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大企業には大減税、
穴埋めには
庶民増税 ２００７年税制改革の動き
林 明

少し減税となります。
国税庁の 年分の法人
企業の統計資料から見る
と、減税規模は７０００
億円程度と試算されてい
ますが、その ％は資本
金 億円以上の企業が占
める計算になります。

大資産家への
優遇税制
同じく国税庁の 年分
の申告納税者の統計によ
れば、株式等の譲渡所得
の ・１％は所得５００

庶民増税
「答申」と「大綱」には
庶民向けの新たな増税は
もりこまれていません。
しかし、 年度にはすで
に決定済みの増税がやっ
てきます。定率減税の廃
止と税源移譲による住民
税の税率 ％一本化（従
来は５％、 ％、 ％の
３段階）です。
所得税は税率が６段階
で最低税率は５％にな
り、一般のサラリーマン
の場合、１月から源泉徴
収される所得税は減少し
ますが、６月にはその減
少額を上回る規模で増額
された住民税の通知が届
くことになります。
「答申」では税源移譲
による負担増はないと
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税金はともすれば「ど
こからどれだけの税率で
課税するか」が関心事と
されますが、税金を「ど
う使うのか」を考えてい
くことがそれ以上に重要
です。
確定申告の時に納税額
をしっかり確認し、この
税金が、政府による不正
流用や癒着の温床となる
無駄な大型ゼネコン公共
事業、大企業への大盤振
る舞いの減税にではな
く、医療や社会保障に使
うよう意思表示すること
が大切です。
今年は４月の統一地方
選挙、７月の参議院選挙
など、私たちが意思表示
する絶好の機会が数多く
あります。
国・地方政治のあり方
について、納税者として
の権利を積極的に行使し
ましょう。

０万円超の高額所得者の
ものです。この所得５０
００万円超の納税者はこ
の統計では７５２５人し
かいませんが、この人た
ちの平均一人当たりの株
式等の譲渡所得は１億１
５５４万円で、軽減税率
による減税額は一人当た
り１１５５万円になりま
す（図１）。
また、配当所得につい
てみるならば、年間数十
万円程度の配当所得は従
来からの配当控除を使え
ばほぼ税金の対象となり
ませんので、この人たち
とっては税率が軽減され
ているといっても関係の
ないことで、結局軽減税
率の恩恵を受けているの
は毎年何千万円もの配当
を得ている大資産家とい
うことになります。

を投入しています。その
結果、「箕面の滝」の水
脈は枯渇してしまい、人
工的に再生するため、ト
ンネル内に流出した地下
水を電気ポンプで滝まで
くみ上げるのにまた新た
な税金をつぎ込むといっ
た無駄をくりかえしてい
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税理士
間延長することを決めま
した。また、来年以降、
消費税を含む税体系の抜
本的改革を実現すべく取
組んでいくとし、消費税
の増税の方向を明記しま
した。

巨額の設備を有する
大企業に恩恵
減価償却制度の見直し
の結果どうなるかといえ
ば、減価償却費の費用計
上額が増加し、その分、
課税対象となる所得が減

経税部長

ます。
わたしたちの勤労の結
果生み出された所得から
身銭を切って支払った税
金の使い方が、まさに問
われている状況にありま
す。 今のこの時期にこ
そ、税金について考えて
みることが必要です。

大企業・大資
産家への減税

財界、財務省の意図

言っていますが、実際に
は同時に実施される定率
減税の廃止により、大幅
な庶民増税となります
（図２・３）。
また、答申は消費税の
ことには触れませんでし
たが、大綱に示されたよ
うに安倍内閣は参議院選
挙後には消費税の増税を
目論んでいます（図４）。

図３ 大企業には減税、庶民には増税

減価償却制度の見直
し、また法人税の税率引
下げの検討といい、大企
業減税が急浮上した背景
には、法人税などの予想
を上回る税収増がありま
す。 年度の一般会計に
おける税収は当初予算よ
り４兆６０００億円程度
増収が、 年度は定率減
税の廃止により、さらに
増収が見込まれるといわ
れています。
財界としては、財政危
機が一時的に緩和された
今なら増えた税収の一部
を減税にまわせる、また
消費税の増税と企業減税
を同時に議論すれば国民
の反発を買うので、消費
税を先送りにしている今

図４ 政府・与党が狙う逆立ち「税制改革」

のうちに企業減税を先に
やってしまおうというこ
とでしょう。財務省は、
税収増が消費税増税の論
議に水をさすことを警戒
し、税収増が企業減税に
回ることに理解を示して
いるといわれています。
「大綱」は国の財政が

※資料
（図１～図４）
は、
いずれも
「しんぶん赤旗」
より転載

危機的であるとして、
「消費税をふくむ税体系
の抜本的改革」が必要だ
といったわけですが、上
記の財界や財務省の思惑
を考えると、その財政危
機論は庶民増税の方便に
すぎないといわれても仕
方ないでしょう。

所得税、
住民税の年間合計額は、
定率減税全廃分だけ増税に

庶民増税

図２ 年収5
00
万円の
サラリーマン世帯の負担増

図１ 証券優遇税制による
１人当たりの減税額

の実効税率の引下げを検
討課題とすること、上場
株式等の配当や譲渡益の
軽減税率については期限
切れとなる 年度末をも
って廃止することなどを
中身としたものでした。
次いで 月 日には自
民党の税制調査会が「税
制改正大綱」を発表しま
した。
この大綱では、政府税
制調査会と同じく減価償
却制度の見直しをするこ
と、上場株式等の配当や
譲渡益の軽減税率を１年

いきれない」として、昨
年の６月以降、各市町村
窓口に苦情が殺到してい
ます。
高額な保険料のうえ
に、３割の一部負担金。
歯科医院への来院を手控
えようとする要因がここ
にもあるといえます。
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正に使い込んでいる実態
が明るみになりました。
テレビ報道によれば、
大阪府の太田房江知事
は、一度は破綻した箕面
市での大規模ニュータウ
ン開発事業を再度推進し
ようとして、トンネル道
路建設工事に多額の税金
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企業減税と庶民増税
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納税者の権利を行使する
機会に 税金の使い道を決める選挙
に入居していた事件。政
府閣僚と自民・民主両党
国会議員 人が、家賃無
料の議員会館を「主たる
事務所」にしながら年間
１千万円以上を「事務所
費」として経費扱いして
いた問題など、私たちが
納めた税金を私的かつ不
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昨年 月１日に政府税
制調査会は安倍内閣に答
申を出しました。
その答申は減価償却制
度を見直すこと、法人税
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その一方で、安倍政権
発足後、国・地方で税金
の無駄使いの事件が数多
く発覚しています。
首相の肝いりで大企業
減税一辺倒の税制 「改
革」を推し進めた本間正
明・政府税調前会長が、
豪華な公務員宿舎に私的

夫婦２人年金収入2
5
2万円
世帯の負担増
（大阪市）
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今年も昨年１年間の所
得と納付税額を自主的に
決めて申告する、確定申
告の時期がやってきまし
た。
昨年は、大幅なマイナ
ス改定となった４月の診
療報酬改定、 月からの
高齢者一部負担額の引き
上げなどの相次ぐ医療改
悪で収入が減少し、歯科
医院経営がますますきび
しくなったと実感されて
いる会員も多いのではな
いでしょうか。
患者の側に目を転じる
と、歯科医院の来院患者
層の５割以上を超える国
保加入世帯などでは、定
率減税の半減・廃止や高
齢者への増税で所得税・
住民税が 倍にもなり、
国保料、介護保険料も引
き上げられました（図）。
「なんでこんなに高く
なった」「これ以上は払
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確定申告の手引き
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大阪歯科保険医新聞
（第三種郵便物認可）（５、1
5、2
5
日発行）

（５） 2007年2月15日

