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マイナンバーの
記載時期に要注意

各種様式にマイナンバーを記載する時期は税
目によって異なります。提出期限が同じであっ
ても、マイナンバーの記載が必要なもの、必要
でないものがあります。

はじめに

法人税や所得税の記載時期

各種様式にマイナンバーを記載する時期は税目によって

法人税申告書や法人事業税、法人住民税の申告書へのマイ

異なります。
提出期限が同じであっても、マイナンバーの記載が必要な
もの、必要でないものがあります。

ナンバーの記載時期は、平成 28 年 1 月 1 日以後に開始す
る事業年度からとなります。したがって、4 月決算法人の
場合、平成 28 年 3 月期（平成 27 年 4 月～平成 28 年 3
月）の法人税申告書にはマイナンバーを記載する必要があ
りません。

税目により異なるマイナンバー記載時期

これは法人事業税や法人住民税も同様です。平成 29 年 3

平成 28 年度分の償却資産申告書は毎年 1 月 31 日が提出

月期（平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月）の法人税申告書

期限ですが、平成 28 年 1 月 31 日は日曜日のため、提出

からマイナンバーを記載することになり、
こちらも 1 年以

期限は翌日の 2 月 1 日となります。

上先の話となります。

この2 月1 日が提出期限となる平成28 年度分の償却資産

個人の方の（もしくは個人事業主の／個人で確定申告をさ

申告書からマイナンバーを記載する新様式を使うことと

れる方の）所得税申告書への記載についても、平成 28 年

なります。地方税の電子申告システム eLTAX でも、マイ

分以後の所得に係る申告書からマイナンバーの記載が求

ナンバーを記載する新たな償却資産申告書に対応してお

められるため、今年の 3 月 15 日が提出期限となる確定申

り、早速マイナンバーを使うこととなります。

告書へのマイナンバー記載は不要です。

一方、償却資産申告書と同様に提出期限を迎える法定調書

このように、申告書等へのマイナンバーの記載が求められ

合計表、支払調書及び給与支払報告書については、平成

るのは基本的に平成 29 年以降となっていますが、償却資

28 年分以後の所得に係る申告書からマイナンバーを記載

産申告書のように今年から記載が求められるものもある

することになるため、今回提出する資料にはマイナンバー

ため注意が必要です。マイナンバーの記載時期については、

を記載する必要がありません。

当事務所までお気軽にお問合せください。

来年 1 月末に提出期限を迎える法定調書合計表、
支払調書
及び給与支払報告書からマイナンバーの記載が必要とな
ります。
同じ平成28 年2 月1 日が提出期限となる書類であっても
マイナンバーを記載しなければならないのは償却資産申
告書、マイナンバーを記載しなくてよいのが法定調書合計
表、支払調書及び給与支払報告書となります。
この点は混乱しないよう注意が必要です。
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建物附属設備及び構築
物の償却方法の見直し
はじめに

平成 28 年度税制改正大綱において、建物附属
設備及び構築物の減価償却方法が見直される
こととなりました。

することができます。

平成 28 年度税制改正大綱において、建物附属設備及び構
築物の減価償却方法が見直されることとなりました。これ

先ほどの例でいうと定額法の場合には毎年25 年の減価償

まで通りの減価償却を行うと過少申告加算税や延滞税の

却費だったものが、定率法では 1 年目に 50 万円の減価償

対象となる可能性があります。変更点について確認しまし

却費を計上することが可能となります。耐用年数の後半の

ょう。

減価償却費は小さくなりますが、初期に多額の費用を計上

建物附属設備とは
主な建物附属設備に以下のようなものが挙げられます。

することができます。

改正の影響

 照明や配電、または蓄電などの設備

定額法を採用するか、定率法を採用するかについては、建

 空調、ガス、給排水などの設備

物やソフトウェアを除いては企業の任意により選択する

 エレベーター、エスカレーターなど

ことが可能でした。しかし、今回の税制改正大綱により、

 内装造作のために施工した改造工事など

平成 28 年 4 月 1 日以後に取得する
「建物附属設備」
と
「構

そもそも減価償却とは
減価償却とは、時間の経過や使用により価値が減少する固

築物」については、その減価償却方法が定額法のみとなり
ました。したがって、定率法による減価償却を行えないこ
とになります。

定資産を取得した際に、取得費用をその耐用年数に応じて
費用計上していく会計処理のことを言います。

平成 28 年 3 月 31 日以前に取得した「建物附属設備」や
「構築物」については定率法による減価償却も認められる

そのため、固定資産であっても、土地のように時間の経過

ため、今後は定額法により減価償却を行う「建物附属設備」

や使用により価値が減少するわけでないものは減価償却

及び「構築物」と、定率法により減価償却を行う「建物附

資産には当たりません。

属設備」及び「構築物」が固定資産台帳に載ってくること
になります。

減価償却の方法は主に 2 種類あります。まずは、定額法で
す。これは、減価償却の対象となる固定資産の購入代金を

平成 28 年 4 月 1 日以後に取得する「建物附属設備」及び

法律で決められた耐用年数で同額ずつ償却していく方法

「構築物」について、これまでどおり定率法による減価償

です。例えば、100 万円で法定耐用年数 4 年の固定資産

却を行ってしまった場合、減価償却費が適正額よりも過大

を取得した場合、
毎年の減価償却費は25 万円となります。

となってしまい、課税所得が過少に計算されることとなり
ますので注意が必要です。

対して定率法は、毎年未償却
の金額から一定の割合で償却

万が一税務調査で指摘を受けてしまった場合には、本税に

していく方法です。定率法に

加えて過少申告加算税や延滞税の対象となってしまいま

より減価償却を行うと、耐用

す。
「建物附属設備」及び「構築物」の減価償却について

年数のはじめのうちに定額用

のご質問は、当事務所までお問い合わせください。

より多めの減価償却費を計上
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本社移転で税優遇

地方自治体において本社機能を移転した企業
に対し、地方税を減額する動きが広がっていま
す。ここでは、本社移転による税優遇について
解説します。

はじめに

地方創生のための施策

地方自治体において本社機能を移転した企業に対し、地方

政府は地方創生のため、企業の本社機能の地方移転を進め

税を減額する動きが広がっています。ここでは、本社移転

ています。県外から本社機能を移した企業への減税を促す

による税優遇について解説します。

ため、減税額の最大 4 分の 3 を地方交付税として財政措
置するなどして各自治体への配慮もなされています。

本社移転で税優遇 20 県へ
長野県は、法人事業税を 3 年間 95%減額します。経済産

企業の本社機能が移転することにより、長期的には法人事

業省による都道府県の約4 割にあたる20 県程度が導入を

業税・法人住民税だけでなくそこで働く個人の住民税など

検討しているとのことです。

も税収増加につながります。

長野県は、東京 23 区から本社機能を移す企業に法人事業

また地元の雇用や商店街等の活性化にも良い影響を与え

税を 3 年間、95%減額します。群馬県、香川県では初年

ます。東京一極集中を是正するための国の補助制度を活用

度 50%、2 年目は 25%、3 年目には 12.5%が免除され

し地域の中核企業をつくり、人口流出を抑えるのが各自治

ます。

体の目的です。

各県とも本社機能には管理部門のほか、研究開発拠点など

前月号でご紹介した企業版ふるさと納税もそうですが、政

も含めることになっています。

府は地方創生のための施策を次々と打ち出しています。地
方創生については、アベノミクス最後の切り札とも呼ばれ

23 区外からの移転を対象に含める県もあります。福岡県

るほど注目度が高いため、今後の動きに注意が必要です。

は県外全域から、兵庫県は東京、愛知、大阪周辺の三大都
市圏から移転した企業に法人事業税を優遇します。また、

地方創生をめぐる政府の施策については、当事務所までお

法人事業税以外を優遇する例も出てきています。

気軽にお問合せください。

長野県、富山県などでは不動産取得税や固定資産税の減額
措置も設けています。不動産取得税も減額する石川県には、
ソニーとパナソニックの有機 EL パネル事業を統合したジ
ェイオーレッドなどが研究開発拠点を設けています。
これまで地方自治体は企業の工場誘致を進めてきました。
しかし、為替の影響などで国内の工場を閉鎖し海外に工場
を開設する例が相次ぎました。
本社機能であれば工場より撤退の可能性が低いと考えら
れていることが、今回の動きにつながっていると思われま
す。
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もし高校野球の女子マネージャーが
ドラッカーの『イノベーションと企業家
精神』を読んだら
岩崎夏海 著

単行本：336 ページ
出 版：ダイヤモンド社
価 格：1,600 円（税抜）

はじめに

生や意識の高いマネージャーが入部

280 万部のベストセラー「もしドラ」の第 2 弾、ドラッカ

することで、組織をより強くすると

ーの経営書『イノベーションと企業家精神』を読みながら、

いうことを意味しているのです。

マネージャーと選手たちが力を合わせてイノベーションを
起こし、甲子園を目指す青春小説です。

奇想天外なスタート
物語は主人公が意欲的に野球部のマネージャーになるとこ

イノベーションのコツ？
ドラッカーはイノベーションを起こ
すための「コツ」や「型」というも
のはあると断言しています。

ろからスタートします。ところが、過去の不祥事から野球
部が休部しており、部員ゼロの状況です。ドラッカーの「イ

参画メンバーとして、前作「もし高校野球の女子マネージ

ノベーションと企業家精神」を参考に野球部の運営をする

ャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」に登場

ために東奔西走しますが、増えるのはマネージャー希望者

したマネージャーを顧問に、そして野球部のキャプテンを

ばかり。実に部員ゼロ、マネージャー6 名というメンバー

監督に加えることで話題性と野球部再建の意志が周りに周

構成から野球部は動き始めます。

知されると、
いよいよ新一年生 12 名だけで構成された野球

予期せぬ成功

部員たちの練習がスタートします。

ドラッカーはイノベーションについて以下のように結論づ

最初の練習方針は有名選手のフォームを真似させ、今まで

けています。

の癖を捨てさせるために、当面の練習はキャッチボールと
素振りだけにします。型の教育をすることで、成果が出や

この新しいものを生み出す機会となるものが、変化である。イノ

すいベースができ、イノベーションを起こしやすくなると

ベーションとは、意識的かつ組織的に変化を探すことである。そ

筆者はいいます。これは会社で例えれば、マニュアルなど

れらの変化が提供する経済的、社会的イノベーションの機会を体

に当たります。つまり、いつまでも自己流では伸びしろが

系的に分析することである

失われていくということを意味しているのです。

予期せぬ成功は当事者にとっては軽視されがちなものです

イノベーションと居場所

が、主人公たちは野球部を再開して間もないのにマネージ

この小説のメインキーワードは「居場所」です。マネジメ

ャーが大勢参画したことを予期せぬ成功とし、その要因を

ントとは人に「居場所」を与えること。つまり、組織的な

特定しようとします。

活動がイノベーションを起こすため、メンバー全員が「そ

マネジメントを学ぶための組織

こに自分の居場所がある」と確信できることが、イノベー
ションを起こす最大のポイントなのです。

成功と失敗を重ねたマネージャーたちは野球部の定義を
「マネジメントを学ぶための組織」としました。この切り

最後の 100 ページほどから始まる野球シーンでは、選手

口も従来の野球部らしからぬ、新しい解釈です。これは、

とマネージャーが一丸となって取り組んださまざまな施

遊び半分で野球をするということではなく、実際に選手た

策が花開き、読後感の良い作品です。色褪せないドラッカ

ちが頑張って試合に勝つことにより、次の年に有望な新入

ーの原書を分かりやすく理解できるおすすめの一冊です。

税理士法人さくら優和パートナーズ

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

〒860-0026
熊本県熊本市中央区鍛冶屋町 8 番地

営業時間

平日 8:00-18:00

電話

096-319-3339

FAX

096-319-3331

メール

satoruok@jc5.so-net.ne.jp

所長よりあいさつ
内部体勢の強化と組織作りの課題を克服するため、昨年末より熊本県信用保証協会の理事を務められた徳
永雄二氏を所長室長として当事務所に迎え入れました。主に人事に関する業務に携わってもらい、所内ルー
ルの明確化や人事考課制度の見直し等に取り組んでもらっています。
お陰様で、事務所の雰囲気も日に日により良くなってきており、さらなる発展に向けた礎が出来つつある
と実感しているところです。
組織の人員が 10 人、
30 人、
50 人のところで必ず成長の壁があると申しますが、
熊本本部だけを取れば、まさに今 50 人の壁を感じているところだったのです。徳永氏の加入により、ようや
く長いトンネルを抜けられる寸前まで来ているのではないかと思います。内部体勢が整った暁には、一昨年、
昨年に新たに拠点となった福岡と鹿児島への業務進出を図っていこうと思っています。具体的案件として、
県を跨いだＭ＆Ａ案件や、新規投資案件、業務提携案件等を進めています。熊本のみならず、福岡と鹿児島
に拠点を持っている「さくら優和パートナーズ」だからこそ出来る業務が今後益々増えていくだろうと手応
えを感じています。どうか新生「さくら優和パートナーズ」をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
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減価償却方法確認の
ためのチェックシート

2016 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。また、チェック項目の記載事項にご不明な点がある場合はお気軽にお問い合わせください。

チェック項目
No

チェック項目
「建物附属設備」及び「構築物」の減価償却について、定額法で行う旨を税務署に届け

１

出たことがある
「建物附属設備」及び「構築物」の減価償却の方法について、これまで税務署へ届出を

２

行ったことはない

YES

NO

□

□

□

□

３

固定資産台帳を会計ソフトではなくエクセルで管理している

□

□

４

電気設備や冷暖房設備などを新しくする予定がある

□

□

□

□

□

□

□

□

「機械装置」
、
「車両運搬具」及び「器具備品」の減価償却について、定額法で行う旨を

5

税務署に届け出たことがある
「機械装置」
、
「車両運搬具」及び「器具備品」の減価償却について、これまで税務署へ

6

届出を行ったことはない

7

減価償却方法の変更を申請したことがある

FAX のご返送は

096-319-3331

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

税理士法人さくら優和パートナーズ

