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｢インターＫＸ法人税 Ver.H19.1｣での対応内容をご案内します。 
Ver.H19.1は、平成19年4月1日以後終了事業年度の法人が 
対象になります。 

1.データの利用について 
データ移行対象バージョン・・・Ver.Ｈ18.1 以降      
上記のバージョンからデータ移行が可能です。 

 
※Ver.H19.1 のセットアップ CD-ROM には、次のプログラムも収録されています。 

・法人税 平成 18 年度（Ver.H18.2） 

2.法改正の概要 
システムに関係する改正の内容は、次のとおりです。 

1. 減価償却制度の根本的改正 
①残存価額および償却可能限度額の廃止（別表十六（一）、十六（ニ））  

◆平成 19 年 4 月１日以後に取得した減価償却資産 

●残存価額および償却可能限度額（取得価額の95％相当額）が廃止 

耐用年数経過時点に残存簿価1円まで償却できることとされました。 

●定率法の償却率は、定額法の償却率（1／耐用年数）を2.5倍した数 

定率法で計算した減価償却額が償却保証額に満たない金額になったときは、以後、定額法と同様に

減価償却費を計算することとされました。 

新設：「耐用年数省令別表第十 平成19年4月1日以後に取得された減価償却資産の償却率、 

改定償却率及び保証率の表」 

◆ 平成 19 年 3 月 3１日以前に取得した減価償却資産 

●改正前の制度（旧定額法、旧定率法等）により減価償却額を計算 

減価償却費の累計額が、原則として取得価額の95％相当額（従前の償却可能限度額）まで到達して

いる減価償却資産については、その到達した事業年度の翌事業年度（平成19年4月1日以後に開始

する事業年度に限られます。）以後において、5年間（60ヵ月）で残存簿価1円まで均等償却がで

きることとされました。 

②IT 分野の法定耐用年数の短縮 

次の3設備について、法定耐用年数が短縮されました。 

減価償却資産（機械及び装置） 耐用年数 

フラットパネルディスプレイ製造設備 

フラットパネル用フィルム材料製造設備 
5年 (改正前10年) 

半導体用フォトレジスト製造設備 5年 (改正前 8年) 

平成19年4月１日以後に開始する事業年度から適用されます。 

2. リース取引税制の整備（別表十六（四）新設） 

平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外ファイナンス・リース取引の契約によって、その賃借人で

ある法人が取得したものとされるリース資産については、「リース期間定額法」が適用されます。 

なお、国外リース資産を賃貸する法人に適用される従前のリース期間定額法（改正後「旧国外リース期間

定額法」）は、平成20年3月31日以前に締結するリース取引の契約に係るものに適用されます。 

3. 中小同族会社の留保金課税制度の廃止（別表ニ、別表三(一)） 
特定同族会社の留保金課税制度について、特定同族会社の範囲から資本金の額または出資金の額が1億円 

以下である会社が除外されました。 

平成19年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用されます。 

4. 中小企業等基盤強化税制の延長（別表六（十二）、別表六（十三）、特別償却の付表（三）） 
中小企業等基盤強化税制について、適用対象となる機械装置等の見直しが行われ、適用期限が平成21年3月

31日（現行平成19年3月31日）まで2年延長されました。 

 

 

｢インターＫＸ法人税｣平成19年度法改正対応版 概要(Ｖｅｒ.H19.1)

概要のバージョンの表記について 

「Ver.H19.1」のように小数点以下 2 桁目は

省略して記載しています。正確なバージョンはシ

ステム起動後の［ヘルプ］-［バージョン情報］

で確認できます。 
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5. 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の見直し（別表十四(一)） 
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額が1,600万円

（現行800万円）に引き上げられました。 

平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 

 

 

 

 

6. 役員給与の損金不算入制度の整備 
職制上の地位の変更等により改定がされた定期給与についても、定期同額給与として取り扱うことが明確化

されました。 

事前確定届出期限を役員給与に係る定めに関する決議をする株主総会等の日から1月を経過する日（その日

が職務の執行を開始する日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日後である場合には当該4月を経

過する日等）とされました。 

同族会社に該当しない法人が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与について、届出不要とされま

した。 

平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 

7. 再チャレンジ支援寄附金税制の創設（別表十四（二）） 
民間による再チャレンジ支援を促進するための再チャレンジ支援寄附金税制が始まりました。 

一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、その損金算入限度額の範囲内で損金算入ができるようになります。

ただし、限度額の計算は、特定公益増進法人および NPO 法人に対する寄附金と合わせて行うものとされま

した。 

平成19年4月1日以後に支出する寄附金について適用されます。 

3.法改正による変更内容 
19年度法改正に伴うシステムの変更内容は、次のとおりです。 

1. 追加帳表 
次の帳票を追加します。 

別  表 様 式 名 

別表十六(四) 
旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額

の計算に関する明細書 

2. 削除帳表 
次の旧様式を削除します。 

旧別表ニ  旧別表五(一) 旧別表五(ニ) 旧別表六(六) 旧別表六(七) 旧別表六(八) 

3. 法人税別表の変更  
別表一(一)  別表ニ   別表三(一)  別表三(四）  別表四  別表六(一) 

別表六(ニ) 別表六(九) 別表六(十二) 別表八 別表十一(三) 別表十四(一) 

別表十四(ニ) 別表十六(一) 別表十六(二) 別表十六(六) 別表十六(七) 別表十六(八) 

別表十六(九) 別表十六(十)     

＜主な変更内容＞ 

◆ 別表ニ、別表三（一） 

中小法人（期末資本金額が 1 億円以下）である場合、留保金課税の計算、印刷をしません。 

平成 19 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用されます。 

◆ 別表十四（一） 

平成 19 年４月 1 日以後開始事業年度の場合、適用除外基準額を 1,600 万円に変更します。 

◆ 別表十六（一）、十六（ニ） 

・帳票タイトル変更、取得年月日欄の追加 

・「旧定額法」/「定額法」、「旧定率法」/「定率法」の選択追加 

・「当期分の普通償却限度額欄」は、「平成 19 年４月 1 日以後取得分」と「平成 19 年 3 月 31 日 

 以前取得分」を分けて記載  

◆ 別表十六（六）～別表十六（十） 

・別表番号の変更・・・旧別表十六（五）～旧別表十六（九） 

合算対象給与額を支給する法人（他の特殊支配同族会社）に関する事項について記載する書類として 

設けられた「付表 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の特例計算に関する明細書」には対応 

しておりません。必要に応じて税務署配布の用紙に手書きしてくださいますようお願いいたします。 
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4. 減価償却システム Ver.8.0 との連動対応 
減価償却システム(平成19年度法改正対応版Ver.8.0･･･６月下旬リリース予定)から連動できるように 

対応します。減価償却システムVer.7.1以前のバージョンからの連動はできません。 

連動する場合には、減価償却システムCD-ROMに収録している「法人税平成19年度連動プログラム更新

用」のセットアップが必要です。 

4.機能アップ等の対応内容 

1.法人基本情報 
【設定1】項目名「資本積立金額」を「資本準備金等の額」に変更します。併せて、「法人情報一覧表」、 

「予定申告共通情報」、「税務基本項目比較表」も同様に変更しました。 

【設定2】不要となった様式選択（新様式、旧様式）の欄を削除しました。 

【計算方法】「減価償却システムとの連動」で「する」が選択されたときの初期設定を、「別表四と十六」

に変更しました。 

また、「別表三(一)同族会社の留保金課税」の表示を「別表三(一)特定同族会社の留保金課税」

に変更しました。 

2.事業所設定 
・事業税分割基準で使用する「十号算定月数」の桁数を2桁から3桁に変更しました。 

・市町村情報の更新（平成19年4月時点の新市町村名を追加しました。） 

3.入力・計算モードの初期設定を「通常入力モード」から「同時計算モード」に変更 

4.別表二の「順位」（株式数等、議決権数）の入力・集計方法を変更 
順位（株式数等、議決権数）が空白の場合は、0として集計の対象外にするように変更しました。 

上の行と同じ順位の場合は、同じ順位（数字）を入力してください。 

5.別表五(一) 
・入力画面の旧「④当期利益金処分等による増減」欄を削除しました。 

・②減、③増の欄を自動計算項目（黄色）から上書き可能項目（水色）に変更しました。 

・「Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書」の任意区分を29行まで追加し、次葉（1枚）に対応しました。 

6.別表五(二) 
入力画面 旧(42)、旧(43)を削除しました。 

7.別表六(一) 
「収入金額」がマイナス値の場合でも、明細を印字するように変更しました。 

8.別表十四(二) 
(10)期末の資本金等の額は、別表五(一)(36)の④の金額を転記するように変更しました。併せて入力画面の

「資本金額等」、「資本積立金額」を削除しました。 

9.別表十六(一)、十六(ニ) 
当期償却額の計算結果が0の場合は、0を印字するように変更しました。 

10.第六号様式、第十号様式 
非製造業で、本店以外の別の県の事業所の従業者数がすべて 0 人の場合にも、事業税が計算されるように対応しま

した。（18 年度版でも、従業者数が 1 人以上の県を 2つ以上設定している場合や、寮など「十号算定月数」も 0

で事業税がかからない場合は問題ありませんでした。） 

◆十号様式の印刷についての注意事項 

非製造業で本店以外の別の県の事業所の従業者数がすべて 0 人の場合は、第十様式の印刷で、本店分の都道府県民

税(25)「分割課税標準額」に金額が印字されません。 

第六号様式の入力画面で、本店分の「分割法人の課税標準の税額 ⑦」に「課税標準となる法人税額 ⑥」の金額を

上書入力してください。（第十号様式の本店分の(25)「分割課税標準額」に金額が印字されるようになります。） 

11.一部上書き可能項目に変更した帳表（別表六(三)、別表十三(一)、第二十号の三様式） 

12.一括印刷の判定方法を変更した帳表（別表十四(一)、税務代理権限証書） 

13.Windows Vista 対応 

5.電子申告対応版（Ver.H19.10e1）  
電子申告を行う場合には、別途「電子申告ダウンロードパック」商品の購入が必要です。 

19 年度版で電子申告を行う場合は、19 年度版のリリース（ダウンロード公開：6 月末予定）をお待ち 

ください。 
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6.地方税の様式改定について  
地方税の様式改定に関しましては、「平成 19 年 5 月 16 日現在」で官報等による情報提供が行われて 

いないため、今回の Ver.H19.1 では対応しておりません。地方税について改定された様式が明らかになり、

プログラムの対応が必要と判断された場合には、別途、対応方法などをご案内させていただきます。 

≪改正の内容など≫ 

地方税法の改正により、道府県民税利子割について、道府県民税法人税額から控除することができず還付 

すべき額（利子割額の控除不足額）がある場合に、当該還付すべき額をその事業年度分の道府県民税均等割

に充当するための措置が講じられました。納税者の選択で、申告書右下欄外に「均等割充当の申出」の記載

があるときは、その申告に係る均等割額から控除しきれない額を差し引いて納付することができます。 

なお、申告書の書き方については変更ありません。（申告書上は相殺せず、均等割額は本来の納付すべき額

全額を記入し、利子割還付額も相殺する前の金額を記入します。） 

平成 19 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から適用されます。 

 


