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“この国と世界のかたちを作る”税制改正
我が国経済は、
2012年12月に始まった

一方、世界では急速にデジタル経済が

景気回復期間が2018年12月で73か月とな

加速し、
伝統的なビジネスモデルとは異な

り、
戦後最長となった。
その背景には、①雇

るビジネスが急速に拡大している。
これまで

用所得環境の改善、②企業収益の改善と

の国際課税のルールでは各国の利害調

旺盛な設備投資需要、
③世界経済の同時

整ができない状態であり、
国際的合意がで

回復が挙げられる。
また、
2019年10月１日よ

きないまま各国が独自の税制を導入するな

り、
８％から10％への消費税率引上げが予

ど、
国際的な調和が崩れつつある。

「提言」と「意見・要望書」
の策定を行った。

「税制の在り方に関する提言」の
ポイント
以下の３つの視点で提言を行う。
日本の立地
視点1 企業の国際競争力、
競争力の強化

能性を高め、
ひいては国際競争力の強化
に資するものと考える。
また、
我が国の国際競争力を更に高め
るためには、
新しいビジネスモデルを世界
に先駆けて開発・発信する必要がある。
＜提言＞

①デジタル経済への課税

定されており、食料品等一定のものへの軽

これらの課題に適切かつ迅速に対応する

これまで各国の税制は国際的調和のも

海外の多国籍企業の日本におけるイン

減税率の適用など、実務上複雑となる消

ために、
日本公認会計士協会では、
国の形

と国家間の利害が調整されてきたが、
国境

バウンド所得に対する課税を適切に行うと

費税改正への対応が重要となっている。

を作るために必要不可欠な税制について

を越えたデジタル経済が発展する中で、独

ともに、
日本企業の国際的な事業活動を阻

自の税制を打ち出す国が出始めている。

害せず、
かつ過度に複雑にならない実効性

国際的合意に達しない各国独自の税制が

のある税制設計に尽力されることを望む。

乱立すると、
国際的二重課税や予測可能

②中小企業の成長を促す税制

公表文書

考え方

「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る提言を行う。
「令和２年度税制改正の意見・ ・現行税制の問題等に関する要望
要望書」
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

性の欠如を生み、
最終的に企業等に負担

新たなビジネスが創出される環境を整え

を強いる結果になる。世界との調和がとれ

るため、
スタートアップ企業に対して創業か

た税制を整備することは、
企業の予見可

ら数年間、法人税を減免する措置や、
ス

タートアップ企業と組んで研究開発を行う

（資産格差を次世代に引き継がないような

け、
税務コンプライアンスが整備されている

企業に対しての税制上の優遇拡充など、

税制）
の回復や、
資産移転時期に関して

上場会社等においては、債務確定主義の

スタートアップ企業及びスタートアップ企業

中立な税制
（消費機会の多い若年世代に

緩和及び損金経理要件を含む企業の意

のビジネスパートナーの両者にインセンティ

資産移転を進める）
の構築が必要である。

思確認方法を柔軟に許容すること。

ブを働かせることが必要である。

＜提言＞

経済社会構造の変化への対応

視点2

①相続税、贈与税について

視点2

視点4 消費税の軽減税率制度及び

インボイス制度
消費税の軽減税率制度の下、
2023年10
月１日に導入されるインボイス制度の導入

事業承継税制の適用状況の

に当たり混乱が生じないように、
事業者の

把握と状況に応じた見直し

事務負担等に配慮すること。

ICTの発展により、個人が供給者として

相続税の補完税としての贈与税の位置

次世代経営者への事業承継を加速さ

容易に経済活動に参加できる状況下での

付けを見直し、
相続以前の時期にも積極

せるために大幅に改善された特例の適用

複雑化する申告・納税事務の簡素化・

税制について、
また非正規雇用の拡大、賃

的に若者世代への贈与が推進できるよう

状況を把握し、状況に応じて、
特例要件の

合理化を図るなど、
申告・納税義務の負担

金上昇水準の上昇を享受できない人々の

な構造変革が必要である。

見直しや特例期間の延長・恒久化などを

増加、
『共働き世帯』
など社会の構造変化

②所得税について

軽減について配慮すること。

積極的に検討すること。

視点5 納税環境の整備について

（２）個別的要望

に対して、
「所得税の所得再分配機能の

公的年金等に係る雑所得の金額の計

回復」
と
「働き方の選択に対して中立的な

算は、公的年金等の収入金額が1,000万

税制の構築」
を論点に挙げ提言する。

円を超える場合、
または、
公的年金等に係

ベンチャー投資を促すために、
法人が

＜提言＞

に分けて、合 計62項目の意 見・要 望を行

る雑所得以外の所得の合計金額が1,000

ベンチャー企業に投資した際の、
投資額の

う。
詳細は日本公認会計士協会ウェブサイ

万円を超える場合には税負担が増加する

一定額の損金算入制度、税額控除制度

納税環境整備

トを参照願いたい。

こととなっているが、
資産貯蓄状況等も反

の創設を検討すること。

（租税担当常務理事 佐藤敏郎、渡邊芳樹）

シェアリングエコノミーや単発又は短期

映した税負担方法を検討すべきである。

①シェアリングエコノミーにおける

の仕事を請け負う働き方（ギグエコノミー）
について、
バランスの取れた納税環境の整
備を行い、課税の公平性を確保していくこ
とが必要である。
②世帯単位課税の導入
配偶者の収入にかかわらず夫婦二人
で受けられる所得控除の合計額を同じと
する仕組みの導入や、
世帯単位課税への
移行を検討するべきである。
視点3

世代間の資産偏在の是正

「令和２年度税制改正意見・
要望書」のポイント
（１）
政策的要望
以 下 の５つの 視 点 から意 見・要 望を
行う。
視点1 法人税の課税所得計算と

企業会計の調整
法人税法改正に当たっては、会計と税
務がいたずらに乖離することは避けつつ、

わが国では高齢者世帯ほど資産蓄積

目的の相違のために異ならざるを得ない

が多く、
金融資産の格差も顕著である。
ま

会計処理は税法の
「別段の定め」
によって

た現役世代は世帯収入の減少により、
資

明確化し、
申告調整を通じて課税所得計

産形成の道が細くなっている。

算に反映させるような見直し又は配慮を検

これらへの対応には、資産再分配機能

討すること。
また会計監査人の監査を受

視点3

ベンチャー投資に関する
優遇税制の充実

「個別的要望」
は税制の個別規定に関
する意見・要望であり、10の税目等の区分

■ 平成31年度税制改正で実現した昨年度の要望事項
2019年４月１日現在、実現ないし一部実現しているもの

① 政策的要望 「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」
② 政策的要望 「ベンチャー投資に関する優遇税制ついて一層の充実を図ること」
③ 政策的要望 「軽減税率を導入する場合はその対象品目の区別が明瞭な制度設計をすること」
④ 政策的要望 「申告・納税事務の簡素化や合理化を図るなど申告・納税事務の負担軽減に
ついて積極的に配慮すること」

⑤ 個別的要望 「外国子会社合算税制における経済活動基準を、我が国企業の経済活動の多様
化に合わせて見直すこと」

⑥ 個別的要望 「外国子会社合算税制の適用に伴う二重課税の調整において、剰余金の配当等
の原資となる課税済金額等に係る明細書の添付を確定申告書のみに限定しな
いこと」

⑦ 個別的要望「法人住民税及び個人住民税における納税の利便性を高めるため、国税と同様
にダイレクト納付や電子納税（ペイジー）による納税方法を設けること」

会員・準会員の皆様へ

日本公認会計士政治連盟

懇親パーティー開催のご案内
日本公認会計士政治連盟では、
公認会計士制度に対するご理解を深
めていただくことを主旨として、
下記の日時に多数の国会議員をお招きし、

会員の皆様には、諸事ご多用と存じますが、
日程お繰り合わせの上、
ご
参加賜りますようご案内申し上げます。

「日本公認会計士政治連盟懇親パーティー」
を開催いたします。
●日

時：

令和元年10月16日(水)

18時30分〜20時

（当日は事前説明会がございますので、会員の皆様は18時15分に
お集まりください。）

●会

場：

●参 加 費：

●申込方法： 氏名・登録番号・所属地域会・メールアドレスをご記入の上、
メール又はFAXにてご連絡ください。

ホテルニュー・オータニ「芙蓉の間」

東京都千代田区紀尾井町4 -1／ TEL 03-3265-1111

無料（交通費は自弁となります。）

政治連盟ウェブサイトからもお申し込みいただけます。
メール

seiren@jicpa.or.jp F A X 03-5226-3354
http://www.cpa-seiren.jp

webサイト

【お問合せ先】日本公認会計士政治連盟事務局

武村展英・古賀篤両衆議院議員との
令和元年7月31日
意見交換

☎ 03-3515-1155

島村大参議院議員が来会

令和元年8月22日

島村大参議院議員（自民、神奈川、初
当選（1,130,652票・全国１位））が来会さ
れ、手塚協会会長と意見交換をされた。
参議院厚生労働委
島村大議員は現在、
地元神奈川では「公認
員会理事であり、
会計士による島村大後援会」が発足し
ている。
今後もより一層支援体制を充実してま
いりたいと思いますので、地元会員の皆
様のご協力をお願いします。

古賀 篤 衆議院議員

島村 大 参議院議員

鷲尾英一郎衆議院議員が来会

武村展英 衆議院議員

令和元年8月28日

衆議院第2議員会館において、武村

そし
加藤幹事長、
当政連から森会長、

鷲尾英一郎衆議院議（自民・新潟2

森政連会長と加藤幹事長との懇談で

展英衆議院議員（自民・滋賀１区・当選3

て日本公認会計士協会の手塚会長、小

区・公認会計士）が公認会計士会館に

は、地元新潟及び日本の社会について

回・公認会計士）及び古賀篤衆議院議

倉副会長が参加し、今後の国会動向や

ご挨拶で来館された。

熱く語られた。
その熱い思いを一冊にま

員（自民・福岡3区・当選３回・会計士補） 監査制度をめぐる課題等について幅広
と意見交換を行った。

く話し合った。

鷲尾議員は、29歳で衆議院議員とな
った田中角栄氏の記録を破り、新潟県
内最年少（28歳）
で衆議院議員となり、
現在５期連続で当選をはたしている。

後藤茂之衆議院議員が来会

とめた著書「鷲尾血風録」
（幻冬舎）が
今年6月に発行され、
寄贈を受けた。
政治連盟は、
今後も鷲尾議員の熱意あ
ふれる政治活動を支援してまいります。

令和元年7月31日

後藤茂之衆議院議員（自民、長野4
区、
当選６回）
が来会。
令和初の国政選挙となった第25回参
議院議員通常選挙の協力の御礼と、選
挙結果報告及び総評の報告を受けた。
また手塚協会会長、加藤政連幹事
長と懇談し、今後の政治活動の抱負及
び国会動向等について意見交換を行
った。

囲む会のお知らせ

後藤茂之 衆議院議員

どなたでもお気軽にご参加ください。

「越智隆雄を囲む公認会計士の会」
【お問合せ先】03-3515-1180（東京地方会）

日時: 令和元年9月19日（木）18:30〜
会場: アルカディア市ヶ谷
（東京都千代田区九段北）

会費: 7,000円

「伊吹文明を囲む公認会計士の会」
第4回通常総会

【お問合せ先】075-211-5061（京滋地方会）

日時: 令和元年9月28日（土）18:30〜
会場: ホテルモントレ京都
（京都市中京区）

会費: 8,000円

鷲尾英一郎 衆議院議員

政治連盟会費の納付についてお願い （「預金口座自動振替」制度をご利用ください）
会費納入にあたりましては、5月中旬に送付しました「払込取扱票（コンビニ利用
可）」をご利用ください。
（あずさ、あらた、仰星、新日本、太陽、
トーマツ、東陽、みの
り、三優の各監査法人所属の方々には、法人本部を通してお願いしております。）
払込取扱票をご希望の方はお問合わせください。
政治連盟会費（年額）

公認会計士12,000円

準会員1,200円

なお、会費の納付に便利な「預金口座自動振替」制度（年1回引落し）
をご利用ください。

【お問合せ】日本公認会計士政治連盟事務局 ☎ 03-3515-1155 FAX 03-5226-3354

