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平成29年度税制改正
マイナンバーと財産債務調書制度について
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　今年の日本経済の行方について、経済専門家はトランプ新大統領誕生の影響が重要なポイ

ントと口を揃えています。

　トランプ氏の公約である大規模な法人税減税、規制緩和の推進、インフラ投資の拡大など

によってアメリカ企業の業績改善が進み、景気が拡大するとの期待感が強まりました。アメ

リカの株価は上がり、ドル高円安が進んで、日本経済にとっては良い状況となっています。

しかし、トランプ氏の言動によっては状況が一変するリスクも大きく、今後の動向を世界中

が注目しています。特に我が国経済に大きく影響を及ぼす環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）

について、トランプ氏は選挙中から脱退を公約しています。また、北米自由貿易協定（ＮＡ

ＦＴＡ）の大幅な変更で、メキシコに進出している日本の自動車メーカーや関連部品メーカー

には少なからぬ影響があるでしょう。

　一方アメリカ以外に目を移すと、今年はフランスの大統領選挙やドイツの連邦議会選挙な

ど、欧州の行方を占う重要な選挙が予定されています。先ごろ行われたイタリアの国民投票

ではレンツィ首相が退陣に追い込まれるという、既成政治にノーを突きつける動きが広がっ

ています。フランス大統領選で反ＥＵを掲げるルペン党首が仮に当選するような事態になれ

ば、イギリスに次いでＥＵ離脱のドミノ現象が現実のものになる恐れがあります。このよう

な激動する国際情勢の中、我が国経済も様々に影響・翻弄される年となる可能性があり、そ

れを予測することはかなり難しいことです。

　私達にとって大切なことは、いついかなることが起きようとも、その変化にスピーディー

に適応し、生き抜いていく逞しさとしたたかさを持った戦略を日ごろから策定し準備してお

くことでしょう。

　激動する国際情勢に加え、人口減少による国内市場の縮小などますます厳しさを増す中で、

今こそ私達日本の中小企業の素晴らしい技術とスピード感で、変化を乗り越えていく年にし

ていきましょう。
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平成29年度税制改正が発表されました！平成29年度税制改正が発表されました！

1. 配偶者控除・配偶者特別控除の見直し（所得税）

　平成 30 年以後、配偶者控除・配偶者特別控除が見

直されます。今までは納税者の所得金額に関係なく

配偶者控除が使えましたが、改正により納税者の給

与金額が 1,120 万円を超えた場合、段階的に控除金

額が減少し、納税者の給与が 1,220 万円を超えると

使用できなくなります。また、配偶者控除を受けら

れる給与の金額が今までは 103 万円だったのが、改

正により 150 万円まで引き上げられます。

　ただし、社会保険に加入しなければならない年収

の 130万円 (企業規模 501人以上の会社は 106万円 )

は変わらないので、金額によっては損をする場合も

あります。
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2. 中小企業経営強化税制の創設（法人税）

　平成 28 年 7 月 1 日に施行された中小企業等経営力

強化法に基づき、「中小企業経営強化税制」が創設さ

れました。平成 29 年 4 月から平成 31 年 3 月までの

間に一定の要件を満たす資産を取得した場合、即時

償却または税額控除を受けることができます。

対象となる要件

①生産性向上設備

　旧モデルと比べて生産性が年平均 1％以上

　改善する設備

②収益力強化設備

　投資収益率が 5％以上の投資計画に係る設備

対象設備：建物付属設備、器具備品、機械装置、
　　　　　一定の工具、一定のソフトウェア

3. 酒税の見直し

　平成 32 年 10 月より、段階的に「ビール」の酒税を減税することとなりました。一方、「発泡酒」と「第 3のビー

ル」は増税となり、平成 38 年 10 月に税額が一本化される予定です。改正によって、350ml 缶のビール 1本当たり

の税額は 22.75 円減税に、発泡酒は 7.26 円、第 3のビールは 26.25 円増税になります。

※平成 29 年度税制改正大綱より抜粋。実際の税制改正で変更となる場合があります。 （監査部　土田）

マイナンバーと財産債務調書制度についてマイナンバーと財産債務調書制度について

　昨年より運用が開始され、最近では聞きなれた言葉

になりつつあるマイナンバーですが、今後どのように

活用されていくのか注目されています。

　現時点では税や社会保障等の限定された目的で運用

されていますが、今後はその範囲が広がり、平成 30

年より預金口座にマイナンバーを付番 (任意 )するこ

とが予定されています。各種の財産にマイナンバーが

紐づけられることで個人の所有財産を名寄せすること

ができるようになっていく、という可能性も想定され

ます。

　関連して、税の分野ではマイナンバー制度の運用開

始と同時に「財産債務調書制度※」が施行されました。

財産の所在を把握することで、所得税や相続税等の課

税の公平性を確保する狙いがあると考えられ、罰則規

定も設けられています。また、マイナンバーの記載も

必要となってきます。

　これらを組み合わせることで、税務当局においては

より確実に、そして容易に情報を把握することができ

るようになっていくでしょう。このようにマイナン

バーと税の分野とは、より密接な関係になっていくと

考えられ、今後の動向が注目されます。

※所得が 2千万円超で一定の要件に当てはまる場合、所有す

る財産の明細を記載して提出することが義務付けられ、記載

に不備があると加算税を課される場合があります。

通知カード

個人番号

氏名

住所

　　　　　　　　　　　　　　性別

発行

　　　　0123 4567 8901
　 　番号花子

　　○○県■■市△△町◇丁目○番地

平成　5年　3月 31 日　　　女
　　　　平成 27 年 10 月 NN 日　　　　  　　　　■■市長

（監査部　奥野）
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個人版ふるさと納税と、法人版ふるさと納税の違い個人版ふるさと納税と、法人版ふるさと納税の違い

　これまで、個人が対象とされていたふるさと納税で

すが、地方創生応援税制、通称法人版ふるさと納税が

始まり、対象が法人にまで広がりました。どちらもふ

るさと納税と呼ばれ、事前の手続きを踏んだうえで、

自ら選択した自治体に寄付を行い税金の控除を受ける

制度ですが、個人と法人では大きな違いがあり、注意

が必要です。そこで今回は個人と法人のふるさと納税

に、どのような違いがあるかを見ていきます。

　まず大きな違いとして、控除額が挙げられます。個

人版ふるさと納税においては、寄付金額から 2,000 円

を除いた全額が控除の対象になり、自己負担額は

2,000 円になります※。一方法人版ふるさと納税にお

いては、寄付額が損金算入されることで約 3割の節税

効果があり、加えて法人住民税、法人事業税、法人税

の合計で寄付金の 3割の税額控除が認められるのみ

で、法人負担額は寄付金の約 4割になります※。さら

に、法人版ふるさと納税においては寄付を行うことの対

価として、返戻品などの経済的な利益を受け取ることは

原則として禁止されています。

　次に寄付金額の下限です。個人版ふるさと納税を利用

する場合、寄付金が 2,000 円以上であれば適用できます

が、法人版ふるさと納税においては 1回当たり 10 万円

以上の寄付が対象になります。

　最後に、寄付の対象先についてです。個人版ふるさと

納税の対象はすべての地方公共団体であるのに対して、

法人版ふるさと納税では特定の地方公共団体に限られま

す。

　上記のとおり個人版ふるさと納税と法人版ふるさと納

税は全く異なった制度となっています。より詳しく知り

たいという方は担当者までお申し付けください。

※個人・法人共に控除の対象には上限があります。

個人版 ふるさと納税

寄付額（適用下限額 2,000 円）

所得税の控除額
（ふるさと納税額 -2,000 円）

×所得税率

住民税の控除額（基本分）
（ふるさと納税額 -2,000 円）

×住民税率（10％）

住民税の控除額（特例分）

住民税所得割額の 2割を限度

個人負担
(2,000 円 )

法人版 ふるさと納税

寄付額（適用下限額 10 万円）

損金算入による軽減効果
（約 3割）
国税＋地方税

税額控除
（2割）

法人住民税＋法人税

法人事業税

（1割）

法人負担
( 約 4 割 )

（監査部　村栄）

生命保険金の非課税限度額、ご存知ですか？生命保険金の非課税限度額、ご存知ですか？

　ご存じの通り、平成 27 年 1 月 1 日から相続税の基

礎控除額が、それ以前と比べて 4割カットされ、税負

担が増えました。相続税が気になる方の多くは、被相

続人（財産を残して亡くなった人のことです。なお、

相続人とは遺産を受け取る資格のある人のことです）

の死亡により取得した生命保険金（死亡保険金）には

非課税限度額があると聞いたことがあるのではないで

しょうか。

非課税限度額 ＝ 500 万円×法定相続人の数

　遺族である相続人の生活を守るため、死亡保険金に

はこの非課税枠が定められています。相続人が妻と子

3人の計 4人ならば 2,000 万円です。相続税の税率は

現在 10％から 55％ですので、2,000 万円の現預金に対

して最低でも 200 万円の相続税を現金一括納付せねば

なりません。しかし、もし生命保険に加入しておいて

2,000 万円を死亡保険金として相続人が受け取れば、

非課税です。なお、非課税枠を利用するには、契約者（保

険料の負担者）と被保険者（保険のかかっている対象者）

が同一で、受取人は相続人

でなければなりません。

　非課税限度枠に

ついて詳しく知り

たい方はどうぞお

尋ね下さい。

（ＦＰ事業部　川嶋）
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○○○を飲むと、インフルエンザ予防の効果があるって本当？○○○を飲むと、インフルエンザ予防の効果があるって本当？

　体温が下がると免疫力が低下し、特に寒い日が続く冬の時期はインフルエンザにか

かりやすくなります。そのインフルエンザの予防に効果があるのがココアです。

　ココアの原料はカカオ豆で、このカカオ豆には古くから美容や老化防止など体にい

いと言われている成分が数多く詰まっています。某製菓会社の調査によると、ココア

を飲むと、ウイルスを攻撃し自然免疫力を高める「ＮＫ（ナチュラルキラー）活性」が

上昇し、インフルエンザ感染のリスクを下げる効果があることが判明しました。イン

フルエンザ予防の一つとして、ココアを飲むことを習慣化してみるといいかもしれま

せん。 （ＯＳ事業部　松井・松村）

個人情報の取り扱いに注意個人情報の取り扱いに注意

　平成 27 年に個人情報保護法が改正されました。施行は平

成 29 年春頃を予定しています。これまでは事業に活用する

個人情報を 5,001 人分以上持っている事業者が対象でした

が、改正後は全ての事業者へ個人情報保護法が適用されま

す。個人情報保護法では、情報の漏洩等が生じないように、

必要かつ適切な措置をとることを義務付けています。

　インターネットで情報をやりとりすることが当たり前に

なる中、個人情報流出に繋がる危険性も高まっています。

ハッカーなど外部からの不正アクセスへの対策はもちろん、

内部からの情報流出では流出件数が多くインパクトのある

ケースが多くなっており、内部への対策も重要です。

　個人情報保護への対策を怠って個人情報が漏洩した際、

法律違反の場合は刑事罰が科せられます。さらには漏洩し

た個人情報の本人から損害賠償請求のリスク、信用の低下

など、事業者は大きなダメージを受けます。また、漏洩し

た情報にマイナンバーが含まれた場合は、マイナンバー法

によって個人情報保護法より厳しい罰則が科せられます。

　個人情報、マイナンバーを適切に取り扱っているか、今の

うちに確認をしておきましょう。

＜対策例＞

・

・

・

・

・

ウイルス対策ソフトやＯＳのアップデートを最新に保

ち、パソコンなどに保存されている個人情報を外部から

守る

盗聴される可能性のあるネットワークは使用しない

個人情報へのアクセス権限を従業者一人一人に設定し、

万一流出した場合には流出元を把握できるようにする

ＵＳＢメモリなどで個人情報を持ち出す場合は暗号化を

する

従業員に対し、個人情報保護に関する教育を行う

（ＩＴ事業部　堀江）

　あけましておめでとうございます。例年に比べると暖かい冬の中、新
年を迎えることができました。昨年はオリンピックの開催やアメリカ大
統領選挙など、大きなニュースが多々あった年でしたが、今年も明るい
話題の絶えない素晴らしい一年となることを期待します。
　本年も社員一同、皆様のサポートに精一杯努めてまいりますので、ど
うぞよろしくお願いいたします。 （ＣＯＭ委員　神代拓巳）
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