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連会館で第１

月７日、全法

東法連は６

の ％を支える中小企業の経営環境

拡大については、
「 地域経済と雇用

また、その財源となる課税ベースの

下げるよう求める。
」としている。

久委員長・四谷法人会会長）を開催

員会（青栁晴

ースの拡大は行うべきではない。
」

は依然厳しく、中小企業への課税ベ

ることを求める。当面、経理・会計

システム対応等に時間とコストを要

するだけでなく、キャッシュレス化

対応等新たな負担もあり、引き続き

周到な制度周知ときめ細やかな支援

措置の実施を求める。
」
としている。

東法連の令和２年度税制改正要望

（抜粋）は別掲のとおり。

提言の作成に向け
税制改正作業が本格化

全法連の第１回税制委員会（飯野

光彦委員長・東法連副会長・北沢法

としている。
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し、東法連令和２年度税制改正要望

消費税で

開催され、令和２年度税制改正に関

する提言の作成に向けた作業が本格

委員会では、前掲の税制アンケー

される軽減税
て、
「中小企

ト集計結果、各県連の要望が報告さ

化してきた。
業者にとって

れ、提言作成に向け活発な意見が交

今後、アンケート結果、県連要望

事務・コスト
て負担が大き

などを踏まえ、８月 日の起草検討

わされた。
い。導入後の

において極め

率制度につい

10

を原案どおり承認した。

人会会長）が７月 日全法連会館で
月から導入

は、令和元年
令和２年度税制改正要望を審議する税制税務委員会

東法連の令和２年度税制改正要望
作成にあたっては、全法連で全国の
税制委員などを対象に実施した「令
和２年度税制改正に関するアンケー
ト」の集計結果を参考にするととも
に、別途、単位会から寄せられた要
望、意見をできる限り反映させてい
る。
法人税では、
「法人実効税率は、
平成 年度に ・ ％になったが、
て重い。国際競争力の強化、国内産
業の活性化や立地競争力の強化の観
点から実効税率を ％程度まで引き

し、問題があ

状況を検証

９月 日の全法連理事会で「令和２

会、９月５日の税制委員会を経て、

単一税率にす

る場合には、

決定する。

年度税制改正に関する提言」が正式

法人会は東京都の「地球温暖化対策報告書制度」を推進しています

東法連の令和２年度税制改正要望まとまる

法人実効税率 ％程度まで
引き下げ求める
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れているが、欠損法人のキャッシュフ

る。現行、繰戻し期間が１年に限定さ

度が、令和元年度末に適用期限を迎え

①事業承継税制

⑶ 資産税

める。

見直しも同時に検討を進めることを求

事業承継税制の拡充の一環として、

ロー対策として、３年程度へ見直すと
ともに、恒久化を求める。

ているが、業績連動給与について同族

給与以外については損金不算入とされ

額給与、事前確定届出給与、業績連動

役員給与の取扱いについて、定期同

予制度の更なる利用促進をはかるため

の創設が必要である。引き続き納税猶

から切り離した本格的な事業承継税制

図るためには、事業用資産を一般資産

れたが、中小企業の円滑な事業承継を

個人事業者向け事業承継税制も新設さ

会社は損金算入適用対象外となってい

以下の要件の見直しを求める。

⑥役員給与の取扱い

によって中小企業者等の法人税率の特

る。経営意欲、企業活力を発揮させる

ベースの拡大は行なうべきではない。

例が、令和２年度末に２年間延長され

ため、同族会社についても一定の要件

③中小企業軽減税率の引き下げ等

我 が 国 経 済 の 成 長 の 源 で あ り、地

た。

平成 年度（令和元年度）税制改正

域経済や雇用に大きな役割を担ってい

の下で損金算入を認めるよう強く求め

相
• 続税の納税猶予制度取消の場合
の延納・物納の認可。

る中小企業の成長を後押しするために

る。
特別の事情があると認められない限

の納税猶予の対象とする。

平成 年１月より、基礎控除の引下

一億総活躍社会の実現に向けた働

見直しについて

激な負担増と課税対象の大幅な増加を

このため特に大都市圏においては、急

る等税率構造の見直しが行なわれた。

自分のカラダと “ がん ” のこと、ちょっとだけ考えてみませんか？

東法連令和２年度税制改正要望 （抜粋）
１ 国税・地方税
法人税

年度の税制改正で法人実効

①法人税率の引き下げ

⑴

平成
税率は、目標としていた「 ％」台を

ヵ国）

も、租税特別措置による中小企業軽減

り、３ヶ月を経過すると認められない

取
• 引相場のない株式の評価方式を
中小企業の実態により即した評価

会
• 社の事業資金の担保に提供して
いる土地・建物も、相続税・贈与税

年以来、課税所得８００万円以下に据

が、経済変動が激しい実態に照らし、

方式に見直す。

また、定期給与の改定については、

れ て い る。経 済 の グ ロ ー バ ル 化 が 進

え置かれている中小企業軽減税率の適

年度途中での改定を認めるべきであ

税率については、
本則化するとともに、

み、ＡＳＥＡＮの枠組みの中だけでさ

用所得金額について、１６００万円へ

一層の引下げを求める。また、昭和

えも、日本企業の海外流出が加速しか

所得税

②相続税

の大幅な引上げを求める。

⑵

る。

ねない。国際競争力の強化、国内産業

④交際費課税制度の見直し

げとともに最高税率を ％に引き上げ

き方改革を進めるためには、就業調整

招いている。

①所得税の配偶者控除および課税方式の

費は企業にとって、事業の維持、拡大

をしなくて済む抜本的な見直しと、各

和元年度末に適用期限を迎える。交際

円安による原材料費の高騰や人手

のうえで必要不可欠のものであり、景

種子育て支援策の拡充が必要であり、

②課税ベースの拡大

不足による人件費の高騰により、地域

気対策に資するものである。恒久化は

経営環境は依然として厳しい。そのよ

の６００万円から従前の１０００万円

るため、また、少子化の現実を踏まえ、

に引上げるよう求める。加えて、事業

社会保障制度も含めて幅広い視点で議
ま た、急 激 な 税 負 担 の 増 加 防 止 や

に止まらず、交際費の全額損金化を求

うな中、特に従業員給与に課税する外

少子化対策の観点から、世帯単位課税

承継の円滑化の観点から、小規模宅地

法定相続人１人あたりの控除額を現行
める。
拡充

中小企業の欠損金の繰戻し還付制

（Ｎ分Ｎ乗方式）の導入等課税方式の

論すべきである。

形標準課税の拡大は、中小企業の事務

⑤中小企業の欠損金の繰戻し還付制度の

に悪影響を与え、地域経済再生に逆行

負担が増大し、賃金引上げや雇用維持
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す る も の で あ り、中 小 企 業 へ の 課 税

大都市圏の相続人の負担を緩和す
当然として、定額控除限度額の引上げ

中小法人の交際費課税の特例が、令

の活性化や立地競争力の強化の観点か

実効税率が ％から ％へ引き下げら
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経済と雇用の ％を支える中小企業の
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平均は ・ ％であり、米国でも連邦

の平均は ・ ％、ＯＥＣＤ加盟国の
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実現、平成 年度には ・ ％となっ
た。
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しかし、周辺アジア諸国（
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ら、 ％程度まで引下げるよう求める。
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の特例における事業用宅地の適用対象

等についての相続税の課税価挌の計算

あり、引き続き周到な制度周知ときめ

キャッシュレス化対応等新たな負担も

に時間とコストを要するだけでなく、

ついては、経理・会計システム対応等

⑸ 地方税

れるよう求める。

関が連携のうえ強力かつ確実に実行さ

者の実態を十分に把握しながら関係機

⑤個人住民税特別徴収事務の簡素化

きである。

本税の目的は達成されており廃止すべ

特別徴収義務者の事務の簡素化等

③相続時精算課税制度

面積の更なる拡大を求める。

続税額の計算については、贈与時の評
革」等、各種改革の履行を前提に導入

会保障制度と税の一体改革」
「行政改

また、消費税増税については、
「社

まっており、負担軽減を求める。評価

部で地価上昇が顕著であり重税感が高

固 定 資 産 税 に つ い て は、特 に 都 市

る。また、併せて地方税の申告書・納

納入ができるようにすることを求め

所を所管する市区町村において、一括

細書を添付することにより、当該事業

に資するため、納入先市区町村別の明

価額をもとに行われることになってい

方式は収益還元価格方式に改めるよう

付書の規格、様式の統一を図ることを

①固定資産税の抜本的見直し

るが、相続が発生し、生前贈与した財
を認めた経緯を鑑み、今後も法人会と

求める。

求める。

細かな支援措置の実施を求める。

産の評価額が下落していた場合、思わ
して改革履行状況を注視し、改革の実

②固定資産税免除の創設等

１５０万円を大幅に引き上げることを

資産税における減価償却資産の免税点

りの地方税収は全国平均並みであるこ

る仕組みが更に強化された。一人あた

是正で、東京都の財源を地方に分配す

政府が進める自治体間の税収格差

ては「小規模宅地等についての相続税

る。

から区分記載請求書方式、令和５年

ならないよう柔軟な運営と必要な助成

③東京都における「中小企業者向け省エ

入されることとなった。軽減税率制度

には、全ての事業者の経理業務の見直

行政の効率化や利便性の向上、国民

マイナンバー
（社会保障・税番号制度）

へのインセンティブとして、減免額の

象期間が５年延長された。省エネ努力

や費用対効果が課題となる。

いが、個人情報の流出や悪用への対応

と透明性を実現する等メリットは大き

の社会保障や税の給付と負担の公平性

引き上げや対象機器の拡大などの拡充

また、事業者に対して過度なコスト

を得ながら推進するよう求める。

法人会は東京都の「地球温暖化対策報告書制度」を推進しています

相続時精算課税制度を活用した相

ぬ税負担を強いられることになる。贈
②適格請求書等保存方式（インボイス制

行を求めることとする。

求める。併せて中小企業の資産管理・

⑥過度な地方法人課税の偏在是正の見直し

与時の評価額と相続時の評価額のいず

納税事務負担の軽減、事務効率化を図

とから、
「受益と負担の関係」を逸脱

設 備 投 資 の 促 進 を 図 る た め、固 定

れか低い額により計算できるよう求め

るため「中小企業者等の少額減価償却

しないよう求める。

度）について

月から適格請求書等保存方式（インボ

資産の取得価格の損金算入の特例」に

る。

イス制度）
が導入されることとなった。

おいて対象取得価格の引き上げを求め

月

の課税価格の計算の特例」が受けられ

移行に伴う煩雑な事務処理等で、事業

消費税引上げに伴い令和元年

るようにすべきである。

者に対して過度なコストや事務負担と

またその場合、居住用宅地等につい

①軽減税率について

を求める。また、小売事業者にレジの

は、社会保障制度財源の毀損、対象品

しが必要なことから、これらに対する

２ その他

⑷ 消費税

費税率引上げに伴う低所得者対策とし

東京都の「中小企業者向け省エネ促

ネ促進税制」の拡充

目の線引きにおける混乱、高所得者に

③価格転嫁対策

新たな支援措置の実施を求める。

進税制」について、平成 年４月に対

導入・システム改修の支援措置が設け

恩恵がおよび低所得者対策としては非

固定資産税との二重負担になって

個人情報の管理に万全を期し、コス
別措置法が成立し様々な施策が講じら

おり、また対象地域での新規開業や雇

を求める。
れることとなったが、中小企業者の間

年６月に消費税転嫁対策特

いことから、本質的に導入されるべき

で価格転嫁についての不安は未だ大き

や事務負担とならないよう柔軟な運営

平成

ではない。導入する場合であっても、

用創出の阻害要因にもなっている。都

と必要な助成を求める。

トの明確化により、国民の納得と理解

導入後の状況を検証し、問題がある場

く、円滑かつ適正な価格転嫁に支障が

市計画税が徴収されている中、すでに

④事業所税の廃止

合には、速やかに単一税率に戻すこと

生ずることのないよう、引き続き事業

務・コストにおいて極めて負担が大き

効率であり、中小企業者にとっては事

10

を求める。当面、軽減税率制度導入に

25
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られているが、インボイス制度の導入

平成 年度の税制改正において、消

10
10

て、軽減税率制度が令和元年 月に導

28

ｅ-Ｔａｘ利用促進ポスター

東法連では、昨年度
に引き続き、ｅ―Ｔａ

平成 年度事業報告・収支決算を承認
東法連特定退職金共済会

加入状況について
は、加入者数と加入
口数は増加傾向にあ

は解約や従業員の退職（脱退）に

るものの、事業所数
公益財団法人東法連特定退職金

より加入者数がゼロとなる事業所

年度東

法連絵はがきコンクー
共済会（小林栄三理事長）は６月

ータ君と平成

ル入賞作品を題材にし

が、新規加入事業所を上回ったこ

たポスターを作成した。

となり議事が進められ、事業報告

当日は、松本光史評議員が議長

法人会のご協力をお願いしたいと

が必要不可欠であり、引き続き各

ためには、新規加入事業所の拡大

連会館で開催し、平成 年度事業

ポスターは会員の事

では前年度同様、各法人会の協力

している。加入状況の詳細は別表

ポ ス タ ー に は「 法 人

同共済会では、将来にわたって、

業所や事務局などに掲

を得て、法人会広報誌への広告掲

のとおり。

報告・収支決算を原案どおり承認

示してもらい、ｅ―Ｔ

載や加入推進チラシの折り込み、

会」及び「東京国税局

ａｘの利用促進に役立ててもらう

ホームページへのバナー広告の掲

制度をより安定して運営していく

とともに、法人会が行っている絵

載、各種会合でのＰＲ動画の視聴

した。

はがきコンクールのＰＲ、推進に

社の都内各支社新人推進員を対象

などを実施したほか、委託保険会

また、都内税務署にも掲示して

とした研修の定期開催、都内未加

も広く活用してもらう。
もらうよう、各単位会から各署に

入事業所あてダイレクトメールの
送付、都内中小企業の賃金・退職
金統計データ最新版を委託保険会
社へ提供したことなどが報告され
た。また、収支決算では掛金収益
が 億円（前年度より１億７千６
百万円増）になったことなどが説
明された。

東法連特定退職金共済制度 加入状況

平成31年3月期 （平成30年3月期） 対前年比

(ｱ)事業所数

4,991社

5,094社 98.0％

(ｲ)加入者数

35,346人

34,953人 101.1％

(ｳ)加入口数

320,817口

315,340口 101.7％

(ｴ)掛金収入

40億円

38億2,400万円 104.6％

(ｵ)給付金額 40億1,000万円

37億2,000万円 107.8％

(ｶ)積立金額 434億8,300万円 433億2,500万円 100.4％

れている。

とにより減少している。このため

日、第 回定時評議員会を全法
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税務署」のロゴが付さ
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自分のカラダと “ がん ” のこと、ちょっとだけ考えてみませんか？
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ｘ利用促進のため、イ

絵はがきコンクール入賞作品を題材に

依頼する。
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