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業の活性化や立地競争力の強化の観

対象品目の線引きに基づくシステム

改修や経理業務をはじめ、対応に膨

大な時間とコストを要するため、周

到な制度告知ときめ細やかな支援措

度税制改正要望

置の実施を求める。
」としている。

東法連の平成

（抜粋）は別掲のとおり。

館で第１回税制

ている。しかし、その財源となる課

まで引き下げるよう求める。
」とし

全法連の第１回税制委員会（柳田

開催され、平成 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

ト集計結果、各県連の要望に加え、

常任委員会審議結果が報告され、全

法連の要望作成に向けた活発な意見

今後、アンケート結果、県連要望

導入される
度について、

などを踏まえ、８月 日の起草検討

が交わされた。
「中小企業

会、９月４日の税制委員会を経て、

軽減税率制

者にとって

９月 日の全法連理事会で「平成

年度税制改正に関する提言」が正式

会鳥取大会で報告される。

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

年度税制改正要望まとまる

東法連は６月

点から法人税の実効税率を ％程度

税務委員会（青

税ベースの拡大については、
「 地域

税制改正に関する提言の
作成に向け作業が本格化

栁晴久委員長・

の経営環境は依然厳しく、中小企業
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への課税ベースの拡大は行うべきで

年 月から

は、平成

消費税で

としている。 化してきた。

は な い。
」

人会会長）が７月 日全法連会館で

道康委員長・東法連副会長・渋谷法

り承認した。
東法連の平成 年度税制改正要望
（案）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「平成 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、意見を反映させている。

事務・コス
トにおいて

決定する。提言は 月 日の全国大
が大きい。

極めて負担
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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、利益連動

廃、納税猶予割合の引上げ（ ％から

の 制 限（ 総 株 式 数 の ３ 分 の ２）の 撤

租税特別措置による中小企業軽減税率

我が国経済の成長の源であり、地域

特別の事情があると認められない限り

また、定期給与の改定については、

中小企業の成長を後押しするためにも、 の下で損金算入を認めるべきである。

経済や雇用に大きな役割を担っている

３ヶ月を経過すると認められないが、

ため、同族会社についても一定の要件

る。経営意欲、企業活力を発揮させる

会社は損金算入適用対象外となってい

ているが、利益連動給与について同族

承継税制の創設が必要である。なお、

一般資産から切り離した本格的な事業

業承継を図るためには、事業用資産を

前進ではあるが、中小企業の円滑な事

創設する等の措置が講じられた。一歩

経営環境の変化に対応した減免制度を

に対する贈与・相続に対象を拡大し、

とともに、複数（最大３名）の後継者

％）
、雇用確保要件の弾力化を行う

年度税制改正要望 （抜粋）

については、本則化するとともに、一

経済変動が激しい実態に照らし、年度

納税猶予制度の更なる利用促進を図る

東 法 連 平成

年以来、課税所得８００万円以下に据

途中での改定を認めるべきである。

１ 国税・地方税

し か し、周 辺 ア ジ ア 諸 国 の 平 均 は

え置かれている中小企業軽減税率の適

現、 年度には ・ ％となる。

率は、目標としていた「 ％」台を実

平成 年度の税制改正で法人実効税

①法人税率の引き下げ

⑴ 法人税

％、Ｏ Ｅ Ｃ Ｄ 加 盟 国 の 平 均 は

ため以下の要件の見直しを求める。

層の引き下げを求める。また、昭和

・

⑵ 所得税

を求める。
④交際費課税制度の見直し
平成 年度税制改正において、中小

の見直しについて
平成 年度税制改正において、給与

で必要不可欠のものであり、恒久化、

業にとって、事業の維持、拡大のうえ

ら ％程度まで引き下げるよう求める。 度末まで２年延長された。交際費は企

あり、抜本的な見直しと各種子育て支

しなくて済む仕組みを構築する必要が

をすすめるためには、就業調整を意識

総活躍社会の実現にむけた働き方改革

所得控除等の見直しがなされた。一億

円安による原材料費の高騰や人手不

定額控除限度額の引き上げを求める。

援策の拡充が必要であり、社会保障制

法人の交際費課税の特例が、平成 年

①所得税の配偶者控除および課税方式

用所得金額について、大幅な引き上げ

率が ％から ％へ引き下げられるこ
ととなった。経済のグローバル化が進
むなか、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

足による人件費の高騰により、地域経

⑤中小企業の欠損金の繰戻し還付制度

②課税ベースの拡大

済と雇用の ％を支える中小企業の経
営環境は依然として厳しい。そのよう

平成 年度税制改正において、中小

の拡充

ある。

度も含めて幅広い視点で議論すべきで

標準課税の拡大は、中小企業の事務負

成 年度末まで２年延長された。現行、 子化対策の観点から、
世帯単位課税
（Ｎ

企業の欠損金の繰戻し還付制度が、平

また、急激な税負担の増加防止や少

担が増大し、賃金引き上げや雇用維持

30

相続税の納税猶予制度取消の場合の

●

延納・物納の認可

雇用確保要件を「５年間平均で８割

●

以上確保」を「５年間平均で５割以

上確保」とする。

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・贈与税の

納税猶予の対象とする。

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方式

に見直す。

②相続税

平成 年１月より、基礎控除の引き

す る も の で あ り、中 小 企 業 へ の 課 税

に悪影響を与え、地域経済再生に逆行

として、３年程度へ見直すとともに、

が、欠損法人のキャッシュフロー対策

繰り戻し期間が１年に限定されている

⑶ 資産税

しも同時に検討を進めることを求める。 げる等税率構造の見直しが行なわれた。

分Ｎ乗方式）の導入等課税方式の見直

このため特に大都市圏においては、急

ベースの拡大は行なうべきではない。

⑥役員給与の取扱い

平成 年度税制改正において、 年

10
間の特例として、納税猶予対象の株式

55

大都市圏の相続人の負担を緩和する

招いている。

激な負担増と課税対象の大幅な増加を

中小企業者等の法人税率の特例が、

役員給与の取扱いについて、定期同

30

恒久化を求める。

①事業承継税制
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③中小企業軽減税率の引き下げ等
平成 年度末に適用期限を迎える。
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③相続時精算課税制度

面積の更なる拡大を求める。

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

承継の円滑化の観点から、小規模宅地

万円の引上げを求める。加えて、事業

法定相続人１人あたりの控除額６００

支援措置の実施を求める。

に鑑み、周到な制度周知ときめ細かな

要することとなる。事業者の対応状況

の対応のために膨大な時間とコストを

なり、経理業務をはじめとした制度へ

線引きに基づくシステム改修が必要と

合には、事業者は具体的な対象品目の

仮に、軽減税率制度が導入される場

②固定資産税の免税点の引き上げ等

よう求める。

評価方式は収益還元価格方式に改める

が高まっており、負担軽減を求める。

価の上昇の兆しがみえており、重税感

固定資産税については都市部では地

①固定資産税の抜本的見直し

⑸ 地方税

よう求める。

連携のうえ強力かつ確実に実行される

書の規格、様式の統一を図ることを求

また、合わせて地方税の申告書・納付

入ができるようにすることを求める。

を所管する市区町村において、一括納

書を添付することにより、当該事業所

資するため、納入先市区町村別の明細

⑤個人住民税特別徴収事務の簡素化

である。

税の目的は達成されており廃止すべき

るべきではない。

相続時精算課税制度を活用した相続
②適格請求書等保存方式

ため、また、少子化の現実を踏まえ、

税額の計算については、贈与時の評価
消費税引上げに伴い平成 年 月か

（インボイス制度）について

税負担を強いられることになる。贈与

者に対して過度なコストや事務負担と

か低い額により計算できるよう求める。 移行に伴う煩雑な事務処理等で、事業

時の評価額と相続時の評価額のいずれ

ならないよう柔軟な運営と必要な助成

ス制度）が導入されることとなった。

から適格請求書等保存方式（インボイ

企業の活性化を図るため、固定資産税

化の推進、設備投資の促進により中小

管理・納税事務負担の軽減、事務効率

得した資産について、中小企業の資産

価格の損金算入の特例」を適用して取

小企業者等の少額減価償却資産の取得

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

行政の効率化や利便性の向上、国民

共通番号制度）

⑴ マイナンバー（社会保障・税の

２ その他

める。

またその場合、居住用宅地等につい

免除の創設を求める。

や費用対効果が課題となる。

免税点１５０万円の引き上げ及び「中

ては「小規模宅地等についての相続税

を求める。また、小売事業者にレジの

③東京都における「中小企業者

③価格転嫁対策

新たな支援措置の実施を求める。

トの明確化により、国民の納得と理解

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

と必要な助成を求める。

や事務負担とならないよう柔軟な運営

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。

引き上げや対象機器の拡大などの拡充

は非効率であり、中小企業者にとって

も恩恵がおよび、低所得者対策として

目の線引きにおける混乱、高所得者に

は、社会保障制度財源の毀損、対象品

ることのないよう、引き続き事業者の

円滑かつ適正な価格転嫁に支障が生ず

価格転嫁についての不安は未だ大きく、

ることとなったが、中小企業者の間で

措置法が成立し様々な施策が講じられ

創出の阻害要因にもなっている。都市

り、また対象地域での新規開業や雇用

固定資産税との二重負担になってお

④事業所税の廃止

を求める。

控除を復活するよう求める。

後更なる普及を推進するためにも特別

度分の確定申告にて廃止されたが、今

ｅ Ｔａｘ控除については平成 年

⑵ ｅ Ｔａｘ控除（電子証明書等特

は事務・コストにおいて極めて負担が

計画税が徴収されている中、すでに本

別控除）
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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

特別徴収義務者の事務の簡素化等に

額をもとに行われることになっている

固定資産税における減価償却資産の

が、相続が発生し、生前贈与した財産

の課税価格の計算の特例」が受けられ

導入・システム改修の支援措置が設け

向け省エネ促進税制」の拡充

ら区分記載請求書方式、平成 年 月

るようにすべきである。

られているが、インボイス制度の導入

東京都の「中小企業者向け省エネ促

の評価額が下落していた場合、思わぬ

⑷ 消費税

には、全ての事業者の経理業務の見直

費税率引上げに伴う低所得者対策とし

平成 年６月に消費税転嫁対策特別

27

10

実態を十分に把握しながら関係機関が

入されることとなった。軽減税率制度

10

大きいことから、本質的には導入され

25

31

個人情報の管理に万全を期し、コス

①軽減税率について
平成 年度の税制改正において、消

進税制」について、平成 年４月に対

10

しが必要なことから、これらに対する

31

35

て、軽減税率制度が平成 年 月に導

28

｢税を味方に、強い経営を｣

平成

年度版法人会ポスター

（全法連作成）がこのほど完成し
た。

東 法 連 で は、 昨 年 度 に 引 き 続
き、ｅ Ｔａｘ利用促進のため、
イータ君と東法連絵はがきコンク
ール入賞作品を題材にしたポスタ
ーを作成した。ポスターには「法

人会」
及び
「東京国税局 税務署」

のロゴが付されている。今回は背

景を青と白色とし、デザインを一

東法連では、平成 年度も東京

都の「地球温暖化対策報告書」の

提出に取り組んでいる。報告書の

提出は、温暖化防止とともに、企

業のコスト削減につながるもので

あり、引き続き積極的な推進を図

る。平成 年度の提出状況は１５

２９件であった。本年度分の提出

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？

本年度のポスターは、
「 税を味

ッセージとし、法人会のコーポレ

ートカラーである清潔感のあるブ
新した。

締切りは 月 日となっている。

委員会、専務理事・事務局長会議

等で提出状況を報告し、提出を依

頼するなど、あらゆる機会を通じ

て推進を行っている。併せて、本

年度も節電対策ポスターを作成

し、
節電についても継続推進する。

平成30年度節電対策ポスター

30

東法連では、理事会、公益事業

15

ルーをベースにして、
「 税 」を 中

ポスターは会員の事業所や法人

会事務局などに掲示してもらい、

29

12

心に、人脈のつながりと広がりを

ジグソーパズルで表現。経営者ネ

ｅ Ｔａｘの利用促進に役立てて
ている絵はがきコンクールのＰ
Ｒ、
推進にも広く活用してもらう。
また、都内税務署にも掲示して
もらうよう、各単位会から各署に
依頼する。

引き続き積極的な推進を図る

地球温暖化対策報告書

−

もらうととともに、法人会が行っ

−

ットワークの心強さと可能性を感

じるビジュアルにしている。
東法連では、このポスターを活

用して、今年も 月の「税を考え

と合同でＪＲ車内広告による広報
活動を展開する予定である。

絵はがきコンクール入賞作品を題材に
ｅ−Ｔａｘ利用促進ポスター

30

方に、強い経営を。
」を メ イ ン メ

平成30年度版法人会ポスター
る週間」期を中心に、関東６県連
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平成30年度ｅ-Ｔａｘ利用促進ポスター

