
                              

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 年度税制改正大綱（中小企業関連） 

  

◎所得拡大促進税制の拡充…… 

  現行の適用要件（給与等支給額が２４年度より３％以上増加しているなど）を満たした上で、

２９年度の平均給与等支給額が前年度比２％以上増加している場合、前年度からの増加額につ

いては税額控除を１２％上乗せ。前年度比２％未満の増加は現行と同じ１０％の税額控除。 

◎中小企業経営強化税制の創設…… 

  中小企業投資促進税制の上乗せ措置（生産性向上設備等に係る即時償却等）を中小企業等経

営力強化法に基づく制度に改組し、器具備品・建物附属設備を追加。経営強化法の計画認定を

受け、２９年４月～３１年３月に一定の設備等を取得等した場合、即時償却又は７％（資本金

３千万円以下は１０％）の税額控除を選択適用。 

◎研究開発促進税制の拡充…… 

  研究開発費の増加率が５％を超える場合に、控除割合を最大１７％、控除上限を法人税額の

３５％まで上乗せする仕組みを導入。また、ビッグデータ、ＡＩ等を活用した第４次産業革命

型の「サービス開発」を支援対象に追加する。２９年４月以後開始事業年度から適用。 

◎中小企業向け租税特別措置の適用要件の見直し…… 

  過去３事業年度の平均所得金額が１５億を超える事業年度は、中小向け租税特別措置（法人

税の軽減税率の特例や少額減価償却資産の特例など）の適用が停止。３１年４月以後開始事業

年度から適用。 

◎事業承継税制の見直し…… 

  雇用要件（５年間平均８割）について、従業員５人未満の企業が一人減った場合でも適用で 

きるようにする。２９年から適用。  

◎取引相場のない株式の評価方式の見直し…… 

  中小企業等の実力を適切に反映した評価となるよう類似業種比準方式等を見直す。２９年か

ら適用。      

☆確定申告のお知らせ 

 平成 28年分の確定申告書の受付は、２月

16日（木）～3月 15 日（水）までとなっ

ております。申告会場は、宇部税務署（宇部

市）、厚狭税務署（山陽小野田市）です。 

 １９５ 

 

 

２０１６年１０月３日 

☆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～ 

２０１５年１１月２日 

２０１６年１０月３日 

～ 今 月 の お 知 ら せ ～ 

２０１７年２月１日 

２００ 



 

医療費控除に関するＱ＆Ａ 

 医療費控除は、本人または 

生計を一にする親族のために 

支払った医療費（保険金などを差し引く）が１０万

円（所得２００万円未満の方は所得の５％）を超え

る場合、超えた金額を所得控除できる制度です。 

🔶Ｑ＆Ａ 

Ｑ．対象となる医療費は？ 

Ａ．医師等による治療費、入院した際の部屋代や食

事代、交通機関を利用した通院費（自家用車での

ガソリン代等は対象外）、風邪等を治すために購

入した医薬品の代金など、診療や治療に直接必要

な費用が対象となります。 

Ｑ．共働き夫婦で夫が妻の医療費を負担した場合

は？ 

Ａ．生計を一にしている場合は、医療費を実際に支

払った夫の医療費控除の対象になります。 

Ｑ．健康診断や人間ドックの費用は？ 

Ａ．治療を行うものではないため対象外です。ただ

し、診断で発見された疾病を治療する場合は、治

療費だけではなく健康診断等の費用も対象にな

ります。 

Ｑ．保険適用外の自由診療は対象外？ 

Ａ．保険適用は関係なく治療目的であれば対象です。

例えば、インプラント（人工歯根）などは対象に

なります。ただし、美容目的で行うものは対象外

です。 

Ｑ．治療費をクレジットカードで支払った場合は？ 

Ａ．病院等へ支払を行った年の控除の対象となりま

す。なお、金利及び手数料相当分は医療費控除の

対象になりません。 

Ｑ．治療中に年が変わる場合は？ 

Ａ．それぞれの年に実際に支払った医療費が各年分

の医療費控除の対象となります。 

 

 

 

 

 

給与所得者の還付申告について 

２８年分の所得税の確定申告を行う必要が

ある方は、２月１６日～３月１５日までに行い

ます。 

 大部分の給与所得者の方は年末調整で所得

税が精算されているため、確定申告を行う必要

はありませんが、医療費控除や寄付金控除、雑

損控除などの年末調整では受けることのでき

ない控除を適用する場合には、税金の還付を受

けるための申告（還付申告）を行います。 

 還付申告については、確定申告期間に関係な

く１月から行うことができ、期間は５年間です。 

 なお、申告書にはマイナンバー（個人番号）

の記載が必要となり、提出の際には本人確認書

類の提示又は写しの添付が必要となります。 

 

編集後記   

新年開始から早くも１カ月が過ぎました。寒さも

本格的に厳しくなり、体調を崩しがちです。自己管

理を怠らないようにしましょう。 

また、今月からいよいよ確定申告が始まります。

確定申告を行う方は、準備を早めに心がけましょう。 

 

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/


 

                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私立 公立 

 常勤 常勤 

換算 

人員 

1人当たり 

給与 

平均勤

続年数 

換算 

人員 

1人当たり 

給与 

平均勤

続年数 

単位 人  円  年  人  円  年  

【保育所】 

施設長 1.0 523,885 25.3 1.0 513,178 27.5 

保育士 12.5 263,513 9.6 11.0 286,911 10.1 

主任保育士 1.0 374,449 19.8 1.0 442,686 21.7 

【認定こども園】 

園長 

（施設長） 
1.0 395,914 22.7 1.0 511,437 29.2 

副園長・ 

教頭 
0.6 364,516 28.5 0.7 376,891 26.6 

保育教諭等 8.5 228,063 9.5 16.3 290,770 12.9 

主幹保育 

教諭 
1.2 290,599 19.7 0.6 546,703 27.5 

保育施設の実態調査等の中間結果が公表 

～保育士と主任保育士の月給差は十数万円～ 

 

 

 

２００ 

 

 

２０１７年 

２月 １日 

トピックス 

 

（参考：内閣府ＨＰ） 

◆内閣府は 12 月５日、保育所・幼稚園・認定こども園等に係る実態調査等の中間集計状況（10 月 21

日時点）を公表しました。これは、保育所等の給与実態等を把握し、これまで行ってきた処遇改善策の効

果の検証を目的とした調査で、保育所等の職員配置・給与の状況や給与の年度間比較をした処遇改善状況

がまとめられたものです。 

 右表は常勤職員の職種別 1 人当たり給与月額をまとめたもので、私立保育所に勤める保育士 1 人当たり

給与(賞与込み、以下同じ)は月額 263,513 円（平均勤続年数 9.6 年）で、主任保育士との月給差は約 11

万円でした。また私立認定こども園に勤める保育教諭等の1人当たり給与は月額228,063円（同9.5年）、

副園長との月給差は約 13 万円でした。非常勤職員を含めた職種別の賃金改善状況は、私立保育所の職種

全体（「基本給及び手当」+「一時金／12」）が７％以上の改善となりました。 

また私立認定こども園の場合

は栄養士が 6.4％の改善、その

他の職種は７％以上の改善と

なっています。また私立保育

所及び私立認定こども園の全

職種における「一時金」の改

善率は、共に「基本給及び手

当」の改善率を大幅に上回る

結果となり、処遇改善等加算

賃金改善要件分や人勧分を財

源とした改善の実施状況にな

りました。 

 本調査の詳細は内閣府ＨＰ

「第 29 回子ども・子育て会

議(12 月５日)」に掲載されて

いますのでご参照ください。   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

社会福祉充実計画の承認等に係る 

事務基準（案）が更新 

～11月11日時点で未決定であった事項
について案が示される～ 
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社会福祉法人経営動向調査 

～福祉医療機構が公開～ 

 

 

 

 

 

 

 

◆12月14日、厚労省は社会福祉充実計画の承認等

に係る事務処理基準（案）の内容更新及び、社会福

祉充実残高の算式で未決定であった事項についての

案を示しました。今回の案では社会福祉充実計画の

作成実務として、社会福祉充実残額を算定する際に

「計算の過程において１円未満の端数が生じる場合

には、これを切り捨てる」ことや、活用可能な財産

の算定結果が０以下となる場合については「社会福

祉充実残額が生じないことが明らかなため、社会福

祉法に基づく議場に活用している不動産等の計算は

不要とする」こと等の詳細な取扱いが示されていま

す。 

 また社会福祉充実残額の算式に関する単価や割合

については11月11日時点で未決定とされていまし

たが、建物改築のための必要資金として減価償却累

計額に乗ずる率を22％と設定することのほか、大規

模修繕に必要な費用については、一般的な大規模修

繕費用割合を30％としたうえで、当該計算の結果が

０未満となる場合は０とすることとされるなどが示

されています。なお、同日付の更新にて、社会福祉

充実残高の算定シート（案）が掲載されていますの

で、併せてご確認ください。 

（参考：厚労省ＨＰ） 

 

◆社会福祉法人全国保育協議会のホームページに「社会福祉法人制度改革 対応チェックシート」や「社会福

祉法人制度改革関係資料集」等が一般公開されています。 

 本チェックシートは、平成 28 年 10 月から平成 29 年 6 月までを目安に、政省令で定める対応が義務付

けられた項目及び事務連絡やＱ＆Ａで示された望ましい対応について、同協議会が整理して記載したもので

す。また、通知文章等がまとめられた関係資料集は、本チェックシートの表中に記載している参考資料頁と

整合しているため、気になる項目の内容について簡単にお調べいただくことができます。ご興味のある方は

ぜひご利用ください。                                      （参考：全保協ＨＰ） 

 

制度改革対応チェックシート 

～全保協が公開～ 

 

 

 

 

 

 

 

◆独立行政法人福祉医療機構は、「社会福祉法人経

営動向調査(平成28年11月実施)」の概要を公表し

ました。この調査は、社会福祉法人と特別養護老

人ホームの現場の実感を調査して運営実態を明ら

かにすることを目的としているもので、特別養護

老人ホームを運営する社会福祉法人392法人（登

録しているモニター）に対して３・６・９・11月

の四半期ごとに実施されているものです。今回公

表されたのは、平成28年11月14日から12月

２日に実施されたもので、378施設の有効回答（有

効回答率96.4％）を得て集計された内容をもと

に、過去の調査との比較を行ったものです。 

 分析結果としては、 

 
・サービス活動収益とサービス活動増減差額 

は、法人でわずかに減少、特養では増加 

・黒字である法人や特養の割合増加 

・特養の人材確保の増進 

・特養の稼働率低下 

 

ということになりました。 

 詳細は、福祉医療機構のホームページから「経

営サポート事業」に進み、一番上にある「社会福

祉法人経営動向調査」をご確認ください。 

          （参考：福祉医療機構ＨＰ） 
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