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理念

ニュース
〒

1． 中小事業者の事業の発展を支援します。
2． 社員は社会に役立つ人間になります。
3． よりよいサービスを創造し提供します。
4． 納税者の生活と権利を擁護します。

こんにちは。いつもご愛読ありがとうござ
います。今月号で「岡会計ニュース」から
の通算で 301 号を数えました。３月は確定
申告の繁忙期ということで勝手ながら休刊
させていただき、次号は４月の発行になり
ます。その次の５月号からは、元号がかわ
ってしまいますね。何となく気忙しさ感じ
てしまうのはさておき、２月号はゆったり
とご一読いただけましたら幸いです。(き)

今年も確定申告の季節となりました。税制の改正等目まぐるしい中、平成 30 年・
今年の確定申告から適用される制度変更を中心に、簡単にご紹介いたします。
（久保 友紀惠）

＜今年から適用＞
①配偶者控除・配偶者特別控除の改正
配偶者控除・配偶者特別控除が以下の表のように
変更されています。なお、本人の合計所得金額が
1000 万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別
控除の適用はされません。
（単位：万円）
本人の合計所得金額
配偶者の
合計所
900-950 950-1,000
900 以下
得金額
以下
以下
配偶者
38 以下
38
26
13
控除額
38-85
38
26
13
以下
85-90
36
24
12
以下
90-95
31
21
11
以下
95-100
26
18
9
以下
配偶者
100-105
特別
21
14
7
以下
控除額
105-110
16
11
6
以下
110-115
11
8
4
以下
115-120
6
4
2
以下
120-123
3
2
1
以下

②各種特例・制度の適用期限の延長
青色申告者で従業員 1,000
人以下の人が、取得価額 30 万
円未満の減価償却資産を業務
の用に供した場合、一括して
必要経費に算入できる制度の
適用期限が平成 32 年 3 月 31 日まで 2 年延長されま
した。
その他、特定居住用財産の買換え・交換の場合の
長期譲渡所得の課税の特例等の制度の適用期限も 2
年延長され、平成 31 年 12 月 31 日まで適用可能と
されました。

＜その他＞
〇雑損控除
昨年は台風の影響で大きな被害を受けた方も多か
ったと思います。台風などの自然災害で住宅や家財
に被害を受けた場合、雑損控除の申告をすることで、
税金を減らしたり還付を受けたりすることができる
場合があります。
対象となる被害・費用や、控除対象となる限度額、
必要となる書類など、細かな要件もありますので、
昨年被害に合われた方はご相談ください。

＜来年の確定申告以降適用される改正＞
参考：来年以降は、給与所得控除額・公的年金等控
除額が一律 10 万円引き下げられます。一方で、基礎
控除の控除額は一律 10 万円引き上げられ、それに伴
い所得額調整控除が新たに創設されるなど、大きな
改正が適用されますので注意が必要です。
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いよいよ確定申告の時期が迫ってまいりました。
確定申告といえば所得税・住民税・消費税の申告時期と思われがちですが、実はもう一つ、贈
与税の申告時期でもあります。聞いたことはあるけれど意識したことはあまりない税金である贈
与税について、今回はお話しさせて頂きます。
（税理士
喜多 智佳子）

贈与税とは？
贈与税は「個人から財産をもらったとき」に納め
る税金です。
お給料をもらったり事業でもうかったりしたとき
に「所得税」を納めるように、対価を払わずに何か
を貰った場合は「贈与税」を申告納付する必要があ
ります。
「個人から」ですので、法人から貰った場合には
贈与税ではなく所得税がかかります。

申告方法は？
所得税と同じように、納税者が自分で税金を計算
し、納付します。
平成 30 年中にもらった財産に対しては、平成 31
年 2 月 1 日から 3 月 15 日までの間に申告納付しなけ
ればなりません。

税金はどれくらい？
贈与税の税率は所得税と同じく累進課税方式です。
もらった財産の額により 10％～55％の税率で計算さ
れます。
ただし、もらった税金が年間 110 万円以下の場合
には贈与税は課されません。

この場合の「110 万円」は「その人が世界中のすべて
の人から貰った財産の合計額」です。例えば、同じ
年に父親から 60 万円、母親から 60 万円を貰った場
合は、貰った合計額 120 万円から控除額 110 万円を
差し引いた残額 10 万円に対して税金がかかります。

絶対払わないとダメ？
贈与税は場合によっては課されません。
〇「相続時精算課税」の選択
〇住宅取得資金の非課税
〇教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
〇結婚･子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
といった特例が用意されており、無税で 1000 万円以
上の贈与が可能です。ただし、上記はどれも期限内
に適正に申告を行うことが要件です。
また、そもそもの話ですが、夫婦や親子などの扶
養義務者から生活費や教育費に充てるために必要な
都度渡される財産については、常識の範囲内であれ
ば贈与に該当しません。上記の「一括贈与を受けた
場合～」というのは、必要な都度貰うのではなくあ
らかじめまとめて貰う場合にのみ該当します。
その他、香典やお歳暮、祝い金・見舞金なども、
常識の範囲内でしたら贈与には該当しません。

贈与税は常識の範囲内の生活費や教育費、社交辞令の金額に対しては課されません。
一括で大きなお金をまとめて贈与する場合には優遇制度がありますが、すべて手順を守って期限内に申告す
ることが必要ですので下調べが重要です。特に金融機関を通すものについては遡って手続きを行うことができ
ませんのでご注意ください。
こんな場合は贈与に該当するのか、どう手続きをすればいいのか。悩まれた場合は是非弊社担当者までご相
談ください。一緒に検討させて頂きます。

編集後記

春の新☆岡会計コンペ開催のお知らせ
日時：平成 31 年 4 月 11 日（木）
集合：8 時 50 分
ｽﾀｰﾄ：9 時 20 分
場所：関空クラシックゴルフ倶楽部
（旧 砂川国際ゴルフ倶楽部）
申込締切：平成 31 年 4 月 4 日(木)
自然の地形を利用したダイナミックなコー
スを一緒に楽しみませんか。

確定申告、年度末の時期＝インフ
ルエンザの流行期です。うがい手洗
いはもちろん免疫力をつけるのも大事です。たんぱ
く質、ビタミン、ミネラルを積極的に摂取しよう（り）
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