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いち
ばんに相談したい銀行

　コータくんとエールちゃんは、2015年5月に誕生した当行のイメージキャラ
クターです。「地域の皆さまの様々なご要望に真摯に耳を傾ける銀行であり続けた
い」そんな思いが二人のキャラクターに込められています。
【コータくん】
　真っ直ぐな性格で人のために一生懸命。
　行員のポケットにコータくんが隠れているかもしれません。
【エールちゃん】
　ポンポンを手に人のために応援することが大好き。
　窓口のおねえさんの隣がお気に入りの場所です。

いち
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コータくん エールちゃん

キャラクターについて
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東海エコノミック・レポート

まる分かり！NEWS旬

　TPP（環太平洋

パートナーシップ）

は、長い交渉を

経て昨年10月に

大筋合意に至っ

た。今年2月には

協定の署名式が

開かれ、今後各国

の批准手続きを

経て発効する。

世界のGDPの約4割を占める12ヶ国が参加し、

貿易自由化率が高く、投資や知的財産など幅広い

分野で共通のルールを定めた経済連携協定

（EPA）ができあがった意義は大きい。

　まず、東海地区の主要な生産品である自動車や

自動車部品、産業機械などの関税が撤廃される。

もともと関税が低い国がある一方で、関税が高い

国では完全撤廃まで年数を要する。すでに海外

生産が進んでいる品目もあり、TPPが輸出に与える

影響は大きくない、との見方もある。しかし、TPP

参加国の中でグローバルな生産拠点を展開したり、

サプライチェーンを形成したりしている企業に

とって、TPPによって得られる恩恵は大きい。

　また、かつて東海地区の主要な輸出品であった

美濃焼などの陶磁器やタイルは、今は安価な

輸入品に押されている。こうした分野で、付加価値

の高い高級品に力を入れることによって、再び

輸出競争力を拡大することはできないか。決して

簡単な話ではないが、TPPが一つのきっかけに

なるだろう。

　陶磁器に対してはブルネイ、シンガポールなど

数ヶ国を除いて関税がかかっており、30%程度の

高い関税を課している国もある。TPPが発効すると

多くの国で関税が即時撤廃され、10年後には

すべての国で関税がなくなる。タイルにかかる

関税もほぼ同様だ。

　さらに、農業分野も輸出拡大の潜在性を秘めて

いる。たとえば、松阪牛、飛騨牛、富有柿、次郎柿

など、すでに輸出に向けた取組みが進んでいる。

　日本からの牛肉の輸出については、TPP参加

11ヶ国中6ヶ国で関税がかかっているが、TPP

発効後は順次撤廃される。米国については関税

が撤廃されるまでの15年間、無税の輸出枠が

確保されることになった。

　柿については、11ヶ国中8ヶ国がすでに無税であり、

残り3ヶ国の関税も即時撤廃されることになって

いる。この他、メロン、みかん、切り花など多くの品目で

関税がすでに無税の国があり、そうでない国に

ついても発効後即時撤廃されるところが多い。

　もっとも、農産物については関税がゼロになって

も、検疫の理由から輸出できない国が少なくない。

まずはTPPをきっかけに検疫協議を進めることが

重要だろう。

　新たな輸出品を増やすためには、外国の人に

その良さを理解してもらわないといけないが、海外

からの旅行客にまず知ってもらうことが効果的で

はないか。外国人観光客に美濃焼を体験して

もらったり、特産品や地酒を味わってもらう。TPPと

インバウンドを組み合わせることによって新たな輸出

を拡大するチャンスが広がる。そのきっかけとなる

のが、5月に予定されている伊勢志摩サミットだ。

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

調査部長　鈴木 明彦）

TPPで広がる新たな輸出チャンス
日本銀行は、1月29日

の金融政策決定会合

で「マイナス金利付き

量的・質的金融緩和」

の導入を決定、2月16日

以降、金融機関が保有

する日本銀行当座預金

の一部に▲0 . 1％の

マイナス金利が適用

されるようになった。

不況時の金融政策の役割は、金利を引き下げることに

より、設備投資など民間の投資を促し、付加価値の創出

を高めることにある。今般のマイナス金利政策の導入

は、この発想の下、イールドカーブの起点を下げることに

よって、金利水準全体が低下することを期待して実施

されたものだ。実際、マイナス金利の導入決定以降、

10年物の長期国債の流通利回りがマイナスとなるなど

金利全般が低下している。株安、円高の進展など導入時

の思惑とは逆方向に進んでいる面があるものの、金利の

低下という点では日銀の思惑通りに進んでいると言える。

貸出金利は、市場金利に連動するものが多くあるため、

貸出金利の低下も予想される。現に、住宅ローン金利

などは、一段と低下してきている。

しかしながら、貸出金利の一段の低下が、設備投資の

増加につながり、景気を上向かせるかというと、なかなか

難しい面もあるだろう。マイナス金利が導入される前に

おいても、貸出金利は低いものであった。そこから多少

貸出金利が下がっても、民間投資促進の効果は限定的

なものにとどまる恐れがある。企業にとって、調達金利が

コンマ数パーセントわずかに下がったからと言って、投資

採算が顕著に改善し、投資意欲が一気に増加すると

いうことはあまり考えられないのではないか。

東海地域は、他の地域に比べて、設備投資意欲は

旺盛な地域である。3月に公表された財務省「法人企業

統計季報」の数字をみても、昨年10－12月期の東海

地域における大企業の設備投資実績は、前年比＋9.9％と

増加が続いている。トヨタ自動車の人気車種、新型プリウス

の投入にかかる新規投資などもあって、好調が続いている

と考えられる。ただ、ここで考えてみたいのは、トヨタ自動車

が新型プリウスの導入を決めたのは、足下の金利が

低いからというわけでないだろうということだ。もちろん、

低金利という環境が、関連企業分を含めた新規の投資

をやりやすくするという面もないわけではない。だだ、より

重要なのは、前のモデルの発表からの経過年数など商品

サイクルの問題、ターゲットとなる需要層の所得・消費環境

などからなる「個々の企業（この場合はトヨタ自動車）が

直面する製品需要」がどうなっているかだ。新たな投資

を決断する決定要因として、金利はその一部を占めるに

すぎない。そもそも、金利が投資決定の大きなファクター

であるのなら、設備投資動向の地域間格差など、ほとんど

なくなるはずである。東海地域の設備投資が他の地域に

比べて強いのは、金利以外の要因によるものだ。

そう考えると、マイナス金利政策による金融緩和の

投資促進効果に過度な期待はしない方がよいのかも

しれない。日銀が金融政策としてできることは、金融緩和

しかないが、それは側面支援にすぎない。政策としてできる

ことの手詰まり感もあり、このところ金融政策に過度な

期待が寄せられているが、問題はもっと別のところにある

ことを認識すべきだろう。

（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 株式会社　

　調査部　主任研究員　塚田 裕昭）

調査部長 鈴木 明彦

主任研究員 塚田 裕昭

マイナス金利で景気は浮上するか？
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東海エコノミック・レポート

まる分かり！NEWS旬

　TPP（環太平洋

パートナーシップ）

は、長い交渉を

経て昨年10月に

大筋合意に至っ

た。今年2月には

協定の署名式が

開かれ、今後各国

の批准手続きを

経て発効する。

世界のGDPの約4割を占める12ヶ国が参加し、

貿易自由化率が高く、投資や知的財産など幅広い

分野で共通のルールを定めた経済連携協定

（EPA）ができあがった意義は大きい。

　まず、東海地区の主要な生産品である自動車や

自動車部品、産業機械などの関税が撤廃される。

もともと関税が低い国がある一方で、関税が高い

国では完全撤廃まで年数を要する。すでに海外

生産が進んでいる品目もあり、TPPが輸出に与える

影響は大きくない、との見方もある。しかし、TPP

参加国の中でグローバルな生産拠点を展開したり、

サプライチェーンを形成したりしている企業に

とって、TPPによって得られる恩恵は大きい。

　また、かつて東海地区の主要な輸出品であった

美濃焼などの陶磁器やタイルは、今は安価な

輸入品に押されている。こうした分野で、付加価値

の高い高級品に力を入れることによって、再び

輸出競争力を拡大することはできないか。決して

簡単な話ではないが、TPPが一つのきっかけに

なるだろう。

　陶磁器に対してはブルネイ、シンガポールなど

数ヶ国を除いて関税がかかっており、30%程度の

高い関税を課している国もある。TPPが発効すると

多くの国で関税が即時撤廃され、10年後には

すべての国で関税がなくなる。タイルにかかる

関税もほぼ同様だ。

　さらに、農業分野も輸出拡大の潜在性を秘めて

いる。たとえば、松阪牛、飛騨牛、富有柿、次郎柿

など、すでに輸出に向けた取組みが進んでいる。

　日本からの牛肉の輸出については、TPP参加

11ヶ国中6ヶ国で関税がかかっているが、TPP

発効後は順次撤廃される。米国については関税

が撤廃されるまでの15年間、無税の輸出枠が

確保されることになった。

　柿については、11ヶ国中8ヶ国がすでに無税であり、

残り3ヶ国の関税も即時撤廃されることになって

いる。この他、メロン、みかん、切り花など多くの品目で

関税がすでに無税の国があり、そうでない国に

ついても発効後即時撤廃されるところが多い。

　もっとも、農産物については関税がゼロになって

も、検疫の理由から輸出できない国が少なくない。

まずはTPPをきっかけに検疫協議を進めることが

重要だろう。

　新たな輸出品を増やすためには、外国の人に

その良さを理解してもらわないといけないが、海外

からの旅行客にまず知ってもらうことが効果的で

はないか。外国人観光客に美濃焼を体験して

もらったり、特産品や地酒を味わってもらう。TPPと

インバウンドを組み合わせることによって新たな輸出

を拡大するチャンスが広がる。そのきっかけとなる

のが、5月に予定されている伊勢志摩サミットだ。

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

調査部長　鈴木 明彦）

TPPで広がる新たな輸出チャンス
日本銀行は、1月29日

の金融政策決定会合

で「マイナス金利付き

量的・質的金融緩和」

の導入を決定、2月16日

以降、金融機関が保有

する日本銀行当座預金

の一部に▲0 . 1％の

マイナス金利が適用

されるようになった。

不況時の金融政策の役割は、金利を引き下げることに

より、設備投資など民間の投資を促し、付加価値の創出

を高めることにある。今般のマイナス金利政策の導入

は、この発想の下、イールドカーブの起点を下げることに

よって、金利水準全体が低下することを期待して実施

されたものだ。実際、マイナス金利の導入決定以降、

10年物の長期国債の流通利回りがマイナスとなるなど

金利全般が低下している。株安、円高の進展など導入時

の思惑とは逆方向に進んでいる面があるものの、金利の

低下という点では日銀の思惑通りに進んでいると言える。

貸出金利は、市場金利に連動するものが多くあるため、

貸出金利の低下も予想される。現に、住宅ローン金利

などは、一段と低下してきている。

しかしながら、貸出金利の一段の低下が、設備投資の

増加につながり、景気を上向かせるかというと、なかなか

難しい面もあるだろう。マイナス金利が導入される前に

おいても、貸出金利は低いものであった。そこから多少

貸出金利が下がっても、民間投資促進の効果は限定的

なものにとどまる恐れがある。企業にとって、調達金利が

コンマ数パーセントわずかに下がったからと言って、投資

採算が顕著に改善し、投資意欲が一気に増加すると

いうことはあまり考えられないのではないか。

東海地域は、他の地域に比べて、設備投資意欲は

旺盛な地域である。3月に公表された財務省「法人企業

統計季報」の数字をみても、昨年10－12月期の東海

地域における大企業の設備投資実績は、前年比＋9.9％と

増加が続いている。トヨタ自動車の人気車種、新型プリウス

の投入にかかる新規投資などもあって、好調が続いている

と考えられる。ただ、ここで考えてみたいのは、トヨタ自動車

が新型プリウスの導入を決めたのは、足下の金利が

低いからというわけでないだろうということだ。もちろん、

低金利という環境が、関連企業分を含めた新規の投資

をやりやすくするという面もないわけではない。だだ、より

重要なのは、前のモデルの発表からの経過年数など商品

サイクルの問題、ターゲットとなる需要層の所得・消費環境

などからなる「個々の企業（この場合はトヨタ自動車）が

直面する製品需要」がどうなっているかだ。新たな投資

を決断する決定要因として、金利はその一部を占めるに

すぎない。そもそも、金利が投資決定の大きなファクター

であるのなら、設備投資動向の地域間格差など、ほとんど

なくなるはずである。東海地域の設備投資が他の地域に

比べて強いのは、金利以外の要因によるものだ。

そう考えると、マイナス金利政策による金融緩和の

投資促進効果に過度な期待はしない方がよいのかも

しれない。日銀が金融政策としてできることは、金融緩和

しかないが、それは側面支援にすぎない。政策としてできる

ことの手詰まり感もあり、このところ金融政策に過度な

期待が寄せられているが、問題はもっと別のところにある

ことを認識すべきだろう。

（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 株式会社　

　調査部　主任研究員　塚田 裕昭）

調査部長 鈴木 明彦

主任研究員 塚田 裕昭

マイナス金利で景気は浮上するか？
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東海エコノミック・レポート

東海経済は、持ち直しの動きが一服している。
生産は、1月に3ヶ月ぶりに増加し、均してみると
横ばい圏で推移している。輸出は、1月の実質
輸出が2ヶ月ぶりに増加、2月の名古屋税関管内の
輸出額（速報）は3ヶ月連続で前年比減少と
なったが、均してみると持ち直し傾向にある。
雇用は、失業率、就業者数、求人倍率など、
総じて横ばい圏で推移している。賃金は緩やかに
増加している。個人消費は、物価の落ち着きに
よる下支え効果もあって横ばい圏で推移して
いるが、一部に弱い動きがみられる。設備投資
は、大企業において製造業、非製造業ともに

増加している。住宅着工は横ばい圏で推移し、
公共投資は弱含んでいる。先行きについては、
主力の自動車が、爆発事故による工場操業停止
の影響で振幅するものの、均してみると横ばい圏
での推移が見込まれる。輸出は、新興国経済
減速の影響もあって横ばい圏での推移が見込
まれる。消費は、所得環境が変わらない中、
横ばい圏での推移が見込まれる。公共投資は
減少傾向で推移し、設備投資は増加が続くと
見込まれる。東海経済は、横ばい圏での推移が
見込まれる。

1月の東海3県の鉱工業生産指数（速報）は、
前月比＋3.5％と3ヶ月ぶりに上昇した。東海3県
の生産は横ばい圏で推移している。今後に
ついては、主力の輸送機械では、2月にトヨタ
自動車の工場操業停止による減少、その後、挽回
生産による高めの水準での推移が見込まれる。
他業種を含めた東海の生産全体では、2月は
落ち込みがみられるが、その後は横ばい圏での
推移が見込まれる。

グラフで見る東海経済（2016年3月）

○生産　～横ばい圏で推移している

　1月の実質輸出（季調済）は、前月比＋3.4％と
2ヶ月ぶりに増加した。一方、2月の名古屋税関
管内の輸出額（速報）は前年比－5.4％と3ヶ月連続
で減少した。米国向けは同＋0.5％と2ヶ月連続
で、EU向けは同＋1.7％と2ヶ月ぶりに増加した
が、アジア向けは同－2.4％と7ヶ月連続で減少し
た。先行きは、新興国経済減速の影響もあって、
輸出は横ばい圏での推移が見込まれる。

○輸出入　～輸出は持ち直し傾向、輸入は横ばい

今月の景気判断

Date　　　・　　　　・

No

・生 　 産 1月の東海3県の鉱工業生産指数（速報）は、輸送機械、はん用・生産用・業務用機械、
電子部品デバイスなどが増加し、前月比＋3.5％と3ヶ月ぶりに上昇した。

・賃　　金 東海3県の12月の名目賃金指数（現金給与総額）をみると、愛知県は、前年比＋1.7％と
4ヶ月連続、岐阜県は同＋4.7％と6ヶ月連続、三重県は同＋3.4％と2ヶ月ぶりに増加した。

今月のポイント

・世界景気　中国はじめ新興国経済の減速懸念、米国の利上げペースと新興国通貨安
・企業活動　電子部品デバイスの生産・在庫動向、トヨタの生産動向、原油安と為替変動の影響
・政　　策　消費増税先延ばしの判断、マイナス金利導入の影響、伊勢志摩サミット開催の影響
・家　　計　実質賃金の動向と消費行動への影響、資産価格変動の影響
本レポートの全文は、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社ホームページ参照 
【http://www.murc.jp/publicity/press_release】

当面の注目材料

今月の景気予報

（注）1．3ヶ月前～、～3ヶ月後は「現況」の変化の方向感（改善、横ばい、悪化）を表し、「現況」は現在の水準を天気マークで表す。
 2．シャドー部分は、前月から矢印および天気マークを変更した項目を表す。

■輸出
（基準時=100）

（年、月次）

（注1）実質輸出＝全国、東海4県ともに基準は2010年。
（注2）中部5県＝愛知､岐阜､三重､静岡､長野。
　　  東海4県＝愛知、岐阜、三重、長野。
（出所）財務省「貿易統計」日本銀行「実質輸出入」
　　   日本銀行名古屋支店「東海3県の金融経済動向」

（前年比、％）

■鉱工業生産指数
（2010年＝100、季節調整値）

（注1）東海3県＝愛知､岐阜､三重。中部5県＝愛知､岐阜､三重､富山､石川。
（注2）生産（全国）の「○」は製造工業生産予測結果から試算した予測。
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東海エコノミック・レポート

東海経済は、持ち直しの動きが一服している。
生産は、1月に3ヶ月ぶりに増加し、均してみると
横ばい圏で推移している。輸出は、1月の実質
輸出が2ヶ月ぶりに増加、2月の名古屋税関管内の
輸出額（速報）は3ヶ月連続で前年比減少と
なったが、均してみると持ち直し傾向にある。
雇用は、失業率、就業者数、求人倍率など、
総じて横ばい圏で推移している。賃金は緩やかに
増加している。個人消費は、物価の落ち着きに
よる下支え効果もあって横ばい圏で推移して
いるが、一部に弱い動きがみられる。設備投資
は、大企業において製造業、非製造業ともに

増加している。住宅着工は横ばい圏で推移し、
公共投資は弱含んでいる。先行きについては、
主力の自動車が、爆発事故による工場操業停止
の影響で振幅するものの、均してみると横ばい圏
での推移が見込まれる。輸出は、新興国経済
減速の影響もあって横ばい圏での推移が見込
まれる。消費は、所得環境が変わらない中、
横ばい圏での推移が見込まれる。公共投資は
減少傾向で推移し、設備投資は増加が続くと
見込まれる。東海経済は、横ばい圏での推移が
見込まれる。

1月の東海3県の鉱工業生産指数（速報）は、
前月比＋3.5％と3ヶ月ぶりに上昇した。東海3県
の生産は横ばい圏で推移している。今後に
ついては、主力の輸送機械では、2月にトヨタ
自動車の工場操業停止による減少、その後、挽回
生産による高めの水準での推移が見込まれる。
他業種を含めた東海の生産全体では、2月は
落ち込みがみられるが、その後は横ばい圏での
推移が見込まれる。

グラフで見る東海経済（2016年3月）

○生産　～横ばい圏で推移している

　1月の実質輸出（季調済）は、前月比＋3.4％と
2ヶ月ぶりに増加した。一方、2月の名古屋税関
管内の輸出額（速報）は前年比－5.4％と3ヶ月連続
で減少した。米国向けは同＋0.5％と2ヶ月連続
で、EU向けは同＋1.7％と2ヶ月ぶりに増加した
が、アジア向けは同－2.4％と7ヶ月連続で減少し
た。先行きは、新興国経済減速の影響もあって、
輸出は横ばい圏での推移が見込まれる。

○輸出入　～輸出は持ち直し傾向、輸入は横ばい

今月の景気判断

Date　　　・　　　　・

No

・生 　 産 1月の東海3県の鉱工業生産指数（速報）は、輸送機械、はん用・生産用・業務用機械、
電子部品デバイスなどが増加し、前月比＋3.5％と3ヶ月ぶりに上昇した。

・賃　　金 東海3県の12月の名目賃金指数（現金給与総額）をみると、愛知県は、前年比＋1.7％と
4ヶ月連続、岐阜県は同＋4.7％と6ヶ月連続、三重県は同＋3.4％と2ヶ月ぶりに増加した。

今月のポイント

・世界景気　中国はじめ新興国経済の減速懸念、米国の利上げペースと新興国通貨安
・企業活動　電子部品デバイスの生産・在庫動向、トヨタの生産動向、原油安と為替変動の影響
・政　　策　消費増税先延ばしの判断、マイナス金利導入の影響、伊勢志摩サミット開催の影響
・家　　計　実質賃金の動向と消費行動への影響、資産価格変動の影響
本レポートの全文は、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社ホームページ参照 
【http://www.murc.jp/publicity/press_release】

当面の注目材料

今月の景気予報

（注）1．3ヶ月前～、～3ヶ月後は「現況」の変化の方向感（改善、横ばい、悪化）を表し、「現況」は現在の水準を天気マークで表す。
 2．シャドー部分は、前月から矢印および天気マークを変更した項目を表す。

■輸出
（基準時=100）

（年、月次）

（注1）実質輸出＝全国、東海4県ともに基準は2010年。
（注2）中部5県＝愛知､岐阜､三重､静岡､長野。
　　  東海4県＝愛知、岐阜、三重、長野。
（出所）財務省「貿易統計」日本銀行「実質輸出入」
　　   日本銀行名古屋支店「東海3県の金融経済動向」

（前年比、％）

■鉱工業生産指数
（2010年＝100、季節調整値）

（注1）東海3県＝愛知､岐阜､三重。中部5県＝愛知､岐阜､三重､富山､石川。
（注2）生産（全国）の「○」は製造工業生産予測結果から試算した予測。
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税制トピック
税理士法人　中央総研
代表社員会長 小島 興一（公認会計士・税理士）2016年度税制改正案の概要（その2）

　2016年度税制改正案の中で法人税最大の改正点である「法人実効税率の引下げ」などについては

2016年新春号（Vol.55）において解説しましたので、本号では欠損金の繰越控除制度や企業版ふるさと

納税その他の法人課税の改正点について解説します。

～ 企業版ふるさと納税の創設など法人課税の改正ポイント ～

（1）応益負担の観点から欠損金のある大法人に対する課税が強化される

　2013年度の申告法人のうち納税をしている法人は、31.8%に過ぎません。しかも繰越欠損金額は約68.6兆円もあり

ます。そのため、国や地方公共団体のサービスを負担させるために、資本金1億円超の大法人の所得金額から控除

される繰越欠損金の所得金額に対する控除限度割合が、次の通り段階的に引き下げられ赤字法人課税が強化

される予定です。

　なお、資本金1億円以下の中小法人（大会社の100%子会社である非中小法人を除く）の繰越欠損金は、従来

通り適用期の所得金額から100%繰越控除されます。

（2）欠損金の繰越期間が10年に延長される

　大法人の繰越欠損金の繰越控除限度割合が引き下げられることに伴い欠損金の繰越控除をできる期間が、

大法人・中小法人ともに2018年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金から次の通り延長されます。

　個人が行う寄付に対する豪華返礼品で話題となっている「ふるさと納税制度」の企業版が創設される予定です。

その狙いは、地方公共団体が行う地方創生を推進するために地域を限定し、移住・定住の促進や雇用の創出など

大法人の欠損金繰越控除割合が段階的に縮小されるⅠⅠ

企業版ふるさと納税制度（地方創生応援税制）が創設されるⅠⅡ

の事業に対する寄付金を募るものです。

　そのため、地域や使途が限定されない個人版ふるさと納税とは異なり、地域再生法の認定地域の地方創生推進

寄付活用事業に関連する寄付金に限定されますが、企業が該当する寄付を行った場合には、その寄付金は地方

公共団体に対する寄付金となります。その結果、現行の「指定寄付金の全額損金算入」による寄付金額の約30%の

税負担軽減に加えて、次の金額がそれぞれ税額控除され、寄付金額の約60%（現行の税負担軽減30%＋下表の

寄付金の30%税額控除）の税負担が軽減されます。

（1）適用対象地域と対象雇用者が限定される

　デフレを脱却するために異次元の金融緩和が行われていますが、その狙いはマネタリー・ベースを拡大することに

よって企業業績を改善し、人手不足による賃金の上昇を通じて消費者物価をアップさせようとするものです。確かに有効

求人倍率は上昇し人手不足は深刻となっていますが、賃金の上昇率は想定を下回るものです。

　そのため、国内雇用者が増加した場合は、下表1の①と②のうち少ない金額を法人税額から控除することができる

「国内雇用者が増加した場合の税額控除制度」の適用要件を下表2の通り適用対象地域および適用対象者を

見直すとともに、その適用期限が2018年3月31日まで2年間延長される予定です。

国内雇用者が増えた場合の税額控除制度が見直しされるⅠⅢ

①事業税額
②都道府県民税額（法人税割）
③市町村民税額（法人税割）

税額控除額

寄付金額の10%（10%）

寄付金額の5%  （2.9%）

寄付金額の15%（17.1%）

税額控除額の上限額

事業税額の20%（15%）

都道府県民税額の20%（20%）

市町村民税額の20%（20%）

①

②

③

④

現　　　　行

前期・当期とも会社都合離職者がいないこと

増加雇用者数5人以上（中小企業者は2人以上）

雇用者数が10%以上増加していること

当期雇用者給与支給額が前期雇用者給与支給額の
一定割合以上であること

改　正　案

左と同じ

増加人数は左と同じ。増加雇用者は同意雇用開発促進地域の
事業所等における無期雇用でフルタイムの雇用者であること

左と同じ

左と同じ

現行

欠損金の繰越控除期間

改正案

9年 10年

現　　　行

100分の65

100分の50

2015年4月～2017年3月

2017年4月～

改　正　案

控除限度割合事業年度開始年月事業年度開始年月 控除限度割合

2015年4月～2016年3月

2016年4月～2017年3月

2017年4月～2018年3月

2018年4月～

100分の65

100分の60

100分の55

100分の50

（注1）上表のカッコ内の数字は2017年度以降適用分ですが、税額控除合計税率30%は変わりません。
（注2）上表の「②③で控除し切れなかった額」と「寄付金額の10%」のうち少ない額は、法人税額（法人税額の5%を上限）から控除されます。

国内雇用者が増加した
場合の税額控除額 ①当期の増加雇用者数×1人当り40万円　②当期の法人税額の10%（中小企業者は20%）

（表1）

（表2）
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税制トピック
税理士法人　中央総研
代表社員会長 小島 興一（公認会計士・税理士）2016年度税制改正案の概要（その2）

　2016年度税制改正案の中で法人税最大の改正点である「法人実効税率の引下げ」などについては

2016年新春号（Vol.55）において解説しましたので、本号では欠損金の繰越控除制度や企業版ふるさと

納税その他の法人課税の改正点について解説します。

～ 企業版ふるさと納税の創設など法人課税の改正ポイント ～

（1）応益負担の観点から欠損金のある大法人に対する課税が強化される

　2013年度の申告法人のうち納税をしている法人は、31.8%に過ぎません。しかも繰越欠損金額は約68.6兆円もあり

ます。そのため、国や地方公共団体のサービスを負担させるために、資本金1億円超の大法人の所得金額から控除

される繰越欠損金の所得金額に対する控除限度割合が、次の通り段階的に引き下げられ赤字法人課税が強化

される予定です。

　なお、資本金1億円以下の中小法人（大会社の100%子会社である非中小法人を除く）の繰越欠損金は、従来

通り適用期の所得金額から100%繰越控除されます。

（2）欠損金の繰越期間が10年に延長される

　大法人の繰越欠損金の繰越控除限度割合が引き下げられることに伴い欠損金の繰越控除をできる期間が、

大法人・中小法人ともに2018年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金から次の通り延長されます。

　個人が行う寄付に対する豪華返礼品で話題となっている「ふるさと納税制度」の企業版が創設される予定です。

その狙いは、地方公共団体が行う地方創生を推進するために地域を限定し、移住・定住の促進や雇用の創出など

大法人の欠損金繰越控除割合が段階的に縮小されるⅠⅠ

企業版ふるさと納税制度（地方創生応援税制）が創設されるⅠⅡ

の事業に対する寄付金を募るものです。

　そのため、地域や使途が限定されない個人版ふるさと納税とは異なり、地域再生法の認定地域の地方創生推進

寄付活用事業に関連する寄付金に限定されますが、企業が該当する寄付を行った場合には、その寄付金は地方

公共団体に対する寄付金となります。その結果、現行の「指定寄付金の全額損金算入」による寄付金額の約30%の

税負担軽減に加えて、次の金額がそれぞれ税額控除され、寄付金額の約60%（現行の税負担軽減30%＋下表の

寄付金の30%税額控除）の税負担が軽減されます。

（1）適用対象地域と対象雇用者が限定される

　デフレを脱却するために異次元の金融緩和が行われていますが、その狙いはマネタリー・ベースを拡大することに

よって企業業績を改善し、人手不足による賃金の上昇を通じて消費者物価をアップさせようとするものです。確かに有効

求人倍率は上昇し人手不足は深刻となっていますが、賃金の上昇率は想定を下回るものです。

　そのため、国内雇用者が増加した場合は、下表1の①と②のうち少ない金額を法人税額から控除することができる
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見直すとともに、その適用期限が2018年3月31日まで2年間延長される予定です。

国内雇用者が増えた場合の税額控除制度が見直しされるⅠⅢ

①事業税額
②都道府県民税額（法人税割）
③市町村民税額（法人税割）

税額控除額

寄付金額の10%（10%）

寄付金額の5%  （2.9%）

寄付金額の15%（17.1%）

税額控除額の上限額

事業税額の20%（15%）

都道府県民税額の20%（20%）

市町村民税額の20%（20%）

①

②

③

④

現　　　　行

前期・当期とも会社都合離職者がいないこと

増加雇用者数5人以上（中小企業者は2人以上）

雇用者数が10%以上増加していること

当期雇用者給与支給額が前期雇用者給与支給額の
一定割合以上であること

改　正　案

左と同じ

増加人数は左と同じ。増加雇用者は同意雇用開発促進地域の
事業所等における無期雇用でフルタイムの雇用者であること

左と同じ

左と同じ

現行

欠損金の繰越控除期間

改正案

9年 10年

現　　　行

100分の65

100分の50

2015年4月～2017年3月

2017年4月～

改　正　案

控除限度割合事業年度開始年月事業年度開始年月 控除限度割合

2015年4月～2016年3月

2016年4月～2017年3月

2017年4月～2018年3月

2018年4月～

100分の65

100分の60

100分の55

100分の50

（注1）上表のカッコ内の数字は2017年度以降適用分ですが、税額控除合計税率30%は変わりません。
（注2）上表の「②③で控除し切れなかった額」と「寄付金額の10%」のうち少ない額は、法人税額（法人税額の5%を上限）から控除されます。

国内雇用者が増加した
場合の税額控除額 ①当期の増加雇用者数×1人当り40万円　②当期の法人税額の10%（中小企業者は20%）

（表1）

（表2）
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税制トピック

雇用者給与が増加した
場合の税額控除額

①（当期国内雇用者給与支給額－基準年度雇用者給与支給額）×10%
②当期の法人税額×10%（中小企業者は20%）

（表1）

社債類似株式

拒否権付株式

配当優先
無議決権株式

種類株式の評価方法種類株式の種類

所得拡大税額控除制度の適用要件

①雇用者給与支給額の増加割合が一定割合（2015年度2%・2016年度3%）以上であること

②当期の雇用者給与支給額が前期の雇用者給与支給額以上であること

③当期の継続雇用者平均給与月額が前期の継続雇用者平均給与月額を上回ること

（表2）

お取引先紹介
会 社 名 お取引店 東海支店株式会社  合同防災

当社は、消防行政の一助および社会の安寧と生命財産の安全に寄与するため、総合防災設備に係わる、
機器の販売・システム設計・施工およびメンテナンスを業務とし、創業以来常に前向きな姿勢で取り組んでまいり
ました。かけがえのない人命と大切な財産を守るため充実した技術スタッフと真心で皆さまに安全をお届けします。

　『すぷりんくん』は、火災時に発生する煙・熱に反応して住宅用火災警報器（煙式・熱式）が作動
した場合、常時閉鎖されていた水道水が開放され、散水用ノズルから消火薬剤混入水を散水し、
小さな火を小さな煙とともに消火・消煙する『少量の水の散水設備』です。

『すぷりんくん』の特長、消火プロセス、製品仕様等について、当社ホームページで紹介しておりますので、ご覧ください。

住所 ： 〒476-0006　愛知県東海市浅山一丁目107番地　　TEL ： 052-601-3237
HPアドレス　http://www.goudoubousai.co.jp

ご紹介させていただきましたお取引先の商品や製品等にご興味のある方は右記連絡先までご連絡ください。
また、本コーナーでは自社の商品や製品等についてご掲載希望のお客さまも募集しております。
（なお、応募の状況や内容によってはご希望にそえない場合がございます。予めご了承ください。）

営業統括部
地域密着型金融推進室　
フリーダイヤル 0120-809-515
受付時間 平日9:00～17:00

連
絡
先

人と技術で今日もこの街を守ります。
「防災に関するどんな小さな仕事でもご相談ください。」

非上場種類株式の相続税評価額

税理士法人 中央総研　代表社員 蒔田知子事業承継ワンポイントコーナー

　事業承継対策として経営権確保のために種類株式が活用されることは､最近では珍しいことではなくなって
います。その種類株式の評価方法は下表の通りです。重要な価値である議決権の評価額が0円であることが
分かります。

（２）所得拡大税額控除制度との重複適用ができるようになる

　消費者物価が2%アップできるかどうかのカギを握っているのは、国内雇用者の賃金が上昇するか否かです。

そのため、国内雇用者の所得拡大を目指して国内雇用者の給与が上昇した場合には、下表1の①と②のうち少ない

金額を法人税額から控除することができます。

　この「所得拡大税額控除制度」の適用要件は下表2の通りです。この制度は「雇用者が増加した場合の税額

控除制度」との選択適用でしたが、税額控除額の調整計算を行ったうえ重複適用ができるように改正される予定です。

下記5つの条件を全て満たす株式は、発行価額で評価（既経過利息に相当する配当金の加算は
行わない）

・配当金は優先的に分配すること
・議決権を有しないこと
・残余財産分配額は発行価額を超えないこと
・一定期日に全株式を発行価額で償還すること
・他の株式を対価とする取得請求権を有しないこと

普通株式と同様の評価（拒否権は考慮しない）

原則）純資産価額方式の場合は、普通株式と全く同じです。
類似業種比準価額方式の場合は、配当金について種類株式ごとに評価します。

例外）同族株主が相続または遺贈により取得し、次の条件を満たした場合に限り、納税者の選択に
より5％の評価減を行うことができます。
・相続人である同族株主全員が同意し、申告期限までに遺産分割協議が確定していること
・5％減額分を相続人が取得した普通株式に加算すること

大切な命を守る
ホームスプリンクラー すぷりんくん

『すぷりんくん』の6つの特長

①高い消火能力

②自動放水・自動放水停止

③漏水防止・水損軽減

④迅速な火災感知能力

⑤低コスト

⑥地震の時・停電の時も安心
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税制トピック
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場合の税額控除額
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行うようになり、レールの溶接等の仕事、さらにはレール
に導線やケーブルを取り付ける鉄道関係の仕事へと
広がりを持つようになり、現在に至ります。
先代からずっと受け継いでいる言葉は「仕事は断って

はいけない、来た仕事は大切にしなさい」です。
この言葉を受け継ぎ、依頼された仕事すべてを
大切にし邁進しております。

ものすごく苦労したかというと、実はあまりそう思って
いないんですよ。私の父親が鍛冶屋を営んでいました
ので、小さい頃から職人の姿を見てきましたし、中学生
の頃には実際に金属を叩くことを教わりましたからね。
見よう見まねで仕事を覚えていました。誰に言われるでも
なく自然と、私も父親のような仕事をするんだろうと思って
いましたし、そう決めていました。
若いころは新幹線での夜間作業に従事し、少し仮眠

して昼間に電柱に登ってケーブルを張って…そんな
働き方をしていました。もちろん体はしんどいんです
けど、仕事がおもしろくておもしろくて。私が若いころは、
仕事は見て盗めの時代でしたから、日々仕事に励んで
いるうちに気付けば技術や技能が身についていたん
ですね。
この業界の良さは、先が見えることです。10年先15年
先の仕事があるということです。鉄道の設備投資計画と
いうのは、このぐらいのスパンで描かれるものですからね。

中京さかえ会 会員 企業

お客さまからのメッセージ

協和電工 株式会社（静岡支店お取引先）

代表取締役　桑原 義信

：

：

：

静岡市葵区日出町10番地の52

1964年

電気工事業

本　社

創　業

業　種

がチェックしに来た場合、その場所が散らかっていたら
どう思うでしょうか。工事自体がしっかりと行われたように
見えますか。きっと、そう思われないでしょう。ですから、
整理整頓は仕事をするうえでとても大切なことだと考えて
おります。
私が働き始めたころは仕事は見て盗め、と教わって

きましたが、最近はそういう風潮ではなくなってきましたね。
マニュアル化した教育が主流になってきていると思う
ので、一つひとつ噛み砕いて教えなくてはいけないなと感じ
ています。例えば、整理整頓とはいったい何をすればよい
のか、なぜその必要があるのか等を細かく書き出して
教えたこともあります。
やって良いことと悪いことを判断できるようになってほしい

ですね。指示された仕事以外の仕事をして失敗したら
それを咎めるべきなのか。独自のカラーを出すことがいい
場面とそうでない場面が仕事をするうえではあると思うん
です。でもその判断は難しいですよね。その見極めが
悩ましいところです。
そして、セキュリティ。お客さまの生命、財産を守っていく
知識・技術力。われわれの仕事の使命は「安全・安定
輸送」をすることですからね。そのための技術力を身に
つけることを徹底させています。

今ある仕事を確実にこなしていくことはもちろんの
こと、新事業もだいぶ軌道に乗ってきたので、ゆくゆくは
産業廃棄物の収集運搬業務だけでなく中間処理まで
担えるようになっていきたいと考えております。そして、優良
事業所として認められることが目標であり、静岡県全域
の産業廃棄物を担当できるようになればいいなというの
が私の希望です。
この業界のローカル企業で当社および専属協力
会社の社員50人を抱える会社は当社だけじゃないかな
と思うんです。技術や技能がどんなに最先端のもの
になったとしても、それを担うのは人間なのです。
先程も申しあげましたが、一流の技術屋としての誇りを
持てるような人材育成に注力していきたいですね。
安全安心プラス品質。仕事においても人材において

も最高の品質を提供できるよう、これからも先を見つめ
続け、邁進していきます。

1964年（昭和39年）に創業しました。創業以来、鉄道
信号通信設備、電力設備、電車電線設備工事の設計
施工を担当する企業として取り組んでまいりました。
現在は、JR在来線、東海道新幹線、私鉄各線の
設備の新設、改良、修繕工事を主に行い、近年は、信号
設備や電子連動装置工事などを施工させていただいて
おります。在来線から新幹線まで、鉄道の「安全・安定
輸送」を支えるべく、技術開発力に磨きをかけています。
当社の始まりは、私の父である先代の社長が鍛冶屋

を営んでいたところにあります。その後、鉄骨の仕事も

その10年先15年先のための技術力や労働力を安定
供給できるように準備することがわれわれの使命です。
「安全・安定輸送」ができるための努力。これが最大
のミッションです。

一昨年の12月頃から、産業廃棄物の収集運搬業務
の認可を取得し、新事業として始めました。われわれの
担当しているJR沿線で出る産業廃棄物を収集運搬
する業務です。
この事業をスタートさせてから約2年が経過しました。
事業年数5年経過が条件ではありますが、優良
事業所として認められるよう努力を重ねているところ
です。この事業を行うには、法律順守が大前提であり、
万が一、法を犯すことがあった場合、二度と事業に
参入できなくなる厳しさがあるのです。
この事業を始めたきっかけは、知人からの声かけ
だったのです。いわゆる「ご縁」ですね。とてもありがたい
ことだと思っています。これまでの仕事人生において、
人とのつながりを大事にしてきたことによって生まれた
新たな話。いろいろなところにビジネスチャンスはある
ものですね。このチャンスをものにしていきたいですし、
やはり仕事をやる以上、より良いものにしていきたいと
思っております。
新しいことを始めるにあたっては利益だけでなく、

もちろん不利益もあります。まだまだ勉強しなくては
いけないなと感じています。日々挑戦です。

私は、自分自身の仕事に対してもそうですが、「人と
一緒ではダメ。一番になれるもの、人に負けないものをつく
ろう。」と社員たちにいつも言っています。彼らには一流の
技術屋になってほしいと思っています。
万が一、会社が潰れてしまっても、技術力があれば
全国どこでもやっていける。そんな人材に育ってほしい
ですし、育てていきたいですね。
私が教育において実践していることは、「5S」プラス

「セキュリティ」。10数年前からずっとやっています。5Sと
は、整理・整頓・清掃・清潔・躾のことです。事務デスクは
もちろんのこと、工事の作業場もそうです。作業後に他の人

貴社のご紹介をお願いします。

新しい事業を始められたそうですね！

今後の展望について教えてください！
2代目としての苦労などお聞かせください！

本社 外観

社員育成のために心がけていることを
教えてください！
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行うようになり、レールの溶接等の仕事、さらにはレール
に導線やケーブルを取り付ける鉄道関係の仕事へと
広がりを持つようになり、現在に至ります。
先代からずっと受け継いでいる言葉は「仕事は断って

はいけない、来た仕事は大切にしなさい」です。
この言葉を受け継ぎ、依頼された仕事すべてを
大切にし邁進しております。

ものすごく苦労したかというと、実はあまりそう思って
いないんですよ。私の父親が鍛冶屋を営んでいました
ので、小さい頃から職人の姿を見てきましたし、中学生
の頃には実際に金属を叩くことを教わりましたからね。
見よう見まねで仕事を覚えていました。誰に言われるでも
なく自然と、私も父親のような仕事をするんだろうと思って
いましたし、そう決めていました。
若いころは新幹線での夜間作業に従事し、少し仮眠

して昼間に電柱に登ってケーブルを張って…そんな
働き方をしていました。もちろん体はしんどいんです
けど、仕事がおもしろくておもしろくて。私が若いころは、
仕事は見て盗めの時代でしたから、日々仕事に励んで
いるうちに気付けば技術や技能が身についていたん
ですね。
この業界の良さは、先が見えることです。10年先15年
先の仕事があるということです。鉄道の設備投資計画と
いうのは、このぐらいのスパンで描かれるものですからね。

中京さかえ会 会員 企業

お客さまからのメッセージ

協和電工 株式会社（静岡支店お取引先）

代表取締役　桑原 義信

：

：

：

静岡市葵区日出町10番地の52

1964年

電気工事業

本　社

創　業

業　種

がチェックしに来た場合、その場所が散らかっていたら
どう思うでしょうか。工事自体がしっかりと行われたように
見えますか。きっと、そう思われないでしょう。ですから、
整理整頓は仕事をするうえでとても大切なことだと考えて
おります。
私が働き始めたころは仕事は見て盗め、と教わって

きましたが、最近はそういう風潮ではなくなってきましたね。
マニュアル化した教育が主流になってきていると思う
ので、一つひとつ噛み砕いて教えなくてはいけないなと感じ
ています。例えば、整理整頓とはいったい何をすればよい
のか、なぜその必要があるのか等を細かく書き出して
教えたこともあります。
やって良いことと悪いことを判断できるようになってほしい

ですね。指示された仕事以外の仕事をして失敗したら
それを咎めるべきなのか。独自のカラーを出すことがいい
場面とそうでない場面が仕事をするうえではあると思うん
です。でもその判断は難しいですよね。その見極めが
悩ましいところです。
そして、セキュリティ。お客さまの生命、財産を守っていく
知識・技術力。われわれの仕事の使命は「安全・安定
輸送」をすることですからね。そのための技術力を身に
つけることを徹底させています。

今ある仕事を確実にこなしていくことはもちろんの
こと、新事業もだいぶ軌道に乗ってきたので、ゆくゆくは
産業廃棄物の収集運搬業務だけでなく中間処理まで
担えるようになっていきたいと考えております。そして、優良
事業所として認められることが目標であり、静岡県全域
の産業廃棄物を担当できるようになればいいなというの
が私の希望です。
この業界のローカル企業で当社および専属協力
会社の社員50人を抱える会社は当社だけじゃないかな
と思うんです。技術や技能がどんなに最先端のもの
になったとしても、それを担うのは人間なのです。
先程も申しあげましたが、一流の技術屋としての誇りを
持てるような人材育成に注力していきたいですね。
安全安心プラス品質。仕事においても人材において

も最高の品質を提供できるよう、これからも先を見つめ
続け、邁進していきます。

1964年（昭和39年）に創業しました。創業以来、鉄道
信号通信設備、電力設備、電車電線設備工事の設計
施工を担当する企業として取り組んでまいりました。
現在は、JR在来線、東海道新幹線、私鉄各線の
設備の新設、改良、修繕工事を主に行い、近年は、信号
設備や電子連動装置工事などを施工させていただいて
おります。在来線から新幹線まで、鉄道の「安全・安定
輸送」を支えるべく、技術開発力に磨きをかけています。
当社の始まりは、私の父である先代の社長が鍛冶屋

を営んでいたところにあります。その後、鉄骨の仕事も

その10年先15年先のための技術力や労働力を安定
供給できるように準備することがわれわれの使命です。
「安全・安定輸送」ができるための努力。これが最大
のミッションです。

一昨年の12月頃から、産業廃棄物の収集運搬業務
の認可を取得し、新事業として始めました。われわれの
担当しているJR沿線で出る産業廃棄物を収集運搬
する業務です。
この事業をスタートさせてから約2年が経過しました。
事業年数5年経過が条件ではありますが、優良
事業所として認められるよう努力を重ねているところ
です。この事業を行うには、法律順守が大前提であり、
万が一、法を犯すことがあった場合、二度と事業に
参入できなくなる厳しさがあるのです。
この事業を始めたきっかけは、知人からの声かけ
だったのです。いわゆる「ご縁」ですね。とてもありがたい
ことだと思っています。これまでの仕事人生において、
人とのつながりを大事にしてきたことによって生まれた
新たな話。いろいろなところにビジネスチャンスはある
ものですね。このチャンスをものにしていきたいですし、
やはり仕事をやる以上、より良いものにしていきたいと
思っております。
新しいことを始めるにあたっては利益だけでなく、

もちろん不利益もあります。まだまだ勉強しなくては
いけないなと感じています。日々挑戦です。

私は、自分自身の仕事に対してもそうですが、「人と
一緒ではダメ。一番になれるもの、人に負けないものをつく
ろう。」と社員たちにいつも言っています。彼らには一流の
技術屋になってほしいと思っています。
万が一、会社が潰れてしまっても、技術力があれば
全国どこでもやっていける。そんな人材に育ってほしい
ですし、育てていきたいですね。
私が教育において実践していることは、「5S」プラス

「セキュリティ」。10数年前からずっとやっています。5Sと
は、整理・整頓・清掃・清潔・躾のことです。事務デスクは
もちろんのこと、工事の作業場もそうです。作業後に他の人

貴社のご紹介をお願いします。

新しい事業を始められたそうですね！

今後の展望について教えてください！
2代目としての苦労などお聞かせください！

本社 外観

社員育成のために心がけていることを
教えてください！
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いち
ばんに相談したい銀行

　コータくんとエールちゃんは、2015年5月に誕生した当行のイメージキャラ
クターです。「地域の皆さまの様々なご要望に真摯に耳を傾ける銀行であり続けた
い」そんな思いが二人のキャラクターに込められています。
【コータくん】
　真っ直ぐな性格で人のために一生懸命。
　行員のポケットにコータくんが隠れているかもしれません。
【エールちゃん】
　ポンポンを手に人のために応援することが大好き。
　窓口のおねえさんの隣がお気に入りの場所です。

いち
ばんに相談したい銀行

コータくん エールちゃん

キャラクターについて
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