（別

紙）
新

旧

対

照

（注）下線を付した部分が改正部分である。
改
正
後

改

用語の意義
（省 略）
目

表
正

前

用語の意義
（同 左）

次

目

第１章 通則
（省 略）
第２章 適用要件
法第２条((定義))関係
（省 略）
法第４条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係
（省 略）
法第７条((電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存))関係
７－１ ～ ７－11 （省 略）
７－12 所得税法第 232 条第２項に規定する書類の保存義務者が
電子取引を行った場合に保存すべき電子取引の取引情報に
係る電磁的記録の範囲について
法第８条((他の国税に関する法律の規定の適用))関係
（省 略）

次

第１章 通則
（同 左）
第２章 適用要件
法第２条((定義))関係
（同 左）
法第４条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係
（同 左）
法第７条((電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存))関係
７－１ ～ ７－11 （同 左）
（新 設）

‐1‐

法第８条((他の国税に関する法律の規定の適用))関係
（同 左）

改

正

後

改

第１章 通則
法第２条((定義))関係
（省

略）

（同

左）

第２章 適用要件

法第４条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係

法第４条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係

略）

（同

（検索機能の意義）
４－９ 規則第２条第３項において準用する同条第２項並びに
同条第６項第６号((検索機能の確保))及び第５条第５項第１
号ハ((優良な電子帳簿に関する検索機能の確保))に規定する
「電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能」と
は、蓄積された記録事項から設定した条件に該当する記録事項
を探し出すことができ、かつ、検索により探し出された記録事
項のみが、ディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及
び明瞭な状態で出力される機能をいう。この場合、検索項目に
ついて記録事項がない電磁的記録を検索できる機能を含むこ
とに留意する。
（省

前

法第２条((定義))関係

第２章 適用要件

（省

正

第１章 通則

略）

（検索機能の意義）
４－９ 規則第２条第６項第６号((検索機能の確保))及び第５条
第５項第１号ハ((優良な電子帳簿に関する検索機能の確保))に
規定する「電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機
能」とは、蓄積された記録事項から設定した条件に該当する記
録事項を探し出すことができ、かつ、検索により探し出された
記録事項のみが、ディスプレイの画面及び書面に、整然とした
形式及び明瞭な状態で出力される機能をいう。この場合、検索
項目について記録事項がない電磁的記録を検索できる機能を含
むことに留意する。

（同

（業務の処理に係る通常の期間の意義）
４－18 規則第２条第６項第１号ロ及び第２号ロ((入力方法))
に規定する「その業務の処理に係る通常の期間」とは、国税関
係書類の作成若しくは受領から入力まで又は作成若しくは受
領からタイムスタンプを付すまでの通常の業務処理サイクル
の期間をいうことに留意する。
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左）

左）

（業務の処理に係る通常の期間の意義）
４－18 規則第２条第６項第１号ロ及び第２号ロ((入力方法))
に規定する「その業務の処理に係る通常の期間」とは、国税関
係書類の作成又は受領からスキャナで読み取り可能となるま
での業務処理サイクルの期間をいうことに留意する。
なお、月をまたいで処理することも通常行われている業務処

改
正
後
なお、月をまたいで処理することも通常行われている業務処
理サイクルと認められることから、最長２か月の業務処理サイ
クルであれば、「その業務の処理に係る通常の期間」として取
り扱うこととする。
また、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存の要件で
あるタイムスタンプに係る規則第４条第１項第２号ロ（（タイ
ムスタンプの付与））に規定する「その業務の処理に係る通常
の期間」の適用に当たっても、同様に取り扱う。
（省

略）

（同

（認定業務）
４－22 規則第２条第６項第２号ロ((タイムスタンプの付与))
に規定する総務大臣が認定する時刻認証業務とは、電磁的記録
に記録された情報にタイムスタンプを付与する役務を提供す
る業務をいい、時刻認証業務の認定に関する規程（令和３年総
務省告示第 146 号）第２条第２項に規定する時刻認証業務（電
子データに係る情報にタイムスタンプを付与する役務を提供
する業務をいう。
）と同義である。
（省

略）

左）

（認定業務）
４－22 規則第２条第６項第２号ロ((タイムスタンプの付与))
に規定する一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務
とは、当該財団法人が認定する時刻認証業務をいう。

（同

法第７条((電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存))関係
（省

改
正
前
理サイクルと認められることから、最長２か月の業務処理サイ
クルであれば、「その業務の処理に係る通常の期間」として取
り扱うこととする。
また、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存の要件で
あるタイムスタンプに係る規則第４条第１項第２号ロ（（タイ
ムスタンプの付与））に規定する「その業務の処理に係る通常
の期間」の適用に当たっても、同様に取り扱う。

左）

法第７条((電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存))関係

略）

（同

（業務の処理に係る通常の期間の意義）【４－18 の再掲】
７－３ 規則第２条第６項第１号ロ及び第２号ロ((入力方法))に
規定する「その業務の処理に係る通常の期間」とは、国税関係書
類の作成若しくは受領から入力まで又は作成若しくは受領から
タイムスタンプを付すまでの通常の業務処理サイクルの期間を
いうことに留意する。
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左）

（業務の処理に係る通常の期間の意義）【４－18 の再掲】
７－３ 規則第２条第６項第１号ロ及び第２号ロ((入力方法))に
規定する「その業務の処理に係る通常の期間」とは、国税関係書
類の作成又は受領からスキャナで読み取り可能となるまでの業
務処理サイクルの期間をいうことに留意する。
なお、月をまたいで処理することも通常行われている業務処

改
正
後
なお、月をまたいで処理することも通常行われている業務処
理サイクルと認められることから、最長２か月の業務処理サイ
クルであれば、
「その業務の処理に係る通常の期間」として取り
扱うこととする。
また、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存の要件であ
るタイムスタンプに係る規則第４条第１項第２号ロ（（タイムス
タンプの付与）
）に規定する「その業務の処理に係る通常の期間」
の適用に当たっても、同様に取り扱う。

改
正
前
理サイクルと認められることから、最長２か月の業務処理サイ
クルであれば、「その業務の処理に係る通常の期間」として取り
扱うこととする。
また、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存の要件であ
るタイムスタンプに係る規則第４条第１項第２号ロ（（タイムス
タンプの付与））に規定する「その業務の処理に係る通常の期間」
の適用に当たっても、同様に取り扱う。

（省

（同

左）

（新

設）

略）

（所得税法第 232 条第２項に規定する書類の保存義務者が電子取
引を行った場合に保存すべき電子取引の取引情報に係る電磁的
記録の範囲について）
７－12 所得税法第 232 条第２項の規定により一定の書類を保
存しなければならない保存義務者が電子取引を行った場合に
は、その電子取引の取引情報のうちその書類に通常記載される
事項に係る電磁的記録を法第７条の規定により保存しなけれ
ばならないが、この場合において、その書類以外の書類（その
保存義務者が、その年において不動産所得、事業所得又は山林
所得を生ずべき業務を行った場合において、これらの業務に関
し保存しなければならないこととされる一定の書類を除く。）
に通常記載される事項に係る電磁的記録については保存しな
いこととして差し支えないこととする。
法第８条((他の国税に関する法律の規定の適用))関係
（省

法第８条((他の国税に関する法律の規定の適用))関係

略）

（同

（検索機能の意義）【４－９の再掲】
８－12 規則第２条第３項において準用する同条第２項並びに
同条第６項第６号((検索機能の確保))及び第５条第５項第１
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左）

（検索機能の意義）【４－９の再掲】
８－12 規則第２条第６項第６号((検索機能の確保))及び第５
条第５項第１号ハ((優良な電子帳簿に関する検索機能の確

改
正
後
号ハ((優良な電子帳簿に関する検索機能の確保))に規定する
「電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能」と
は、蓄積された記録事項から設定した条件に該当する記録事項
を探し出すことができ、かつ、検索により探し出された記録事
項のみが、ディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及
び明瞭な状態で出力される機能をいう。この場合、検索項目に
ついて記録事項がない電磁的記録を検索できる機能を含むこ
とに留意する。
（省

略）

改
正
前
保))に規定する「電磁的記録の記録事項の検索をすることがで
きる機能」とは、蓄積された記録事項から設定した条件に該当
する記録事項を探し出すことができ、かつ、検索により探し出
された記録事項のみが、ディスプレイの画面及び書面に、整然
とした形式及び明瞭な状態で出力される機能をいう。この場
合、検索項目について記録事項がない電磁的記録を検索できる
機能を含むことに留意する。

（同
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左）

