
第５２回北海道法人会税制改正提言全道大会経過報告 

 

開 催 日 平成２７年９月１１日（金） 

開催場所 大会・講演会 岩見沢市民会館 

     懇談会    北海道グリーンランド ホテルサンプラザ 

参加人数 来賓・招待者３９名 会員８２０名 一般参加者約１０名 

主  催 一般社団法人 北海道法人会連合会 

主  管 公益社団法人 岩見沢地方法人会 

 

第１部 大会式典 １４：００～１５：１０ 

１．開 会 宣 言 道法連 川島副会長 

２．道法連会長挨拶 道法連 中井会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．全法連会長挨拶 全法連 専務理事 横山恒美 様 

４．歓迎の言葉 岩見沢地方法人会会長 五十嵐 閣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．来 賓 紹 介 

６．議 長 選 出 岩見沢地方法人会会長 五十嵐 閣 

７．議   事 議案第１号 平成２７年度税制改正要望の実現状況 道法連 髙橋副会長 

        議案第２号 平成２８年度税制改正提言事項 

                           道法連税制委員会 高橋副委員長 

        議案第３号 第５２回全道大会決議 道法連 荒田副会長 

 

開会挨拶（川島副会長） 

 

会長挨拶（中井会長） 

 
全法連会長挨拶 

（代読 全法連横山専務） 

 
開催地挨拶 

（岩見沢地方法人会五十嵐会長） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．来 賓 祝 辞 札幌国税局長 田中光史 様 

        北海道知事  高橋はるみ 様 

        （代読 北海道空知総合振興局 局長 金田幸一 様） 

        岩見沢市長  松野 哲 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．大会楯伝達  

10．次回開催地挨拶 函館法人会 堀川会長 

11．閉 会 宣 言 道法連 牧野副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
税制改正経過報告（髙橋副会長） 

 
税制改正提言 

(高橋税制委員会副委員長) 

 

大会楯伝達（岩見沢地方法人会五十嵐

会長より函館法人会堀川会長へ） 

 

閉会挨拶（牧野副会長） 

 
来賓祝辞 
（北海道知事代読 
北海道空知総合振興局 金田局長様） 

 
来賓祝辞（田中札幌国税局長様） 

 

大会宣言（荒田副会長） 

 

次回開催地挨拶 

（平成 28 年 9 月 29 日函館市で開催） 

 

来賓祝辞（松野岩見沢市長様） 



第２部 記念講演会 １５：３０～１７：００ 

会  場 岩見沢市民会館 大ホール 

 

テ ー マ 「地域の担い手に期待される経営力とは！？」 

講  師 （公財）流通経済研究部 理事 上原征彦 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３部 懇談会 １７：４０～１９：１０ 

会  場 北海道グリーンランド ホテルサンプラザ 

 

１．開会挨拶 岩見沢地方法人会 中路副会長 

２．乾  杯 札幌国税局 課税第二部長 岡野泰大 様 

３．開  宴   

４．税金クイズ大会抽選会 

５．万歳三唱 岩見沢商工会議所 副会頭 松浦淳一 様 

６．閉会挨拶 岩見沢地方法人会 広瀬副会長 

 

四重奏でお出迎え 

 
乾杯ご挨拶 

(札幌国税局 岡野課税第二部長) 

 
税金クイズ抽選会 

(横山特別顧問) 

 
税金クイズ抽選会 

(岩見沢地方法人会五十嵐会長) 



平成２７年度税制改正に関する 

実現事項 

 

 平成２７年度税制改正では、現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却・経済再生をより確実なものにしてい

くため、①成長志向に重点を置いた法人税改革や高齢者層から若年層への資産の早期移転を通じた住宅市場の

活性化等のための税制上の措置、②地方創生に取り組むため、企業の地方拠点強化、結婚・子育ての支援等の

ための税制上の措置などが講じられました。さらに、経済再生と財政健全化を両立するため、消費税率の 10％

への引上げ時期が平成 29 年 4 月 1 日に延期されました。 

 今回の改正では、法人実効税率の引き下げなど法人会の要望事項の一部が盛り込まれ、以下のとおり実現す

る運びとなりました。 

 

法人税関係 

１ 法人税率の引下げ 

 法人税の税率が 23.9％（現行 25.5％）に引き下げられます。併せて、法人事業税所得割の税率の引下げも行

われ（「地方税関係」参照）、これにより法人実効税率は次のとおりとなりました。 

 

 また、中小法人、公益法人等及び協同組合等の軽減税率の特例（所得の金額のうち年 800 万円以下の部分に

対する税率：19％→15％）の適用期限は、2 年延長されました。 

適用時期 平成 27 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度について適用されます。 

 
２ 欠損金の繰越控除制度の見直し 

(1)欠損金の控除限度額の引下げ 

 青色欠損金、災害損失金及び連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額について、段階的に引き下げら

れます。ただし、中小法人等については、現行の控除限度額（所得金額の 100％）が存置されました。 

 
(2)繰越期間の延長 

 青色欠損金、災害損失金及び連結欠損金の繰越期間が 10 年（現行９年）に延長されます。これに伴い、欠損

金の繰越控除の適用に係る帳簿書類の保存期間、欠損金額に係る更正の期間制限及び更正の請求期間が、それ

ぞれ 10 年（現行９年）に延長されました。 

適用時期 (1)の改正は、平成 27 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度について適用されます。 

       (2)の改正は、平成 29 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用されます。 

 

３ 受取配当等の益金不算入制度の見直し 

 受取配当等の益金不算入制度について、現行の持株比率の基準及び益金不算入割合が見直され、次のとおり

となりました。 



 

（注）持株比率 5％超 1/3以下の株式等及び持株比率 5％以下の株式等については、負債利子がある場合の控除計算（負債利子控

除）の対象から除外されます。 

適用時期 平成 27 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度について適用されます。 

 

４ 研究開発税制の見直し 

 試験研究を行った場合の税額控除制度について、「一般試験研究費」の控除限度額が「法人税額の 25%」に見

直されるとともに、「特別試験研究費」の控除限度額を別枠化（5％）し、控除限度額の総枠が「法人税額の 30%」

とされました。また、「特別試験研究費」の範囲が拡充されるとともに、税額控除率についても引き上げられま

した。 

 
適用時期 平成 27 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度について適用されます。 

 

５ 所得拡大促進税制の見直し 

 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度における雇用者給与等支給増加割合の要件について、次

の見直しが行われました。 



 

適用時期 ①の改正は、平成 28 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度について適用されます。 

       ②の改正は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの間に開始する事業年度について適用されます。 

 

６ 地方拠点化税制の創設 

 企業の本社機能等に関し、東京圏から地方への移転、又は地方における拡充の取組みを支援するため、地域

再生法の「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の承認を受けた企業に対して、一定の建物等に係る投資

減税（特別償却又は税額控除）、雇用促進税制の特例が講じられました。 

 

（例）東京 23 区からの移転の場合 

①本社等の建物等に係る投資減税…特別償却 25%又は税額控除 7%（27・28 年度。29 年度は 4％） 

②雇用促進税制の特例…地方拠点の増加雇用者数 1 人あたり最大 80 万円の税額控除（最大の場合、3 年間合計

で 140 万円） 

 

適用時期 

 投資減税については、地域再生法の地方活力向上地域特定業務施設整備計画の承認を受けた日から 2 年以内に取得等をする

建物等について適用されます。 

 また、雇用促進税制の特例については、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税に

ついて適用されます。 

 

地方税関係 

１ 外形標準課税 

(1)法人事業税の税率の見直し 

 資本金の額又は出資金の額が 1億円超の普通法人の法人事業税の標準税率が次のとおり改正されます。なお、

法人事業税の 1/4 に導入されている外形標準課税（付加価値割及び資本割）が 2 年間で 1/2 に拡大されました。 

 

（注１） 所得割のカッコ内の率は、地方法人特別税等に関する暫定措置法適用後の税率。 

（注２） ３以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の所得割に係る税率については、軽減税率の適用はあり

ません。 

 

(2)外形標準課税の拡大による配慮措置 



①一定規模以下の法人において、事業税額が外形標準課税の拡大により負担増となる場合、2 年間に限り、負担

変動に対する配慮措置が講じられました。 

②法人事業税（外形標準課税）においても、法人税の所得拡大促進税制の要件を満たす場合は、給与等支給額

の増加分を付加価値割の課税ベースから控除する制度が導入されました。 

 

２ ふるさと納税の拡充 

(1)個人住民税における都道府県又は市町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除（ふるさと納税）について、

特例控除額の上限が個人住民税所得割の 2 割（現行 1 割）に拡充されました。 

(2)確定申告不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合は、ワンストップで控除を受けられる仕組みが創設

されました。 

適用時期 (1)の改正は、平成 28 年度分以後の個人住民税について適用されます。 

       (2)の改正は平成 27 年 4 月１日以後に行われる寄附について適用されます。 

 

消費税関係 

消費税率 10％引上げ時期の変更 

(1)消費税率（国・地方）の 10％への引上げの施行日が平成 29 年 4 月１日とされます。 

(2)消費税率（国・地方）の 10％への引上げに係る適用税率の経過措置について、請負工事等に係る適用税率の

経過措置の指定日を平成 28 年 10 月１日とする等の改正が行われます。 

(3)「景気判断条項」（税制抜本改革法附則第 18 条第３項）が削除されました。 

 

所得税関係 

１ ジュニアＮＩＳＡの創設 

 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置（ジュニアＮＩＳＡ）が創設

されました。 

 
適用時期 平成 28 年１月１日以後に未成年者口座の開設の申込みがされ、同年４月１日から当該未成年者口座に受け入れる上場

株式等について適用されます。 

 

２ ＮＩＳＡの改正 

 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置（ＮＩＳＡ）について、非課税

口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の取得対価の額の限度額が、

120 万円（現行：100 万円）に引き上げられました。 

適用時期 平成 28 年 1 月 1 日以後に設けられる非課税管理勘定について適用されます。 

 

３ 住宅ローン控除等の延長 

 住宅ローン控除等の措置について、消費税率 10％への引上げ時期の変更を踏まえ、適用期限（平成 29 年 12

月 31 日）が 1 年 6 ヶ月延長され、平成 31 年 6 月 30 日までとされます。 

 

資産税関係 

１ 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等 

 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、平成 27 年の非課税枠が拡

大されるとともに、消費税率 10％への引上げに伴う駆け込み・反動減に対応するための措置が講じられた上で、

適用期限が平成 31 年 6 月 30 日まで延長されます。 



 

（注１）消費税率 10％で住宅購入を契約した者について適用。（注 2）消費税率 8％で住宅購入を契約した者及び個人間売買により

中古住宅の購入を契約した者について適用。 

（注 3） 

・耐震住宅：耐震等級 2 以上又は免震建築物に該当する住宅 

・エコ住宅：省エネ等級 4 又は一次エネルギー消費量等級 4 以上（27 年より追加）の住宅（※一般的に、太陽光パネル等の設置を伴

う増改築等をした住宅は、一次エネルギー消費     量等級 4 を満たす） 

・バリアフリー住宅（27 年より追加）：高齢者等配慮対策等級 3 以上の住宅 

 

適用時期 平成 27 年１月１日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。 

 

２ 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の 

  非課税措置の創設 

 個人（20 歳以上 50 歳未満の者に限ります。以下「受贈者」といいます）の結婚・子育て資金の支払に充てる

ためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された

金銭等の額のうち受贈者 1 人につき 1,000 万円（結婚に際して支出する費用については 300 万円）までの部分

については、贈与税が課されないこととされました。 

 

（注 1）金融機関とは、信託銀行、銀行及び証券会社をいいます。（注 2）相続税の計算をする場合、孫等への遺贈に係る相続税額の

2 割加算の対象とされません。 

 

適用時期 平成 27 年４月１日から平成 31 年 3 月 31 日までの間に拠出される結婚・子育て資金に係る贈与税について適用されま

す。 

 

３ 教育資金の一括贈与の非課税措置の延長 

 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置について、特例対象となる教育資金の使途の範



囲に、通学定期券代、留学渡航費等が加えられた上で、適用期限が平成 31 年 3 月 31 日まで延長されます。 

 

その他 

１ 財産債務明細書の見直し 

 財産債務明細書について、次の見直しが行われ、新たに財産債務調書として整備されます。 

(1)提出基準の見直し「所得 2 千万円超であること」かつ「総資産 3 億円以上または有価証券等（注）1 億円以

上（12 月 31 日時点）であること」とされました。 

（注）「有価証券等」の範囲は、出国時特例の対象資産と同様 

(2)記載内容の見直し 

 記載内容は、国外財産調書と同様とされます（例：不動産は所在地別に、有価証券等は銘柄別に記載。価額

は原則として時価（見積価額も可）とされます）。また、出国時特例に活用する観点から、有価証券等について

は取得価額も併記します。 

(3)過少申告加算税等の特例 

 国外財産調書と同様、財産債務調書の提出の有無等により、所得税又は相続税に係る過少申告加算税等を加

減算する特例措置が講じられました。 

適用時期 平成 28 年１月１日以後に提出すべき財産債務調書について適用されます。 

 

２ 空家等対策の推進に関する固定資産税等の改正 

 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地につ

いて、住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例措置（課税標準を 1/6 又は 1/3 とする特例）及び都市計画

税の課税標準の特例措置（課税標準を 1/3 又は 2/3 とする特例）の対象から除外する措置が講じられました。 



平成２８年度税制改正提言事項 

 
基本的な課題 
 
 我が国経済の再生に向けて、デフレ脱却を確実なものとしつつ、経済の好循環の拡大を図ることにより、民間
の経済活動をより活性化し、中長期的に持続する成長メカニズムを構築することが急がれる。 
 加えて、少子高齢化やグローバル化の進展など社会構造の変化への対応など、山積する諸課題に広く対処して
いく必要がある。 
 国・地方の行財政改革の一層の推進と、持続的な経済成長と社会保障制度の確立のための税制改革、租税負担
と社会保障のあり方や地域の真の自立に向けた諸課題に対応した抜本的な税制改革の推進について強く求めるも
のである。 
 中でも、地域経済の担い手である中小企業の活性化なくして我が国経済の再生はあり得ずとの視点から、中小
企業の潜在的な成長力を高め、かつ活性化に資する政策の確立を強く求める。 
 
第１ 法人課税について 
 
１．法人税率の引き下げ 
 
 平成２７年度の税制改正を初年度とし２年で法人実効税率を３．２９％引き下げることを決定、以後数年で、
２０％台まで引き下げることを目指すこととなった。 
 しかし、周辺アジア諸国は既に２０％台であり、国際競争力の強化、国内産業の活性化や立地競争力の強化の
観点から早期に諸外国並みの２０％台を実現するよう求める。 
 
２．課税ベースの拡大について 
 
①欠損金の繰越控除制度を縮小しないこと 
 中小企業の経営は不安定な状況にあり、赤字を翌期以降の黒字と相殺できる繰越控除制度は中小企業において
は、欠かせない制度である。欠損金の繰越控除制度は控除期間を現行の９年から延長する一方、毎年度の上限額
は引き下げる見直しを示しているが、上限の引き下げについては、中小企業の経営安定に大きな影響を与えかね
ないため、控除限度額の引き下げには断固反対する。 
 
②外形標準課税の拡大反対 
 平成２７年度税制改正では、中小企業への影響を配慮し大法人を中心に法人税改革を行なうこととなり、中小
法人課税については今後の検討課題となった。 
 円安による原材料費の高騰や人材不足による人件費の高騰により、地域経済と雇用の７０％を支える中小企業
の経営環境は依然として厳しい。そのような中、特に従業員給与に課税する外形標準課税の拡大は、中小企業の
事務負担が増大し、賃金引き上げや雇用維持に悪影響を与え、地域経済再生に逆行するものであり、中小企業へ
の課税強化には断固反対する。 
 
３．中小企業軽減税率の引き下げ 
 
 平成２７年度の税制改正において、中小企業軽減税率(特例１５％)の適用期限が平成２８年度末まで２年延長
された。 
 我が国経済の成長の源であり、地域経済や雇用に大きな役割を担っている中小企業の成長を後押しするために
も、中小企業軽減税率については、本則化するとともに、一層の引き下げを求める。 
 また、昭和５６年以来、課税所得８００万円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金額について、大幅
な引き上げ（１，６００万円）を求める。 
 
４．政策税制措置の拡充・恒久化 
 
①中小企業投資促進税制の拡充・恒久化 
 平成２６年度税制改正において、中小企業投資促進税制の拡充・延長が行われたが、中小企業は、大企業に比
べ財務基盤や資金調達力が弱く、中古設備によって設備投資を行なう企業が多い。中小企業の生産性向上・競争
力強化を図るために、モデル要件を廃止し中古設備も適用対象とするなど対象設備の拡大、価格要件の緩和等、
中小企業投資促進税制の更なる拡充および恒久化を求める。 
 
②少額減価償却資産特例の拡充・恒久化 
 少額減価償却資産の全額即時損金算入制度について、取得価格１０万円未満から２０万円未満に引き上げるこ
とを求める。 
 また、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例については、平成２６年度税制改正にお
いて適用期間の延長がはかられたが、中小企業の償却資産管理や納税等の事務負担を軽減する制度として中小企



業の利用頻度が高く、既に定着していることから恒久化を求める。 
 そして更なる利便性・効率性の向上、設備投資促進の観点から、取得価格の引き上げおよび取得合計額の上限(３
００万円)撤廃を求める。 
 
③生産性向上設備投資促進税制の拡充・延長 
 生産等設備の更新を促進して生産性の向上を図るとともに、国内における設備投資需要を喚起する観点から、
生産性向上設備投資促進税制の拡充（対象設備の拡大等の要件の緩和、特別償却や税額控除の拡大等）および延
長を求める。 
 
５．交際費課税制度の見直し 
 
 平成２６年度税制改正では、中小企業の特別措置（損金不算入割合の撤廃、定額控除限度額８００万円）の適
用期限が２年延長（平成２８年３月末まで）された。また、資本金規模にかかわらず飲食のために支出する費用
の額の５０％を損金算入できる措置も創設された。 
 交際費は、本来、経費性があり、損金性が認められるものであるとし、税制の見直しを求めてきたが、適用中
小企業の範囲（資本金１億円以下の法人）に合理性がなく、中小企業基本法の定義に拡大すべきである。また、
こうしたことから、租税特別措置としてではなく、本則化するよう強く求める。 
 
６．役員給与の損金算入の拡充 
 
 役員給与の取扱いについて、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与以外については損金不算入とさ
れているが、利益連動給与について同族会社は損金算入適用対象外となっている。経営意欲、企業活力を発揮さ
せるため、同族会社についても一定の要件の下で損金算入を認めるべきである。 
 また、定期給与の改定については、特別の事情があると認められない限り３ヶ月を経過すると認められないが、
経済変動が激しい実態に照らし、年度途中での改定を認めるべきである。 
 
第２ 所得課税について 
 
１．所得税のあり方 
 
（１）基幹税としての機能回復を図るべき 
 所得分配機能の回復などの観点から、平成２５年度税制改正で最高税率の引上げ（課税所得４，０００万円超
について４５％）、平成２６年度税制改正では、給与所得控除の上限引き下げ（給与所得１，０００万円超、上
限２２０万円）等の改正が行われた。 
 主として高所得者に対する課税強化が行われたが、納税者の６割以上は最低税率である５％が適用されている
状況である。 
 基幹税としての財源調達機能を回復するためにも所得税・住民税を広く国民全体で負担していくことが重要で
ある。 
 
２．各種控除制度の見直し 
 
 各種控除制度は、社会構造の変化に対応した合理的なものに見直す必要がある。特に人的控除については、累
次の改正で複雑化していることから整理・合理化を図るよう求める。 
 パート労働者の勤務時間の短縮など女性の働く意欲を削いでいるといわれている配偶者控除などの見直しによ
り税負担が急激に増えることは避けるべきであり、他の控除の見直し等も検討すべきである。 
 
３．少子化対策 
 
 少子化対策は、国が政策として取り組むべき需要課題であることから、保育所の充実など、本来的には財政・
行政面での総合的な施策を講じることが肝要であり、その一環として税制の果たす役割も大きい。税制上の支援
措置(子育て支援等)を含めた総合的な施策を講じるよう求める。 
 
第３ 資産課税について 
 
１．相続税 
 
相続税等の見直し 
 平成２５年度税制改正において基礎控除の引き下げとともに最高税率を５５％に引き上げる等税率構造の見直
しが行なわれた。急激な負担増を招くことが推察されることから、相続税の課税強化は行うべきではない。 
 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例における事業用宅地の適用対象面積についてはさらな
る拡大を求める。 
 また、少子化対策の観点から、法定相続人１人あたりの控除額６００万円の引き上げを求める。 
 



２．贈与税 
 
①贈与税の基礎控除の見直し 
 贈与税については、若年世代への資産移転を促し、その有効活用を図る観点から、これまで、直系尊属に対す
る税率構造の緩和、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置などが講じられている。 
 贈与税は経済の活性化に資することから、基礎控除（１１０万円）の引き上げについて求める。 
 
②相続時精算課税制度の拡充 
 相続時精算課税制度を活用した相続税額の計算については、贈与時の評価額をもとに行われることになってい
るが、相続が発生し、生前贈与した財産の評価額が下落していた場合、思わぬ税負担を強いられることになる。
贈与時の評価額と相続時の評価額のいずれか低い額により計算できるよう求める。 
 また、その場合、居住用宅地等については「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」が受け
られるようにすべきである。 
 
３．事業承継税制 
 
①相続税、贈与税の納税猶予制度について要件緩和と充実 
 納税猶予制度の改正は、平成２５年度税制改正において、適用要件の緩和や手続きの簡素化など、制度の大幅
な改善が図られた。 
 しかしながら、中小企業の本税制のさらなる利用促進を図るためには残された課題は多く、中小企業の円滑な
事業承継を図る観点から次の要件の見直しを求める。 
・相続税の納税猶予割合の１００％への引上げ 
・発行済議決権株式の総数上限（３分の２）の撤廃 
・相続税の納税猶予制度取消の場合の延納・物納の認可 
・贈与税納税猶予が取り消された場合に相続時精算課税制度の選択を認める措置の創設 
・雇用確保要件を「５年間平均で８割以上確保」を「５年間平均で５割以上確保」とする。 
・会社の事業資金の担保に提供している土地・建物も、相続税・贈与税の納税猶予の対象とする。 
②事業用財産を一般資産と切り離した本格的な事業承継 
 税制の創設 
 平成２７年１月から施行されるが、わが国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較すると限定的な措置に留まっ
ており、欧州並みの本格的な事業承継税制が必要である。 
 特に、事業に資する相続については、事業従事を条件として他の一般財産と切り離して課税し、非上場株式を
含む事業用財産を軽減あるいは控除する制度の早期創設を強く求める。 
 
第４ 消費課税について 
 
軽減税率導入問題 
 平成２７年度の税制改正大綱において、平成２７年１０月に予定していた消費税率１０％への引き上げ時期が
平成２９年４月に変更され、軽減税率制度については平成２９年度からの導入を目指して具体的な検討を進める
こととなった。 
 軽減税率制度については、社会保障制度財源の毀損、対象品目の線引きにおける混乱、高所得者にも恩恵がお
よび低所得者対策としては非効率、インボイス導入等煩雑な事務の増加等多くの課題が指摘されている。特に中
小企業者にとっては事務・コストにおいて極めて負担が大きいことから軽減税率の導入は避けるべきである。 
 なお、価格転嫁についても支障が生ずることがないよう、引き続き取引実態の把握・監視の強化を求める。 
 
第５ 地方税制について 
 
１．固定資産税 
 
①固定資産税の抜本的見直し 
 固定資産税に対しては、長期的な地価の下落にもかかわらず、負担感が高いとの声が多い。また、国土交通省、
総務省、国税庁がそれぞれの目的に応じて土地の評価を行っているが、行政の効率化の観点から評価体制の一元
化等評価方法および課税方式の抜本的見直し（宅地評価の収益還元価格での評価等）を求める。 
 
②固定資産税の免税点の引き上げ等 
 固定資産税における減価償却資産の免税点１５０万円の引き上げ及び「中小企業者等の少額減価償却資産の取
得価格の損金算入の特例」を適用して取得した資産について、中小企業の資産管理・納税事務負担の軽減、事務
効率化の推進、設備投資の促進により中小企業の活性化を図るため、固定資産税免除の創設を求める。 
 
２．事業所税の廃止 
 
 平成１５年度税制改正において新増設分に対して課せられる事業所税は廃止されたが、「事業にかかる事業所
税」は存続している。事業所税自体が固定資産税と二重課税的な性格を有すること、市町村合併の進行により課



税対象が拡大することなどから廃止を求める。 
 
３．法人住民税の超過課税の解消 
 
 地方税における法人住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を対象として課税されており、十分な説明も
ないまま恒久的に課税を実施している自治体もある。課税の公平を欠く安易な課税は行うべきではなく、行財政
改革の推進の観点からも速やかに解消するよう求める。 
 
４．法人に対して安易な法外目的税を課すべきではない 
 
 法定外目的税は、環境対策の観点から導入されている場合も多いが、こうした独自課税の実施に当たっては、
税の公平性・中立性に反することのないよう配慮するとともに、法人企業に対して安易な課税は行わないよう求
める。 
 
５．申告納税の合理化 
 
 情報の流れもあり、行財政改革の推進と納税者の利便、事務負担の軽減を図るため、国税と課税対象を同じく
する法人事業税・都道府県民税等の申告について地方消費税の執行同様に一層合理化を諮るよう求める。 
 
第６ その他 
 
１．電子申告について 
 
 更なる利用促進に向けて、制度の一層の利便性向上を図るとともに、地方税の電子申告（e-LTax）との一体化
の検討、インセンティブとしての法人・個人に対する恒常的な税額控除制度の創設等の税制措置を求める。 
 
２．社会保険料の法人負担分の減額 
 
 社会保障と税の一体改革において、事業主の負担に大きく依存した社会保障制度の見直しなど給付と負担のバ
ランスを踏まえた一体的な見直しを求める。 
 
３．寄付金の損金等算入額の拡大 
 
 寄付金の損金算入限度額の計算については、現在、資本基準と所得基準とにより計算されている。資本基準は、
資本金と資本準備金等の合計額を基準に計算されているが、この基礎となる合計額は、会社法の施行により最低
資本金制度が廃止されたこと、資本金等を有する普通法人以外の法人には適合しないことなど必ずしも法人等の
本来的な財務能力（寄付能力）を表していない。そこで、資本基準を廃止し、純資産基準を基礎に計算を行うべ
きである。 
 また、所得基準を拡大するほか、最低損金算入限度額を保証し単年度の所得がマイナスであっても一定額の寄
付金の損金算入を認めるべきである。 
 指定寄付金の拡充について、今日企業には、社会貢献の一環とした利益還元が求められる時代となっており、
公益法人やＮＰＯ法人等に対する寄付金で社会貢献に資すると認められるものについては、積極的に指定寄付金
とするなど指定寄付金の拡充を図るべきである。 
 
４．印紙税の廃止 
 
 印紙税は流通取引に付随して行われる特定文書の作成行為を捉えて課税するものであるが、文章の作成行為自
体担保力があるとは考えられない。また、近年の電子商取引の発展により電子決済やペーパーレスが進んでいる
が電子文書は印紙税法上、課税文書に該当せず課税の公平性が損なわれていることなどから印紙税は廃止すべき
である。 
 
５．マイナンバー[社会保障・税番号制度] 
 
 行政の効率化や利便性の向上、国民の社会保障や税の給付と負担の公平性と透明性を実現する等メリットは大
きいが、個人情報の流出や悪用への対応や費用対効果が課題となる。個人情報の管理に万全を期し、コストの明
確化により、国民の納得と理解を得ながら推進するよう求める。 
 また、事業者に対して過度なコストや事務負担とならないよう柔軟な運営と必要な助成を求める。 



 

 

大会決議 

 
 わが国経済は、長引くデフレからの脱却に向け徐々に明るさを増しているが、北海道
への拡がりまでには至っていない。インバウンド需要やプレミアム商品券など政策面で
の押上げ効果が期待されるものの、円安による輸入原材料の高騰、電力問題、さらには
人件費の引き上げ等、本道中小企業は先行きに不安を抱え、景気回復を実感できずにい
る。  
 地方創生が叫ばれる今日、国や北海道は、地域経済の担い手である中小企業の事業展
開を支援し地域経済の活力を引き出せる税制、政策を講ずることが重要である。  
 法人税実効税率２０％台並びに中小法人の軽減税率の引き下げ、更には事業承継の円
滑化に資する税制措置の更なる充実が求められる。法人税減税分を穴埋めするため、課
税ベースの拡大として政府が検討している外形標準課税の中小企業への適用拡大につい
ては、雇用維持を阻害する要因であり断固反対する。  
 消費税率の再度引き上げに当たっては、事業者の事務負担、税制の簡素化などの観点
から単一税率が望ましく、インボイスについては、単一税率であれば現行方式で十分対
応できるものであり、導入の必要はない。  
 一方、少子・高齢化が進展する中で、社会保障と税の一体改革においては、事業主負
担に大きく依存した社会保険料の見直しを図り、給付と負担のバランスを踏まえた一体
的な見直しを行うよう要望する。  
 公益法人としての法人会は、税のオピニオンリーダーとしての自覚を発揮し、活力あ
る中小企業の復活に向けた税制改革を希求し、併せて、魅力ある地域経済の構築と社会
貢献事業を推進するために、全力を傾注することを全道３０法人会の総意として以上、
決議する。  

 
平成２７年９月１１日        

第５２回北海道法人会全道大会  
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