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2021 WINTER

2021 年度税制改正大綱
確定申告が必要になる場合とそうでない場合

企
業
環
境
が
激
変
す
る
中
の
柔
軟
経
営

　財務省の国内企業数の将来推計によると、2015 年末に 402 万社あった企業が、2040 年末

には 295 万社へと大きく減少する見込みとなっており、中でも 2015 年から 2025 年の 10 年

間では 83 万社の急激な減少になると予測されています。現在の取引先がいつまでも続くと

は限らない時代へ突入しており、その危機管理が必要になっています。人口減少および少子

高齢化の波、加えて昨年当初より新型コロナウイルス感染症が、経済や社会に甚大な影響を

与えています。

　私たち経営者はどうすべきでしょうか。「これまでも幾多の危機を乗り越えてきた、だか

ら今はじっと辛抱の時」と言われる経営者の方も多くいらっしゃるでしょう。しかし、この

ように相次ぐ大きな構造変化に直面する中では、もはや過去の経営の成功体験では通用しな

いと考え、経営ビジョンを根幹から見直す必要があります。現状の商品・サービスが、変化

する顧客ニーズに合っているのかを適切に捉え「どのような顧客層に」「どのようなニーズ

を満たす商品・サービスを」「どのように提供するのか」、原点に立ち返り改めて事業を見直

すことが大切です。

　そのためには経営計画が重要な位置づけとなります。目まぐるしく変化する環境下では年

次での計画自体はあえて策定せず、激変する環境に即応して事業運営を変遷させていく企業

もありますが、顧客ニーズと自社の戦略のギャップを知らせてくれるのが計画値と実績値の

乖離です。計画がなければ顧客ニーズの変化に気が付くことも出来ないでしょう。変化を迅

速に掴み、環境に合わせ即座に計画を見直し、運営に直結させるスピーディーな対応が必要

です。

　ポストコロナ社会に向けて経営計画にも柔軟性が求められる時代です。ワクチンも見えて

きた新年、知恵を出し合いこの苦境を乗り越えてゆきましょう。
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2021年度税制改正大綱2021年度税制改正大綱

１．住宅ローン控除特例の延長・要件の緩和
　住宅の取得等に係る消費税が 10％の場合に住宅

ローン控除の控除期間を 13 年間とする特例が 2022

年末まで延長されました。ただし、契約時期につ

いては要件があり、右の表の通りとなっています。

また床面積要件として、従来は 50 ㎡以上となって

いましたが、改正後は合計所得金額 1,000 万円以

下に限り、40 ㎡以上 50 ㎡未満の住宅についても対

象となります。

種類

注文住宅

分譲住宅
既存住宅
増改築等

契約時期 入居時期 消費税率

2020年10月1日

2021年9月30日

2020年12月1日

2021年11月30日

2022年12月31日迄 10％

～

～

２．土地の固定資産税の課税標準額・税額の据え置き
　2021 年度は、3年に一度の固定資産税評価額の評価替えの年に該当します。固定資産税評価額が下がった土地につ

いては下がった評価額に基づき課税されますが、固定資産税評価額が上がった土地については、2021 年度に限り、

原則として税額を据え置くこととなりました。本来増額されるべき金額については 2023 年度に向けて段階的に税額

を引き上げる負担調整措置が取られます。

３．税務関係書類の押印義務の見直し
　2021 年 4 月 1 日以後に提出される税務関係書類について、納税者等の押印が不要となります。ただし、遺産分割

協議書や納税保証書等といった、実印及び印鑑証明書の提出が求められる書類については従来通り押印手続きが必要

となります。 （監査部　飯野）

確定申告が必要になる場合とそうでない場合確定申告が必要になる場合とそうでない場合

　今年も確定申告の時期が近づいてきました。給与や年金、不動産などの所得以外にも確定申告が必要になるケー

スがいくつもあります。今回は確定申告が必要になる可能性がある所得についての一例をご紹介します。

①保険の受け取り金

　生命保険や個人年金保険などから受け取る

お金には、所得税が課税対象となるものと非

課税となるものがあります。

課税対象のもの

生命保険の満期保険金や解約返戻金

　　　　　　→　一時所得になる可能性

個人年金保険から受け取る年金

　　　　　　→　雑所得になる可能性

非課税となるもの

生命保険の入院給付金、手術給付金、通院給

付金、がん診断給付金、所得補償保険金など

　ただし、これらは保険の契約者、被保険者、

受取人が同一の場合です。契約者と受取人が

別の場合などは贈与税の対象となる場合があ

ります。

②メルカリ等での売却収入

　近年ではパソコンやスマートフォンで簡単にネットオーク

ションやフリーマーケットサイトで売買をおこなうことが可

能になりました。特にフリマアプリ大手のメルカリを利用し

て不用品などを処分して収入を得ている人も少なくないので

はないでしょうか。

生活用動産の売却は非課税

　衣服、家具、自家用車など生活をするうえで欠かせないも

のを生活用動産といい、いらなくなった物品の売却で得た所

得（売却価格－購入価格）は非課税になります。ただし、貴

金属や骨董品等で 1点当たり 30 万円を超えるような高価な物

品の売却で得た所得は譲渡所得として課税対象になります。

ハンドメイド作品や転売目的で購入した商品を販売した場合

　販売した資産が生活用動産であっても、売却価格から材料

費や仕入れ代、経費を除いた金額が雑所得として課税対象に

なります。売却による収入で生計を立てているような場合な

どは事業所得として課税対象になります。

　課税対象となる場合でも特別控除額があったり、年末調整により所得が確定した方は 20 万円以下の所得であれば

所得税の申告が不要（住民税の確定申告は必要）になったりします。また、申告に際しては資料を取り寄せたり計

算が必要になることもあります。

　確定申告で気になることがございましたら早めに担当者に質問していただきますようお願い致します。

（監査部　中居）
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医療費控除のおさらい医療費控除のおさらい

　医療費控除は、本人または生計を一にする家族が 1年間で支払った医療費の合計が一定の金額を超えたときに、

その医療費を基に計算した金額分の所得控除を受けることができる制度です。控除の対象の代表的なものをまとめ

ると、以下の表の通りです。

区分 対象になる費用 対象にならない費用

通院
・

入院

・医師に支払った診療費や治療費

・治療を目的とした柔道整復師等の施術費用

・医師の診療を受けるための通院費

・入院したときの部屋代や食事代

・松葉杖、補聴器などの医療用器具の購入代

・予防接種、健康診断の費用(※)

・疲れを癒したり、体調を整えるための

　柔道整復師による施術費用

・自家用車で通院した場合の通院費

・入院したときの差額ベッド代

医薬品 ・治療や療養に必要な医療品の購入費用 ・ビタミン剤やサプリメントなどの購入費用

歯科 ・虫歯の治療、治療を目的とした歯列矯正 ・美容目的の歯列矯正

出産
・妊娠してからの検査、定期検診や通院費用
・助産師による分娩の介助にかかった費用

・手伝いに来た親族に対して支払った謝礼

(※)ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、治療が行われた場合は、医療費控除の対象になります。

（監査部　井本）

貸物件のよくあるトラブル　その修繕費用誰が負担するの？貸物件のよくあるトラブル　その修繕費用誰が負担するの？

　賃貸物件でよくあるトラブルをご紹介します。

① 台風で建物の一部が破損したのだが、大家さんが修繕してくれない。

② 老朽化で排水設備が破損しているのだが、大家さんが修繕してくれない。

　自然災害、老朽化等で賃貸物件の建物が破損するということはよくあります。賃貸借契約を締結している場合、

原則的には貸主側に修繕義務があります。それはなぜか？　その基準が、民法に定められる「修繕をしないと使用

収益を得ることができない場合」となっているためです。

　しかし上記の事例の様に、建物の破損具合が軽度で契約で定めた借主側の目的に問題がないとして、貸主から修

繕を拒否される場合があります。実際の賃貸借契約書には修繕負担の記載がない場合もあり、そのため借主が泣き

寝入りをし、修繕費を負担している事例を時々お聞きします（修繕費用よりも裁判費用のほうが高額になる、弁護

士同士で話し合っても解決しなかった等々）。

　こういったトラブルを防ぐ意味で①老朽化・自然災害時の修理負担を誰がするのかを貸主または仲介業者に確認

しておく②貸主が賃貸物件に火災保険をかけているのかを確認しておく③古い物件の賃借を検討しておられる場合

は老朽化の有無等を細かく確認しておく等、契約前に入念な確認をすることが望ましいです。（ＦＰ事業部　北守）

Internet Explorer から他ブラウザへInternet Explorer から他ブラウザへ

　インターネットブラウザ（閲覧ソフト）である Internet Explorer（以下 IE）のサポートが順次終

了しています。IE11 においては、Windows8.1 では 2023 年 1 月まで、Windows10 では一部を除き 2025

年 10 月までのサポート期間となっています。サポート終了に伴う問題は主に 2つあります。

１ サポート期間が終了しても IE は使えますが、セキュリティに問題が見つかっても修正プログ

ラムが基本的に提供されなくなり、有害な攻撃を受ける危険性が高まります。

２ サポート終了が決定しているため、IE で利用できるサービスの開発は進められません。新しい技術を搭載し

たサービスが IE では利用できない可能性が高くなります。既に Youtube や Facebook などは IE での利用がで

きず、今後 IE 非対応のサービスは増えていきます。

　上記のことから、今のうちに他のブラウザに乗り換えておくべきです。ただし、古くからあるサービスには IE で

しか表示できないものもあります。その場合は他のブラウザと IE を併用し、徐々に IE 以外に移行していくように

しましょう。 （ＩＴ事業部　堀江）
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体を温めるスープ体を温めるスープ

　冬になり、布団から出るのも億劫になってきました。そんなとき風邪をひかないた

めに大切なのは体を温めることです。体を芯から温めるスープを今回は紹介します。

　今回紹介するスープは酸辣湯風玉ねぎスープです。

材料(2人前)

大根 ……………… 40g

玉ねぎ …………… 1/4個

しめじ …………… 20g

卵 ………………… 1個

おろししょうが … 小さじ1

中華だしの素 …… 小さじ1 

酢 ………… 小さじ1

醤油 ……… 小さじ1/2

塩胡椒 …… 適量

ラー油 …… 適量

七味唐辛子 … 適量

水 ………… 350ml

＜作り方＞

・大根を短冊切り、玉ねぎを薄切りにする

・しめじの石突を取り除き、食べやすい大きさに切る

・卵を溶きほぐしておく

・鍋に水、大根、玉ねぎ、しめじ、おろししょうが、

　中華だしの素を加えて弱火にかけ、野菜に火が通る

　まで煮る

・溶き卵をさっと煮て、酢、醤油、塩胡椒を入れる

・器に盛り、ラー油と七味唐辛子を少々加える

　しょうがや玉ねぎなどの体を温める食材の入ったスープを毎日飲み、体を内側から温めることで、風邪や冷え

性を予防することができます。

　ですが、「具合が悪い」と思ったら無理をせず、早めに病院に行くことも大切です。スープで寒い冬を乗り切り

ましょう。 （監査部　土田）

新春を迎え皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。本年も何とぞ宜しくお願い申し上げます。

※昨年の写真を加工しています。

　新年あけましておめでとうございます。
　With コロナ時代と言われるようになり久しいですが、ワクチンの流通
や治療法の確立が待たれる中、本年は明るい話題が溢れること期待した
いと思います。
　皆様におかれまし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務めて参りますの
で、どうぞ宜しくお願い致します。 （ＣＯＭ委員　奥野）

相続まるごと相談センター
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