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【要約】 

■法人課税 

・法人税率の引き下げ＝普通法人は 1.6％下がって 23.9％。中小法人は軽減税率の特例（19％→15％）

が 2 年延長。 

・外形標準課税＝大法人は、法人事業税の付加価値割が 0.48％から 0.96％に、資本割が 0.2％から 0.4％

に 2 倍に。利益にかかる所得割は 7.2％を 4.8％に引き下げ。なお、経過措置として今後 2 年間に限り

増加分の 2 分の 1 軽減措置がある。 

・実効税率＝現在の 34.62％が、平成 27 年度は 32.11％に、平成 28 年度は 31.33％に下がる。 

・欠損金の繰越控除＝大法人は現在の 80％から平成 28 年度までは 65％に、平成 29 年度以降は 50％

に引き下げ。ただし繰越期間は 1 年延長で 10 年に。 

・受取配当の益金不算入＝持ち株割合が 1/3 超の場合だけ 100％益金不算入。1/3 以下 5％超で 50％。

5％以下であれば 20％しか益金不算入にならない。 



  

 

 

 

・所得拡大促進税制＝要件（増加割合）が緩和された。 

・地方拠点強化税制の創設＝①移転型。東京から地方に移転すれば、最大特別償却 25％、特別控除 7％

が受けられる。②拡充型。雇用促進税制の要件を満たせば、税額控除（増加人数×50 万円）を受けら

れる。 

 

■消費課税 

・平成 29 年 4 月から 10％に引き上げ。 

・国境を越えた役務提供課税＝海外から電子商取引での仕入れは平成 27 年 10 月から課税。 

 

■個人所得課税 

・長期保有資産の買替え特例＝平成 29 年 3 月末まで延長。繰延べ割合が現在の 80％から、東京で 70％、

大阪で 75％に変更。 

・国外親族の扶養控除＝親族関係書類等の提出が義務化。 

・ふるさと納税＝①特別控除限度額が 10％から 20％に引上げ。②申告手続きが簡素化。 

 

■不動産税制 

・住宅取得資金等贈与＝平成 27 年から良質住宅で 1500 万円、一般住宅で 1000 万円まで非課税。平

成 27 年 10 月以降で 10％の消費税がかかる場合、良質住宅で 3000 万円、一般住宅で 2500 万円

まで非課税。その年以後は、順次非課税枠が縮小される。 

・住宅ローン減税＝控除額は一般住宅で 400 万円、認定住宅で 500 万円。平成 31 年 6 月まで延長。

消費税がかからない場合は、それぞれ 200 万円、300 万円の非課税枠となる。 

・固定資産税の減額＝認定空家は 1/6 課税が廃止（6 倍になる）。 

 

■資産課税 

・海外に転出する場合＝①1 億円以上の有価証券等を保有している方が出国する場合、譲渡所得税がかか

る。ただし 5 年以内の一時的な出国は納税猶予制度が選択できる。②贈与、相続により非居住者に有価

証券が移転する時も、譲渡所得税がかかる。 

・教育資金贈与＝1500 万円までを一括贈与すれば非課税。平成 31 年度末まで延長。手続きが簡素化さ

れる。 

・結婚、子育て資金贈与＝結婚、子育て資金として 1000 万円までを一括贈与すれば非課税。平成 27 年

度から平成 31 年度まで。 

 

■金融・証券税制 

・NISA の拡充＝①現行制度で上限が年 100 万円から年 120 万円に引き上げ。②子供 NISA の創設。年

間投資額の上限は 80 万円。 

■納税環境整備 

・財産債務明細書＝名前を「財産債務調書」と変え、所得金額 2000 万円以上で財産合計額 3 億円以上



  

 

 

 

等の方が提出該当者になる。罰則規定はないが、インセンティブを付与。 

・スキャナー保存＝税務関係書類はスキャナー保存でＯＫ。 

・マイナンバー制度＝今年 10 月から各自にナンバーが通知され、来年 1 月から利用開始。将来的には預

金情報も管理される予定。 

・非居住者の金融情報＝①非居住者が日本の金融機関にある口座情報は国税等に報告される。②日本の居

住者が海外口座で得た利息や配当所得も海外との情報の共有が強化される。 

 

 

 

 

 

 

【本文】 

１.改正のポイント 

 改正のポイントは、デフレからの脱却と経済再生です。そのために税率の改正を行うほか、高齢者から

次世代へ資産を移しやすくして経済活性化に繋げたいということで、新しい制度が始まります。 

 2 つ目は地方創生です。本社を地方に移せば税のメリットを与え、移転をよりしやすくしました。地方

経済を活性化させたいという政府の考えが表れた改正です。 

 その他では「ふるさと納税」で少し改正がありました。また社会保障と税の一体化ということでは「マ

イナンバー制度」が今年の 10 月から始まります。 

 3 つ目に、国際課税に関して、近年課税庁が非常に力をいれております。法人もそうですし、個人でも

税率の低い国に住所を移してまで課税を逃れようとする事例が増えています。そこを何とかしたいという

課税庁側の考えもあって、いくつか改正が入っています。 

 

２．法人税 

①法人税率の引き下げ（資料 1） 

 まず法人税ですが、税率が引き下げられます。昨年末から「景気の活性化に繋げたい」ということで、

新聞にも出ていましたので、ご存知の方も多いかと思います。 

 資本金 1 億円超の会社は普通法人となりますが、現在 25.5％の法人税が、約 1.6％下がって 23.9％にな

ります。資本金１億円以下の中小法人は現在所得年 800 万円以下については、19％の軽減税率が適用され

ていますが、さらに時限措置として平成 26 年度末まで 15％に引き下げられています。この時限措置の 2

年間の延長が決まりました。 

 税率を下げていきたいという政府の考えがあって、平成 24 年に 25.5％まで下げようとしていたのです

が、東北の震災があったため、一気には下げず、復興税率を適用し、一旦 28.05％としました。その後、

復興税の廃止に伴い平成 26 年度から 25.5％になり、平成 27 年 4 月 1 日以後の事業年度からはさらに引

き下げて 23.9％になります。 

 今後も下げていきたいと政府は考えていますが、なかなかそうはいかないようです。財務省が、「これ以



  

 

 

 

上下がってしまうと財源が無くなる」ということで、この辺りでせめぎ合いをしているところです。 

 

②外形標準課税（資料 2） 

・法人事業税の税率改正 

 外形標準課税の仕組みが少し変わります。外形標準課税は、資本金が 1 億円を超える法人に課されてい

る事業税です。 

 この法人事業税には、会社が払っている支払利息や地代、人件費といった費用の額を課税標準とする付

加価値割合と、資本金等の額を課税標準とする資本割、さらに所得に課税する所得割の 3 つがありますが、

従来のままでは黒字法人の税負担が重くなるということで、赤字法人にもある程度負担してもらいましょ

うということで、税率が少し変わりました。 

 付加価値割の部分が 0.48％から 0.96％に、資本割が 0.2％を 0.4％にと倍増となります。これに対し、

所得割を 7.2％から 4.8％に下げることにしました。 

 資本金 1 億円を超える大法人だけに外形標準課税を適用し、中小法人には適用されないという仕組みは

変わりませんが、中小法人の 7 割は赤字で、納税が無いということから、政府与党としては何とかこの制

度を中小法人にも入れたいという考えがあるようです。今後の動きに注意が必要かと思います。 

 今回の改正で、資本金 1 億円を超える大法人では、黒字会社より赤字法人の方が少し税負担が重くなり、

平均で 1600 万円くらい税負担が増えそうです。逆に黒字法人は、平均で 700 万円くらい税負担が減ると

いう試算があります。 

 この外形標準課税の事業税は平成 10 年から始まっていますが、事業をやっていることに対して行政サ

ービスも受けているでしょうということで、事業を行っているという事実に対して課税されます。 

 もう少し細かく見ていきますと、段階的に税率を上げていきます。改正前の付加価値割 0.48％が平成

27 年度 0.72％、平成 28 年度 0.96％と上がります。資本割も 0.2％が、0.3％、0.4％と段階的に上がりま

す。その代わり所得割は現在の 7.2％を、6.0％、4.8％と下げていきます。 

 そこで実行税率はどうなるかですが、法人税の税率が変わり、外形標準課税にかかる事業税の所得割の

税率が変わりますので、実効税率も変更されます。（資料 3）。 

 現行、法人税の税率が 25.5％、法人税に対する住民税は法人税額に対して 17.3％かかりますので、現行

で 4.41％、事業税の所得割が 7.2％。これを合わせますと 37.11％が現在の表面税率になります。 

 ただし事業税は税金計算上、損金に算入できますので、実際払う税金を費用として計算し直すと、実際

の税率は現在のところ 34.62％になります。これが、法人税を下げ、法人税を下がることによって住民税

も下がり、事業税の所得割の税率も下がるということで、平成 27 年の実行税率は 32.11％になります。さ

らに事業税が平成 27 年度に少し下がりますので、平成 28 年度では 31.33％になります。政府は、ここを

何とか 20％台にまで持って行きたいと考えています。 

 しかしながら、今のままではまだまだ税率は諸外国と比べて高いのです。中国を始め、東南アジアの法

人税は 25％前後ですので、このままでは海外に企業が逃げてしまいますから、何とか引き下げていきたい

のです。 

 中小法人には、事業税の所得割の適用はありませんので、現行実効税率 36.05％が、34.33％に下がるこ

とになっています。 



  

 

 

 

・法人事業税（資本割）と法人住民税（均等割）の改正 

 法人事業税の資本割は外形標準課税ですので、資本金 1 億円超の会社だけですが、改正前は資本金等の

額について 0.2％、0.4％をかけるとなっていたのですが、これが「資本金等の額」と「資本金と資本準備

金の合計額」のいずれか大きい方の金額になります。 

 「資本金等の額」というのは、法人税の申告書の別表 5 の 1 に記載されている資本金等の額で、これが

税務上の資本金等の額になります。これをベースにして資本割も均等割も計算しています。 

 これまでは、この資本金等の額を基に計算していたのですが、組織再編をした場合、金庫株等で資本金

が小さくなる場合があって、その結果課税額が少なくなってしまうので、こういう場合は税務上の資本金

額は小さいけれども、決算上（会計上）の資本金と資本準備金の額を合計した額の方が大きければ、それ

に基づいて資本割も均等割りも計算するということに変わります。 

 平成 27 年 4 月 1 日開始ですので、3 月決算の場合は、平成 28 年 3 月期の決算からの適用です。 

 どれほどの影響があるかというと、均等割りで、資本金等の金額が変わることによって一番低いところ

で 7 万円、一番高いところで 380 万円です。事務所等の設置により課税されますので、たくさん支店があ

るところとか、全国チェーンで資本金が大きい会社では、かなりの影響があるのではないかと言われてい

ます。 

 皆様の会社で資本金は変わっていないが、資本金等の額が少なくなっていることによって均等割りが少

ない場合、今後課税負担が大きくなる可能性がありますので、ご留意ください。 

 

・経過措置 

 このように外形標準課税が上がりますと、その分負担も大きくなってきますので、経過措置としての特

例が設けられています。特例①として、一定規模以下の法人で、外形標準課税の拡大により負担増となる

場合は、今後 2 年間に限り軽減されます。 

 外形標準課税の税率変更により、付加価値割の部分の税率が上がることになりますので、付加価値額に

ついて平成 27 年度分は平成 26 年度より増えた部分の 2 分の 1 が軽減されます。2 分の 1 軽減は、付加価

値額が 30 億円以下の場合です。30 億円超 40 億円以下の場合については、一定の計算をした上での軽減

となります。 

 特例②として、法人税の所得拡大促進税制の要件を満たす場合、給与等の支給額の増加分を付加価値割

の課税ベースから控除することができます。 

 政府の考えは「給料はたくさん払って下さい。その払った部分は税額控除します」といそれなのに外形

標準課税で賃上げした部分について、地方税の負担が増えてはいけないということで、ここを調整するた

めに、賃上げした部分は控除して計算しますという経過措置がとられました。外形標準課税の適用のある

法人はご注意していただければと思います。 

 ここまでが税率改正のところです。国としては税率を下げていっていますが、現実には皆様方はいろい

ろな特例を使って税金を少なくする方策、例えば課税の繰り延べで税負担を少なくする方策をよく使われ

ているかと思いますが、今年度の決算において繰り延べられるものがあれば来期に送って、税率が下がっ

たところで課税となったほうが有利になる場合があります。シミュレーションをしていただければと思い

ます。 



  

 

 

 

③欠損金の繰越制度（資料 4） 

 税率を下げると歳入が少なくなってしまいます。どこかで増やしていかなければということで、今回欠

損金の繰越制度を少し見直すことになりました。 

 ただし見直されるのは資本金が 1 億円を超える大法人だけで、中小法人には見直しは入っていません。

これまでどおり、欠損金の繰越は 100％出来ます。しかしながら今後、改正が入る可能性はあると思いま

す。 

 大法人は現在 80％まで繰越控除が可能です。例えば、欠損金控除前の所得が 400 万円だった場合、最

大 80％まで繰越控除されますので、80 万円だけ課税されます。改正後は平成 27 年 4 月 1 日から平成 29

年 3 月 31 日までの間は 65％控除になります。平成 29 年 4 月 1 日以降の事業年度では 50％に下がります。

繰越控除できる金額が減ってきますので、早く利益を上げて早く欠損金の控除を使って下さいというのが、

今回の改正です。 

 ただし設立 7 年以内の法人は大法人であっても 100％控除できます。 

 なお繰越控除を使える金額が年々少なくなっていきますので、繰越期間は改正前の 9 年間から 10 年間

に 1 年延長されます。 

 中小法人は繰越控除を 100％使えて、なおかつ期間延長も適用されますので、今後 10 年間欠損を繰り

越していけることになります。 

 この繰越限度額の見直しは、平成 27 年 4 月 1 日以降開始する事業年度からです。期間延長については

平成 29 年 4 月 1 日以降に開始する事業年度からの適用です。 

 

④受取配当等の益金不算入（資料 5） 

 受取配当金の益金不算入制度の見直しです。こちらも増税の動きになります。その背景にあるのは課税

ベースの拡大です。 

 受取配当金は、会社の課税後の利益を配当として還元していくものですから、この配当収入について、

もう一度課税すると二重課税になるということで、納税者が申告をすれば益金不算入になります。 

 持っている株式の割合によって益金不算入の割合が決まっており、現在は 25％以上の持ち株割合があれ

ば全額益金不算入で課税されないことになっています。25％未満では 50％だけ課税されます。 

 この割合の部分に改正があり、100％益金不算入になるのは 3 分の 1 超になります。3 分の 1 を超えて

持っていれば 100％益金不算入になりますが、3 分の 1 以下で 5％超であれば、50％不算入となります。 

 5％以下の少数持分については、20％部分しか益金不算入にはなりません。80％部分は課税されます。

大きな会社で少しずつ持っている場合は影響があるのではないかと試算されています。 

 この改正は平成 27 年 4 月 1 日以降の開始の事業年度について適用されますので、3 月決算であれば平

成 28 年 3 月期から、これに基づくことになります。 

 持ち株割合について、いつの時点を基準にするのかですが、配当基準日の前 6 ヶ月間にどれだけ持って

いたかで計算されます。ご注意していただきたいと思います。 

 会社で株式を持っていなければ問題ないかと思いますが、資産管理会社で一部株を持っていて、現在は、

全額益金不算入できているような場合、今後出来なくなることもあります。対策としては、株式割合を増

やしておくことになります。 



  

 

 

 

⑤研究開発税制の見直し 

 研究開発税制の見直しです。オープンイノベーションということで、外部機関と連携して研究をした場

合、税額控除が取れる仕組みです。産学共同での場合に適用になる制度です。 

 これまでの試験研究費の総額の 8～10％（中小法人は 12％）の税額控除は変わりませんが、控除限度額

が 30％から 25％に下がり、控除限度超過額の繰越は出来なくなりました。今年の 4 月 1 日からです。 

 なおオープンイノベーション型が少し拡充され、公益法人や社会医療法人との委託研究も対象になりま

した。 

 

⑥所得拡大促進税制 

 所得拡大税制を利用されている会社もあるのではないかと思いますが、従業員の所得を増やしていけば、

税金を少し安くしますという制度で、2 年前から始まっています。今年も少し緩和されました。 

 所得拡大促進税制とは、個人の所得水準を底上げする観点から、法人の給与等支給額を増加させる等一

定の要件を満たした場合、その増加額の 10％（法人税額の 10％、中小企業者等は 20％を限度）の税額控

除を受けることができる制度です。 

 要件は 3 つです。1 つは平成 24 年度を基準にして雇用者に対する給与支給額が増えていること、2 つ目

は前年支給の総額より増えていること、そして 3 つ目が、継続雇用者の平均給与支給額が増えたというこ

と。この 3 つの要件を満たしていれば税額控除できます。 

 このうち増加割合のところが今回緩和されました。これまでの平成 25 年で 2％、平成 26 年で 2％、平

成 27 年度から 3％、平成 28 年で 5％、平成 29 年で 5％増えていけばＯＫという要件が、改正後は中小企

業者の場合は 3％のままでＯＫ、大企業は 3％、4％、5％ということで段階的に引き上げていくと変わり

ました。平成 28 年 4 月 1 日以後の改正になります。 

 

⑦地方創生関連税制 

 地方創生の観点から税制です。企業の本社を地方に移す、あるいは地方の拠点を大きくした場合の設備

投資にかかる部分の減税と雇用促進税制の拡充です。 

 制度の概要は、一定の地域における本社機能等の強化について、必要な投資や雇用増を盛り込んだ計画

（「地方拠点強化実施計画（仮称）」）を作成して、都道府県の承認を受ければ、特別償却や税額控除を受け

ることができます。 

 この制度のキーワードは 3 つです。「東京 23 区」と東京、名古屋、大阪の「三大都市圏」、それと「そ

の他のエリア」で、東京 23 区内にある本社を「その他のエリア」に移す移転型と、現在の地方拠点を拡

充する「拡充型」の 2 つありますが、これを行えば税額控除が受けられる制度です。 

 特典の一つ目は、設備投資促進税制が受けられます。対象は平成 30 年 3 月 31 日までに本社を移すある

いは地方の拠点を大きくする計画を、都道府県に提出した上で承認を受け、その後 2 年以内に資産を取得、

事業の用に供し、一定規模以上の投資額（金額要件で大法人は 2000 万円以上、中小法人の場合は 1000

万円以上）であれば、移転型で最大特別償却 25％もしくは特別控除 7％の適用があります。 

 法律が施行された日から平成 29 年 3 月 31 日までに承認を受けたものが適用されます。平成 29 年 4 月

1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの承認であれば、特別償却は変わりませんが税額控除は 4％に下ります。 



  

 

 

 

 拡充型は、特別償却はいずれも 15％ですが、平成 29 年 4 月 1 日以降の承認の場合は税額控除は 2％で

す。計画をされる場合は早めに承認を受けた方が有利です。 

 地方創生関連税制のもう 1 つは「雇用促進税制の拡充」です。雇用を増やし支払給与額が増えれば税額

控除で税金を下げるという制度です。 

 仕組は 2 つで、特例 1 と特例 2 です。特例 2 は移転型。東京から本社を移した場合だけです。特例 1 は

そうでなくても適用があります。 

 特例 1 は、先ほどの計画の承認を平成 30 年 3 月 31 日までに受けていることと、現行の雇用促進税制の

要件を満たしていること。要件は大法人で 5 人以上増えているか、中小法人で 2 人以上増えているか、そ

れと全体で 10％増えていることの 2 つです。ただし 10％を満たしていない場合でも、控除できる金額は

少なくなりますが、適用はあります。 

 その控除金額は法人全体の前期と比較して増えた人数×50 万円です。ただし 10％要件を満たしていな

い場合は、増えた人数×20 万円になります。 

 対象となるのは、計画承認されてから 3 年以内に 1 回だけです。 

 特例 2 は移転型です。要件は移転型の承認を受けているということと、特例 1 の適用があること、事業

主都合で辞めた人がいないこと。これらの要件を満たしていれば、特例 1 とは別枠で、増えた人数につき

1 人当たり 30 万円の税額控除を受けられることになります。 

 この制度を使って 20、30 人の異動や新規雇用を行えば、かなり大きな金額を税額控除できますのでイ

ンパクトがある制度です。本社を地方に移して欲しいという国の考えの表れかと思います。 

 

３.消費課税 

①10％へ引き上げ 

 消費税は平成 29 年 4 月 1 日から 10％になることが決定しています。以前は景気判断条項がありました

が、今回はありません。ですから必ず上がります。 

 ただ軽減税率をどうするかという問題は残っています。食料品、日用品などは税率を低くする検討が行

われていますが、詳細はまだ決まっていません。今後の情報に注意が必要です。 

 

②国境を越えた役務提供に課税 

 消費税について、もう一点、国境を越えた役務提供も課税対象となります。 

 国内事業者、例えば楽天から仕入れた場合と、国外事業者のアマゾンから仕入れた場合、現在消費税に

ついてバランスが取れていないとの指摘があり、今後は海外から仕入れた分も課税することになります。

平成 27 年 10 月 1 日以後の取引からの適用です。 

 対象は、電子書籍、音楽、広告の配信、クラウドサービス等の電子商取引です。 

事業者同士の取引の場合、リバースチャージ方式で仕入れた国内事業者が消費税を納めます。相手方が消

費者であった場合、個人に納税義務はありませんので、海外事業者が申告納税することになります。 

 

４.個人所得課税 

①相続税 



  

 

 

 

 平成 25 年改正で、相続税の基礎控除額が変更されました。基礎控除額、5000 万円が 3000 万円に、法

定相続人 1 人当たり 1000 万円が 600 万円に下がっています。今年 1 月 1 日以後の相続から適用されてい

ます。 

 さらに税率変更で、最高税率が 50％から 55％に上がりました。増税だけではなく、小規模宅地の特例

では面積要件の緩和が 1 月から施行されています。これまで居住用宅地は 240 ㎡までで、事業用とは限定

併用だったのですが、改正後は、居住用は 330 ㎡までＯＫとなり、事業用との完全併用も認められます。

ですから事業用 400 ㎡に居住用 330 ㎡の合計 730 ㎡まで使えます。土地の評価額によっては基礎控除より

もメリットが大きい場合もありますので、関係する方は相続税の試算も必要かと考えます。 

 その他では、二世帯住宅の要件も平成 26 年から緩和されています。区分所有でなければ外階段の場合

も同居とみなすこととなり、介護施設に入られた場合であっても、直前まで住んでいた家の敷地は小規模

宅地の特例を適用することができます。 

 もう 1 つ、土地譲渡に関し取得費加算の制度が変わっています。相続開始から 3 年 10 ケ月の間に相続

で取得した土地を売買した場合、納めた相続税は譲渡していない土地部分も含めて費用になっていたので

すが、平成 27 年 1 月 1 日開始以後の相続については、譲渡した土地に係る相続税だけが取得費加算でき

ると改正されました。 

 相続時精算課税制度では年齢要件が変わりました。従来は 1 月 1 日において 65 歳になっている父母か

ら 20 歳以上の子への贈与について適用があったのですが、年齢制限が下がって、平成 27 年 1 月 1 日から

は 60 歳以上の父母・祖父母から、20 歳以上の子・孫へと変わりました。精算課税されていない方も考え

ていただいていいのではないかと思います。 

 

②個人課税で注目しなくてはならないこと 

 個人の海外資産について調査が厳しくなっています。国税による申告漏れの調査の結果、裁判になるこ

とも近年増えてきています。昨年、申告漏れ課税価格の総額は 163 億円と、非常に大きな額になっていま

す。海外資産については、国税は専門部隊をおいて調査しています。海外資産の取引がある場合、海外で

不動産をお持ちの方はご留意いただきたいと思います。 

 今回、個人課税で注目しなくてはいけないことを 3 つのキーワードでまとめてみました。まずは「マイ

ナンバー制度」です。この 10 月から始まります。住民票のある方全てにマイナンバーが届きます。これ

を源泉徴収票、社会保険にも付けていきますので、これまで 2 ヶ所給与の方で、1 ヶ所だけの所得で社会

保険を収めていた方について、２ヶ所分の合算する必要があることが年金事務所でも把握しやすくなりま

すので、注意していただきたいと思います。 

 ２つ目は「海外の目」ということで出国税です。有価証券を 1 億円以上お持ちの方が、5 年以上長期に

海外に行く場合、一旦譲渡所得税を精算してから出国してくださいという制度が 7 月から始まります。後

ほどご紹介します。 

 もう 1 つは「国外財産調書」です。国外財産調書はもう始まっています。国外に 5000 万円以上の財産

を持っている方は、確定申告書とは別に調書を出してくださいという制度が平成 26 年から始まっていま

す。 

 後でご説明します「財産債務明細書」は「財産債務調書」と名前を変えて、今年度から始まります。 



  

 

 

 

 国民すべてにマイナンバーを振って、どういう収入があるのかを国として把握できるようにしておく。

出国する場合も、海外に資産を持っていかれないようにする一方で、海外に行かない方についても、今ど

れだけ財産を持っているかを毎年申告して頂く。そういう仕組みづくりが始まっています。 

 国は、個人の財産をガラス張りにしたいのです。マイナンバーは、今のところ預金と結び付けるまでは

いっていませんが、当然結び付けて行くと思います。特定口座の有価証券の内容も全てわかりますし、預

金も全部見られてしまいます。国は資産税の課税漏れがないようにと、着々と整備を進めている、そのよ

うな印象を持っています。 

 

③買換え特例の改正 

 長期保有資産の買換え特例が平成 29 年 3 月 31 日まで 2 年 3 ヶ月間延長されました。 

 なお買替資産の対象であった機械装置とコンテナ用貨車が適用除外になりました。 

 また、課税の繰り延べの割合が 80％から、今回、地方から東京 23 区内への移転の場合は 70％しか繰り

延べられなくなりました。首都圏近郊整備地帯等への移転、これには近畿圏も入いりますが、この場合は

75％です。それ以外への地域への買い替えだけが従来通りの 80％です。 

 

④国外親族の扶養控除に書類の義務化 

 国外に親族がいる場合の扶養控除につき、親族関係書類等の提出が義務化されます。 

 非居住者である親族も所得税の計算上扶養控除の対象になりますが、何十人もの扶養家族がいるとして

所得税がゼロになったケースが、国税庁の調査結果で結構あったようで、今回改正が入りました。 

 そんなことがあるのかと思いますが、「海外に家族が 5 人いるので、確定申告で取り戻せますか」とい

った税務相談が実際ありました。本当に養っているのであればもちろん控除できますが、そうでない場合

が結構見受けられるようです。 

 では何が変わるのかというと親族関係図などを出して下さいということです。戸籍の附票の写し、出生

証明書などです。その人の実在を証明する書類です。それと、その家族にお金を送ったという書類です。

例えば送金依頼書、クレジットカードの利用明細書などです。これらの提出が義務化されました。 

 また書類は前もって提出しないと、扶養家族として源泉の計算はできません。注意が必要かと思います。

海外課税強化の一環として改正です。 

 

⑤ふるさと納税（資料 6） 

 「ふるさと納税」が拡充されます。特別控除の限度額が 10％から 20％に上がりました。それとともに

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が新しく始まります。 

 ふるさと納税の制度は、1 万円を寄附すれば 3000 円の地方の特産品が送られてきて、なおかつ税金も

戻ってきて“大変お得”ということで、ワイドショーで取り上げられたり、またその関係本が出たりしま

した。 

 今年の確定申告でも多くの方が利用されたということで、社会的にも影響がある制度かと思いますが、

ふるさと納税の特産品を提供している業者さんに聞きますと、売上が去年の倍くらいになっているという

ことでした。 



  

 

 

 

 ただ確定申告をしないといけないので結構面倒だったのですが、今回改正され、寄附先が 5 市町村まで

であれば、給与所得者がメインになりますが、市町村に控除申請をしておけば、必要な手続きは市町村間

でやっていただけるということで、確定申告は不要になりました。 

 この申告手続きの簡素化は平成 27 年 4 月 1 日以降の寄附から始まります。 

 そもそも「ふるさと納税」という寄附金控除は“ふるさとを応援しよう”という主旨から始まったのに、

現状は特産品を贈る競争になっていて、これはこれで市町村の負担にもなっていますので、“良識ある対応

を要請する”と税制改正大綱にも書いてあるように、今後どうなっていくかを見守っていく必要があると

思います。 

 

５.不動産税制 

①住宅取得等資金贈与の特例（資料 7） 

 住宅取得資金の贈与の特例が少し変わりました。非課税限度額の拡充と延長です。 

 取得する家屋の種類によって違いますが、省エネ住宅等の一定の良質家屋については、贈与の非課税枠

が大きくなりました。一般住宅はそれより少し少なくなる点は変わりありません。 

 平成 26 年までは良質な住宅 1000 万円、一般住宅 500 万円までが非課税だったのですが、平成 27 年 1

月 1 日以降の贈与については良質住宅は 1500 万円まで、一般住宅は 1000 万円まで非課税とし、さらに次

年からの消費税の増税に合わせて、仕組みが少し複雑になりました。 

 具体的には、消費税の適用税理率が 10％の場合とそうでない場合に分かれます。また個人間売買では消

費税がかかりません。この消費税がかからない取引では、良質住宅は 1500 万円が 1200 万円、1000 万円、

800 万円と年を追うごとに下がっていきます。一般の住宅は 1000 万円が 700 万円、500 万円、300 万円

と非課税枠は小さくなっていきます。 

 しかし業者から新築住宅等を買う場合、消費税が 10％かかりますが、これによって不動産が動かなくな

ってはいけないなということで、平成 28 年 10 月 1 日以後に契約締結した分は、良質住宅で 3000 万円ま

で、一般住宅でも 2500 万円までを非課税としています。 

 平成 28 年 10 月 1 日が基準日になっているのは、平成 29 年 4 月 1 日に消費税が上がりますが、その 6

ケ月前までに契約締結すれば引き渡し日が平成 29 年 4 月 1 日以後であっても消費税の税率は 8％のまま

で、それ以後の消費税が 10％適用される契約については、非課税枠をより大きくする仕組みになっていま

す。 

 具体的には 1 年目が良質で 3000 万円、一般で 2500 万円です。ですから夫妻それぞれの両親から 3000

万円ずつ贈与を受けて良質住宅を建てれば、6000 万円の非課税枠を使えますので、大きな資産を移せるこ

とになります。 

 この贈与は 3 年内に相続が発生したとしても持ち戻し計算にはなりません。完全な財産の切り離しがで

きます。この年に贈与されれば節税効果が一番大きいかと思います。 

 ただ仕組みが複雑です。平成 27 年中はいつでも同じですが、消費税が上がる平成 28 年 10 月の経過措

置が終わった後は、いつ贈与して、いつ契約して、いつ引渡しを受け、いつから住むか、あるいは買った

相手が課税業者なのかそうでないのか、といったところで贈与の非課税枠が大きく変わってきます。お客

様に説明される場合は注意が必要です。 



  

 

 

 

 また、良質な住宅として認められる要件が若干変更になっています。エコ住宅要件も見直されています。

なお増改築についても住宅取得資金贈与の非課税枠があります。 

 

②住宅ローン減税等の延長 

 住宅ローン減税の適用期限が延長されました。制度は大きく変わっていませんが、個人間売買であれば、

住宅の売買対価に消費税が入っていない場合がありますので、その場合は 400 万円が最大控除額ではなく

200 万円が最大控除額になります。認定住宅も 500 万円ではなく 300 万円になります。ご注意ください。 

 

③固定資産税の減額特例の改正 

 平成 25 年のデータですが、日本全体で空家は 820 万戸、これは、全住宅の 13.5％です。この空家に関

して、倒壊の恐れがあるなどの危険な家屋が増えてきたということで、一定の要件に該当する空家は、固

定資産税の減税対象外とし、課税標準の 6 分の 1 課税の適用がなくなります。結果固定資産税の負担は 6

倍になります。これにより取り壊しを推進したいのです。 

 取り壊し対象の「特定空家」の要件は、いま国交省が細かく作っていますが、10 年間空家のままなどの

要件を満たせば、市町村がこれを調査して、固定資産税の減額適用を受けられなくなります。といっても

壊すにも費用は掛かりますし、相続したが不要の場合もあります。となると、放置される空家が増加する

ことになる、これを何とかしたいということで、むしろ壊してしまって更地にした方が、場合によっては

固定資産税は下がりますというのが制度の趣旨です。 

 もう 1 つの改正は、サ高住への固定資産税の減税措置は平成 29 年 3 月 31 日まで延長になりました。 

 

④軽減措置の延長 

 土地売買や住宅用家屋の不動産登録免許税の軽減措置は平成 29 年 3 月 31 日まで延長です。 

 ただし会社分割に伴う不動産の所有権移転についての軽減税率は平成 27 年 3 月をもって廃止になりま

した。 

 また不動産取得税の軽減措置も住宅・土地等については、平成 30 年 3 月 31 日とサ高住などは平成 29

年 3 月 31 日まで延長となりました。 

 

６.資産課税 

①国外転出する場合の譲渡所得 

 平成 8 年にシンガポールに永住された方は 813 人、それが今は 1852 人とかなり増えてきました。香港、

ニュージーランド、スイスといった国は有価証券のキャピタルゲイン非課税国として知られていますが、

これらの国へ移住後、株式を売却しその売却益が課税対象外となる事例が近年増えてきました。この対応

策として今回改正がありました。 

 租税条約上、株式等のキャピタルゲインは、株式等を売却した者が居住している国に課税権があります

ので、未実現利益を含んだ株式等を保有したままキャピタルゲイン非課税国に出国されてしまうと、日本

ではもう課税できないことになります。そこで出国する前に、譲渡したものとみなして課税する特例が今

回創設されました。 



  

 

 

 

 要件ですが、まず対象者は出国後日本の住所がなくなる方、つまり非居住者になる方です。対象資産は

有価証券又は未決済のデリバティブ取引等でこれらを 1 億円以上保有されている方。そういう人が海外に

出られるとき、出国時に譲渡があったものとみなして、出国時の時価計算で譲渡にかかる税金を払って下

さいとなりました。 

 その他には、国外転出 10 年以内に日本に住所がある人も該当します。ですから、海外から日本に来ら

れた外国人も対象になります。ただし出国後 5 年内に日本に戻って来られた方は、更正の請求により納税

分は返ってきます。国外に出られて、そこで株式等を売却され、課税できなくなるのを何とか防ぎたいの

です。 

 納税猶予の手続きですが、出国が決まったら納税管理人の届出をしていただく。その後に海外に出たと

して、その翌年の確定申告時に確定申告書とともに担保提供をしていただく。その後は日本に帰ってくる

まで毎年 3 月の確定申告時に、海外にいるということで、納税猶予の届出を連続して提出します。そして

出国して、例えば 4 年後に帰って来たら、帰国の日から 4 ケ月以内に更正の請求をすれば担保提供してい

るお金は「免除」になって返ってきます。5 年を超えて帰国した場合は戻ってきません。ご注意ください。 

 ただし 5 年で帰ってくるつもりが仕事の都合で帰ってこられなくなる場合もあるでしょう。そういう場

合は 10 年まで延長できます。10 年内に帰ってくるのであれば、納税猶予の仕組みを使っていただけます。 

 しかしながら納税猶予期間を過ぎて帰国しなかった場合は、利子税も併せて払わなければなりませんの

でご留意ください。 

 納税猶予期間が到来した場合において、時価が下落していた時はどうなるかですが、例えば出国時 10

円だったものが、8 円に下がったのでこのタイミングでみなし譲渡税の納税をしていたが、納税猶予期限

に 5 円に下がってしまったとしても税金は返してもらえません。これに対し、納税しないまま納税猶予期

限が来た場合は、5 円で計算されます。 

 このほかには、納税期限までに有価証券を譲渡した場合は譲渡したところで精算することになりますの

で、譲渡していない部分は納税猶予が継続されます。 

 ですから海外に永住するのでなければ、納税猶予制度を使っていただいて、帰ってきたときに、免除し

てくださいとするのがいいのではないかと思います。 

 なお国外転出する場合の譲渡所得等の特例では、相続税・贈与税についても一定の調整があります。 

 海外に行かれるとか、ご子息が仕事で長期間海外に行かれる時に、有価証券をたくさん保有し出かけら

れる場合は注意が必要です。本人が海外に出る場合以外でも、例えば相続が発生し、海外にいる方に有価

証券を贈与する場合も、同じ仕組みが適用されます。 

 居住者が持っている株式を非居住者（息子、娘さんで海外に住んでいて非居住者になっている方）に贈

与しますと、今でも贈与税がかかりますし、相続だったら相続税を払わなければなりませんが、それだけ

ではなくて、居住者が持っている有価証券が海外に出たということで、譲渡所得税も払わなければなりま

せん。 

 ご自身が海外に行かれなくても、お子様に株券を移せば贈与税プラス所得税になります。本人がその株

式を取得した価額から、その贈与又は相続の時価の差額について所得税を払う仕組みです。 

 ただし、詳細はまだ未定の部分がありますので、今後の状況を注意してみていかなければいけないかと

思いますが、ご自身が日本にいても有価証券が相続や贈与で海外の居住者に所有が移れば先ほどの要件に



  

 

 

 

当てはまりますので、所得税の課税があるということだけは認識していただければならないかと思います。 

 

②教育資金贈与 

 教育資金贈与の特例が平成 25 年 4 月から始まりましたが、かなりの額の資産が次の世代に移っている

と聞いています。特例を使う方が多いので、平成 31 年 3 月 31 日まで延長になりました。また教育資金の

範囲も通学定期や留学の際の渡航代といったものが追加されました。 

 手続きも簡素化されました。現在はすべての領収書を金融機関に持っていかないと引き出せないのです

が、支払金額が 1 万円以下でかつ年中における合計支払金額が 24 万円以下までについては支払い明細で

手続き可能となりました。 

 

③結婚、子育て資金の一括贈与の非課税特例（資料 8） 

 結婚と子育て資金の一括贈与した場合の非課税特例が平成 27 年 4 月 1 日から始まります。期間は平成

31 年 3 月 31 日までです。 

 対象者は 20 歳以上 50 歳未満の子や孫です。贈与者は親・祖父母の直系尊属。結婚披露宴の費用、新居

に関する費用、子育てでは妊娠から出産に必要な費用、さらにはお子様の医療費や保育園に充てるための

費用などです。 

 非課税の限度額は 1000 万円です。金融機関を通して一括贈与です。両親やおじいちゃん、おばあちゃ

んがお子さんやお孫様名義の口座を作って、そこにお金を移して、そこからお子さんやお孫様がお金を受

け取る仕組みです。 

 ただし教育資金と大きく異なる点は、もし 50 歳到達時までに財産が残っていて贈与者に相続が発生し

た場合は、残っている財産は相続税の対象になります。また 50 歳までに使いきれなかった場合は贈与税

の対象になります。ですので、完全なる財産の切り離しではありません。教育資金は 1500 万円渡してし

まえば、その方が 30 歳までに使いきれば無税ですし、途中で祖父母が亡くなったとしても相続財産には

取り込まれません。 

 

④上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の拡充で 

 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度は、事業承継制度の一環で始まった税制ですが、こ

れまでは一代目が存命中に、二代目から三代目に株式贈与することが出来なかったのですが、それが今回

できるように改正されました。二代目に様々な事情があって三代目に事業を移さなければいけない場合へ

の対応が、これで可能となりました。 

 

７.金融・証券税制 

①ＮＩＳＡの拡充 

 現在大人ＮＩＳＡは年間投資額が 100 万円までですが、平成 28 年からの運用分については上限が 120

万円まで引き上げられます。 

 もう 1 つの改正は、0 歳から 19 歳の未成年の「こどもＮＩＳＡ（資料 9）」が、新しく始まります。こ

れにより夫婦子供 2 人の世帯で、現状世帯累積 1000 万円までの非課税運用枠が、改正後は 2000 万円まで



  

 

 

 

引き上げられます。 

 ただし子供ＮＩＳＡは仕組みが少し複雑です。対象となるのは子供ですが、年間の投資額の上限額は 80

万円です。期限は平成 28 年 4 月から平成 35 年 12 月末までですが、順調にいけば延長になるのではない

かと言われています。 

 ただこの制度が終わったとしても、子供が 18 歳になるまでは引き出せません。制度が終わってもその

口座は子供ＮＩＳＡとして残ります。ですから 18 歳まで引き出さずに運用できる資産でやっていただく

のが宜しいかと思います。 

 口座開設にはマイナンバーを使うことが決まっています。 

 また親権者が未成年者の代理として運用管理していくことになりますが、親が勝手に引き出せないよう

に払い出し制限があります。非課税枠を使うために引き出せなくしているわけですから、引き出せば当然

課税されます。 

 ただし、災害等やむを得ないことが起こった場合は、非課税のままで引き出すことができます。 

 これまで 110 万円の贈与税の非課税枠を使って、お孫さんに年間 110 万円ずつ贈与されている方もおら

れるかと思いますが、そのうちの一部を子供ＮＩＳＡで使えば、お孫さんの名義に移りますので、名義預

金問題は起こりません。上手く使っていただければと思います。 

 

８.納税環境整備 

①財産債務明細書（資料 10） 

 最後は納税環境整備です。 

 先ほど少しご説明したように、国は個人資産をガラス張りにしたいということで、これまでも所得が

2000 万円を超える方には確定申告書とともに財産債務明細書を提出することになっています。この明細書

を出さなければ税務署から「出して下さい」という書面が来る程度で、罰則規定がないこともあり、提出

されていない方もおられるかと思いますが、来年 1 月 1 日以後、財産債務明細書を「財産債務調書」と名

称を変えた上で、インセンティブを設けて提出が義務付けられています。 

 提出要件は少し変更があり、所得金額が 2000 万円を超える方で、かつその年の 12 月 31 日に有する財

産合計額が時価 3 億円を超える方、また同日において国外転出をする場合の譲渡所得等の有価証券を 1 億

円以上持っておられる方が対象となります。不動産をお持ちの方は注意していただかなければなりません。 

 記載していただく内容は財産債務のほぼ全てです。今は、財産債務明細書に財産の種類、数量及び価格

となっていますが、今後はこれに加えて財産の所在、有価証券の銘柄及び取得価額についても書いていた

だくことになります。 

 提出期限は 3 月 15 日の確定申告書の期限と同じです。 

 インセンティブとしては、調査で申告漏れが見つかった場合、加算税は本税より少なくするとしていま

す。 

 ただし、提出しなくとも今のところ罰則規定はありません。しかし海外に 5000 万円を超える資産があ

る方が提出する「国外財産調書」制度は平成 26 年から始まっていますが、始まった当初は罰則規定は無

かったのですが、今は 1 年以下の懲役もしくは 50 万円以下の罰金と変わっています。同様に後々罰則あ

りに変わる可能性はあるとみられています。今後の情報に注意してください。 



  

 

 

 

②スキャナー保存制度 

 スキャナー保存制度が見直されます。領収書及び契約書の金額要件が廃止されますので、紙での保存が

大変という場合はスキャナーを使っていただいたほうが宜しいのではないかと思います。 

 

③マイナンバー制度 

 10 月から各自にマイナンバーが通知され、来年 1 月から順次利用が始まります。納税者はそのナンバー

を使うだけということですが、法人は雇用者の立場もありますので、事業主は個人のナンバーの取扱いに

は重々注意していただかなければなりません。それに合わせて法定調書、年末調整、源泉徴収票の様式も

変わってきますので、システムも変更が予定されています。 

 またマイナンバーは預金情報の管理にも将来使われる予定です。いまは強制ではありません。任意に出

してくださいということですが、今後はすべての財産をマイナンバーで見ていく方向です。マイナンバー

を使えば、簡単に預金の名寄せができてしまいます。 

 

④非居住者に係る金融口座情報の報告制度 

 非居住者の金融口座情報の報告制度が整備されます。非居住者が日本の金融機関に持っている口座につ

いて、海外当局と情報交換できることになります。海外から日本への情報提供も強化されますので、日本

の居住者が海外口座で得た利息や配当所得について、これまでは分からなかったことがたくさんあったの

ですが、今後は“課税漏れ”と指摘される可能性が高くなってくるかと思います。海外口座を開いている

方は、注意していただければと思います。 

 

⑤その他 

 契約者変更があった場合の生命保険の支払調書の提出が義務化されます。生命保険の契約者を変更する

時は、これまで支払調書は税務署に出ていなかったのですが、これからは出ていくことになります。保険

の権利を贈与した場合は、贈与税の申告も必要だと思います。平成 30 年以後の契約者変更になったもの

から提出が義務付けられます。 

 

９.結び 

 国は法人税は下げる方向で、所得税は上げる方向で、そして資産税は取り漏れが無いようにと穴を塞い

でいく動きが強くなってきています。納税者としては、国が作っている非課税枠などの優遇措置をきっち

り使っていただく一方、相続税では課税枠が下がってきていますので、その対策も早めにしていただく方

がいいかと思います。 

 また課税庁は、財産債務の明細書の提出にみられるように、個人の財産情報を集める仕組みをどんどん

作っていっていますので、これにどう対応していくのかといったことを考えていただければと思います。 

 まずは現状把握をしていただき、例えば相続税と贈与税のどちらがより税率が安いかといったことも見

て、早めの贈与を行うなどの対策をして、資産を次の世代に移していかれるような検討をしていただけれ

ばと思います。 

（終わり） 
























