
2021年 論文グレードアップ講座                                     2020年12月4日                            

租税法 受講生の皆様 

 

訂正のご案内 
 

 

この度は、LEC公認会計士講座をご利用頂き、誠に有難うございます。 

2021 年 論文グレードアップ講座(EA/B21216) 租税法の下記教材に、訂正事項がございましたので、お知らせ致します。 

教材作成上の訂正事項が生じましたことを、心よりお詫び申し上げます。今後改善に努めてまいりますので、受講生の皆様にお

かれましては、ご了承の程、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

・上級ﾌｫｰｻｲﾄ 租税法 ﾃｷｽﾄ【法人】１（EL21011） 

・上級ﾌｫｰｻｲﾄ 租税法 ﾃｷｽﾄ【法人】２（EL21012） 

・上級ﾌｫｰｻｲﾄ 租税法 ﾃｷｽﾄ【法人】３（EL21035） 

・上級ﾌｫｰｻｲﾄ 租税法 ﾃｷｽﾄ【法人】組織再編編（EL21016） 

 

上級ﾌｫｰｻｲﾄ 租税法 ﾃｷｽﾄ【法人】１（EL21011） 

 

P5-45 解答 ←12/4訂正追加分 

【誤】損金経理罰金等 10憶円（別表四 加・社） 

【正】損金経理罰金等 11憶円（別表四 加・社） 

 

P6-5 Pick Up ⑴ 持分基準 式 

【誤】 

株主等の3人以下が有する株式数

発行済株式数（自己株式を除く）
 ≧ 50％ 

【正】 

株主等の3人以下が有する株式数

発行済株式数（自己株式を除く）
 ＞ 50％ 

 

P6-5 Pick Up ⑵ 議決権基準 式 

【誤】 

 
株主等の3人以下が有する議決権数

議決権の総数
 ≧ 50％ 

【正】 

 
株主等の3人以下が有する議決権数

議決権の総数
 ＞ 50％ 

 



P6-10 計算Form  

【誤】⑴ 株主順位 

⑵ 同族会社の判定 

⑷ 使用人兼務役員の判定 

※ ⑷は、「同族会社」の場合のみ行う。 

【正】⑴ 株主順位 

⑵ 同族会社の判定 

⑶ 使用人兼務役員の判定 

※ ⑶は、「同族会社」の場合のみ行う。 

 

P6-18 (1) イ 仮装経理等により支給する役員給与の取扱い 

【誤】 

内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりそ

の役員に対して支給する給与の額は、役員給与の損金不算入額の計算に

含めることなく、その内国法人の各事業年度の損金の額に算入しない。 

【誤】 

内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりそ

の役員に対して支給する給与の額は、ロ及びハの役員給与の損金不算入

額の計算に含めることなく、その内国法人の各事業年度の損金の額に算

入しない。 

 

P6-18 (1) ロ 定期同額給与等以外の給与 

【誤】 

役員に対して支給する給与のうち非業績連動退職給与及び使用人兼

務役員の使用人分給与以外の給与については、その内国法人の各事業年

度の損金の額に算入しない。 

【正】 

役員に対して支給する給与（非業績連動退職給与及び使用人兼務役員

の使用人分給与を除く。）のうち、定期同額給与等以外の給与について

は、その内国法人の各事業年度の損金の額に算入しない。 

 



P7-41 解答 

【誤】 

（交際費等について） 

 接待交際費等に係るもの（注） 9,500,000   

 （注）控除対象外消費税等を含まない金額 

 

   

 接待交際費以外に係るもの（注） 4,100,000   

 （注）控除対象外消費税等を含まない金額 

 

   

 控除対象外消費税等に係るもの 40,000   

【正】 

（交際費等について） 

 接待飲食費に係るもの（注） 9,500,000   

 （注）控除対象外消費税等を含まない金額 

 

   

 接待飲食費以外に係るもの（注） 4,100,000   

 （注）控除対象外消費税等を含まない金額 

 

   

 控除対象外消費税等に係るもの 40,000   

 

P8-8 (2)表 

【誤】 

内容 具体例 

特定公益増進法人等 

（公共法人、公益法人等(一般社団

法人及び一般財団法人を除く。) 

その他特別の法律により設立され

た法人のうち、教育又は科学の振

興、文化の向上、社会福祉への貢

献その他公益の増進に著しく寄与

する一定の法人）に対する寄附金 

・独立行政法人 

・日本赤十字社 

・公益社団法人・公益社団法人 

・社会福祉法人 

・学校法人で一定のもの 

・更生保護法人 

・認定特定非営利活動法人 など 

【正】 

内容 具体例 

特定公益増進法人等 

（公共法人、公益法人等(一般社団

法人及び一般財団法人を除く。) 

その他特別の法律により設立され

た法人のうち、教育又は科学の振

興、文化の向上、社会福祉への貢

献その他公益の増進に著しく寄与

する一定の法人）に対する寄附金 

・独立行政法人 

・日本赤十字社 

・公益社団法人・公益財団法人 

・社会福祉法人 

・学校法人で一定のもの 

・更生保護法人 

・認定特定非営利活動法人 など 

 



P8-32 [資料] 

【誤】9．寄附金についての資料 

当期の寄附金に関する事項は以下のとおりである。⑴～⑷の支出について加算及び減算すべき金額があるときは，相殺し

て純額を記入した上で，寄附金の損金不算入額を計算すること。寄附金に関して必要な申告手続きはすべて適法に行うもの

とする。なお，当社の上記8 .⑴⑵の調整前の資本金等の額は700,000,000 円とし，支出寄附金の金額を控除した後の所得の

金額を2,490,000,000 円として，寄附金の損金算入限度額の計算をすること。 

【正】9．寄附金についての資料 

当期の寄附金に関する事項は以下のとおりである。⑴～⑷の支出について加算及び減算すべき金額があるときは，相殺し

て純額を記入した上で，寄附金の損金不算入額を計算すること。寄附金に関して必要な申告手続きはすべて適法に行うもの

とする。なお，当社の上記8 .⑴⑵の調整前の資本金等の額は700,000,000 円とし，支出寄附金の金額を控除した後の所得の

金額を2,490,000,000 円として，寄附金の損金算入限度額の計算をすること。 

※ 解答上は、期末の資本金等の額を600,000,000円として計算すること。 

 

P8-33 解説(2)② 一般損金算入限度額 

【誤】ａ 資本基準額 

（700,000,000－10,000,000－90,000,000）×12/12×2.5/1,000＝ 1,500,000 

【正】ａ 資本基準額 

600,000,000×12/12×2.5/1,000＝ 1,500,000 

 

P8-38 研究 

【誤】⑶ 適用対象法人 

【正】⑶ 適用対象法人 令和２年４月１日以後開始事業年度 

 

P8-38 研究 ⑷ 特別控除額の計算 表 

【誤】 

 税 額 控 除 限 度 額 税額基準額 

法人事業税 特定寄附金の額の10％ 法人事業税額の15％ 

法人住民税 特定寄附金の額の20％ 法人住民税額の20％ 

法 人 税 

法人住民税から控除しきれなかっ

た金額と特定寄附金の額の10％の 

いずれか小さい金額 

法人税額の５％ 

【正】 

 税 額 控 除 限 度 額 税額基準額 

法人事業税 特定寄附金の額の20％ 法人事業税額の15％ 

法人住民税 特定寄附金の額の40％ 法人住民税額の20％ 

法 人 税 

法人住民税から控除しきれなかっ

た金額と特定寄附金の額の10％の 

いずれか小さい金額 

法人税額の５％ 

 

P8-38 計算Form 

【誤】⑴ 住民税の控除額 

① 特定寄附金の額×20％ 

② 法人住民税の額×20％ 

③ ①と②のいずれか小さい金額 

【正】⑴ 住民税の控除額 

① 特定寄附金の額×40％ 

② 法人住民税の額×20％ 

③ ①と②のいずれか小さい金額 

 



P8-39 解答 〔特定寄附金の特別控除額〕 

【誤】⑴ 住民税の控除額 

① 3,000,000円×20％＝600,000円 

② 2,500,000円×20％＝500,000円   ①＞②  ∴500,000円 

⑵ 税額控除限度額 

① 3,000,000円×10％＝300,000円 

② 600,000円－500,000円＝100,000円  ①＞②  ∴100,000円 

⑶ 税額基準額 

22,150,000円×５％＝1,107,500円 

⑷ ⑵＜⑶  ∴100,000円 →「法人税額の特別控除額（別表一(一)）」 

【正】⑴ 住民税の控除額 

① 3,000,000円×40％＝1,200,000円 

② 2,500,000円×20％＝500,000円   ①＞②  ∴500,000円 

⑵ 税額控除限度額 

① 3,000,000円×10％＝300,000円 

② 1,200,000円－500,000円＝700,000円  ①＜②  ∴300,000円 

⑶ 税額基準額 

22,150,000円×５％＝1,107,500円 

⑷ ⑵＜⑶  ∴300,000円 →「法人税額の特別控除額（別表一(一)）」 

 

P9-11 研究 

【誤】申告調整のパターン（法基通9-6-2） 

【正】申告調整のパターン（法基通9-6-3） 

 

P10-5 Pick Up 

【誤】債権者Ａ 

債権者Ｂ 

債権者Ｃ 

【正】債務者Ａ 

債務者Ｂ 

債務者Ｃ 

 

P11-5 参考 

【誤】美術品に該当するかの判定 

税務上、美術品として取扱われるかどうかは、その作品の作者姪が美術関係の年鑑等に登載されているかどうか等で判定

する（法基通7-1-1） 

【正】（削除） 

 



P11-23 解答 

【誤】⑵ 特許権 

① 償却限度額 

8,000,000円×0.125×
５

12
＝416,666円 

② 償却超過額 

500,000円－①＝83,334円→「特許権減価償却超過額（加・留）」 

⑶ 機械装置 

① 償却限度額 

１）調整前 1,800,000円×0.200＝360,000円 

２）保証額 1,800,000円×0.06552＝117,936円 

３）１）≧２） ∴１）×
８

12
＝240,000円 

② 償却超過額 

500,000円－①＝260,000円→「機械装置減価償却超過額（加・留）」 

【正】⑵ 特許権 

① 償却限度額 

8,000,000円×0.125×
５

12
＝416,666円 

② 償却超過額 

500,000円－①＝83,334円→「特許権減価償却超過額（加・留）」 

⑶ 機械装置 

① 償却限度額 

１）調整前 1,800,000円×0.200＝360,000円 

２）保証額 1,800,000円×0.06552＝117,936円 

 

３）１）≧２） ∴１）×
８

12
＝240,000円 

② 償却超過額 

500,000円－①＝260,000円→「機械装置減価償却超過額（加・留）」 

 

P11-30 ワンポイント 

【誤】高額買入資産 

資産を時価以上の金額で取得した場合には、対価と資産の時価との差額部分については、経済的利益の供与をしたと考え、

その差額部分は損金（寄附金等）として認識する（平成29年出題） 

【正】（削除） 

 

（月割） 

（月割） 

（月割） 

（月割） 

（月割） 



P11-49 (2)表 

【誤】 

法定耐用

年数 

定額法 定率法   

償却率 償却率 改定償却率 保証料率 

2年 0.500 1.000 ― ― 

3年 0.334 0.667 1.000 0.11089 

4年 0.250 0.500 1.000 0.12499 

5年 0.200 0.400 0.500 0.10800 

8年 0.125 0.250 0.334 0.07909 

10年 0.100 0.200 0.250 0.06552 

24年 0.042 0.083 0.084 0.02969 

【正】 

法定耐用

年数 

定額法 定率法   

償却率 償却率 改定償却率 保証率 

2年 0.500 1.000 ― ― 

3年 0.334 0.667 1.000 0.11089 

4年 0.250 0.500 1.000 0.12499 

5年 0.200 0.400 0.500 0.10800 

8年 0.125 0.250 0.334 0.07909 

10年 0.100 0.200 0.250 0.06552 

24年 0.042 0.083 0.084 0.02969 

 

P11-53 (2)表 

【誤】 

法定耐用

年数 

定額法 定率法   

償却率 償却率 改定償却率 保証料率 

3年 0.334 0.667 1.000 0.11089 

4年 0.250 0.500 1.000 0.12499 

5年 0.200 0.400 0.500 0.10800 

6年 0.167 0.333 0.334 0.09911 

10年 0.100 0.200 0.250 0.06552 

【正】 

法定耐用

年数 

定額法 定率法   

償却率 償却率 改定償却率 保証率 

3年 0.334 0.667 1.000 0.11089 

4年 0.250 0.500 1.000 0.12499 

5年 0.200 0.400 0.500 0.10800 

6年 0.167 0.333 0.334 0.09911 

10年 0.100 0.200 0.250 0.06552 

 

P11-59 ワンポイント 

【誤】高額買入資産 

資産を時価以上の金額で取得した場合には、対価と資産の時価との差額部分については、経済的利益の供与をしたと考え、

その差額部分は損金（寄附金等）として認識する（平成29年出題） 

【正】（削除） 

 



上級ﾌｫｰｻｲﾄ 租税法 ﾃｷｽﾄ【法人】２（EL21012） 

 

P12-14 (3)図解  

【誤】 

   

機械Ａ 10年 ― 

機械Ｂ 

（中古取得） 
10年 ８年 

【正】 

種類 法定耐用年数 見積耐用年数 

機械Ａ 10年 ― 

機械Ｂ 

（中古取得） 
10年 ８年 

 

P12-17 解説 

【誤】〔減価償却〕機械装 

【正】〔減価償却〕機械装置 

 

P14-5 Pick Up 

【誤】 

④ 

ノーハウの頭金等 

ノーハウの設定契約に際して 

支出する一時金又は頭金の費

用 

【正】 

④ 

ノウハウの頭金等 

ノウハウの設定契約に際して 

支出する一時金又は頭金の費

用 

 



P14-7 Pick Up 

【誤】 

建物の賃借 

のための 

権利金等 

⑴ 建物の新築時にオーナー

に対して支払った権利金等

で①かつ②であるもの 

①その権利金等の額がその

建物（賃借部分）の建設費

の大部分に相当すること 

②その建物の存続期間中､ 

賃借可能であること 

耐用年数×
７

10
 

⑵ ⑴以外の権利金等で 

建物の賃借契約時に支払っ

たもののうち、契約、慣習

等によって明渡時に借家権

として転売可能な場合 

見積残存耐用年数×
７

10
 

⑶  ⑴及び⑵以外の権利金等

の場合 
５年 

【正】 

建物の賃借 

のための 

権利金等 

⑴ 建物の新築時にオーナー

に対して支払った権利金等

で①かつ②であるもの 

①その権利金等の額がその

建物（賃借部分）の建設費

の大部分に相当すること 

②その建物の存続期間中､ 

賃借可能であること 

耐用年数×
７

10
 

⑵ ⑴以外の権利金等で 

建物の賃借契約時に支払っ

たもののうち、契約、慣習

等によって明渡時に借家権

として転売可能な場合 

見積残存耐用年数×
７

10
 

⑶  ⑴及び⑵以外の権利金等

の場合 

５年（賃借期間が５年未満 

の場合、その賃借期間） 

 

P14-20 まとめ ３ 

【誤】⑷ 償却開始時期 

①固定資産の利用を利用するもの・②工事未着手 

→ 支払日と着手日のうち、遅い日から償却開始 

【正】⑷ 償却開始時期 

①固定資産を利用するもの・②工事未着手 

→ 支払日と着手日のうち、遅い日から償却開始 

 

P15-9 設例 

【誤】⑷ 当社は、申告期限延長の特例は受けていない。 

【正】⑷ 当社は、申告期限延長の特例は受けていない。 

⑸ ⑵のストック・オプションは、事前確定届出給与に該当し、適正に届出が行われている。 

 



P15-9 解答 

【誤】〔役員給与〕 

⑴ 定期同額給与等以外 0円 

⑵ 不相当に高額な部分の金額 

① ⑴以外で、一定の要件を満たす業績連動給与以外のもの 

(ｲ) 実質基準額  0円 

(ﾛ) 形式基準額 

(54,850,000円＋10,000,000円)－60,000,000円＝4,850,000円 

(ﾊ) (ｲ)＜(ﾛ) ∴4,850,000円 

② 使用人兼務役員の使用人分賞与  0円 

③ 非業績連動退職給与・一定の要件を満たす業績連動退職給与  0円 

④ ①＋②＋③＝4,850,000円 

⑶ ⑴＋⑵＝4,850,000円 →「役員給与損金不算入額（別表四 加・社）」 

【正】〔役員給与〕 

事前確定届出給与に該当 ∴調整なし 

 

P15-11 Pick Up(1) 設例 

【誤】② 取締 役会（又は株主総会） 

【正】② 取締役会（又は株主総会） 

 

 

P15-14 過去問にチャレンジ！ ８ (1) １行目 

【誤】当社は平成30５月30日の株主総会において、 

【正】当社は平成30年５月30日の株主総会において、 

 

P16-10 ２つ目の具体例 表題 

【誤】具体例具体 

【正】具体例 

 

P16-16 (2)  

【誤】② 事業年度終了の日に最終売買価格がない場合 

事業年度終了の日前の最終価格 

【正】② 事業年度終了の日に最終売買価格がない場合 

事業年度終了の日前の最終価格 

※ 事業年度終了の日における公表最終価格がない場合 

…直近公表最終価格に基づき合理的な方法により算出した価格 

（採用理由・算定基礎事項を記載した一定の書類の保存が必要） 

 



P17-12 ②イ表 

【誤】 

上場有価証券等 

（取引所売買有価証券等＊１） 

その価額が著しく低下＊２したこと 

上場有価証券等以外 発行法人の資産状態が著しく悪化＊３ 

したため、その価額が著しく低下＊２ 

したこと 

【誤】 

上場有価証券等 

（取引所売買有価証券等＊１） 

上場有価証券等以外 

（株式・出資以外のもの） 

その価額が著しく低下＊２したこと 

上場有価証券等以外 

（株式・出資） 

発行法人の資産状態が著しく悪化＊３ 

したため、その価額が著しく低下＊２ 

したこと 

 

P21-32 まとめ １(2) 

【誤】外国法人のうち実行税率35％を超える部分の金額 

【正】外国法人のうち実効税率35％を超える部分の金額 

 

P21-32 まとめ ３(2) 

【誤】当期の控除対象外国法人税額＜控除現訴額 

【正】当期の控除対象外国法人税額＜控除限度額 

 

P22-7 Pick Up 図表 上から３つ目の囲い ② 

【誤】② 国内設備投資額 

＞ 当期償却費総額 

【正】② 国内設備投資額 

＞ 当期償却費総額× 30％ 

 

P22-18 ５(1) ３行目 

【誤】法人税額の５％相当額（税額基準額） 

【正】法人税額の10％相当額（税額基準額） 

 

P25-19 具体例６ 〈Ｂ社の税務上の仕訳〉 

【誤】 

（資 産）30,000,000円 （現 金 預 金）30,000,000円 

（受 贈 益）20,000,000円 

【正】 

（資 産）50,000,000円 （現 金 預 金）30,000,000円 

（受 贈 益）20,000,000円 

 

P26-4 ２(1) 

【誤】② 目的と効果 

【正】③ 目的と効果 

 



P28-5 Pick Up (3) 

【誤】② 国内設備投資額 ＞ 当期減価償却費総額 × 10％ 

【正】② 国内設備投資額 ＞ 当期減価償却費総額 × 30％ 

 

P29-22 

【誤】(8) 他の規定との関係 

【正】(6) 他の規定との関係 

 

P29-56 ４(1)③ 

【誤】差金取得 （取）時価－（（譲）簿価＋経費＋差金） 

             ×（取）時価／（（取）時価＋差金） 

【正】差金取得 （取）時価－（（譲）簿価＋経費） 

             ×（取）時価／（（取）時価＋差金） 

 

 

上級ﾌｫｰｻｲﾄ 租税法 ﾃｷｽﾄ【法人】３（EL21035） 

 

P31-5 Pick Up 図表１段目 

【誤】上位３グループの保有割合等が50％超（同族会社）である。 

【正】上位３グループの保有割合等が50％超の会社（同族会社）である。 

 

P34-9 具体例 〔当期〕ＢＳ 

【誤】繰延税金資産 

【正】繰延税金資産 30 

 

P34-9 具体例 〔翌期〕ＢＳ 

【誤】繰延税金資産 

【正】繰延税金資産 0 

 

P34-11 具体例 〔当期〕ＢＳ 

【誤】繰延税金負債 

【正】繰延税金負債 30 

 

P34-11 具体例 〔翌期〕ＢＳ 

【誤】繰延税金負債 

【正】繰延税金負債 0 

 

P36-7 参考(2)地代の認定 

【誤】➁ 権利金の認定 

【正】➁ 地代の認定 

 

P37-2 条文 

【誤】法法23 

【正】（削除） 

 



P38-14 まとめ １(1) 

【誤】② 外国法人 … 外国法人以外の法人 

【正】② 外国法人 … 内国法人以外の法人 

 

P38-2 条文 

【誤】法法23 

【正】（削除） 

 

P39-2 (3) 申告調整（返品権付販売） 

【誤】 

申告調整 （返金負債 ）  500  （売 上 高）  500  

別4 売上原価計上もれ（減・留） 

（売上原価 ）  300  （返金資産 ）  300  

別4 売上原価計上もれ（減・留） 

【正】 

申告調整 （返金負債 ）  500  （売 上 高）  500  

別4 売上原価計上もれ（減・留） 

（売上原価 ）  300  （返金資産 ）  300  

別4 売上原価計上もれ（減・留） 

 

P39-18 計算Form(1)③ 

【誤】その工事に係る契約において、その請負の対価の額の２/３以上がその工事の目的物の引渡しの期日から１年を経過する日後

に支払われることが定められていないものであること。 

【正】その工事に係る契約において、その請負の対価の額の１/２以上がその工事の目的物の引渡しの期日から１年を経過する日後

に支払われることが定められていないものであること。 

 

上級ﾌｫｰｻｲﾄ 租税法 ﾃｷｽﾄ【法人】組織再編編（EL21016） 

 

P40-34 (7)② 図解 

【誤】※１ 分割対価資産として、完全子法人（100%）の株式以外の資産が交付され 

ないもの。なお、現物分配法人の株主の有する株式数の割合に応じて株式 

が現物分配されること（按分型交付）｡ 

【正】※１ 分割対価資産として、完全子法人（100%）の株式以外の資産が交付され 

ないもの。なお、現物分配法人の株主の有する株式数の割合に応じて株式 

が現物分配されること（按分型交付）｡ 

※２ 適格現物分配の要件は、内国法人要件と完全支配要件 

（グループ法人税制参照） 

 

 


