税制改正案個人所得課税の見直し
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税制改正案個人所得課税の見直し
～サラリーマン・自営業者の税負担はどうなる!?～
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はじめに
与党による平成 30 年税制改正大綱が平成 29 年 12 月に発表されました。個人所得課税・法
人課税の内容においては、個人では多様な働き方、企業では生産性向上のための設備投資や持続
的な賃上げを後押しするものが主となっています。今回は、日常生活で身近な個人所得課税の改
正事項についてご紹介させていただきます。

２

所得控除の見直しの概要と現行制度との比較

（１）基礎控除の見直し（一律 10 万円引き上げ）
基礎控除はすべての納税者が受けることのできる所得控除です。現行の基礎控除額は 38 万円
ですが、改正後は一律 10 万円引き上げられます。ただし合計所得金額が 2,400 万円を超える
と控除額は逓減し、2,500 万円を超えると基礎控除の適用はありません。
合計所得金額
2,400 万円以下
2,400 万円超 2,450 万円以下
2,450 万円超 2,500 万円以下
2,500 万円超

基礎控除額
改正前

改正後
48 万円
32 万円
16 万円
適用なし

38 万円

（２）給与所得控除の見直し（一律 10 万円引き下げ）
給与所得者は仕事のために必要経費を自己負担していたとしても、税務上収入からは原則控除
はできませんが、自営業者との課税の公平性を保つため給与所得控除という制度が設けられてい
ます。
今回の改正ではその給与所得控除の金額が一律 10 万円引き下げられます。また、給与所得控
除の上限額が適用される給与等の収入金額を 850 万円、その上限額を 195 万円に引き下げら
れます。
収入金額
162.5 万円以下
162.5 万円超 180 万円以下
180 万円超 360 万円以下
360 万円超 660 万円以下
660 万円超 850 万円以下
850 万円超 1,000 万円以下
1,000 万円超

給与所得控除額
改正前
65 万円
収入金額×40％
収入金額×30％＋18 万円
収入金額×20％＋54 万円
収入金額×10％＋120 万円
220 万円

改正後
55 万円
収入金額×40％－10 万円
収入金額×30％＋8 万円
収入金額×20％＋44 万円
収入金額×10％＋110 万円
195 万円
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収入金額
※所得金額調整控除
給与等の収入金額が 850 万円を超えた場合でも、子育てや介護に対して配慮する観点から
次のいずれかに該当する場合は負担増を生じさせない措置が講じられます。
具体的には調整額として「（収入金額（上限 1,000 万円）－850 万円）×10％」を給与
所得の金額から控除することができます。つまり最高 15 万円を控除できる計算となってい
ます。また、所得金額調整控除は、年末調整においても適用することができます。
・本人が特別障害者である。
・23 歳未満の扶養親族が同一生計内にいる。
・特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族がいる。

（３）青色申告特別控除の見直し
自営業者に対しては日々の取引を複式簿記により記帳を行っている場合は、65 万円の青色申
告特別控除の適用がありますが、改正後は控除額が 10 万円引き下げられ 55 万円となります。
ただし、仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存法に定めるところによって電磁的記録
の備え付け・保存を行っている場合又は確定申告書、貸借対照表、損益計算書等を提出期限まで
に電子申告で提出している場合には、従来通り 65 万円の控除額が適用されます。
なお、10 万円の青色申告特別控除については、電子申告等の要件を満たしていなくても従前
どおり 10 万円の控除額が適用されます。
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（４）見直しによって影響を受ける所得控除の適用要件
以上の給与所得控除及び基礎控除の見直しに伴い、他の所得控除の要件として設定されて
いる金額基準や控除額等についても各種調整が行われます。（下記表参照）
また、給与所得控除の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表（月額表、日額表）、賞
与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額
の表等についても所要の措置が講じられます。
調整の対象となる所得控除
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
勤労学生控除

適用要件の調整内容
改正前
改正後
合計所得金額が 38 万円以下
合計所得金額が 48 万円以下
給与所得者の場合は給与収入が 103 万円以下
合計所得金額が
合計所得金額が
38 万円超 123 万円以下
48 万円超 133 万円以下
給与所得者の場合は給与収入が 103 万円超 188 万円以下
合計所得金額が 38 万円以下
合計所得金額が 48 万円以下
給与所得者の場合は給与収入が 103 万円以下
合計所得金額が 65 万円以下
合計所得金額が 75 万円以下
給与所得者の場合は給与収入が 130 万円以下

（５）公的年金等控除の見直し（一律 10 万円引き下げ）
公的年金等を受取った場合は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算しますが、
改正後はこの公的年金等控除額が一律 10 万円に引き下げられます。
また、給与所得と年金所得の双方を有する場合は、どちらか一方に係る控除のみが減額さ
れます。
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まとめ
年収 850 万円までの給与所得者については、給与所得控除の額が 10 万円引き下げられます

が、基礎控除の額は 10 万円引き上げられるため改正後においても税負担は変わらないようです。
年収 850 万円超で、介護・子育て世帯でない場合は税負担が増加します。
一方、個人事業を行っている自営業者については、基礎控除額の引き上げにより減税となりま
す。また、65 万円の青色申告特別控除を適用しており、電子申告を行っていない場合は税負担
が増加する場合もありますので、これを機会に電子申告に切り替えられても良いかもしれません。
これら個人所得課税の見直しは平成 32 年分以降の所得税について適用の予定となっていま
す。なお、今回の内容は後の国会における法案審議の過程において、一部項目の修正等行われる
可能性があることにご留意ください。その他詳細につきましては弊社の担当者にお問い合わせく
ださい。
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