
（別紙１）

様式番号 様式名 改訂内容等
別紙２
の頁数

個④003
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付
請求書

・復興特別所得税の還付ができない旨の説明を追加 1

個④069
災害損失特別勘定の総収入金額算入年分の
延長確認申請書

・押印欄廃止 3

個⑥005 所得の内訳書
・税制改正対応（支払先の記載に「法人番号」を追
加）

5

個⑥008 株式の異動明細書 ・記載要領（裏面）を修正 9

個⑥009
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細
書

・記載例の更新 11

個⑥010-1 医療費控除の明細書 ・記載要領（裏面）を修正 13

個⑥010-3 セルフメディケーション税制の明細書 ・記載要領（裏面）を修正 15

個⑥015
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特
例の適用を受ける場合の必要経費の額の計
算書

・注意書きに特例適用後の必要経費の額の控除する順
序を追加

17

個⑥020
（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額
の計算明細書

・税制改正対応（契約年月日、不動産番号、新型コロ
ナウイルスの影響による入居遅延の欄を追加）
・再居住の場合の欄を追加

19

個⑥023
（付表）連帯債務がある場合の住宅借入金
等の年末残高の計算明細書

・個⑥020の改訂に伴う引用番号の変更 27

個⑥026-6
認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細
書

・税制改正対応（不動産番号の記載欄を新設） 29

個⑥026-7
住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特
別税額控除額の計算明細書

・税制改正対応（不動産番号の記載欄を新設） 32

個⑥027
特定新規中小会社が発行した株式の取得に
要した金額の寄附金控除額の明細書

・税制改正対応（控除限度額を修正） 38

個⑥028
特定（新規）中小会社が発行した株式の取
得に要した金額の控除の明細書

・「適用する特例の選択」欄を修正 40

個⑥055
高度省エネルギー増進設備等を取得した場
合の所得税額の特別控除に関する明細書

・税制改正対応（適用条文を「措法」から「旧措法」
に変更）

41

個⑥062
特定中小事業者が経営改善設備を取得した
場合の所得税額の特別控除に関する明細書

・税制改正対応（適用条文を「措法」から「旧措法」
に変更）

43

個⑥062-1
特定中小事業者が特定経営力向上設備等を
取得した場合の所得税額の特別控除に関す
る明細書

・個⑥067の改訂に伴う引用番号の変更 45

個⑥064-3
給与等の引上げ及び設備投資を行った場合
の所得税額の特別控除に関する明細書

・個⑥067の改訂に伴う引用番号の変更 47

個⑥067
所得税の額から控除される特別控除額に関
する明細書

・税制改正対応（個⑥069-2の追加に伴う変更） 49

個⑥069
革新的情報産業活用設備を取得した場合の
所得税額の特別控除に関する明細書

・税制改正対応（適用条文を「措法」から「旧措法」
に変更）
・個⑥067の改訂に伴う引用番号の変更
・元号非表示

51

個⑥069-1
認定特定高度情報通信技術活用設備を取得
した場合の所得税額の特別控除に関する明
細書

・税制改正対応（適用条文の条ずれを修正）
・個⑥067の改訂に伴う引用番号の変更

53

個⑥069-2
事業適応設備を取得した場合等の所得税額
の特別控除に関する明細書

・新設 55

個⑥076
被災者向け優良賃貸住宅の賃貸が公募要件
に該当する事実を明らかにする明細書

・税制改正対応（適用条文を「措法」から「旧措法」
に変更）
・元号非表示

57

個⑥077
被災者向け優良賃貸住宅の家賃の額が適正
な家賃の計算方法によって算定された額を
超えないことを明らかにする明細書

・税制改正対応（適用条文を「措法」から「旧措法」
に変更）
・元号非表示

59

個⑥077-1
被災者向け優良賃貸住宅の割増償却に関す
る明細書

・税制改正対応（適用条文を「措法」から「旧措法」
に変更）
・元号非表示

61

改訂様式一覧



（別紙１）

様式番号 様式名 改訂内容等
別紙２
の頁数

改訂様式一覧

個⑥077-3

特定復興産業集積区域において機械等を取
得した場合の所得税額の特別控除、企業立
地促進区域等において機械等を取得した場
合の所得税額の特別控除又は避難解除区域
等において機械等を取得した場合の所得税
額の特別控除に関する明細書

・税制改正対応（適用期間の延長及び税額控除額割合
の変更への対応）
・元号非表示

63

個⑥077-4

特定復興産業集積区域において被災雇用者
等を雇用した場合の所得税額の特別控除、
企業立地促進区域等において避難対象雇用
者等を雇用した場合の所得税額の特別控除
又は避難解除区域等において避難対象雇用
者等を雇用した場合の所得税額の特別控除
に関する明細書

・税制改正対応（適用期間の延長及び税額控除額割合
の変更への対応）
・個⑥067の改訂に伴う引用番号の変更
・元号非表示

65

個⑥077-6
被災代替資産等の特別償却に関する明細書
（租税特別措置法の適用を受ける場合）

・税制改正対応（適用条文の条ずれを修正）
・元号非表示

67

個⑥077-7
被災代替資産等の特別償却に関する明細書
（震災特例法の適用を受ける場合）

・税制改正対応（適用条文の条ずれを修正、適用期間
の延長への対応）
・元号非表示

69

個⑥079 申告書Ａ第一表

・押印欄廃止
・収入金額の雑「その他」に「区分」欄を追加
・文言修正
・令和５年１月から申告書Ａが廃止され、申告書Ｂに
一本化される旨の説明を追加

71

個⑥080 申告書Ａ第二表
・税制改正対応（所得の内訳欄に「法人番号」を追
加、「特定配当等の全部の申告不要」欄を追加）
・文言修正

73

個⑥081 申告書Ｂ第一表

・押印欄廃止
・収入金額の事業「営業等」及び「農業」に「区分」
欄を追加
・収入金額の不動産に「区分１」及び「区分２」欄を
追加
・収入金額の雑「その他」に「区分」欄を追加
・文言修正

75

個⑥082 申告書Ｂ第二表

・税制改正対応（所得の内訳欄に「法人番号」を追
加、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告
不要」欄を追加）
・文言修正

77

個⑥087 申告書第五表（修正申告用・別表）
・税制改正対応（「特定配当等・特定株式等譲渡所得
の全部の申告不要」欄を追加）

79

個⑥088
付表（特定投資株式に係る譲渡損失の損益
の計算及び繰越控除用）

・申告書様式改訂に伴う転記先を修正 82

個⑥089
付表（上場株式等に係る譲渡損失の損益通
算及び繰越控除用）

・申告書様式改訂に伴う転記先を修正 84

個⑥091
死亡した者の＿＿年分の所得税及び復興特
別所得税の確定申告書付表（兼相続人の代
表者指定届出書）

・氏名欄に「（署名）」を追加
・開示請求に関する留意事項を追加

86

個⑥093 収支内訳書（一般用） ・押印欄廃止 88

個⑥094 収支内訳書（農業所得用） ・押印欄廃止 92

個⑥095 収支内訳書（不動産所得用） ・押印欄廃止 96

個⑥096 青色申告決算書（一般用） ・押印欄廃止 100

個⑥097 青色申告決算書（不動産所得用） ・押印欄廃止 108

個⑥098 青色申告決算書（現金主義用） ・押印欄廃止 116

個⑥099 青色申告決算書（農業所得用） ・押印欄廃止 120
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様式番号 様式名 改訂内容等
別紙２
の頁数

改訂様式一覧

個⑥102
譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算
明細書）【土地・建物用】

・「確定申告書等作成コーナー」の表記を削除（１
面）
・登記事項証明書の添付不要に係る記載を追加（１
面）
・「譲渡所得の申告のしかた（記載例）」から「（記
載例）」の文言を削除（１面、３面）
・配偶者居住権付き建物等を譲渡した場合の取得費の
計算の税制改正に係る説明を追加（２面）
・特例の適用期限到来のため「※　租税特別措置法第
37条の９の特例の適用を受ける場合は～」の文言を削
除（３面）
・買換えの特例等の適用をした場合における注意喚起
文を挿入（４面）

128

個⑥103

居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確
定申告書付表》（居住用財産の買換え等の
場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
用）

・「譲渡所得の申告のしかた（記載例）」から「（記
載例）」の文言を削除
・「確定申告書等作成コーナー」の表記を削除

134

個⑥104
特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書
《確定申告書付表》（特定居住用財産の譲
渡損失の損益通算及び繰越控除用）

・「譲渡所得の申告のしかた（記載例）」から「（記
載例）」の文言を削除
・「確定申告書等作成コーナー」の表記を削除

136

個⑥105
譲渡所得の内訳書（確定申告書付表）【総
合譲渡用】

・配偶者居住権付き建物等を譲渡した場合の取得費の
計算の説明を追加（裏面）
・買換えの特例等の適用をした場合における注意喚起
文を挿入（裏面）

138

個⑥106
保証債務の履行のための資産の譲渡に関す
る計算明細書（確定申告書付表）

・申告書様式改訂に伴う転記先を修正 140

個⑥138
年分 青色申告決算書又は収支内訳書（不
動産所得用）付表《国外中古建物の不動産
所得に係る損益通算等の特例》

・新設 142

個⑥202 被災した住宅、家財等の損失額の計算書 ・「地域別・構造別の工事費用表」の更新 144

個⑦005 居住形態等に関する確認書 ・年分送り 149


