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■ この国の安心、安全な未来を創る税制改正
■ 活動報告

● 昨今の公認会計士業界を
 取り巻く環境について意見交換
● 「参議院議員 西田昌司 京都政経パーティ」開催
● 超党派「公会計推進議員連盟総会」開催

　  「復興税制要望」のポイント

３つの視点で合計12項目の意見・要望を
行う。
 経済的困窮に直面する国民を 
 救済するために
●　失業者の増加を抑えるため、地域を限

定しない新たな雇用促進税制を創設する
こと
●　従業員等に対して支給する新型コロナウ
イルス感染症の予防のための支出に係る
助成金等が、交際費に該当しない旨及び
従業員等の所得として課税されない旨を
明らかにする公的見解を公表すること

●　学校休校に伴う子育て世帯の負担増に
対応して所得控除を拡充すること
●　株式等の譲渡により生じた損失に係る繰
戻還付制度を創設すること
 企業の財務改善、持続的成長 
 を促すために
●　青色申告書を提出した事業年度の欠損
金の繰越控除における控除限度額を撤廃
すること
●　所得を課税標準とするのではない地方
税を広く減免すること
●　感染症拡大の予防措置が講じられた後
の一定の期間は、交際費の損金算入制
限を撤廃すること
●　オープンイノベーション促進税制及びエン
ジェル税制類似の制度を創設すること等
により、企業救済のためのM&Aを後押

しすること
 感染症に負けない国づくりの
 ために
●　試験研究費の税額控除制度における特
別試験研究の種類を拡充すること
●　特定医療法人等の要件の一つである
「社会保険診療等に係る収入金額の合計
額が全収入の８割を超えること」の「合計
額」に治験受託等に係る収入を加えること
●　マスクの購入費用などの新型コロナウイ
ルス感染症の予防のための支出を、医療
費控除及びセルフメディケーション税制の
対象とすること
●　新型コロナウイルス感染症の抗体検
査、ワクチン接種を、セルフメディケーショ
ン税制における「健康の保持増進及び疾
病の予防への取組」に加えること

　   「提言」のポイント

３つの視点で提言を行う。
 国際競争力、立地競争力の
 強化
　世界との調和がとれた税制を整備するこ
とは、企業の予見可能性を高め、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及び立地競
争力を更に高めるためには、新しい技術の
みならず、新しいビジネスモデルを世界に
先駆けて我が国において開発し発信する
必要がある。
①デジタル経済に対応した税制の構築
海外の多国籍企業の日本におけるインバウ
ンド所得に対する課税を適切に行うととも
に、日本企業の国際的な事業活動を阻害
せずかつ過度に複雑にならない、実効性
のある税制の設計に尽力されることを望む。
②起業家を多数輩出するための
　税制の構築
起業家輩出・養成の支援策として、基金
設立の資金拠出や教育機関に対する資金
拠出に関し、全額損金算入を認めるととも
に、選択的に一定割合の税額控除を認め
る税制を整えること。また個人においても、
拠出した資金を税額控除として認める制度
の制定を提言する。
さらに、スタートアップ企業の成長を促すた
めに、創業から数年間法人税を減免する
措置の創設、スタートアップ企業と組んで
研究開発を行う企業に対する税制上の優
遇拡充、研究開発投資に関する給付金付

税額控除制度の導入などが考えられる。
 経済社会構造の変化への対応
　働き方が多様化し、給与所得者以外の
所得者も増加している。これらの者が容易
に確定申告を行える環境を整備し、課税が
公平になされるよう制度上の配慮が必要で
ある。
　また、女性の就業促進の観点から配偶
者控除等の更なる検討が必要である。
①誰でも容易に確定申告が可能な
　環境整備
黎明期にあるシェアリングエコノミーの発展
を阻害しないことに留意しつつ、プラットフォ
ーマー及び関係行政機関等の協力によ
り、確定申告に必要となる収入や所得控除
等に係るデータをマイナポータルなどに集約
できる仕組みを整え、より簡便に電子申告
や納税を行える仕組みを構築する必要があ
る。
②働き方の変化に対応した
　所得計算方法の検討
終身雇用型で機能してきた所得区分、必
要経費、所得控除の在り方の再検討が必
要である。例えば、従来の事業所得と雑
所得の枠組みや必要経費と家事費の区分
を柔軟に見直すことが必要であり、フリーラ
ンスが給与所得者に比べて不利にならない
よう所得控除の在り方は継続して見直され
るべきである。
③世帯単位課税の導入
税制が女性の就労を抑制しないために
は、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。

 世代間の資産偏在の
 是正について
　我が国では高齢者世帯ほど資産蓄積が
多く、現役世代は世帯収入の減少により資
産を形成していく道が細くなっている。資産
再分配機能の回復や、資産移転時期に関
して中立な税制の構築が必要である。
①若年世代への円滑な資産承継を推進
相続税の補完税としての贈与税の位置付
けを見直し、相続時期だけでなく、それ以
前でも若者世代への贈与を推進できる構造
変革が必要である。
②公的年金の課税に
　ストックの側面を加味
公的年金等に係る雑所得の計算において
は、公的年金等の収入金額が1,000万円
を超える場合等には税負担が増すが、高
齢者世帯の資産貯蓄状況等も反映した租
税の負担方法を検討すべきである。

     「意見・要望書」のポイント

（１）政策的要望
５つの視点から意見・要望を行う。
 課税所得計算と企業会計の
 調整について
　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、
目的の相違のために異ならざるを得ない会
計処理は、税法の「別段の定め」によって
明確化させる見直し又は配慮を検討された
い。また、会計監査人の監査を受け税務
コンプライアンスが整備されている上場会社
等においては、企業の意思確認方法を柔
軟に許容されたい。

 円滑な事業承継に資する
 税制の維持
　事業承継税制の適用状況を把握し、事
業承継の後押しという目的が達成されない
ような状況であれば、特例要件の見直し、
特例期間の延長・恒久化など積極的に検
討されたい。
　また「個人版事業承継税制」について
も、特例の適用状況等を踏まえ、必要な
見直しを検討されたい。
 ベンチャー投資に関する
 優遇税制の充実
　イノベーション創出型のベンチャー企業が
試験研究開発をためらうことのないよう支援
すること。また個人が投資した際の所得税
の優遇税制（エンジェル税制）についても、
より活用されやすい制度とされたい。
 軽減税率制度及び
 インボイス制度について
　2023年10月１日に導入予定のインボイス
制度について、その導入に当たり混乱が
生じないように事業者の事務負担等に配慮
されたい。
 納税環境整備等について
　複雑化する申告・納税事務の簡素化・
合理化を図るなど事務負担軽減について
配慮されたい。
　
　個別的要望、令和２年度税制改正等で
実現した昨年度の要望事項については、
日本公認会計士協会webサイトを参照願
いたい。
（租税担当常務理事　佐藤敏郎、渡邊芳樹）
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我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により、戦後最大の国難
とも言うべき危機に直面している。日本公認会計士協会では、このような状況を踏
まえ下記３種の公表物の策定を行った。

公表文書

1

2

3

考え方

「税制の在り方に関する提言」
（以下「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

「令和３年度税制改正の意見・要望
書」（以下「意見・要望書」）

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

1

2

3

この国の安心、安全な未来を創る税制改正この国の安心、安全な未来を創る税制改正

視点1

「緊急事態解除宣言後の復興税制に
関する要望―税制改正意見・要望書 
別冊―」（以下「復興税制要望」）

緊急事態解除宣言後の「新たな日常」と「経済及び企業再生」の
観点で要望



活 動 報 告

コロナ禍における決算・監査の総括を含め、 現在、 日本公認会計士協会と
公認会計士業界が直面している重要課題について、意見交換をしました。

2020年8月22日 2020年8月25日

　去る2020年8月22日、「参議院議員 
西田昌司 京都政経パーティ」がＡＮＡク
ラウンプラザ京都にて開催された。会の
冒頭、京都府内の各首長等が紹
介された。
　パーティ講演会においては、西
田議員よりコロナ禍の現在において
は景気の回復には需要の拡大が
なによりも最重要であるとの意見が
出された。現在、リスクを恐れるあ
まり需要が過度に少なくなっている
のではないかとの認識を示された。

「参議院議員 西田昌司 京都政経
パーティ」開催

　講演会の最後には会場に参加された方
の質問にも返答をされ、盛況裡に閉会とな
った。

　参議院議員会館において、「日本公認会
計士協会」及び「生団連」（国民生活産業・

超党派
「公会計推進議員連盟総会」開催

消費者団体連合会）等が出席し、意見交
換を行った。

公明党４議員への説明 杉 久武 参議院議員若松謙維 参議院議員

2020年８月19日

2020年8月25日 2020年8月25日

2020年8月25日 2020年8月28日

2020年8月31日 2020年8月31日

2020年8月31日 2020年8月31日

伊吹文明 衆議院議員（自民党）

甘利 明 衆議院議員（自民党） 古川俊治 参議院議員（自民党）

古賀 篤 衆議院議員（自民党） 柴山昌彦 衆議院議員（自民党）

小田原 潔 衆議院議員（自民党）

昨今の公認会計士業界を
取り巻く環境について意見交換

石井啓一 衆議院議員竹谷とし子 参議院議員 

西田昌司 参議院議員（自民党）岸田文雄  衆議院議員（自民党）

西田昌司 参議院議員


