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GSユアサ、⾞載電池「EVよ
りHV」の舞台裏

2.

トランプ⽒「追加減税を検
討」 ⽶景気不安で財政刺激
策

3.

イタリア⾸相が⼤統領に辞表
提出、⾦融市場混乱も

その他

⾦融庁は積み⽴て型の少額投資⾮課税制度（つみたてNISA）で、企業が従業員に⽀給す
る奨励⾦を⾮課税にするよう財務省に求める。中⼩企業などが福利厚⽣の⼀環で⽀給し
ているが、今は給与所得として課税されている。時限措置になっているNISAの恒久化も
要望し、個⼈による⻑期の資産づくりを後押しする。
⾦融庁が⽉内にまとめる税制改正要望に盛り込む。つみたてNISAは年40万円までの投資
を上限に配当や売却益が⾮課税になる制度だ。⼀部の中⼩企業などでは従業員の資産づ
くりを⽀援するため、つみたてNISAの積⽴⾦に対して奨励⾦を⽀給している。
ただ、こうした奨励⾦は所得税などの課税対象になる。このため⾦融庁は⽉1000円を上
限に3年間の時限措置で⾮課税とすることを求める。奨励⾦制度がある企業では、つみた
てNISAの利⽤率が⾼まる傾向にあるという。
⾦融庁は時限措置になっているNISAの恒久化や期限の延⻑も求める⽅針だ。現在、⼀般
のNISAは2023年まで、つみたてNISAは37年までとなっている。
上場株式の相続税の評価も⾒直しを求める。評価額を決めるために平均株価をとる期間
を2年前まで延ばす。⻑期の平均と短期の平均で評価額が低いほうを選べる仕組みを求め
る。
 保存  共有  印刷
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館で9/23まで開催中
⽇経TEST
企業・団体試験
ご希望の⽇時と場所で実施できます。

⽇経のベテラン記者を講師に
経済や国際情勢など多彩な分野で専⾨性を持つ記者をご
紹介します





天気



プレスリリース検索

アカウント⼀覧

訂正・おわび



⽇経電⼦版へのご意⾒・ご要望



⽇本経済新聞社の関連サイト
⽇経IDの関連サイト

イベント・セミナー

教育・キャリア

 ⽇経イベンツガイド

 ⽇経の企業内研修

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48778340Q9A820C1EE8000/

各種サービス

3/4

2019/8/21

つみたてNISA、奨励⾦を⾮課税に

 ⽇経ホールと貸会議室

 ⽇経のグローバル⼈材育成

 ⽇経懇話会

 ⽇経TEST

 講演会向け講師紹介

 ⽇経キャリアNET 転職

⾦融庁が要望

:⽇本経済新聞

 ⽇経テレコン

 N-BRAND STUDIO

 ＮＥＥＤＳ

 ⽇本経済新聞の本

 Channel JAPAN

 ⽇経グローカル

 ⽇経チャンネル

⽇本経済新聞社について
会社情報・お知らせ | 記事利⽤ | 個⼈情報の取り扱い | 本社採⽤案内 | ⽇経グループ情報 | 新聞広告ガイド | 紙⾯紹介と購読案内 | 法⼈お問い合わせ窓⼝ | SNSアカウント⼀覧
⽇経電⼦版について
サイトポリシー | ヘルプセンター | FAQ・お問い合わせ | ご購読サポート | チャットサポート | 電⼦版広告ガイド | リンクポリシー | 著作権 | データ利⽤ | 個⼈情報 | 利⽤規
約 | サイトマップ | 訂正・おわび

Nikkei Inc. No reproduction without permission.

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48778340Q9A820C1EE8000/

4/4

