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策。導⼊された舞台裏と、その効果を検証した。（ダイヤモンド・オンライン特任編集委員
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ヤクザマネーが株でボロ儲けの
態、その狡猾な⼿⼝とは

安倍晋三⾸相が掲げた「3％賃上げ」実現に向け、賃上げや設備投資に積極的な企業の法⼈税を減税す
改正が決まった。税の「アメとムチ」を使って⺠間企業の賃⾦に介⼊するというのは極めて異例の政
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る⼀⽅、業績がいいのに踏み切らない企業には租税特別措置などの減税を受けられないようにする税制

昨⽇

USJ再建の森岡毅が語る、マーケ
ィング下⼿な企業に⾜りない3つ
視点

4

製薬業界の花形職種に冬到来、
で希望退職に400⼈殺到

5

投信ブロガーが選んだ「投信ト
10」は外国株の低コスト商品に

⻄井泰
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政府与党のボルテージが上がる
所得拡⼤促進税制

同じホテルなのに料⾦が違う︖ - トリ
バゴでお得な宿を簡単検索

「これで内部留保をため込んできた経営者のマインドも賃上げに前向きになるはず」（宮沢洋⼀・⾃⺠
党税制調査会会⻑）

チトップ企業」の技術⼒
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「消費拡⼤のため、税制でやれることをやろうということ」（経産省幹部）

PR ⽇本政府が認めた「グローバル

ランキング

来年度の企業関連の税制改正を終え、政府与党の関係者が⼀段とボルテージを上げるのが、「所得拡
⼤促進税制」の改正だ。
http://diamond.jp/articles/-/155744
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2013年度から導⼊されていた制度だが、国内の設備投資を増やす条件を加えた⼀⽅で、賃上げにつ
いては、従来、給与⽀給総額が毎年、基準年（2012年度）を⼀定割合以上、上回っていることが必要
だったが、今回の改正では平均給与を前年度から3％以上増やすという条件だけにし、税額控除も12％

ランキング

から20％に増やした。さらに中⼩企業も、賃上げ幅などの条件を⼤企業より緩くして、減税が受けられ
るようにした。
「利⽤企業が1700社程度で頭打ちになり“息切れ感”があった。基準年度を上回って給与総額を毎年、
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な理由
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ヤクザマネーが株でボロ儲けの
態、その狡猾な⼿⼝とは

増やせる企業は限られていたからだ。しかし今回の改正で、これまで賃上げをしていなかった企業もや
ろうという気になって、裾野が広がるはず」と財務省の主税局幹部は⾔う。

減税のやり⽅まで
官邸から強い圧⼒

3

USJ再建の森岡毅が語る、マーケ
ィング下⼿な企業に⾜りない3つ
視点

安倍⾸相が経団連の榊原定征会⻑に「3％」という数値⽬標を掲げ異例の賃上げ要請をした昨年10⽉
の経済財政諮問会議が、改正に向けて動き出した“表向き”のスタートだった。

4

製薬業界の花形職種に冬到来、
で希望退職に400⼈殺到

5

投信ブロガーが選んだ「投信ト
10」は外国株の低コスト商品に

しかし⽔⾯下では、新年度予算に盛り込む新政策作りが始まった昨年6⽉頃から、官邸の⾸相秘書官
らから「指⽰」が⾶んでいた。
「消費を増やすような強⼒な“⽟”はないのか」「今ある制度でももっとブラッシュアップができないの
か」
官邸からの“圧⼒”は例年になく強かったという。

PR 「TOEIC(R) Program」で、な

「仕事の段取り⼒」も伸びるの

PR データを資産にできるか、意思

者の能⼒が問われている

減税のやり⽅でも、官邸からは税額控除ではなく、賃上げ企業には低い法⼈税率を適⽤するなど
▲

の“意向”が伝えられてきたという。

ランキング

「税率そのものを下げる⽅が分かりやすいし、アピールできるからということだった。だが、そんなこ
とまでしたら税制が歪んでしまう」と党税調の幹部は憤る。
http://diamond.jp/articles/-/155744?page=2
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効果が上がらないアベノミクスを
再び勢いづけるための “カード”
ランキング

「デフレ脱却」を掲げて、⽇銀の異次元緩和などによるアベノミクスが始まって5年⽬。景気拡⼤が続
いているとはいえ、ＧＤＰの平均の伸び率は実質1.6％程度と、かつての「不況期」並み。デフレ脱却
の象徴として掲げる「2％物価（上昇）⽬標」の実現時期も6回先送りされてきた。
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⽇本の⼥⼦⾼⽣がやたらと楽し
な理由
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ヤクザマネーが株でボロ儲けの
態、その狡猾な⼿⼝とは

当初のシナリオは、超⾦融緩和政策で「円安、株⾼」にすることで、輸出企業の収益や富裕層
の“懐”を豊かにすれば、⾬のしずくがしたたり落ちるように、働く⼈たちの所得も増えて消費が回復、
投資も増えて経済の好循環につなげるというものだった。
だが現実は、企業収益こそ⾼⽔準を続けてきたものの、賃⾦は増えず消費は低迷したまま。設備投資

3

も国内市場が縮⼩する中で、どれだけ政策をふかしても、「第2段⽬のロケット」に点⽕しない状況
だ。その⼀⽅で、企業の内部留保は12年度から5年間連続で過去最⾼を更新し続ける。

4

製薬業界の花形職種に冬到来、
で希望退職に400⼈殺到

5

投信ブロガーが選んだ「投信ト
10」は外国株の低コスト商品に

「そもそも、経済界に要請されて法⼈税率を下げたのに、企業は内部留保でずっとためこんでいる。こ
れでは世間は納得しない」（野⽥毅・前⾃⺠党税調会⻑）。

USJ再建の森岡毅が語る、マーケ
ィング下⼿な企業に⾜りない3つ
視点

こうした不満は与党からも聞こえてくる。
「トリクルダウン政策」の歪みがはっきりし、「⼈づくり⾰命」や「⽣産性⾰命」を新たに打ち出した

PR データを資産にできるか、意思

者の能⼒が問われている

ものの、効果はすぐに期待できない。そうした中で、税制の「アメとムチ」によって「3％賃上げ」を
果たして消費増につなげることが、「賞味期限切れ」と⾔われるアベノミクスに再び勢いをつける“カ
ード”というわけだ。

PR ⾃動改札機から発想した「ＡＩ

ジ」。レジ前の待ち時間を短縮
▲

だが、果たして効果は期待できるのだろうか。

ランキング

「3％」の賃上げが⾏われたのは、1994年（3.11％）が最後。2000年以降では2.2％が最⾼で、17年
春闘は1.98％だった（連合集計）。
次のページ
3％の賃上げ率⾃体も数字ありき >
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Amazon WorkSpaces
AWS の仮想デスクトップ。PC買い
替え不要で⾼速処理を実現。

「賃⾦抑制はいいことだ」と考
えた企業経営者たちの失敗

デジタル⼀辺倒でもダメ。マー
ケティングは「デジ×アナ」の
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投資の元⼿がない。その悩
みを解決する「成⻑のため
の最適化」

英語の接客において失礼に
当たらない“ホテル業界⽤
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ション
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医薬ライフサイクルを世界
標準で⽀援。⽇本の患者さ
んのために

⽇本企業が海外でＭ＆Ａを
成功させる秘訣

▲

世界有数の⾦融サービスグ
ループが期待する⽇本市場
の未来

最新記事
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効果が疑問視される「賃上げ促進税」導⼊の舞台裏
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A

印刷

Tweet
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A

3％という賃上げ率⾃体も
「数字ありき」が実態
ランキング

そもそも賃上げの基本になるのは、「⽣産性の上昇率」だ。
１時間

賃上げのメカニズムを簡単に説明すると、企業が⼟地や設備（技術）、労働⼒を使ってより効率よ
く、付加価値の⾼い（⾼く売れる）商品を作ることで、売り上げ（所得）を伸ばし、その結果として、

昨⽇

１週間

いいね

1

⽇本の⼥⼦⾼⽣がやたらと楽し
な理由

2

ヤクザマネーが株でボロ儲けの
態、その狡猾な⼿⼝とは

働き⼿に賃上げという形で分配される。
ここで重要なのは、⽣産性の上昇率の範囲内で、賃上げを実施するということだ。例えば70年代、⽶
国などでは、⽣産性の上昇率を超えた賃上げが⾏われために、不況下でのインフレを招き、⼀転して賃
⾦抑制政策に踏み切らざるを得なかった。⼀⽅、⽇本では、賃上げを⽣産性の上昇の範囲内に抑える

3

「⽣産性基準原理」のもとでの賃上げを労使が合意し、⽯油危機の苦境を乗り越えた。
だが、今の⽇本経済は、⽣産性上昇率や潜在成⻑率が0.5％程度。そうした中での「3％賃上げ」は、

4

製薬業界の花形職種に冬到来、
で希望退職に400⼈殺到

5

投信ブロガーが選んだ「投信ト
10」は外国株の低コスト商品に

かなり⾼いハードルだ。
昨年末にまとめられた今年度の政府経済⾒通しでは、実質成⻑率は1.8％増、個⼈消費は1.4％増を⾒

USJ再建の森岡毅が語る、マーケ
ィング下⼿な企業に⾜りない3つ
視点

込み、7⽉時点の1.4％、1.1％からそれぞれ上⽅修正された。「春闘の賃上げによる所得増加が消費を
押し上げる」ことなどを理由にしているが、その根拠は、いまいちはっきりしない。

PR データを資産にできるか、意思

者の能⼒が問われている

そもそも「3％」という賃上げ率⾃体も、関係者が語るのは「数値ありき」の内情だ。
「名⽬成⻑率3％を経済財政運営の前提としている以上、3％ぐらいは消費が伸びないといけない。その
いうことだ」（政府関係者）

チトップ企業」の技術⼒
▲

ためには賃上げも3％ぐらいはいかないと。それぐらいの意気込みでやってもらわなければならないと

PR ⽇本政府が認めた「グローバル

ランキング

1

http://diamond.jp/articles/-/155744?page=4

2

3

4

次のページ
「何もしないわけにいかないから」 >

4

5
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政府与党も「そんなに期待していない」
ただ何もしないわけにいかないから
ランキング

政府の財政健全化計画（経済再⽣シナリオ）では、2020年度のプライマリーバランス（基礎的財政
収⽀、国と地⽅）⿊字化の前提として、成⻑率は「名⽬3％以上、実質2％以上」を⾒込む。だがこの計
画⾃体が、⾼めの成⻑でかさ上げしたもので、今年中には「練り直し」が予定されている。

１時間

昨⽇

１週間

いいね

1

⽇本の⼥⼦⾼⽣がやたらと楽し
な理由

2

ヤクザマネーが株でボロ儲けの
態、その狡猾な⼿⼝とは

「現実離れした数字とは分かっていても、こうした前提でなければ財政健全化も、経済運営も回ってい
かない」（同）という事情があるのだ。
⼀⽅で、野⽥・前⾃⺠党税調会⻑はこう話す。

3

「減税制度を利⽤するかしないかは企業の判断だし、⽔をかける⾔い⽅をすれば、そう期待もしていな
い。かといって、政府が何もしないというわけにはいかない」
4

製薬業界の花形職種に冬到来、
で希望退職に400⼈殺到

5

投信ブロガーが選んだ「投信ト
10」は外国株の低コスト商品に

何やら、「2％物価⽬標」がおいそれと実現しないのは分かっていながら異次元緩和をやめられない
⽇銀と、構図は同じようだ。
成⻑率や物価、賃⾦が上がらなくなった背景には、⼈⼝減少による市場の縮⼩や、超⾼齢化による財
政負担の増加、将来不安といった国内事情に加え、海外ではグローバル競争の激化などの根深い構造問
題がある。
そうした現実から⽬を逸らし、根拠のあいまいな数値⽬標をかかげて鐘や太⿎ではやし⽴て、「期
待」や「マインド」に働きかける。それが「賞味期限」になれば、また「深掘り」と称して⼩⼿先の政
も「居⼼地」がいいから、根本的な問題解決の取り組みも⽌まってしまう──。

PR データを資産にできるか、意思

者の能⼒が問われている

PR ⽇本政府が認めた「グローバル

チトップ企業」の技術⼒
▲

策が打ち出される。当初は短期的な政策だったはずなのに、慢性化してしまう。⾦融緩和や減税は誰に

USJ再建の森岡毅が語る、マーケ
ィング下⼿な企業に⾜りない3つ
視点

ランキング

そもそも所得拡⼤促進税制も、導⼊された当初は、その年に予定されていた消費増税の家計への負担
増を緩和する狙いの「時限措置」だった。しかし、いつのまにか趣旨が変わり、増税が先送りされてき
た間ばかりか、さらに来年度から3年間も続く。まるで「3％賃上げ」は、「2％物価⽬標」の⼆の舞
だ。
中島みゆきの『永遠の嘘をついてくれ』にあった歌詞、「君よ永遠の嘘をついてくれ、いつまでも種
明かしをしないでくれ」を思い出す。だが、男⼥の愛に「永遠の嘘」はあっても、今の⽇本にその余裕
http://diamond.jp/articles/-/155744?page=5
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1

2

3

4

5

おすすめ記事
5

18年は「ユーロ＞ドル＞円」 1ドル1
円で1ユーロ150円超も

おすすめ会員限定記事

2018年の経済は2つの「反転」リスク
⼤きい

健康なのに急死も︕「⾎栓症」は予防に勝る⼿⽴てなし
USJ再建の森岡毅が語る、マーケティ
グ下⼿な企業に⾜りない3つの視点

「仕事を任せてはいけない⼈」5つのタイプ

出国税で財源400億円も観光業界に
待外れ」の懸念

関連記事

「情報の⾮対称性をＩＴで解決」リブ
ンス村上社⻑インタビュー[PR]
コスト削減だけが⽬的でクラウドを導
してはいけない[PR]
景気拡⼤なのに実質賃⾦が下が
るアベノミクスの本質

あなたの「⼿取り年収」、2018
年はこうなる︕

サラリーマン⼤増税時代︕2021
年までの「⼿取り年収」はこう
なる

「賃⾦抑制はいいことだ」と考
えた企業経営者たちの失敗

ソフトバンク孫社⻑の秘書とし
て、叩き込まれたデータ活⽤の
極意[PR]

巧妙な攻撃に備える「コグニテ
ィブ・セキュリティー」とは何
か[PR]

最新記事
スペシャル・インフォメーション

PR

速く、ぜいたくで、なににも似ていな
̶ベントレー・コンチネンタルGTが3
⽬に
⽇本の⼥⼦⾼⽣がやたらと楽しそうな
由

⾃動改札機から発想した
「ＡＩレジ」。レジ前の待
ち時間を短縮

投資の元⼿がない。その悩
みを解決する「成⻑のため
の最適化」

英語の接客において失礼に
当たらない“ホテル業界⽤
語”とは︖

為末⼤⽒対談・5Gでスポ
ーツ選⼿育成や観戦が⼤き
く変わる︕︖

⽼後の伴侶は妻か愛⼈か…57歳男性を
ます離婚とカネ
希望と⺠進の統⼀会派は「寄り合い所
帯」の再⽣産に過ぎない
要介護状態になっても⾃分らしく⽣活
きる「地域包括ケアシステム」の進化

注⽬の投資テーマは「ロボ
テック」⽇本発のファンド
開発に迫る︕

ビッグデータ時代における
医療のトランスフォーメー
ション

必要としている患者さん
へ、いち早い医薬品の実⽤
化をご⽀援

⽇本企業が海外でＭ＆Ａを
成功させる秘訣

約６０秒の簡単⼊⼒︕⾼値売却を追求
るソニー不動産の無料査定[PR]
▲
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