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国際観光旅客税 ２０１９年１月スタート
２０１８年度税制改正により、“国際観光旅客税”という名の出国税が課される
ことになりました。対象者は日本から出国する全ての人です（２歳未満等一定の
非課税対象者を除く）。全ての人ですから国籍は問いません。日本人が観光
のために出国しても、仕事のために出国しても、海外籍の方が観光あるいは
仕事のために日本へやってきてその後出国しても、非課税対象者に該当しない
限り、日本出国時にかかってくる税金です。
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徴収は、２０１９年１月７日以降の出国（それまでの間に航空券を購入している 住宅の「分譲販売」の
場合を除く）から開始することとなります。
様々な方法・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ.４
実際自ら申告納税するわけではなく、旅券を発行する旅行会社等（国際旅客
運送事業者）が航空券等に上乗せして徴収することになりますし、１回の出国
につき１人１,０００円の負担ですから、価格変動する燃料サーチャージ料なども
加味しますと、それほどの負担感はありません。

企業の教育訓練への支出状況・・・ P.５
７月度の税務ｽｹｼﾞｭｰﾙ・・・・・・・・・ Ｐ.５
今月の名言録・・・・・・・・・・・・・・・・ P.６
無料相談会実施中・・・・・・・・・・・・ Ｐ.６

既に導入している他国と比べても、それほど多額とはいえません。たとえば
オーストラリアであれば、「空港税」として６０豪ドルかかっています。
これを１豪ドル８５円として換算しますと、日本円で５,１００円になります。
例に出したオーストラリアは出国税としては多額な方ですが、出国税を
設けている他の国でも、２,０００円程度かかるようです。
ちなみに出国時には、その出発する国や地域によって、このような税金の他、
「旅客サービス料」「空港施設使用料」「旅客保安料」…etc、様々な名目で航空
運賃以外に費用負担が発生しています。素人にはそれが税金なのかどうかも
よくわからない状態で、トータルでいくらかかるのか、が最も興味のあるところ
でしょうし、負担したくないからといってその部分の支払を拒否できるものでもない
でしょう。
この新たな恒久税である“国際観光旅客税”について、４月１８日付けで国際観光旅客税法が公布され、これを受けて、
その概要や通達、Ｑ＆Ａ、リーフレット等が国税庁サイトで公表されています。
○国際観光旅客税について
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/kanko/index.htm

マイナンバーで外国人就労を把握
政府は在留外国人の就労状況の把握にマイナンバー制度を活用します。納税や所得などの情報を一元的に集め、
複数の職場を掛け持ちして労働時間の上限を超えて働くといった不法就労の防止につなげたい考えです。政府は人手
不足を補う手段として外国人労働者に注目しており、受け入れ拡大に向けた環境の整備を急いでいます。
マイナンバーは住民票を持つすべての人に割り当てられる１２ケタの番号です。国や自治体は税、社会保障などの
分野で個人情報の管理に活用でき、在留外国人にも交付されていますが、十分には活用されていません。
在留外国人は現在、在留資格の手続きのため、納税証明や所得証明といった書類を国に届け出ますが、その際に、
自分が所属する企業などの情報を知らせる必要もあります。
雇用主の企業にも厚生労働省が雇用状況について届け出を求めていますが、国は外国人の就労実態を把握し切れて
いません。２社で働いているのに１社分の情報しか届け出がなかったり、企業が正確に雇用者数を伝えていなかったり
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する場合は、正確な実態がわかりません。
そこで政府は、対策として、マイナンバーの活用を検討しているようです。日本人の場合、
マイナンバーには納税や社会保障、その基となる所得や勤務先などの情報がひも付いて
います。外国人も同様の情報がマイナンバーで一元的にわかるようにするとのことです。
外国人の場合、例えば留学生は就労時間の上限を週２８時間までとするといった日本人
とは異なる決まりがあります。マイナンバーで一元的にデータを管理していれば、法務省が
在留外国人からの届け出をチェックするよりも改善を促しやすくなります。
政府は、２０１９年の通常国会でマイナンバー法を改正し、マイナンバーの情報に在留
資格も加える方針です。出入国管理や難民認定などの関連法の改正も視野に入れており、
在留外国人にとっても、書類の提出が減ることで手間が省けるメリットもあります。
また、マイナンバーの活用が進めば統計もまとめやすくなります。外国人の労働者は
増加傾向ですが「経済にどんな影響があるか把握できていない」といった指摘があります。政府は外国人の納税額などを
集計し、経済的な効果を定量的に示すことも検討します。
政府は人手不足の解消に向け、外国人労働者をさらに活用していく方針です。技能
実習の終了後にさらに就労資格を与えることなどを検討しています。そのため、就労
状況を把握する環境を整え、政策の立案や実行を進めやすくします。
マイナンバーは２０１５年に国民への番号の通知が始まりました。２０１６年にはカード
の交付も開始されましたが、交付率は１割程度にとどまっています。政府は利用できる
場面を増やす一方､個人情報の流出防止等セキュリティー対策にも力を入れています。
電子政府のインフラとして普及を進め、外国人労働者にも活用への理解を求めていく
ようです。 （日本経済新聞2018年6月29日より抜粋）

義援金の税務上の取扱い
２０１８年６月１８日に発生した大阪府北部の地震に関して、大阪府をはじめ日本赤十字社や大阪府共同募金会が
義援金を募集しています。今回は、あらためて義援金に関する税務上の取扱いについてご紹介いたします。
◆ 義援金に関する税の取扱い
被災自治体である大阪府以外で、義援金を募集している団体としては、日本赤十字社、中央共同募金会があります。
日本赤十字社や中央共同募金会（大阪府共同募金会）は、２０１８年９月２８日（金）を受付期限として、義援金を募集して
います。この義援金は、大阪府に設置された「義援金配分委員会」を通じて、全額被災者へ配分されるため、大阪府へ拠出
されることになり、大阪府への寄附に該当します。これらの団体へ送金した義援金に関して、税の取扱いは次の通りです。
１．個人が義援金を送金した場合
所得税では、特定寄附金として、寄附金控除（所法７８②一）の対象となり、個人住民税では、都道府県市町村に対する
寄附金として、寄附税額控除（地税３７の２①一、３１４の７①一）の対象となります。
所得税、個人住民税あわせて、大体支出した義援金額から２,０００円を差し引いたくらいの税金の負担が軽減されます。
（上限が設けられているため、当該義援金額や他の寄附金がある場合、さらに申告者の所得金額等により軽減額が
異なりますので、一つの目安としてお考えください。）
２．法人が義援金を送金した場合
法人税では、国等に対する寄附金（指定寄附金等）として、全額が損金となります。（法３７③一） 地方税も同様。
◆ 留意事項
個人について、寄附金控除（寄附税額控除）を受けるためには、原則として確定申告を行わなければなりません。
この場合、所得税の確定申告を行えば、個人住民税は自動的に確定申告を行ったことになるため、別途、個人住民税の
確定申告を行う必要はありません。ちなみに、日本赤十字社等を通じてではなく大阪府へ直接送った義援金は、ふるさと
納税として「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を適用することができます。この制度を利用する場合は、確定申告を行う
必要はありません。
なお、個人が確定申告を行う場合においても、法人が経理処理を行う場合においても、義援金を送金したことがわかる
書類を用意し、保存しておく必要があります。（個人が書面で確定申告を行う場合には、原則として添付が必要です。）
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国民年金の納付率６６．３％
厚生労働省は先月末、自営業者らが入る国民年金について、被保険者が納めるべき保険料のうち実際に払われた
比率を示す納付率が２０１７年度に６６．３％になったと発表しました。前の年度から１．３ポイント上昇し、６年連続で改善
しています。ただし、低所得などで保険料を免除・猶予されている人は納付率の計算から除いており、それらを含んだ
実質的な納付率は約４０％にとどまっています。
２０１７年度末の加入者数は前の年度から７０万人減の１５０５万人でした。加入者数はこの５年で約３６０万人も減って
います。これは、日本年金機構が厚生年金への加入を企業に促していることや、厚生年金の適用対象をパートら短時間
労働者にも広げたことで、厚生年金に移る人が増加したことが減少の主因です。
厚生年金は保険料を労使で折半し、もらえる年金額も増えるため、加入者にとってはメリットが大きい制度です。
納付率は低所得者や学生ら保険料の納付を免除・猶予されている人を対象者から除いて算出しています。２０１７年度
の全額免除・猶予は９万人減の５７４万人でした。免除・猶予の対象者を含めた実質的な納付率は４０．３％と０．２ポイント
低下しました。年金機構は未納者からの徴収を強化しており、２０１７年度は１万４千件の財産差し押さえを実行しました。
これは２年前の約２倍に及んでいます。

事業承継税制の特例について
後継者への事業承継を税制面から支援する「事業承継税制」について、２０１８年度税制改正により支援内容を拡充
させた特例措置が創設されました。この特例措置は期間が限定されていますので、活用される場合には早めの意思決定
が肝要となります。
事業承継税制とは、後継者への自社株式の異動に
あたっての贈与税又は相続税の納税を猶予・免除する制度
です。対象となる会社・贈与者・受贈者には、それぞれ
円滑化法（中小企業における経営の承継の円滑化に関する
法律）に定められた要件がありますが、いずれの要件も
満たしていることについて、その会社の主たる事務所の
所在地である都道府県知事から認定を受ける必要があります。
また実際に納税猶予を受けるためには、申告期限内の申告とともに、猶予税額及び利子税額相応の担保を提供する
必要があります。
この納税猶予を受けた後、猶予期間中に譲渡を行うなど一定の事由に該当した場合には、利子税とともに本税を納付
する必要があります。その一方で、後継者の死亡等、一定の事由に該当した場合には、その猶予されている税額が免除
されます。
今回拡充された事業承継税制の特例措置は、従来の事業承継税制（以下、一般措置）に加えて、期間限定で設けられた
制度です。特例措置と一般措置の違いは下表のとおりです。最も大きな違いが「特例承継計画」の提出の必要性や期限、
及び対象となる自社株式の異動に期限が設けられていることです。
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住宅の「分譲販売」の様々な方法
◆ 更地と建売住宅の分譲販売
①更地の販売と建売住宅
宅地分譲は更地の状態で販売する方法と、あらかじめ建物を建てた上で、建売住宅として販売する方法に大別
されます。建売住宅の広告には、必ず建築基準法上の建築確認番号が記載されているはずですので、注意して確認
しましょう。マンションの分譲も、土地の上にマンションを建てて販売するわけですから、ここでは「建売住宅」の販売
方法に含めることができます。
更地と建売それぞれの購入方法については、更地で購入した場合、自分の好みでデザインを最初から組み立てて
いく事ができる「注文住宅」を建てる事が可能ですが、土地と建物をそれぞれ購入する事から、費用がかかります。
分譲宅地での建売住宅は、同じ分譲地内で同じような家をいくつも建てることになる事から、大量に資材を調達する為､
建築費用を安く抑えるという特徴があります。さらに、建売住宅は基本的にすでに完成している住宅であることから、
購入前に間取りや内装を確認する事ができ、絶対に失敗したくない人におすすめの購入方法です。
②建築条件付き宅地
時々「建築条件付き宅地」として販売されている土地があります。これは更地の状態で販売されますが、建物を建てる
際の建築会社が指定されていることを条件に販売される分譲地をいいます。
購入者のメリットとしては、建売住宅とは違い、家族構成やライフスタイルに合わせた自由な設計ができること、建築
会社を自分で探す必要がないこと、土地が割安で購入できることが多い、などがあります。また販売会社からすれば、
建築も請け負うことで、売上の増加に繋がるというメリットもあります。いいことばかりのようですが、「建てる、建てない」
や解除をめぐるトラブルなど、独占禁止法による制限もあるため、あらかじめいくつかの条件が付されて販売されます。
◆ 「青田売り」とは？
本来「青田売り」とは、稲がまだ実っていない時期に収穫できることを見越して販売することをいいます。
宅地分譲の青田売りとは、未完成の建物を、完成した値段で販売することをいいます。完成想像図だけで何千万円も
する買い物を決断する事自体、よく考えれば不思議な事ですが、分譲販売ではこの青田売りが主流になっています。
企業からすると早く売ったほうが資金繰りが楽になるという事や、地価下落の局面において、販売価格下落のリスクを
減らせるなどのメリットがありますが、契約から引き渡しまでの期間が長い為、契約解除のリスクが大きくなる事と、
モデルハウスなどのコストが大きくなるなどのデメリットもあります。
購入者のメリットとして、良い物件を早いもの勝ちで押さえられる可能性があるほか、物件や契約時期によっては希望に
応じた間取りに変更できることや、比較的同時期に入居が開始されるため、コミュニティの形成がし易いなどがあります。
デメリットとしては、購入から入居までの期間が長く、現物を見ずに支払いをしている為、とにかく不安であることや、
地価の下落に伴い、安くていい物件が出てくる可能性がある事などです。
重要なのは、青田売りを行う時期ですが、建築基準法の建築確認を取得したあとに行うことが法令（宅地建物取引業法）
で決まっています。広告にも必ず建築確認番号が記載されているはずです。
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企業の教育訓練への支出状況
中小企業の賃上げ促進のための税制措置に、賃上げ金額の一定割合を税額控除できる所得拡大促進税制があります。
２０１８年度税制改正で、教育訓練費増加などの要件を満たすと、税額控除の上乗せができるようになりました。ここでは、
企業の教育訓練支援への支出状況をみていきます。
◆ OFF-JTへの支出は５０％以上に平均支出額は１．７
厚生労働省の調査結果から、OFF-JT（業務命令に基づき、通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練）や自己啓発
（労働者が職業生活を継続
（単位：％、万円）
するために行う、職業に
業種別OFF-JTおよび自己啓発支援に支出した企業の割合と労働者１人あたり平均額
関する能力を自発的に
開発し、向上させるための
活動）支援の支出を行った
企業の割合などをまとめると、
右表のとおりです。
２０１６年度で支出を行った
企業の割合は総数で、
・OFF-JT５２．９％、
・自己啓発支援２６．７％
でした。
次に支出した労働者１人
あたり平均額は総数で、
OFF-JTが１．７万円、
自己啓発支援が０．４万円と
なりました。
業種によって支出企業の
割合や金額に差がみられ
ますが、OFF-JT支援を
重視する企業が多いことが
わかります。
厚生労働省「２０１６年度能力開発基本調査」より作成

７月度の税務スケジュール
内

容

期

限

６月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

納 期 限

７月 １０日（火）

所得税の予定納税額の減額申請

申請期限

７月 １７日（火）

５月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
（法人事業所税）・法人住民税>

申告期限

７月 ３１日（火）

所得税の予定納税額の納付（第１期分）

納 期 限

７月 ３１日（火）

２月、５月、８月､１１月決算法人の３月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>

申告期限

７月 ３１日（火）

法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税･地方
消費税〉

申告期限

７月 ３１日（火）

１１月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
法人住民税>（半期分）

申告期限

７月 ３１日（火）

消費税の年税額が４００万円超の２月・８月・１１月決算法人の３月ごとの
中間申告<消費税・地方消費税>

申告期限

７月 ３１日（火）

消費税の年税額が４,８００万円超の４月、５月決算法人を除く法人・個人事
業者の１月ごとの中間申告（３月決算法人は２ヶ月分） <消費税・地方消費税>

申告期限

７月 ３１日（火）

固定資産税（都市計画税）の第２期分の納付

納 期 限

７月中で条例で制定

－５－

Ｉｎｓｉｇｈｔ Review

今月の名言録
言動に注意する
私はどんなに体の具合が悪いときでも、
体の具合が悪い、と言ったことがありません。
だから家の人たちが言うでしょう。
「先生が亡くなるときは、きっと、誰も知らないときに死んでしまうでしょうね」
私は二、三日たってから、よく言うことがあるんです。
「一昨日だったかな。少し頭が痛かったね」これでは誰も心配してくれませんよ。
もし万一、私が、「いま俺は頭が痛いんだ」と言えば、私を命の綱として頼っている人々は、必ず心配するに違いない。
どんなことがあっても私は、体の具合の悪いことを言ったことがない。私の体を診てくれている医者に聞いてごらん。
「ご気分は?」「ごらんのとおり」「食欲は?」「生きているから食ってるよ」「夜は?」「よく寝るよ」。
それ以上深く問うと、「あんた、医者だろ。見た目のとおりだ。私が痛いといっても、助けてくれるどころか、
あなた方、心配するばかりだよ。そうだろ。言ったからといって、何も助けてくれやしないよ。だから、言わないんだ」。
しょっちゅう、ごらんのとおり、にこにこしているのであります。
（「ほんとうの心の力」 中村天風著 PHP研究所）

無料相談会実施中！
現在、皆様のまわりで下記のような事項で何かとお困りの方がおみえでしたら、
お気軽にご相談ください。
随時、無料相談会を開催しております。なお、完全予約制となっていますので、
必ずご連絡頂きます様よろしくお願い致します。
・新規にご開業される方、された方（開業支援、税務相談、社会保険相談など）
・現在の顧問先に不満をお持ちの方（税務相談、経営相談、経営診断、事業計画など）
・相続でお困りの方（今後、発生することが予測されるが具体的にどうしたらよいのかわからない方など）
・不動産の有効活用でお悩みの方 など
Ｎ

事務所のご案内

ＪＴ

Ｐ

名古屋支店

〒４６０－００２２
名古屋市中区金山一丁目４番４号第９タツミビル東棟９階
TEL：０５２－３３１－０１３５
０５２－３３１－０１４５
FAX：０５２－３３１－０１６７
http://www.asaoka-kaikei.com

大津通
「日本特殊陶業
市民会館北」交差点
からすぐです
伏
見
通
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古沢
公園

Ｐ

Ｋ

名古屋
市民会館

金山総合
ビル

ダイエー
イオン
Ｐ
三井
生命ﾋﾞﾙ

本誌の内容で何かご質問などがございましたら、
下記の担当までお問い合わせください。

アスナル
金山

（北口

税理士・行政書士
不動産鑑定士
社会保険労務士

浅岡 和彦
佐々木 勝己
松永 裕美

ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋Ｈ
ボストン美術館
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