
Photo:　Photo:

2015  SPRING

平成27年度税制改正
軽自動車税の税制改正について
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　先月シンガポールで開催された国際会議に行ってきました。これは毎年３月に日本の税理

士および幹部職員 300 名ほどが海外で集合し、当該開催国の現況や経済状況等を、現地講師

を招き研修し、我が国との今後の関連を研究するというまじめな会議であります。海外に出

て国際的な変化を体感し、そのうえで新たに日本の現況を見つめ直せる大変貴重な機会とし

て、私は15年前の第1回から参加をしています。開始早々は10名ぐらいのメンバーでしたが、

年々増加し最近は会場の確保が難しいくらいの大人数になってきています。本年度はＡＳＥ

ＡＮの成長をテーマに地元アナリストや大学教授、金融機関、海外進出支援事業者等多彩な

講師による熱い話を多く聞くことができ、改めて日本の厳しい現況を考えさせられました。

　ＡＳＥＡＮは日本の 10 倍の面積があり、人口は 6 億人、平均年齢が 22 歳（日本は 64 歳）

と若く、これからの爆発的な人口増が見込まれます。それに比し我が国の人口は減少の一途

をたどり、2060 年には生産年齢人口が半減してしまう、つまりＧＤＰが半分になってしまう

ということです。このままでは国内市場のみで生きている我々中小企業は半数しか生き残る

ことができなくなる計算になります。

　このため海外進出の目的も、かつての安い人件費を求めて海外生産した時代から、新たな

マーケットを海外に求める時代に大きく変わってきています。海外進出企業のここ 5 年間の

データを見るとその大半を中小企業が占めており、当初はリスクを感じてためらっていた中

小企業が、生き残りをかけて日本での納入先である大企業や中堅企業についていくかたちで

現地進出に踏み切った姿が目立ちます。

　中でもこれまで主流の進出先だった中国より、ＡＳＥＡＮに進出する企業が激増していま

す。これはＡＳＥＡＮが日本や先進各国より高い経済成長を達成しており、今後も若者の多

い人口構成により旺盛な消費や労働力があるため、海外企業の進出が進み、国民の所得水準

があがり、中間所得層が増えることにより消費市場は一挙に拡大するので、大変魅力的な市

場であるためです。また日本人は文化面でも東南アジアの人々により強い親近感を持ってお

り、チャイナリスク回避の受け皿として最適と感じています。

　我が社のお客様も年々海外進出若しくは海外取引に取り組まれる会社も増加しており、成

功事例も増えてきています。成否のキーは日本人派遣者と現地スタッフの管理人材の確保に

あります。我が社のパートナー企業の（株）ＪＥＣ経営コンサルタントもお客様の海外取引を

ご支援するため、3年前に上海と台北事務所を開設して

おり、また今年度中にバンコク事務所を出す予定でいま

すので、是非ご活用ください。
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１． 法人税率の引き下げ

　平成 27 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から法人税の税率が 23.9％（現行 25.5％）に引き下げられます。

　企業の税負担を軽くすることで国際競争力を高める狙いや海外からの投資を呼び込む狙いがあり、国と地方を合わ

せた法人税の実効税率は現行の

34.62％から平成27年度は2.51％、

28年度は3.29％引き下げられること

になります。

　なお、中小法人の軽減税率の特例

（所得の金額のうち年800万円以下

の部分に対する税率：19％→15％）

の適用期限は、2年延長されます。

国の法人税率

（参考）法人事業税所得割
　*地方法人特別税を含む
　*年収 800 万円超所得分の標準税率

（参考）国・地方の法人実効税率

　　　 ＜標準税率ベース＞

現行

25.5％

7.2％

34.62％

平成 27 年度

23.9％

6.0％

32.11％
（▲2.51％）

平成 28 年度

23.9％

4.8％

31.33％
（▲3.29％）

２．復興特別法人税１年前倒しで廃止 (平成 26 年度税制改正より )

　復興特別法人税の課税事業年度が「平成 26 年 3 月 31 日までに開始する事業年度まで」となりました。よって平成

27 年 3 月期決算法人から復興特別法人税が廃止されます。

３．所得拡大促進税制による減税要件の緩和

　所得拡大促進税制（雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度）における雇用者給与等支給増加割合の要

件について、中小企業者等については平成28年4月1日以後に開始する事業年度は3％以上（現行：5％以上）となります。

４．欠損金の繰越期間の延長

　青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の

繰越期間及び連結欠損金の繰越期間を 10 年（改正前：9年）に延長されます。

５．住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充

　住宅を購入するときに親や祖父母から購入資金

の援助を受けると、一定額まで贈与税が非課税に

なる制度が平成31年6月まで延長し、さらに非課税

枠が最大3,000万円まで拡充されました。

　ただし、消費税率が10％に増税される平成29年4

月以降に贈与した場合でも、住宅を取得した際の

消費税率が8％であれば、非課税限度枠は8％の限

度枠となります。例えば注文住宅などは、平成29

年4月の6カ月前までに契約した場合、引渡しが

10％に改正後であっても8％税率が適用されますの

で注意してください。

＜非課税限度枠＞

対象年月

平成 27 年 1 月～ 12 月

平成 28 年 1 月～ 9月

平成 28 年 10 月～平成 29 年 9 月

平成 29 年 10 月～平成 30 年 9 月

平成 30 年 10 月～平成 31 年 6 月

消費税率 8％ 消費税率 10％

1,500 万円

1,200 万円

1,200 万円

1,000 万円

800 万円

3,000 万円

1,500 万円

1,200 万円

※良質な住宅用家屋の場合。
　該当しない場合は非課税限度枠から－500万円した金額となります。
※「平成27年度税制改正大綱」に基づき作成しています。

６．結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置創設

　結婚・子育て資金を、親が、子または孫

のために金融機関を通して贈与した場合、

子または孫1人につき1,000万円(結婚費用の

場合は300万円)までは贈与税が課されない

こととされます。この措置の適用期間は平

成27年4月1日から平成31年3月31日までとな

っています。

親・祖父母
預入

結婚・子育て
資金を

まとめて贈与

金融機関
払出

挙式・新居の住宅費、
出産費用、子どもの
医療費、保育費

子・孫

（口座開設・預入）

（監査部　中居・土田）
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軽自動車税の税制改正について軽自動車税の税制改正について

　平成 26 年度の税制改正により、平成 27 年 4 月 1 日から新車の軽自動車を登録した人に課される軽自動車税額が変更に

なりました。軽自動車税は毎年 4月 1日現在、所有者として登録されている人に課されます。

　　　　　　 1.5倍

その他　　　1.25倍

自家用
軽四輪乗用車

三輪

四輪

乗用

貨物

自家用

営業用

自家用

営業用

現行税額
既登録車両および

平成27年3月31日以前に

新車登録をした車両

新税額
（平成27年度以降）

平成27年4月1日以降に

新車登録をした車両

割増税額
（平成28年度以降）

新車登録から13年以上

経過した車両

3,100円

7,200円

5,500円

4,000円

3,000円

3,900円

10,800円

6,900円

5,000円

3,800円

4,600円

12,900円

8,200円

6,000円

4,500円

　表のように、増税の対象は初度登録

(検査 )年月（新車登録日）によって異

なります。これは中古車の場合も同じ

で、3月 31 日までに新車登録されてい

れば旧税額のまま、4月以降の登録であ

れば新税額が適用されます。

　ただし、軽自動車を購入した初年度

は、「自動車取得税」を納めるため、今

回増税となった「軽自動車税」を実際

に納めるのは、平成 28 年度以降となり

ます。

　今回の増税は一見小さいように見えても、実は長い目で見れば結構なダメージになりかねません。今後の車に関す

る税制動向に注目です。 （監査部　高野）

休眠会社の整理作業休眠会社の整理作業

　平成 26 年度、全国の法務局によって、12 年ぶりに

「休眠会社の整理作業」が行われました。法務省では、

今後、整理作業を毎年行う方針を固めており、気付

かぬうちに会社が解散している危険がありますので、

注意が必要です。

整理作業の対象会社

（1）休眠会社：最後の登記から 12 年を経過している

　　株式会社（特例有限会社は含まれません）

（2）休眠一般法人：最後の登記から 5年を経過して

　　いる一般社団法人等

＊対象期間（12 年以内又は 5年以内）に登記事項証

明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けて

いたとしても、関係がありません。（監査部　若林）

＜休眠会社・休眠一般法人の整理作業の流れ＞

YESNO

事業を廃止していない旨の
届出又は登記（役員変更等）

みなし解散の登記

みなし解散登記後の
3年以内の継続決議

NO

解散・清算結了

株式会社・一般社団法人・
一般財団法人　として存続

YES

株式会社・一般社団法人・
一般財団法人　として継続

継続の登記

労災保険の特別加入労災保険の特別加入

　経営者の皆様、ご自身の労災保険は加入されて

いますか？　労災保険は、一人でも労働者を雇用

する事業所においては、強制加入が原則です。

　労災保険とは、業務上災害又は通勤災害により、

労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障

害が残った場合、死亡した場合等について、被災

労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う

制度です。

　ただし、経営者や家族従事者は原則として対象

外です。経営者、役員、家族従事者の方々は、特

別加入制度、または民間の傷害保険の活用を検討

ください。

特別加入制度
　特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、

災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することが適当

であると認められる一定の人に、下記の要件の下に労災保険に

特別に加入することを認めている制度です。

①雇用する労働者について保険関係が成立していること

②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

　特別加入するためには、この 2つの要件を満たし、所轄の都

道府県労働局長の承認を受けることが必要です。

（ＦＰ事業部　近藤）
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パートタイム労働法の改正パートタイム労働法の改正

　平成 27 年 4 月 1 日より、パートタイム労働法（短
時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律）や施行
規則、パートタイム労働指針が変わりました。

改正されたポイント

●

●

●

パートタイム労働者の公正な待遇の確保

パートタイム労働者の納得性を高めるための措置

パートタイム労働法の実効性を高めるための規定
の新設

　上記のうち「パートタイム労働者の公正な待遇の確
保」に関しては十分に注意することが必要です。
　なお、パートタイム労働者とは、「パートタイム」「ア
ルバイト」「嘱託」「臨時社員」「準社員」など、呼び
方は異なっていても、「1週間の所定労働時間が同一の

事業所に雇用される通常の労働者の 1週間の所定労働時間に比べて
短い労働者」のことです。

現行

１、職務の内容が正社員と同一

２、人材活用の仕組み
　　（人事異動の有無や範囲）
　　が正社員と同一

３、無期労働契約をしていること

改正後

１、職務の内容が正社員と同一

２、人材活用の仕組み
　　（人事異動の有無や範囲）
　　が正社員と同一

　３が削除された改正後は、有期労働契約のパートタイム労働者で
あっても、 １、２に該当すれば正社員との差別的取り扱いが禁止さ
れます。正社員と比較して時間が短いだけで、 １、２の条件が同じ
である場合、正社員と同じ手当を支給する必要があります。
　内容について詳しくは、社会保険労務士にご相談下さい。

　３が削除された改正後は、有期労働契約のパートタイム労働者で
あっても、 １、２に該当すれば正社員との差別的取り扱いが禁止さ
れます。正社員と比較して時間が短いだけで、 １、２の条件が同じ
である場合、正社員と同じ手当を支給する必要があります。
　内容について詳しくは、社会保険労務士にご相談下さい。

（総務部　鷲山）

弊社の社員がその場で相続税・贈与税を試算します！

　現在、弊社では相続税・贈与税の試算をするシステムの構築を行っております。このシステムを
使用すれば、お客様の保有資産や相続人の人数など、簡単な質問にお答えいただくだけで相続税・
贈与税が具体的にどのくらいの金額になるかをその場で試算することができます。ぜひ担当までお気軽にお声がけください。

①趣味　②出身地　③好きな言葉　④意気込み①趣味　②出身地　③好きな言葉　④意気込み

監査部

奥野　晃
ひかる

① バスケットボール　

② 京都府　

③ 鉄は熱いうちに打て

④ お客様の信頼を得て広くお役に立て

るように日々精進、学ぶことは尽きませ

んが誠心誠意努めていきたいと思って

います。よろしくお願いいたします。

監査部

川添　翔太
し ょ う た

① 筋トレ・散歩

② 岐阜県

③ 成功は一日にしてならず

④ 慣れない環境で、わからないことも

たくさんありますが、早く皆様の力に

なれるよう頑張ります。よろしくお願

いいたします。

監査部

小川　晴未
は る み

① キャッチボール

② 氷見市

③ 謙虚

④ 何もかも初めてばかりですが、先輩

方の姿を見て立派なお客様の相談相手

になれるよう、日々努力していきます

ので、よろしくお願いいたします。

　この春で、トマックに入社して丸 1年が経ちました。この一年、学ぶこと
ばかりで、あっという間に時間が過ぎた気がします。そして、この春また新
たに 3人の新入社員が入り、後輩ができました。
　良きライバルでもある後輩の成長、そしてさらに自分の成長のため、今ま
で以上に自己の研鑽に努めていきたいと考えています。

（ＣＯＭ委員　土田城巳）
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