
回　増減税
消費税は、導入時3％で、その後5％、8％に、そして

この10月から10％に引き上げられた。消費税増税の裏

で法人税の大減税が行われてきたことは、最近よく指摘

される。

その場合、法人税は黒字企業に課税になるが、日本の

法人の約7割が赤字であるから、とくに中小零細企業に

は「減税の恩恵」はないことになる。つまり、大企業に

恩恵がいきとどく大企業減税となっており、その原資が

結果として消費税増税分の税収が充てられたというこ

とができる。

減税は、法人税だけではなく、所得税も同じである。　」＿＿＿」竺＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿聖二＿＿＿＿＿＿＿〈－＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　一望誓＿

所得階層ごとの負担割合をみると、所得1億円までは増加するが、1億円を超えると負担割合は逓減

していく。この傾向は連年ほぼ同じ結果が出ている。

米国の著名な投資家パフェツト氏が捷起した問題でもある。このような負担の逆転現象が生じる原因

は、高所得者に偏った株式譲渡益や配当について、低税率で分離して課税されるためである。とりわけ

配当や株式譲渡益については、最近まで10％という優遇された税率で課税されていた。これが、2014

年1月から配当・株式譲渡益に対する擾遇税率が廃止され本則の20％に引き上げられ、その範囲では

再分配度が上昇した。また2015年からは、所得税最高税率の5％引き上げや、相続税所得控除の縮小・

税率引き上げが行われたものの、格差社会を裏付けている。

回　格差社会

○高額所得者の実数

平成29年分の申告実

績によれば、年間所得

70万円以下の人員は

4，394，315人であり、年

間所得200万円以下で

は11，248，875人になる

（申告総数21，946，363

人）。その割合は

51．26％にも及ぶ！！

他方では、次ページ

にあるように、所得金

額が1億円を超える人
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員は確実に増加していて2011年以降で1．82倍にもなっている現実がある。

2017年の人員数は、2014年の労働力調査を基に計算すると、日本の就業者数が6，720万人、総人口
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が1億2670．6万人であるから、23，223人÷6，720万人＝0．035％、23，223人÷126，706，000人＝0・018％

（全人口の22，807人に1人）となり、全就労者の中で0．035％が、日本国民の0・018％が年収1億円以

上を実現しているということになる。

所得金額 �2011 �2012 �2013 �2014 �2015 �2016 �2017 

1－2億円 �9，310 �9，847 �12，739 �12，376 �13，381 �14，197 �15，890 

5億円以下 �2，709 �2，971 �4，123 �3，831 �4，469 �4，779 �5，608 

10億円以下 �487 �528 �927 �731 �865 �978 �1，145 

20億円以下 �167 �155 �343 �270 �343 �334 �354 

50億円以下 �60 �74 �179 �103 �141 �152 �170 

100億円以下 �13 �18 �41 �25 �21 �44 �42 

100億円超 �4 �【　16 �18 �12 �14 �17 �14 

合　　計 �12，750 �13，609 �18，370 �17，348 �19，234 �20，501 �23，223 

（国税庁統計から）

2017年の所得100億円以上14人の都道府県別の内訳は、北海道1人、青森県1人、千葉県1人、

東京都8人、山梨県1人、兵庫県1人、長崎県1人であった。その全員の所得源泉は不明であるが、有

価証券の譲渡所得がその大半を占めるものとみられる。

団　公正。公平な税金とは
1租税の4つの機能

・公共サービスの費用調達機能　－「市場の失敗」への対応として、市場経済のもとでは提供困難な

サービス（軍事、国防、裁判、警察、公共事業など）の提供のための費用を調達するための機能。

・所得の再分配機能－「福祉国家」の理念のもとで、国家が一定程度私的財産に干渉することもやむ

を得ないとの考え方に基づいて、持てる者から持たざる者に富を再分配する機能。

・経済への阻害効果一投資意欲の妨害、生産活動・労働意欲の阻害、消費意欲の低下など、経済が

本来あるべき姿を歪め、経済全体に悪影響を与える効果。ケインズは、政府が忘れてはならない事

として、重い徴税はビジネスなど経済活動を完全に止めてしまうのであり、極端に高い税率ではな

く中等の税率こそが政府にとっての最大の税収になる。特に、国富が著しく喪失して景気が悪化し

ている状況での増税による緊縮財政は極めて有害な政策である、とした。

・景気の調整楼龍一資本主義経済体制における特殊な調整機能。景気の加熱期には増税を行うこと

により余剰資金を減らし投資の抑制を図る。逆に後退期には減税を行うことにより余剰資金を増や

し投資の活性化を行う。これにより、ある程度景気を調節することが可能であるとされる。累進課

税を採用する租税が国等の主要な財源を占めていると、所得の変動に応じた税率の変動により、景

気が自動的に調整されるという効果を有する。この効果は「自動景気詞整機能（ビルト・イン・ス

タビライザー）」と呼ばれる。
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2　税収の弾性値

経済成長によって税収がどの程度増えるかを示す値。国内総生産（GDP）が1％変化し、税収も1％

変化すれば1になる。税収弾性値が高い水準であれば経済成長による税収増と財政再建の効果は大き

くなる。このため、税収弾性値をどの程度と見積もるかで、財政再建に向けて増税と経済成長のどちら

を優先するか、描く処方箋も異なってくる。

税収弾性値＝税収増加率÷名目GDP増加率

国東ゐ弾性値

○名目成長率も税収も安定していた1981－90年は、税収弾性値は1．3－1．4程度で概ね安定（但し、バ

ブル期は高い値）。

01990年代以降は大きく変動。∴2000年代以降について単純に平均すると4超程度。（2000年代平均

成長率は、▲0．7％、平均税収伸び率は▲2．7％）

【大和総研の推計】

これに対して政府の見解は－、

80年代の税収弾性値は1．3－1．4であっ

たが、現在の税収弾性値は1強程度とみら

れるとする。

（要因）

・個人所得税…長期的に弾性　値が低下

傾向

11988年税制 �l2011年税制 

所得税 �弾性値 �1．40 �b：68 
ウエイト �0．32 �0．33 

法人税 �弾性値 �1．77 �1．64 
ウエイト �0．35 �0．16 

間接税 �弾性値 �1．00 �1．00 
ウエイト �0．31 �0．48 

合　　計 ��1．38 �0．94 

・法人税…弾性値は比較的商いが、ウエイトは低下

・間接税…弾性値はほぼ1であり、かつ税収の中でウエイトが高まっている。

3　直接税中心の税体系

・総合課税　→　分離課税の

廃止、租税特別措置の廃止

・超過累進税率　→　最高税

率の引上げ（昭和59年までは

最高税率75％）

・最低生活費非課税　→　基

礎控除の引上げ、人的控除

の見直し

○法人税をどうするか

・比例税率　→　超過累進税率へ

・基幹税化

○消費税はどうするか

・廃止論

・税率引下げ

平成27年度分から

【内閣府】

課税される所得金額 �税率 �控除額 

195万円以下 �5％ �0円 

195万円を超え330万円以下 330万円を超え695万円以下 �10％ 20％ �97，500円 42万7，500円 

695万円を超え　900万円以下 �23％ �63万6，000円 

900万円を超え1，800万円以下 �33％ �153万6，000円 

1，800万円を超え　4，000万円以下 �40％ �279万6，000円 

4，000万円超 �45％ �479万6．000円 
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▼歳入と歳出の現状

－競合○○lニお軍する重出・〇一人の糠況
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饗醸翳露認諾藷齢釜謙詣攫義盛産拇替

回1，000兆円の借金をどうする
1借金の残高

財務省は、国債と借入金、政府保証債務をあわせた国の借金が、6月末現在で、1，053兆4，676億円

と、3月末に比べ、4兆1，015億円増えたと発表した。この数字は、名目国内総生産（GDP）の2倍強

に匹敵する。

よく国民一人当たりの借金額いくらという報道がなされる。総務省が推計した7月1日時点の総人

口、1億2，699万人で割ると、国民1人あたりの負担額は、およそ829万円になるという計算である。

これを目にすると、大変な借

金が通わされていると考え　平戯軽度灘轍棚

ると、本当に眠れない人もい

るという。

例えば右の図。こんなに借

金があったら、返済不能であ

る。自己破産するか夜逃げす

るか、自殺を選ぶか…、とい

う心境になるかもしれない。

2　借金の原因

内雷 � � 

税騨撹舛喉入 �鯨3兆円 � 

割剛腕噺弼 築轄費 � �73∴1兆円 

国債費 � �轡嫡 

裳績金 �鉦雄調 

翻 � �＼i 

公鐙残高勧謝灘円

質問主意書への政府の正

式答弁（2016．4．25安倍首相）によれば、

【歳出面】

⑪急速な高齢化の進展による社会保障関係費の増加

②バブル崩醸以降の景気対策に伴う公共事業関係費の増加

【歳入面】
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1年分の家訊こたとえた場合

内密 � � 

給与 �623癌 � 

鶉酢蛸生満濃や救 � �731万円 

膏費な輸 

ローン漣源 � �236万円 

不寵か鯨釦 �部蒔田 � 

＿合計 � �一一： 

ローン残高 �約8，翻方円 



（Dバブル崩壊

②リーマンショック等による景気後退

（り減税による税収の落ち込み

が原因だという。

これは本当か。

1970年代前半、アメリカはベトナム戦争以降、財政赤字と貿易赤字という「双子の赤字」に至った。

これを解決するため、米政権はドル安にして輸出競争力をつける政策を選択する。このための国際協議

が1985年9月の「プラザ合意」。日本は「プラザ合意」によって、急激なドル安円高に協力させられて、

対米黒字を大幅に減らさせされた。また、米国は貿易摩擦を槍玉に挙げて、日本に内需拡大政策と市場

開放を迫り、それを受けた日米構造協議の中で、日本政府は91年に10年間で430兆円、94年に630

兆円の公共技資を容認した（計1，060兆円）。その結果が1，000兆円を超える国の借金である財政赤字

と、本四架橋、東京湾岸道路、地方の空港建設、大規模港湾工事、ダム、高速道路の建設という採算割

れの無駄な公共施設設備を生じさせた。

3　回の財政の本当の姿

国債を含む国の借金残高にウソはないとしても、それが日本という国の財政の状況を物語っているだ

ろうか。

O「しかし、これを『国の借金』というのは、会計的には不正確であることをご存じだろうか。とい

うのも、国のバランス・シートから、その負債合計を見るほうが、日本の財政の実態を確認するには

ふさわしいからだ。」（高橋洋一・元大蔵官僚）

O「（日本の政府がアメリカのドル安をドル高にするため為替介入することにかかわって、例えば）政

府短期証券という負債の裏側には米国債という資産があるわけで、負債だけをとり上げるのは、資産

と負債をつりあうようにするというバランス・シートの考え方からすれば、まったくおかしな話なの

である。」（岩本沙弓・元外資系証券会社国際ディーラー）

O「（OECDなどの先進国では）国の債務の国際比較は、債務から金融資産を差し引いた純債務を基

準になされるべきである。」（日野秀逸・東北大学名誉教授）

◎国の借金というときは、バランス・シートをみて負債から資産額を差し引いた資産と負債差額から論

じなければならない、という議論。
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◎日銀と政府のバ

ランス・シートを連

結すれば国債（借

金）は近い将来ゼロ

になる、という議論

～政府が発行する

国債の日銀引き受

けを実行し続けれ

ば、国債を発行して

借金をするのは政

府でも、それを買い

取って資産にする

のは日銀だから、差

，し引きゼロ！それ

どころか有利子の

国債から無利子の

日銀券に転換する

際に差益（シニヨリ

ッジ）が発生するか

ら、これを続けてい

れば国債の総額す

ら減らしていくこ

とが可能になる、と

いう「錬金術」。

◎日本の金融危機・

インフレはあるか

～日本国債の保有

軸的

軸駈

棚的

軸嘩

却鵬

日春め国費飢渇ブスシート

儀部費蕊

胆l

鎧別負債置純費薗

荘：2即時絹輔鵬鶴

上記崎産」は金融藍屋坤彊吾動産など闘志蜜固ま富ま柾目軌1話者までに
藍屋含計l詐5剛的抑憧円、白樺官計悌艶鵬脚慣円となってLl舌。

却1崎網田鵜鴎日本晴対艦固ま564回隅、封朴自問曲虹眺円、古拙純資産は
豊能．団隅で研轟甜純藍屋と「国富動轄：凧シ十」脚藍屋I澗一婦恵で本窮ま
敵手が一致する撤回轄五入脇関係で誤差が生HLlも同寺軸乱し旧市鴫雌藍産
額」は2粥．挑円で両も

出輌日欄行惜宜縮闘帥

者の96％は日本の

投資家であり、それは日本の金融機関、ゆうちょ銀行、年金基金等である。そして、日本の貯蓄は1，400

兆円もあり、国債発行残高はその範囲内に収まるから、すぐには危機は到来しないという説明。

◎麻生太郎副総理・財務相の発言「政府が借りて、みなさんが貸してるの。みなさんが貸してるってこ

とは円で貸しているんだからね。円で貸しているのよ。日本の国債の94％は日本人が買ってます。残り

6％は外国人が買っているけれども、その人も円だけで買っているから100％円で賄われていると思っ

てください。」「日本は自国通貨で国債を発行している。（お札＝日銀券を）刷って返せばいい。簡単だ

ろ。」
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回　政府の税制改革の行方
自民党・公明党による与党税調では、次年度以降の課題として以下の点が触れられている。

1　年金課税（公的年金等控除の見直しなど課税のあり方の総合的検討）

2　金融所得課税の更なる一体化

3　「所得の種類に応じた控除」と「人的控除」のあり方を全体的に見直す

4　「未婚の親」への税制上の対応の要否を32年度税制改正で結論

5　経済の国際化・電子化への対応

6　自動車関係諸税の中長期的視点に立った検討

7　原料用石油製品等に係る免税・還付措置の本則化は引き続き検討

8　事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置等の検討

9　外形標準課税について引き続き検討

10　ゴルフ場利用税は長期的に検討

今後の税制改正では、所得税の大幅な改正が検討されており、その中でも、年金については、社会保

険料として所得税の計算から控除されている上に公的年金等控除が年金支給額から控除して所得計算

するのは「二重控除」だという議論がある。また、労働者の賃金は給与所得として給与所得控除額をそ

の支給額から控除して所得計算しているが、諸外国との比較等からも控除額は高すぎるとする議論があ

る。要は、年金課税の強化、給与所得課税の強化が目されているのである。そのターゲットは高齢者と

労働者である。

▼年金課税の強化

まず、年金について検討する前に、平成17年から老年者控除が廃止され、公的年金等控除額の引き

下げがあったことを思い出しきたい。当時、65歳以上で年間所得が1，000万円以下であれば、一律50

万円を所得から控除できる老年者控除が存在した。これが廃止され、さらに、公的年金の受給額に応じ

て年金収入から控除できる公的年金等控除も、65歳以上の最低保障額が140万円から120万円に引き下

げられたのである。その結果、65歳以上の課税最低限は平成16年の約285万円が、平成17年には約

205万円まで引き下げられた。これでかなりの増税になったが、「年金課税の適正化」などと呼ばれ、世

代間の不公平、高齢者間の不公平の是正とされたものである。この増税にさらに上乗せの増税が狙われ

ていることが知らされていない。

賃金課税の強化

次に、給与所得者への増税である。給与所得の計算は、「収入一必要経費＝所得」という計算はできな

い。あらかじめ決められた「給与所得控除額」を差し引いた計算を年末調整で行い、確定申告をしない

で年間所得税の計算を完結するという仕組みになっている。つまり、一般の正規雇用労働者にとっては、

「楽な」計算で済むのであるが、申告権を奪われているのが実態である。その「給与所得控除」の額を

減らすという増税の動きがある。給与所得控除は、年収180万円以下は40％で最低65万円が保障され

ている。最高が年々下がっているが、年収1千万円を超えると上限220万円とされている（2020年か
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ら年収850万円超は195万円となることが決定済み）。1千万円で22％の控除である。これをどこまで

下げようとしているのかというと、10％という議論が過去にされている。労働者が黙っていると、ここ

まで増税されることが見えているのである。

加えて、退職金への課税も狙われている。まずば退職所得控除額の見直しである。現行は、勤続1

年ごとに40万円が控除される。勤続20年を超えると控除額が70万円になる。例えば勤続25年だ

と1，150万円までの退職金には所得税は課されない。これは、同じ会社に長年働くことを前提とした仕

組みであるが、この70万円を廃止しようという議論である。雇用の流動化を促す自民党政治の下では、

この退職所得の計算が足かせになるという訳である。さらに、退職所得控除額を超える退職金が支払わ

れても、超えた額の1倍が課税になるという現行の制度も廃止すべきだとの動きもある。

上にもみたが、もう一点指摘しておきたい。昨年の税制改正で、誰にでも保障されている基礎控除額

38万円が約20年ぶりに48万円に増額された。38万円で一人の人間が暮らせるはずはないが、これが

「課税最低限」の保障であり、その額が増額されたことは評価できる。ただし、給与所得控除を10万

円下げるので、労働者にはプラスマイナスゼロ（公的年金等控除も10万円下げられた）。そのうえ、高

額所得者であるが、年間所得が2，400万円を超えると段階的に縮小され、2，500万円を超えると基礎控

除額ゼロ円となるしくみが導入された。「基礎控除は誰にでも保障」は無くなったことの意味は無視で

きない。

回　財源問題を考える
以下は所得税の税率を引き上げた場合の増収見積りを以前財務省が行った際の数値である。

【参考】財務省の試算による増収見積り例（所得税）

課税所得1，800万円以上⇒税率1％引上げ当たりの増収力：約380億円

課税所得900－1，800万円未満⇒税率1％引上げ当たりの増収力：約地0億円

課税所得695－900万円未満⇒税率1％引上げ当たりの増収力：約260億円

課税所得330－695万円未満⇒鋭率1％引上げ当たりの増収力：約1，500億円

課税所得195－330万円未満⇒税率1％引上げ当たりの増収力：約1，700億円

課税所得0－195万円未満⇒税率1％引上げ当たりの増収力：約6，500億円

所得税の速算表
一　票積まれる新韓轟凄二二 �提琴一　一 �＿＿睦撮顎 

195瑚以下「 �5％ �珊 

1鱒方円車越えi謡晴円以下 �10％ �臼7，5珊 

一幸亘甲田牢超え∴鱒5珊増下 �20％ �427，5関田 

壷方向を通え軟調万円出下 �23批 �636，棚田 

珊田を惑え1．軸方向以下　－ �33妬 �1，536．珊円 

1。馴慎】万円超＿ �40躯 �2．了96．調円 

慨増野日進ii �4疎略 �4，7端厳楕円i 

平成27年分から税率45％が追加された。

19／22



▼何を不公平税制とみるか

基本的には応能負担原則の徹底が求められる。

l　直接税中心主義をはじめとするあるべき租税原則に立ち戻る。

2　租税特別措置の見直し……①見えない国庫補助金の是正（免税、非課税、税率の低減、税額の減

額）、②課税繰り延べの是正（見えない無利子国家融資；引当金・準備金、減価償却、圧縮記帳）

なお、租税特別措置法による所得税法、法人税法や相続税法などの本法を歪める措置は時限立法の形

をとるが、もともと本法の改正で対処すべきものも含まれるから、その見直しは難しい側面があるもの

の重要であるoさらに、税法は近代会計理論の影響を強く受けており、つまり「資本の論理」の影響を

どう断ち切るかも課題になる。すなわち、「収益は少なく、費用は多く」の原則が、「利潤の費用化」「利

潤の資本化」「費用の繰り上げ」となって現れるので、税法がこれらの理論に市民権を与えて（正当化し

て）いる点をただす必要がある。そして、租税特別措置には時々の政府の政策が反映する。貯蓄の奨励、

環境改善、地域開発等の促進、鼓術の振興、設備の近代化、内部留保の充実、企業体質の強化等々であ

る。これらは、政府の在り方に深くかかわる。

種　類 � �27年度 ���28年度 ����29年度 

経歴穀 �適用件数 �適用鋭 �措整数 �適用件数 �適用額 � �措置叢 �適用件数 �適用綴 

臥絹事の樗銅 �2 ��調3511 �特倒対象所得金額 　32」272億円 �2 �朗時808 �符傭対象新得会綴 　鈍国12億円 �2 ��931，942 �特例対象所得合繊 　36574億円 

税額控除 �16 ��1鵜，086 �税額線輪絹 10，563鐙円 �16 �162268 �税頬控鹸鎮 10481億円 �18 ��176，196 �税額控験額 10．944億円 

幹別償却 �28 ��73，463 �特別償却根度絹等 　23．619億円 �26 �68－087 �特別償却限度額等 17書誌9億円 �30 ��58，013 �特別償却限度舘等 11，6的億円 

準備金等 �∴15 ��11，790 �損金算入毅等 　9，428億円 �15 �12．773 �鰻金賞入線等 　8．212億円 �15 ��13，273 �損金算入額等 　8，959億円 

（租鋭特別措置の適用状況の透明化等に関する法律による財務省報告）

○租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の適用状況及び検証状況について

「法人税関係の特別措置116項目のうち、課税の強化となるものなど32項目を除いた調査対象特別

措置84項目について、25年度適用実態報告書を分析したところ、適用件数は1，祖1，570件となってい

た。また、財務省が適用実態報告書を基に試算した減収額は、23年度9049億円、24年度1兆0003億

円、25年度1兆4805億円と増加している。減収額の主なものは『試験研究を行った場合の法人税額の

特別控除』（以下晰究開発税制』というo）が23年度3395億円（37・5％）、24年度3952億円（39．5％）、

25年度6240億円（42°1％）、『中小企業者等の法人税率の特例』が23年度942億円（10．4％）、24年

度999億円（9・9％）、25年度1084億円（7・3％）となっており、各年度ともこれらの2項目で全体の

約半分を占めていた。」（会計検査院）
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▼財源試算を検討する

不公平税制を是正して生じる財源について、現在のところ3つの試算が存在する。次ページに最近の

試算による数値を示す。

国公労連の試算と不公平税制をただす会の試算は、もともとは全国税の開発した試算手法を採用して

いるo日本共産党の試算は概算でありその試算方法の詳細は不明である。

国公労連の試算は、公表されている統計数値を使用している。法人税率は、表面税率（消費税導入前

の基本税率）42・0％によっている0各項目の廃止、改定についてはその場合の各税率を使っている。

特別措置の見直しにあたっては、「廃止すべき制度」については、①実情に合致しないもの、②特別に優

遇しているもの、③大企業だけ適用しているものとしている0「適正化すべき制度」については、①利用

の多くは大企業だが目的使用の実績率からみて廃止することが社会的に適当ではないもの、②医療制度

のあり方や高齢者に対する課税軽減など他の制度の改定と合わせて検討すべきもの、としている。

これに対し、不公平税制をただす会の試算は、①費用でないものを費用にすることを認めない、②利

益であるものを利益にしないことを認めない、③税負担の公平を著しく損なわせている税制を是正する、

・④応能負担原則に基づく鋭率の適正化を図る、という4つの原則を掲げている○法人税率については、

消費税導入前に戻すとしている。そのうえで、法人税における大企業（資本金10億円以上の企業）優

遇税制、所得税における高額所得者・資産家優遇税制の見直しを中心に据えている。同時に、税の使い

方についてもメスを入れるとしていて、①大型開発優先の歳出の見直し（東京外環道など三大都市圏環

状道路、リニア新幹線、国際コンテナ港湾など巨大公共事業の見直し）、②輯費の大幅削減（思いやり

予算、SACO関連経費、米軍再編経費計3，985億円（2017年度）の廃止）、③政党助成金の廃止（320

億円）など、不要不急の予算を減らし、社会保障、教育、子育て支援など格差と貧困の是正に回すとす

＊いずれも試算であるから、実際に実行すると開差が出る可能性がある。
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＿不公平税制是正による財源試算（国税） � � �‾‾l 

国公労連19年 �ただす会18年 �日本共産党19年 

：法人税 � � � 

⊥　秩式発行差金（プレミアム）非課税廃止 �17．3 �9，140 � 

≡　受取配当益金不算入の廃止 �49、666 �67．061 � 

≒　各枝引当金・準焼金の廃止 � � � 

返品謁整引当金 � �100 � 

海外没演等損失拳銃金 �92 �724 � 

保険会社等の疑常危険準宿金 �987 �676 � 

原子力発電施設緯体準備金（使用済然粕南処理準備金を含む） �66 � � 

探鉱・海外採録準備金 �1．152 �3，100 � 

使用済燃料高処理率偽金 � �4．417 � 

新幹線鉄道天授蔑致傷準備金 � �401 � 

上　貸倒引当金の採血 �5．797 � � 

≡　特別償却、割増板剣の廃止 �362 �9．657 � 

償却資産の耐用年数の適正化 �16．023 � � 

社会傑験診療繊融の崩総計欝の特例 � �l � 

；薪鉱床探鉱費等潮艦除の廃止 � �66 � 

；試験研究費の税額控除廃止 �5．925 �9，770 � 
ー　エネルギー掠壊負荷推進毅嬢等の税額鮭除の廃止 � �545 � 

」外国子会社からの受取記当の益金不管人の廃止 � �25，719 � 

；公益達人課税の適正化 � � � 

手鞠税制度の雛 � �3、976 � 

：珠式発行案全課現員画し �41．13 � � 

÷　大企業優遇親潮の見直し（担税鰯爛忍・配当益金不算入・連語納税など） � � �40．000 

小　　　計 �139．399 �135．353 �40．000 

南緯税 � � � 

：個人利子所得課税の足立（総合課税化） �2，839 �138 � 

；個人配当新得課税の是正（琵当親類箆除の廃止） � �1．202 � 

′　個人謬当稀緯楽観の足重く縫合課税化） �9，62 �5．219 � 

！給与所得控除の無勧頗鍋度の忠正（上限年収1500万円） � � � 

：土地の蜜演所得の分盤課税の是正 �ll，031 �ま524 � 

i有価譲券激護益課税の強化（申告分離廃止） �6，683 �6．851 � 

下請蟹遇税制の離 �－ �250 �－ 
！政治資金課税の思正 � �457 � 

当主宅ローン減税測度の是正 � �6．210 � 

小　　　計 �50，173 �25．851 � 

主税車配分の適正化】 � � � 

；大企業からの（法人税議改定による）増収分 � �99，888 �251000 

ーi高額覇鸞名からの（所得税事改定による）－増収分 � �12．251 �19．000 

三【新税創測 � � � 

三　馬硲税創設（相続税税率改定を含む） � � �11，的0 

；為替取弓俄・環境搬搬 � � �16，餌場 

〈【その他】 � � � 

∴樹謀強酸の上級引き上げ � � �22．000 

合　　　計 �169，572 �273．343 �173．脚 

i � �（単性：億円） 
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