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法人会の「令和３年度税制改正に関する提言」
感染症対策の下、会員交流会が開催されました
令和２年度　納税表彰受彰者　発表される

税と地域の情報誌
社内回覧願います
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法人 きょうばし

１.新型コロナウイルスへの対応と財政健全化
○新型コロナの影響は長期化の様相を見せており、
資金力の弱い中小企業はすでに限界にきている。そ
の経営実態等を見極めながら、雇用と事業と生活を
守るための支援策を引き続き講じていく必要があり、
国や地方は今般の支援制度の周知・広報の徹底や申
請手続きの簡便化、スピーディーな給付等、実効性を
確保することが重要である。
○新型コロナ拡大の収束を見据えつつ、税制だけで
なくデジタル化への対応や大胆な規制緩和を、ス
ピード感をもって行うなど、日本経済の迅速な回復に
向けた施策を講じる必要があるが、それが財政規律
を無視したバラマキ政策とならないよう十分配慮し、
今年度補正予算で盛り込まれた膨大な予備費につい
ては厳しく使途をチェックする必要がある。
○財政健全化は国家的課題であり、コロナ収束後に
は本格的な歳出・歳入の一体的改革に入れるよう準
備を進めることが重要である。歳入では安易に税の
自然増収を前提とすることなく、また歳出については
聖域を設けずに分野別の具体的な削減の方策と工程
表を明示し、着実に改革を実行するよう求める。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
○社会保障給付費は公費と保険料で構成されており、
持続可能な社会保障制度を構築するには、適正な「負
担」を確保するとともに、「給付」を「重点化・効率化」に
よって可能な限り抑制することが必須である。
○社会保障のあり方では「自助」「公助」「共助」の役割
と範囲を改めて見直すほか、公平性の視点も重要で
ある。医療保険の窓口負担や介護保険の利用者負担
などについては、高齢者においても負担能力に応じ
た公平な負担を原則とする必要がある。
○年金については、「マクロ経済スライドの厳格対応」、

「支給開始年齢の引き上げ」、「高所得高齢者の基礎
年金国庫負担相当分の年金給付削減」等、抜本的な
施策を実施する。
○少子化対策では、現金給付より保育所や学童保育
等を整備するなどの現物給付に重点を置くべきであ
る。企業も積極的に子育て支援に関与できるよう、企
業主導型保育事業のさらなる活用に向けて検討する。
子ども・子育て支援等の取り組みを着実に推進するた
めには安定財源を確保する必要がある。

３．行政改革の徹底
○新型コロナウイルス対策についても、政治の対応
が迷走、行政も旧態依然とした仕組みによる矛盾や
悪弊が明らかとなった。これを機に地方を含めた政府
と議会は「まず隗より始めよ」の精神に基づき自ら身
を削るなど行政改革を徹底しなければならない。国･
地方における議員定数の大胆な削減、歳費の抑制と
国・地方公務員の人員削減と能力を重視した賃金体
系による人件費の抑制を求める。

１．法人税関係
○中小企業は新型コロナ拡大による深刻な影響を受
け不安が増幅し、自然災害による被害も多発するなど
中小企業を取り巻く環境は一段と厳しさを増しており、
事業を継続していくための税制措置の拡充等が必要
である。
○中小法人に適用される軽減税率の特例１５％を本
則化すべきである。また、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、少なくとも１，６００
万円程度に引き上げる。なお、それが直ちに本則化す
ることが困難な場合は、令和3年3月末日となってい
る適用期限を延長する。

○租税特別措置については、公平性・簡素化の観点か
ら、政策目的を達したものは廃止を含めて整理合理
化を行う必要はあるが、中小企業の技術革新など経
済活性化に資する措置は、制度を拡充したうえで本則
化すべきである。
①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡
充したうえ、「中古設備」を含める。なお、それが直
ちに困難な場合は、令和３年３月末日までとなって
いる特例措置の適用期限を延長する。

②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
措置については、損金算入額の上限（合計３００万
円）を撤廃し全額を損金算入とする。
○新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における
税制上の措置については、新型コロナウイルスの収
束時期が不透明であることから、中小企業の厳しい
経営実態等を見極めながら、適用期限の延長や制度
を拡充すること。

２．消費税関係
○昨年１０月に導入された軽減税率制度は事業者の
事務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コス
トおよび税収確保などの観点から問題が多い。かね
てから税率１０％程度までは単一税率が望ましく、低
所得者対策は「簡素な給付措置」の見直しで対応する
のが適当であることを指摘してきた。国民や事業者
への影響、低所得者対策の効果等を検証し、問題が
あれば同制度の是非を含めて見直しが必要である。
○消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより
重要な課題となっている。消費税の制度、執行面にお
いてさらなる対策を講じる必要がある。
○令和５年１０月からの「適格請求書等保存方式」導入
に向け、令和３年１０月より「適格請求書発行事業者」
の登録申請がはじまる。こうした中で新型コロナの拡
大が特に小規模事業者等の事業継続に多大な影響を
与えている。これら事業者が事務負担増等の理由に
より廃業を選択することのないよう、現行の「区分記
載請求書等保存方式」を当面維持するなど、弾力的な
対応を求める。

３．事業承継税制関係
○我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済
の活性化や雇用の確保等に大きく貢献している。中
小企業が相続税の負担等によって事業が承継できな
くなれば、経済社会の根幹が揺らぐことになる。平成
３０年度の税制改正では比較的大きな見直しが行わ
れたが、さらなる抜本的な対応が必要である。
○事業に資する相続については、事業従事を条件と
して他の一般資産と切り離し、非上場株式を含めて事
業用資産への課税を軽減、あるいは免除する本格的
な事業承継税制の創設を求める。
○相続税、贈与税の納税猶予制度は、猶予制度では
なく免除制度に改める。新型コロナの影響などを考
慮すると、平成２９年以前の制度適用者に対しても適
用要件を緩和するなど配慮すべきである。国は円滑
な事業承継が図られるよう、経営者に向けた制度周
知に努める必要がある。なお、特例制度を適用するた

めには、令和５年３月末日までに「特例承継計画」を提
出する必要があるが、これから事業承継の検討（後継
者の選任等）を始める企業にとっては時間的な余裕
がないこと等が懸念されるため、計画書の提出期限
について配慮すべきである。

4．相続税・贈与税関係
○相続税の負担率はすでに先進主要国並みであるこ
とから、これ以上の課税強化は行うべきではない。な
お、贈与税は経済の活性化に資するよう、基礎控除を
引き上げ、相続時精算課税制度の特別控除額（２,５００
万円）を引き上げるべきである。

5．地方税関係
○固定資産税については、令和３年度は評価替えの
年度となるが、今般の新型コロナは企業に多大な影
響を与えていることから、負担増とならないよう配慮
すべきである。さらに、都市計画税と合せて評価方法
および課税方式を抜本的に見直すべきである。

　○今般の新型コロナウイルス拡大は、東京一極集中
のリスクを浮き彫りにする一方、地方分権化と広域行
政の必要性も改めて問いかけることになった。地方分
権化は国と地方の役割分担を見直し、財政や行政の
効率化を図ることであり、これを機に分権化の議論が
さらに高まることを期待したい。

○東日本大震災からの復興に向けて復興期間の後期
である「復興・創生期間（平成２８年度～令和２年度）」
も最終年度である５年目に入ったが、被災地の復興、
産業の再生はいまだ道半ばである。今後の復興事業
に当たってはこれまでの効果を十分に検証し、予算を
適正かつ迅速に執行するとともに、原発事故への対
応を含めて引き続き、適切な支援を行う必要がある。

○税の意義や税が果たす役割を国民が十分に理解し
ているとは言いがたい。学校教育はもとより、社会全
体で租税教育に取り組み、納税意識の向上を図って
いく必要がある。

提言の全文は「全法連ホームページ」で
ご覧いただけます。
https://www.zenkokuhojinkai.or.jp/

税・財政改革のあり方Ⅰ

中小企業が事業継続するための税制措置Ⅱ

地方のあり方Ⅲ

震災復興等Ⅳ

その他Ⅴ

―― 東京法人会連合会 ――

法人会の「令和３年度税制改正に関する提言」が、9月２４日の公益財団法人全国法人会総連合
（以下「全法連｣）の理事会でまとまった。
同提言は、会員企業からの要望意見、税制改正に関するアンケートなどをもとに税制委員会の審
議を経て、取りまとめられたもので、｢税・財制改革のあり方｣「中小企業が事業継続するための税制
措置」「地方のあり方」｢震災復興等｣「その他」からなっている。
全法連では、全国８０万会員の声として、財務省、総務省、中小企業庁、自民党、公明党および国会

議員などに対して実現を求めて要望活動を行っている。
さらに、全国41都道県連および440単位会でも、地元選出の国会議員、地方自治体の首長、議長
あて広汎な要望活動を行っている。提言（要約）は次のとおり。

法人会の「令和３年度税制改正に関する提言」まとまる

コロナ禍における厳しい経営環境を踏まえ、
中小企業に実効性ある支援と税制措置を！ 
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な事業承継税制の創設を求める。
○相続税、贈与税の納税猶予制度は、猶予制度では
なく免除制度に改める。新型コロナの影響などを考
慮すると、平成２９年以前の制度適用者に対しても適
用要件を緩和するなど配慮すべきである。国は円滑
な事業承継が図られるよう、経営者に向けた制度周
知に努める必要がある。なお、特例制度を適用するた

めには、令和５年３月末日までに「特例承継計画」を提
出する必要があるが、これから事業承継の検討（後継
者の選任等）を始める企業にとっては時間的な余裕
がないこと等が懸念されるため、計画書の提出期限
について配慮すべきである。

4．相続税・贈与税関係
○相続税の負担率はすでに先進主要国並みであるこ
とから、これ以上の課税強化は行うべきではない。な
お、贈与税は経済の活性化に資するよう、基礎控除を
引き上げ、相続時精算課税制度の特別控除額（２,５００
万円）を引き上げるべきである。

5．地方税関係
○固定資産税については、令和３年度は評価替えの
年度となるが、今般の新型コロナは企業に多大な影
響を与えていることから、負担増とならないよう配慮
すべきである。さらに、都市計画税と合せて評価方法
および課税方式を抜本的に見直すべきである。

　○今般の新型コロナウイルス拡大は、東京一極集中
のリスクを浮き彫りにする一方、地方分権化と広域行
政の必要性も改めて問いかけることになった。地方分
権化は国と地方の役割分担を見直し、財政や行政の
効率化を図ることであり、これを機に分権化の議論が
さらに高まることを期待したい。

○東日本大震災からの復興に向けて復興期間の後期
である「復興・創生期間（平成２８年度～令和２年度）」
も最終年度である５年目に入ったが、被災地の復興、
産業の再生はいまだ道半ばである。今後の復興事業
に当たってはこれまでの効果を十分に検証し、予算を
適正かつ迅速に執行するとともに、原発事故への対
応を含めて引き続き、適切な支援を行う必要がある。

○税の意義や税が果たす役割を国民が十分に理解し
ているとは言いがたい。学校教育はもとより、社会全
体で租税教育に取り組み、納税意識の向上を図って
いく必要がある。

提言の全文は「全法連ホームページ」で
ご覧いただけます。
https://www.zenkokuhojinkai.or.jp/

税・財政改革のあり方Ⅰ

中小企業が事業継続するための税制措置Ⅱ

地方のあり方Ⅲ

震災復興等Ⅳ

その他Ⅴ

―― 東京法人会連合会 ――

法人会の「令和３年度税制改正に関する提言」が、9月２４日の公益財団法人全国法人会総連合
（以下「全法連｣）の理事会でまとまった。
同提言は、会員企業からの要望意見、税制改正に関するアンケートなどをもとに税制委員会の審
議を経て、取りまとめられたもので、｢税・財制改革のあり方｣「中小企業が事業継続するための税制
措置」「地方のあり方」｢震災復興等｣「その他」からなっている。
全法連では、全国８０万会員の声として、財務省、総務省、中小企業庁、自民党、公明党および国会

議員などに対して実現を求めて要望活動を行っている。
さらに、全国41都道県連および440単位会でも、地元選出の国会議員、地方自治体の首長、議長
あて広汎な要望活動を行っている。提言（要約）は次のとおり。

法人会の「令和３年度税制改正に関する提言」まとまる

コロナ禍における厳しい経営環境を踏まえ、
中小企業に実効性ある支援と税制措置を！ 
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　支部別研修会の充実を図るため、9 月 2 日（水）、京橋
法人会会議室に於いて、三者（京橋税務署、税理士会京
橋支部、法人会）からの出席による講師打合せ会を開催
しました。
　また、今後における研修テーマ等についてもフリー
トーキングされました。

　10 月 15 日（木）、銀座ブロッサムにおいて理事会並び
に常議員全体会議が開催されました。上半期の事業実施
状況などの報告のほか、特定資産の取崩しなどについて、
了承可決されました。

　8 月 21 日（金）、京橋法人会館にて青年部幹事会が行
われました。今回から初めての試みで、感染症への対策
として、ウェブでの参加も可能としました。今後の事業

（青年部セミナー等）について、積極的な議論がされまし
た。（10月22日（木）開催の青年部会主催セミナー「社長！
Twitter はじめませんか」は次号に掲載予定）

　8 月 27 日（木）、日本印刷会館に於いて、特別説明会『交
際費の実務』が開催され、32 名の参加がありました。税
理士の加美裕史氏から、交際費の取扱い、隣接費用との
区分、企業経験を踏まえた注意事項や誤りやすい項目な
どについてわかりやすく説明がありました。多くの参加
者から、大変参考になった、よく間違えるケースを知れ
て良かったなどの意見がありました。

　9 月 1 日（火）、日
本印刷会館に於い
て、特別説明会『軽
減税率制度実施後に
おける実務のポイン
トと印紙税の取扱
い』が京橋間税会と
の共催で開催され、
36 名の参加がありました。税務署の担当官から、軽減
税率制度については、税務署に寄せられた最近の質問に
続き区分経理に際しての留意点などを、印紙税について
は、印紙税の基礎に続き、基本的な質疑や税率変更に伴
い契約書等を変更した場合の事例などについて説明があ
りました。難しかったとの声もありましたが、多くの参
加者からは、参加して良かったとの意見がありました。

事 業 報 告事 業 報 告
会　議 三者協議会

会　議 理事・常議員全体会議

青年部会 青年部幹事会

説明会・研修会 特別説明会
「交際費の実務」

説明会・研修会 特別説明会
「軽減税率・印紙税」

泉類統括官
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　女性部会による「第 11
回税に関する絵はがき
コンクール」の第一次審
査 会 が 9 月 28 日（ 月 ）、
最 終 審 査 会 が 10 月 12
日（月）京橋法人会館に
て行われました。
　本年度は管内小学校に
おいても新型コロナウィ
ルス感染症の影響で対応
に追われるなか、校長先
生はじめ関係各位のご
協 力 の も と 9 校 222 点
もの作品応募がありまし
た。（前年：7 校 240 点）

　最終審査会では渡邊章一郎氏（㈱渡邊木版美術画舗　
代表取締役）を中心に、松﨑会長、本田専務理事、吉川
女性部会長ら審査員による厳正な審査のもと金賞はじめ
各入賞作品が選定されました。（なお作品は次号にて掲
載いたします。）
　税を考える週間の、11 月 11 日（水）～ 17 日（火）の間
で松屋銀座（ 8 F）および銀座三越（ 9 F）にて入賞作品の
展覧会が開催されますので、力作をご覧に是非ともお立
寄り下さい。
入賞された児童の皆様には各学校を通じ、賞状および副
賞を授与いたします。沢山のご応募誠にありがとうござ
いました。

　10 月 20 日（火）、銀座ブロッサムに於いて、京橋優申
会主催の第 1 回研修会が開催されました。
　第一部では、鬼塚太美税理士から「相続税対策　今で
しょ！」の演題で実例を踏まえた貴重なご講演いただき
ました。会員からは大変参考になったと好評な意見をい
ただきました。
　第二部では、森口優申会会長のあいさつに続き、湯本
京橋税務署長から「新庁舎の完成を迎えて」の演題で国税
局の財務の総括責任者であったご経験を踏まえた新庁舎
建設の秘話をご紹介いただきました。
　いずれも終了後、名刺交換が行われ、会員からは署長
のお人柄に触れることができて良かったとの声が数多く
聞かれました。

（写真は次号に掲載予定）

　今年 9 月から来年 3 月にかけて法人税申告書作成セミ
ナー（講師：京橋税務署　菅原上席）、源泉所得税入門セ
ミナー（講師：京橋税務署　山崎上席）の第１回、第 2 回
が京橋法人会館で開催されました。両セミナーは 12 月
を除く 3 月まで全 6 回の講義が行われます。

　昭和 53 年から統一テーマで毎年開催しています支部
別研修会につきましては、コロナの感染拡大に伴い経済
の先行きの不透明感が増している中、「補助金・助成金
の活用のポイント」と「融資の受け方テクニック」の二つ
のテーマで 10 月 5 日から 10 月 29 日にかけて 7 会場で
開催しました。
　「補助金・助成金の活用のポイント」については、補助
金等について、税理士の水谷翠氏と社会保険労務士の大
脇ひと美氏から、どう選びどう経営に活用すればより成
長発展できるのかを、「融資の受け方テクニック」につい
ては、税理士の斎藤明氏から、融資の際、銀行に提出す
る決算書はどこを注意すべきかなどについて説明があり
ました。
　多くの参加者から、経営の参考になった、参加して良
かったとの好評をいただきました。

（第 6、7・8、9 支部の写真は次号に掲載予定）

事 業 報 告事 業 報 告

優申会 優申会講演会

女性部会 第11回税に関する
絵はがきコンクール説明会・研修会 法人税申告書作成セミナー

源泉所得税入門セミナー

説明会・研修会 支部別研修会

菅原上席 山崎上席

第一次審査会

最終審査会

1 支部

5 支部

2・3 支部

4 支部
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　4 回目を迎える会員交流会が 9 月 9 日（水）銀座ブロッサムにおいて開催されました。
　この交流会は法人会の特色でもある様々な業種の方々との交流を深めることによって、企業の発展と地域の活性化
に繋がることを目的に開催しています。
　第一部では、松﨑会長のあいさつに続き、浮世絵の鑑定士であり「開運　なんでも鑑定団」でお馴染みの㈱渡邊木版
美術画舗の渡邊社長に世界に誇る美術の一つである浮世絵について「最後の浮世絵師　川瀬巴水（かわせ　はすい）の
木版作品の魅力」の演題でご講演いただきました。日本的な美しい風景を叙情豊かに表現した作品と渡邊氏の興味深
い解説で時の経つのを忘れるひと時でした。また、講演会後に渡邊章一郎氏との名刺交換の場を設けました。

第４回　会員交流会

　今年度は感染症対策のため、懇親会は開催せず名刺交換及び自社 PR タイムをメインと
した交流会を開催しました。
　森口総務組織委員長の挨拶、京橋税務署 湯本署長の挨拶に続き、昨年度から続く、１
分間スピーチタイムを行いました。どの企業も積極的に自己アピールを行っていました。
　また、最後に中里 青年部会長の音頭により、交流会の目的である異業種交流によって
今後の企業の発展と地域の活性化、また一刻も早いコロナ収束を願うとともに、10 月か
らの会員増強月間に向けての機運を高めるため、参加者全員でシュプレヒコールを行いま
した。
　コロナ禍のこともあり、参加者同士が積極的にコミュニケーションを取るのが難しい状
況下の中、短い時間ながらも、有意義な交流会となることが出来ました。

■第一部講演会　
　「最後の浮世絵師　川瀬巴水（かわせはすい）の木版作品の魅力」

■第二部交流会

松﨑 会長

１分間スピーチ

渡邊章一郎 氏

中里 青年部会長

会場の様子

森口 委員長

湯本 税務署長

シュプレヒコール
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　全国約 80 万社の会員企業で構成される法人会は、地域経済と雇用の確保の担い手である中小企業が新型コロナウィ

ルスの影響により厳しい局面に立たされていることを憂慮し、コロナ禍の中小企業を救う「税制措置」と未来のための

「財政健全化」を求め法人会から『令和 3 年度税制改正に関する提言』（本誌 2 ～ 3P）に基づき、政府・政党、自治体な

どに積極的な提言活動を行ってまいります。

【令和３年度 税制改正スローガン】
●コロナ禍における厳しい経営環境を踏まえ、中小企業に実効性ある支援と税制措置を！
●厳しい財政状況を踏まえ、コロナ収束後には本格的な税財政改革を！

　令和 2 年度　京橋税務署長　納税表彰式は感染症への影響から中止となり、受彰者の発表のみとなりました。
当会からは次の方々が受彰されました。受彰されました皆様へ心よりお祝いを申し上げます。

●財務大臣表彰　　　　　松﨑　宗仁　様（会長）
●東京国税局長表彰　　　唐木　千暁　様（副会長）
●東京国税局長感謝状　　株式会社　松屋（会員・広報功績）

●京橋税務署長表彰　　　石井　啓子　様（女性部会幹事）
　　　　　　　　　　　　北見　丈亜　様（青年部会副部会長）
　　　　　　　　　　　　櫻井　良尚　様（青年部会監事）
　　　　　　　　　　　　宮坂　佳治　様（会員・京橋間税会理事）

●京橋税務署長感謝状　　辻畑　憲男　様（青年部会会計幹事）
　　　　　　　　　　　　星野　雅信　様（監事）
　　　　　　　　　　　　矢澤久美子　様（女性部会幹事）　
　　　　　　　　　　　　山本　晴智　様（会員・京橋納税貯蓄組合理事）
　　　　　　　　　　　　株式会社　共栄会（会員・広報功績）

納税表彰

タオル・手ぬぐいのご寄付をお願いします！

社会貢献活動

　例年、女性部会が主体となりチャリティーバザーで出展しております中央区健康福祉まつりですが、本年度は新型
コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となりました。公益社団法人京橋法人会女性部会としては、今般、社会貢
献活動を引き続き実施していくこととし、中央区社会福祉協議会へタオル、手ぬぐいを寄贈することと致しました。
　つきましては、皆様の会社やご家庭で不要のタオル、手ぬぐいがございましたら、何卒ご協力の程よろしくお願い
致します。

※恐れ入りますが送料等のご負担をお願いします。
※ご協力頂きました法人・個人様名を会報紙上にて掲載させて頂きます。匿名希望の場合はご連絡下さい。

【頂きたい品物】　タオル、手ぬぐい　

（未使用のもの。社名、広告等入っていても構いません。）
【募  集  期  間】　令和 2 年 11 月～令和 3 年 3 月 1 日
【受付／送付先】   （公社）京橋法人会事務局　

〒 104-0043 中央区湊 1-13-1　TEL03-3523-2030

令和３年度税制改正に関するスローガン
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京橋税務署からのお知らせ           

【法定調書関係】 
○ 法定調書の提出期限は、 令和 3年 2月 1日 （月） です。 

 
 

○ 令和3年 1月提出分より、 e-Tax 又は光ディスク等による法定
　調書の提出義務基準が、 100 枚以上に引き下げられました。 

○ 「国外財産調書」の提出をお忘れなく！ 

○ 「財産債務調書」の提出をお忘れなく！ 

 

法定調書への「署番号」「整理番号」の記載のご協力をお願いします。 
　法定調書最下段の「整理欄」には京橋署の場合は「01107」及び「0 から始まる 8 桁の数字」
（法定調書合計表の右上上部欄の「整理番号」）をご記載ください。
　※納付書の「税務署番号」00031071は記載しないでください。  

（書き方見本…京橋税務署管轄で整理番号が00123456 の場合） 

整 理 欄 ０１１０７ ００１２３４５６ 
※詳しくは税務署・管理運営部門までお問い合わせください。 

法定調書も、
ぜひe-Taxで！ 

　令和 2 年分の｢給与所得の源泉徴収票」｢退職所得の源泉徴収票｣｢報酬、料金、契約金及び賞金の支
払調書｣｢不動産の使用料等の支払調書｣｢不動産等の譲受けの対価の支払調書｣｢不動産等の売買又は貸
付けのあっせん手数料の支払調書｣の提出期限は、令和3年 2月 1日（月）となっておりますので、
お早めにご提出いただきますようお願いいたします。
　提出にあたっては、個人番号又は法人番号を確実に記載いただきますようお願いします。
　詳しくは国税庁ホームページにてご確認ください（https://www.nta.go.jp）
　（国税庁ホームページ「法定調書関係」掲載場所）
　　ホーム＞税の情報・手続・用紙＞申告手続・用紙＞申告・申請・届出等、用紙（手続の案内・様式）

＞税務手続の案内（税目別一覧）＞法定調書関係  

 法定調書は、①e-Tax 又は②光ディスク等（CD・DVD 等）により提出することができます。
　提出にあたっては、税務署への事前の申請をお願いします。   

　居住者（「非永住者」の方を除きます。）の方で、令和 2 年 12 月 31 日において、国外財産の価額の
合計額が 5,000 万円を超える方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した｢国外
財産調書｣を、令和3年3月15日（月）までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。  

　所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の
合計額が 2,000 万円を超え、かつ、令和 2 年 12 月 31 日において、その価額の合計額が 3 億円以上の
財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する場合には、その財産の種類、
数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した「財産債務調書」を、令和3年 3月 15
日（月）までに、所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 
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京橋税務署からのお知らせ           

＜令和 2 年分の年末調整について＞ 

※ 詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 

所得金額調整控除について

源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の
納付期限

○納期の特例の承認を受けていない場合 

○納期の特例の承認を受けている場合 
（給与など特定の所得に限ります。） 

e-Taxを利用した源泉所得税の納付

年末調整関係書類について

国外居住親族に係る扶養控除等
の適用

基礎控除について

配偶者控除・配偶者特別控除
について

＜源泉所得税の納付について＞ 

　配偶者控除及び配偶者特別控
除については、配偶者だけでは
なく、所得者本人の合計所得金
額によっても、控除額が変わり
ますのでご注意ください。 

　基礎控除額が 10 万円引き上げられました。基礎控除については、「基礎控除申告書」の提出がないと控除
できません。また、所得者本人の合計所得金額によっても、控除額が変わりますのでご注意ください。 

　令和 2 年 12 月に給与や報酬などについて源泉
徴収した所得税及び復興特別所得税の納付期限
は、令和 3 年 1 月 12 日（火）になります。 

　令和 2 年 7 月から 12 月までの間に給与や税理
士等報酬などについて源泉徴収した所得税及び復
興特別所得税の納付期限は、令和 3 年 1 月 20
日（水）になります。 

　インターネットにアクセスできるパソコンをお
持ちの方は、次の手順で事前準備を行うことによ
り、e-Tax を利用した電子納税ができます。 

　所得金額調整控除について
は、主たる給与の支払者（「扶
養控除等申告書」の提出を受
けた給与の支払者）が控除額

（15 万円を限度）を計算する
ことになりますのでご注意く
ださい。 

　非居住者である親族に係る扶養
控除、配偶者控除、障害者控除又
は配偶者特別控除の適用を受ける
場合には、「親族関係書類」及び「送
金関係書類」を源泉徴収義務者に
提出又は提示する必要があります。

　年末調整関係書類は、 
　　　・源泉徴収簿　　　　・扶養控除等（異動）申告書
　　　・保険料控除申告書　・基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
の４種類となっています。 
　令和２年分の年末調整において、 
　　　・基礎控除の適用を受けるためには「基礎控除申告書」、 
　　　・配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには「配偶者控除等申告書」、
　　　・所得金額調整控除の適用を受けるためには「所得金額調整控除申告書」
を提出する必要がありますのでご注意ください。  

【ご利用までの流れ（e-Tax ソフト（ＷＥＢ版）
を利用する場合）】
１　e-Tax ソフト（ＷＥＢ版）の準備をします。
２　e-Tax の開始届出を行います。
３　税務署又は金融機関に対し電子納税のための

手続を行います。
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中央都税事務所からのお知らせ           

中央区税務課からのお知らせ           

●申告書、別表は東京都主税局ホームページ（https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/kakusyuyoshiki.html）
　からダウンロードできます。
【お問合せ先】
・申告書等の事前送付物について ・電子申告利用の手続について
　（法人二税）所管都税事務所の法人事業税担当班 　eLTAXヘルプデスク　0570－081459
　（事業所税）所管都税事務所の事業所税担当        

中央都税事務所　０３－３５５３－２１５１（代表）

法人二税・事業所税の申告書等の事前送付物を変更します 

「個人住民税額シミュレーション」をご利用ください!!

時　期 令和 3 年１０月送付分から

対象者 電子申告利用事業者 
（東京都に eLTAX の利用届出を提出した事業者） 

令和3年9月まで

・申告書

変更点 申告書・別表等の送付を取りやめ、納付書のみ送付します。 
（法人二税については、納付書とあわせて税率表等も送付します。） 

令和3年10月から

・別表等 ※
・納付書

（税率表等）
・申告書

・別表等 （税率表等）

・納付書
※

※ 法人二税のみ ※ 法人二税のみ

サービス内容

アクセス方法

お問い合わせ先

https://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/zeikin/zyuminzei/simulation.html

個人住民税額（特別区民税・都民税）の試算がインターネットでできる

スマートフォンの方は、こちらの二次元コードからお入り下さい。 

URL

　令和 3 年 10 月以降の申告書等事前送付物（プレプリント申告書）から、東京都に eLTAX の利用届出を提出している
事業者に対し、申告書等の同封を取りやめます。
　なお、納付書（法人二税については税率表等も含む。）については、従前どおり送付します。  

　ご自身のパソコンやスマートフォンでホームページにアクセスし、インターネット上に表示されるフォームに、給与や
年金の源泉徴収票の内容や、そのほかの所得、控除等を入力していただくと個人住民税額を試算することができます。ふ
るさと寄附金控除額の目安を試算することも可能です。
※ふるさと寄付金による寄付金税額控除は、ふるさと寄付を行った年の収入、所得に基づいて控除額が計算され、その翌年度の個人住民税から控除される制度で

す。本シミュレーションでは、令和2年度または平成31年度の個人住民税額を試算し、その税額をもとに目安額を計算しますので、実際の計算結果とは異な
る可能性があります。試算額はあくまでも目安としてください。

「中央区ホームページ」（トップページ⇒暮らし・手続き⇒税金⇒住民税⇒住民税額シミュレーション）

中央区総務部税務課課税係　℡ 03-3546-5270
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　新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策等におい

て、持続化給付金、各自治体の休業要請に係る協力金、

家賃支援給付金などの新たな給付金制度が講じられると

ともに、雇用調整助成金のような恒常的な制度において

も、コロナ禍での事業者を支援するため、一定の緊急対

応期間について所要の緩和措置等が講じられています。

　中小法人の皆さんも事業継続のために各種の給付金を

受けていると思います。

　法人が受ける各種の給付金については、法人税法には

所得税法のような非課税規定はありませんから、課税所

得の計算上、原則として益金の額に算入することになり

ます（つまり課税対象となります）。

　各種の給付金については、その申請から支給額が決定

するまでに一定の審査期間が必要となるためにタイムラ

グが生じます。例えば、6 月末決算の法人が 6 月末まで

に給付申請は行ったものの、期末時点では支給額が決定

していないような場合には、その給付金の収益計上時期

をいつにするか問題になります。

　この点については、給付金等を次の二つのカテゴリー

に分けて取り扱うこととされています（法人税基本通達

2 － 1 － 42）。

　その一つは、法人が定年の延長、高齢者及び身体障害

者の雇用等の雇用の改善を図ることを目的として支給さ

れる、高年齢雇用継続基本給付金や高年齢再就職給付

金、あるいは障害者雇用調整金のように、一定の基準に

達したことを条件に支給される奨励金のようなものにつ

いては、その支給が確定した時、つまり支給決定があっ

た日の属する事業年度の益金の額に算入することになり

ます。

　税理士　奥田芳彦

新型コロナウイルス感染症に係る給付金等の収益計上時期
知って得する税情報

　新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して支給さ

れる持続化給付金、各自治体の休業要請に係る協力金、

家賃支援給付金などは、上記のとおり、支給決定があっ

た日の属する事業年度に収益計上すればよいことになり

ます。

　なお、緊急経済対策の給付金や助成金の中には、確定

通知前に支給されるものもあるそうですが、その場合に

は、支給された日に収益計上することになるでしょう。

　これに対して、雇用調整助成金、職業転換給付金、障

害者能力開発助成金などのように、その給付原因となる

休業手当、賃金、職業訓練費等の経費の支出に当たり、

あらかじめ給付金による補てんを前提として所定の手続

をとり給付されるものについては、具体的な経費支出の

補てんという性格を有するものなので、その給付の原因

となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属

する事業年度においてその交付を受けるべき金額が具体

的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、

その事業年度の益金の額に算入しなければなりません。

　コロナ禍における雇用調整助成金も、休業等の事実が

あった日の属する事業年度に見積り計上する必要がある

のでご注意ください。
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TEL ： ０３－３５２３－２０３０
Mail ： hojinkai@kyobashi.or.jp●お問い合わせ

お知り合いの方にお尋ねください！
「あなたの会社　京橋法人会に入っていますか？」

―未加入の法人の方を是非ともご紹介ください―

■ 法人会とは

各種セミナー

会員交流会

ぎんざ寄席

　法人会は税のオピニオンリーダーとして、
・企業の発展を支援し
・地域の振興に寄与し
・国と社会の繁栄に貢献する
　60 年以上の歴史を持ち、全国 80 万社が加入する経営者の団体です。
　具体的には、将来を見据えた税の提言活動、各種講演会、研修会を通じた税の啓蒙
活動に加え、税以外の分野における、地域社会に密着した社会貢献活動にも積極的に
取り組んでおります。
　また、多種多様な業種の企業経営者が集う法人会は、自ずと「異業種間交流」の場
としても様々な情報交換が行われ、新たな事業展開のヒントを得る絶好の場ともなっ
ております。

　●　税知識が身につく！
　法人会では、税務に関する講演会はじめ、一流の講師による最新の経営情報を
提供しております。また、経理担当の方に対して税法をさらに一歩掘り下げた
専門的な講座なども実施しています。
　●　人脈が広がる！
　会員の皆様の異業種間の交流を図る懇親交流会等の企画を通じて、相互の親
睦を図ることを目的としています。また、若手経営者を中心とする青年部会、女
性経営者を中心とする女性部会独自の研修会や、バスツアー等様々な企画をご
用意しております。
　●　福利厚生制度の充実！
　経営者大型保障制度は、経営者や従業員の病気・事故による死亡・高度障害な
どを保障する法人会独自の保険制度です。他にも、さまざまなリスクをサポー
トするビジネスガード、がん保険制度、特定退職金共済制度などの割安な保険
を設けています。また、ラフォーレ倶楽部、四季倶楽部など多くの宿泊施設を
割安で利用できる特典等もあります。

法人会アンケート調査システム

新規登録 にご協力ください

　法人会は、国内企業の約80万社が加入する大きな団体です。
これまで 60 年以上の長きにわたり、税知識の普及、納税意
識の高揚など、一貫して「税」を中心とした活動を展開し、
国と地域の発展に貢献してまいりました。
　このようななか、全法連は会員企業の声を広く集めるツー
ルとして、法人会アンケート調査システムを平成 22 年に創
設しました。
　システム創設以降、法人会活動の発展と法人会の社会的な
認知度向上につなげるため、各種テーマによる調査を実施し、
その結果を法人会内外に公表してきました。
　平成26年4月には、システムをリニューアルし、アンケー
ト結果をメールでお知らせするなどの機能を改善したところ
です。
　今後このシステムをさらに有効活用すべく、全法連では、
まだシステムへの登録がお済でない会員のみなさまに新規登
録をお勧めしています。
　つきましては、未登録の方は全法連ホームページより、こ
の機会にぜひご登録いただきますようお願い申し上げます。

平成28年9月　公益財団法人　全国法人会総連合
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項　目 開催日 時　間 場　所

特別説明会
『令和２年分　年末調整等に際しての
留意事項』
（オンライン併設セミナー）

１１月　９日（月）

１１月　９日（月）

１２月　３日（木）

１１月１０日（火）

１１月１０日（火）

１１月１６日（月）

午前１０時３０分～１１時３０分

午前１０時００分～１２時００分

法人会会議室２階

法人会会議室２階

午前１０時３０分～１１時３０分 法人会会議室２階

法人会会議室２階

特別説明会『法人税申告書別表４と５から
　　　　　　会計と税務を学ぶ』

午後１時３０分～２時３０分

午後１時３０分～２時３０分

午後１時３０分～４時００分

日本印刷会館２階

日本印刷会館２階

特別説明会『国際源泉
　　　　　 （人的役務を中心として）』

京橋法人会

研修会予定 ★すべての説明会・セミナーは会員・一般を問わず参加できます
ただし、定員の都合もございますので事前にご確認ください。京橋法人会  事務局  電話 03-3523-2030

研修会、セミナーに参加の際には、お手数ですがうがい、手洗い、マスクの着用等、感染予防にご協力をお願いします。
状況により開催を中止・延期をする場合がございますので、参加する前に最新の情報を
京橋法人会のホームページでご確認願います。 検索

第1支部（京橋、八重洲） 第6支部（築地）
㈱トーハイ
エクイスバイオエネルギー㈱
エクイスセントラルサービス・ジャパン㈱
㈱グラディストジャパン

第4支部（銀座1～8）※昭和通りより東
日章興産㈱

第5支部（湊・新富・明石町・入船）
㈲サン・ネット
フルスイング㈱
㈱Ｔｅｎ．
㈱ヒトシナ商事
社会保険労務士法人　M.I.OFFICE

運送業（貨物自動車運送事業）
エネルギー複合業
エネルギー供給業
不動産コンサルティング

フードディスカバリー㈱
岸英人税理士事務所

その他のサービス業
税理士

第7・8支部（八丁堀・新川）
㈲リアルカンテイ
㈱日本ドリコム
岡田大作税理士事務所

不動産鑑定、不動産仲介
広告、出版、イベント
税理士

第9支部（月島・勝どき・佃・晴海・豊海町）
ジー・ブーン㈱
㈱ビットグローバル

受託システム開発
コンサルティング業

不動産管理運営賃貸借業　他

出版・印刷業
ソフトウェア業
サービス業
食品輸入販売
社会保険労務士事務所

新入会員紹介（R２年３月～９月分入会）

公益法人・一般法人対象　特別研修会のご案内（無料）
2021年１月26日（火）午後１時30分～３時30分　日本橋公会堂4階ホール（中央区日本橋蛎殻町1-31-1）
●内容　　第１部「公益法人等の税務処理について」
　　　　　　　  　 講師：日本橋税務署・京橋税務署　担当官　

●定員　　２００名になり次第締切らせていただきます。

●申込方法　件名に「公益法人研修会参加申込」とし、下記必要事項を明記の上、FAXまたはE-mailにてお申し込み下さい。
　　　　　　①法人名　②所在地　③出席者名（複数名の場合は代表者名と合計人数）④所属部署　⑤連絡先電話番号
●送信先　　ＦＡＸ：０３－３５２３－２０３３　　E-mail：seminar@kyobashi.or.jp

　なお、定員内のお申込みの方へは特にご連絡はいたしませんので、当日、直接ご来場下さい。
　また、感染予防の観点からマスク着用、受付にて検温及びアルコール消毒にご協力をお願いいたします。

(公社)日本橋法人会・(公社)京橋法人会　共催
お問合せ　（公社）京橋法人会　事務局　TEL03-3523-2030

第２部「行政庁（東京都・内閣府）から指摘を受けた事例と
　　　　会計研究会の今年度検討状況」
　　　　講師：内閣府　公益認定等委員会　参与　髙山昌茂　氏
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INFORMATION

発行人：専務理事　本田　完　発行所：（公社）京橋法人会（〒 104-0043 中央区湊 1-13-1）  印刷所：中和印刷㈱
　　TEL：03-3523-2030　FAX：03-3523-2033

■ 個人情報の取り扱いについて 貴社よりお預かりした個人情報につきましては、本会事業活動のために利用し、それ以外の目的で利用すること又は第三者へ提供することはございません。

法人会の会社名、代表者等の変更届はお早めにお願いいたします

会員番号

旧

〒
住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 （ 部 課 ）
Ｔ Ｅ Ｌ・ Ｆ Ａ Ｘ
資 本 金

新

〒
住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 （ 部 課 ）
Ｔ Ｅ Ｌ・ Ｆ Ａ Ｘ
資 本 金

■住所、会社名、代表者名等の変更、または宛名印刷に誤字脱字が 
ありましたら、お手数ですが、下記ご記入の上、FAX にて当会宛て
にお送り下さい。 　【京橋法人会事務局  FAX 03-3523-2033】

法人会の理念

法人会は税のオピニオンリーダーとして、

企業の発展を支援し、 地域の振興に寄与し、

国と社会の繁栄に貢献する

経営者の団体である。

2

法人 きょうばし

「一般寄附金」御礼とご報告
　当会では、税務知識の普及、地域企業の発展、地域社会への貢献を柱とした公益目的事業等のより一層の
拡大、充実を図るべく、「公益目的事業等のための寄附金（一般寄附金）」の募金をお願いしております。
　今回、ご寄付を賜りました皆様に、あらためまして心からの御礼を申し上げます。
　お寄せいただきました寄附金は、当会の規程に則り、適正に使用させていただき、公益社団法人としての
使命を果たしてまいる所存でございます。なお、一般寄附金は随時受け付けておりますので、この募金の趣
旨をご理解いただき、引き続きご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

一般寄附金をお寄せいただいた方（令和２年８月～受納分）
大塚　一長　様
匿名　個人１名様　法人２社様　（公表について同意をいただいた方を掲載しています）

一般寄附金のお申込み・お問合せ
　当会への寄附金のお申込みは、同封の「寄附金申込書」に必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送
にてお送り下さい。(当会ホームページからダウンロードもできます)
【お問合せ】　公益社団法人 京橋法人会 事務局　寄附金担当　TEL03-3523-2030



京橋税務署は

新庁舎に移転します。

【 住 所 】
〒１０４-８５５７　中 央 区 新 富 2 - 6 - 1

京橋税務署 （仮庁舎）〒100-8129　千代田区大手町1-3-3大手町合同庁舎3号館6階・7階
 電話 0 3 - 4 4 3 4 - 0 0 1 1（代表）

電話 03- 4434- 0011（代表）

【アクセス方法】
築 地 駅   ：　 4 番 出 口 　 　 徒 歩 ８ 分
八 丁 堀 駅  　：　 A 3  出 口 　 　 徒 歩 8 分
新 富 町 駅  　：　 3 番 出 口 　 　 徒 歩 3 分
東 銀 座 駅  　：　 A 7  出 口 　 　 徒 歩10分
宝 町 駅   ：　 A 1  出 口 　 　 徒 歩10分

（以前の所在地に戻ります。）

大手町の仮庁舎から新富二丁目の

公益社団法人 京橋法人会 広報誌 第 501 号 令和 2 年 11 月 1 日発行（会員の購読料は会費に含まれています。）


