雇用・所得の拡大、中小企業対策・
農林水産業対策等のための税制上の措置を講ずる
こととしている。また、社会保障・税一体改革を
着実に実施するため、所得税、相続税及び贈与税
についての所要の措置、住宅取得に係る税制上の
措置等を講ずることとしているほか、震災からの
復興を支援するための税制上の措置等を講ずるこ

ととしている。
これらの改正により、平年度で1,520億円の減
収、平成25年度においては2,360億円の減収にな
ると見込まれる（【資料１】参照）。
具体的な改正内容の概要は以下のとおりであ
る。

2． 平成25年度税制改正の
大綱の概要

１　個人所得課税
①　所得税の最高税率の見直し（【資料２】参照）
格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点か
ら、現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得
4,000万円超について45％の税率を創設すること
としている。

②　金融・証券税制（【資料３・４】参照）
家計の安定的な資産形成を支援するとともに、
経済成長に必要な成長資金の供給を拡大しデフレ
脱却を後押しする観点から、10年間、500万円の
非課税投資を可能とする日本版ISA（非課税口座
内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得
等の非課税措置）を創設することとしている。
また、税負担に左右されずに金融商品を選択で
きるよう、金融所得課税の一体化の拡充（公社債
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＊1） 「平成25年度税制改正の大綱」（平成25年1月29日閣議決定）は、財務省のホームページ（http://www.mof.
go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/250129taikou.pdf）で入手できる。

＊2） 「所得税法等の一部を改正する法律案」（平成25年3月1日国会提出）は、財務省のホームページ（http://www.
mof.go.jp/about_mof/bills/183diet/index.htm）で入手できる。

財務省主税局総務課 税制企画室長 吉沢  浩二郎
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等の利子及び譲渡損失並びに上場株式等に係る所
得等の金融商品間の損益通算範囲の拡大等）を行
うこととしている。

③　住宅税制（【資料５】参照）
消費税率の引上げに伴う一時の税負担の増加に

よる影響を平準化し、及び緩和する観点から、住
宅ローン減税を平成26年１月１日から平成29年末
まで４年間延長し、その期間のうち平成26年４月
１日から平成29年末までに認定住宅（長期優良住
宅・低炭素住宅）を取得した場合の最大控除額を
500万円に、それ以外の住宅を取得した場合には
400万円にそれぞれ拡充することとしている。な
お、東日本大震災の被災者が新たに再建住宅を取
得等する場合、住宅ローン減税の最大控除額を他
の地域よりさらに抜本的にかさ上げし、600万円
に引き上げることとしている。
また、自己資金で認定住宅を取得した場合及び

省エネ等の一定の住宅リフォームを行った場合の
所得税の住宅投資減税について拡充することとし
ている。

④　復興支援のための税制上の措置（【資料６】参照）
高台移転を更に推進するため、一定の要件を満

たす防災集団移転促進事業で行われる土地の買取
りに係る譲渡所得に対し、5,000万円の特別控除
を創設することとしている。

２　資産課税
①　相続税・贈与税の見直し
〔相続税の見直し〕（【資料７】参照）
バブル後の地価の大幅下落等への対応・格差の

固定化の防止等の観点から、相続税の基礎控除に
ついて、現行の「5,000万円＋1,000万円×法定相
続人数」を「3,000万円＋600万円×法定相続人数」
に引き下げるとともに、相続税の最高税率を55％
に引き上げる等、税率構造の見直しを行う。

〔小規模宅地等についての相続税の課税価格の計
算の特例の見直し〕（【資料８】参照）

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計
算の特例について、居住用宅地の適用対象面積の
上限を330㎡（現行240㎡）に拡大するとともに、
居住用宅地と事業用宅地（貸付事業除く）の完全
併用を可能とする等の拡充を行う。

〔贈与税の見直し〕（【資料９】参照）
高齢者保有資産の若年世代への早期移転を促進
し、消費拡大を通じた経済活性化を図る観点から、
贈与税の税率構造について、最高税率を相続税の
最高税率に合わせる一方で、子や孫等が受贈者と
なる場合の贈与税の税率構造を緩和する見直しを
行う。また、相続時精算課税制度について、贈与
者の年齢要件を65歳以上から60歳以上に引き下
げ、受贈者に孫を加える拡充を行う。

②　事業承継税制（【資料10】参照）
非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度

（「事業承継税制」）について、より多くの中小企業
が活用できるよう適用要件を緩和（雇用確保要件
の緩和等）するとともに、安心して制度を利用し
ていただくために負担を軽減（利子税の引下げ等）
するほか、手間暇を少なくし、使い勝手の良い制
度とするために手続の簡素化（事前確認の廃止等）
を行うなど、抜本的な見直しを行う。

③　 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措
置（【資料11】参照）
子や孫に対する教育資金の一括贈与に係る贈与
税について、子・孫ごとに1,500万円までを非課
税とする措置を創設する。

３　法人課税
①　 民間投資の喚起と雇用・所得の拡大（【資料
12～16】参照）

〔生産等設備投資促進税制の創設〕
生産等設備の更新を促進して生産性の向上を図
るとともに、国内設備投資需要を喚起する観点か
ら、国内の生産等設備投資額を一定以上増加させ
た場合にその生産等設備を構成する機械装置の取
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ため、中小法人の交際費課税の特例を拡充する（中
小法人の支出交際費 800万円まで全額損金算入）。

③　 復興支援のための税制上の措置（【資料19】
参照）
避難解除区域等における避難対象雇用者等を雇
用する場合の税額控除制度、及び設備投資を行う
場合の即時償却や税額控除ができる制度につい
て、新たに避難解除区域等に進出する法人に同様
の措置を適用する。

４　納税環境整備（【資料20】参照）
現在の低金利の状況を踏まえ、事業者等の負担
を軽減する観点等から、延滞税・利子税・還付加
算金について引下げを行う。

５　その他
附則において、寄附金税制、特定支出控除、交
際費課税及び贈与税に関する検討規定を設けると
ともに、土地の売買等に係る登録免許税の特例な
ど既存の特例について、その適用期限の延長や整
理合理化等の所要の手当を講ずることとしてい
る。

得価額の30％の特別償却又は３％の税額控除がで
きる制度を創設する。

〔環境関連投資促進税制の拡充等〕
環境関連投資促進税制について、その適用期限

を２年延長するとともに、即時償却の対象資産に
コージェネレーション設備を追加する。

〔研究開発税制の拡充〕
リーマン・ショック以降、企業の研究開発投資

が低迷している現状に鑑み、企業のイノベーショ
ンを促進する観点から、研究開発税制を拡充する。
具体的には、復興特別法人税が終了するまでの2
年間の時限措置として、研究開発税制の総額型の
控除上限額を法人税額の20％から30％に引き上げ
るとともに、オープンイノベーション促進の観点
から、特別試験研究費の範囲に一定の共同研究等
を追加する。

〔所得拡大促進税制の創設・雇用促進税制の拡充〕
個人の所得水準を底上げする観点から、労働分

配（給与等支給）を一定以上増加させた場合、そ
の増加額の10％の税額控除を可能とする所得拡大
促進税制を創設するとともに、雇用の拡大を目指
す観点から、雇用促進税制を拡充し税額控除額を
増加雇用者数一人当たり20万円から40万円に引き
上げる。

②　 中小企業対策・農林水産業対策（【資料17～
18】参照）

〔商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業
等の支援措置の創設〕
地域経済を支える中小企業の活性化を図る観点

から、商業・サービス業及び農林水産業を営む中
小企業等が経営改善に向けた設備投資を行う場合
に30％の特別償却又は７％の税額控除ができる制
度を創設する。

〔中小法人の交際費課税の特例の拡充〕
景気を刺激するとともに、中小法人を支援する
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資料1　平成25年度の税制改正（内国税関係）による増減収見込額

（備考）1． 上場株式等に係る配当等の７％軽減税率の適用期限（平成25年12月31日）が到来した後の本則税率（15％）適用に伴う増収見込額（平年度）
は1,710億円である。

2． 住宅ローン減税の拡充による平年度減収見込額は、平成26年から平成29年までの居住分について改正後の制度を適用した場合の減収見込
額の平均と、改正前の制度（平成25年中に居住の用に供する場合に適用される制度）を適用した場合の減収見込額との差額を計上している。

3．※は「日本経済再生に向けた緊急経済対策」に係る項目であり、減収見込額は、平年度▲3,330億円、初年度▲2,370億円である。
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資料2　所得税の最高税率の見直し

資料3　「日本版ＩＳＡ」スキーム
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資料4　金融所得課税の一体化

（注）１　上記のほか、「定期積金の給付補てん金」や「抵当証券の利息」等も20％源泉分離課税とされている。
２　税率20％の場合は所得税15％、住民税５％であり、税率10％の場合は所得税７％、住民税３％である。
３　10％の軽減税率の特例は、平成15年度改正（平成15年分～平成19年分）で創設、平成19年度改正（～平成20年分）、平成21年度改正（～平
成23年分）及び平成23年度改正（～平成25年分）においてそれぞれ延長され、平成25年12月31日をもって廃止。

資料5　住宅取得に係る主な措置
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資料6　高台移転の促進のための措置

資料7　相続税の見直し

（注） 平成27年１月１日以後の相続・遺贈について適用。
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平成25年度税制改正について

平成25年度予算特集②

資料8　小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し

（注） 平成27年１月１日（③については、平成26年1月1日）以後の相続・遺贈について適用。

資料9　贈与税の見直し

（注） 平成27年１月1日以後の贈与について適用。
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資料10　事業承継税制の抜本的な見直し

（注） 原則として、平成27年１月１日以後の相続又は遺贈について適用。
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平成25年度税制改正について

平成25年度予算特集②

資料11　教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

※1 学校以外の者に支払われるものについては、500万円を限度とする。
※2 具体的範囲は、文部科学大臣告示等で規定されている。

資料12　生産等設備投資促進税制の創設
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資料13　環境関連投資促進税制の拡充等

資料14　研究開発税制の拡充
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平成25年度税制改正について

平成25年度予算特集②

資料15　所得拡大促進税制の創設

（注）基準年度とは、平成25年４月１日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度をいう。

資料16　雇用促進税制の拡充

（注）所得拡大促進税制とは選択適用。
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資料17　商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等の支援措置の創設

資料18　中小法人の交際費課税の特例の拡充

○　景気を刺激するとともに、中小法人を支援するため、800万円以下の交際費を全額損金算入可能とする。

【改正前の制度の概要】
（1）　大法人：全額損金不算入
（2）　中小法人：600万円に達するまでの金額の 90％損金算入可
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平成25年度税制改正について

平成25年度予算特集②

資料19　福島復興再生特別措置法の改正に伴う措置

資料20　延滞税等の見直しについて

※復興産業集積区域における研究開発税制の特例等も併せて適用可能

※上記「特例基準割合」中の貸出約定平均金利は、日本銀行が公表する前々年10 月～前年9 月における「国内銀行の貸出約定平均金利（新規・短期）」の平均
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