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★税制改正と財政★ 
平成 31 年 3 ⽉ 27 ⽇、31 年度予算案が国会で承認され、税制改正案が可決されました。

今⽉は、税制改正並びに⽇本の財政等の現状について、紹介します。 
１、⽇本の財政 
   平成 29 年度における、⽇本国の財務諸表は、次のとおりです（財務省公表資料）。 
              ＜⽇本国の貸借対照表＞  

平成 30 年 3 ⽉ 31 ⽇現在      （単位：兆円） 
資産の部 負債・純資産の部 参考 

現⾦預⾦ 47.9 未払⾦等 12.0  
有価証券 118.5 借⼊⾦・証券 77.0 政府短期証券 
未収⾦等 10.9 借⼊⾦・公債 966.9 国債 
前払費⽤ 5.5 借⼊⾦・その他 31.4 通常の借⼊⾦ 
貸付⾦ 112.8 預託⾦ 6.5  
運⽤寄託⾦ 111.5 責任準備⾦ 9.1  
貸倒引当⾦ ▲1.6 公的年⾦預り⾦ 120.1 国⺠からの年⾦ 
有形固定資産 182.5 退職給付引当⾦ 7.0 公務員の退職引当 
無形固定資産 0.3 その他負債 8.8  
出資⾦ 74.8 負債合計 1,238.9  
その他の資産 7.6 純資産合計 ▲568.4 国の債務超過額 
合計 670.5 負債・純資産合計 670.5  

              ＜⽇本国の収⽀計算書＞ 
          （平成 29 年 4 ⽉ 1 ⽇~平成 30 年 3 ⽉ 31 ⽇） （単位：兆円） 

⽀出 収⼊・損失（不⾜分）  
⼈件費 5.0 租税収⼊ 62.4  
社会保障給付費 49.2 社会保険料 53.9 年⾦以外の保険料 
補助⾦・交付⾦ 51.5 その他 10.7  
地⽅交付税 19.3 収⼊合計 127.0  
⽀払利息 7.6   
その他・評価差額 13.9   
⽀出合計 146.5 損失（不⾜⾦） ▲19.5 国債発⾏で賄う 



（１）財政状況 
    平成 30 年 3 ⽉ 31 ⽇現在、⽇本国の債務超過額は 568.4 兆円です。この債務超過

額は、毎年増加しています。今後、少⼦⾼齢化がさらに進むことから、消費税率を 10％
にしても、継続的に増加する⾒込みです。 

   ①負債 
     負債の内、国が借りた借⼊⾦は 1,075.3 兆円（内、国債発⾏による借⼊⾦ 966.9

兆円）です。これに加え、国⺠から預かっている年⾦積⽴⾦預り⾦ 120 兆円も実質
的には借⼊⾦です。負債は、⾚字補填のための国債発⾏により毎年増加しています。
国の借⼊⾦は GDP の 2 倍以上となり、到底返済できる額ではありません。 

   ②資産 
     資産である現預⾦、有価証家（⽶国債・⽇本郵政株式等）、運⽤寄託⾦（預り年

⾦等を株式・外債等で運⽤するために預けている資⾦）は時価で⽰され（評価損益
計上）、有形固定資産（⼟地・建物等の国有財産）は減価償却されています。 

   ③膨らむ債務超過と⽇本銀⾏からの資⾦供給 
     債務超過額 568.4 兆円は、国の収⼊から⽀出を差し引いた⾦額である不⾜⾦（29

年度は 19.5 兆円）が累積したものです。債務超過額は GDP と同規模となり、今
後とも増加していく⾒込みです。 

     最近では、⺠間銀⾏も個⼈も（危ない？）国債を購⼊せず、売却していることか
ら、⽇本銀⾏が、毎年約 40 兆円〜約 50 兆円程度国債を購⼊し、国に資⾦を供給
するとともに、銀⾏等から国債を購⼊しています。 

    （注）債務超過である会社の社債を、購⼊する投資家はいません。 
（２）収⽀の状況 
    この収⽀計算書は、⼀般会計と特別会計を合算し、さらに重複する取引を相殺し、

純額であらわしたものです。 
   ①収⼊ 
     収⼊は、租税等（法⼈税や消費税等）62.4 兆円、社会保険保険料（国⺠が毎⽉⽀

払う健康保険料等）53.9 兆円、その他（保有する外国債、有価証券、財政投融資等
による収⼊です）10.7 兆円です。 

   ②⽀出 
     ⽀出総額は、国の業務のために⽀出した業務⽀出⾦ 145 兆円と資産の評価損、

為替差損、公的年⾦預り⾦変動等 1.4 兆円の合計です。 
   ③⾚字の増加 
     国は、予算段階から、毎年、約 20 兆円の⾚字を計上し、数⼗年にわたり⾚字予

算を継続しています。平成 31 年度の⼀般会計予算は 101 兆円を超え、国債の発⾏
は 32 兆円です。今年も⾚字予算のため、⽇本銀⾏が国債を購⼊し、国に資⾦とし
て供給されます。 



２、⽇本銀⾏の財政 
   現在、⽇本の財政⾚字を⽀えているのは⽇本銀⾏です。⽇本銀⾏は、毎年、国が発⾏

する国債及び⺠間銀⾏や国⺠が保有する国債を購⼊し、国や株式市場に資⾦を供給し
ています。また、⽇本の株式市場は、国⺠から国が預かった年⾦資産、⽇本銀⾏の資⾦
による購⼊で価格が⽀えられています。 

（１）⽇本銀⾏の財務諸表 
   ①平成 30 年 9 ⽉ 30 ⽇現在の⽇本銀⾏の貸借対照表（⽇本銀⾏公表資料）。 
              ＜⽇本銀⾏の貸借対照表＞  

平成 30 年 9 ⽉ 30 ⽇現在      （単位：兆円） 
資産の部 負債・純資産の部 参考 

現⾦ 0.2 発⾏銀⾏券 104.7 ⽇本銀⾏券残⾼ 
⾦地⾦ 0.4 預かり預⾦ 430.7 ⺠間銀⾏等預かり⾦
国債 462.1 売現先勘定 0.2 待機⽇本銀⾏券 
⼿形 2.2 退職給付引当⾦ 0.2  
有価証券（社債） 3.2 債権損失引当⾦ 3.8  
有価証券（投信） 23.1 為替損失引当⾦ 1.6  
貸付⾦ 46.8 その他負債 0.4  
外貨（外国為替） 6.8 負債合計 541.6  
有形固定資産 0.2 資本⾦ 0.0001 資本⾦ 1 億円 
 準備⾦・剰余⾦ 4.0  
その他の資産 0.6 純資産合計 4.0  
合計 545.6 負債・純資産合計 545.6  

             
②平成 23 年度の貸借対照表 

           平成 24 年 3 ⽉ 31 ⽇現在       （単位：兆円） 
資産の部 負債・純資産の部 参考 

国債 87.2 発⾏銀⾏券 80.8 ⽇本銀⾏券残⾼ 
貸付⾦ 39.0 預かり預⾦ 35.8 銀⾏等預り⾦ 
外貨（外国為替） 5.8. 売現先勘定 14.5 待機⽇本銀⾏券 
 その他負債 5.1  
 負債合計 136.2  
 資本⾦ 0.0001 資本⾦ 1 億円 
 準備⾦・剰余⾦ 3.2  
その他 7.4 純資産合計 3.2  
合計 139.4 負債・純資産合計 139.4  



（２）⽇本銀⾏の資産・負債の状況 
    平成 24 年から平成 30 年の間において、次のような変化があります。 
   ①資産・負債総額の増加 
     ⽇本銀⾏の資本⾦は、1 億円で東証 2 部の上場会社です。平成 24 年には、139

兆円であった資産総額が、平成 30 年には、545 兆円となり、⽇本の GDP に匹敵
する資産となりました。他国の中央銀⾏では例を⾒ない資産残⾼規模です。 

   ②増加した国債と有価証券 
    イ、国債 462 兆円 
       国債は、この 6 年間で 375 兆円増加し、462 兆円となっています。国が毎

年発⾏する国債（約 30 兆円〜約 40 兆円）以上の国債を購⼊しており、国の
新規発⾏ばかりでなく、これまで銀⾏や個⼈が保有していた国債も⼤量に購
⼊しています。 

ロ、有価証券 26 兆円 
また、有価証券は、この 6 年間で 26 兆円購⼊しており、証券市場を⽀えて

います。 
    ハ、最近の状況 

⽇本銀⾏は、平成 30 年 4 ⽉ 1 ⽇から平成 30 年 9 ⽉ 30 ⽇までの半年で、国
債を 26 兆 2,294 億円、有価証券を 5 兆 8,091 億円購⼊しています。 

③負債の状況 
    イ、急増した⺠間銀⾏等からの預り⾦ 430.7 兆円 
       ⺠間銀⾏等から預かった預⾦は、この 6 年間で 394.9 兆円増加し、430.7 兆

円となり、⽇本銀⾏は預り⾦でもって、国債や有価証券を購⼊しています。 
    ロ、あまり増加しない⽇本銀⾏券残⾼等 
       ⽇本銀⾏券（売現先勘定・待機⽇本銀⾏券を含む）の発⾏残⾼は、この 6 年

間で約 9.6 兆円増加し、104.9 兆円（発⾏銀⾏券+売現先勘定）です。 
決済や送⾦では⽇本銀⾏券を必要とせず、預⾦残⾼等の振替による場合が

ほとんどです。また、電⼦決済等でも⽇本銀⾏券は必要としません。 
（３）国債を購⼊している資⾦は、国⺠の預⾦等？ 
    国⺠が銀⾏に預⾦した資⾦は、⺠間銀⾏を経由して、⽇本銀⾏に預けられています

（⺠間銀⾏等預り⾦）。⽇本銀⾏は、⺠間銀⾏等から預かった国⺠の預⾦で、⺠間銀
⾏が⼤量に保有していた国債及び政府発⾏の国債並びに有価証券を購⼊しています。 

    政府が借⼊⾦（国債等）の返済ができない場合、⽇本銀⾏・⺠間銀⾏を通して、国
⺠に預⾦の払い戻しができなくなります。 

３、2019 年の税制改正 
   2019 年の税制改正では、10 ⽉に予定されている消費税率の引上げ（10％）による需

要減少が⾒込まれることから、その対策（住宅減税、⾃動⾞減税）を⾏い、デフレと経



済再⽣への対応として研究開発税制の⾒直しをするとともに、国際課税の⾒直しや納
税環境の整備がなされています。税制改正の概要は、次のとおりです。 

 
＜税制改正の概要＞            

税⽬等 項⽬ 改正前 改正後 
個⼈所
得税 

住宅ローンの拡充 ローン（4000 万円限度）
残⾼の 1％を 10 年間控除

控除期間が 13 年となる。 
11 年〜13 年は率が変わる。 

資産課
税 

個⼈事業者の事業
承継税制の創設 

新設 10 年に限り、個⼈事業者の事業
承継税制が創設。 

事業⽤の⼩規模宅
地特例の⾒直し 

相続開始時において事業
⽤宅地は、適⽤可。 

原則、相続開始前 3 年以内に、
取得した宅地は、適⽤不可。 

教育資⾦贈与⾮課
税の⾒直し 

受贈者の所得要件なし。
また、残⾼課税緩やか。

受贈者所得 1000 万円の制限、
残⾼に対する課税強化 

結婚・⼦育て贈与
⾮課税の⾒直し 

受贈者の所得要件なし。 受贈者所得 1000 万円の制限 
 

法⼈税 研究開発税制の⾒
直し 

（既存制度は存続） 研究開発ベンチャーとの協同
研究・委託研究・・・25％ 

中⼩企業の設備投
資等の⽀援 

（既存制度は存続） 防災・減災設備について特別償
却（償却率 20％）。 
認定経営⾰新等⽀援機関の確
認内容の要件が厳しくなる。 

消費税 ⾞体課税の⾒直し 10,800 円〜111,000 円 改正後は 10,800 円〜11 万円 
外国旅⾏者の消費
税免税制度⾒直し 

新設 既存許可事業者は、臨時免税販
売店の設置が承認されます。 

国際課
税 

税源浸⾷と利益移
転への対応 

（移転価格税制） 
（過⼤⽀払利⼦税制） 

DCF 法の導⼊、無形資産の評価
損⾦算⼊できる⽀払利⼦が、調
整所得の 20％以内 

納税環
境 

⾦地⾦の密輸対策 密輸でも仕⼊税額控除可 密輸の場合、仕⼊税額控除不可
情報照会⼿続き 当局による任意の照会 法令による照会（特定の場合）
電⼦帳簿保存制度
の⾒直し 

⼀定の要件を満たし、税
務署⻑の承認が必要。 

認証ソフトを利⽤する場合に
は、承認⼿続きが簡素化。 

★事務所から★ 

2019 年度の税制改正に関し、改めて税制説明会を開催いたします。予定としては、6 ⽉
6 ⽇（⽊）です。ご参加の程、何卒、宜しくお願い申しあげます。 

           （公認会計⼠辻中事務所、税理⼠法⼈みらい）   


