
                              

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来年から大きく変わる証券税制 

  

 来年から公社債・公社債投資信託の課税方式の変更や、ＮＩＳＡの拡充などが実施されます。 

 

◆公社債等に対する課税方式の変更 

 ２８年１月から、国債や公募社債などの一定の公社債や、ＭＭＦなどの公社債投資信託に対する課税

方式が大きく変わり、利子や売却、償還などによる所得は申告分離課税（２０.３１５％）に統一され、

非課税とされていた譲渡益は課税対象となります。 

 また、公社債等が上場株式等と同じ課税方式になることに伴い、上場株式等の譲渡損益や配当等との

損益通算や、譲渡損失の繰越控除ができるようになり、特定口座への受け入れも可能になります。 

 なお、金融商品間での損益通算等の範囲が拡がる一方で、上場株式等と非上場株式等に係る譲渡所得

は、それぞれ別々の分離課税制度になり、原則として損益通算ができなくなります。 

 

◆ジュニアＮＩＳＡの創設や投資上限の引上げ 

 ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）については、２８年１月から年間投資上限額が１２０万円（現行

１００万円）に引上げられます。 

 また、２０歳未満の未成年者によるＮＩＳＡ口座の開設が可能となるジュニアＮＩＳＡ（未成年者少

額投資非課税制度）が創設され、１月から口座開設の受付が開始されます（上場株式等の購入ができる

のは４月から）。 

 ジュニアＮＩＳＡは、原則として親権者等が運用や管理を代理して行う制度で、年間８０万円を上限

に購入した上場株式等の売却益や配当が最長５年間、非課税となります。ただし、口座開設者が１８歳

になるまで売却代金や配当等の払出しが制限されます。 

 

 

☆法人番号について 

法人番号（１３桁、１法人１番号）は、書

面により国税庁長官から通知が行われ、都道

府県単位で発送されます。 

山口県は１１月１８日の予定となってお

り、普通郵便で登記上の本店又は主たる事務

所の所在地に届きます。 

 

～河野会計事務所からのお知らせ～ 
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２０１５年１１月２日 

２０１５年１２月２８日 

☆源泉所得税の納付期限 

源泉所得税の納期特例を受けている場合、

７月～１２月分の源泉税の納期限は１月２０日

（水）です（毎月納付の場合は、１月１２日（火）

が納期限となります）。 

納付漏れのないよう、ご注意ください。 

 

～河野会計事務所からのお知らせ～ 



住宅ローン控除の適用に関する

Q&A 

住宅ローンを利用してマイホームの新

築、取得又は増改築等をした場合、居住した年から一

定期間、年末のローン残高に応じた金額を所得税額か

ら控除できる住宅ローン控除が適用できます。 

◆Ｑ＆Ａ 

Ｑ．適用を受けるための要件は？ 

Ａ．主な要件は、＊取得等の日から

６ヵ月以内に居住し、適用を受ける各年の年末まで住

んでいる、＊合計所得金額が３千万円以下、＊床面積

が５０㎡以上、＊１０年以上の返済期間がある借入金、

などです。 

Ｑ．初めて適用を受ける場合は？ 

Ａ．必要書類を添付して確定申告をします。なお、給

与所得者は確定申告をした翌年以降は、年末調整で控

除の適用を受けることができます。 

Ｑ．親から住宅取得資金の贈与を受け、非課税制度を

適用する場合は？ 

Ａ．贈与の非課税制度を適用した金額は、住宅の取得

額から差し引いて住宅ローン控除を計算します。 

Ｑ．金利の低い住宅ローンに借換えた場合は？ 

Ａ．１０年以上の返済期間であるなどの要件を満たし

ている場合は、継続して適用できます。なお、借換え

によって控除期間は延長されません。 

Ｑ．繰上返済で期間が１０年未満となった場合は？ 

Ａ．期間短縮型の繰上返済を行い返済期間が１０年未

満になった場合、控除の適用は受けられません。繰上

返済後の返済期間は「既に返済が終了した期間＋繰上

後の最終返済日まで」で判断します。 

Ｑ．ローンは夫婦の連帯債務ですが、住宅は夫の単独

所有の場合は？ 

Ａ．年末ローン残高の総額が夫の控除対象です。 

 

 

◎個人番号カードを取得すると何

ができる？ 

個人番号カードは、申請により２８年１月以降に

交付されます（交付の際、通知カードは返納）。 

個人番号カードは、身分証明書として使用できる

ほか、搭載されているＩＣチップを利用して図書館

カードや印鑑登録証など地方公共団体が定めるサ

ービスの利用や、ｅ-Ｔａｘなどを行う場合に必要

となる電子証明書も標準搭載されます。 

また、マイナンバーが必要な手続の際、個人番号

カードは本人確認を１枚で行うことができますが、

通知カードの場合は、併せて運転免許証など原則顔

写真付きの身分証明書が必要となります。 

◎ふるさと納税「ワンストップ特例」を適用す

る場合の注意点 

ふるさと納税ワンストップ特例制度については、

２７年４月以降に確定申告をしない給与所得者等が

行ったふるさと納税（５団体以内）が対象となりま

す。そのため、２７年１月から３月までの間にふる

さと納税を行っている方が控除を受けるためには、

確定申告をする必要があります。 

また、５団体を超える自治体にふるさと納税をし

た場合や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申

告を行う場合は、ワンストップ特例が適用されませ

んので確定申告で控除を受ける必要があります。 

なお、ワンストップ特例の適用を受ける場合は、

寄附先の団体に特例の適用に関する申請書を提出す

る必要があります。また、所得税からの控除はなく、

すべての控除額が住民税から控除されます（寄附を

行った翌年の６月以降に支払う住民税から控除）。 

 

編集後記 

 今年もお世話になり、ありがとう 

ございました。来年も変わらぬご愛顧

のほどよろしくお願い申し上げます。 

なお、新年は 1 月 4 日（月）から営業いたします。                              

 

発行元 ㈲ユービーシー経営 河野会計事務所          

〒755-0036  宇部市北琴芝１-６-１０ 

TEL：0836-33-6717  FAX：0836-33-675３ 

MAIL: info@ubc-net.com  

 URL:  http://www.ubc-net.com 

http://www.ubc-net.com/


 

                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）定員数の単位は千人（概数） 

 

 

 

 に照らしてみても、ますます社福への期待とともに社福の担う社会的意義・責任が大きくなっているこ

とが分かります。 

 

 

施設種別 

 

H25 

施設数 

H26 

施設数 

社福の

占有率 

H25 

定員数 

H26 

定員数 

保護施設 292 291 91.1％ 19 19 

老人福祉施設 5,308 5,334 75.3% 157 158 

障害者支援施設

等 

6,099 5,951 63.6％ 203 198 

身障者社会参加

支援施設 

322 322 64.0％ 0.4 0.4 

婦人保護施設 48 47 53.2％ 1.3 1.3 

児童福祉施設 33,938 34,462 46.6％ 2,381 2,434 

保育所（再掲） 24,076 24,509 53.6％ 2,291 2,339 

母子福祉施設 60 59 50.8％ ― ― 

その他の社福施

設等 

12,546 14,841 7.3％ 429 506 

有料老人ホーム

（再掲） 

8,502 9,632 5.6％ 351 391 

平成26年度社会福祉施設等調査公表 

～保育所や有料老人ホーム数が大幅増～ 
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２０１５年 

１２月２８日 

◆厚労省は11月19日、平成26年社会

福祉施設等調査の結果を公表しまし

た。この調査は、全国の社会福祉施設

等の数、在所者数、従事者の状況等を

把握し、社会福祉行政推進のための基

礎資料を得ることを目的として、毎年

実施されているものです。（今年は平成

26年10月１日） 

 今年の調査結果を見ると、種別ごと

の施設数では保育所が前年比1.8％増

の24,509施設、有料老人ホーム（サ

高住を除く）が前年比13.3％増の

9,632施設など、顕著な増加率が見ら

れます。また施設種別ごとの定員数で

も、保育所は前年比2.1％増の

2,339,029人、有料老人ホーム（サ

高住を除く）は前年比11.4％増の

391,144人と同様の傾向が見られま

す。       

トピックス 

 

 

 

また経営主体別での施設数の構成割合を見てみると、全ての施設種別の合計数に占める公立施設の割合は

約３割で、７割が民間法人等による運営となっていますが、特に保育所はその53.6％が社福が経営する施

設であり、また有料老人ホーム（サ高住を除く）では、営利法人が82.4％と最も多くなっています。この

ほかの施設種別でも、措置またはそれに準ずるような、極めて公共的機能の強い施設ではその多くが社福が

経営する施設であり、今年初めて社福が２０，０００法人を超えた現状を照らして見ても、ますます社福へ

の期待とともに社福に担う社会的意義・責任が大きくなっていることがわかります。（参考：厚労省ＨＰ） 

 

 

 



     平成２７年障害者雇用状況の結果公表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜既存ストック活用に向けた補強対象の拡充＞ 

 
＜  補  助  率  ＞ 

●住宅 

新築：１/10(上限 100万円/戸) 

改修：１/３(上限 100万円/戸) 

●訪問介護事業所などの 

高齢者生活支援施設 

新築：１/10(上限 1,000 万円/施設) 

改修：１/３(上限 1,000 万円/施設) 

トピックス 

 
◆厚労省は 11 月 27 日、平成 27 年障害者雇用状況の集計結果を公表しました。障害者雇用促進法では、

事業主に対して常時雇用する従業員の一定割合（法定雇用率／民間企業の場合は 2.0％）以上の障害者を

雇用することが義務付けられており、同法に基づいて毎年６月１日現在の身体障害者、知的障害者、 精

神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主（民間企業や公的機関等）からの報告（障

害者雇用状況票）を集計しているのがこの調査結果です。 

 調査結果によれば、民間企業では雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新、雇用障害者数は 45

万 3,133.5 人で対前年比 5.1％（21,908.0 人）増でした。また、法定雇用率達成企業は全体の 47.2％

（前年比 2.5ポイント上昇）でした。この他、公的機関や独法などの状況も厚労省ＨＰからご覧いただく

ことができますので、どうぞご参照ください。             （参考：厚労省ＨＰ） 

 

サ高住整備、立地適正化へ 

～事業者に自治体の意見聴取等義務付け～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービス付き高齢者向け住宅(以下「サ高住」という。)の今後の整備について、国交省は立地の適正化に

向けて補助見直しなどを盛り込んだ整備方針案を明らかにしました。今年４月の「サ高住の整備等のあり方

に関する検討会」の中で中間とりまとめが行われましたが、今回はその対応としてより具体的な改革案が示

されています。 

 案では、年明けから国の建設費補助を申請する事業者に対して、地元の市区町村の意見を聞くことや、自

治体のまちづくり方針との整合性を図ることなどを義務付けるほか、公共交通機関や医療機関を利用しやす

い立地に整備することなどが、補助が受けることができる要件として示されています。 

 サ高住の整備が進められる一方、最近では交通アクセスの良くない地域に立地しているケースが多いこと

を踏まえ、今後は市区町村の関与のもと、計画的な整備を図る目的があります。 

 またこの他にも、空き家などの既存ストックを活用するような効率的な整備には、補助を拡充することな

ども盛り込まれています。 

 国交省のこうした方針に加え、加藤一億総活躍担当相も補助制度の拡充でサ高住の増設を進める考えを示

しており、今後も拡充が進められそうです。   (参考：国交省ＨＰ/日刊建設工業新聞/朝日新聞)      

 

＜  補  助  要  件  ＞             

●サ高住として今後 10年以上の登録       

をすること 

●入居者の家賃が、近辺同種の住宅の        

家賃と均衡を失しないこと 

●事業に要する資金調達が確実である        

こと      等 
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