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2020 年度税制改正大綱のポイント
印紙税の再確認
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　アメーバ経営は、京セラ名誉会長稲盛和夫氏が会社を経営していく中で、実体験から編み出し

た経営手法です。アメーバ経営を行っている京セラは 1959 年の創業以来一度も赤字を出しておら

ず高収益を上げ、発展し続けています。その素晴らしい実践経営哲学を学ぼうと組織された経営

塾「盛和塾」が、稲盛塾長が高齢となられたため、昨年12月をもって廃塾となりました。今回改めて、

私たち中小企業にとってアメーバ経営がいかに重要であるかを考えてみました。

　アメーバ経営は、「会社経営とは一部の経営トップのみで行うものではなく、全社員が関わるも

のだとの考えに基づき、会社の組織をできるだけ細かく分割し、それぞれの組織の仕事の成果を

分かりやすく示すことで、全社員の経営参加を促す経営管理システム」です。経営に関わるとは、

経営者だけではなく社員も自分たちの収支を管理し、利益に対してしっかり責任を負うことを意

味しており、全社員が利益管理に取り組みます。アメーバ経営は会社組織をアメーバと呼ばれる

小集団組織に分け、各アメーバのリーダーが経営者のように小集団組織の経営を行います。アメー

バを構成するリーダーとメンバーは、自部門の利益を最大化させることを目標に創意工夫を行い、

日々の仕事に取り組むことになります。企業が継続発展していくためには、社員全員が一つの目

的のために協力し合えるような風土を醸成することが大切な要素となります。そのため、アメー

バ経営では、社員全員の能力を最大限に発

揮できる経営環境を実現することを目指し

ます。

（京セラコミュニケーションシステム抜粋）

　私たち中小企業は優秀な管理者が豊富に

いる環境ではありません。だからこそ社員

全員が経営に参画していくアメーバ経営の

考え方が大切です。

　私も稲盛塾長から多くの教えをいただい

た塾生の一人として、ど真剣にアメーバ経

営に向き合っております。

組織を細分化し

収支責任を明確にする

部門別採算制度を導入し
仕事の成果を

「時間当り付加価値」
として数字で見える化する

時間当り付加価値（収支）を
向上するための

創意工夫や努力をする

現場（全社員）の知恵を活かし
収支を向上する（経営に参加する）

＝
全員参加経営の実現
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2020年度税制改正大綱のポイント2020年度税制改正大綱のポイント

１．ひとり親にも「寡婦控除」が適用
　配偶者と死別したり、離婚したりしたひとり親を

対象とした「寡婦控除」を未婚のひとり親にも適用

します。また、「寡婦控除」については寡夫（男性）

と寡婦（女性）で適用条件が異なっていましたが条

件の差はなくなります。2020 年分より適用となりま

す。

右図：新たな控除の対象範囲（赤が変更点）

２．「ＮＩＳＡ」見直し
　個人投資家向けの優遇税制の「ＮＩＳＡ」につい

て 2024 年以降、比較的リスクの低い投資信託などに

対象を限った年間最大 20 万円の「積み立て枠」を新

たに設けたうえで、従来のように株式に投資できる

年間最大 102 万円の「投資枠」を作り、5年間で最

大 610 万円の投資による利益が非課税になります。

３．企業版ふるさと納税の拡充
　企業版ふるさと納税制度については 5年間延長したうえで、税額から一定の金額を控除する「税額控除」の割

合を現在の 3割から 6割に拡大します。この特例措置とは別に、企業が自治体に寄付した場合は全額が損金に算

入されるため、これを合わせると、寄付額のおよそ 9割に相当する税負担が軽減されることになります。

所得税

個人
住民税

配偶関係

本人所得
（合計所得金額）

本人が女性
（子あり）

本人が男性
（子あり）

本人が女性
（子あり）

本人が男性
（子あり）

死別・離別

～500 万円 500 万円～

35 万円 27 万円×
27→35 万円 ─

30 万円 25 万円×
26→30 万円 ─

未婚

～500 万円 500 万円～

35 万円 ─

35 万円 ─

30 万円 ─

30 万円 ─

従来のＮＩＳＡ

5年で計 600 万円

年 120 万円

新ＮＩＳＡ

5年で計 610 万円

年 102 万円（投資枠）

年 20 万円（積み立て枠）
投資信託などに限定

（監査部　中居）

印紙税の再確認印紙税の再確認

　印紙税は、日常の経済取引に関連して作成される文書のうち、課税物件表に掲げる文書に課税される税金です。

印紙税法では、文書が課税物件表に掲げる課税文書に当たる場合において課税することを規定しているに過ぎな

いため、文書の名称又は呼称から印紙税法上の契約書に該当するかは判断できず、文書の内容や作成目的から判

断することになります。課税物件表に記載されている文書には以下のものがあります。

文書の種類 主な契約書例 対象となる契約金額等

譲渡、賃貸借に関する契約書

消費貸借に関する契約書

運送に関する契約書

請負に関する契約書

継続的取引の基本となる契約書

売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書

不動産売買契約書、不動産賃貸借契約書

金銭借用証書、金銭消費貸借契約書

運送契約書、貨物運送引受書

工事請負契約書、請負金額変更契約書

売買取引基本契約書、業務委託契約書

商品販売代金の受取書（領収書）

1万円以上から

1万円以上から

1万円以上から

1万円以上から

金額規程なし

5万円以上から

　事業を行う上では、意図せずに課税文書が発生することがあります。例えば、「本書二通を作成し、各自署名捺

印の上各一通を所持する」といった条項を加えて同一の取引について数通の契約書を作成した場合、この作成し

た二通とも印紙税の対象になります。

　平成 26 年 4 月 1 日から令和 2年 3月 31 日までに作成される「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」

については印紙税の軽減措置があります。「不動産譲渡契約書」については、契約書に記載された契約金額が 10

万円を超えるものについて貼付すべき印紙税額が軽減されています。なお、記載された契約金額が 10 万円以下の

ものは軽減措置の適用はありません。

　「建設工事請負契約書」については、契約書に記載された金額が 100 万円を超えるものについて印税額の軽減措

置があります。この場合、建物設計の請負が併記されている契約についても印紙税の軽減措置が適用されます。

　契約書を作成する場合には契約書の名称ではなく、契約書の内容から印紙をいくら貼付すべきか確認すること

が肝要になります。 （監査部　井本）
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加算税、延滞税とは？加算税、延滞税とは？

　最近、脱税や所得隠しといった言葉をニュースでよく聞きます。税務調査で脱税や

所得隠しがばれてしまった場合、本来の税金に加えてペナルティである加算税や延滞

税が課せられます。この加算税や延滞税について解説します。

　加算税とは、申告が適正にされなかった場合や源泉徴収などを怠った場合に課せら

れるペナルティです。過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税の 4

種類があります。加算税の税率は一番低いもので過少申告加算税、不納付加算税の

10％ですが、重加算税の場合、税率は追加本税の 35 ～ 40％と非常に大きい税率が課

されます。

　延滞税は、法定納付期限までに納める税金を納付していない場合に課税されます。

また、期限後に修正、更生または決定の処分を受けた場合、納める税額が不足していた場合にも延滞税が発生します。

納付期限から 2か月の間の場合、最大で年率 7.3％、2か月を超える期間の場合は最大で年率 14.6％が課税されます。

　重加算税が課された場合、非常に大きなペナルティを支払う必要があり、事業に大きな影響を及ぼします。日頃

から正確な会計処理を行い、申告は適正にしましょう。 （監査部　土田）

もめない相続もめない相続

　相続トラブルは我が家に関係ないと思っていませんか？　お金持ちだけが相続トラブルになるわけではありませ

ん。最近よく聞くようになった『争族』の原因は金銭だけではありません。ほとんどが感情のもつれが原因です。

遺言を遺したが兄弟が争った事例（父親は同居して面倒を見てくれている長男に沢山遺したい気持ちがあった）

・父親が子どもの仲を心配して遺言書を遺した

・相続人　長男、次男、三男　（母はすでに他界）

・総財産 3,000 万円

・遺言書の内容　長男に居宅と土地（評価額 1,700 万円）、

 　　　　　　　預貯金 1,000 万円

 　　　　次男に預貯金 150 万円

 　　　　三男に預貯金 150 万円

次男と三男が自分の取り分が少ないと

長男を訴えて争いになった。

遺言を遺したけど遺留分（最低限の

取り分 6分の 1）を侵害していた場合に

ありえる事例です。

　上記の場合は次男と三男の遺留分にあたる 500 万円を、遺言書に記載したり、生命保険で準備したりしておく必

要がありました。相続人同士、争わないように生前からしっかりと対策しておくことをおすすめします。

　『遺言書を遺したから大丈夫！』。それが原因で家族がバラバラになることもあります。心配な方はぜひ一度相談

にお越しください。 （相続まるごと相談センター　彼谷）

ネット上の詐欺に注意ネット上の詐欺に注意

　インターネットを利用していて、以下の内容を見たことはあるでしょうか。

　・ウイルス警告が出て、解決方法へ誘導される

　・当選画面が出る、当選のメールが届く

　・脅すような内容のメールやショートメッセージ

　これらはほとんどの場合が嘘の案内です。情報漏えいや不当請求などの入り口となっています。表示された文章

や状態を検索してみると同じ事例が報告されていると思います。また、警察からも情報提供されている場合があり

ます。それらを見て、本物か偽物かを判断しましょう。

　偽物と判断できたら、無視しましょう。それだけです。電話も、リンクのクリックも、アプリのインストールも

してはいけません。

　このような不審な案内は、どれだけ対策しても私たちのもとに届いてしまいます。そのため自分で判断し、対応

する必要があります。例で出した手口はわかりやすい方法ですが、年々手口は巧妙になっています。予定にないも

のが表示された場合は、ひとまず「偽物では？」と疑い、落ち着いて判断してください。 （ＩＴ事業部　堀江）
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屋内原則禁煙化 2020 年 4 月～屋内原則禁煙化 2020 年 4 月～

　2019 年 1 月より段階的に施行されてきた、受動喫煙を防止するための『健康増進法の一部を改正する法律』が、

2020 年 4 月より全面施行となります。行政機関などは 2019 年 7 月の一部施行で既に原則全面禁煙となっており、

オフィス等商業施設の禁煙について簡単に説明します。

　オフィス等商業施設における禁煙としては、原則として敷地内禁煙が義務付けられているのですが、喫煙可能

スペースとして次の 3種類の設置が認められています。

　① 屋内に喫煙以外の行為（飲食等）が厳禁である喫煙専用室の設置 

　② 屋内に飲食等を行ってもよい加熱式たばこ専用喫煙室の設置 

　③ 屋外の喫煙所の設置

　喫煙専用室は飲食等の行為が厳禁である以外に、たばこの煙の流出を防

止するための技術的基準をクリアしていること、20 歳未満の者（従業員を

含む）を立ち入り禁止とすること、喫煙専用室が設置されていることを示

す標識、喫煙室であることを示す標識、喫煙室への 20 歳未満の者の立入

りが禁止されていることを示す標識を掲示すること等を満たしている必要があります。

　2020 年 4 月まで残り少ないですが、事業所の喫煙所が条件を満たしているかどうかを再確認しておきましょう。

（監査部　飯野）

確定申告資料の準備をお願いします

　今年も確定申告の時期が近づいてきました。弊社といたしましては、お客様により良いサービス

をご提供できるよう、業務の早期着手に努めております。

　つきましては、担当者よりご依頼させていただく資料について、十分にご確認の上、ご準備くだ

さいますようお願い申し上げます。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

　新年あけましておめでとうございます。

　新元号『令和』に変わり初めての正月を迎え、また今年は夏に東京オリンピッ

クが開催されます。日本選手の活躍と日本に明るい話題が溢れることを期待

したいと思います。

　皆様にとっても、明るい話題が絶えない年となることをお祈りすると共に、

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、どうぞ宜

しくお願い致します。 （ＣＯＭ委員　山影）

相続まるごと相談センター
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