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300万円未満は6社､400万円未満は189社
平均年収｢全国ワースト500社｣ランキング
この問題は､いったいどれだけ深刻なのか
インテルを突如襲った｢致命的なバグ｣の実態
超満員｢酷電｣の時代には騒乱もあった
巨⼤ターミナル｢新宿｣は50年でこう変わった

国税庁の陣容強化は喫緊の課題なのに、逆に職員は減っています（写真︓barman / PIXTA）

所得税や法⼈税の空洞化は著しい。この2つの税を中⼼に悪質な申告漏れ
などが毎年、膨⼤に発⽣している。こうした深刻な状況の背景に「国税庁

｢強気の3⼈組｣が仮想通貨の未来を予測する
ビットコインの価格はいずれ10分の1になる
あなたの仕事､恋愛､婚活は⼤丈夫︖
｢睡眠負債｣が招きかねない4つの致命的ミス
※過去1週間以内の記事が対象

» 11〜30位はこちら

の陣容劣化」の問題があることを認識しておかなければならない。
戦後の経済成⻑に伴い、税務申告件数などが急増してきたが、それに対応
する国税庁の職員数は同庁発⾜時（1949年）より減っている。税務調査能
⼒をはじめとする徴税体制全般が劣化している。2017年度末の公債残⾼⾒
込み865兆円（財務省）という巨額の財政⾚字と国税庁の陣容劣化は表裏
⼀体の問題である。

知られていない巨額な申告漏れ
国税庁は主な税について毎年度、実地調査を⾏っている。申告所得税につ
いては毎年度、全申告者の1割前後を実地調査しており、全調査対象者の実
に6割以上で申告漏れなどの「⾮違（ひい）」が発⾒されている。追徴税額
（本税＋加算税）は毎年度1000億円を超しており、単純計算ではあるが、
全申告者を実地調査すれば、追徴税額はこの10倍の約1兆円に達すると⾒
込まれる。
拙著『税⾦格差』でも詳しく指摘しているが、相続税と贈与税の申告漏れ
はもっとひどい。相続税は毎年度、⾮違件数割合が8割を超え、追徴税額は
500億〜1000億円。毎年度の実地調査率は2割台だから、全申告者を実地
調査した場合、同様に毎年度の推計追徴税額は2000億〜4000億円になる
はずだ。
贈与税は毎年度、⾮違件数割合が9割以上で、60億〜100億円の追徴税額
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｢⽣産性32.0％向上｣というSlackの正体
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現代版の魔法｢ナッジ｣が⽇本に上陸
年収2,000万円以上の求⼈特集掲載中

普段あまり⾒ない求⼈をのぞいてみませんか
新たな提⾔｢スローマンデー｣って何?!

働くあなたが｢⽉曜午前｣を警戒すべき理由
いまだ私たちは｢地球の3分の2｣を知らない

深海､過酷な｢レース｣に挑む挑戦者達

が発⽣している。毎年度の実地調査率はわずか1％前後だから、全申告者を
実地調査したら、同様に毎年度6000億円前後の追徴税額が⾒込めるという
ことになる。
法⼈税の毎年度の⾮違件数割合は7割強で、追徴税額は2000億〜4000億
円。実地調査率は5％前後だから、全申告法⼈を実地調査すると追徴税額は
http://toyokeizai.net/articles/-/202696
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⽇本株が上昇した2017年。
2018年も投資妙味がある企
業は?『会社四季報』最新版
を基に銘柄ランキングを掲
載。来期増益率、⾼値余地、
⾼配当&優待…今が狙い⽬の
銘柄を探そう。

4兆〜8兆円にのぼると推計される。消費税では、個⼈事業者の実地調査率
は7％前後で、⾮違件数割合は7割前後。追徴税額は毎年度200億円強。全
申告者を実地調査した場合の追徴税額は3000億〜4000億円に上ると⾒ら
れる。
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→ 次ページ 消費増税の税収は5兆円と⾒られるが…
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る「レジェンド」こと葛⻄紀明選
⼿の「体と⼼をつくる」全秘訣を
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⼈⽣100年時代の国家戦略

何でも聞けると⼤好評の会計⼠試験無料相談
会を実施中。忙しくて時間がない⽅こそオス
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資格受験指導歴48年の実績を持つクレアールの専⾨アド
バイザーがあなたの悩みにお答えします

http://toyokeizai.net/articles/-/202696

何でも聞けると⼤好評の会計⼠試験無料相談
会を実施中。忙しくて時間がない⽅こそオス
スメです。
資格受験指導歴48年の実績を持つクレアールの専⾨アド
バイザーがあなたの悩みにお答えします

⼩泉進次郎と若⼿議員20⼈による
「激闘の500⽇」と、そこから⾒
えた「国家観」をドラマチックに
描き出す

避けられたかもしれない戦争

2/3

税の申告漏れが年7兆円超に及ぶ⽇本の現実 | 政策 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準

2018/1/5

27.9万

週刊東洋経済

1⽉5⽇（⾦）

トップ

ビジネス

政治・経済

政治・経済

マーケット

キャリア・教育

四季報オンライン

ストア

23.7万

セミナー

メルマガなどの会員特典

ライフ

検索

政策

税の申告漏れが年7兆円超に及ぶ⽇本の現実
きちんと納税されれば消費増税よりも集まる

« 前ページ

梶原 ⼀義 : ジャーナリスト
いいね︕ 1,017

次ページ »
2018年01⽉03⽇

シェア

ツイート

⼀覧

コメント

30

印刷

A

A

法⼈の実地調査率も5％前後で、⾮違件数割合は55〜57％。追徴税額は
400億円前後。これも全申告法⼈を実地調査した場合の追徴税額は1兆円前
後になるはずだ。
あくまでも単純計算だが、所得税、相続税、贈与税、法⼈税、消費税の年
間推計可能追徴税額を合計すると7兆〜11兆円になる。2019年10⽉に消費
税率が8％から10％に引き上げられると、税収が約5兆円増えると⾒られて
いる。とすると、所得税など諸税について税務調査がしっかり実施され、
きちんと納税されていれば⼈件費などもちろん相応の費⽤はかかるが、消
費税率を引き上げる必要はないということになる。

実地調査率の低下が⽌まらない
国税庁の法⼈に対する実地調査率（対象法⼈数に対する実地調査件数の割
合）は、1960年代には15％を超えていたが、グラフを⾒てわかるように、
2015年はわずか3.1％だ。個⼈に対する実地調査率もかつて2％台だったの
が、最近は1％台で推移している。これは国税庁（税務署）が年々増加して
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あなたの仕事､恋愛､婚活は⼤丈夫︖
｢睡眠負債｣が招きかねない4つの致命的ミス
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いる申告事案に忙殺されているのに、職員数が増えていないことによると
⾒られる。
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資産活⽤を考えるなら
データを置く場が｢新たな価値を⽣む場所｣へ

｢個性を⽣かす｣データセンターの選び⽅

戦後まもない1949（昭和24）年の⽇本の法⼈数は約20万社だった。それ
が2015年度は約264万社（国税庁資料による）と13倍にもなっている。そ

⿊船コミュニケーションツールが⽇本上陸

NASAも活⽤するSlackは何がスゴいのか︖

れに伴い、法⼈税・所得税など主な国税の申告件数は1949年に約800万件
だったのが、2013年に約2700万件と、64年間で約3.4倍になっている。
確かにコンピュータや通信機器などの著しい普及や⾼度化で、税務処理な

週刊東洋経済の最新号

⼈⽣100年時代と⽇本⼈の働き⽅

どのIT化の進展は⽬覚ましいようだが、⼈⼿でこなさなければならない業

http://toyokeizai.net/articles/-/202696?page=2

1/4

税の申告漏れが年7兆円超に及ぶ⽇本の現実 | 政策 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準

2018/1/5

⽇本の課題を英国の知性2⼈
が語り合う。1⼈は『ライ
フ・シフト』著者、リンダ・
グラットン⽒、もう1⼈は英
『エコノミスト』元編集⻑、
ビル・エモット⽒。｢従来の
働き⽅は崩壊｣｡

務もまだ多いはずだ。毎年初めの確定申告の時期における税務署の混雑状
況を⾒るだけでも、申告業務処理での忙殺ぶりが想像できる。
国税庁は2014年11⽉6⽇に、こう発表している。「2013年度における法
⼈税の実地調査件数は前年度⽐2.8％減の9万1000件で、記録が残る1967
年度以降、最も少なかった。調査⼿続きの透明化を⽬的とした改正国税通
則法が2013年に施⾏され、課税理由を⽂書で説明するなど事務量が増えた

STOREに⾏く

ことが影響している」と。ならば国税庁の陣容強化は喫緊の課題である。

Amazonで定期購読

ところが、同庁の職員数はむしろ減少している。同庁の定員数は発⾜時の
1949（昭和24）年6⽉に6万0495⼈だったのが、2017年度は5万5667⼈
と4828⼈も減っている。財政再建の旗振り役である財務省の外局だから⼈
員増は厳しいといった事情があるようだ。
業務量増加、職員数頭打ちのため、同庁の実地調査体制は後退を繰り返し
てきた。1949年の発⾜当初は、「全法⼈を毎年調査すること」を基本とし
ていたが、法⼈数の増加でそれを断念。⾼度成⻑初期の1960年代初頭まで
は「少なくとも3年に1度は調査を⾏う」循環調査体制を取っていた。
しかし、これも難しくなってきたため、規模の⼤きな法⼈を中⼼に調査す
る体制にシフト。1973（昭和48）年頃からは⾼額重点主義（⾼額・悪質な
不正計算が想定される法⼈などを重点的に調べる⽅針）を取り、今⽇に⾄
っている。

ツイート

@Toyokeizaiさんの

東洋経済オンライン
@Toyokeizai

→ 次ページ 今年調査を受けると次は30年後︖
←

1

2

3

→

コメント（30）

【つくば夫婦遺体､殺⼈と断定…鈍器で殴打か】
いずれも頭部の外傷による失⾎死（読売新
聞）toyokeizai.net/articles/-/203…

関連記事
所得1億円超の⾦持ちほど
税優遇される現実

6割強の会社が｢法⼈税｣を
納めていない本質

所得税の控除はなぜこうもフェアでないのか

固定資産税に翻弄される⼈たちの悲痛な叫び

給与明細で｢⼿取り｣だけ⾒る⼈は損している

内部留保をわかってない⼈に教えたい超基本

トピックボード

埋め込む

Twitterで表⽰

AD

働くあなたが｢⽉曜午前｣
を警戒すべき理由

｢個性を⽣かす｣データセ
ンターの選び⽅

トランプ政権の発⾜で崩壊した新世界秩序

避けられる退去者を出さないために

｢深海｣を舞台に世界と戦う､⽇本の勝算は︖

⼤成ユーレックの賃貸経営が選ばれる理由

東

東洋経済の書籍

新刊

ランキング

40歳を過ぎて最⾼の成果を
出せる「疲れない体」と「折
れない⼼」のつくり⽅
45歳で過去最⾼の成果を出し続け
る「レジェンド」こと葛⻄紀明選
⼿の「体と⼼をつくる」全秘訣を
初公開︕

トレンドライブラリー

AD

ロヒンギャの危機はまだ去っていない

新たな提⾔｢スローマンデー｣って何?!

⼀⼈ひとりにできる｢国境なき｣⼈道援助

働くあなたが｢⽉曜午前｣を警戒すべき理由

進化する学習スタイルと広がる教育内容

理⼯の⼒を基礎とする実務家の養成が使命

⼤学通信教育が社会⼈に選ばれる3つの理由

100周年の⽇⼤理⼯学部｡次の世紀を拓く

http://toyokeizai.net/articles/-/202696?page=2

⼈⽣100年時代の国家戦略
⼩泉進次郎と若⼿議員20⼈による
「激闘の500⽇」と、そこから⾒
えた「国家観」をドラマチックに
描き出す

避けられたかもしれない戦争

2/4

税の申告漏れが年7兆円超に及ぶ⽇本の現実 | 政策 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準

2018/1/5

27.9万

週刊東洋経済

1⽉5⽇（⾦）

トップ

ビジネス

政治・経済

政治・経済

マーケット

キャリア・教育

四季報オンライン

ストア

23.7万

セミナー

メルマガなどの会員特典

ライフ

検索

政策

税の申告漏れが年7兆円超に及ぶ⽇本の現実
きちんと納税されれば消費増税よりも集まる

« 前ページ

梶原 ⼀義 : ジャーナリスト
いいね︕ 1,017

2018年01⽉03⽇
シェア

ツイート

⼀覧

コメント

30

印刷

A

A

⾼額重点主義による実地調査率は、1980年代初め頃は10％前後だった。
調査率が1割程度ということは、⼀度調査を受けた法⼈の次の調査は、ほぼ
10年後という頻度（10年に⼀度）になる。最近のように3％前後だと30年
に⼀度であり、今年調査を受けると次の調査は30年後くらいになる。
実地調査では過去3年分程度の申告状況が調査されるが、30年に⼀度くら
いの頻度だと、調査がほとんど追いつかない。まして⾼額重点主義だと、
中⼩企業の多くは⼿つかずだろう。国税庁（税務署）の調査能⼒の低下が
⽌まらないから、そこにつけ込んで不正申告が減らないという⾯は確かに
あるはずだ。

シャウプ勧告も税務職員の増加を奨励
先にも触れたように、「税務調査の透明化」などを⽬的とする改正国税通
則法が2013年に施⾏され、国税庁の責任は⼤きくなっている。だが、国税
庁の活動を⽀える仕組みは貧弱である。

アクセスランキング

1時間 24時間 週間 ⽉間 いいね︕

300万円未満は6社､400万円未満は189社
平均年収｢全国ワースト500社｣ランキング
この問題は､いったいどれだけ深刻なのか
インテルを突如襲った｢致命的なバグ｣の実態
超満員｢酷電｣の時代には騒乱もあった
巨⼤ターミナル｢新宿｣は50年でこう変わった
｢強気の3⼈組｣が仮想通貨の未来を予測する
ビットコインの価格はいずれ10分の1になる
あなたの仕事､恋愛､婚活は⼤丈夫︖
｢睡眠負債｣が招きかねない4つの致命的ミス
※過去1週間以内の記事が対象

» 11〜30位はこちら

たとえば税務に関連する訴訟では、⽶国や英国では納税者側が⽴証責任を
負う。これに対して⽇本では課税庁（国税庁）側が⽴証責任を負うため、
職員の負担が⼤きい。「納税者の申告が適正か否か」を判断する法定資料
の提出を求めるうえで必要な資料情報制度も、官公庁の協⼒体制などを含
め、欧⽶諸国と⽐べると貧弱である。
⽶国をはじめ先進諸国には納税者番号制度が整備されている国が多いが、
⽇本にはなかったため預⾦等の⼝座の名寄せが不可能で、不正蓄財の⾒逃
しが多かった。2016年から始まった「マイナンバー（社会保障・税番号制
度）」で、どこまでしっかり取り締まれるかである。
国税庁は最近、富裕層の税逃れの監視に⼒を⼊れており、2014年に東
京・名古屋・⼤阪の各国税局に「超富裕層プロジェクトチーム」を設置し
た。⾼度な節税策による国際的な税逃れの防⽌を強めるためだ。東京国税
局ではその⼀環として、2016年に富裕層担当の「特別国税調査官」という
専⾨職員を⿇布・世⽥⾕・渋⾕の3税務署に配置。今後、配置先を増やして
いく。
そうした状況でもあるだけに、国税庁の活動を⽀える⼈員増強や⾏政⾯で
の仕組みの強化が急がれよう。格段の陣容強化や徴税⼒強化に向けた制度
整備が望まれる。
第2次世界⼤戦後、GHQ（連合国軍総司令部）は、⽶国からコロンビア⼤
学教授のカール・S・シャウプ博⼠ら7⼈の財政・経済学者からなる⽇本税
制使節団を招いた。
彼らが1949年にまとめた報告書は「シャウプ勧告」と呼ばれる。その内
容は『シャウプの税制勧告』（シャウプ税制研究会編、福⽥幸弘監修／霞
出版社）に詳しいが、税務当局の⼈員増加についても、このシャウプ勧告
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1枚のレポートが⼈の⼼を動かす

現代版の魔法｢ナッジ｣が⽇本に上陸
データを置く場が｢新たな価値を⽣む場所｣へ

｢個性を⽣かす｣データセンターの選び⽅
年収800万円以上も｡海外勤務特集掲載中

あなたの経験を海外で⽣かしてみませんか︖
こんなはずじゃなかった︕と現場が悲鳴

知らないと痛い⽬に｢スマホ活⽤｣の落とし⽳
新たな提⾔｢スローマンデー｣って何?!

働くあなたが｢⽉曜午前｣を警戒すべき理由

週刊東洋経済の最新号

2018 ⼤予測

のくだりが注⽬される。「所得税及び法⼈税の執⾏」の章中、［職員の増
http://toyokeizai.net/articles/-/202696?page=3
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250ページ、140テーマで
2018年を⼤胆予測。さら
に、2019年4⽉末に幕を下ろ
す｢平成30年間｣を総括。み
ずほFG佐藤康博社⻑、⽇⽴
製作所・中⻄宏明会⻑のイン
タビューも収録。

加］の項には、こうある。
「⼈事に関する（中略）⾏政上の改善の⼀切の
基となる基本的な要請は、税務職員の⼈数を増や
すことである。⼗分な数の税務職員を採⽤するの
を拒むことは［⼀⽂（いちもん）吝（おし）みの
銭失い］である。

STOREに⾏く

税務⾏政に⽀出される徴税費は、徴税額の著増

Amazonで定期購読

によって⼗分報いられる。（中略）例え、単に⽀
出された徴税費と徴税収納額のことだけを⾒て
も、終局の結果は確かに政府にとって有利となる
であろう。その上、もし租税措置が適正に施⾏さ
れれば、政府およびその法律について多くの収穫
が得られることになる」

『税⾦格差 』（クロスメディ
ア・パブリッシング）書影をクリ
ックするとアマゾンのサイトにジ
ャンプします

「公認会計士試験非常識
合格法」書籍プレゼント
シリーズ累計5万部突
破！無料プレゼント

「財政再建」「正常な徴税⾏政」を真剣に考えるなら、今⼀度、かみしめ

無料書籍プレゼント

なければならない⾔葉だろう。
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ツイート

@Toyokeizaiさんの

関連記事
所得1億円超の⾦持ちほど
税優遇される現実

6割強の会社が｢法⼈税｣を
納めていない本質

所得税の控除はなぜこうもフェアでないのか

固定資産税に翻弄される⼈たちの悲痛な叫び

給与明細で｢⼿取り｣だけ⾒る⼈は損している

内部留保をわかってない⼈に教えたい超基本
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東洋経済オンライン
@Toyokeizai
【つくば夫婦遺体､殺⼈と断定…鈍器で殴打か】
いずれも頭部の外傷による失⾎死（読売新
聞）toyokeizai.net/articles/-/203…
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⼊居率が⾼いアパートは
何が違うのか

⼤成ユーレックの賃貸経
営が選ばれる理由

増⻑する⾃⼰愛性パーソナリティ障害とは︖

ワンランク上のキャリアを⽬指しませんか︖

｢深海｣を舞台に世界と戦う､⽇本の勝算は︖

｢ルールは従うもの｣︖⽇本に蔓延する勘違い

埋め込む

Twitterで表⽰

東

⽂化服装学院／ファッション専⾨
学校
⽂化服装学院

トレンドライブラリー

HIS澤⽥秀雄｢速く歩けば⽣産
性は上がる｣

ハウステンボス再⽣の
裏にあった地道な改⾰
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地元を元気にするコレクティ
ブ･インパクト

全⽶を巻き込んだ取り
組みが横浜に上陸

新たな提⾔｢スローマンデー｣
って何?!

働くあなたが｢⽉曜午
前｣を警戒すべき理由

理⼯の⼒を基礎とする実務家
の養成が使命

100周年の⽇⼤理⼯学
部｡次の世紀を拓く

ロヒンギャの危機はまだ去っていない

データを置く場が｢新たな価値を⽣む場所｣へ

⼀⼈ひとりにできる｢国境なき｣⼈道援助

｢個性を⽣かす｣データセンターの選び⽅

こんなはずじゃなかった︕と現場が悲鳴

コラボレーションツールがビジネスを快適に

知らないと痛い⽬に｢スマホ活⽤｣の落とし⽳

｢⽣産性32.0％向上｣というSlackの正体

http://toyokeizai.net/articles/-/202696?page=3
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新刊

ランキング

40歳を過ぎて最⾼の成果を
出せる「疲れない体」と「折
れない⼼」のつくり⽅
45歳で過去最⾼の成果を出し続け
る「レジェンド」こと葛⻄紀明選
⼿の「体と⼼をつくる」全秘訣を
初公開︕

⼈⽣100年時代の国家戦略
⼩泉進次郎と若⼿議員20⼈による
「激闘の500⽇」と、そこから⾒
えた「国家観」をドラマチックに
描き出す

避けられたかもしれない戦争
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