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固定資産税の
特例創設

平成 30 年度税制改正のポイントとなる固定
資産税の特例について見ていきたいと思い
ます。一定の設備については固定資産税がゼ
ロになる可能性もあります。

はじめに

市町村の裁量が極めて大きい制度となっています。この

平成30年度税制改正における中小法人向けの税制で

ため、市町村ごとに特例の可否、そして特例の内容が大

注目されるのは、固定資産税の特例です。ご存じの方

きく異なるものになる可能性があります。

もそうでない方も今一度確認しておきましょう。

中小企業の設備投資を後押し
「生産性向上の実現のための臨時措置法（仮称）
」の規
定により、市町村が主体的に作成した計画に基づき行わ
れた中小企業者の一定の設備投資について、固定資産税
を 2 分の 1 からゼロまで軽減することを可能とする内
容です。

また、特例の可否ですが、この特例では、市町村が導入
促進基本計画を策定し、国の同意を得てはじめてその市
町村が対象地域となるようです。つまり、市町村が同計
画を策定しない限り、その市町村において特例を適用す
ることはできないということになります。
市町村は、制度上、同計画の中で「対象者」
、
「対象地域」
、
「対象設備」を絞り込むことができるようになる見込み
です。
したがって、市町村によって「対象設備」が異なるとい
うことも発生する可能性があります。さらに、対象設備
の固定資産税についても、その課税標準を、
「価格にゼ
ロ以上 2 分の 1 以下の範囲内において市町村の条例で
定める割合を乗じて得た額とする」としており、どこま
で企業に恩恵を与えるかも市町村次第です。

適用時期
この特例の創設は、
「生産性向上の実現のための臨時措
置法（仮称）
」の制定が前提となります。特例の対象は、
同法の施行日から平成 33 年 3 月 31 日までの間に取得
された一定の設備となりますが、同法の施行時期は、4
月から 6 月になるのではないかと見込まれています。
まずは、市町村が導入促進基本計画を策定し、国の同意

ただし、同法の施行後に市町村が導入促進基本計画を策

を得ます。その後、中小企業者が市町村の策定した同計

定し、国の同意を得るということになるため、実際に制

画に基づく先端設備導入計画を策定し、市町村から認定

度がスタートするのは夏ごろになるのではないかと思

を受けることが必要となります。

います。

市町村の裁量が大きい

平成 30 年度税制改正に係る固定資産税特例についての

今回の特例は、市町村が主体的に行うものとなっており、

ご相談は、当事務所までお問い合わせください。
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フリマアプリの
課税関係

スマートフォンの普及に伴いフリマアプリの
市場規模が急速に拡大しています。ここでは、
フリマアプリで得た収入の課税関係をみてい
きます。

はじめに

は衣料品であり、その所得を申告するケースは限定的で

フリマアプリを通じて個人が衣料品等を売買すること

あると考えられます。しかし、フリマアプリの利用方法

で手軽に収入を得られるようになりました。この収入の
課税関係を検討します。

転売目的の場合は雑所得課税も
フリマアプリとは、個人同士が衣料品等を自由に売買で
きるスマホ専用アプリのことです。スマートフォンが普
及する中で、
「メルカリ」や「フリル」に代表されるフ
リマアプリの市場規模が拡大しています。

は、自身や配偶者等の衣服などを売買することにとどま
りません。
例えば、フリマアプリを利用して商品を購入・転売する
ようなケースも十分に考えられます。このケースでは、
たとえその転売商品が衣料品であっても、自身や配偶者
等の「生活に通常必要な動産」とはいえず、非課税には
ならないものと考えられます。
「事業所得」に該当することも考え難いため、フリマア
プリを利用して商品を転売したケースなど、仮に申告義
務が生じるのであれば、その所得は「雑所得」に該当す
るものと考えられます。

確定申告の方法
確定申告書には、フリマアプリを利用して得た収入金額
や必要経費などを記載して提出することになりますが、
また、最近では「CASH」や「メルカリ NOW」のよう

転売した金額等を明らかにする書類の添付は必要あり

に、売りたい物のブランドやカテゴリを入力してスマホ

ません。

で撮影するだけで瞬時に査定額を評価し、即刻現金化す
るという質屋アプリまで登場しています。

ただし、書面の添付義務がないことや、いわゆる電子商
取引であるため無申告でも税務署にバレないと考える

ネットオークションよりも手軽に利用できることが魅

のは問題です。ネットオークションで得た多額の所得が

力の一つであると考えられています。フリマアプリを利

無申告となっていたケースが調査で指摘された事例も

用して得た収入に所得税の申告義務が生じるケースは

あり、フリマアプリであっても同様のケースが十分に想

稀であると考えられますが、利用方法次第では、雑所得

定されます。一般的な給与所得者であったとしても、フ

として申告が必要なケースも出てくるでしょう。

リマアプリを利用して得た「雑所得」が 20 万円を超え
ることになった場合には、当然確定申告が必要となるた

一定の貴金属等を除き、
「生活に必要な動産（自身や配

め注意が必要です。

偶者等の家具・衣服など）
」の譲渡による所得は非課税
とされています。

フリマアプリを利用して得た収入についてのご質問は、
当事務所までお問い合わせください。

この点、フリマアプリを利用して売買される商品の多く
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仮想通貨による収入
の確定申告方法
はじめに

仮想通貨による収入を確定申告するにあたっ
てどのような資料が必要になるのでしょうか。
確定申告前に確認しておきましょう。

わけではありません。

先日、国税庁から「仮想通貨に関する所得の計算方法に
ついて」が公表されたのは前月号でお伝えしたとおりで

また、フリマアプリで得た収入などと合算して雑所得の

す。今回は確定申告に向けて準備すべき資料についてみ

金額を計算することになります。

ていきます。

仮想通貨による収入の取扱い

準備しておくべき書類
特別な書類を提出しなくてよいからといって適当な数

先月号でもお伝えしたとおり、ビットコインをはじめと

字を出せばよいかというとそうはいきません。正確に申

する仮想通貨を売却又は使用することにより生じた利

告することはもちろん、後々税務署等から指摘を受けた

益は、原則として雑所得に区分され、所得税の確定申告

際にきちんと証明できるよう、仮想通貨の入出金明細書

が必要となります。

や取引履歴等がわかるものを手元に準備・保管しておく
ことが必要かと思われます。

仮想通貨によって利益が生じる例としては、売却した場
合のほか、仮想通貨同士をトレードした場合や仮想通貨
を円に換算した場合、仮想通貨を使って商品を購入した
場合等が挙げられます。
このように、基本的には自分の手から仮想通貨が離れた
時点で生じた一定額以上の所得については申告しなけ
ればなりませんが、仮想通貨を保有しているだけの場合
は、たとえ取得した時点と比べて含み益が出ていたとし
ても申告の必要はありません。
では、売却等により利益が出た人はどのように確定申告
すればよいのでしょうか。
給与所得者（サラリーマン）が給与所得以外に、仮想通
貨収入による雑所得がある場合を想定しましょう。この
場合の雑所得が 20 万円超の時、確定申告の「所得金額」
の欄の「②（雑）
」に、仮想通貨の売却等によって得た
所得を記載して提出することになります。
ただし、雑所得については、取引内容等を証明するよう
な書類の添付は必要ないため、仮想通貨に係る申告だか
らといって収支の内訳と一緒に特別な書類を提出する

また、仮想通貨による所得が 20 万円超の場合は確定申
告が必要となると書きましたが、仮想通貨による雑所得
が 20 万円以下であったとしても、ふるさと納税や医療
費控除等の適用を受けるために確定申告をする場合に
は、すべての所得を申告する必要があるため注意が必要
です。
仮想通貨による収入の確定申告について疑問がある方
は、当事務所にお気軽にお問合せください。
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ヘンテコノミクス
佐藤 雅彦、管 俊一、高橋 秀明 著

単行本：160 ページ
出 版：マガジンハウス
価 格：1500 円（税抜）

はじめに

すか？複数の情報を提示された時に、後に提示された方

人がサービスにお金を払う時、

を印象強く評価してしまう「親近効果」と呼ばれる心理

そこにはいったいどんな理由が

効果があります。

あるのでしょうか。多くの人は
自分自身の意思で決定したと考
えるかもしれませんが、必ずし
もそうとは言い切れません。行

自社製品の売り込みの際に
「従来の A 商品はお手頃価格
でしたが、低クオリティでした。新しい B 商品は値段こ
そ高いものの、自信をもって提供できるクオリティで
す」とすることで、2 つの商品間の印象のギャップを大

動経済学に基づいた心理効果を利用することで、売り手

きくして、選んで欲しい方へ消費者の思考を誘導するこ

は買い手の行動を巧みに操っているのです。

とができるのです。

極端回避性

無料による選考逆転

A、B、C という 3 つのグレードに分けられたランチがあ

生活をしていると様々な所で「無料」という表示を目に

り、それぞれ値段が 3000 円、2000 円、1500 円だった

することがあります。一見すると売り手に得のない、も

場合、消費者の多くは真ん中の B ランチを選択します。

しくは売り手が損をするように思えますが本当にそう
なのでしょうか。

一番上や下という極端な選択を回避してできるだけ無難
な選択、つまり真ん中の選択肢を選ぼうとする傾向があり

「5000 円以上をまとめてお買い上げで送料無料」

ます

「3000 円以上のレシート提示で駐車無料券発行」

選択肢が 2000 円か 1500 円のランチしかなければ、今

これ以上出費すべきでない状況にもかかわらず、一度

度は逆に安い方のランチが選ばれやすくなります。
「コス

「無料」という言葉を見せられてしまうと「どうせ必

トパフォーマンス」や「お得」といった消費者の心理・

要なものだから」等と、無料になる選択肢を選んでし

考え方を使用した手軽かつ効果的な手法ではないでしょ

まう

うか。

親近効果

「無料」という言葉によって選好が逆転してしまうとい
う心理効果です。

「こちらの商品は、造りは丁寧で壊れにくいですが 1

料金設定を正しく行えば、消費者 1 人あたりの単価を大

万円と高価です」

幅に上げることのできる非常に効果的な方法です。

「こちらの商品は、1 万円と高価ですが造りは丁寧で壊

行動経済学に基づいた心理効果によって、多くの人は知

れにくいです」

らぬ間に思考を誘導されています。経済学を学びたい、
より効率良く収益をあげるコツを得たいという方にお

上記の 2 つの文章、どちらが購買意欲を掻き立てられま

すすめの一冊です。
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当事務所からの
おしらせ

税務や会計業務などのご相談がございま
したら、お気軽に当事務所までお問い合わ
せください。

当事務所へのお問い合わせについて
今月の速報！さくらユウワ通信はいかがでしたか？
来月も充実した内容でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。
なお、今回の内容に関して、ご不明点やご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

税理士法人さくら優和パートナーズ
所長

岡野 訓

所在地

〒860-0862
熊本県熊本市中央区黒髪 1 丁目 11-10 TOKO ビル 2 階

営業時間

平日 8:00-17:00

電話

096-341-1555

FAX

096-341-1556

メール

satoruok@jc5.so-net.ne.jp

所長よりあいさつ
明けましておめでとうございます。
当事務所は、今年も「中小企業の経営支援」を強力に推し進めていきます。その中心となる業務分野は、１）事業承
継支援、２）黒字化支援、３）資産防衛支援の３つです。
平成 30 年度税制改正により、新たな事業承継税制が導入されることとなりました。その特例を利用するには、認定
経営革新等支援機関（当事務所は登録済）の支援が必須となっており、当事務所の活躍の場は今後 10 年にわたり広が
っていくだろうと予想しております。
２つ目は中小企業の黒字化支援を行って参ります。直近事業年度での当事務所関与先の黒字率は、過去最高の 79％と
なりました。残り 20％のお客様についても黒字化達成できるよう、事業計画の策定、予実対比、目標管理態勢を敷いて
バックアップしてまいります。
最後は資産防衛支援です。現預金や不動産の運用等で最適なアドバイスができるよう情報提供等を行って参ります。
どうか本年も昨年に引き続き「さくら優和パートナーズ」を何卒よろしくお願い申し上げます。
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副業の確定申告
義務チェックシート

2018 年版チェックシート

以下のチェック項目にお答えいただき、FAX またはメールにてご返送いただけますと、具体的なフィードバックをいた
します。

チェック項目
No

チェック項目

YES

NO

１

給与以外の収入は一切ない

□

□

２

給与の他に仮想通貨による所得が 10 万円ある

□

□

３

給与の他に仮想通貨による所得が 150 万円ある

□

□

□

□

□

□

以前から仮想通貨に投資しており、含み益が 1 億円を超えている（仮想通貨のまま今も

４

保有している）
給与の他にフリマアプリによる所得が 15 万円あり、医療費控除を受けるために確定申告

5

を行う予定である

6

本業以外に別の会社の役員をしており、給与をもらっている

□

□

7

給与の他に株式の運用をしており、特定口座において株の売買益がある

□

□

8

給与の他に FX をやっており、運用益が 30 万円ある

□

□

FAX のご返送は

096-341-1556

貴社名

ご担当者名

ご住所

E-mail

TEL

ご要望を

FAX

お書き下さい

まで
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