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本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士 経営学修士（MBA）三宅孝治
旧年中は、格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
皆様、昨年は、どのような年でしたでしょうか？昨年９月には、２０２０年のオリンピックも東京に決まったことで、日本国中が明るい
空氣に包まれています。また、アベノミクス効果もあり、景氣が少し回復しているとも言われ、価格よりも価値あるものを買い求める傾
向にあるようです。景氣の「氣」は氣持ちの「氣」と言われます。そのように考えてみますと、「氣」の持ちようが物事の結果（会社の経
営）を大きく左右すると思います。「まだまだ行ける」「これからこれから」など、明るく前向きな考えの中で、新しい製品や新しいサービス
の提供が可能になると思います。ポジティブに考えて行動し、その結果をもとに更に考えて行動することで、必ず、道は開けるのだと信
じています。共に「氣」を意識して、より良い経営をしてゆきましょう。私たちは、お客様が、安心して経営をして頂けるように、全力でご支援
申し上げます。
皆様方が、本年も良い年になりますよう心よりお祈り申し上げます。
幼い頃背伸びをして届いていた場

昨年 12 月 24 日に閣議決定された※平成 26 年度税制改正大綱について、主なものの概要を紹介します。
※政府が国会に提出する税制改正法案の元になりますので、決定事項ではございません。
税目
内容
負担増減
※税収の増減
2016 年から年収 1,200 万円超を対象に会社員の給与所得控除が縮小します。
500 億円
所得税
増
2017 年以降は年収 1,000 万円超を対象に会社員の給与所得控除が縮小します。
1,100 億円
必要な財源を確保しつつ、国民の理解を得た上で税率 10％時に導入。
対象品目や具体的な安定財源など詳細な内容を検討し、2014 年 12 月までに結論
‐
‐
消費税
を得るそうです。
中小企業向けの消費税簡易課税制度の見直しを行います。
復興特別法人税を今年度限りで終了。一年前倒しとなります。
減
−8,000 億円
法人税 大企業の交際費の半額が非課税になります。
減
−650 億円
法人住民税のうち約 6,000 億円を国税化して再配布します。
‐
‐
2015 年 4 月以降に購入する新車に限り軽自動車税が 1.5 倍に増税されます。
増
300 億円
取得税、2014 年 4 月から 5％→3％（軽自動車 3％→2％）
−900 億円
減
廃止後−1,900 億円
自動車 消費税 10％時に取得税が廃止されます。
関連税 2014 年 4 月から車の重量に応じて車検時に課税される重量税で新車登録から 13
増
150 億円
年超の旧型車は増税されます。
2014 年 4 月から環境性能の高いエコカーは 2 回目車検時の重量税を免税します。
減
−150 億円
2016 年 10 月から環境性能を加味した新自動車税を導入します。
増
1,000 億円程度
※税収の増減収は国・地方の合計。増減税が一年間続いた場合の金額です。

・2014 年度税制改正大綱までに決まった負担増減と主なスケジュール
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*法定調書の提出期限
*給与支払報告書の提出期限
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*固定資産税の償却資産申告書の提出期限
*個人住民税第
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4 期分の納付期限
4 期分の納付期限

毎月開催中の経営利益計画書作成セミナー
『Vision』の日程は次の通りとなっており、本年最初
の開催日は 1 月 16 日となっております。
この機会に法人の方も個人事業主の方も、今年一年
の計画を立てる良い場となると思いますので、今まで
参加された事のない方！ぜひお氣軽にご参加下さい。
開催日
対象者
申込期間
1 月 16 日 11・12・1・2 月決算法人様・
1 月 10 日
（木）
個人事業主様
（金）
2月6日
12・1・2・3 月決算法人様・
1 月 31 日
（木）
個人事業主様
（金）
3 月 20 日
1・2・3・4 月決算法人様・
3 月 14 日
（木）
個人事業主様
（金）

