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法人所得課税について法人所得課税について

　今月は、法人所得課税に関する統計について取り上げます。
わが国の国税および地方税には幅広い税目が存在しますが、
法人所得を課税対象としたものとして、国税では法人税、地方
法人税、地方法人特別税の3つ、地方税では法人住民税、法人
事業税の2つがあります。例えば、大分市に事業所を有する法
人に課される税額を試算すると、所得5,000万円、資本金等の
額5,000万円、従業員200人の中小企業の場合、約1,900万円
となります（図表１）。これらの法人所得課税の税収は、2015
年度の国税・地方税合計の約20％を占めており（図表2）、この
税収のうち約6割が地方の財源（地方法人二税＜法人住民税、
法人事業税＞＋法人税の地方交付税原資分＜33.1％＞）とさ
れています（図表3）。
　税目別の概要（計算例は図表１参照）をみると、法人税（15
年度予算：11.0兆円）は、主として法人税法（昭和40年法律第
34号）に規定されている法人の所得金額などを課税標準とし
て課される国税です。国税庁によると13年度の大分県内にお
ける税額は298億円となっています。また、地方法人税（同：
4,770億円）は、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差
の縮小を図るために創設された国税で、法人税額をベースと
し、税収全額が交付税の原資となります（地方法人税法＜平成
26 年法律第11号＞）。地方法人特別税（同：2.1兆円）は、偏在
性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の暫定措置
として導入された国税で（地方法人特別税等に関する暫定措
置法＜平成20年法律第25号＞）、後述の法人事業税をベース
とし、税収は「地方法人特別譲与税」として都道府県に再分配
されます。

　法人住民税（平成27年度地方財政計画：2.6兆円）は、地域社
会で掛かる費用について、その構成員である法人にも個人と
同様幅広く負担を求めるもので、地方税法（昭和25年法律第
226号）に基づき、道府県・市町村内に事業所等を有する法人
等に対して課税される地方税です。法人税の納税額に比例し
て決まる法人税割と、会社の資本金等の額・従業員数に応じて
税額が決まる均等割（図表4）の双方が課税されます。また、法
人事業税（同：3.4兆円）は、同じく地方税法を根拠とし、法人
が事業を行う際に受ける公共サービスに対する応益負担とし
て課される道府県の地方税です。資本金の額が１億円を超え
る普通法人に対しては、外形基準によって課税（企業の付加価
値に課される付加価値割、資本金等の額に課される資本割）す
る部分と所得に応じて課税（所得割）する部分とで課税される
一方、資本金の額が１億円以下の法人は、所得に応じた課税

（所得割）のみとなっています。なお、事業所が複数の都道府県
にまたがる場合は、従業員数等を元に分割して納付されます。
15年度（当初予算ベース）の大分県の法人住民（県民）税は48
億円、法人事業税は202億円となっています。
　地方法人二税（法人住民税および事業税）の税収の推移をみ
ると、全国・大分ともにリーマンショック以降、法人所得の増
加に伴い増収傾向を辿っており、大分県においては大手製造
業を中心とした積極的な企業誘致も税収押上げに寄与してい
ると考えられます（図表５）。

図表1　法人所得課税額の試算 図表3　法人所得課税の概要および国・地方の配分（平成27年度予算・地方財政計画額）

図表4　均等割の税率

図表5　地方法人二税（法人住民税・法人事業税）の税収の推移

図表2　税収に占める法人課税の割合（平成27年度予算・地方財政計画額）

（注１）2015年3月末時点。財務省、大分県、大分市の資料を基に当店で作成
（注2）中小企業者等の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する税率は15％
（注3）全従業員が大分市内に勤務していると仮定
（注4）所得金額のうち年400万円以下の金額に対する税率は3.4％、年400万円を超え800万円以下の金額に対する
　　　　税率は5.1％（3以上の都道府県に事業所を設けて事業等を行う資本金等の額が1,000万円以上の法人を除く）

（注）　13年度までは決算額、14年度は推計額（15/1月時点）、15年度は地方財政計画額
（注 2）09年度以降は、地方法人特別譲与税を加算した額
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税目（課税主体） 概算税額（万円） 備     考
法人税（国） 1,191 （800万円×15％）注2＋（4,200万円×25.5％）
地方法人税（国） 52 法人税額×4.4％
法人県民税（県） 53 法人税割（法人税額×4.0％）＋均等割（5.25万円）
法人市民税（市） 159 法人税割（法人税額×12.1％）注3＋均等割（15万円）
法人事業税（県） 315 （400万円×3.4％）＋（400万円×5.1％）＋（4,200万円×6.7）注4
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※本稿の作成にあたっては、大分税務署、大分県総務部税務課、大分市
　財務部市民税課の皆様から貴重なコメントを頂戴いたしました。この
　場をお借りして御礼申し上げます。

成熟市場で狙う新規事業《パートⅠ》
　お世話になっております、大分県よろず支援拠点コーディ
ネーターの鍵野正則です。今回から、大分県よろず支援拠点ス
タッフによる連載企画がスタートしました。県内の事業者の
皆さまにお役に立つ内容を提供していきたいと思っていま
す。第1回と第2回は、コーディネーターの鍵野が新規事業の
考え方についてお伝えします。よろしくお願いいたします。
　「昔はよかった」とつい口に出していませんか？どんなに勢
いのある事業でもその成長とともに市場も成熟し、いつかは
衰えていきます。皆さまも日々実感しておられることと思い
ますが、事業は生きものです。環境のせいにしてじっと耐えて
いるだけではジリ貧になってしまいます。企業が存在し続け
るためには、新しい事業のタネを蒔き、育て、新しい価値を世
の中に提供し続けていくことが必要です。とはいえ、いきなり
新規事業と言われてもピンと来ない方も多いと思います。
　本稿では、皆さまが熟知している既存の事業分野を起点に、
新規事業やベンチャーを検討していく比較的取り組みやすい
方法を紹介します。

■成熟市場だからこそチャンスがある
　既に様々な商品がある成熟市場にチャンスがあると言われ
ても信じない方が多いかもしれません。しかし、これまで誰も
使ったことのない商品、誰に届ければいいのか分からないと
いった、世の中にとっても全く新しいものに比べると、既に顧
客がおり、その方々が様々な競合商品を使用している成熟市
場の方が、これまでの商品に抱いていた顧客の不満が何で、そ
の不満をどう解決すればいいのかを考えればいいわけですか
ら実は取り組みやすいのです。

■成熟市場のアプローチ方法　
　～主流商品の弱点を発見～
　では、どのようなアプローチで成熟市場に向かっていけば
良いのでしょうか。具体的に検討を進めるためのワークシー
トを用意しましたので、ぜひ参考にしていただきたいと思い
ます。以下、今回と次回の2回に分けて、その活用方法をご紹
介します。
　右の図１をご覧ください。これは、皆さまの事業領域の主流
商品・サービスの弱点を発見するためのシートです。記入例を
参考に、皆さまの事業領域で最も売れている商品・サービス名
を記入し、次に、その商品・サービスが何を解決するものなの
か、さらに、どのような機能を提供することによって解決して
いるのかを記入してください。そして、ここが大事なのです
が、最後の行に、普段提供できている機能が提供できなくなる
条件を考え、記入してください。その条件が成立する場面が主

流商品・サービスの弱点であり、皆さまがビジネスチャンスを
追求していく足掛かりになります。

　今回はここまでです。ぜひ、このシートを活用して、現行商
品の弱点を発見してください。そして、発見した弱点をどう突
いていくのかについては、次回《パートⅡ》でお伝えしたいと
思います。
　最後にお願いがあります。ぜひ、筆者がコーディネーターを
務める、大分県よろず支援拠点をご活用ください。今回ご紹介
した新規事業だけでなく、売上の悩み、ＩＴ活用、経営改善、事
業承継など様々な経営課題に、５人のプロがあなたと一緒に
立ち向かいます。昨年度10ヶ月で1000人以上の方が利用さ
れ好評をいただいております。097-537-2837まで、ご予約
のお電話をお待ちしています。

業界で一番売れている
商品・サービス 水洗トイレ　ウォシュレット

・汲み取り処理がいらない
・排泄時の匂いが気にならない
・肛門等を清潔に保てる
・紙の使用量を減らせる

・停電などで電気が使えない　
　⇒ウォシュレット機能の停止
・断水などで水が使えない
・下水管とつながっていない
　（詰まっている場合を含む）
・使用者がトイレまで移動できない

・水で便を流せる
・ウォシュレット機能
・脱臭機能

何を解決するのか

機能（どうなるのか）

機能しない条件

項　目　　　　　　内　容　　　　　　　《記入例》
図1　主流商品・サービスの弱点発見シート

■大分県よろず支援拠点コーディネーター

大手ソフトウェアハウス、I Tベン
チャーにてソフトウェア開発とプ
ロジェクトマネジメントを担当。
大手精密機器メーカーに移り、ソ
フトウェア開発プロセス改善コン
サルティングチームリーダー、経営
企画室にて国内外複数の新規事
業開発チームリーダーを務める。
その後、中小企業診断士として、

幼少期を過ごした大分に戻り独立開業。大分県内の中小企業・
小規模事業者を中心に、創業支援、マーケティング戦略策定支
援、経営戦略策定支援、新規事業開発戦略策定支援、業務プロ
セス改善支援、事業再生支援など幅広いテーマで経営コンサ
ルティングを実施。

鍵野 正則 氏


