
関与先に１冊「改正税法の手引き」を！

弊社では、「平成16年度版改正税法の手引き」を、例年どおり販売いたします。

表紙に先生の芳名を印刷し、ぜひ関与先に配付して、より強い信頼関係を築かれ

ることをお勧めします。

申し込み この概要の最終頁の申込書にご記入のうえ、FAXでお申し込み下さい。

配　　本 4月下旬を予定しています。

政府は１月16日、「平成16年度税制改正の要綱」を閣議決定しました。
平成16年度の改正では、住宅ローン減税の延長・縮小や特定の居住用財産の譲渡損失

の繰越控除制度の創設、土地、建物の長期譲渡所得の税率の引下げなど土地・住宅税制
の見直し、老年者控除の廃止や公的年金等控除の縮小など高齢者課税の強化をはじめ、
中小企業関係では、①欠損金の繰越控除期間の延長、②青色申告特別控除額の引上げ、
③自社株に対する相続税の軽減対象上限引上げや非上場株式の譲渡益課税の税率引下
げ、④エンジェル税制の拡充、など様々な軽減及び拡充措置も盛り込まれています。
また地方税関係では、所得税の一部を一般財源として地方へ譲与する所得譲与税（仮

称）の創設や個人住民税の均等割（定額部分）の引上げなどが講じられています。

資料 「平成16年度税制改正の要綱」（平成16年1月16日閣議決定）

「平成16年度地方税制改正（案）の概要」



　最近の社会経済情勢及び財政状況を踏まえ、持
続的な経済社会の活性化を実現するための「ある
べき税制」の構築に向け、住宅・土地税制、中小
企業関連税制、金融・証券税制、法人税制、国際
課税等について適切な措置を講ずるとともに、年
金税制について、年金制度改革に資する観点をも
踏まえつつ、世代間及び世代内の公平を確保する
ための見直しを行う。併せて、地方分権を推進す
る観点から所要の措置を講ずる。具体的には、次
のとおり税制改正を行うものとする。

一　住宅・土地税制

1 　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特

別控除

　平成 16 年から平成 20 年までに居住の用に
供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残
高の限度額及び控除率を下表のとおりとする。

2　特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損
失の繰越控除について、その個人が譲渡資産の
譲渡をした年の一定の日において当該譲渡資産
の取得に係る一定の住宅借入金等の残高を有す
ることとする要件を除外した上、その適用期限
を 3年延長する。
（注）この特例については、譲渡資産に係る譲渡
損失の金額があるときは、当該譲渡資産の譲
渡による所得以外の所得との通算及び翌年以
降の繰越しを認める。また、純損失の繰越控
除制度及び純損失の繰戻し還付制度の純損失

の金額には、当該譲渡資産に係る譲渡損失の
金額を含めないものとする。

3 　特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の

創設

　個人が、平成 16 年 1 月 1 日から平成 18 年
12 月 31 日までの間にその有する家屋又は土地
等でその年 1月 1日において所有期間が 5年を
超えるものの当該個人の居住の用に供している
もの（以下「譲渡資産」という。）の譲渡（親族
等に対するものを除く。）をした場合（当該個人
が当該譲渡に係る契約を締結した日の前日にお
いて当該譲渡資産に係る一定の住宅借入金等の
金額を有する場合に限る。）において、当該譲渡
の日の属する年に当該譲渡資産に係る譲渡損失
の金額があるときは、一定の要件の下で、その
譲渡損失の金額についてその年の翌年以後 3年
内の各年分（合計所得金額が 3,000 万円以下で
ある年分に限る。）の総所得金額等からの繰越控
除を認める。
（注 1）「譲渡資産に係る譲渡損失の金額」とは、
譲渡資産に係る譲渡所得の金額の計算上生じ
た損失の金額（当該譲渡資産に係る一定の住
宅借入金等の金額から当該譲渡資産の譲渡の
対価の額を控除した残額を限度とする。）のう
ち損益通算をしてもなお控除しきれない部分
の金額をいう。

（注 2）この特例については、譲渡資産に係る譲
渡損失の金額があるときは、当該譲渡資産の

　国 税 関 係
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居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高 適用年・控除率

平成 16年 10年間 5,000 万円以下の部分 ・１年目から 10年目まで　   １％

平成 17年 同　上 4,000 万円以下の部分
・１年目から８年目まで　     １％

・９年目及び 10年目　　　 0.5％

平成 18年 同　上 3,000 万円以下の部分
・１年目から 7年目まで　 　１％

・ 8 年目から 10年目まで　　0.5％

平成 19年 同　上 2,500 万円以下の部分
・１年目から６年目まで 　  １％

・７年目から 10年目まで　 0.5％

平成 20年 同　上 2,000 万円以下の部分
・１年目から６年目まで　　１％　

・７年目から 10年目まで　 0.5％



譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年
以降の繰越しを認める。また、純損失の繰越
控除制度及び純損失の繰戻し還付制度の純損
失の金額には、当該譲渡資産に係る譲渡損失
の金額を含めないものとする。

4　特定の居住用財産の買換え等及び交換の場合
の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を 3年
延長する。

5　給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた
場合の課税の特例の適用期限を 2年延長する。

6 　土地、建物等の長期譲渡所得の課税の特例

a　長期譲渡所得の課税の特例について、土地、
建物等を譲渡した場合の税率軽減の特例を廃
止し、次のように税率を引き下げる。

　　 （現行（特例措置））　　　　　　 （改正案）

特別控除後の譲渡益　20%　 特別控除後の譲渡益　15%

（注）上記の改正は、平成16年1月1日以後に
　行う土地、建物等の譲渡について適用す
　る。

s　優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡
した場合の長期譲渡所得の課税の特例につい
て、次の措置を講じた上、その適用期限を 5
年延長する。
q　次のように税率を引き下げる。

w　収用交換等により代替資産等を取得し
た場合の課税の特例、換地処分等に伴い資
産を取得した場合の課税の特例その他の課
税の繰延べ措置並びに収用交換等の 5,000
万円特別控除、特定土地区画整理事業等の
ための 2,000 万円特別控除、特定住宅地
造成事業等のための 1,500 万円特別控除、
農地保有合理化等のための 800 万円特別
控除及び居住用財産の 3,000 万円特別控
除を適用した場合には、この軽減税率の特
例は適用しない。
（注）上記q及びwの改正は、平成 16
年 1 月 1 日以後に行う土地、建物等の
譲渡について適用する。

d　長期譲渡所得の 100 万円特別控除を廃止
する。

（注）上記の改正は、平成 16 年分以後の所
得税について適用する。

7　土地、建物等の短期譲渡所得の課税の特例

　短期譲渡所得の課税の特例について、次のよ
うに税率を引き下げる。

（注）上記の改正は、平成 16 年 1月 1日以後に
行う土地、建物等の譲渡について適用する。

8　土地、建物等の長期譲渡所得の金額又は短期
譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額につ
いては、土地、建物等の譲渡による所得以外の
所得との通算及び翌年以降の繰越しを認めない。
（注）上記の改正は、平成 16 年分以後の所得
税について適用する。

9　短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲
渡等に係る事業所得等の課税の特例について、
適用停止措置の期限を５年延長する。

10　特定の民間住宅地造成事業のために土地等を
譲渡した場合の 1,500 万円特別控除の適用期限
を 3年延長する。

11　法人の土地譲渡益（一般・短期）に対する追
加課税制度について、適用停止措置の期限を 5
年延長する。なお、一般の土地譲渡益に対する
追加課税の適用除外措置（優良住宅地等のため
の譲渡等に係る適用除外）の適用期限も 5年延
長する。

12　特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に
ついて、長期所有の土地、建物等から国内にあ
る土地、建物、機械装置等への買換えの適用期
限を 3年延長する。

13　密集市街地における防災街区整備事業等に資
するため、以下の措置を講ずる。
a　優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡
した場合の長期譲渡所得の課税の特例等につ
いて、次の措置を講ずる。
q　適用対象に、防災街区整備事業を行う施
行者に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係
る土地等が当該事業の用に供されるもの（一
定の土地等の譲渡に該当するものを除く。）
を加える。

w　適用対象となる防災街区整備推進機構の
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（改正案）
　次の税額による。
・　譲渡益の 30%相当額
　ただし、国等に対する
　譲渡については、次の税
　額による。
・　譲渡益の 15%相当額

（現　行）
　次のいずれか多い方の税額による。
イ　譲渡益の 40%相当額
ロ　全額総合課税をした場合の上積　　
税額の 110%相当額
　ただし、国等に対する譲渡については、
次のいずれか多い方の税額による。
イ　譲渡益の 20%相当額
ロ　全額総合課税をした場合の上積　　
　税額

（改正案）
イ　譲渡益 2,000 万円以下
　の部分　　10%
ロ　譲渡益 2,000 万円超
　の部分　　15%

（現　行）
イ　特別控除後の譲渡益
　4,000 万円以下の部分　15%
ロ　特別控除後の譲渡益
　4,000 万円超の部分　　20%



行う土地の先行取得業務の範囲に、特定防
災街区整備地区内の土地及び防災都市施設
の整備の用に供するために必要な土地の取
得等の業務を加える。

s　収用等の場合の 5,000 万円特別控除等の適
用対象に、次の場合を加える。
q　資産につき防災街区整備事業が施行され
た場合において、明渡しに伴う一定の損失
補償金を取得したとき又はその資産に係る
権利変換により過小床不交付によって防災
施設建築物の一部等が与えられないこと等
に伴い一定の補償金を取得したとき若しく
は防災施設建築物の一部等が与えられたと
き等に交付される清算金を取得したとき

w　密集市街地における防災街区の整備の促
進に関する法律第 285 条において準用する
都市計画法第 52 条の 4 第 1 項の規定に基
づき、施行予定者が定められている防災都
市計画施設の区域内の土地等が施行予定者
に対する買取請求により買い取られ対価を
取得する場合

d　換地処分等に伴い資産を取得した場合の課
税の特例の適用対象に、防災街区整備事業が
施行された場合においてその資産に係る権利
変換により防災施設建築物の一部を取得する
権利等を取得したときを加える。

f　特定土地区画整理事業等のための 2,000 万
円特別控除の適用対象に、次の場合を加える。
q　地方公共団体等が防災街区整備事業とし
て行う公共施設の整備改善等に関する事業
の用に供するため当該地方公共団体等に土
地等が買い取られる場合

w　都市計画法第 56 条第 1 項の規定に基づ
き、防災街区整備事業の事業予定地の土地
等が、当該防災街区整備事業の事業認可前
に設立された防災街区整備事業組合に買い
取られる場合

g　特定住宅地造成事業等のための 1,500 万円
特別控除の適用対象となる地方公共団体等が
防災街区としての整備のために行う公共施設
の整備等に関する事業の範囲に、特定防災街
区整備地区内において行われる公共施設の整
備等に関する事業を加える。

h　特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
について、防災再開発促進地区内における防
災街区整備権利移転等促進計画に基づく買換

えを防災再開発促進地区内における防災街区
整備事業に関する都市計画に基づく買換えに
改組する。

j　防災街区整備事業の施行のため必要な土地
又は建物に関する一定の登記について登録免
許税を非課税とする措置を講ずる。

k　防災街区整備事業組合が作成する文書につ
いて印紙税を非課税とする措置を講ずる。

14　農地等についての相続税の納税猶予の特例の
改正に伴う賃貸住宅用地等への転用に係る経過
措置について、適用対象者を見直した上、その
適用期限を 3年延長する。

二　中小企業関連税制

1　上場株式等以外の株式等を譲渡した場合にお
ける株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税
率を 15%（現行 20%）に引き下げる。
（注）上記の改正は、平成 16 年 1月 1日以後に
行う株式等の譲渡による所得について適用す
る。

2　特定中小会社が発行した株式に係る課税の特
例（いわゆるエンジェル税制）について、次の
措置を講ずる。
a　特定中小会社の範囲の拡大
　　適用対象となる特定中小会社の範囲に、次
に掲げる株式会社を加える。
q　内国法人のうち、その設立の日以後 10年
を経過していない中小企業者に該当するも
ので、投資事業組合契約に従って投資事業
有限責任組合を通じて投資される等一定の
要件を満たす株式会社

w　内国法人のうち、その設立の日以後 10年
を経過していない中小企業者に該当するも
ので、証券業協会がその定める規則に従っ
て指定をした銘柄（グリーンシート・エマー
ジング区分）の株式を発行する等一定の要
件を満たす株式会社
（注）上記q及びwの改正は、平成16年4
月1日以後に払込みにより取得する株式に
ついて適用する。

s　特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所
得等の課税の特例の対象となる特定株式の譲
渡期間等の要件緩和
q　上場等の日以後における譲渡については、
譲渡の日において同日前 3年超所有し、か
つ、上場等の日以後 3年内の譲渡（現行 :
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上場等の日において同日前 3年超所有し、
かつ、上場等の日以後 3年内の譲渡）をし
た場合をこの特例の対象とする。

w　上場等の日前の譲渡については、譲渡の
日において同日前 3年超所有し、かつ、一
定の要件を満たした特定株式の譲渡をした
場合をこの特例の対象に追加する。
（注）上記q及びwの改正は、平成16年4
月1日以後に行う特定中小会社の特定株式
の譲渡について適用する。

3　特定事業用資産についての相続税の課税価格
の計算の特例について、対象となる特定同族会
社株式等の価額の上限を 10 億円（現行 3億円）
に引き上げる。
（注）上記の改正は、平成 16 年 1月 1日以後に
相続又は遺贈（相続時精算課税に係る贈与を
含む。）により取得する財産に係る相続税につ
いて適用する。

4　相続財産に係る非上場株式をその発行会社に
譲渡した場合のみなし配当課税の特例の創設
　相続又は遺贈による財産の取得をした個人で
その相続又は遺贈につき相続税があるものが、
その相続の開始があった日の翌日からその相続
税の申告書の提出期限の翌日以後 3年を経過す
る日までの間にその相続税額に係る課税価格の
計算の基礎に算入された上場株式等以外の株式
（以下「非上場株式」という。）を当該非上場株
式の発行会社に譲渡した場合について、次の措
置を講ずる。
a　当該非上場株式の譲渡の対価として当該発
行会社から交付を受けた金銭の額が当該発行
会社の資本等の金額のうちその交付の基因と
なった株式に対応する部分の金額を超えると
きは、その超える部分の金額については、み
なし配当課税を行わない。

s　上記aの適用を受ける金額について、株式
等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなし
て、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例を
適用する。
（注）上記a及びsの改正は、平成 16 年 4
月 1日以後の相続等により取得した非上場
株式を同日以後に譲渡する場合について適
用する。

5　欠損金の繰戻し還付の不適用制度について、
中小企業者の設立後 5年間に生じた欠損金額及
び中小企業経営革新支援法の承認経営革新計画

に従って経営革新のための事業を行う中小企業
者の欠損金額に係る適用除外措置の適用期限を2
年延長する。

6　中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不
適用制度の適用期限を 2年（中小企業の創造的
事業活動の促進に関する臨時措置法に係る措置
にあっては、平成 17年 4月 13日まで）延長する。

三　金融・証券税制

1　公募株式投資信託の受益証券を譲渡した場合に
おける譲渡所得等の金額について、上場株式等
を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課
税の特例の優遇税率（７%）を適用する。
（注）上記の改正は、平成 16 年 1月 1日以後に
行う公募株式投資信託の受益証券の譲渡によ
る所得について適用する。

2　特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所

得計算等の特例等

a　特定口座内保管上場株式等の範囲に、公募
株式投資信託の受益証券を加える。
（注）上記の改正は、平成 16年 4月 1日以後
の特定口座内保管上場株式等の譲渡につい
て適用する。なお、外国投資信託以外の公
募株式投資信託については、同年 10月１日
以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡に
ついて適用する。

s　特定口座の取扱者の範囲に、銀行、協同組
織金融機関又は登録金融機関を加える。
（注）上記の改正は、平成 16年 4月 1日以後
に設定される特定口座について適用する。

3　公募株式投資信託の受益証券の譲渡による損失
について、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控
除の対象とする。

4　公募株式投資信託の受益証券の販売をする証券
業者、銀行、協同組織金融機関、登録金融機関
又は投資信託委託業者（以下「証券業者等」と
いう。）が、顧客からの買取請求により公募株式
投資信託の受益証券を買い取った場合において、
当該受益証券が、その設定（追加設定を含む。）
の際に当該顧客に取得され、その取得の時から
社債等の振替に関する法律に規定する振替口座
簿への記載又は記録その他の方法により管理さ
れているときは、当該証券業者等が当該受益証
券の買取りをした日又は同日の翌営業日の当該
公募株式投資信託の終了又は一部の解約により
支払を受ける収益の分配のうち当該顧客が所有
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していた期間に対応する部分については、一定
の要件の下で、源泉徴収を行わないこととする。
（注）上記の改正は、平成 16 年 4月 1日以後に
買い取った公募株式投資信託の終了又は一部
の解約について適用する。

5　特定口座を開設する居住者等が出国をする場
合において、その特定口座での上場株式等の出
入れを行わないことその他一定の要件の下で、
その者の帰国後にその特定口座の継続適用を認
める。
（注）上記の改正は、平成 16 年 4月 1日以後に
出国をする場合について適用する。

6　上場株式等以外の株式等を譲渡した場合にお
ける株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税
率を 15%（現行 20%）に引き下げる。（再掲）
（注）上記の改正は、平成 16 年 1月 1日以後に
行う株式等の譲渡による所得について適用す
る。

7　勤労者財産形成住宅（年金）貯蓄非課税制度
について、次の措置を講ずる。
a　転職者等の非課税継続適用期間を 2年（現
行 1年）に延長する。
（注）上記の改正は、平成 16年 4月 1日以後
に離職等をした場合について適用する。

s　公社債投資信託以外の公募証券投資信託に
係る財形住宅（年金）非課税貯蓄契約につき
目的外払出しをした場合における遡及課税に
ついて、上場株式等の配当等に係る優遇税率
は適用しないものとする。
（注）上記の改正は、平成16年4月1日以後に
目的外払出しの事実が生じた場合について
適用する。

8　償還差益に対する発行時源泉徴収免除の特例
について、次の措置を講ずる。
a　適用対象となる短期公社債の範囲に、外国
法人が発行する振替外債で短期外債（いわゆ
る電子 CP）に該当するものを加える。

s　短期社債及び短期外債の譲渡及び償還等に
係る支払調書制度等を整備する。
（注）上記aの改正は、平成 16 年 4 月 1 日
以後に発行される短期外債について適用す
る。また、上記sの改正は、平成 18 年 4
月 1日以後に発行される短期社債及び短期
外債について適用する。

d　適用対象となる特定振替記載等がされる特
定短期公社債の範囲に、適格外国仲介業者に

より開設された口座において振替記載等がさ
れる割引短期国債等を加えるとともに、譲渡
に係る支払調書制度及び各人別帳簿制度の整
備等を行う。
（注）上記の改正は、平成16年4月1日以後の
振替記載等について適用する。

四　法人税制

1　欠損金の繰越控除制度等について、次のとお
り見直しを行う。
a　青色申告書を提出した事業年度の欠損金の
繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業
年度の災害による損失金の繰越期間及び連結
欠損金の繰越期間を 7年（現行 5年）に延長
する。
（注）上記の改正は、平成 13年 4月 1日以後
に開始した事業年度において生じた欠損金
額について適用する。

s　帳簿書類の保存期間（現行 5年又は 7年）
について、現行 5年とされている帳簿書類の
保存期間を 7年に延長する。
（注）上記の改正は、平成 13年 4月 1日以後
に開始した事業年度に係る帳簿書類につい
て適用する。

d　法人税に係る更正の期間制限について、次
のとおり見直しを行う。
q　欠損金額に係る更正の期間制限を 7年（現
行 5年）に延長する。

w　脱税以外の場合の過少申告に係る更正の
期間制限を 5年（現行 3年）に延長する。
（注）上記の改正のうち、qの改正は平成
13 年 4 月 1 日以後に開始した事業年度
において生じた欠損金額について適用し、
wの改正は平成 16 年 4 月 1 日以後に法
定申告期限等が到来する法人税について
適用する。

2　連結納税制度を選択した法人に対する付加税
（いわゆる連結付加税）は、適用期限の到来をもっ
て廃止する。

3　資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠
損金の損金算入制度について、繰越欠損金額か
ら資本積立金額を控除しないこととする。

五　国際課税

1　日米租税条約の改正に関連して、次の措置を
講ずる。
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a　両国で課税上の取扱いが異なる事業体への
条約の適用に関する措置
　日米新租税条約（以下「新条約」という。）
において、両国で課税上の取扱いが異なる事
業体に対する条約の適用に関する規定が設け
られたことを受けて、そのような事業体に対
する条約の規定に基づくわが国の課税の取扱
いを明確化するための措置を講ずる。

s　特典制限条項の適用に関する措置
　　新条約において、条約相手国以外の国の居
住者による条約の濫用を防止するため、所定
の要件を満たした条約相手国の居住者に対し
てのみ条約の特典を付与する規定（特典制限
条項）が設けられたことを受けて、次の措置
を講ずる。
q　特典制限条項のある条約の適用を受けよ
うとする場合には、特典制限条項に関する
事項等を記載した条約届出書にこれらに関
する書類等を添付して、税務署長に提出す
るものとする。

w　特典制限条項のある条約に定められた適
格性に関する権限ある当局の認定を受けよ
うとする場合には、認定に係る要件に関す
る事項等を記載した申請書にその要件に関
する書類等を添付して、国税庁長官に提出
するものとする。

e　その他条約の適用手続について、所要の
措置を講ずる。

d 　その他の所得条項で規定する独立企業間価
格超過額の取扱いに関する措置

　　新条約において、その他の所得の金額が独
立企業間価格を超えるときにおける限度税率
による課税規定が設けられたことを受けて、
このような場合に限度税率により課税を行う
ために必要な規定の整備を行う。

f　新条約適用開始後における旧条約適用に関
する経過措置

　　新条約において、新条約が適用される租税
に関し、1年間に限り、旧条約の選択適用を
認める規定が設けられたことを受けて、新条
約の適用開始後においてもなお旧条約の適用
を受けるために必要な規定の整備を行う。

g　移転価格税制に係る独立企業間価格の算定
方法の整備

　　新条約において、両国間で、移転価格課税
事案について OECD 移転価格ガイドラインに

従ってその問題解決を図ることとされたこと
に併せて、移転価格税制に係る独立企業間価
格の算定方法に、OECD移転価格ガイドライン
において認められている取引単位営業利益法
を追加する。
　（日米租税条約の改正に関連する措置の詳細
については、別紙のとおり =略。）

2　国内に恒久的施設を有する非居住者・外国法
人の受ける一定の国内源泉所得に係る源泉徴収
の免除手続を、証明書の提出方式から証明書の
提示方式に改める。これに伴い、外国銀行等の
受ける貸付金の利子に係る課税の特例を廃止す
る。
（注）上記の改正は、平成 16 年 7月 1日以後に
支払を受けるべき国内源泉所得について適用
する。

3　国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特
例（いわゆる過少資本税制）について、その適
用要件として 3倍基準に代えて類似法人基準を
用いる場合には、類似法人の過去 3年内のいず
れかの事業年度の総負債の純資産に対する比率
を用いることができるものとする。
（注）上記の改正は、平成 16 年 4月 1日以後に
終了する事業年度について適用する。

4　償還差益に対する発行時源泉徴収免除の特例
について、適用対象となる特定振替記載等がさ
れる特定短期公社債の範囲に、適格外国仲介業
者により開設された口座において振替記載等が
される割引短期国債等を加えるとともに、譲渡
に係る支払調書制度及び各人別帳簿制度の整備
等を行う。（再掲）
（注）上記の改正は、平成 16 年 4月 1日以後の
振替記載等について適用する。

5　民間国外債等の利子及び発行差金の課税の特
例の適用期限を 2年延長する。

6　特別国際金融取引勘定において経理された預
金等の利子の課税の特例の適用期限を 2年延長
する。

7　外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の
課税の特例の適用期限を 2年延長する。

六　年金税制

1 　公的年金等控除及び老年者控除

a　公的年金等控除のうち、年齢 65歳以上の者
に対して上乗せされている措置を廃止する。

s　老年者控除を廃止する。
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d　老年者特別加算として年齢 65歳以上の者の
公的年金等控除の最低保障額を 50万円加算し、
120 万円とする特例措置を講ずる。
（注）上記aからdまでの改正は、平成17年
分以後の所得税について適用する。

2 　公的年金等に係る源泉徴収

a　上記 1の改正に伴い、特定公的年金等に係
る源泉徴収について、特定公的年金等の支払
額からの控除額等の見直しを行う。
（注）上記の改正は、平成 17年 1月 1日以後
に支払うべき公的年金等について適用する。

s　厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共
済組合制度の統合を図るための農林漁業団体
職員共済組合法等を廃止する等の法律附則の
規定による特例年金に係る源泉徴収の方法の
整備を図る。
（注）上記の改正は、平成 16年 6月 1日以後
に支払うべき公的年金等について適用する。

3 　確定拠出年金制度

a　確定拠出年金の拠出限度額について、次の
とおり引き上げる。

　　q　企業型　　　（現行）　　      （改正案）
　　　イ　他の企業年金が
　　　　ない場合　 月額 3.6 万円　 月額 4.6 万円
　　　ロ　他の企業年金が
　　　　ある場合　 月額 1.8 万円　 月額 2.3 万円
　　w　個人型
　　　・　企業年金が
　　　　ない場合　 月額 1.5 万円　 月額 1.8 万円

s　少額資産の場合の中途引出し要件の緩和を
図る。

七　地方分権の推進

　国と地方のいわゆる三位一体改革の一環として、
平成 18年度までに所得税から個人住民税への本
格的な税源移譲を実施することとし、それまでの
間の暫定措置として、平成 16年度において所得
譲与税（仮称）を創設し、所得税の税収の一部を
地方へ譲与する。
　所得譲与税による平成 16年度の税源移譲額は
4,249 億円とし、人口を基準として都道府県及び
市区町村へ譲与する。

八　その他

1 　社会経済情勢の変化への対応

a　公害防止用設備の特別償却制度について、

次のとおり見直しを行う。
q　一般公害防止用設備について、対象設備
から産業廃棄物処理用設備のうち鋳物廃砂
処理装置を除外した上、適用期限を 1年又
は 2年延長する。

w　家畜排せつ物処理・保管用施設について、
対象者を家畜排せつ物の管理の適正化及び
利用の促進に関する法律の規定による指導
及び助言を受けていないこと等の要件を満
たす者とした上、その適用期限を平成 18年
3月 31日まで延長する。

e　脱特定物質対応型設備について、冷凍冷
蔵関連装置のうち冷凍陳列棚の品温要件を
緩和するほか、対象設備を見直した上、そ
の適用期限を 2年延長する。

s　特定地域における工業用機械等の特別償却
制度における奄美群島に係る措置について、
対象事業に農林水産物又は農林水産物の加工
品を店舗において販売する事業を加えるとと
もに、対象事業からソフトウエア業を除外し
た上、その適用期限を 2年延長する。

d　特定再開発建築物等の割増償却制度におけ
る雨水貯留・利用浸透施設に係る措置につい
て、特定都市河川浸水被害対策法に基づき指
定された特定都市河川流域における対象施設
の範囲を見直した上、その適用要件を緩和する。

f　保険会社等の異常危険準備金制度について、
次のとおり見直しを行う。
q　対象となる共済に地震災害を保障する火
災共済を加える。

w　火災保険等及び火災共済に係る積立率の
特例の適用期限を 3年延長する。

g　特定の基金に対する負担金等の損金算入の
特例について、対象となる負担金に米穀安定
供給確保支援機構が行う集荷円滑化対策業務
に係る負担金を加えるほか、高度な技術を開
発し又は利用する工業の開発に資するための
業務に係る負担金を除外する。

h　銀行持株会社等の受取配当等の益金不算入
等の特例について、対象となる銀行持株会社
等と発行金融機関等との関係を見直した上、
その適用期限を 2年延長する。

j　受取配当等の益金不算入制度について、損
害保険会社の積立勘定（その運用財産が株式
等でないものに限る。）から支払われる利子を
負債利子控除の対象から除外する措置を 5年
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間の租税特別措置として創設する。
k　不動産投資法人が特定目的会社の特定資産
を取得するためその特定目的会社が発行する
優先出資証券のすべてを取得した場合には、
一定の要件の下、その優先出資証券について、
不動産投資法人の支払配当の損金算入要件で
ある他の法人の発行済株式又は出資の総数の
100分の 50以上を有していないこととの要件
を適用しないこととするとともに、その取得
した優先出資証券に係る利益の配当について
不動産投資法人で課税する。

l　産業活力再生特別措置法の認定事業再構築
計画等に基づき行う登記に対する登録免許税
の税率の軽減措置について、その適用対象に、
預金保険法第 102 条第 1項第 1号の措置を行
うべき旨の内閣総理大臣の決定に基づく預金
保険機構による銀行等が発行する株式の引受
けに伴い、銀行等が資本の増加の登記を受け
る場合を加える。

¡0　特定の輸入石油製品等に係る石油石炭税の
免税措置について、対象範囲につき輸入石油
化学製品製造用灯油及び軽油を加える等の見
直しを行った上、その適用期限を 2年延長する。

¡1　国産石油化学製品製造用揮発油に係る石油
石炭税の還付措置について、対象範囲に国産
石油化学製品製造用灯油及び軽油を加えた上、
その適用期限を 2年延長する。

2 　その他の租税特別措置の改正

　租税特別措置について、所要の経過措置を講
じた上、次の措置を講ずる。
a　廃止
　　次に掲げる特別措置を廃止する。

q　特定余暇利用施設の特別償却
w　特定集積地区における輸入関連事業用資
産の特別償却

e　農村地域工業等導入地区における工業用
機械等の特別償却

r　産業活力再生特別措置法、輸入の促進及
び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置
法及び中小企業の創造的事業活動の促進に
関する臨時措置法に係る欠損金の繰越期間
の特例

t　国有農地等の所有権の移転登記等に対す
る登録免許税の税率の軽減

y　特定の公共的建設事業の用に供する土地
を取得した場合の所有権の保存登記に対す

る登録免許税の税率の軽減
u　沖縄特定離島路線航空機に積み込まれる
航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特
例

s　縮減等
q　税額控除等
イ　増加試験研究費等の特別税額控除制度
について、対象となる試験研究費の範囲
から中小企業経営革新支援法の組合等又
は特定組合等（沖縄振興特別措置法の特
定組合等を除く。）に対する負担金を除外
する。

ロ　エネルギー需給構造改革推進投資促進
税制について、対象設備を見直した上、
その適用期限を 2年延長する。

ハ　中小企業投資促進税制について、器具
備品の取得価額の最低限度を120万円（現
行 100 万円）に、リース費用総額の最低
限度を 160 万円（現行 140 万円）に引き
上げた上、その適用期限を 2年延長する。

ニ　中小企業等基盤強化税制について、飲
食店業を営む法人の対象設備の見直しを
行う。

ホ　漁業協同組合等の留保所得の特別控除
制度について、対象法人から出資総額 1
億円超の法人を除外する。

w　特別償却
イ　電線類地中化設備の特別償却制度につ
いて、対象設備を見直した上、その適用
期限を 2年延長する。

ロ　航空機の特別償却制度について、最大
離陸重量が 140 トン未満の航空機を除外
するとともに、償却割合を 100 分の 5（現
行 100 分の 8）に引き下げた上、その適
用期限を 2年延長する。

ハ　特定中核的民間施設等の特別償却制度
について、特定農山村地域における農林
業等の活性化のための基盤整備の促進に
関する法律に係る措置の建物等の償却割
合を 100 分の 7（現行 100 分の 8）に引
き下げる。

ニ　商業施設等の特別償却制度について、
中心市街地における市街地の整備改善及
び商業等の活性化の一体的推進に関する
法律の認定特定事業者に係る措置を除外
した上、その適用期限を 2年延長する。
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ホ　再商品化設備等の特別償却制度につい
て、特定家庭用機器廃棄物再生処理装置
等を除外するとともに、食品循環資源再
生利用設備につき基準取得価額要件（取
得価額の 100 分の 75相当額）を設けた上、
その適用期限を 2年延長する。

ヘ　公共交通機関に係る障害者対応設備等
の特別償却制度について、タクシーに係
る基準取得価額を取得価額の 100 分の
20 相当額（現行 100 分の 25 相当額）に
引き下げた上、その適用期限を 2年延長
する。

ト　農業経営改善計画等を実施する者の機
械等の割増償却制度について、林業経営
改善計画に係る措置を除外した上、共同
改善計画に係る措置の適用期限を 2年延
長する。

チ　優良賃貸住宅等の割増償却制度につい
て、対象となる賃貸住宅から都心共同住
宅を除外するとともに、特定優良賃貸住
宅の割増率を、耐用年数 35年以上である
ものにあっては 100 分の 28（現行 100
分の 40）に、耐用年数 35 年未満である
ものにあっては 100 分の 21（現行 100
分の 30）に引き下げた上、その適用期限
を 2年延長する。

リ　倉庫用建物等の割増償却制度について、
対象となる倉庫の機能要件の見直しを行
うとともに、割増率を 100 分の 10（現
行 100 分の 12）に引き下げた上、その
適用期限を 2年延長する。

ヌ　鉱工業技術研究組合等に対する支出金
の特別償却制度について、対象となる負
担金の範囲から中小企業経営革新支援法
の組合等又は特定組合等（沖縄振興特別
措置法の特定組合等を除く。）に対する負
担金を除外する。

e　準備金等
イ　海外投資等損失準備金制度について、
資源開発事業法人が行うことができる資
源開発事業等及び資源探鉱事業法人が行
うことができる事業の範囲を見直した上、
その適用期限を 2年延長する。

ロ　特定都市鉄道整備準備金制度について、
累積限度額を工事費の額の 2分の 1相当
額から 5分の 2 相当額に引き下げた上、

平成 17年 9月 30 日までに認定された特
定都市鉄道整備事業計画に定められた特
定都市鉄道工事につき適用することとす
る。

ハ　ガス熱量変更準備金制度について、対
象事業者から除外する大規模事業者の範
囲を見直した上、その適用期限を 2年延
長する。

ニ　鉱工業技術研究組合等の所得計算の特
例について、対象となる組合の範囲から
中小企業経営革新支援法の組合等又は特
定組合等（沖縄振興特別措置法の特定組
合等を除く。）を除外する。

r　登録免許税の特例
イ　漁業経営改善計画を実施する漁業者が
取得する漁船の所有権の保存登記等に対
する登録免許税の税率の軽減措置につい
て、漁船の所有権の移転登記の軽減税率
を 1,000 分の 18（現行 1,000 分の 14）
に引き上げた上、その適用期限を 2年延
長する。

ロ　国際船舶の所有権の保存登記等に対す
る登録免許税の税率の軽減措置について、
所有権の保存登記及び抵当権の設定登記
の軽減税率を 1,000 分の 2（現行 1,000
分の 1.5）に引き上げた上、その適用期限
を 2年延長する。

d　適用期限の延長
q　鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に
係る土地等の所有権の移転登記等に対する
登録免許税の免税措置の適用期限を 5年延
長する。

w　次に掲げる特別措置の適用期限を 3年延
長する。
イ　探鉱準備金又は海外探鉱準備金
ロ　農林中央金庫等の合併に係る課税の特
例

e　使途秘匿金の支出がある場合の課税の特
例の適用期限を 2年延長する。

r　欠損金の繰戻し還付の不適用制度の適用
期限を 2年延長する。

t　次に掲げる特別措置の適用期限を 2年延
長する。
イ　漁業経営改善計画を実施する者の漁船
の割増償却

ロ　金属鉱業等鉱害防止準備金
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ハ　特定廃棄物最終処分場に係る特定災害
防止準備金

ニ　マンション建替事業の施行者等が受け
る権利変換手続開始の登記等に対する登
録免許税の免税

ホ　農地保有合理化法人が農用地等を取得
した場合の所有権の移転登記に対する登
録免許税の税率の軽減

ヘ　農林中央金庫等が特定農業協同組合等
から事業譲渡により不動産に関する権利
を取得した場合の所有権の移転登記等に
対する登録免許税の税率の軽減

ト　漁業協同組合が水産業協同組合法の規
定により漁業協同組合連合会の権利義務
を包括承継した場合の不動産の所有権の
移転登記等に対する登録免許税の税率の
軽減

チ　卸売市場法の規定による認定に係る登
記に対する登録免許税の税率の軽減

リ　特定目的会社（SPC）が資産流動化計画
に基づき特定不動産を取得した場合等の
所有権の移転登記等に対する登録免許税
の税率の軽減

ヌ　国産農林漁業用 A重油に係る石油石炭
税の還付

y　次に掲げる特別措置の適用期限を 1年延
長する。
イ　入国者が輸入するウイスキー等に係る
酒税の税率の特例

ロ　入国者が輸入する紙巻たばこに係るた
ばこ税の税率の特例

ハ　約束手形に係る印紙税の税率等の特例
（コマーシャル・ペーパーの税率の軽減）

3 　その他

a　寄附金控除等の対象となる特定公益増進法
人及び相続財産を贈与した場合の相続税の非
課税制度の対象となる法人の範囲に次の業務
を行う地方独立行政法人を加えるとともに、
公立大学法人に対する寄附金及び相続財産の
贈与については国立大学法人と同様の扱いと
する。
q　試験研究を行うこと。
w　病院事業を経営すること。
e　社会福祉事業を経営すること。
r　介護老人保健施設の設置及び管理を行う
こと。

s　国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所
得等の非課税制度の適用対象となる地方独立
行政法人（上記aに掲げる業務を行うものに
限るものとし、公立大学法人を含む。）に対す
る財産の贈与又は遺贈（以下「贈与等」という。）
については、国税庁長官の承認の要件のうち、
当該贈与等が公益の増進に著しく寄与するこ
と及び当該贈与等により贈与者又は遺贈者の
所得税等を不当に減少させる結果とならない
ことを不要とする。

d　交通用具使用者の通勤手当について、通勤
距離が片道 45km以上の者の 1月当たりの非
課税限度額を次のように引き上げる。

（注）上記の改正は、平成16年4月1日以後に
受けるべき通勤手当について適用する。

f　所得税法等の規定による本人確認の際に提
示する確認書類の範囲に、一定の住民基本台
帳カード等を追加する。
（注）上記の改正は、平成16年4月1日以後の
告知又は告知書の提出の際に提示する確認
書類について適用する。

g　取引を正規の簿記の原則に従って記録して
いる者については、青色申告特別控除額を 65
万円（現行 55万円）に引き上げる。なお、簡
易な簿記の方法により記録している者に係る
経過措置は、廃止する。
（注）上記の改正は、平成 17 年分以後の所得
税について適用する。

h　社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用
対象となる社会保険診療の範囲に、心神喪失
等の状態で重大な他害行為を行った者の医療
及び観察等に関する法律に基づく医療を加え
るとともに、同法に基づく医療を消費税が非
課税とされる療養、医療等の範囲に加える。

j　連結納税制度における投資簿価修正につい
て、その修正事由から連結グループ内の適格
合併等を除外する。

k　公益法人等の収益事業に係る課税について、
米穀安定供給確保支援機構が行う集荷円滑化
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　　（現　行）
片道 35km以上　20,900 円

　ただし、その運賃
相当額が 20,900 円超
の場合は運賃相当額
（100,000 円を限度）

　　　　�（改正案）
片道 35km以上　　20,900 円
45km 未満　　ただし、その運賃相当

額が 20,900 円超の場合
は運賃相当額（100,000
円を限度）

　
　　　片道 45km以上　　24,500 円

　ただし、その運賃相当
額が 24,500 円超の場合
は運賃相当額（100,000
円を限度）



対策業務及び債務保証業務を収益事業の範囲
から除外するとともに、医療保健業の範囲の
整備を行う。

l　りんご樹の耐用年数（現行 27年）について、
わい化りんご樹にあっては 20年、その他のり
んご樹にあっては 29年とする。

¡0　信託業法の改正に伴い、次の措置を講ずる。
q　外国法人である信託会社が受託する一定
の信託が国内において支払を受ける一定の
利子等又は配当等については、内国法人で
ある信託会社が受託する場合と同様に、所
得税の源泉徴収を行わない。

w　特定信託の受託者である外国法人に対し
ては、特定信託の受託者である内国法人と
同様に、その特定信託の各計算期間の所得
について、法人税を課す。

e　信託受益権の譲渡対価の受領者の告知及
び居住者等の信託受益権の譲渡対価に関す
る調書制度の整備を行う。

r　外国の信託会社の免許等について、登録
免許税の整備を行う。

t　その他所要の措置を講ずる。
¡1　都市基盤整備公団が独立行政法人都市再生
機構に改組されることに伴い、次の措置を講
ずる。
q　独立行政法人都市再生機構が都市基盤整
備公団から承継した業務のうち国土交通大
臣の認可を受けた計画（以下「認可計画」
という。）に係る業務が施行される場合にお
いて、当該認可計画の施行区域内の都市計
画施設の用に供される土地等を有する個人
又は法人が、平成 16 年７月１日から平成
21 年６月 30 日までの間に、当該認可計画
に従って、当該土地等と当該機構の当該認
可計画の施行区域内にある事業用地との交
換をしたときは、一定の要件の下で、課税
の繰延べの特例を認める。

w　認可計画に基づき、都市計画施設の区域
内の土地に関する権利を有する者が、平成
16 年７月１日から平成 21 年６月 30 日ま
での間に当該土地との交換により独立行政
法人都市再生機構が有する土地を取得した
場合における所有権の移転登記に対する登
録免許税の税率を 1,000 分の８（平成 19
年７月１日から平成 21年６月 30日までの
間に取得する土地について行う所有権の移

転登記については、1,000 分の 10）（本則
1,000 分の 20）に軽減する。

４ 　その他所要の税制の整備を行う。
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一　三位一体の改革（税源移譲）

◎　三位一体改革の一環として、次のとおり税源

移譲を実施する。

a　平成 18年度までに、所得税から個人住民税
への本格的な税源移譲を実施することを決定。

s　aの本格的な税源移譲を実施するまでの間
の暫定措置として、所得税の一部を使途を制
限しない一般財源として地方へ譲与する所得
譲与税を創設する。

d　所得譲与税による平成 16年度の税源移譲額
は、4,249 億円とし、人口を基準として都道
府県及び市町村（特別区を含む。）へ譲与する。

二　個人住民税均等割

◎　個人住民税の基礎的部分である均等割につい

て、次のとおり見直しを実施する。

a　市町村民税の均等割について、人口段階別
の税率区分を廃止し、税率を 3,000 円（年額）
に統一する。

s　税負担の公平の観点から、生計同一の妻に
対する非課税措置を平成 17年度から段階的に
廃止し、所得金額が一定金額（例 : パート収入
100 万円）を超える者に均等割を課税（平成
17 年度分は 2分の 1の額で課税し、平成 18
年度分から全額で課税）する。

三　固定資産税

◎　負担水準の高い商業地等について、条例によ

り、一律に税額を減額できる仕組みを次のとお

り創設する。

○　商業地等に係る固定資産税について、負担
水準の上限が 70%（法定されている上限）の
場合に算定される税額から、地方公共団体の
条例の定めるところにより、負担水準 60%か
ら 70%の範囲内で条例で定める負担水準によ

り算定される税額まで、一律に減額すること
ができる仕組みを創設する。
　この減額制度によって、実質的に、60% か
ら 70%の範囲内で条例で定める負担水準まで
上限を引下げた場合と同様の効果が生じる。
　なお、都市計画税にも同じ仕組みを創設する。
※　商業地等：オフィスビル用地・工業用地
等の住宅用地以外の土地

四　課税自主権の拡大

◎　地方分権を推進する観点から、地方公共団体

の課税自主権の拡大を図るため、次の措置を実

施する。

a　固定資産税の制限税率（現行 1.5 倍）を廃
止する。

s　標準税率の定義を見直し、「財政上の特別の
必要があると認める場合」に限り税率を変更
することができるとされている要件を緩和す
る。

d　税率の引下げ、課税期間の短縮、法定外税
の廃止など、税負担を軽減する方向で既存の
法定外税の内容を変更する場合については、
総務大臣への協議・同意を不要とする。

f　特定少数の納税者が税収の大半を納税する
こととなる法定外税について、条例制定前に
議会で納税者の意見を聴取する手続を創設す
る。

　地方税関係
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現行 改正案

人口 50万以上の市 3,000 円

3,000 円人口 5万以上
　　  50 万未満の市 2,500 円

その他の市及び町村 2,000 円



五　その他の主な改正項目

【自動車関係税制における環境対策】

1　自動車税のグリーン化

　税収中立を前提に、以下の内容で適用期限を2
年延長する。

14

（注 1）平成 16・17年度の新車新規登録車を対象に登録の翌年度 1年間軽減。
（注 2）新車新規登録から 11 年超のディーゼル車及び 13 年超のガソリン車・LPG 車に対し、税率を概ね
10%重課。（電気・天然ガス・メタノール自動車、一般乗合用バス及び被けん引自動車は対象外。）

（新★制度について）
　平成 17 年排出ガス基準値より 50% 以上排出
ガス性能の良い自動車を新★★★と、75% 以上
排出ガス性能の良い自動車を新★★★★と認定す
る制度。（旧☆制度は、平成 12 年排出ガス基準
値より排出ガス性能の良い自動車を認定する制
度。）
（燃費基準+５%以上達成について）
　「燃費基準+５%以上達成」とは、2010年（ディー
ゼル車については 2005 年）に達成すべき燃費基
準（1リットル当たりの走行距離）を 5%以上上
回る性能を有するもの。
【個人住民税関係】

1　年金課税の見直し

　世代間及び世代内の税負担の公平の観点か
ら、所得税と同様に公的年金等控除の見直しと
あわせて、老年者控除を廃止（平成18年度分以
後の個人住民税について適用）。
（注）この改正後においても、所得金額が一定金
額（例 : 年金収入 245 万円）以下の者につい
ては、個人住民税が非課税。

〈参考〉モデル年金額（平均的賃金で 40 年加入
のサラリーマン夫婦（妻は専業主婦））の夫分：
203.5 万円

（注）平成 16年 4月 1日から平成 18年 3月 31日までの取得について適用。

2 　土地譲渡益課税・株式譲渡益課税の見直し

・土地、建物等の長期譲渡所得に係る税率の引
下げ

・非上場株式の譲渡所得に係る税率の引下げ
　（現行）6%（所得税 20%）→（改正後）5%（所得税
15%）

【狩猟者登録税及び入猟税の統合等】

○　狩猟者登録税（普通税）と入猟税（目的税）
を統合し、新たに目的税である狩猟税（仮称）
を創設する。

【軽油引取税に係る脱税対策の強化】

○　脱税に関する罪の罰則の引上げ
（５年以下の懲役又は 200 万円以下の罰金→ 5
年以下の懲役又は 500 万円以下の罰金）

○　混和等の承認を受ける義務等に違反して製
造された軽油の譲受け等に関する罪の創設等

【外形標準課税に係る特例措置の創設】

○　法律や閣議決定等により通常の法人より資
本等の金額が特に過大となっている法人等に
ついて、資本割の課税標準の特例措置を創設
する。
（JR北海道・四国・九州、株式会社苫東、新む
つ小川原株式会社　等）

軽減対象車（環境負荷の小さい自動車） 措置内容

電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車
「新★★★★」かつ「燃費基準 +５%以上達成」　 税率を概ね 50%軽減

「新★★★★」かつ「燃費基準達成」
「新★★★」かつ「燃費基準 +５%以上達成」

税率を概ね 25%軽減

特例対象車 措置内容

「新★★★★」かつ「燃費基準 +５%以上達成」 取得価額から 30万円控除

「新★★★★」かつ「燃費基準達成」
「新★★★」かつ「燃費基準 +５%以上達成」 取得価額から 20万円控除

2 　自動車取得税における低燃費車特例
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合　　計

住
所
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名

〒

TEL

TEL （ ）

FAX （ ）

資格と芳名
又は事務所名
（住所は入りません）

★表紙に下記の原稿の通り印刷して下さい。（表紙に印刷する原稿をお書きください。）

東京03（3985）3112 / 大阪06（6363）1952 / 名古屋052（262）3132
広島082（227）6221 / 福岡092（471）5386 / 金沢076（262）7094

品 名 単　価 数 量 金 額

より早く！より正確に！FAXでもご注文できます

1 0 0 0

改正税法の手引き

○送　料（地域、数量にかかわらず1,000円です）
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社
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接
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C
内
住
変

登
録
地
変

登
録
名
変

地区c

○芳名印刷代（50冊以上は無料、49冊以下は1,000円です）

会 員 特 価

6 0 0 円 冊

年 月 日　 下記の通り申し込みます。 後払い

読者C

消費税等

Fax

担当者 No.

※ 配本は4月下旬を予定しています。

本格的ホームページがあっという間に出来上がります。
先生は事務所概要等の原稿を用意するだけ！

費用は3万円！！
（2年目からの年間使用料）
初回のみ、年間使用料3万円に
新規作成料3万円が加わります。

○ 事務所のアピールに
ホームページを

○ 忙しい先生のお役に立ちます
※お問い合わせは下記までご連絡ください。


