
京 経 N W都 営 E S

※Ｈ２８.１２.８時点の与党平成２９年度税制改正大綱によりまとめております。今後も変わる可能性がありますのでご了承ください。

平成29年税制改正の主なポイントはこちら！

ＣＯＰＹＲＩＧＨＴ ⓒ ２０１７ＫＹＯＴＯＫＥＩＥＩ Ｃｏ.,Ｌｔｄ. Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ.

項目 具体的内容 増減
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賃上げ減税の拡充 ２％以上の賃上げした中小企業に、前年給料増加分の１２％上乗せ（２２％）へ拡充

研究開発減税の拡充 研究開発減税を、サービス開発にも適用。最大減税率を１４％（中小企業は１７％）へ拡充

設備投資減税の創設・拡充

（中小企業等経営強化法の

認定企業）

中小企業等経営力強化法の経営力向上計画の認定を受けた企業が

・特定経営力向上設備等を取得した場合は、即時償却又は税額控除（７％）を選択適用

・償却資産税（３年間１/２減税）について、測定工具・検査工具・器具備品・建物附属設備追加

中小企業の優遇、対象厳格に 資本 １億円以下の中小企業で、大企業並みの利益の法人は、中小企業税制優遇を対象外

自己株式の評価方法の見直し

（類似業種比準方式の見直し）

・類似業種の株価に、現行に「課税時期の属する月以前２年間平均」が加えられる

・配当・利益・簿価純資産価額の比重について、１：１：１（現行１：３：１）とされる

・評価会社の規模区分の 額等の基準について、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大

外国子会社合算税制の見直し
国際的な税逃れ対策として、経済実態のない海外ペーパーカンパニー等の所得を、

会社単位で合算課税される適用基準が厳しくなる

事業再編税制（スピンオフ）の

見直し

企業の機動的な事業再編を促進するため、適格分割の範囲や現物分配時の課税関係を

緩和し、一定の要件を満たすスピンオフの際の譲渡課税・みなし配当の課税が繰延される

家
計
・暮
ら
し

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
・Ｈ３０～配偶者控除の対象となる配偶者の年収制限を１５０万（現行１０３万）に引き上げ

・Ｈ３０～配偶者特別控除の対象となる配偶者の年収制限を２０１万（現行１４１万）に引き上げ

酒税の見直し
Ｈ３２～Ｈ３８にかけてビール類の税額を段階的に統一

（ビール・日本酒は減税、発泡酒・第３のビールは増税、ワインは増税）

タワーマンション課税強化
高さ６０ｍ超（概ね２０階超）のタワーマンションの固定資産税を、高層階は増税、

低層階は減税に（Ｈ３０～新たに課税されることとなる居住用超高層建築物について適用）

エコカー減税、段階縮小 エコカー減税、２年間延長。自動車取得税は、燃費基準を２段階厳しくして新車の７割に。

積立型ＮＩＳＡの創設 Ｈ３０～積立型ＮＩＳＡ（投資上限年４０万×非課税期間２０年）の創設（現行ＮＩＳＡと選択制）

住宅リフォーム減税の拡充 Ｈ２９.４～現状のリフォーム減税の対象工事に、一定の耐久性向上改修工事が追加される

広大地の相続評価の見直し
Ｈ３０～広大地の評価方法が、現行の地積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性

に応じて地積・形状等に基づき評価する方法に見直され、広大地の適用要件も見直しされます

・ ・公益法人課税の強化 ・上場株式の評価の見直し ・ 融所得課税の一体化 ・生命保険料控除
・ ・基礎控除など人的控除見直し ・タワマン相続課税強化・教育資 贈与の拡充（あしながおじさんからの贈与）など

先送り

２０１７ 京都経営スローガン

信頼創造
～京都経営グループの総合力を発揮し、
新たな価値創造にチャレンジしょう！～

本年もよろしくお願いいたします！
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■会社名■ 税理⼠法⼈ 京都経営
株式会社 京都経営コンサルティング
京都経営社労⼠事務所

■住 所■ 〒６１２－８３６２
京都市伏⾒区⻄⼤⼿町３０７ エイトビル５Ｆ

■ＴＥＬ■ ０７５－６０３－９０２２ ■Ｆａｘ■ ０７５－６０３－９０５５
■Ｈ Ｐ■ http://www.kyotokeiei.com/ ■メール■ info@kyotokeiei.com

■役職員■ 代表社員税理⼠／代表取締役 ⼤江 孝明
税理⼠／取締役 五十棲 裕
取締役 中⾒ ⼤督
税理⼠／取締役 四方 健策
税理⼠ 原 謙介、川野 智也、杉本 尚⼈
社会保険労務⼠ 白波 隼⼈

■スタッフ数■３１名
（役員を含む。男性：１５名・⼥性：１６名。 うち税理⼠６名。社労⼠１名。）

編集よりひとこと会社概要

お世話になっております。

2017年、初回の京都経営NEW 例年通り税制改正・個人目標・ア
ワード紹介でお届けしました♪ メンバーの年間目標 年々健康や体
重に気を付けたい人が増えてきています・・・(^_^; 着実に一つずつ年
齢を重ねていっております。

また、昨年末C アンケートにご協力頂いたお客様、ありがとうございま
した。京都経営NEW も貴重なご意見を参考に、次回以降 新しい特
集など実施していきたいと思います。今年もよろしくお願いいたしま
す

ようやくスマホデビューしました♪ 総務部 吉田

2016京都経営アワード発表！

ベストプレーヤー賞

船越 悠太

YUTA FUNAKOSHI

京都経営に入社して3年が経ちましたが、まだ
まだ未熟な部分がたくさんありますので、これ
からさらに成長して、メンバーを引っ張ってい
ける存在になりたいと思います

この度 光栄な賞を
いただきまして、
ありがとうございます

表彰して下さり、ありがとうございます。
『やってみせ、言って聞かせてさせてみて
誉めてやらねば人 動かじ、話し合い耳
を傾け承認し任せてやらねば人 育たず、
やっている姿を感謝で見守って信頼せね
ば人 実らず』という山本五十六の言葉を
肝に銘じ今後もリーダーとして頑張ります。

ベストリーダー賞
&勤続表彰5年

伊藤 悠祐

YUSUKE ITO

ベスト

サポーター賞

沢田 浩彰

HIROAKI SAWADA

表彰して頂き純粋に嬉しい気持ちである
一方、一年間振返ると上司、先輩、後輩、
パートのメンバーの方々皆さんに支えて
頂いた一年間でした。今年 この賞に恥
じないようメンバーを支え、そして何よりも
お客様皆様に意義のある情報を届けら
れるよう日々精進して参りますので、本
年も宜しく御願い致します。

CS満足度No.1賞 、ありがとうございます!!!

担当のお客様からのお声で選ばれたとい
うことで今回の受賞 本当に嬉しいです。
まだまだ未熟故、ご迷惑をお掛けすること
もあるかもしれせんが、お客様にとって一
番初めに相談できる相手になるよう、これ
からも精進していきます 本当にありがと
うございました!!!

この度、優秀出席賞（週始めの掃
除と朝礼に無欠席）を有り難く頂戴
しました。週始め 出勤時間が早く
眠い日も多いのですが頑張りまし
た。（疑惑の一日もありましたが
(^_^;)また次回 業務内容の面で
評価を頂けるよう尽力します

大変貴重な特別賞を頂き嬉しく思
います 一期一会を大事にして
今後も色々な方とお話しできたらと
思います。

特別賞

杉本 尚人

NAOTO SUGIMOTO

特別賞

吉田加奈子

KANAKO YOSHIDA

アワード表彰用の動画作成や広
報用冊子のデザイン作成の件で
特別賞を頂きました。どちらも好
きな仕事なのでとても嬉しいです
♪動画 仕事と言っても全部家
で作りましたが・・・(笑)

優秀出席賞

岡田 隆生

RYUKI OKADA

勤続表彰15年

五十棲 裕
YUTAKA ISOZUMI

勤続表彰5年

原 謙介
KENSUKE HARA

CS満足No.1賞

池田 春美

HARUMI IKEDA

社内コミュニケーションへの
貢献度の高さから、特別賞
を受賞

CSアンケートの結果、お客
様からの満足度がNo. 1


