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平成27年から相続税が大きく変わります

所得税計算の仕組みはご存知ですか？

今
年
の
日
本
経
済
の

ゆ
く
え
と
そ
の
対
応

　平成26年の暮れは、国会解散から総選挙とあわただしく過ぎていきました。私は11月中旬、

安倍総理が外遊から帰る直前に、税制改正要望書を持って国会へ行っていましたが、解散を

予想してか、国会の中は何か閑散としており異様な雰囲気さえ感じました。

　総選挙は自公民の圧勝で終わりましたが、肝心の日本の経済の方はどうなっているのでし

ょうか。昨年のＧＤＰ成長率は大方の予想に反し、消費税アップの落ち込みが大きく、4 月

から 9月まで 2四半期連続のマイナス成長という深刻な状況になっています。

　昨年は 10 月の日銀による追加金融緩和に象徴されるように、異次元金融緩和により大幅円

安が進み、海外マーケットを目指す大企業と株や資産を多く持つお金持ちは大いに潤いまし

たが、国内マーケットが全ての中小企業は輸入資材等の高騰が進み、また大手企業が集中す

る中央と地方の格差は拡大し、低所得者層は物価上昇により実質賃金が下がる等負担が増加

しているのが現状です。

　本来これらの対応としてアベノミクス第 3 の矢「民間投資を喚起する成長戦略」が打ち出

される大切な時期に、その重要法案を先送りし解散総選挙を実施したことにより、成長政策

が大きく遅れたことが懸念されますが、一方 9 月以降の経済指標をみると総体的に上向いて

おり、後半は緩やかに持ち直してくるという見方がされています。また、中小企業や地方活

性化支援のための財政出動がさかんに論じられており、早期の政策実施が行われると期待さ

れます。

　しかし、政府ができることは成長のための環境整備の支援であり、自社の成長は私たち企

業人自身の責任です。自己改革し利益を確保する必要があります。

　最近、日本の中小企業の利益が少ない理由として、生産性の悪さが強く指摘されています。

この課題に取り組むことが今最も重要です。生産性をアップする要因はいくつかありますが、

対外交渉の必要がない、自社内で実施できる改革が一番確実です。たとえば ①ロスを減らす 

②作業時間の短縮 等は直ちに利益増加につながります。どちらにも共通して、準備や段取り

の徹底、業務分担の見直し、シフト制や分業化等の検討がポイントになるでしょう。今年の

取組みのテーマの一つに考えてみることも一考でしょう。
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平成27年から相続税が大きく変わります平成27年から相続税が大きく変わります

　平成 27 年 1 月 1 日以後に開始した相続から、相続税計算の仕組みが大きく変わります。事実上の増税となる今回

の改正内容と影響額、対策として有効な生前贈与についてご説明いたします。

相続税基礎控除額の引き下げ

平成 26 年 12 月 31 日まで

5,000 万円　＋　法定相続人の数×1,000 万円

平成 27 年 1 月 1 日以後

3,000 万円　＋　法定相続人の数×600 万円

Example
例 :相続人が配偶者と子供 2人の場合（法定相続人 3人）

基礎控除額は 改正前 8,000 万円

▲

改正後 4,800 万円

3,200 万円の
基礎控除額減と
なります！

基礎控除額引き下げによる影響額
例）相続人は配偶者と子供２人で法定相続分により相続した場合
　　（二次相続※まで考慮）

※二次相続とは、相続を受けた配偶者が死亡しその財産を子供が相続すること

相続税の
課税価格

（基礎控除前）

1億円

3億円

5億円

10 億円

相続税の合計額

改正前

100 万円

3,500 万円

9,850 万円

3億 450 万円

改正後

395 万円

4,700 万円

1億 1,475 万円

3億 3,020 万円

増加額
（改正後－改正前）

+ 295 万円

+ 1,200 万円

+ 1,625 万円

+ 2,570 万円

何も対策をしなければ確実に増税です！

生前贈与を活用しましょう
贈与税は相続税と比較して税率が高いと思われがちですが、
基礎控除（年 110 万円）を利用して年数をかけることで
節税の効果を増大させることができます。

例）財産総額 2億円の人が子供 3人に贈与した場合の節税額

一人当たり
の贈与額

0円

110 万円

300 万円

10 年後の
相続税額

2,459 万円

1,779 万円

779 万円

10 年間の贈与
税額の合計

0円

0円

570 万円

税額計

2,459 万円

1,779 万円

1,349 万円

節税額

-　　

680 万円

1,110 万円

基礎控除を活用し長い年数をかけることで大きく節税できます！

生前贈与を活用する際の注意点

１　贈与税はもらった人が払うもの
意外に勘違いされている人も多いので申告に注意

２　あげる人ともらう人の合意が大前提

契約書を作成し、双方の意思を形にする

３　もらった人が自由に使える状態にする

もらった人が実際に一度は引き出すなどして使う

４　証拠を作る

口座振り込みし、印鑑はそれぞれ本人のものを使用する・贈与税申告をする

５　贈与額を決めた上での分割払いと疑われないよう注意

毎年違った金額・毎年違った月日で贈与する

６　親からの借金は、借用書を作っても贈与とみなされがち

毎月、一定額を振り込むなどして返済することが重要

その他の特例贈与制度

教育資金贈与
（適用期限を平成 30 年 12 月 31 日まで延長する方針）

子や孫へ教育資金を贈る場合、1,500 万円まで贈与税がかからない制度

金融機関に専用口座を作成し、30 歳になった時点で使い残しがあれば贈与となる

住宅資金贈与
（平成 27 年以降も延長される可能性あり）

子や孫へ住宅資金を贈る場合、一定額まで贈与税がかからない制度

贈与を受ける人は 20 歳以上であり、その年の合計所得が 2,000 万円以下の条件あり

結婚・出産費用贈与
（平成 27 年以降新設される可能性あり）

子や孫へ将来の結婚や出産、育児関連の資金を贈る場合、贈与税がかからない制度

1,000 万円まで非課税とし 50 歳になった時点で使い残しがあれば贈与とする案

　今回の相続税改正により、これまで相続税がかからないと思われていた方も相続税申告の対象になる可能性があり

ます。また、財産を多く所有されている方は対策をとらなければ確実に増税となります。早めに対策を考え実行して

いくことが節税や「争族」対策に繋がりますので、ぜひ弊社担当者へご相談ください。 （監査部　中居）
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所得税計算の仕組みはご存知ですか？所得税計算の仕組みはご存知ですか？

　平成 27 年より所得税の改正が行われ、課税所得金額 4,000 万円超は 45％に引き上げられることとなりました。今回は基本的な

所得税の計算の仕組みをご説明します。

　日本では、所得が高いほど税率が高くなる超過累進課税制度をとっています。平成 27 年分以降は、5％、10％、20％、23％、33％、

40％、45％の 7段階にわかれており、所得が高い人ほど税率が上がる仕組みになっています。

　一定以上の所得がある人は、195 万円以下の部分は 5％、195 万円超 330 万円以下の部分は 10％というように、低い税率から段

階的に計算して足し合わせます。

　例えば、課税所得金額が 600 万円の人がいるとします。この場合の所

得税の計算方法は、下記のようになります。

Example

例：課税所得金額が 600 万円の場合の所得税の計算方法

所得 600 万円

195 万

135 万

270 万

5％

10％

20％

195 万 ×　5％ ＝　97,500 円

(330 万－195 万 )× 10％ ＝ 135,000 円

(600 万－330 万 )× 20％ ＝ 540,000 円

270 万円のみ 20％

合計 772,500 円

【所得税の速算表】

課税所得金額

195万円以下

195万円超　330万円以下

330万円超　695万円以下

695万円超　900万円以下

900万円超　1,800万円以下

1,800万円超　4,000万円以下

4,000万円超

税率

5％

10％

20％

23％

33％

40％

45％

控除額 　

0円

97,500円

427,500円

636,000円

1,536,000円

2,796,000円

4,796,000円

　例の計算方法をわかりやすく表したのが速算表です。課税所得金額が 600 万円の人の場合、速算表に当てはめると、

600 万円×20％－427,500 円＝772,500 円となり、上記の金額と一致します。

　このように、所得税の速算表を用いることでより簡単に自分が負担する所得税額を計算することができます。これから確定申告

の時期です。ぜひ、ご自身の所得税額を計算してみてはいかがでしょうか。 （監査部　高野）

海外向けホームページ制作の注意点海外向けホームページ制作の注意点

　平成 27 年 3 月 14 日、いよいよ北陸新幹線が開業します。また、富山きときと空港では国際路線が充実し、伏木富山港では

2011 年に日本海側の国際拠点港湾に選定されるなど、富山県周辺のインフラは大きく発展しています。

　これにともない、外国人観光客の増加が期待されています。集客のために、英語や中国語のホームページを検討してはいかがで

しょうか？　海外向けホームページを作る場合は、以下のような点に気をつけて作成しましょう。

●

●

●

●

●

文章は直訳ではなく、伝わる表現になっているか？

その国から接続しやすい環境か？

好まれる色、タブー色など考慮されているか？

その国のメインサーチエンジン向けに作られているか？

（日本は Google、Yahoo! 向け）

海外からの問い合わせに対応できるか？　　等

　また、トマックのグループ会社であるジェック経営コンサルタントでは、英語・中国語対応表記のサポートを提供しています。

魅力的なパンフレットやメニューの作成をお考えの場合は、ぜひご相談ください。 （ＩＴ事業部　堀江）

銀行振り込みの時間が延長される！？銀行振り込みの時間が延長される！？

　現在、平日の午前 8時 30 分から午後 3時までに現金を振り込めば、送金した当日に入金されますが、午後 3時を過ぎると入金

は翌営業日に、土、日、祝日に振り込めば翌営業日に入金されます。

　全国銀行協会は平成 30 年をめどに、平日に即日入金できる時間を午後 6時まで延長できる仕組み作りを検討しています。さら

に大手銀行や一部の地方銀行は午後 6時以降や土、日、祝日でも即日入金できる仕組み作りを検討しています。英国やシンガポー

ルでは 24 時間、365 日送金できる仕組みがありますが、振り込み時間の延長、土、日、祝日の送金が可能になるとどのようなメリット・

デメリットがあるか、下の表にまとめました。

個人

企業

メリット デメリット

●
●

電気代などの公共料金の振り込みが即時にできるようになる。
災害や冠婚葬祭などの急な送金にも対応できるようになる。

●
●

遠く離れた本支店間の現金の受け渡しが土、日、祝日も可能。
土、日、祝日に卸売業者やメーカーと決済できるようになる。

●

●

送金時間の延長は、現行使用されているシス
テムを使用して可能だが、24時間365日送金の
場合、新しいシステムの構築が必要となり、
手数料が上乗せされる可能性がある。
人の目が手薄な深夜に不正が行われると対処
が遅くなり、リスクが大きい。

（監査部　土田）
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高額療養費制度が変わります！高額療養費制度が変わります！

　高額療養費とは、同一月（1日から月末）にかかった医療費の自己負担額が高額になっ

た場合、一定の金額（自己負担限度額）を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

　平成 27 年 1 月に高額療養費制度が改正されます。

ポイント
①改正の対象は70歳未満の高額療養費制度の自己負担限度額

②年収約770万円以上（標準報酬月額53万円以上）の人は負担が増える

③年収約370万円未満（標準報酬月額26万円以下で住民税課税者）の人は負担が減る

【改正前】

所得区分 1ヵ月あたりの自己負担限度額

Ａ：標準報酬

　　月額53万円以上

　（年収約770万円以上）

Ｂ：Ａ,Ｃ以外の方

Ｃ：低所得者

　　・住民税非課税

150,000円

＋(総医療費－500,000円)×1％

80,100円

＋(総医療費－267,000円)×1％

35,400円

【改正後】

所得区分 1ヵ月あたりの自己負担限度額

ア：標準報酬月額83万円以上
　（年収約1,160万円以上）

イ：標準報酬月額53万～79万円
　（年収約770万～約1,160万円）

ウ：標準報酬月額28万～50万円
　（年収約370万～約770万円）

エ：標準報酬月額26万円以下

オ：低所得者・住民税非課税

252,600円
＋(総医療費－842,000円)×1％

167,400円
＋(総医療費－558,000円)×1％

80,100円
＋(総医療費－267,000円)×1％

57,600円

35,400円

（ＦＰ事業部　近藤）

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

若林　薫

① 映画鑑賞、ピアノ　② 富山市　③ 足るを知る

④ 毎日、新しく学ぶことばかりですが、何事も勉強であるという姿勢を忘れずに、

　 一つ一つの仕事に対して誠実に取り組んでいきます。よろしくお願いいたします。

新年あけましておめでとうございます新年あけましておめでとうございます 本年も何とぞよろしくお願い申し上げます。本年も何とぞよろしくお願い申し上げます。

　総選挙も終わり、これがお手元に届くころには、税制改正大綱も

発表されているころでしょうか。前年は消費税率の改正、今年より

相続税の基礎控除額の減額等、税制の大きな変化が続いています。

そうした内容をお客様にわかりやすく伝えることを今後も心掛けま

す。 （ＣＯＭ委員　久保勇気）

４


