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■ 活動報告
「菅原一秀を囲む公認会計士の会」
第2回通常総会及び懇親会を開催
●「そのけんを囲む公認会計士の会」
第1回通常総会及び懇親会を開催
●「伊藤達也政治活動25周年記念セミナー
及び懇親会」
に参加
● 田嶋 要衆議院議員が来会
● 参議院議員
「三宅伸吾君と共に日本を元気にする会」
に参加
●
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■「平成31年度税制改正意見・要望書」と
「税制の在り方に関する提言」のポイント

森 公高
林 敬子

■ 囲む会のお知らせ

この国のかたち をつくる税制改正
我が国経済は名目GDPが過去最高を

ける次世代経営者への代替わりを促進す

が国の産業・経済構造に大きな影響を与え

記録し、企業収益も過去最高を記録。雇

るために、10年間の特例措置として事業承

る可能性もある。

用・所得環境の改善が顕著となり、好環境

継税制の抜本的な改正が行われ、
その効

が広がりつつある。
しかしながら、
デフレ脱

果が期待されている。

却は依然として成し遂げられていない状況
にある。

ない対応をすること。
また法人税法改正に当たっては、
企業会

これら内外の課題に適切かつ迅速に対

計の基準を十分に尊重し、
会計と税務がい

応するために、
日本公認会計士協会では、

たずらに乖離することのないよう見直し又

海 外に目を向けると、引き続きB E P S

この国のかたちを作るために必要不可欠

は配慮すること。

（Base Erosion and Proﬁt Shifting：税源

な税制について、平成31年度の「意見・要

■視点2
事業承継税制の特例要件を適
●視点2 ：
事業承継税制の特例要件を
適用状況に応じて見直すこと
用状況に応じて見直すこと

平成30年度の税制改正では、
デフレ脱

浸食と利益移転）
プロジェクトの最終報告

却と経済再生に向け、賃上げや国内投資

書を受けて、各国ともに新たな国際課税ル

に積極的な企業の税負担を軽減するため

ールを確立しつつある。
また、米国をはじめ

の措置が講じられた。
また、
中小企業にお

各国で大幅な税制改正が行われており、
我

望書」
と
「提言」の策定を行った。

特例の適用状況の把握をこまめに行い、

「平成31年度税制改正意見・
「平成31年度税制改正意見・要望書」のポ
要望書」のポイント

事業承継の後押しという目的が達成されな

イント

いような状況であれば、特例要件の見直
し、期間の延長・恒久化などを積極的に検

（1）政策的要望
公表文書

「平成31年度税制改正の意見・
要望書」

考え方

・現行税制の問題等に関する要望
①「政策的要望」
・・・税制の構造的問題（フレームワーク）に関する要望・意見
②「個別的要望」
・・・税制の各個別規定に関する要望・意見

「税制の在り方に関する提言」 ・我が国が抱えている社会的問題解決の一助となりうる提言を行う。

5つの視点から意見・要望を行う。

討すること。

■視点1
法人税の課税所得計算と企業
●視点1 ：
法人税の課税所得計算と
企業会計の調整
会計の調整

■視点3
ベンチャー投資に関する優遇税
●視点3 ：
ベンチャー投資に関する
制の充実優遇税制の充実

税の中立性の原則に立脚し、IFRS（国

ベンチャー投資を促すために創設された

際財務報告基準）任意適用の妨げになら

「新事業開拓事業者投資損失準備金の損

金算入制度（法人版エンジェル税制）」を、

直しがなされているところであり、
これらに

ー利用料等を含む子育て費用を対象とし

世代に資産移転を進め、経済活性化につ

より活用される制度とするため、一層の充

関して2つの提言を行う。

た税額控除等の創設をすること。

なげる）
の構築が必要である。

実を図ること。

■視点4：
消費税の軽減税率制度及びイ
消費税の軽減税率制度及び
インボイス制度の導入
ンボイス制度の導入
●視点4

〈提言〉
①IFRS適用企業の税負担について

②世帯単位課税の導入について

〈提言〉

税制が女性の就労を抑制しないために

①相続税、贈与税について

IFRSを個別財務諸表に適用しようとす

は、配偶者の収入にかかわらず、夫婦二人

相続税の補完税としての贈与税の位置

消費税率が平成31年10月1日に10％に

る一定の法人について、
IFRSを適用しない

で受けられる所得控除の合計額を同じと

付けを見直し、相続という時期だけでなく、

引き上げられることとなっている。
インボイス

企業との間で税負担についての公平性を損

する仕組みの導入や、世帯単位課税への

それ以前の時期においても積極的に若者

制度導入に当たり、
事業者において混乱の

なわないような制度を創設する必要がある。

移行を検討するべきである。

世代への贈与を推進できるような構造変革

ない導入ができるようにすること。

②BEPSプロジェクトの合意事項の実施に

●視点3

■視点3：
世代間の資産偏在の是正
世代間の資産偏在の是正

が必要。

■視点5：
納税環境の整備
納税環境の整備

ついて

●視点5

わが国では高齢者世帯ほど資産蓄積が

②所得税について

複雑になってきている申告・納税事務の

移転価格税制における
「所得相応性基

多く、家計資産における金融資産の格差も

平成30年度税制改正により、公的年金

簡素化・合理化を図るなど、
申告・納税義務

準」及び国の資料情報制度における「義

高齢者世帯において顕著になっている。
ま

等の収入金額が1,000万円を超える場合、

の負担軽減について配慮すること。

務的開示制度」の導入可否を検討する際

た現役世代においては、世帯収入の減少

または、公的年金等に係る雑所得以外の

には、関係概念についての議論の状況や、

により、
資産を形成していくという道が細くな

所得の合計所得金額が1,000万円を超える

「個別的要望」は、
税制の個別規定に関

企業の法的安定性・予測可能性などにも配

っている。

場合には税負担が増加することとなった

する意見・要望であり、8つの税目等の区分

慮して、我が国企業の国際競争力が削が

これらの事実に対応するには、
資産再分

が、資産貯蓄状況等も反映した公的年金

に分けて、合計55項目の意見・要望を行う。

れることがないよう、
検討を行うべきである。

配機能（資産格差を次世代に引き継がな

等の給付に対する租税の負担方法を検討

詳細は、
日本公認会計士協会ウェブサイト

■視点2
社会
経済構造の変化、
少子高
●視点2 ：
社会
・・
経済構造の変化、
少子高
齢化などの課題への対応
齢化などの課題への対応

いような税制）
の回復や、資産移転時期に

すべきである。

（2）個別的要望

を参照願いたい。

「税制の在り方に関する提言」
「税制の在り方に関する提言」
のポイント
のポイント
以下の3項目について提言を行う。
●視点1

企業の国際競争力、
日本の立地競争力の強化

関して中立な税制（消費機会の多い若年

（租税担当常務理事

渡邊芳樹）

若い世代において非正規雇用が拡大
し、賃金水準の上昇を享受できない人々の
増加や、
『 共働き世帯』
となった社会の構造

■ 平成30年度税制改正で実現した昨年度の要望事項
平成30年4月1日現在、実現ないし一部実現しているもの

変化に対して、
「所得税の所得再分配機能

① 政策的要望 「我が国の新しい収益認識に関する会計基準と整合的な税制を整備すること」

の回復」
と、
「働き方の選択に対して中立的

② 政策的要望 「事業承継支援税制について」

な税制の構築」を論点に挙げ、
２つの提言

③ 個別的要望 「過大退職金の判定における適正金額について、平均功績倍率法等の一定の

近時の税制改正で、法人実効税率が国

を行う。

際的な水準に引き下げられたように、企業

〈提言〉

の国際競争力は税制に強い影響を受け

①子育て費用に関する税額控除等の創

る。
またBEPSプロジェクト最終報告書が公

設について

表され、各国において国際課税制度の見

女性の活躍を支援するために、幼児教

直しが速やかになされることが期待されて

育の無償化政策とのバランスを考慮しつ

おり、
我が国においても国際課税制度の見

つ、
認可外保育所の保育料やベビーシッタ

指針を明確にすること」

④ 個別的要望 「非上場株式について相続時精算課税を適用し、かつ、相続時まで継続して保
有した場合においては、相続税の計算における財産評価額を贈与時点と相
続時点のいずれか低い方とすること」

⑤ 個別的要望 「非上場株式等の相続税の納税猶予及び免除制度における経営承継期間経
過後の猶予された相続税の全額が免除される場合に、相続税の申告期限の
翌日から20年を経過した日まで事業を継続した場合を追加すること」

活 動 報 告

「菅原一秀を囲む公認会計士の会」第2回通常総会及び懇親会を開催
「菅原一秀を囲む公認会計士の会」第2

て行われた菅原議員

アルカディア市ヶ谷で開催
回通常総会が、

国際
の国政報告では、

準会員22名が出席した。
会員、
され、

問 題 、外 交 、安 全 保

自民党所属の衆議院
菅原一秀議員は、

障 、中小 企 業の海 外

であり、財務副大
議員（東京9区：当選6回）

進出について説明が

臣を務められた経験を持ち、現在、衆議院

行われた。

自民党組織運動本
予算委員会筆頭理事、
部副本部長等に就任している。
囲む会の本橋清彦幹事長が司
総会は、
会、小貫裕文会長が会務報告等を務め、

平成30年4月19日

その後 、懇 親 会 が
開催され、終始和やか
盛況裡
な雰囲気の中、
のうちに閉会した。

いずれの議案も滞りなく承認された。続い

菅原一秀衆議院議員

「そのけんを囲む公認会計士の会」第1回通常総会及び懇親会を開催

平成30年4月23日

日本公認会計士協会千葉
、
（月）
4月23日
「そのけんを
において、
会事務所（千葉市）
（薗浦健太郎衆議
囲む公認会計士の会」
院議員・自民党・千葉5区）の第1回通常総
会及び懇親会が開催された。
千葉会の会員を中心に多数出席のもと、
毛塚邦治後援会会長（千葉会副会長）の
挨拶で始まり、白土英成幹事長より、活動
また、
報告ならびに会計報告が行われた。
規約の一部改正について承認の議事上
出席者全員の一致により可決承
程があり、

薗浦健太郎衆議院議員

認された。
ご挨拶と国政報
続いて、薗浦議員より、

晴らしい内容であった。平成29年８月より内

守
司会より、
告が行われた。報告に先立ち、

閣総理大臣補佐官で安全保障担当の要

笑顔で集合写真を撮影した後、千葉会

ひろあきを応援する会」から門山衆議院議

秘義務と録音中止の注意が全参加者に

職にあり、国民の命・財産・国益を守るため

なじみの高級居酒屋「美弥和」で懇親会

員にもご参加いただき、
懇親を深めあい、
盛

対してなされ、我々の要望に応えるべく、

に精力的に活動されている薗浦議員であ

が開催された。懇親会では、
薗浦議員秘書

会であった。

薗浦議員の国政報告は秘密たっぷりの素

複雑な外交ならびに緊迫した防衛状
るが、

の大谷氏、及び「そのけんを囲む会」後に

「伊藤達也政治活動25周年記念セミナー
平成30年4月25日
及び懇親会」に参加

況は我々の想像以上であると感じた。

開催された「公認会計士有志による門山

参議院議員「三宅伸吾君と共に
日本を元気にする会」に参加

平成30年5月7日

ホテルニューオータニにおいて、伊藤達

石破 茂元防衛大臣
第二部の懇親会は、

元金融
東京22区、
也衆議院議員（自民党、

をはじめ多くのご来賓の方々から議員活動

参議院議員「三宅伸吾君と共に日本を元

国会会長、竹中浩一郎副会長、久保誉一

の政治活動25周年記
当選8回）
担当大臣、

25年にわたる伊藤議員の活躍について紹

気にする会」が開催された。三宅議員（自

幹事が出席し、懇親を深め意見交換をす

伊藤議員の更なる活躍を期待す
念セミナー及び懇親会が盛大に開催され、 介があり、

は、現在、参議院外
民党、香川、当選1回）

る有意義な機会であった。

山田幹事長
当政治連盟から森政連会長、

る声が会場に響いた。

四国・JRホテルクレメント高松において、 である。四国地方会から石川千晶協会四

交防衛委員会委員長を務められご活躍中

が参加した。第一部の記
講師として
念セミナーには、
福田康夫元内閣総理大臣
が登 壇され、講 演の中で
「今の日本には中・長期計
政治が国
画が必要であり、
民に対し将来の指針を示
それができる
すべきであり、
との
のは伊藤議員である」
激励のお言葉があった。

三宅伸吾参議院議員

伊藤達也衆議院議員

田嶋 要衆議院議員が来会

平成30年4月26日

比例南関
（無所属、
田嶋 要衆議院議員

囲む会のお知らせ
「小倉將信を囲む公認会計士の会」
（第1回通常総会・懇親会）

森政連会長と公
が来会され、
当選6回）
東、
認会計士業界をめぐる課題等について意
見交換をした。田嶋議員は民進党時代か

●日時： 9月5日
（水）18時30分〜20時30分

ら当政治連盟の活動及び協会の施策に

●会場： アルカディア市ヶ谷 4階「飛鳥」 千代田区九段北4−2−25

●会費： 7,000円

深いご理解をいただいているところである。
田嶋 要衆議院議員

【お問合せ】 日本公認会計士政治連盟事務局

☎ 03-3515-1155

