
 

 

令和２年度税制改正要望 

総 論 

 

わが国経済は、政府の月例経済報告では「景気は緩やかに回復している」という反面、

民間シンクタンクでは「力強さに欠ける動きである」などのコメントもあり、国民の中

では景気拡大の恩恵が少なく感じている人が多数見受けられる。また、世界経済に目を

向けるとグローバル化や産業構造の変化、米中の貿易摩擦問題、中国経済の減速、イギ

リスのＥＵ離脱問題など、海外経済の不確実性が懸念される。 

一方で、政府が掲げるデフレ脱却に向けた経済財政政策の効果は中小企業までには十

分届いておらず、地域経済の源泉である中小企業が持続的な事業を発展するには、自助

努力はもとより、経営基盤の強化と競争力向上を推進する税制支援の拡充・強化が不可

欠であり、実効ある租税措置を講じる必要がある。 

こうした中発表された平成 31 年度税制改正大綱では、消費税率の引上げを踏まえ、

需要変動の平準化の観点から、住宅に対する税制上の支援措置、車体課税の見直し、ま

た、都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築、さらに、デフレ脱却と経

済再生を確実なものとするため、研究開発税制の見直しを行うなど、踏み込んだ措置が

講じられるなど一定の評価はできるものの、地域経済と雇用を担う中小企業の活性化が

不可欠でありさらなる大胆な改正が求められる。 

また、日本の財政状況は、毎年多額の国債発行が積み重なり、この 3月末には国と地

方の長期債務残高が 1107兆円（対名目ＧＤＰ比 196％）に達するものと見込まれ、歴史

的にも国際的にも最悪の水準にあり歳出削減や消費税増税でカバーできるものではな

い。財政の健全化を推し進めるためには、日本企業の 90％以上を占める中小企業の成長

なくしては有り得ない。 

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、地域の経済・雇用を担っている中小企業の持続的、安定的

な成長を後押しすべく、令和２年度の税制改革にあたっては、中小企業における抜本的

な税制改革と個人所得課税における税率構造等の見直し、消費税等の軽減税率の撤廃を

重点項目として次の通り要望する。 

 

法 人 税 関 係 

企業を取り巻く環境は、経済活動のグローバル化による国際競争への対応、また、

産業構造の変化や法制度の変化に伴って変わり続けている。さらには、雇用形態の変

化、人手不足の影響から国内の雇用や設備投資に悪影響を及ぼし、特に地域経済を担

う中小企業が不活性化する悪循環を生じている。 

そのためには、国際競争力の強化、外国資本の日本への投資促進、中小企業の活性

化の観点等からさらに大胆に法人税制の見直しを図るべきである。 

その見直しに当たっては、地域経済の柱となり雇用の大半を担っている中小企業に

十分配慮し、中小企業の活性化に資する税制措置を本則化するとともに、成長戦略の



 

 

一環として制度の拡充をすべきである。 

 

１ 法人基本税率の引き下げ 

平成 28 年度には国税・地方税を合わせた法人実効税率が 20％台を実現すること

となったが、OECD加盟国の平均約 25％、アジア主要 10ヵ国の平均約 22％に比べて

まだ高い水準にあるため、租税特別措置の整理・合理化等により課税ベースの拡大

を考慮しつつ、さらに国際競争力をつけるために法人基本税率を引き下げ、地方税

の負担軽減と併せて、法人実効税率を少なくとも 20％台半ばまで下げる必要がある。 

２ 中小企業者等の軽減税率の適用 

中小企業者等に適用される軽減税率の特例 15％を時限措置ではなく、本則化す

る。また、昭和 56年以来、800万円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金

額を 1,600万円にまで引上げるなど、担税力の弱い中小企業者等への配慮を要望す

る。 

３ 減価償却制度の改善 

（１）耐用年数の短縮 

国際競争力向上のため、さらに見直しを進め欧米先進国並みの耐用年数にすべ

きである。 

（２）取得価額 30 万円未満の資産を一律少額減価償却資産とし、企業規模に拘わら

ず、一時の損金算入とすることを要望する。 

４ 交際費課税の見直し 

交際費は、社会慣習上その支出を避け難い慶弔費や贈答費など企業活動にとって

必要不可欠の経費であり、課税することは経営上の経費性を否定するものである。

企業の規模に拘わらず、原則的に全額損金算入とすべきである。 

５ 役員給与の損金算入の拡充 

（１）役員給与の原則損金算入 

現行制度は役員給与の損金算入が限定されており、特に報酬等の改定には厳し

い制約が課されている。役員給与は、本来、職務執行の対価であり、原則損金算

入できるよう見直すべきである。 

（２）同族会社の利益連動給与損金算入の適用 

前記（１）が実現するまでは当面の措置として、経営者の経営意欲を高め、企

業活力を与える観点から、同族会社における役員の利益連動給与についても、一

定の要件のもと、損金算入を認めるべきである。 

６ 寄付金課税の見直し 

寄付金については、高齢化や環境問題への対応、芸術文化活動への支援などで企

業の果たす役割はますます重要性を増している。このため指定寄付金の認可条件を

緩和するとともに、一般寄付金の非課税枠の拡大を求める。 

７ 非営利法人課税の見直し 

公益法人制度改革に伴い平成 20 年度において所要の税制改正が行われたが、基

本的に非営利法人に対しては課税を強化すべきではない。非営利の一般社団・財団



 

 

法人が収益事業から生ずる利益を公益事業に支出した場合のいわゆる「みなし寄付

金」の損金算入制度（旧法においては所得金額の 20％相当額）を拡大復活すべきで

ある。 

８ 災害見舞金への課税免除 

激甚災害法の指定を受けた地域内にある取引先に対する災害見舞金等は損金算

入を認めるべきである。 

９ 退職給与引当金の損金算入 

各企業の使用人の退職に備えるため、退職金の自己都合要支給額の 40％を累積

限度額として損金算入を認めるべきである。 

10 賞与引当金の損金算入 

賞与引当金は、潜在的には各月に発生する未払い費用としての性格を有している

ことから、その繰り入れについて損金算入を認めるべきである。 

11 同族会社の留保金課税の全面的廃止 

平成 19 年度改正で、中小企業者等における同族会社の留保金課税は実質的に撤

廃された。しかし、特定同族会社に対する留保金課税は存続しており、引き続き廃

止を求める。 

即時廃止ができないのならば、適用除外とする中小企業者等の判定基準である資

本金の額を「1億円以上」から段階的に上げていくよう求める。 

12 借地権課税 

相当の地代認定基準、概ね「年 6％」程度については、地代の収益状況及び金利

水準の変化に応じて見直しを行い、当面「年 2％」程度に引き下げを求める。 

13 申告書の提出期限 

会社法上の諸手続を含めた決算事務を 2ヶ月以内に完了することが困難であるた

め、法人税の確定申告の提出期限を事業年度終了後 3 ヶ月以内とするよう求める。 

 

所 得 税 関 係 

１ 課税最低限と税率構造の見直し 

課税最低限は依然として主要諸国と比較して高く、税金のかからない納税者の国

民全体に占める割合も年々高くなってきている。国民全般に税に関心を持たせ、税

の公平性を保つ意味から課税最低限度額を引き下げるとともに、“広く担税力に応

じた税率構造”の税制を実現すべきと考える。 

これにより現行に比べて不利益となる低所得者層については、別途、社会保障面

での対応を考慮することを提案する。 

２ 総合課税化 

税の公平・中立・簡素の三原則から鑑みれば、最終的には総合課税化を目指すべ

きであり、総合課税の下に累進課税とすべきである。現行の「上場株式に係る配当

所得」、「株式等に係る譲渡所得等及び先物取引に係る雑所得」等については分離課

税とされている。分離課税の税率は 20％と所得税の最高税率 55％に比べ低く、分

離課税適用の高額所得者にとっては非常に有利な扱いである。金融課税一体化等が



 

 

進められている。しかし、これらは総合課税への過程である。所得税は担税力に応

じて税負担を分かち合うという原則から考え総合課税とすべきである。 

その実現のために、マイナンバー制度の普及促進と制度基盤の確立を急ぐべきで

ある。 

３ 医療費控除の廃止 

社会保障改革、所得控除見直しを前提に、医療費控除の廃止を検討すべきである。

領収証を溜めて申告・控除を受けるという前近代的な手続きからの脱却を求める。 

医療分野にマイナンバーを利用すれば、高額療養費と合わせて医療保険制度の中で、

より公平な還付が可能となるはずである。 

平成 28 年度改正（29.1.1 から適用）で、スイッチ OTC 薬控除（医療費控除の特

例）が創設されたが、スイッチ OTC医薬品の使用促進を税法に頼るのは筋違いであ

ると考える。 

４ 給与所得者の申告必要限度額の引き上げ 

主たる給与の収入 2,000万円から 3,000万円に引き上げる。 

５ 不動産所得の負債利子の損益通算の認容 

土地等に係る負債利子は、不動産所得の計算上生じた損失がある場合に、他の所

得との損益通算が認められていないが、これを認めるべきである。 

６ 源泉所得税の納期限の延長 

平成 24 年度改正において、源泉所得税の納期の特例については１月の納期限が

20日に延長されたが、年末調整事務や年末年始の休暇等の特殊事情を考慮し、全て

の徴収義務者について 1月の納期限を 20日とすべきである。 

 

相 続 税 関 係 

我が国企業の大部分を占める中小企業は、地域の経済と雇用を担い、日本経済の根

幹を支える重要な存在である。その中小企業が相続税等の資産課税の負担により事業

が承継できなくなるような事態は絶対に避けなくてはならない。 

平成 25年度の税制改正、さらには平成 30年度の税制改正において非上場株式に係

る相続税と贈与税の納税猶予・免除制度の使い勝手を高める改正が行われたが、事業

用資産を一般資産と区分して、事業用資産の課税を免除する等の欧米諸国並みの本格

的な事業承継制度を確立すべきである。 

相続税の制度ができた 1950 年代、当時の平均寿命は 60 余歳でその相続人は 30 歳

前後であった社会環境のもと、資産格差の是正のため裕福な財産を相続する相続人に

は税金を課すことで富の再配分する機能を持たせる制度であった。 

しかし、今では長寿高齢化社会に入っており、相続人の年齢も 60 歳前後で、自分

の老後を考え始める頃に相続税が課される、という状況は相続税の創成期とは大きく

異なってきている。そのため富の再配分機能としては遅すぎるし、相続人の老後の生

活維持にも大きな不安となっている。 

安易に財源調達としての機能のみを強調するならばそれは相続税の制度そのもの

の立法趣旨を逸脱するものであり、その存在価値がもっと検討されてしかるべきであ



 

 

る。少なくともその論議が深まるまでは負担率を高めるべきではない。 

国際的に見て、平成 25年度税制改正(平成 27年 1月より施行)まで租税負担率が主

要各国と同水準にあった相続税は、総体としては従来の負担率を保つべきであり、基

礎控除は、平成 25年度税制改正前の水準に戻すべきである。 

 

１ 事業用資産への課税軽減 

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、

非上場株式を含めて事業用資産への課税を大幅に軽減するよう求める。 

２ 親族外承継について 

非上場株式に係る相続税と贈与税の納税猶予制度において、経営承継相続人等の

要件から、被相続人の親族であることの要件が撤廃されたが、相続税申告方法が従

来のままであれば、遺産内容のすべてが第三者に知らされることとなり、問題が残

る。 

親族外への事業承継については相続税申告の際、相続人との調整措置を講ずる必

要がある。 

３ 相続財産からの控除 

相続開始後に発生する相続に伴う費用（遺言執行費用、税理士・弁護士報酬等）

は、相続税の課税財産から控除する。 

４ 被相続人の保証債務の弁済 

相続後の一定期間内に保証債務の履行があり、その求償権の行使が不能の場合、

更正の請求ができるようにする。 

５ 財産評価 

現在の財産評価方法は大部分が通達委任で運用されており、その運用解釈次第で

は必ずしも公平とはいえない取扱いが生ずる。 

また、不動産の評価については同じ資産価値を測るものに地方税の固定資産税評

価額があるが、国税の評価額と一元化して客観的にも理解し易いものにすることが

必要である。 

そのために、法律でしっかりと財産を評価する仕組みを定め、国も地方も民間も

利用活用できるものにするべきである。 

 

贈 与 税 関 係 

今後高齢化に確実に向かう社会において、高齢者が保有している金融資産や住宅資

産等を若年世代に回し易くしていくことを税制が導いていくことで、社会を元気にし、

経済の活性化を図ることに大きな貢献があると考える。 

「住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置」、「教育資金の一括贈与に係る非課税措

置」及び「結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置」については、贈与者に直

系卑属がいない場合は、甥・姪に対する贈与にも適用できるよう対象を拡大すべきで

ある。 

また、高齢者から直系の若年世代への生前贈与は、大胆に税率構造を緩和し基礎控



 

 

除を見直すなど、贈与税の体系に総合的な検討を加える中で、若年世代の消費意欲を

喚起し緊急経済対策としても有効となるよう、さらなる工夫が必要である。 

 

消 費 税 関 係 

消費税率の 10％引き上げ時に、軽減税率制度を導入することとなっているが、次の

理由により軽減税率の導入には反対である。政府及び各政党は、過去の公約や党利党

略にとらわれず、日本の経済・財政事情に最適な消費税制にするよう、軽減税率の廃

止を含め改善の努力を継続すべきである。 

①適用品目の線引きが極めて難しく、制度が複雑化して事業者及び税務行政現場の事

務負担を増大させる上、新たな不公平を生ずることが懸念されること。②せっかくの

消費税率引き上げの効果が大きく損なわれること。③低所得者対策は、現行の「簡素

な給付措置」方式を拡充すれば対応は十分に可能であること。 

消費税は、本来、広く薄く財源を求める間接税であり、そのことに存在意義がある。

逆進性云々を問題にすると特質が失われる。課税は課税で、できるだけシンプルな制

度にし、低所得者対策とは切り離すのが望ましい。 

低所得者に対する給付は対象者の把握が難しい点はあるが、そのためにも社会保

障・税の共通番号である「マイナンバー制度」において、事業所得、金融、不動産な

どの資産性所得を含めた総所得を把握するとともに、行政サービスを受ける国民にと

っても利便性の高い制度にして、同時に運用開始できるようにすべきである。 

税率引き上げに伴う価格転嫁問題は、企業にとって増税分を適正かつ円滑に価格転

嫁できるかどうか極めて重要な問題である。特に、財・サービスの価格決定プロセス

において立場の弱い中小企業にとっては死活問題である。 

仮に、軽減税率が実施される場合であっても、「宅配新聞への軽減税率適用」には、

違和感がある。「知識への課税を最小限にとどめる」のならば、学習塾、英会話教室、

カルチャースクールの入学金や授業料も同様に扱うべきであり、「生活必需品」だか

ら軽減されるのなら、水道や電気、ガスも軽減対象にすべきである。 

 

１ 確定申告書の提出期限 

消費税の確定申告書の提出期限は、前述の法人税の確定申告書の提出期限に合わ

せ、課税期間終了後 3か月以内とする。 

なお、上記改正が行われるまでの間においても、法人税の申告期限の延長特例を

受けている法人については、消費税についても延長を認めること。 

２ 各種届出書の提出期限の延長 

消費税の各種届出書の届出内容は、消費税の申告・納付する上で、納税者にとっ

て重要な事項であるが、現行の提出期限（課税期間の開始日の前日）までに、その

判断を適切に行うことは困難な場合が多いので、消費税の前課税期間の確定申告書

の提出期限まで延長する。 

 

 



 

 

印 紙 税 関 係 

印紙税については、電子取引の拡大や手形決済省略など、取引慣行の変化に伴い、

課税根拠が希薄化している。文書作成の有無による課非は公平性を欠くので廃止すべ

きである。 

 

地 方 税 関 係 

国と地方の役割を見直し、その役割分担に応じたいわゆる三位一体の改革が実行に

移されつつあるが、これは行財政改革つまり地方行政の効率化に寄与するものであり、

単なる地方自治体の財源強化論であってはならない。最も重要なことは地方自治体の

行財政改革による歳出削減であり行政の効率化である。このことを強く要請し、併せ

て地域社会の活性化に寄与する税制を要望する。 

 

１ 法人事業税の改革 

（１）超過課税の撤廃 

地方税は、標準税率を超える高い税率による課税ができることになっているが、

特定の企業を対象に超過課税を行うのは公平に反するから、早期に廃止する。 

（２）外形標準課税のあり方 

法人税率引き下げの代替え財源として、大法人に対する外形標準課税が拡大さ

れたが、適正な課税を実現するために外形標準に何を求めるのかを、今後も慎重

に検討するとともに、地方税制における改革の一環として位置付けることが必要

である。 

中小企業への拡大はなかったが、大法人に比べて欠損法人の割合が大きく担税

力にも乏しい中小企業には将来にわたって課税拡大すべきではない。 

（３）申告納税手続き 

二つ以上の地方自治体に事務所または事業所を有する法人の法人事業税・住民

税の申告納税は、本店所在地において一括して行うことができるようにする。 

２ 事業所税の廃止 

事業所税は、事業所の床面積・支払給与総額などを課税標準とする税で、固定資

産税と重複しており、また課税地域が限定されているため廃止すべきである。 

３ 住民税の見直し 

（１）法人住民税の均等割の細分化 

資本金 1,000万円から１億円の区分を細分化する。 

（２）個人住民税の所得控除額の簡素化 

税制の簡素化の見地から、個人住民税の所得控除額を所得税の控除額と同額に

すべきである。 

（３）個人住民税の特別徴収について一括納入制度の創設 

納入先市町村が複数ある場合の個人住民税の特別徴収は、特別徴収義務者の管

轄する市町村で一括納入、かつ、電子納税できるようにする。 

また、併せて地方税の申告書・納付書の規格、様式の統一を図る。 



 

 

４ 固定資産税の改革 

（１）評価額が下がった場合には、必ず課税標準額に反映させ税額も下がるように課

税構造を改善する。 

（２）土地及び家屋に係る固定資産税の軽減 

居住用家屋については、再建築価格方式でなく、経過年数に応じた評価方法に

改める。 

宅地と事業用地については、資産の収益力に着目した収益還元価額を課税標準

額とするよう改める。また、事業用地については、居住用宅地に準じた負担軽減

措置を設ける。 

（３）土地の評価については、各省庁のそれぞれの目的による複数の評価額が併存し

ているが、客観的で理解しやすい評価の仕組みを法律でしっかりと定めて評価体

制を一元化し、固定資産税評価もこれによることとするべきである。 

（４）地震対策税制の拡充、拡大、延長 

平成 18 年度に耐震改修促進税制が創設され、住宅について一定の耐震改修工

事を行った場合、固定資産税が減額されているところであるが、耐火改修工事も

対象とするよう拡充し、対象建物を住宅以外にも拡大するとともに適用要件を緩

和し、適用期間を延長してより利用し易い制度に改善する。 

（５）法人の償却資産の申告期限の改正等 

償却資産の評価に当たっては、納税者の事務負担軽減の観点から、法人税の減

価償却資産と連動させ、賦課期日を各法人の事業年度末とし、申告期限は法人税

の申告期限と同一とする。 

 

そ の 他 

１ 確定申告書の受付 

国において県・市分も一括受理できるような法整備をする。 

 ２ マイナンバー制度の推進、早期定着化 

   金融商品の多様化・国際化、電子商取引の普及が進む中で、課税の適正公平な執

行を担保し、社会保障制度との一元管理にも活用する観点から、制度の早期定着を

図るべきである。 

しかし、制度推進に当たっては、事業者に急激に加重な事務負担を課さないよう

配慮するとともに、国民・取扱事業者・関係行政機関窓口に対して、十分な説明と

研修機会を与えること。 


