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＜今回の内容＞ 

1. 基礎控除と給与所得控

除について ............... P.1 

第 36号 平成30年2月1日発行 

前回のニュースレターで解説

しました、税制改正大綱です

が、今回はその中でも特に多

くの方に影響のある改正内

容、基礎控除と給与所得控

除についてもう少し細かくお

伝えします。 

そもそも基礎控除・給与所得控除って？ 
結局、僕って、私ってどうなるの？にお応えします！今回は、会社員の方必見です（法人経営者も！） 

EMP通信 発行者：EMP税務会計事務所・EMP行政書士事務所 

基 礎控除と給 与所得 控除 について  

■ はじめに 

前回のニュースレターで紹介した平成30年度の税制改

正大綱でも取り上げましたが、平成32年から基礎控除と

給与所得控除が変更になって、特に会社員の方のうち、

お給料が高い人の税金が増えます。 

といっても、「基礎控除や給与所得控除って何？」そして

なにより、「で、自分はどうなるの！？」って言う方もい

らっしゃると思います。ということで今回は、基礎控除と給

与所得控除について、変更点も踏まえて少し詳しくお伝

えします(^-^)。 

■ 基礎控除や給与所得控除の背景 

「基礎控除」とは、どの納税者も無条件に差し引ける所得

控除のことです。 

まずは、ちょっと所得控除についておさらいしてみましょ

う。世の中には、例えば病気がちの人や養う家族が多い

人など、様々な境遇の人がいますよね。なので、その

様々な境遇に応じて税金の負担を軽くしてあげます

よー！という制度が「所得控除」と言われているもので

す。 

基礎控除は、所得控除の中でも「納税している人であれ

ば誰でも無条件に差し引ける所得控除」で、控除額は一

律で38万円です。 

ということは、もしも所得金額が38万円だった場合、そこ

から基礎控除の38万円を差し引いて課税所得を計算す

るので、 

所得金額38万 – 基礎控除38万 = 課税所得0円 

となります。 

しかも、所得額でその控除額が変わったり、人によって受

けられないなんていうこともありません。アルバイトしてい

る学生の方でも、未成年者でも、税金を納める人であれ

ば誰でも対象になります。 

一方「給与所得控除」とは、会社員の方など（アルバイ

ト、パートの方ももちろん含まれます！）の給与収入に応

じて差し引かれる所得控除のことです。 

今回のニュースレターでは、「会社員」と総称して説明し

ますね。 

給与取得者である会社員の方は、たとえば仕事のため

に筆記用具を揃えたり、会社に着ていく服を購入したり、

時には移動のための交通費を自分が負担したりすること

もあると思います。なので、そうした会社員の方の必要経

費を考慮して税金の負担を軽くしてあげますよー！という

制度です。 

基礎控除が誰でも一律38万円の控除額であるのに対

し、給与所得控除は給与収入に応じて控除額を決定しま

す。これは、会社員一人ひとりの経費を個別に確認する

ことは現実的に難しいので、一定の基準を設けることに

よって公平性を保つようにする意図があります。 

■ おさらい！所得税額の計算 

ここで、所得税額の計算についても簡単に振り返ってお

きます(^-^)。 

【1】まず、「収入」から必要経費(給与所得者は給与所得

控除)が差し引かれ、「所得」が決まります。 
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「収入－必要経費(給与所得控除)＝所得」 

収入ごとの給与所得控除金額は、つぎの表を参考にして

ください。 

 【2】次に、納税者がそれぞれ抱える事情に配慮するため

に、所得控除が差し引かれます。基礎控除も所得控除の

ひとつなので、このときにあわせて差し引かれます。 

「所得－所得控除＝課税所得」 

ここで計算されたものは、「税率が課せられる所得」という

ことで、所得と区別するために「課税所得」といいます。 

 【3】「課税所得」に所得税率をかけることで、所得税額が

決まります。 

「課税所得×所得税率＝所得税額」 

 年収103万円までなら税金がかからない！という話をこ

れまで耳にされたことがある方は多いと思いますが、そ

の理由もこうして見ていくと納得できるのではないでしょう

か。 

■ どう変わる？基礎控除と給与所得控除 

１．基礎控除 

先にお話したように、基礎控除は誰でも無条件に適用さ

れるもので、控除額は一律38万円でした。 

この基礎控除について検討された案は、控除額を従来

の38万円から10万引き上げて48万円にするというもので

した。つまり、引き上げられた10万円分については減税

の対象になりますね！ただし、年収2,500万円を超える高

額所得者については、逆に基礎控除をゼロにしましょうと

いう案も出ていました。 

ということは、検討された案では、基礎控除に関しては、

年収2,500万円以下の人にとっては控除額が今までより

単純に10万円アップすることで税負担が軽くなり、嬉しい

改正案になりますが、年収2,500万円を超える高額所得

者にとっては、これまで一律38万円差し引かれていた基

礎控除がいきなりゼロになってしまうわけですから、結果

的に税負担が一気にぐっと増えてしまい、厳しい改正案

になっていると言えるのではないかと思います。 

今回の税制改正で、基礎控除については次のように変

わりました！ 

〈基礎控除の見直し〉・・・平成32年分以後 

① 控除額を一律10万円引き上げられます（38万円→48
万円に！）。 

② 所得金額2,400万円超2,500万円以下の個人：控除額

が減額されます。 

③ 合計所得金額2,500万円超の個人：適用はありません

（基礎控除自体がなくなります）。 

検討されていた案と比べると、新たに年収2,400万円超～

年収2,500万円以下の人は控除額が減額されるかたちに

なりました。 

したがって、基礎控除のみを考えた場合、年収2,400万円

以下の人（控除額が10万円アップ）にとっては嬉しい改正

となりましたが、年収2,500万円を超える人（基礎控除の

適用なし）はもちろん、年収2,400万超～2,500万以下の

人（控除額が減額）にとっても厳しい改正となりました。 

２．給与所得控除 

1の説明で、年収2,400万円以下の会社員の方は、基礎

控除が今までより10万円増額になって嬉しい！と感じて

いたと思います。 

ところが、そうも言っていられません。1の基礎控除では

増額でしたが、給与所得控除については、逆に引き下げ

が検討されてきました。しかも、特に1,000万以上の高額

所得者については下げ幅が多くなるようでした。 

今回の税制改

正で、基礎控

除については

次のように変

わりました！ 

〈給与所得控

除の見直

し〉・・・平成32
年分以後 

① 控除額を

一律10万円引

き下げられま

す。 

② 年収850万円を超える人に上限額を設け、その上限

額が195万円に引き下げられます。 

この結果、基礎控除と給与所得控除を合わせて考える

と、会社員の方の場合、年収850万円を超える場合には

原則として増税になりますが（なぜ「原則として」なのか

給与等の収入金額 給与所得控除額 

1,800,000円以下 収入金額×40％ 

～3,600,000円以下 収入金額×30％+180,000円 

～6,600,000円以下 収入金額×20％+540,000円 

～10,000,000円以下 収入金額×10％+1,200,000円 

10,000,000円超 2,200,000円 
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は、このあと説明します(^-^)）、フリーランス、いわゆる個

人事業者として働く人にとってはおおむね減税になること

が分かります。 

高額所得の会社員の方にとっては厳しい内容ですが、政

府の「働き方改革」を後押しする観点からも、今後、多様

な働き方が当たり前になっていくことを考えると、自営業

者が減税に、高額所得の会社員を増税にというのは、今

の時流に沿ったものといえるかもしれません。 

■ 所得金額調整控除 

今回の改正では、子育てや介護をしている人に対して配

慮しようという観点から、年収850万円を超える人のうち、

同じ世帯の中に22歳以下の扶養親族や特別障害者控除

の対象となる扶養親族がいる人については、税金の負

担を増やさないようにする措置があります。 

その場合、給与所得の金額からつぎの〈調整額〉の金額

が控除されます。 

■ 計算例 

話はなんとなく分かったけど、じゃあ平成32年分からは今

と比べてどうなるの？ということで、ここでは簡単な計算

例で考えてみたいと思います。 

（ここでは、わかりやすく考えることを目的とするため、収

入は給与のみの会社員の場合とし、所得控除はあえて

基礎控除のみで設定しています。） 

【1】 年収660万円の場合 

（今） 

給与収入660万 － 給与所得控除（660万×20％）＋ 54
万 ＝ 給与所得474万 

所得金額474万 ー 基礎控除38万  ＝ 課税所得436万 

（平成32年分から） 

給与収入660万 － 給与所得控除（660万×20％）＋44万 

＝ 給与所得484万 

所得金額484万 ー 基礎控除（38万＋10万）＝ 課税所得

436万 

⇒増減はありません 

【2】 年収850万円の場合 

（今） 

給与収入850万 － 給与所得控除（850万×10％）＋ 120
万 ＝ 給与所得645万 

所得金額645万 ー 基礎控除38万 ＝ 課税所得607万 

（平成32年分から） 

給与収入850万 － 給与所得控除（850万×10％）＋110
万 ＝ 給与所得655万 

所得金額655万 ー 基礎控除（38万＋10万）＝ 課税所得

607万 

⇒増減はありません 

【3】 年収1,000万円の場合 

（今） 

給与収入1,000万 － 給与所得控除（1,000万×10％）＋ 

120万 ＝ 給与所得780万 

所得金額780万 ー 基礎控除38万 ＝ 課税所得742万 

（平成32年分から） 

給与収入1,000万 － 給与所得控除195万 ＝ 給与所得

805万 

所得金額805万 ー 基礎控除（38万＋10万）＝ 課税所得

757万 

⇒課税所得が＋15万となり、今より税金が高くなります 

【4】 年収2,450万円の場合 

（今） 

給与収入2,450万 － 給与所得控除220万 ＝ 給与所得

2,230万 

所得金額2,230万 ー 基礎控除38万 ＝ 課税所得2,192万 

（平成32年分から） 

給与収入2,450万 － 給与所得控除195万 ＝ 給与所得

2,255万 

所得金額2,255万 ー 基礎控除（38万＋10万ー16万）＝ 

課税所得2,223万 

⇒課税所得が＋31万となり、今より税金が高くなります 

【5】 年収2,500万円の場合 

（今） 

給与収入2,500万 － 給与所得控除220万 ＝ 給与所得

2,280万 

所得金額2,280万 ー 基礎控除38万 ＝ 課税所得2,242万 
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[取扱業務] 
 事業計画、キャッシュフ

ローコンサルティング 
 税務顧問・税務調査対策 
 法⼈設⽴ 
 各種セミナー 
 ITコンサルティング、HP作

成、SEO対策など 

（平成32年分から） 

給与収入2,500万 － 給与所得控除195万 ＝ 給与所得

2,305万 

所得金額2,305万 ー 基礎控除（38万＋10万ー32万）＝ 

課税所得2,289万 

⇒課税所得が＋47万となり、今より税金が高くなります 

【6】年収3,000万円の場合 

（今） 

給与収入3,000万 － 給与所得控除220万 ＝ 給与所得

2,780万 

所得金額2,780万 ー 基礎控除38万 ＝ 課税所得2,742万 

（平成32年分から） 

給与収入3,000万 － 給与所得控除195万 ＝ 給与所得

2,805万 

所得金額2,805万 ー 基礎控除（38万＋10万ー48万）＝ 

課税所得2,805万 

⇒課税所得が＋63万となり、今より税金が高くなります 

いかがですか？会社員の方の場合は、高額所得になる

ほど税金の負担が増えることがわかりますね…(>_<)。 

■ 前回のニュースレターで、 

とお伝えしました。 

最後に、この点についてもう少し解説しますね。 

ここ10年間、一貫して法人税は下がり続け、個人所得に

係る税金等（所得税、住民税、社会保険料）は上がり続

けています。 

ご存じの通り、法人成りをする節税面でのメリットは、個

人事業税や消費税の免税以外に、法人の利益を役員報

酬で圧縮することだと思いますが、法人の利益を役員報

酬で圧縮すると、個人の所得税がかかります。 

従来であれば、この個人の所得税は給与所得控除があ

るので、法人の法人税等と役員の所得税等を合算する

と、個人で事業を行う場合の事業所得にかかる所得税等

と比較すると法人を活用した方が税負担が軽かったんで

す。 

しかし、平成26年あたりから給与所得控除の額が減り始

め、かつ所得税率も上がっていきました。さらに社会保険

料率もどんどん上がってきましたので、その結果、法人

成りの効果が薄れてきました。 

具体的な金額で言うと、以前は役員報酬1,800万円とって

も効果があると言われていましたが、今では1,000万円以

上役員報酬を取ってしまうと、個人の所得税や社会保険

料の方が高くなっていまいます。 

役員報酬で法人税を圧縮されている方は、保険など別の

方法で圧縮した方がいいですね(^-^)。 

EMP税務会計事務所 
EMP⾏政書⼠事務所 
株式会社オフィスEMP 

- 

特に同族会社の社長は法人の利益の調整弁として役

員報酬を設定しているところがほとんどだと思います。 

そういう意味で言うと、利益の調整もほどほどにしなけ

ればなりませんね。 

そもそも、国際競争の強化の観点から法人税の実効税

率が既に30%まで下がっていますし、中小企業について

は税率軽減の関係でもっと低いです。と言う事は法人に

利益を出して、法人税を納めた方が有利だということが

言えます。 


