
1

累計２０0
万部発行

『創業手
帳』編集部

制作

無料冊子
です

累計２０0
万部発行

『創業手
帳』編集部

制作

無料冊子
です

創業手帳
シリーズ

令和4年分における
変更点も掲載！

申告書も具体的な記入例で
わかりやすく解説

初めてでもわかる

令和4年分

produced by

個人・法人向けの両方に対応！
基礎知識から最新情報まで

確定申告個人・法人 ガイド

個人・法人
両方対応
無料特典



1

初めてでもわかる
個人・法人確定申告ガイド

このガイドブックを手にとって頂きありがとうございます。

確定申告ガイドは、日本で全ての創業者に配布される創業手帳が、確定申告
が分かりにくいのでガイドブックを作って欲しいという要望を多く頂いた
ことから作成しました。

創業手帳は日本中の企業・官公庁・専門家・金融機関・大学・ボランティア
などのご支援で完全無料で運営されています。

確定申告ガイドはスマホ・PC・印刷版の各デバイス対応で作られています。

お手元において確定申告シーズンを乗り切りましょう！

『創業手帳』は、創業したら必ず届く「会社の母子手帳」です。
日本で登記された全法人に向けて、無料で送付させてい
ただいています。“やるべきこと”が多岐に渡る創業期。
創業者が効率的に事業を立ち上げ、進めて行けるよう、
「明日からできること」を中心に、具体的な行動ベースの情
報とノウハウをお届けしています。日本における「創業の
成功率」が上がり、日本経済、ひいては日本社会と一人ひとり
の生活を改善していくことが、創業手帳のビジョンであり
ミッションです。『創業手帳』をぜひご活用いただき、皆様
のビジネスにお役立てください。

『創業手帳』とは？
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確定申告の概要・去年からの変更点が知りたい！ ▶︎p3へ

確定申告書第一表の書き方が知りたい！ ▶︎p9へ

確定申告書第二表の書き方が知りたい！ ▶︎p29へ

申告書の提出方法や納付方法などについて知りたい！ ▶︎p35へ

法人経営者としての注意点が知りたい！ ▶︎p38へ

まずはここを確認しよう ！

確定申告書第一表を確認しよう ！

確定申告書第二表を確認しよう ！

確定申告書の作成ができたら

法人経営者はここも確認！
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まずはここを確認しよう ！

確定申告とは

業務実施
（申告対象期間）

申告書
受付期間

所得税
納付期間

消費税納付期間

延滞期間

1月～12月 1月 2月 3月 4月

▼申告の期間

2023年2022年

2/16 3/15

令和4年分の確定申告提出期間は、2023年（令和5年）2月16日（木）から
2023年（令和5年）3月15日（水）までです（個人事業主の所得税および復
興特別所得税の場合）。

本シートでは、確定申告の全体の流れと最低限知っておくべき情報について
解説。はじめて確定申告をする個人事業主やフリーランスの方は、まずこの
シートで大まかな流れを押さえて、早めの準備を心がけましょう。

本シートの内容は基本的な流れになりますので、最新情報や自身の状況に合
わせた申告方法は、国税庁のホームページでチェックするようにしましょう。

国税庁のHP
▶︎https://www.nta.go.jp/index.htm
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まずはここを確認しよう ！

1 . 確定申告とは

確定申告とは、個人が支払う税金を「確定」させるために、前年の1月1日から
12月31日までの所得などの情報を国へ「申告」することです。主に個人事業
主や副業をしている人が、一年間の収入や経費、各種控除、所得などを申告書に
記入して、支払うべき所得税の金額を計算し、税務署へ申告・納税します。

2 . 確定申告が必要な人

基本的に所得が48万円以上の個人事業主（自営業・フリーランスなど）

Check

所得とは、端的には「もうけ」のことです。

収入が給与である場合は、給与収入から給与所得控除（収入により決められて

いる）を引いた額が給与所得となりますが、収入が給与以外の場合には、その

収入から原価や経費を差し引いた差額が、所得ということになります。

所得とは

給与所得控除 所得 - =

収入

収入 給与所得
控除 所得

原価
経費 所得 - =

収入

収入 所得

収入が給与である場合

収入が給与以外の場合   

原価
経費
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まずはここを確認しよう ！

3. 令和4年分においての変更点

令和4年分の確定申告においては、以下が主な変更点となります。

確定申告書Aが廃止

医療費控除のみなどに使用されていた簡易版の確定申告書Aが廃止となり、確定申告書B
が今後はベースとなります。

第一表に「修正申告」欄が追加

修正申告をする場合には今まで「修正申告書」と「第五表」の提出が必要でしたが、第一表に
「修正申告」欄が追加され、第五表も廃止となり、簡易化されました。

青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能

令和５年１月から青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能になります。

スマホアプリでの納税が可能

令和4年12月1日から、「国税スマートフォン決済専用サイト」（スマホ専用）において、スマ
ホアプリ（○○Pay等）を利用することにより納付できます。

令和４年分確定申告（令和５年１月上旬～）からスマートフォンを利用した
申告が更に便利になっています！
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まずはここを確認しよう ！

確定申告の作成の流れまとめ

売上、費用など
年間の決算書を用意

1月から12月までの売上金額と経費の出納金額を計算します。
合わせて領収書などの帳票も保存しておきましょう。
なお、iDeCo、保険料なども所得から控除されるので金額
を整理しておきましょう。

収入は「売上金額」そのままを記載します。事業の種類（店
舗経営なら営業収入、コンサルなら雑収入など）に合わせ
た項目に金額を記入。
所得金額は、収入から経費（原価、必要経費など）を差し引
いたもうけた金額。決算書を参考に記載しましょう。自宅
の作業であれば、家賃や水光熱費も按分して経費として記
入できます。
青色申告は10万円の控除があるので、事業所得から控除
できます。
事業以外の所得（不動産や配当）がある場合は、それぞれの
金額を収入と所得にそれぞれ記入。
所得から差し引かれる控除対象があれば、iDeCoや保険
料、基礎控除額（e-Taxなら48万円）を記入

●
●

●

●

●

●

●

●

源泉徴収後の報酬を受け取っている場合、年末までに「支
払調書」をもらい、支払い調書に基づき、源泉徴収額を申告
書に記入。

※株式譲渡や不動産売買で得た収入の場合、別途分離課税の申告書
　作成が必要

注）「支払調書」は支払者が税務署に提出するもので、支払先へ発行す
　 る義務はありません。支払調書がもらえない場合でも、年間合計
　 金額を計算し、申告書に記入すればOKです。

●

課税対象の所得を申告書で確認の上、税金を自分で計算し、
申告書の記入後、出向くかオンラインなどで申告書を提出。
定めた手続きで税金を納付する。

●

●

01

02

03

04

申告書に収入、所得、
控除金額を記入

源泉徴収額を記入

税額を計算して納付へ

青色申告書の場合、決算書の所定書式があります！

12月までの売上と経費、その他保険料などが確定申告には必要！ 
早めに準備しておこう！
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まずはここを確認しよう ！

チェックシート

何個分かるかチェックしてみよう！

青色申告を作成する場合、決算書が必要です。
決算書の作り方はわかりますか？

申告書には第一表と第二表があります。
違いがわかりますか？

→1月から12月の売上金額やかかった経費をまとめて該当（科目）する項目
に記入します。費用がどの科目に該当するかわからない場合は税理士など
に質問しましょう。

→第一表は収入や所得の年間の総計を記入しますが、第二表では、詳細を記
入します。決算書に基づき、第二表から作成するとよいでしょう。

→所得から差し引かれる項目には、iDeCoや保険料もあります。基礎控除と
して48万円が差し引かれます。

→申告書は該当するところだけ記入すればよいです。事業や人によっては、
保険やiDeCoなど支払っておらず、収入と所得と基礎控除だけという場合
もあります。

収入から差し引かれる控除項目とは何かわかりますか？
該当するものは全て記入するようにしましょう。

申告書の項目に空欄があってもよいと思いますか。

準備編

確定申告書の作成や提出にはいくつかの方法があり、作成方法によって必要な
ものが変わってくる場合があります。あらかじめ、どのような手段で作成・提
出するのかを決めましょう。
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まずはここを確認しよう ！

1 . 確定申告の作成手段と提出方法を決める

＜作成手段＞
パソコンを持っている方であれば、国税庁が提供する「確定申告書等作成
コーナー」が便利です。会計データからそのまま確定申告書類が作れる、確定
申告ソフトの利用もよいでしょう。
手書きで作成する場合は、国税庁のホームページからPDFをダウンロード・
印刷して使用するか、税務署などへ直接行って入手するようにしましょう。

＜提出方法＞
以下の3つから自身のやりやすいものを選んでください。
・直接税務署へ持っていく
・郵送で提出する
・e-Taxでオンライン上で提出する

2. 確定申告書作成に必要な書類を準備する

個人事業主・フリーランスの確定申告では、「青色申告」か「白色申告」かに
よって提出書類が異なります。

青色申告は、帳簿付けが複雑になる分やや難易度はあがりますが、「青色申告
特別控除」が受けられるなどメリットも多く、圧倒的におすすめです。
なお、青色申告にするには、開業届と青色申告承認申請書の税務署への事前提
出が必要となり、申請していない場合は自動的に白色申告となります。

白色申告 青色申告

提出書類 確定申告書、収支内訳書 確定申告書、青色申告決算書
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確定申告書第一表を確認しよう ！

①基本事項

②
収
入
・
所
得

③
所
得
控
除

④
税
金
の
計
算

⑤
修
正
申
告

⑥
そ
の
他

全体記入例
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確定申告書第一表を確認しよう ！

①基本事項の記入の仕方

<上の欄外>
つい後回しにしがちな欄外ですが、忘れずに記入しましょう。

ⓐ

ⓒ

ⓓⓑ ⓔ

ⓕ ⓖⓗ ⓘ

・宛先税務署長（ⓐ）
所轄の税務署名を記入します。

・年（ⓑ）
2023年（令和5年）に提出するのは、2022年（令和4年）分の所得に関する
申告のため、「4」と記入します。

・住所（ⓒ）
個人事業主で自宅以外に事務所・店舗などがあって、管轄税務署が違う場合は
記入の仕方に注意点があります。「手引き」を確認しましょう。

・個人番号（ⓓ）
12桁のマイナンバーを記入します。
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確定申告書第一表を確認しよう ！

・生年月日（ⓔ）
一番左の1マス目は元号欄です。つい「昭和のS」「平成のH」と書きたくなり
ますが、ちょっと待って！正しくは“数字”で「昭和は3」「平成は4」です。間
違えないように気を付けましょう。

・令和　年1月1日の住所（ⓕ）
「令和　　年」の空白に「 5」と記入し、文字通り、令和5年1月1日現在の住所
を記入します。すでに記入した住所と同じ場合は、「同上」と書けばOKです。

・屋号・雅号（ⓖ）
開業届に記入した屋号などを記入します。

・種類（ⓗ）
青色申告の方は「青色」欄に忘れずに○を入れましょう。

・整理番号（ⓘ）
はじめて確定申告する方は記入不要です。税務署が番号を割り当てて、次年度
に送られてくる申告書には印字されます。

2年目以降も、ダウンロードした申告書などを使う場合は空欄のまま提出して
も問題ないようですが、記入しておくと還付の手続きなどが早く進むようです。

年の部分は間違えやすいから気をつけよう。令和5年に提出分は4だ。

ハンコは令和3年分から廃止になったよ

[第二表]にも住所、屋号、氏名欄がある。書き忘れやすいポイントだ。
最初に記入してしまおう！
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確定申告書第一表を確認しよう ！

②収入金額・所得金額の記入の仕方

1. 「収入金額等」と「所得金額」とは？

申告書の左側はまずこの2つの項目。
「収入」と「所得」・・・日常の言葉とし
ては同じ意味に使われることもある二
つの言葉ですが、確定申告をはじめ、税
金にかかわる場面でははっきり使い分
けられています。
青色申告決算書や白色申告用の収支内
訳書の用紙を見るとわかりやすいです
が、個人事業主の場合はざっと言うと

　収入：得たお金の全体、「売上額」にあたる金額
　所得：収入から原価、経費、控除額などを差し引いて手元に残った金額

- =収入 所得原価/経費
/控除額

といったことになります。
したがって「収入金額等」と「所得金額」には似たような項目が並んでいます
が、青色申告決算書、収支内訳書を参照して、両方に記入が必要です。

2. 収入・所得の主な種類

・事業（営業等・農業）（㋐㋑①②）
次の事業などから生ずる所得が該当します。
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確定申告書第一表を確認しよう ！

営業等所得

農業所得

卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、金融業、運輸業、修理業、
サービス業などのいわゆる営業
医師、弁護士、作家、俳優、職業野球選手、外交員、大工などの自由職業
漁業などの事業　など

農産物の生産、果樹などの栽培
養蚕、農家が兼営する家畜・家きんの飼育
酪農品の生産　など

● 

● 

● 

● 
● 
● 

・不動産（㋒③）
土地や建物、不動産の上に存する権利、船舶、航空機などの貸付けから生ずる
金額

家賃収入が20万円を超えた人が対象となります。

・給与（㋔⑥）
俸給、給料、賃金、賞与、歳費やこれらの性質を有する給与に係る所得

起業と並行してアルバイトなどの収入があった場合はこちらに記入します。

源泉徴収票に書かれている「支払金額」を［第一表］収入金額等欄の「給与」
欄に記入します。並行して［第二表］の「所得の内訳」欄にも同じ収入金額と
源泉徴収税額を転記します。

・雑（雑収入・雑所得）（㋕㋖㋗⑦⑧⑨⑩）
国民年金、厚生年金などを受給されている方はこちらの「公的年金等」に記
入します。

個人事業主の場合、よくある問題はその下の「その他」です。
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確定申告書第一表を確認しよう ！

ちなみに「手引き」には、雑所得とは「他の所得に当てはまらない所得」とし
て「原稿料、講演料、印税、出演料」などが例示されています。

「おや、ではライターの私が受け取った原稿料は雑収入？」と惑わされると
ころですが、個人事業開業届を提出するなどして、事業として得た収入の場
合は名目が原稿料であっても「事業収入（営業等）」になります。

計上する場合は［第二表］「雑所得（公的年金等以外）､総合課税の配当所得 
譲渡所得､一時所得に関する事項」に内訳を記載します。

雑所得の計算で差し引くことができる必要経費は「業務遂行上直接必要で
あったことが明らかに区分できる」ものに限られますので、国税庁のウェブ
サイトの注意事項を確認してください。

・一時（㋚⑪）
字面だけ見ると、「たまたま1回だけ頼まれて書いた記事の原稿料は一時収
入？」と考えてしまいがちですが、「手引き」には

「臨時・偶発的なもので対価性のない次のような所得

・賞金や懸賞当せん金、競馬や競輪の払戻金
・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金

とされています。「対価性がない」点がポイントで、本業ではない「 1回だけ
の原稿料」も、「原稿を書いた対価」にあたりますから雑収入です。
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確定申告書第一表を確認しよう ！

③所得控除（所得から引く金額）の記入の仕方

「所得控除」も日常の話し言葉ではあ
まり使わない単語かもしれませんが、

「各納税者の個人的事情を加味」（国税
庁）して所得金額からそれぞれの項目
に該当する支出を差し引くものです。
控除額があることで所得税額は減るこ
とになりますので、自身に該当するも
のは漏れのないように確認しておきま
しょう。

基礎控除は必ず記入しましょう。  書き忘れ注意!
申告書のリストの順番としては一番下に書かれていますが、「基礎控除」は
すべての人に適用される控除ですので、最初に記入してしまいましょう。
所得金額が2400万円以下は一律に48万円です。それ以上は段階的に減り
2500万円を超えた場合は0円です。

・社会保険料控除（⑬）
個人事業主の方であれば、国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料など
が該当します。

2022年中に勤務先を退職した方は、前職の源泉徴収票に記載されている
「社会保険料等の金額」も忘れずに記入しましょう。

控除によって税金は減らせるのでめんどくさがらずに集計しよう。
なお保険料などの控除証明書は慌てないように早めに準備しよう。
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確定申告書第一表を確認しよう ！

・生命保険料控除（⑮）
生命保険、介護医療保険、個人年金保険に支払った保険料が控除対象になり
ます。この控除は保険を契約した時期によって、「新」「旧」の制度が混在し
ている状況です。保険会社から送られて来る保険料の支払額の証明書に、ご
自身の保険が新旧どちらに該当するか書かれていますので、それに応じて、

［第二表］の生命保険料控除欄を記入し、「手引き」の計算式にあてはめた計
算結果を［第一表］を記入します。

・地震保険料控除（⑯）
損害保険（いわゆる火災保険等）のうち、地震保険部分の保険料・掛金が控
除対象になります。（ 2006年以前に契約した長期損害保険料の一部も対象
です。）

火災保険でも地震保険が含まれていないものは控除対象になりません。ま
た、2年以上の複数年契約の場合に保険料を契約時にまとめて支払ってい
ても、確定申告では1年分ずつ控除していくことになりますので保険会社か
ら送られてくる証明書を確認してください。

・ひとり親控除（⑰〜⑱）
夫または妻と死別・離婚した後、再婚していない方（または生死不明など）
が控除対象になります。「寡夫」の場合は子供がいる場合に限られるなど、

「寡婦」と「寡夫」で微妙に条件の違うところもありますので、該当する方は
「手引き」を確認してください。

・勤労学生、障害者控除（⑲〜⑳）
障害者控除はあなた自身や、配偶者、扶養親族が障害者である場合の控除
です。
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確定申告書第一表を確認しよう ！

勤労学生控除は働きながら学校に通っている「勤労学生」で1年間の合計所
得金額が65万円以下などの条件を満たす場合に控除が受けられます。主に
はアルバイト収入などが考えられますが、学生起業家も条件に合えば対象に
なる可能性があります。

・配偶者（特別）控除（㉑〜㉒）
配偶者の合計所得が48万円以下の場合は配偶者控除、48万円超133万円
以下で条件を満たす場合は配偶者特別控除の対象になります。

配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額によって控除額が変わりますので、
「手引き」を参照しながら、該当する場合は「区分」欄に「 1」を記入したうえ
で、控除額を記入します。

ちなみに配偶者（特別）控除は夫妻問わず対象になりますので、例えば「共働
き夫婦の夫が独立開業したけれども、思うように収入が増えなかった」場合
などは条件に合えば妻の所得に配偶者控除を計上することができます。

なお、配偶者控除、配偶者特別控除とも、配偶者が「事業専従者」（「青色事業
専従者給与に関する届出書」を提出している場合、白色申告収支内訳書の事
業専従者の氏名等欄に該当する場合）になっている場合は控除を受けられま
せんので、夫婦で起業した方は特に注意が必要です。

・扶養控除（㉓） 
「配偶者以外の親族で納税者と生計を一にしている合計所得金額が48万円
以下の人」がいる場合に控除の対象になります。例としては、16歳以上の
子供、両親、義理の両親などがいる場合に控除対象になります。対象者がいる
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確定申告書第一表を確認しよう ！

場合は、子供や高齢者の年齢によって控除額が変わりますので、「手引き」を
確認してください。

「生計を一にしている」というと、日常の言葉としては「一緒に暮らしてい
る」イメージですが、確定申告の場合、同居はもちろん、別居していても例え
ば生活費、療養費を仕送りしている場合などは「生計を一にしている」とと
らえられます。逆に、仕送りをしている大学生の子供がアルバイトを頑張っ
て所得金額が上限を超えると扶養控除対象から外れることになります。

扶養控除では1人の親族を重複して2人以上が扶養控除の対象にはできな
いことになっています。具体的には、夫が扶養控除の対象にしている子供は
同時に妻の扶養控除の対象にはなれない、といった場合です。共働き夫婦、な
かでも、どちらかが会社勤めで年末調整をして、もう一方が確定申告する場
合、書類を作る時期がずれることになりますので、「あれ？どうしたっけ？」
とならないように確認しておきましょう。また、配偶者控除の場合と同様に、

「事業専従者」になっている場合は控除対象外です。

・医療費控除（㉗）
1年間に支払った医療費が10万円を超した場合（または総所得金額が200
万円未満の場合は総所得金額の5％を超した場合）に控除対象になります。
ただし条件がありますので、該当しそうな方は「手引き」を確認しましょう。

・寄附金控除（㉘）
ふるさと納税、特定の政治献金、公益法人、社会福祉法人、認定NPO法人等に
2,000円超の寄附をした場合は控除対象になります。寄附した団体などか
らの領収書、受領証等の添付が必要です。
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確定申告書第一表を確認しよう ！

領収書、受領書、添付資料等に「寄附金控除の対象になります」などと書かれ
ていれば問題ありませんが、記載がない場合は寄附先の法人等に控除対象か
どうか確認してください。

［第二表］の寄附金控除欄に記入したうえで、「手引き」の計算式にあてはめ
た金額を［第一表］寄附金控除欄に記入します。

また、寄附金は所得税だけでなく、一部が住民税からも控除できますが、控
除対象になる法人等の指定状況は自治体ごとに違います。事前に寄附先の
団体に問い合わせるか、お住まいの自治体がウェブサイトに掲載している寄
附金控除対象法人の一覧表などを確認する必要があります。（それによって

［第二表］の「住民税・事業税に関する事項」欄の記載のしかたが変わって
きます）

ちなみに寄附金を控除するやり方としては、この「所得から差し引かれる金
額」欄に計上する方法と、「税金の計算」欄の「政党等寄附金等特別控除」欄
に計上する方法の2パターンがあり、申告する人が選べることになっている
のですが、どちらが有利（より税額が減る）かは、所得額、寄附額によって変
わってきます。2022年にある程度まとまった金額の寄附をした方はご自身
で2パターンのシミュレーションをしてみることをおすすめします。
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確定申告書第一表を確認しよう ！

④税金の計算の記入の仕方

いよいよ右の列、税金の計算に入ります。
あと一息です。

・課税される所得金額（㉚）
ここまでに計算してきた「所得金額」の
合計欄（⑫）から「所得から差し引かれ
る金額」の合計（㉙）を差し引いて「千
円未満を切り捨てたもの」をまず一番
上の段、「課税される所得金額」欄（㉚）
に記入します。

 所得金額の合計

所得から差し引かれる金額の合計

差引金額※（⑫-㉙）

▼課税される所得金額の計算欄

※1,000円未満の場合（赤字の場合を含む）は、0円となります。

円

円

（第一表㉙欄の金額）
円

（第一表⑫欄の金額）

（千円未満の端数切捨て）
,000

・課税される所得金額に対する税額（㉛）
次に、計算式に従って、税額を計算します。この計算式は「課税される所得金
額」によって税額が変わります。（株や土地取引などがある場合はさらに別
の表の作成が必要です。）
※計算式については次ページの表をご参照ください。
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確定申告書第一表を確認しよう ！

・政党等寄附金等特別控除（㉟〜㊲）
寄附金を税額控除に計上することを選択した場合はこちらに記入します。

「所得から差し引かれる金額」の寄附金控除と重複しては受けられません。
また、寄附先が政党以外の認定NPO法人、公益法人等の場合もこの欄に記入
します。

・差引所得税額（㊶）
課税される所得金額に対する税額から差し引かれる項目です。住宅の改築や
耐震改修など、2022年中に該当するものがあれば記入して、さきに計算し
た「課税される所得金額に対する税額」から差し引いた金額を「差引所得税
額」に記入します。

㉚の金額

1,000円～1,949,000円

1,950,000円～3,299,000円

3,300,000円～6,949,000円

6,950,000円～8,999,000円

9,000,000円～17,999,000円

18,000,000円～39,999,000円

40,000,000円～

▼課税される所得金額に対する税額の計算欄

課税される所得金額に対する税額

円

円

円

円

円

円

円

0
㉚×0.05

㉚×0.1-97,500円

㉚×0.2-427,500円

㉚×0.23-636,000円

㉚×0.33-1,536,000円

㉚×0.4-2,796,000円

㉚×0.45-4,796,000円
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確定申告書第一表を確認しよう ！

・災害減免額（㊷）
所得金額の合計額（※）が1,000万円以下の方が、災害により住宅や家財に
ついて損害を受けた場合に、その損害額（保険金、損害賠償金などで補てん
される部分の金額を除く。）が、住宅や家財の価額の2分の1以上であるとき
に受けられる税金の減免です。

・再差引所得税額（基準所得税額）（㊸） 
ご自身が災害減免法の対象になる場合は「災害減免額」を差し引き、「再差引
所得税額」欄に記入します。

災害減免に該当しない方は「差引所得税額」をそのまま「再差引所得税額」
に転記します。

・復興特別所得税額（㊹）  書き忘れ注意!
東日本大震災復興のための財源確保のために作られた税金です。書き忘れが
多発しているようですので、忘れずに記入しましょう。

・所得税及び復興特別所得税の額（㊺）
再差引所得税額（㊸）と復興特別所得税額（㊹）が足した金額になります。

・申告納税額（㊾）
ここまでに計算してきた所得税額から源泉徴収税額を差し引いた時に、金額
がプラス（正）になっていれば、それが納税額です。もしも差し引いた時の金
額がマイナス（負）になっていれば、その分が還付（払い戻し）されます。

計算結果がマイナスの場合は「△」または「－」記号を付けて記入しましょう。
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確定申告書第一表を確認しよう ！

・予定納税額（㊿）
予定納税額がある方には、６月（一部の方には10月）に、税務署から『令和3
年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書』が送付されています。
予定納税額は、実際に納めたかどうかにかかわらず、通知書に記載された金額
を記入します。

・第3期分の税額（ 51  52）
「申告納税額」から「予定納税額」を差し引いた金額を記入します。差し引い
た金額が黒字だった場合は、100円未満の端数を切り捨てた金額を『納める
税金』に、赤字だった場合はそのままの金額を『還付される税金』に記入し
ます。
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確定申告書第一表を確認しよう ！

⑤修正申告の記入の仕方

修正申告とは、確定申告期限後に本来納付すべき税額よりも少ない税額で申
告してしまった場合や多く申告してしまった場合に修正して申告すること
を言います。

令和3年分までは修正申告をする場合は、第五表『修正申告書（別表）』の提
出が必要でしたが、令和4年分より第五表は廃止され、第一表に「修正申告」
欄が設けられるようになりました。

修正申告が発生した場合は、こちらに記入をすることになります。

※ 法定申告期限内に訂正する場合は、この欄を記載せず、再度、確定申告書を
正しく作成し、期限までに提出してください。

● 修正申告書の記載方法について
修正申告に当たっては、申告書第一表、第二表を使用します。
分離課税の所得がある場合は、併せて申告書第三表（分離課税用）も使用し
ます。
※申告書第五表は、令和４年分以降の修正申告には使用しません。

例） 当初は還付で申告していた（△12,465円）が、申告漏れが発覚し、
税金を納める必要がある場合
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<第一表>
申告書第一表に修正後の金額等を確定申告書と同様の記載方法で記入します。
なお、確定申告書との相違点等は以下のとおりです。

・表題

「令和  年分の所得税及び復興特別所得税の　　申告書」の、  内に
修正する申告年分を記入し、空白に「修正」と記入します。（申告書第二表に
も同様に記載します。）

・種類　欄
「修正」の文字を〇で囲みます。

・修正申告　欄
「修正前の第３期分の税額 53 」欄には、修正申告書を提出する直前の申告書
等の第３期分の税額を記入します。（還付の場合は頭に△を記入します。）

「第3期分の税額の増加額 54 」欄には、「納める税金 51 」欄又は「還付される
税金 52」欄の金額から「修正前の第３期分の税額 53」欄の金額を差し引いた
金額を記載します。（100円未満の端数は切り捨てます。）

当初申告額：△12,465円（12,465円の還付）
修正申告額：35,500円
差　　　額：35,500円－（△12,465円）＝47,900円（100円未満の端数切捨て）
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確定申告書第一表を確認しよう ！

＜第ニ表＞
「特例適用条文等」欄に修正申告によって修正する事項・理由を記載します。

●  法定申告期限内に申告することを忘れていた場合には、できるだけ早く
申告してください。 
なお、申告の必要があるにもかかわらず、確定申告をされなかった場合に
は、税務署長が所得金額や税額を決定します。

●  税務署長が更正や決定を行う場合や提出期限に遅れて申告した場合など
には、新たに加算税が賦課される場合があるほか、法定申告期限の翌日か
ら納付日までの延滞税を併せて納付しなければなりませんので、ご注意
ください。
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確定申告書第一表を確認しよう ！

⑥その他の記入の仕方

それぞれの項目に該当する申告内容がある方は記入します。

・配偶者の合計所得金額（ 56）
配偶者特別控除を申告する場合

・専従者給与（控除）額の合計額（ 57）
事業専従者がいる場合

・青色申告特別控除額（ 58）
青色申告で特別控除額がある場合

・雑所得・一時所得等の源泉徴収額の合計額（ 59）
雑所得、一時所得に関する源泉徴収額がある場合

・未納付の源泉徴収税額（ 60）
申告納税額が赤字である場合（還付を受ける場合）で、顧客から受け取った
報酬、料金等の支払調書の支払金額、源泉徴収税額欄に未納付分が分けて書
かれているものがある場合はこの欄に記入します。

これは例えば、報酬の支払が月末締め翌月末払の場合に、12月分（1月末払）
の源泉徴収分が支払調書作成時に「未納付」になっていると発生します。

この欄に記入した金額は、還付金から差し引かれますので、後日「源泉徴収
税額の納付届出書」を提出して、この分の還付を受けましょう。
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確定申告書第一表を確認しよう ！

・本年分で差し引く繰り越し損失額（ 61）
青色申告の方が前年分から繰り越した損失額を差し引き、翌年以後に繰り越
す損失額がない場合はこちらに記入します。

・平均課税対象金額（ 62）
「平均課税」は、収入の変動が大きい人の税負担を緩和する制度です。

具体的には、作家、作曲家、漁業、養殖業などの変動所得、まとまった契約金が
支払われるような契約を交わす場合（例えばプロ野球選手のような場合や、
不動産貸借など）などの臨時所得が含まれます。

変動所得、臨時所得で急に収入が増えた場合には検討しましょう。

・延納の届出（ 65）
こちらに記入して申告することにより、納めるべき税額の50％以下の範囲
で、5月末まで期日を延期することができます。（ただし、一定額以上の延納
には利子税が加算されます。）

・還付される税金の受取場所
還付される税金がある場合はこちらに記入した銀行等の口座に振り込まれ
ます。また、並行して還付の通知が郵送されてきます。

延納もできるが利子税が高いのでどうしても、という時以外はおすすめで
きない。早めの対応と資金手当が必要だよ。



29

確定申告書第二表を確認しよう ！

①

②

③

④

全体記入例
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確定申告書第二表を確認しよう ！

①所得の内訳などについての記入の仕方

・所得の内訳（所得税及び復興特別所得
税の源泉徴収税額）

「源泉徴収を受けた所得」がある場合の
み詳細を記入します。源泉徴収を受け
ていない報酬などについては記入不要
です。

・総合課税の譲渡所得、一時所得に関す
る事項
第一表の「総合譲渡・一時」に金額を記
入する場合は、その詳細をここに記入し
ます。

・特例適用条文等
税法上の特例措置を受ける場合は、その根拠となる条文の番号などをここに
記入します。「住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）」を利用する際は、
忘れずに記入しましょう。

「特例」と呼ばれるものでも、すべて記入が必要なわけではありません。「少
額減価償却資産の特例」や、「セルフメディケーション税制（医療費控除の特
例）」などは記入が不要です。詳しくは国税庁のHPにてご確認ください。
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②保険料控除などについての記入の仕方

・保険料控除等に関する事項（⑬⑭）
第一表において「所得から差し引かれ
る金額」の「社会保険料控除」や「小規
模企業共済等掛金控除」について記載
した場合の詳細を記入します。

保険料等の種類には、たとえば、国民
年金・国民健康保険・国民年金基金
などが該当します。

・生命保険料控除（⑮）
第一表において「所得から差し引かれ
る金額」の「生命保険料控除」につい
て記載した場合の詳細を記入します。

「新」は2012年以降に契約した保険、「旧」は2011年以前に契約した保険
が該当し、新旧により控除額の上限が異なります。

・地震保険料控除（⑯）
第一表において「所得から差し引かれる金額」の「地震保険料控除」につい
て記載した場合の詳細を記入します。

地震保険とセットで加入している「火災保険」の保険料は、ここには含まれ
ません。
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確定申告書第二表を確認しよう ！

・本人に関する事項（⑰〜⑳）
第一表において「所得から差し引かれる金額」の「寡婦・ひとり親控除」や

「勤労学生・障害者控除」について記載した場合の詳細を記入します。

・雑損控除に関する事項（㉖）
雑損控除とは、火災や水害、または盗難や横領などにより、生活に必要な資産
が損害を受けた場合に受けられる控除です。

ただし事業用の資産の損害については、この控除の適用外です。事業用の資
産が損害を受けた場合は、必要経費として処理をします。

・寄附金控除に関する事項（㉘）
第一表において「所得から差し引かれる金額」の「寄附金控除」について記
載した場合の詳細を記入します。

ふるさと納税をした場合は、この控除を適用できます。

③配偶者や親族などについての記入の仕方
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確定申告書第二表を確認しよう ！

・配偶者や親族に関する事項（⑳〜㉓）
配偶者や親族について、マイナンバーや生年月日などを記入する欄です。

親族については「扶養親族」のみの記入で大丈夫です。

・事業専従者に関する事項（ 57）
事業専従者とは納税者と生計をともにしている（同居しているか否かに関
わらず、生活費など家計を同じにしている）配偶者や15歳以上の親族など
で、1年の内6 ヵ月以上（若しくは従事できる期間の半分以上）その事業に
専ら従事している「家族従業員」などを指します。専業専従者として認めら
れる要件については白色申告と青色申告により、若干異なります。

該当者がいる場合には、マイナンバーや生年月日などを記入し、専従者給与
（控除）額については、納税者が白色申告の場合は「控除額」を、青色申告の
場合は「給与額」を記入します。

④住民税・事業税などについての記入の仕方

・住民税・事業税に関する事項 –住民税について–
住民税に関わる補足事項を記入します。給与や年金以外の所得にかかる住民
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確定申告書第二表を確認しよう ！

税を給与天引きにする場合は「特別徴収」に◯を、自分で納める場合は「自
分で納付」に◯をします。

「自分で納付」を選択すると、確定申告分の住民税の納付書は直接送られて
きます。

会社等の勤務を続けながら副業を起業した方には見落とせない項目です。

またふるさと納税を行った際は「都道府県、市区町村への寄附」の欄を忘れ　
ずに記入しましょう。

・住民税・事業税に関する事項 –事業税について–
非課税所得や開業・廃業などがあった場合に記載します。

また他都道府県にも事業所を構えた方は「他都道府県に事業所等」の欄に○
をします。

・上記の配偶者・親族・事業専従者のうち別居の者の氏名・住所
「配偶者や親族に関する事項」で「別居」に○をした親族がいる場合は、その
名前と住所を記入します。

・所得税で控除対象配偶者などとした専従者
所得税と住民税で取り扱いが異なるために記入する欄です。
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確定申告書の作成ができたら

確定申告書を提出する

申告書が完成したら、期限内に提出・納税をして終わりです。

提出を１日でもすぎると、青色申告の控除が受けられなくなります。それに伴
い納税が遅れると無申告加算税や延滞税がかかる場合がありますので、注意
が必要です。

提出方法は以下の3つから自身のやりやすいものを選んでください。
・直接税務署へ持っていく
・郵送で提出する
・e-Taxでオンライン上で提出する

所得税の納付

所得税の納付手続は、以下のとおり様々な方法があります。自身で選択して、
期限内に納付手続を行いましょう。

振替（銀行引き落とし）納税を利用

e-Taxで納付（スマホアプリでも可能）

クレジットカードで納付

QRコードによりコンビニエンスストアで納付

金融機関又は税務署の窓口で現金で納付

※納期限までに所轄税務署又は預貯金先の金融機関に口座振替依頼書を提出する必要があります。

１日でも過ぎると青色申告が受けられない！納税はカードやコンビニ払いもでき
るよ。スマホでe-tax申告をしたら、スマホアプリで納付が可能になったよ。
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確定申告書の作成ができたら

前述した通り、本シートの内容はおおまかな流れと最低限必要な情報をまと
めたものです。
具体的な書類やそれぞれの書き方は、国税庁のホームページに詳しく掲載さ
れておりますため、きちんと公的な情報を確認して作成を進めていきましょ
う。また、忙しい方やよくわからない方は、税理士の先生など専門家にお願い
することも選択肢にいれることをおすすめします。

・確定申告書などの様式・手引き
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/
yoshiki.htm

・確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl　
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e-Tax申告のメリット

令和２年分の 所得税確定申告から、税制改正により青色申告特別控除が変
わります。

以前から基礎控除が10万円増えて48万円になり、青色申告の特別控除額が
65万円から55万円に減額（複式簿記による場合）。

ですが、e-Taxによる申告を行えば、基礎控除は48万円に上がるものの、青
色申告特別控除は現行と変わらず65万円のまま特別控除を受けられるよう
になります。つまり、紙の申告に比べて10万円分控除額がアップします。
e-Taxの電子申告にはマイナンバーカードの取得が必要になるため、本年間
に合わない方も来年度に向けて準備しておきましょう。

65万円

38万円 48万円

55万円

48万円

65万円

行わなかった 行った

青
色
申
告
特
別
控
除
基
礎
控
除

e-Taxによる申告（電子申告）を

現行 2020年分（2021年３月申告期限）以降

合計103万円
合計113万円

合計控除額
10万円UP!

e-Taxで控除が増える！マイナンバーの準備を忘れずに。
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法人経営者はここも確認！

法人経営者が確定申告が必要な場合とは？

法人経営者の役員報酬(給料)は給与所得に分類されます。
年末調整をおこなえば確定申告の必要はありません。
次の①〜⑦のいずれかに当てはまる場合は確定申告が必要となります。

給与の年間収入金額が2,000万円を超える

1ヵ所から役員報酬の支払を受けている
・・・副収入にかかる所得の合計が20万円を超える

２ヵ所以上から役員報酬や給与の支払を受けている

自社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている

災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている

源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている

退職所得にかかる所得税が源泉徴収税額よりも多くなる

・・・「年末調整の対象外となる給与収入※」
または「副収入にかかる所得の合計」が20万円を超える 

※年末調整の対象外となる給与の収入が20万円を超えていても、次の条件を満たす場合は確定申告
　が不要です。
・副収入にかかる所得の合計額が20万円以下の場合
・給与収入の合計額から雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を
　差し引いた残額が150万円以下の場合

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

もし確定申告をしなかったらどうなるの？

確定申告が必要な人が無申告の場合、ペナルティーとして追徴課税されます。
通常の税率より高くダメージが大きいです。
国税庁では法定調書と国税総合管理（KSK）システムという仕組みがあります。
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法人経営者はここも確認！

確定申告が必要な副収入とは？

副収入にかかる所得の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要となり
ます。

1. 株式投資がある場合
株式投資にかかる所得は、株式投資の売買益にかかる「譲渡所得」と配当金
にかかる「配当所得」があります。
原則、確定申告が必要ですが、次の場合は確定申告が不要になります。
　

・ 株式売買により損失を計上した

・ 株式投資などの副収入にかかる所得が20万円以下

・ 源泉徴収口座の特定口座にかかる株式の売買益と配当金

・ 非上場株式等（上場株式等及び投資法人以外）からの少額配当

・ 上場株式等に係る配当等

  （上場会社等の発行済株式等の3％以上を保有する大口株主等を除く）

・ 特定株式投資信託と公募証券投資信託の収益の分配

・ 特定投資法人の投資口の配当

確定申告が不要となる場合

データの照合などを通じて、無申告の場合は発覚します。
現在ではシステム化の進展により遠隔地の収入金額でも税務署が把握でき
るようになっています。
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法人経営者はここも確認！

2. 不動産投資がある場合
不動産投資にかかる所得は、「不動産所得」と「雑所得」に分けられます。

賃貸物件や月極駐車場など
青色申告の場合は、収入金額から経費のほかに青色申告特別控除も
差し引くことができます。

不動産所得

時間貸しの有料駐車場など
雑所得は、収入金額から経費を差し引いて所得を計算します。雑所得

3. その他の副収入がある場合

・ 衣類・雑貨・家電などの資産の売却による所得

  （オークションやフリマサイトなどを利用した個人取引を含む）

・ 自家用車などの貸付による所得

・ 役務の提供による所得（ホームページ作成など）

・ 暗号通貨の売却等による所得

副収入が20万円から対象。
株式・不動産投資で対象になることもあるので注意が必要だ。
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法人経営者はここも確認！

還付申告とは？

税務申告をすることで、給与(役員報酬)からの源泉徴収税額や予定納税額の
還付を受けることが出来ます。この申告を「還付申告」といいます。

還付申告ができる場合とは？

税務申告をすることで、給与(役員報酬）からの源泉徴収税額や予定納税額の
還付を受けることが出来ます。この申告を「還付申告」といいます

次のいずれかに該当する場合、還付申告をすることで税金の還付を受けられ
ます。

・ 年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎになっているとき

・ 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき

・ 多額の医療費を支出したとき

・ 特定の寄付をしたとき

・ マイホームの取得などをしたとき（住宅ローン控除）

・ マイホームに特定の改修工事をしたとき

・ 認定住宅の新築等をしたとき

・ 特定支出控除の適用を受けるとき

・ 上場株式等にかかる譲渡損失の金額を、申告分離課税を選択した上場株式等に

　かかる配当所得等の金額から控除したとき

また、確定申告が不要の法人経営者でも、不動産投資で赤字を計上した場合
や株式投資等で損益通算を利用する場合、配当控除を受ける場合などは、確
定申告をすることにより還付されることがあります。
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法人経営者はここも確認！

還付申告の期間

還付申告の期間は申告の対象となる年の翌年1月1日から5年間になります。
たとえば、令和4年の所得税の還付申告は令和5年1月1日から令和10年
12月31日までが期間になります。

法人経営者が確定申告をおこなうときは、まずは確定申告の対象になるかを
しっかりと確認しましょう。
また、還付申告に該当するときは、期間内に申告をして、納め過ぎた税金の還
付を漏れなく受けることも大切です。
今回のシートはおおまかな流れと最低限必要な情報をまとめたものです。
忙しい方やよくわからない方は、税理士の先生など専門家にお願いすること
も選択肢にいれることをおすすめします。
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初めてでもわかる
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確定申告は、法人でも個人事業主でも必要です。
 
このガイドブックではまず大まかな流れや注意点を押さえておくことがで
きます。また令和4年分の申請だからこそ知っておくべき情報についても解
説しています。

ぜひご活用いただき、お役立てください。
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