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●ほぼ全ての国税について利用可能

　平成29年１月4日より、国税のクレジットカード納付サービスが開始されます。対象となる税目には、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び
地方消費税、法人税、相続税、贈与税に加え、酒税、印紙税、さらには附帯税（加算税や延滞税等）も含まれ、ほぼ全ての税目となっています。パソ
コン、スマートフォン及びタブレット端末から「国税クレジットカードお支払サイト」へアクセスし、必要事項を入力することで手続ができ、24時間
利用可能です。ただし、金融機関、コンビニ、税務署窓口でクレジットカード納付をすることはできません。
　その他の留意事項は次のとおりです。

●事業承継のための5ステップを提示

今後の
　平成28年12月8日、自由民主党と公明党は「平成29年度税制改正大綱」を公表しました。この中で、配偶者特別控除等に関する見直しが明記されました。平成30年分以後は、
現在と同額となる38万円の配偶者控除又は配偶者特別控除を受けるには、世帯主の合計所得が900万円（給与収入1,120万円）以下、配偶者の所得が85万円（給与収入150万円）
以下である必要があります。これを超えると、段階的に控除額が減っていく仕組みです。現在と比較して配偶者の収入上限は引き上げられますが、世帯主の収入については制
限が加えられることになります。
　また、災害発生時の特例の恒久化、大企業並みの所得がある中小企業に対する租税特別措置の適用停止、超高層マンションにおける固定資産税の見直し（高層階ほど高く）
等が盛り込まれています。

与党

●平成27事務年度の実地調査件数は11,935件 国税庁

　国税庁は、平成27事務年度における相続税の調査の状況
を公表しました。これによると、実地調査11,935件に対し
て申告漏れ等の非違があったのは9,761件と、80％を超え
る確率で非違が発見されています。また、申告漏れ相続財
産2,945億円の内訳は、現金・預貯金等1,036億円、土地410
億円、有価証券364億円、家屋64億円、その他1,071億円と
なっています。

国税庁

中小企業庁

発行

事業承継ガイドラインを公表

国税のクレジットカード納付サービス開始

平成27事務年度　相続税の調査の状況を公表

　中小企業庁は平成28年12月5日、平成18年に
公表されたものを見直した「事業承継ガイドラ
イン」を公表しました。中小企業経営者の高齢
化が進み、今後5～10年後には多くの中小企業
が事業承継のタイミングを迎えることから、中
小企業の円滑な事業承継を促進し、技術・ノウ
ハウの喪失の防止、円滑な世代交代による事業
活性化を図る目的があります。
　この中では、早期・計画的な事業承継の取組
のための「事業承継診断書」や、地域ごとの事
業承継支援体制の強化について解説しています。
また、円滑な事業承継のためには、右図の5段
階のステップを経るべきであることを提示して
います。

事務年度

実地調査件数

申告漏れ等の非違があった件数
(うち、重加算税賦課件数）

追徴税額※

※　追徴税額には加算税を含みます。

実地調査１件当たりの追徴税額※

平成26事務年度

12,406件

10,151件
（1,258件）

670億円

540万円

平成27事務年度

11,935件

9,761件
（1,250件）

583億円

489万円

利用可能なカード

1,000万円未満、かつ、利用するクレジットカードの決済可能額以下の金額（決済手数料を含む）。

Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARD

領収書

決済手数料

発行なし。

納付税額が最初の１万円までは76円（消費税別）、以後１万円を超えるごとに76円（消費税別）を加算。

納付完了の扱い 「お支払サイト」での手続完了をもって納付完了。カード利用代金の引落日が納付期限後であっても関係なし。

納付可能金額

ステップ❶ 事業承継への準備の必要性の認識（診断)

ステップ❷ 経営状況・経営課題等の把握（見える化)

ステップ❸ 事業承継に向けた経営改善（磨き上げ)

ステップ❹ 事業承継の計画策定 マッチング

ステップ❺ 事業承継の実行 Ｍ＆Ａ等の実行

ポスト事業承継（成長・発展)

親族・社内へ引継 社外へ引継
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