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1.法人税率の引下げ

法人税の税率(現行23.9%)が平成28年度から23.4%､平成30

年度から23.2%に引き下げられます｡併せて､法人事業税所得割の

税率も引き下げられるため( ｢Ⅱ地方税関係1｣参照) ､法人実効税

率は次のとおりとなります｡

現行 弌ﾉ�8沓�
;平成28年度 兌ﾙ�ﾃ3�D�7��

法人税率 �#2纈R�23.4% �#2�"R�

法人事業税所得割 ※28年度までは地方法人特別税を 含む ※年800万円超所得分の標準税率 澱��R�3,6% �2ﾃbR�

国,地方の法人実効税率 �3"���R�29.97% �#追GRR�

適用時期 

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.減価償却制度の見直し

建物附属設備､構築物の償却方法について､定率法が廃止され､

定額法に一本化されます｡また､鉱業用減価償却資産(建物､建物

附属設備､構築物に限る)については定額法又は生産高比例法との

選択制となります｡なお､リース期間定額法､取替法等は存置され

ます｡

毒　平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備､構築物､鉱莱

用の建物の償却について適用されます○ 

3.欠損金の繰越控除制度等の見直し

平成27年度税制改正で見直された中小法人等を除いた法人の青

色欠損金､災害損失金､連結欠損金の繰越控除制度について､企業

経営への影響を平準化する観点から更なる見直しを実施し､次のと

おりとされます｡

現行 兌ﾙ�ﾃ#吋�7��平成29年度 兌ﾙ�ﾃ3�D�7��

控除限 度割合 弌ﾉ�9���65% 田RR�50% ��S�R�

改正後 辻�60% 鉄RR�50% 

繰越 期間 弌ﾉ�9���9年 等D��10年 ���D��

改正後 辻�9年 等D��10年 
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また､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を1 0年とする適

用事業年度は､それぞれ平成30年4月1日以後に開始する事業年度

とされます｡

-適用時
､

l平成2
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期 

8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.地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設

地方公共団体への寄附について､約3割の負担が軽減される現行

の損金算入措置に加え､ ①法人事業税で寄附金額の10% (上限:税

額の20%｡ただし､平成29年度以降は15%) ､ ②法人住民税で寄附

金額の20% (同20%) ､ ③法人税(同5%)では②で控除しきれな

かった金額と寄附金額の10%のうちいずれか少ない金額が税額控

除されます｡対象は､地方公共団体が行う地方創生を推進する上で

効果の高い一定の事業(国が認定)に対して法人が行った寄附で､

三大都市圏にある交付税不交付団体などへの寄附は対象外です｡

寄附金額

所得が

大きい

法人

所得が

小さい

法人

法人税 偖ｩj��R�馼ｼi�R�事業税 (10%) 偖ｩj��R��#�Y�Xｧ｢�ﾕH���法人の自己負担 

法人税 偖ｩj��R�馼ｼi�R�事業税 (lo塊) 偖｢�����R���8ﾌ���演 人 税 囘��ﾈ,ﾈ齪ﾌ厩�%2�

ヽ､ 剪�

損金算入による負担軽減 剞Vたな税額控除 

適用時期 

改正地域再生法の施行の日から平成32年3月31日までに支出し 

た寄附について適用されます○ 

5.中小法人の交際費課税の特例の延長

中小法人の交際費課税の特例(定額控除限度額800万円まで損金

算入可)の適用期限が2年延長されます｡また､交際費等のうち､接

待飲食費の50%までを損金算入できる措置(大法人も適用可)も適

用期限が延長されます｡中小法人の場合は､選択適用が可能です｡

適用時期 

いずれの措置も平成30年3月31日までに開始する各事業年度まで過 

用期限が延長されます｡ 



6.中小企業善等の少額減価償却費産の取得価額の

損金算入の特例の見直し
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に

ついて､その適用期限が2年延長されます｡なお､その適用対象者か

ら､常時使用する従業員の数が1 ,000人を超える法人は除外されま

す｡

この制度は､中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得等

した場合､減価償却資産の合計額300万円を限度として､全額損金

算入(即時償却)することができる措置です｡

適用時期

平成30年3月31日の取得等まで適用期限が延長されます｡

∴一 ��

1.法人事業税の税率引下げと外形標準課税の拡大

(1)法人事業税の税率の改正

資本金の韻文は出資金の額が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となります｡

現行 弌ﾉ�8沓�

付加価値割 ��縱"R�1〃2% 

資本割 ���2R�0,5% 

所得割 澱��R�3,6% 

(年800万円超の所得分) 

(2)法人事業税の税率の改正に伴う負担変動の軽減措置

外形標準課税の拡大に伴う急激な負担変動を軽減する観点から､

負担増となる法人のうち付加価値額が40億円未満の法人について､

旧税率よりも負担増となる増額部分の一定割合を事業税額から控除

する措置が設けられます｡

付加価値額30億円以下の場合の軽減措置(28年度)

27年度

の税率

所 倬��付加価値割 

得 冏ｲ�

割 乖B�

(所得割6.0%､資本割0,3%､付加価値割0,72%)

28年度 の税率 ��罎�所 得 割 俯��gｲ�ｨB�付加価値割 �----1 i t i I t i i 

得割3,60 剿{割0.5%､付加価値割1.2%) 劔��

負担増分×3/4(28年度分の場合)を軽減 劔��

(注)29年度分は2/4､30年度分は1/4を軽減 

*　付加価値額30億円超40億円未満の場合は､上記の軽減率を縮小

適用時期 

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.中小企業音等が取得した生産性向上設備に係る

固定資産税の特例措置の創設
一定の中小企業者等(注)が①1台または1基の取得価額が160万

円以上で､ (D生産性を1%以上向上させる､ (D販売開始から10年以

内の機械装置を新規取得した場合､当初3年間の固定資産税の課税

標準を2分の1に軽減する特例が創設されます｡

(注)一定の中小企業者等とは､次の法人又は個人をいいます｡

①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

②資本若しくは出資を有しない法人の場合､常時使用する従業員の数が

1 ,000人以下の法人

③常時使用する従業員数が1 ,000人以下の個人

適用時期 

中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の施行日から平成 

31年3月31日までの間に取得をした場合に適用されます○ 

腫　薪駕競闘鯨

1.空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
空き家の発生を抑制するため､親などが亡くなって空き家になっ

た一定の住宅を､相続人が耐震リフォームをするか更地にして売却

した場合､譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例が創設され

ます｡

適用時期 

平成28年4月1日から平成31年12月31日までの問に行う1億円以下 

の住宅又は更地の売却に適用されます○ 

2.三世代同居に対応した住宅リフォームを行う場合

の特例の創設
世代間の助け合いによる子育てを支援する観点から､三世代同居に

対応した住宅リフォームを行い､キッチン､浴室､トイレ､玄関のうち

少なくとも1つを増設し､改修後にこれらのうちいずれか2つ以上が複

数となった場合､標準工事費などの一定割合を所得税から税額控除す

る特例が創設されます｡

標準的な工事費等の10%相当額(上限25万円) ､もしくは工事等に

係るローン残高の2% (5年間､最大控除額62万5,000円)から選択適

用できます｡

適用時期 

平成28年4月1日から平成31年6月30日までの問に対象工事を含む 

増改築等を行い､居住の用に供した場合に適用されます○ 

3.スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設

スイッチOTC医薬品(注)の使用を推進する観点から､健康の維持

増進および疾病の予防への取組を行う個人がスイッチOTC医薬品の

年間の合計購入額が1万2,000円を超える場合には､その超える部分

の金額(上限8万8,000円)を所得控除できる特例が創設されます｡

(注) ｢スイッチOTC医薬品｣とは､医療用から要指導･一般用の市販薬に転

換された薬をいいます｡ ｢OTC医薬品｣とは､ Over The Counterの略で､薬局

のカウンターで購入することができる医薬品､つまり市販薬をいいます｡
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適用時期 

平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に購入したスイツ 

チOTC医薬品について適用されます○ 

4.通勤手当の非課税限度額の引上げ

通勤手当の非課税限度額が月額15万円(現行: 10万円)に引き上

げられます｡

適用時期 

平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます○ 

韓減税率制度の導入
消費税率引上げに伴う低所得者対策として､平成29年4月から軽

減税率制度が導入されます｡

(1)軽減税率の対象品目

イ　飲食料品(食品表示法に競走する食品をいい､酒類及び外食

サービスを除きます)

口　週2回以上発行される新聞の定期購読料

外食サービスと外食に当たらないケースの区分例(莱)

標準税率 佗侏��Yzb�

(｢外食｣に当たるケース) 抽(､���8,�9h+ﾘ.x,�*(5��ｸ5ｒ�

牛丼屋.ハンバーガー店での 从ﾙ街壺ﾈ6�986��ｸ4ｸ�ｹ5�,ﾈ6X484��

店内飲食 �4�4X6r�

そば屋の店内飲食 �+ｸ,陏�,ﾈ����

ピザ屋の店内飲食 �785X,ﾉ�飄｢�

フードコートでの飲食 ���H,X,ﾈﾇ��ｈ6X�ｸ7X8ｺH紘���9�,ﾈ徐���ﾙOX*ｨ,�*(�ｨﾘr��

寿司屋での店内飲食 假X譏夊,ﾈ*�7伜��

コンビニのイートインコーナーでの �5(987(6ｨ,ﾉ]�9b��俤ｈ鰄+��.��

飲食を前提に提供される飲食 �*ｨ�)Eﾈ,��9�H,YLﾉHH+8.ｨ.��｢�

_料品_ 凩���

ケ-タリンケ出張料理 冲ﾉ{�i�ﾈ7ｨ�ｸ8�9�,X,ﾉ�磯h,ﾉ/�ｹ��

(2)軽減税率

8% (消費税率6.24%､地方消費税率1.76%)

適用時期 

平成29年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用されます○ 

(3)適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入

平成33年4月から､登録を受けた課税事業者が交付する適格請求

書(右図参照)及び帳簿の保存が仕入税額控除の要件となる適格請

求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます｡

登録を受けた｢適格請求書発行事業者｣は､適格請求書の交付が

義務付けられ､不正発行を行った場合の罰則規定が設けられます｡

なお､税額計算の方法は､適格請求書の税額の｢積上げ訂算｣と､

税率ごとの取引総額からの｢割戻し計算｣の選択制となります｡

適用時期

平成33年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用されます｡

(4)適格請求書等保存方式導入までの経過措置

①　区分記載請求書等保存方式

適格請求書等保存方式が導入されるまでの聞､仕入税額控除

制度については､現行の請求書等保存方式を維持しつつ､区分

経理に対応するための措置が講じられます｡

具体的には､請求書等の記載事項に｢軽減税率の対象品目｣

である旨と｢税率ごとに合計した対価の額｣を記載することとな

ります｡前記の記載事項については､請求書等の交付を受けた

事業者が事実に基づいて追記することが認められます｡

なお､税額の計算方法は､現行通り､適用税率ごとの取引総

額に110分の10､ 108分の8を乗じて計算する｢割戻し計算｣が

維持されます｡

区分経理の方法の比較

区分記載請求書

区分記載請求書の記載事項

①請求書発行者の氏名又は名称

②取引年月日

③取引の内容

④対価の額

⑤請求書受領者の氏名又は名称

宣軽減税率の対象品目である旨

子税率ごとに合計した対価の額

(注) ⑥⑦の記載のない請求書等に
ついては､買い手が事実に基づき

追記できます｡

適格請求書

請求書

○○御中
11月分　20,000円(本体)

ll/1食料品※5,000円

ll/8雑　貨　　5,000円

○

○

〟

合計　20,000円

消費梯1,800円

(10%対象10,000円

消費税1,000円)

(8%対象10,000円

△△(株) 登録番号･･･--

※印は軽減税率(8%)適用商品

適格請求書の記載事項

①請求書発行者の氏名又は名称

②取引年月日

③取引の内容

④対価の額

⑤請求書受領者の氏名又は名称

⑥軽減税率の対象品目である旨

⑦税率ごとに合計した対価の額
･③登録番号

し誹肖費税額

②　売上税額の計算の特例

売上げを税率ごとに区分することが困難な事業者について

は､売上げの一定割合(軽減税率売上割合)を軽減税率対象品

目の売上げとして計算することができる特例が設けられます｡

基準期間における課税売上高が5,000万円以下の中小事業者

は軽減税率制度の導入から4年間､中小事業者以外は軽減税率

制度導入から1年間､特例を選択することが可能となります｡



③　仕入税額の計算の特例

仕入れを税率ごとに区分することが困難な事業者については､仕

入れの一定割合(軽減税率仕入割合)を軽減税率対象品目の仕入

れとして計算することができる特例が設けられます｡軽減税率制

度の導入から1年間､特例を選択することが可能となります｡

適用時期 

平成29年4月1日から平成33年3月31日までの問に行う資産の譲 

渡等について適用されます○ 

(5)適格請求書等保存方式導入後の経過措置

適格請求書等保存方式導入後6年間､免税事業者からの課税仕入

れについて､一定の事項が記載された帳簿及び請求書等を保存して

いる場合には､以下のとおり一定割合の仕入税額控除が認められま

す｡

①　平成33年4月1日から平成36年3月31日までの問に免税事業者

等から行った課税仕入れ

⇒80%の仕入税額控除

②　平成36年4月1日から平成39年3月31日までの間に免税事業者

等から行った課税仕入れ

⇒50%の仕入税額控除

適用時期 

平成33年4月1日から平成39年3月31日まで間に免税事業者から行 

う課税仕入れについて適用できます○ 

∵∴∴∴.∴∵ �� ��r� �� 

結婚･子育て賞金の一括贈与の範囲の明確化
直系尊属から結婚･子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与

税の非課税措置について､その対象となる不妊治療に要する費用に

は薬局に支払われるものが含まれることとなります｡

適用時期 

上記の措置は､内閣府告示の改正を前提に､適用されることとな 

ります○ 

顎馨の 儼��

1.国税クレジットカード納付の創設

国税のクレジットカードによる納付が可能になります｡対象は､納

付書で納付できる国税で､税目､納税額については､基本的に制限

はありません｡ただし､クレジットカード会社の取扱い上､ 1,000万

円未満に限定される見込みです｡クレジットカードの利用手数料は､

現行の地方税における取扱いと同様､納税者の負担となります｡

公益財団法人

居合回法人会総連合

適用時期

平成29年1月4日以後にクレジ'･ソトカード会社に国税の納付を委

託する場合について適用されま"㌔

2.加算税制度の見直し

事前通知から更正又は決定の予知までの期間が新たな加算税の

対象となります｡税率は､過少申告加算税は5% (追加納税額が期限

内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は10%) ､無

申告加算税は10% (納税額のうち50万円超の部分は15%)となりま

す｡

また､短期間に繰り返して無申告等が行われた場合､加算税の加

重措置が導入されます｡無申告加算税または重加算税を賦課された

者が5年以内に無申告又は仮装･隠蔽に基づく修正申告書の提出等

をした場合､加算税が10%加重されます｡

平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適冒 

用されます○ 

3.回税関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し

国税関係書類に係るスキャナ保存制度で､スマートフォンやデジ

タルカメラの撮影による領収書等の電子化が可能になります｡経理

担当者等による内容確認では､原則､原本の確認は不要となりま

す｡

また､小規模企業者には特例が設けられ､経理担当者等以外の第

三者が行う必要のある内容確認の事後検査を行う者を税理士等が

行う場合には､経理担当者等による内容確認が不要となります｡

スキャナ保存制度は､申請書を提出して､税務署長等の承認を受

ける必要があります｡

適用時期 

平成28年9月30日以後に行う承認申請について適用されます○ 

FI港入会 ��
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耀呈覇醒劾 ��

*このパンフレットは､平成27年12月24日に閣議決定さ 

れた平成28年度税制改正大綱等に基づいていますo 

今後の国会審議等にご留意くださいo 

千 1 60-0002東京都新宿区四谷坂町5-6

FAX 03-3357-6682

http://www.zenkokuhojinkai.or･jp

※内容に関するお問い合わせは､上記の宛先までFAX等文書にてお送りください｡なお､個別事案に関するご質問にはお答えできませんのであらかじめご了承ください｡


