
第１条 大阪市市税条例（昭和２９年大阪市条例第１６号）の一部を次のように改正する。

附則第１３項の２中「第１０条第１項」を「第１０条第１項、第３項及び第４項」に、

「同項」を「これら」に改める。

附則第１３項の４中「第１０条第３項」を「第１０条第３項及び第４項」に、「同項」

を「これら」に改める。

第２条 大阪市市税条例の一部を次のように改正する。

第３５条の２第１項中「及び次条第１項」を「、次条及び附則第１２８項の３」に改

め、同項第１号中「第４１条第２項」を「第４１条第２項から第４項まで」に改め、同

項第２号ウ中「第１０条の５」を「第１０条の５の４」に、「第１０条の３の２」を「第

１０条の３の３」に改め、同項第３号中「第４１条の１９の５」を「第４１条の１９の４」に

改める。

第３５条の２の２第１項中「平成３５年度」を「平成３９年度」に、「平成２５年」を「平

成２９年」に改め、同項第１号中「若しくは第５項」を「から第５項まで若しくは第

１０項から第１２項まで」に改め、同項第２号中「第４１条の１９の５」を「第４１条の１９の

４」に改め、同条に次の１項を加える。

４ 所得割の納税義務者が、居住年が平成２６年から平成２９年までであつて、かつ、

租税特別措置法第４１条第３項第２号に規定する特定取得に該当する同条第１項に

規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有するときは、

第１項の規定の適用については、同項中「１００分の３」とあるのは「１００分の４．２」

と、「５８，５００円」とあるのは「８１，９００円」とする。

第３５条の４中「又は第５３条の１８第１項」を「、第５３条の１８第１項又は第５３条の１８

の２第１項」に改める。

議 案 第２０２号

大阪市市税条例の一部を改正する条例案
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第３５条の４の２第２項中「前条」を「第３５条の４」に改め、同条を第３５条の４の

３とし、第３５条の４の次に次の１条を加える。

第３５条の４の２ 平成２６年度から平成５０年度までの各年度分の個人の市民税につい

ての第３５条の３第１項及び第２項並びに前条（これらの規定を次条の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用については、第３５条の３第２項

第１号の表中「１００分の８５」とあるのは「１００分の８４．８９５」と、「１００分の８０」とあ

るのは「１００分の７９．７９」と、「１００分の７０」とあるのは「１００分の６９．５８」と、「１００

分の６７」とあるのは「１００分の６６．５１７」と、「１００分の５７」とあるのは「１００分の

５６．３０７」と、「１００分の５０」とあるのは「１００分の４９．１６」と、前条第３号中「１００

分の５０」とあるのは「１００分の４９．１６」と、同条第４号中「１００分の６０」とあるの

は「１００分の５９．３７」と、同条第５号中「１００分の７５」とあるのは「１００分の７４．６８５」

とする。

第５１条の２第１項中「を当該年度」を「を当該年度の初日の属する年」に改める。

第５１条の５第１項中「特別徴収対象年金所得者に係る」を「特別徴収対象年金所

得者に係る年金所得に係る特別徴収税額及び」に改める。

第５１条の８第１項中「当該年度の前年度において第５１条の２第１項の規定により

特別徴収の方法によつて徴収された年金所得に係る特別徴収税額（同条第２項の規

定により当該年金所得に係る特別徴収税額に加算した所得割額がある場合にあつて

は、当該所得割額を控除した額）に相当する額」を「当該特別徴収対象年金所得者

に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々

年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額（当該特別徴収

対象年金所得者に係る均等割額を第４８条第１項の規定により特別徴収の方法によつ

て徴収した場合においては、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額）の

２分の１に相当する額（当該額に１００円未満の端数があるときはその端数金額を切

り捨て、当該額が１００円未満であるときは１００円とする。）」に改める。

２



第５１条の９中「前条第３項」を「第５１条の８第３項」に改め、同条を第５１条の１０

とし、第５１条の８の次に次の１条を加える。

（特別徴収対象年金所得者が市外に転出した場合の取扱い）

第５１条の９ 特別徴収対象年金所得者が当該年度の初日において市内に住所を有し

ない場合には、第５１条の２の規定にかかわらず、当該特別徴収対象年金所得者の

年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しない。

２ 前項の場合において、同項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市

民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る

所得割額及び均等割額の合算額から前条第１項の規定により特別徴収の方法によ

つて徴収された年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額を第４３条の納期のう

ち当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の３月３１日までの間に到来する

ものにおいて普通徴収の方法によつて徴収する。

３ 当該年度の初日の属する年の末日までに前条第３項において読み替えて準用す

る第５１条の５第１項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対す

る通知を行つた場合において、当該特別徴収対象年金所得者が当該年の翌年の１

月１日において市内に住所を有しないときは、前条第１項の規定による当該特別

徴収対象年金所得者に係る当該年度の翌年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額

の特別徴収の方法による徴収を行わない旨を当該特別徴収対象年金所得者又は当

該年金保険者に通知する。

第５３条の３中「の法人税割及び利子割」を削る。

第５３条の４の３中「から前条第２項まで（同条第１項及び第２項」を「及び第５３

条の４の規定並びに前条第１項及び第２項（これら」に改める。

第５３条の１５の２の見出しを「（上場株式等に係る配当所得等の課税の特例）」に

改め、同条第１項中「及び次項」及び「おいて、当該上場株式等の配当等の支払を

受けるべき年の翌年の４月１日の属する年度分の市民税について当該上場株式等の
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配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある

第３１条第１１項に規定する申告書を提出したとき」を削り、「配当所得については、

同条第１項」を「利子所得及び配当所得については、第３１条第１項」に、「配当所

得の金額（以下」を「利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるとこ

ろにより計算した金額（以下」に、「上場株式等に係る配当所得」を「上場株式等

に係る配当所得等」に、「課税配当所得」を「課税配当所得等」に改め、同条第２

項中「所得割」を「前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定す

る特定上場株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」とい

う。）に係る配当所得に係る部分は、所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の

配当等の支払を受けるべき年の翌年の４月１日の属する年度分の市民税について特

定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨

の記載のある第３１条第１１項に規定する申告書を提出した場合に限り適用するものと

し、所得割」に、「上場株式等」を「特定上場株式等」に、「第３１条第１項」を「同

条第１項」に改め、同条第３項第２号中「配当所得」を「配当所得等」に改め、同

項第３号中「配当所得の金額」」を「配当所得等の金額」」に、「（同項」を「（同条

第２項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定に

より同条第１項」に、「課税配当所得」を「課税配当所得等」に改め、同項第４号

中「配当所得」を「配当所得等」に改める。

第５３条の１６の２第１項中「附則第１２７項の５」を「附則第１２７項の６」に改め、同

条第３項中「又は第３７条の９の２から第３７条の９の５まで」を「、第３７条の９の４

又は第３７条の９の５」に改める。

第５３条の１８の見出しを「（一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）」に改め、

同条第１項中「株式等に」を「一般株式等に」に改め、「当該所得割の納税義務者

が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得

金額に係る所得の金額（第３１条第１３項の規定により同条第１２項の規定の適用を受け
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ないものを除く。）を除外して算定する。」を削り、「附則第３５条の２第６項」を「附

則第３５条の２第５項」に改め、同条第２項中「所得割の納税義務者が」を「租税特

別措置法第３７条の１０第１項に規定する一般株式等を有する所得割の納税義務者が当

該一般株式等につき」に、「租税特別措置法第３７条の１０第３項各号に掲げる金額

（所得税法第２５条第１項の規定に該当する部分の金額を除く。）その他政令で定め

る事由により交付を受ける政令で定める金額並びに租税特別措置法第４条の４第３

項、第３７条の１０第４項並びに」を「同条第３項及び第４項並びに同法」に改め、「に

規定する交付を受ける金額（これら」を削り、「同法第３７条の１０第１項」を「所得

税法及び租税特別措置法第２章の規定の適用上同法第３７条の１０第３項及び第４項並

びに第３７条の１４の３第１項及び第２項」に、「株式等」を「一般株式等」に改め、

「に相当する部分に限る。）」を削り、同条中第３項を削り、同条第４項第２号か

ら第４号までの規定中「株式等」を「一般株式等」に改め、同項を同条第３項とす

る。

第５３条の１８の５第１項中「平成２２年度分」を「平成２９年度分」に、「第５３条の１８

第１項後段」を「第５３条の１８の２第１項後段」に、「配当所得」を「配当所得等」

に改め、同条第２項中「第３７条の１１の３第２項に規定する上場株式等の譲渡のうち

同法」を削り、「第５３条の１８第１項に規定する株式等」を「第５３条の１８の２第１項

に規定する上場株式等」に改め、同条第４項中「配当所得の」を「計算した」に改

め、「以下」を削り、「第５３条の１８の５第１項」を「第５３条の１８の６第１項」に改

め、同条第５項中「第５３条の１８第１項後段」を「第５３条の１８の２第１項後段」に、

「株式等に係る譲渡所得等」を「上場株式等に係る譲渡所得等」に、「配当所得」

を「配当所得等」に改め、同条第７項中「第５３条の１８第１項から第３項まで」を

「第５３条の１８の２第１項及び第２項」に、「配当所得の」を「計算した」に改め、

「以下」を削り、「第５３条の１８の５第５項」を「第５３条の１８の６第５項」に、「第５３

条の１８第１項中」を「第５３条の１８の２第１項中」に改め、同条第８項中「第５３条の
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１８の５第６項」を「第５３条の１８の６第６項」に改め、同条第９項中「第３７条の１２の

２第１１項（同法第３７条の１３の２第７項」を「第３７条の１２の２第９項（同法第３７条の

１３の２第１０項」に、「第５３条の１８の５第８項」を「第５３条の１８の６第８項」に改め、

同条を第５３条の１８の６とする。

第５３条の１８の４第１項中「配当所得」を「利子所得の金額及び配当所得」に、「以

外の」を「以外の利子等（所得税法第２３条第１項に規定する利子等をいう。）及び」

に改め、同条を第５３条の１８の５とする。

第５３条の１８の３第１項中「同条第２項」を「同法第３７条の１１の２第１項」に改め、

同条を第５３条の１８の４とする。

第５３条の１８の２第１項中「第３７条の１０の２第１項」を「第３７条の１１の２第１項」

に、「特定管理株式（」を「特定管理株式等（」に、「特定管理株式」」を「特定管

理株式等」」に、「又は同項」を「、同条第１項」に、「が株式」を「又は同条第１

項に規定する特定口座内公社債（以下この項において「特定口座内公社債」とい

う。）が株式又は同法第３７条の１０第２項第７号に規定する公社債」に、「同項各号」

を「同法第３７条の１１の２第１項各号」に、「ことは当該特定管理株式又は特定保有

株式」を「ことは当該特定管理株式等、特定保有株式又は特定口座内公社債」に改

め、「（金融商品取引法第２８条第８項第３号イに掲げる取引の方法により行うもの

を除く。以下この項及び次項において同じ。）」を削り、「金額は当該特定管理株式

又は特定保有株式」を「金額は第５３条の１８の６第２項に規定する上場株式等」に、

「及び前条」を「、前条及び第５３条の１８の６」に改め、同条第２項中「第３７条の１０

の２第１項」を「第３７条の１１の２第１項」に、「特定管理株式」を「特定管理株式

等」に、「これに類するものとして政令で定めるものを含む」を「同法第３７条の１１

の２第２項に規定する譲渡をいう」に、「及び次条」を「及び次条から第５３条の１９

まで」に、「第５３条の２０」を「第５３条の２０第２項」に改め、同条を第５３条の１８の３

とし、第５３条の１８の次に次の１条を加える。
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（上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）

第５３条の１８の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３７条

の１１第１項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場

株式等に係る譲渡所得等については、第３１条第１項及び第２項並びに第３３条の規

定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等

の金額として政令で定めるところにより計算した金額（当該所得割の納税義務者

が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所

得金額に係る所得の金額（第３１条第１３項の規定により同条第１２項の規定の適用を

受けないものを除く。）を除外して算定する。以下この項において「上場株式等

に係る譲渡所得等の金額」という。）に対し、法附則第３５条の２の２第５項に規

定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額の１００分の３に相当する金額に相

当する所得割を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額

の計算上生じた損失の金額があるときは、市民税に関する規定の適用については、

当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

２ 租税特別措置法第３７条の１１第２項に規定する上場株式等（次条第１項及び第５３

条の２０第１項において「上場株式等」という。）を有する所得割の納税義務者が

当該上場株式等につき交付を受ける同法第４条の４第３項、第３７条の１１第３項及

び第４項並びに第３７条の１４の３第１項及び第２項の規定により所得税法及び租税

特別措置法第２章の規定の適用上同法第４条の４第３項、第３７条の１１第３項及び

第４項並びに第３７条の１４の３第１項及び第２項に規定する上場株式等に係る譲渡

所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する上場株式等に係る譲

渡所得等に係る収入金額とみなして、市民税に関する規定を適用する。

３ 前条第３項の規定は、第１項の規定の適用がある場合について準用する。この

場合において、同条第３項中「第５３条の１８第１項」とあるのは「第５３条の１８の２

第１項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に
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係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第

３７条の１１第６項の規定により読み替えて準用される同法」と、「一般株式等に係

る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金

額」と読み替えるものとする。

第５３条の１９第１項中「及び第４項」を「及び第５項」に改め、「（第４項におい

て「適用期間」という。）」を削り、同条第７項中「第３項」を「第５項」に、「第

３７条の１３の２第７項」を「第３７条の１３の２第１０項」に、「第３７条の１２の２第１１項」

を「第３７条の１２の２第９項」に、「第５３条の１９第６項」を「第５３条の１９第８項」に

改め、同項を同条第９項とし、同条第６項中「おいて第３項」を「おいて第５項」

に、「第５３条の１９第４項」を「第５３条の１９第６項」に、「同条第３項」を「同条第

５項」に改め、同項を同条第８項とし、同条第５項中「第３項の規定の適用がある

場合における第５３条の１８第１項から第３項まで」を「第５項の規定の適用がある場

合における第５３条の１８第１項及び第２項並びに第５３条の１８の２第１項及び第２項」

に、「同条第１項」を「第５３条の１８第１項」に、「第５３条の１９第３項」を「第５３条

の１９第５項」に、「場合には」を「場合には、その適用後の金額。」と、第５３条の１８

の２第１項中「計算した金額（」とあるのは「計算した金額（第５３条の１９第５項の

規定の適用がある場合には」に改め、同項を同条第７項とし、同条第４項中「前

項」を「第３項及び前項」に、「附則第３５条の３第１２項」を「附則第３５条の３第１６

項」に改め、同項を同条第６項とし、同条第３項中「金額（」を「金額（第３項又

は」に、「第６項」を「第８項」に、「株式等に係る譲渡所得等の金額を限度とし

て、当該株式等」を「一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び第５３条の１８の２第１

項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（第３項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額。以下この項において同じ。）を限度として、当該一般株

式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等」に改め、同項を同条第５項とし、同

条中第２項の次に次の２項を加える。
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３ 所得割の納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該特定株式に係る

譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第３７条第１項又は第

３項の規定による申告書（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達さ

れる時までに提出されたもの及びその時までに提出された第３８条第１項の確定申

告書を含む。）に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項につい

て記載があるとき（これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない

理由があると市長が認めるときを含む。）に限り、第５３条の１８第１項後段の規定

にかかわらず、当該納税義務者の第５３条の１８の２第１項に規定する上場株式等に

係る譲渡所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の

計算上控除する。

４ 前項の規定の適用がある場合における第５３条の１８の２第１項から第３項までの

規定の適用については、同条第１項中「計算した金額（」とあるのは、「計算し

た金額（第５３条の１９第３項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額と

し、」とする。

第５３条の２０第１項中「の株式等」を「の上場株式等」に改め、同条第２項中「上

場株式等（同法第３７条の１１の３第２項に規定する上場株式等をいう。）」を「株式

等」に改め、「並びに法附則第３５条の２第９項の規定」を削る。

第５５条中「第４１条第１５項に」を「第４１条第１４項に」に改め、同条ただし書中「附

則第４１条第１５項各号」を「附則第４１条第１４項各号」に改める。

第６４条に次の１項を加える。

４ 法附則第１５条第３７項の条例で定める割合は、３分の２とする。

第７２条の２の４第１項中「とする年度分」を「とする年度分（当該耐震基準適合

住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第７条

第２号又は第３号に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物であつた場合にあつては、

当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の１月１日を賦課期日とする年度から
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２年度分）」に改める。

第７２条の２の５第１項及び第２項並びに第７２条の２の６第１項及び第２項中「平

成２５年３月３１日」を「平成２８年３月３１日」に改める。

第１３６条中「第４１条第１５項」を「第４１条第１４項」に改める。

附則第１３項の２中「、第３項及び第４項」を削り、「延滞金の」を「延滞金の年

１４．６パーセントの割合及び」に、「これら」を「同項」に、「各年の前年の１１月３０日

を経過する時における日本銀行法第１５条第１項第１号の規定により定められる商業

手形の基準割引率に年４パーセントの割合を加算した割合をいう。以下本項及び次

項」を「当該年の前年に租税特別措置法第９３条第２項の規定により告示された割合

に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項から附則第１４項まで」

に、「その年」を「その年（以下この項及び次項において「特例基準割合適用年」

という。）」に、「当該特例基準割合（当該特例基準割合に０．１パーセント未満の端

数があるときは、これを切り捨てる。）」を「年１４．６パーセントの割合にあつては当

該特例基準割合適用年における特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した

割合とし、年７．３パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年１パーセント

の割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合

には、年７．３パーセントの割合）」に改める。

附則第１４項から第１８項までを削り、附則第１３項の７中「第９項」を「第１０項」に

改め、同項を附則第１８項とし、附則第１３項の６を附則第１７項とし、附則第１３項の５

を附則第１６項とし、附則第１３項の４中「附則第１３項の２」を「附則第１３項の３」に

改め、同項を附則第１５項とし、附則第１３項の３中「（当該特例基準割合に０．１パーセ

ント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）」を削り、同項を附則第１４項

とし、附則第１３項の２の次に次の１項を加える。

１３の３ 当分の間、第１０条第３項及び第４項に規定する延滞金の年７．３パーセント

の割合は、これらの規定にかかわらず、特例基準割合適用年中においては、当該
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特例基準割合適用年における特例基準割合とする。

附則第１２７項の２の前の見出しを「（東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に

係る譲渡期限の延長等の特例）」に改め、同項を次のように改める。

１２７の２ その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災に

より滅失（震災特例法第１１条の６第１項に規定する滅失をいう。以下この項及び

次項において同じ。）をしたことによつてその居住の用に供することができなく

なつた所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されてい

た土地等（同項に規定する土地等をいう。次項において同じ。）の譲渡（震災特

例法第１１条の４第６項に規定する譲渡をいう。次項において同じ。）をした場合

には、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句として、第３５条の２、第５３条の１６の２又は第５３条の１６の４の規

定を適用する。

第３５条の２

第１項第２

号イ

第３１条の３ 第３１条の３（東日本大震災の被災者等に係る

国税関係法律の臨時特例に関する法律第１１条

の６第１項の規定により適用される場合を含

む。）

第５３条の１６

の２第３項

第３５条の２まで、

第３６条の２、第３６

条の５

第３４条の３まで、第３５条（東日本大震災の被

災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関す

る法律第１１条の６第１項の規定により適用さ

れる場合を含む。）、第３５条の２、第３６条の

２若しくは第３６条の５（これらの規定が東日

本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律第１１条の６第１項の規定

により適用される場合を含む。）

第５３条の１６ 租税特別措置法第 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律
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附則第１２７項の５を附則第１２７項の６とし、附則第１２７項の４中「市民税の」を削

り、同項を附則第１２７項の５とし、附則第１２７項の３中「前項の規定は、同項」を

「前２項の規定は、これら」に、「、前項」を「、これら」に改め、同項を附則第

１２７項の４とし、附則第１２７項の２の次に次の１項を加える。

１２７の３ その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災に

より滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつた所得割

の納税義務者（以下この項において「被相続人」という。）の相続人（震災特例

法第１１条の６第２項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ。）が、

当該滅失をした旧家屋（同条第２項に規定する旧家屋をいう。以下この項におい

て同じ。）の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合（当該譲渡の時ま

での期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供してい

ない場合に限る。）における当該土地等（当該土地等のうちにその居住の用に供

することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が

所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るも

のに限る。以下この項において同じ。）の譲渡については、当該相続人は、当該

旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所

有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地

等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた第

３５条の２、第５３条の１６の２又は第５３条の１６の４の規定を適用する。

附則第１２８項及び第１２８項の２を次のように改める。

（東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例）

１２８ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第１３条第１項の規定

の４第１項 ３１条の３第１項 の臨時特例に関する法律第１１条の６第１項の

規定により適用される租税特別措置法第３１条

の３第１項
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の適用を受けた場合における第３５条の２及び第３５条の２の２の規定の適用につい

ては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。

第３５条の２

第１項

租税特別措置法第

４１条又は第４１条の

２の２

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律第１３条第１項の規定

により読み替えて適用される租税特別措置法

第４１条又は同項の規定により適用される租税

特別措置法第４１条の２の２

第３５条の２

第１項第１

号

租税特別措置法第

４１条第２項から第

４項まで若しくは

第４１条の２

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律第１３条第１項の規定

により読み替えて適用される租税特別措置法

第４１条第２項から第４項まで若しくは東日本

大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時

特例に関する法律第１３条第１項の規定により

適用される租税特別措置法第４１条の２

第３５条の２

第１項第３

号

租税特別措置法第

４１条、第４１条の２

の２、

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律第１３条第１項の規定

により読み替えて適用される租税特別措置法

第４１条、同項の規定により適用される租税特

別措置法第４１条の２の２若しくは租税特別措

置法

第３５条の２

の２第１項

租税特別措置法第

４１条又は第４１条の

２の２

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律第１３条第１項の規定

により読み替えて適用される租税特別措置法

第４１条又は同項の規定により適用される租税
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１２８の２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第１３条第３項若

しくは第４項又は第１３条の２第１項から第６項までの規定の適用を受けた場合に

おける第３５条の２及び第３５条の２の２の規定の適用については、次の表の左欄に

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とし、

同条第４項の規定は、適用しない。

特別措置法第４１条の２の２

第３５条の２

の２第１項

第１号

租税特別措置法第

４１条第２項から第

５項まで若しくは

第１０項から第１２項

まで若しくは第４１

条の２

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律第１３条第１項の規定

により読み替えて適用される租税特別措置法

第４１条第２項から第５項まで若しくは第１０項

から第１２項まで若しくは東日本大震災の被災

者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する

法律第１３条第１項の規定により適用される租

税特別措置法第４１条の２

第３５条の２

の２第１項

第２号

租税特別措置法第

４１条、第４１条の２

の２、

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律第１３条第１項の規定

により読み替えて適用される租税特別措置法

第４１条、同項の規定により適用される租税特

別措置法第４１条の２の２若しくは租税特別措

置法

第３５条の２

の２第２項

第２号

租税特別措置法第

４１条の２の２

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律第１３条第１項の規定

により適用される租税特別措置法第４１条の２

の２

１４



第３５条の２

第１項第１

号

又は阪神・淡路大

震災の被災者等に

係る国税関係法律

の臨時特例に関す

る法律第１６条第１

項から第３項まで

、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関

係法律の臨時特例に関する法律第１６条第１項

から第３項まで又は東日本大震災の被災者等

に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

第１３条第３項若しくは第４項若しくは第１３条

の２第１項から第６項まで

住宅借入金等の金

額

住宅借入金等の金額（東日本大震災の被災者

等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法

律第１３条第３項又は第４項の規定の適用を受

ける者の有する平成２３年から平成２７年までの

居住年に係る同条第５項第１号に規定する新

規住宅借入金等の金額を除く。）

当該金額 当該住宅借入金等の金額

これらの規定 租税特別措置法第４１条第２項から第４項まで

若しくは第４１条の２、阪神・淡路大震災の被

災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関す

る法律第１６条第１項から第３項まで又は東日

本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律第１３条第３項若しくは第

４項若しくは第１３条の２第１項から第６項ま

での規定

計算した同項 計算した租税特別措置法第４１条第１項

第３５条の２

の２第１項

第１号

又は阪神・淡路大

震災の被災者等に

係る国税関係法律

、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関

係法律の臨時特例に関する法律第１６条第１項

から第３項まで又は東日本大震災の被災者等
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附則第１２８項の２の次に次の１項を加える。

１２８の３ 前項の場合において、当該納税義務者が平成２６年から平成２９年までの居

住年に係る租税特別措置法第４１条第１項に規定する住宅借入金等（居住年が平成

２６年である場合には、その同項に規定する居住日が平成２６年４月１日から同年１２

月３１日までの期間内の日であるものに限る。）の金額を有するときは、前項の規

定により読み替えて適用される第３５条の２の２第１項中「１００分の３」とあるの

は「１００分の４．２」と、「５８，５００円」とあるのは「８１，９００円」とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。

� 第２条中大阪市市税条例第３５条の２第１項第２号ウの改正規定（「第１０条の３

の２」を「第１０条の３の３」に改める部分に限る。）及び同条例第７２条の２の４

第１項の改正規定 市長が定める日

� 第２条中大阪市市税条例第３５条の２第１項第２号ウの改正規定（「第１０条の

５」を「第１０条の５の４」に改める部分に限る。）、同項第３号、同条例第３５条

の２の２第１項第２号及び第３５条の４の２第２項の改正規定、同条を同条例第３５

条の４の３とし、同条例第３５条の４の次に１条を加える改正規定並びに同条例第

５３条の１６の２の改正規定並びに同条例附則第１４項から第１８項までを削る改正規定、

同条例附則第１３項の７の改正規定、同項を同条例附則第１８項とする改正規定、同

条例附則第１３項の６を同条例附則第１７項とする改正規定、同条例附則第１３項の５

を同条例附則第１６項とする改正規定、同条例附則第１３項の４の改正規定、同項を

の臨時特例に関す

る法律第１６条第１

項から第３項まで

に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

第１３条第３項若しくは第４項若しくは第１３条

の２第１項から第６項まで
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同条例附則第１５項とする改正規定、同条例附則第１３項の３の改正規定、同項を同

条例附則第１４項とする改正規定、同条例附則第１３項の２の次に１項を加える改正

規定、附則第１２７項の２の前の見出し及び同項の改正規定、同条例附則第１２７項の

５を同条例附則第１２７項の６とする改正規定、同条例附則第１２７項の４の改正規定、

同項を同条例附則第１２７項の５とする改正規定、同条例附則第１２７項の３の改正規

定並びに同項を同条例附則第１２７項の４とし、同条例附則第１２７項の２の次に１項

を加える改正規定並びに次項、附則第３項及び第６項の規定 平成２６年１月１日

� 第２条中大阪市市税条例第３５条の２第１項各号列記以外の部分及び同項第１号

の改正規定、同条例第３５条の２の２の改正規定（同条第１項第２号に係る部分を

除く。）及び同条例第５３条の２０第２項の改正規定並びに同条例附則第１２８項及び第

１２８項の２の改正規定並びに同項の次に１項を加える改正規定並びに附則第５項

及び第７項の規定 平成２７年１月１日

� 第２条中大阪市市税条例第５３条の３、第５３条の４の３、第５５条及び第１３６条の

改正規定 平成２８年１月１日

� 第２条中大阪市市税条例第５１条の２第１項、第５１条の５第１項、第５１条の８第

１項及び第５１条の９の改正規定並びに同条を同条例第５１条の１０とし、同条例第５１

条の８の次に１条を加える改正規定並びに附則第４項の規定 平成２８年１０月１日

� 第２条中大阪市市税条例第３５条の４、第５３条の１５の２、第５３条の１８及び第５３条

の１８の５の改正規定、同条を同条例第５３条の１８の６とする改正規定、同条例第５３

条の１８の４第１項の改正規定、同条を同条例第５３条の１８の５とする改正規定、同

条例第５３条の１８の３第１項の改正規定、同条を同条例第５３条の１８の４とする改正

規定、同条例第５３条の１８の２の改正規定、同条を同条例第５３条の１８の３とし、同

条例第５３条の１８の次に１条を加える改正規定、同条例第５３条の１９の改正規定

（「（第４項において「適用期間」という。）」を削る部分を除く。）及び第５３条の

２０第１項の改正規定並びに附則第８項から第１０項までの規定 平成２９年１月１日
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（延滞金及び還付加算金に関する経過措置）

２ 第２条の規定による改正後の大阪市市税条例（以下「新条例」という。）附則第

１３項の２から第１４項までの規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成２６年１月１日

以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについて

は、なお従前の例による。

（市民税に関する経過措置）

３ 新条例第３５条の４の２及び第３５条の４の３第２項の規定は、平成２６年度以後の年

度分の個人の市民税について適用し、平成２５年度分までの個人の市民税については、

なお従前の例による。

４ 新条例第５１条の８第１項及び第５１条の９の規定は、平成２８年１０月１日以後の同条

例第３７条第１項に規定する公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収に

ついて適用し、同日前の第２条の規定による改正前の大阪市市税条例第３７条第１項

に規定する公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収については、なお

従前の例による。

５ 新条例第５３条の２０第２項の規定は、平成２７年度以後の年度分の個人の市民税につ

いて適用する。

６ 新条例附則第１２７項の３の規定は、市民税の納税義務者が平成２５年１月１日以後

に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。

７ 新条例附則第１２８項及び第１２８項の２の規定は、平成２７年度以後の年度分の個人の

市民税について適用し、平成２６年度分までの個人の市民税については、なお従前の

例による。

８ 附則第１項第６号に掲げる規定による改正後の大阪市市税条例の規定中個人の市

民税に関する部分は、平成２９年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平

成２８年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

（大阪市市税条例の一部を改正する条例の一部改正）

９ 大阪市市税条例の一部を改正する条例（平成２０年大阪市条例第６４号）の一部を次
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のように改正する。

附則第２項中「平成２０年４月２９日」と」を「平成２０年４月２９日」と、「第５３条の

１８第１項」とあるのは「大阪市市税条例の一部を改正する条例（平成２５年大阪市条

例第 号）第２条の規定による改正後の大阪市市税条例（以下この項において

「新条例」という。）第５３条の１８第１項又は第５３条の１８の２第１項」と、「同項に

規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「新条例第５３条の１８第１項に

規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（以下この項において「一般株式等に

係る譲渡所得等の金額」という。）又は新条例第５３条の１８の２第１項に規定する上

場株式等に係る譲渡所得等の金額（以下この項において「上場株式等に係る譲渡所

得等の金額」という。）」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一

般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と」に

改める。

（大阪市市税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置）

１０ 前項の規定による改正後の大阪市市税条例の一部を改正する条例附則第２項の規

定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同条例による改正前の

大阪市市税条例第５３条の１９第８項の規定は、平成２９年度以後の年度分の個人の市民

税について適用し、平成２８年度分までの個人の市民税については、なお従前の例に

よる。
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平成２５年５月１５日提出

大阪市長 橋 下 徹

説 明

地方税法の一部改正に伴い、個人の市民税について住宅借入金等特別税額控除の対象期間を延

長するとともに控除額の上限を引き上げ、公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額の算定方

法等を改め、公社債等及び株式等に係る損益通算等の範囲を拡大するとともに公社債等に対する

課税方式を改め、大規模な地震が発生した場合に必要な備蓄倉庫で本市と倉庫所有者等との管理

協定により本市が管理を行うものに係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例割合を定め、

高齢者等居住改修住宅及び熱損失防止改修住宅に対する固定資産税の減額措置に係る改修期限を

延長し、市税に係る延滞金及び還付加算金の割合の特例措置を改め、併せて規定を整備するため、

条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出する次第である。
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附 則

１－１３ 省 略

（延滞金及び還付加算金の割合等の特例）

１３の２ 当分の間、第１０条第１項、第３項及び第４項に規定する延滞金の年７．３パーセントの割

合は、同項
これら

の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（各年の前年の１１月３０日を経過する時

における日本銀行法第１５条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年４

パーセントの割合を加算した割合をいう。以下本項及び次項において同じ。）が年７．３パーセン

トの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合（当該特例基準割合に

０．１パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とする。

１３の３ 省 略

（法人税割の納期限の延長に係る延滞金の特例）

１３の４ 当分の間、租税特別措置法第６６条の３に規定する期間に相当する期間として政令で定め

る期間内は、政令で定めるところにより、第１０条第３項及び第４項に規定する延滞金の年７．３

パーセントの割合は、同項
これら

の規定及び附則第１３項の２の規定にかかわらず、日本銀行法第１５

条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引率の引上げに応じ、年１２．７７５パー

セントの割合の範囲内で定める割合とする。

１３の５－１４８ 省 略

（参 照） 傍線は削除�
�
�太字は改正

大阪市市税条例（抄）

（第１条による改正関係）
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（住宅借入金等特別税額控除）

第３５条の２ 平成２０年度から平成２８年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義

務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用を受けた

場合（同法第４１条第１項に規定する居住年（以下この項及び
、

次条第１項
及び附則第１２８項の３

におい

て「居住年」という。）が平成１１年から平成１８年までの各年である場合に限る。）において、第

１号に掲げる金額と第２号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第３号に掲げる金額を控

除した金額（当該金額が０を下回る場合には、０とする。）の５分の３に相当する金額（第３

項において「市民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。）を、当該納税義務者の第３３条

及び第３４条の４の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

� 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第４１条第２項から第４項まで若し

くは第４１条の２又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法

律第１６条第１項から第３項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第４１条第１項に規

定する住宅借入金等特別税額控除額（平成１９年以後の居住年に係る同項に規定する住宅借入

金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算

した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額）

� アに掲げる金額とイに掲げる金額とを合計した金額からウに掲げる金額を控除した金額

ア－イ 省 略

ウ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第２５条の規定による免除額、所

得税法第９２条の規定による控除額、租税特別措置法第１０条（同法第１０条の２の規定により

読み替えて適用される場合を含む。）、第１０条の２の２から第１０条の５
第１０条の５の４

まで及び第１０条

の６（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災

特例法」という。）第１０条の４の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定に

よる控除額並びに震災特例法第１０条の２から第１０条の３の２
第１０条の３の３

までの規定による控除額の合

計額

� 当該納税義務者の前年分の所得税の額（同年分の所得税について、租税特別措置法第４１条、

第４１条の２の２、第４１条の１８、第４１条の１８の２第２項、第４１条の１８の３若しくは第４１条の１９

大阪市市税条例（抄）

（第２条による改正関係）
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の２から第４１条の１９の５
第４１条の１９の４

まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第

２条又は所得税法第９５条の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたも

のとして計算した金額）

２－５ 省 略

第３５条の２の２ 平成２２年度から平成３５年度
平成３９年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納

税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用を受

けた場合（居住年が平成１１年から平成１８年まで又は平成２１年から平成２５年
平成２９年

までの各年である場

合に限る。）において、前条第１項の規定の適用を受けないときは、第１号に掲げる金額から

第２号に掲げる金額を控除した金額（当該金額が０を下回る場合には、０とする。）の５分の

３に相当する金額（以下この項において「控除額」という。）を、当該納税義務者の第３３条及

び第３４条の４の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。この場合において、当該控除

額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第８９条第２項に規定する課税総所得金額、

課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の１００分の３に相当する金額（当該金額が

５８，５００円を超える場合には、５８，５００円。以下この項において「控除限度額」という。）を超え

るときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。

� 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第４１条第２項から第５項まで若し

くは第５項
第１０項から第１２項まで

若しくは第４１条の２又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関する法律第１６条第１項から第３項までの規定を適用して計算した租

税特別措置法第４１条第１項に規定する住宅借入金等特別税額控除額（平成１９年又は平成２０年

の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつた

ものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額）

� 当該納税義務者の前年分の所得税の額（同年分の所得税について、租税特別措置法第４１条、

第４１条の２の２、第４１条の１８、第４１条の１８の２第２項、第４１条の１８の３若しくは第４１条の１９

の２から第４１条の１９の５
第４１条の１９の４

まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第

２条又は所得税法第９５条の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたも

のとして計算した金額）

２－３ 省 略
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４ 所得割の納税義務者が、居住年が平成２６年から平成２９年までであつて、かつ、租税特別措置

法第４１条第３項第２号に規定する特定取得に該当する同条第１項に規定する住宅の取得等に係

る同項に規定する住宅借入金等の金額を有するときは、第１項の規定の適用については、同項

中「１００分の３」とあるのは「１００分の４．２」と、「５８，５００円」とあるのは「８１，９００円」とする。

（寄附金税額控除における特例控除額の特例）

第３５条の４ 前条の規定の適用を受ける所得割の納税義務者が、同条第２項第２号若しくは第３

号に掲げる場合に該当する場合又は第３３条第２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金

額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、

第５３条の１５の２第１項、第５３条の１５の３第１項、第５３条の１５の４第１項、第５３条の１６第１項、

第５３条の１７第１項又は
、

第５３条の１８第１項又は第５３条の１８の２第１項の規定の適用を受けるとき

は、前条第２項に規定する特例控除額は、同項第２号及び第３号の規定にかかわらず、当該納

税義務者が前年中に支出した同条第１項第１号に掲げる寄附金の額の合計額のうち２，０００円を

超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合（当該各号に掲げ

る場合の２以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合）を乗じて得た

金額の５分の３に相当する金額（当該金額が当該納税義務者の第３３条及び第３４条の４の規定を

適用した場合の所得割の額の１００分の１０に相当する金額を超えるときは、当該１００分の１０に相当

する金額）とする。

�－� 省 略

� 前年中の所得について第５３条の１５の２第１項、第５３条の１５の４第１項、第５３条の１６第１項

又は
、

第５３条の１８第１項又は第５３条の１８の２第１項の規定の適用を受ける場合 省 略

第３５条の４の２ 平成２６年度から平成５０年度までの各年度分の個人の市民税についての第３５条の

３第１項及び第２項並びに前条（これらの規定を次条の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）の規定の適用については、第３５条の３第２項第１号の表中「１００分の８５」とあるのは

「１００分の８４．８９５」と、「１００分の８０」とあるのは「１００分の７９．７９」と、「１００分の７０」とあるの

は「１００分の６９．５８」と、「１００分の６７」とあるのは「１００分の６６．５１７」と、「１００分の５７」とある

のは「１００分の５６．３０７」と、「１００分の５０」とあるのは「１００分の４９．１６」と、前条第３号中「１００

分の５０」とあるのは「１００分の４９．１６」と、同条第４号中「１００分の６０」とあるのは「１００分の

５９．３７」と、同条第５号中「１００分の７５」とあるのは「１００分の７４．６８５」とする。
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（寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例）

第３５条の４の２
第３５条の４の３

省 略

２ 租税特別措置法第４条の５第１項の規定の適用がある場合における第３５条の３第２項及び

前条
第３５条の４

の規定の適用については、同項及び同条中「掲げる寄附金」とあるのは「掲げる寄

附金（租税特別措置法第４条の５第１項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額の

うち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当

する部分を除く。）」とする。

（公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収）

第５１条の２ 個人の市民税の納税義務者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、

かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付（国民年金法による老齢基礎年金その他の同法、

厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法

に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの

年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの

をいう。以下この節において同じ。）の支払を受けている年齢６５歳以上の者（特別徴収の方法

によつて徴収することが著しく困難であると認めるものその他の政令で定めるものを除く。以

下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。）である場合においては、当該納税義

務者に対して課する個人の市民税のうち当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係

る所得割額及び均等割額の合算額（当該納税義務者に係る均等割額を第４８条第１項の規定によ

り特別徴収の方法によつて徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。

以下この節において同じ。）の２分の１に相当する額（当該額に１００円未満の端数があるときは

その端数金額を切り捨て、当該額が１００円未満であるときは１００円とする。以下この節において

「年金所得に係る特別徴収税額」という。）を当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年

の３月３１日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴

収の方法によつて徴収する。

２－３ 省 略

（年金所得に係る特別徴収税額の通知等）

第５１条の５ 第５１条の２第１項の規定により年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によ

つて徴収する場合においては、当該年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴

収する旨、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額及び支払回数割特
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別徴収税額その他総務省令で定める事項を、当該特別徴収対象年金所得者に対しては第４３条の

各納期限のうち最初の納期限の１０日前までに、当該年金保険者に対しては当該年度の初日の属

する年の７月３１日までに通知する。

２ 省 略

（年金所得に係る仮特別徴収税額等）

第５１条の８ 前年の１０月１日からその翌年の３月３１日までの間における特別徴収対象年金給付の

支払の際、第５１条の２第１項の規定により第５１条の５第２項に規定する支払回数割特別徴収税

額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日から

その日の属する年の９月３０日までの間において支払われる場合においては、当該特別徴収対象

年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金

所得に係る仮特別徴収税額（当該年度の前年度において第５１条の２第１項の規定により特別徴
当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市

収の方法によつて徴収された年金所得に係る特別徴収税額（同条第２項の規定により当該年金
民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及

所得に係る特別徴収税額に加算した所得割額がある場合にあつては、当該所得割額を控除した
び均等割額の合算額（当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第４８条第１項の規定によ

額）に相当する額
り特別徴収の方法によつて徴収した場合においては、前々年中の公的年金等に係る所得に係る

所得割額）の２分の１に相当する額（当該額に１００円未満の端数があるときはその端数金額を

切り捨て、当該額が１００円未満であるときは１００円とする。）
をいう。以下この節において同

じ。）を、当該年度の初日からその日の属する年の９月３０日までの間において特別徴収対象年

金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収する。

２－４ 省 略

（特別徴収対象年金所得者が市外に転出した場合の取扱い）

第５１条の９ 特別徴収対象年金所得者が当該年度の初日において市内に住所を有しない場合には、

第５１条の２の規定にかかわらず、当該特別徴収対象年金所得者の年金所得に係る特別徴収税額

を特別徴収の方法によつて徴収しない。

２ 前項の場合において、同項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当

該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合

算額から前条第１項の規定により特別徴収の方法によつて徴収された年金所得に係る仮特別徴

収税額を控除した額を第４３条の納期のうち当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の３
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月３１日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によつて徴収する。

３ 当該年度の初日の属する年の末日までに前条第３項において読み替えて準用する第５１条の５

第１項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知を行つた場合におい

て、当該特別徴収対象年金所得者が当該年の翌年の１月１日において市内に住所を有しないと

きは、前条第１項の規定による当該特別徴収対象年金所得者に係る当該年度の翌年度分の年金

所得に係る仮特別徴収税額の特別徴収の方法による徴収を行わない旨を当該特別徴収対象年金

所得者又は当該年金保険者に通知する。

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ）

第５１条の９
第５１条の１０

第５１条の７第１項又は第３項（これらの規定を前条
第５１条の８

第３項において読み替え

て準用する場合を含む。）の規定により特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金

額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において

到来する第４３条の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来

する同条の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収する。

２ 第５１条の７第３項（前条
第５１条の８

第３項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に

より年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつ

て徴収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から納入

された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年

金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超

える場合（徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない

場合を含む。）において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該

過納又は誤納に係る税額は、第８条の規定の例によつて、当該特別徴収対象年金所得者の未納

に係る徴収金に充当する。

（外国の法人税等の額の控除）

第５３条の３ 内国法人又は法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人

（以下「外国法人」という。）が、外国の法令により課される法人税又は府民税の法人税割及

び利子割若しくは市民税の法人税割に相当する税（以下この条において「外国の法人税等」と

いう。）を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第６９条第１項の控

除限度額又は同法第８１条の１５第１項の連結控除限度個別帰属額及び法第５３条第２４項の控除の限

度額で政令で定めるものを超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限
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度として、政令で定めるところにより、当該超える金額（政令で定める金額に限る。）を第５２

条第１項（予定申告法人に係るものを除く。）、第４項、第７項又は第８項の規定により申告納

付すべき法人税割額から控除する。

（法人税割額に係る控除順序）

第５３条の４の３ 第５３条の３から前条第２項まで（同条第１項及び第２項
及び第５３条の４の規定並びに前条第１項及び第２項（これら

の規定

を同条第３項（同条第４項において準用する場合を含む。）においてみなして適用する場合及

び同条第４項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第６項において同じ。）の規

定による法人税割額からの控除については、まず第５３条の３の規定による控除をし、次に第５３

条の４の規定による控除並びに前条第１項及び第２項の規定による控除の順序に控除をする。

（上場株式等に係る配当所得
配当所得等

の課税の特例）

第５３条の１５の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第８条の４第１項に

規定する上場株式等の配当等（以下この項及び次項において「上場株式等の配当等」という。）

を有する場合において、当該上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の４月１日の属

する年度分の市民税について当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適

用を受けようとする旨の記載のある第３１条第１１項に規定する申告書を提出したときは、当該上

場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、同条
第３１条

第１項及び第２項並びに第

３３条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所

得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額（以下この項にお

いて「上場株式等に係る配当所得
配当所得等

の金額」という。）に対し、上場株式等に係る課税配当所
課税配当所

得
得等

の金額（上場株式等に係る配当所得
配当所得等

の金額（第３項第２号の規定により読み替えて適用

される第３２条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）をいう。）の１００分の３に相当

する金額に相当する所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当

所得については、第３５条第１項の規定は、適用しない。

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場株式等の配当等

（以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。）に係る配当所得に係る部分は、

所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の４月１日の

属する年度分の市民税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適
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用を受けようとする旨の記載のある第３１条第１１項に規定する申告書を提出した場合に限り適用

するものとし、所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき上場株式等
特定上場株式等

の配当等に係

る配当所得について第３１条
同条

第１項及び第２項並びに第３３条の規定の適用を受けた場合には、当

該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の上場株式等
特定上場株式等

の配当等に係る配当所得につい

ては、前項の規定は、適用しない。

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

� 省 略

� 第３１条第７項（雑損失の金額に係る部分に限る。）及び第３２条の規定の適用については、

これらの規定中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、第５３条の１５の２第１項に規定する

上場株式等に係る配当所得
配当所得等

の金額」とする。

� 第３４条の４、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の２の２第１項、第３５条の３、第

３５条の４、第３５条の５及び第３５条の６第１項の規定の適用については、第３４条の４中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び第５３条の１５の２第１項の規定による所得割の額」と、

第３５条の３第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに第５３条の１５の２第１

項に規定する上場株式等に係る配当所得
配当所得等

の金額」と、第３５条第１項、第３５条の２第１項、

第３５条の２の２第１項、第３５条の３第１項前段、第３５条の５及び第３５条の６第１項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに第５３条の１５の２第１項の規定による所得割の額」と、

第３５条の３第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び第５３条の１５の２第１項

の規定による所得割の額の合計額」と、同条第２項及び第３５条の４中「所得割の額」とある

のは「所得割の額並びに第５３条の１５の２第１項の規定による所得割の額の合計額」と、第３５

条第１項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び第５３条の１５の２第１項

に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得（同項
同条第２項に規定する特定上場株式等の配

当等に係る配当所得については同項の規定により同条第１項
の規定の適用を受けようとする

ものに限る。）」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び第５３条

の１５の２第１項に規定する上場株式等に係る課税配当所得
課税配当所得等

の金額の合計額」とする。
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� 附則第１００項の規定の適用については、同項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに第５３条の１５の２第１項に規定する上場株式等に係る配当所得
配当所得等

の金額」とする。

� 省 略

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例）

第５３条の１６の２ 昭和６３年度から平成２６年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納

税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措置法第３１

条第１項に規定する土地等をいう。以下この条、次条、第５３条の１７及び附則第１２７項の５
第１２７項の６

にお

いて同じ。）の譲渡（同法第３１条第１項に規定する譲渡をいう。以下この条、次条、第５３条の

１７及び附則第１２７項の５
第１２７項の６

において同じ。）をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のため

の譲渡（同法第３１条の２第２項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるとこ

ろにより証明がされたものをいう。）に該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡所得

（第５３条の１６の４の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長

期譲渡所得金額に対して課する所得割の額は、前条第１項前段の規定にかかわらず、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

�－� 省 略

２ 省 略

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の納税義務者が、そ

の有する土地等につき、租税特別措置法第３３条から第３３条の４まで、第３４条から第３５条の２ま

で、第３６条の２、第３６条の５、第３７条、第３７条の４から第３７条の７まで又は第３７条の９の２か
、第３７条の９の４又は

ら第３７条の９の５までの規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第１項に規定する

優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当し

ないものとみなす。

４－７ 省 略

（株式等
一般株式等

に係る譲渡所得等の課税の特例）

第５３条の１８ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３７条の１０第１項に規定

する株式等
一般株式等

に係る譲渡所得等を有する場合には、当該株式等
一般株式等

に係る譲渡所得等につい

ては、第３１条第１項及び第２項並びに第３３条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中

３０



の当該株式等
一般株式等

に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額（当

該所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式

等譲渡所得金額に係る所得の金額（第３１条第１３項の規定により同条第１２項の規定の適用を受け

ないものを除く。）を除外して算定する。以下この項において「株式等
一般株式等

に係る譲渡所得等

の金額」という。）に対し、法附則第３５条の２第６項
第５項

に規定する株式等
一般株式等

に係る課税譲渡所

得等の金額の１００分の３に相当する金額に相当する所得割を課する。この場合において、株式
一般

等
株式等

に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市民税に関する規定

の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

２ 租税特別措置法第３７条の１０第１項に規定する一般株式等を有する所得割の納税義務者が当該

一般株式等につき交付を受ける租税
同条

特別措置法第３７条の１０第３項各号に掲げ
及び第４項

る金額（所得税法

第２５条第１項の規定に該当する部分の金額を除く。）その他政令で定める事由により交付を受

ける政令で定める金額並びに租税特別措置法第４条の４第３項、第３７条の１０第４項並びに同法

第３７条の１４の３第１項及び第２項に規定する交付を受ける金額（これらの規定により同法第３７
所得税法

条の１０第１項
及び租税特別措置法第２章の規定の適用上同法第３７条の１０第３項及び第４項並びに第３７条の１４

の３第１項及び第２項
に規定する株式等

一般株式等
に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金

額に相当する部分に限る。）は、前項に規定する株式等
一般株式等

に係る譲渡所得等に係る収入金額

とみなして、市民税に関する規定を適用する。

３ 租税特別措置法第９条の７第１項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用につい

ては、同項中「の金額」とあるのは「の金額（租税特別措置法第９条の７第１項の規定の適用

を受ける金額を除く。）」とする。

４
３

第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

� 省 略

� 第３１条第７項（雑損失の金額に係る部分に限る。）及び第３２条の規定の適用については、
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これらの規定中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、第５３条の１８第１項に規定する株式
一般

等
株式等

に係る譲渡所得等の金額」とする。

� 第３４条の４、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の２の２第１項、第３５条の３、第

３５条の４、第３５条の５及び第３５条の６第１項の規定の適用については、第３４条の４中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び第５３条の１８第１項の規定による所得割の額」と、第３５

条の３第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに第５３条の１８第１項に規定

する株式等
一般株式等

に係る譲渡所得等の金額」と、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の

２の２第１項、第３５条の３第１項前段、第３５条の５及び第３５条の６第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに第５３条の１８第１項の規定による所得割の額」と、第３５条の３

第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び第５３条の１８第１項の規定による所

得割の額の合計額」と、同条第２項及び第３５条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに第５３条の１８第１項の規定による所得割の額の合計額」と、第３５条第１項各号中「課

税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び第５３条の１８第１項に規定する株式等
一般株式等

に

係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。

� 附則第１００項の規定の適用については、同項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

額並びに第５３条の１８第１項に規定する株式等
一般株式等

に係る譲渡所得等の金額」とする。

� 省 略

（上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）

第５３条の１８の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３７条の１１第１項に

規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等に

ついては、第３１条第１項及び第２項並びに第３３条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前

年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額

（当該所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定

株式等譲渡所得金額に係る所得の金額（第３１条第１３項の規定により同条第１２項の規定の適用を

受けないものを除く。）を除外して算定する。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所

得等の金額」という。）に対し、法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る課

税譲渡所得等の金額の１００分の３に相当する金額に相当する所得割を課する。この場合におい
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て、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市民税に関

する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

２ 租税特別措置法第３７条の１１第２項に規定する上場株式等（次条第１項及び第５３条の２０第１項

において「上場株式等」という。）を有する所得割の納税義務者が当該上場株式等につき交付

を受ける同法第４条の４第３項、第３７条の１１第３項及び第４項並びに第３７条の１４の３第１項及

び第２項の規定により所得税法及び租税特別措置法第２章の規定の適用上同法第４条の４第３

項、第３７条の１１第３項及び第４項並びに第３７条の１４の３第１項及び第２項に規定する上場株式

等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する上場株式等に係る譲

渡所得等に係る収入金額とみなして、市民税に関する規定を適用する。

３ 前条第３項の規定は、第１項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、

同条第３項中「第５３条の１８第１項」とあるのは「第５３条の１８の２第１項」と、「一般株式等に

係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措

置法」とあるのは「租税特別措置法第３７条の１１第６項の規定により読み替えて準用される同

法」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡

所得等の金額」と読み替えるものとする。

（特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）

第５３条の１８の２
第５３条の１８の３

所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第３７
第３７

条の１０の２
条の１１の２

第１

項に規定する特定管理株式
特定管理株式等

（以下この項及び次項において「特定管理株式
特定管理株式等

」という。）又
、

は同項
同条第１項

に規定する特定保有株式（以下この項において「特定保有株式」という。）又は同

条第１項に規定する特定口座内公社債（以下この項において「特定口座内公社債」という。）

が株式又は同法第３７条の１０第２項第７号に規定する公社債としての価値を失つたことによる損

失が生じた場合として同項
同法第３７条の１１の２第１項

各号に掲げる事実が発生したときは、当該事

実が発生したことは当該特定管理株式又は
特定管理株式等、

特定保有株式又は特定口座内公社債の譲渡（金融商

品取引法第２８条第８項第３号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この項及び次

項において同じ。）をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定管理株
第５３条の１８の６

式又は特定保有株式
第２項に規定する上場株式等

の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、
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この条及び
、

前条及び第５３条の１８の６の規定その他の市民税に関する規定を適用する。

２ 所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３７条の１０の２
第３７条の１１の２

第１項に規定する特定管理口

座（その者が２以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項

において「特定管理口座」という。）に係る同条第１項に規定する振替口座簿（次条第１項に

おいて「振替口座簿」という。）に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託

がされている特定管理株式
特定管理株式等

の譲渡（これに類するものとして政令で定めるものを含む。
同法第３７条の１１の２第２項に規定する譲渡をいう

以下

この項及び次条から第５３条の１９までにおいて同じ。）をした場合には、政令で定めるところに

より、当該特定管理株式
特定管理株式等

の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と

当該特定管理株式
特定管理株式等

の譲渡以外の同法第３７条の１０第２項に規定する株式等（次条及び第５３条の

２０第２項において「株式等」という。）の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑

所得の金額とを区分して、これらの金額を計算する。

３ 省 略

（特定口座内保管上場株式等の譲渡等の所得計算の特例）

第５３条の１８の３
第５３条の１８の４

所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３７条の１１の３第３項第２号に

規定する上場株式等保管委託契約に基づき、同項第１号に規定する特定口座（その者が２以上

の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この条において「特定口座」とい

う。）に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている

同条第２項
同法第３７条の１１の２第１項

に規定する上場株式等（以下この項において「特定口座内保管上場

株式等」という。）の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管

上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内

保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得

の金額とを区分して、これらの金額を計算する。

２ 省 略

（源泉徴収選択口座内配当等の所得計算及び特別徴収等の特例）

第５３条の１８の４
第５３条の１８の５

所得割の納税義務者が支払を受ける租税特別措置法第３７条の１１の６第１項に規
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定する源泉徴収選択口座内配当等（以下この条及び次条において「源泉徴収選択口座内配当

等」という。）については、政令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係

る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等（所得税

法第２３条第１項に規定する利子等をいう。）及び配当等（所得税法第２４条第１項に規定する配

当等をいう。）に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算

する。

２ 省 略

（上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除）

第５３条の１８の５
第５３条の１８の６

所得割の納税義務者の平成２２年度分
平成２９年度分

以後の各年度分の上場株式等に係る譲渡損

失の金額は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の

市民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第３７条第１項

の規定による申告書を提出した場合（市長においてやむを得ない事情があると認める場合には、

当該申告書をその提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合

を含む。）に限り、第５３条の１８
第５３条の１８の２

第１項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の第５３条

の１５の２第１項に規定する上場株式等に係る配当所得
配当所得等

の金額を限度として、当該上場株式等

に係る配当所得
配当所得等

の金額の計算上控除する。

２ 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該所得割の納税義務者が、租税特

別措置法第３７条の１１の３第２項に規定する上場株式等の譲渡のうち同法第３７条の１２の２第２項

各号に掲げる上場株式等の譲渡（同法第３２条第２項の規定に該当するものを除く。第６項にお

いて「上場株式等の譲渡」という。）をしたことにより生じた損失の金額として政令で定める

ところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の

翌年度の市民税に係る第５３条の１８
第５３条の１８の２

第１項に規定する株式等
上場株式等

に係る譲渡所得等の金額の

計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計

算した金額をいう。

３ 省 略

４ 第１項の規定の適用がある場合における第５３条の１５の２の規定の適用については、同条第１

項中「配当所得の
計算した

金額（以下」とあるのは「配当所得の
計算した

金額（第５３条の１８の５
第５３条の１８の６

第１項の規定の
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適用がある場合には、その適用後の金額。以下」とする。

５ 所得割の納税義務者の前年前３年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額（この

項の規定により前年前において控除されたものを除く。）は、当該上場株式等に係る譲渡損失

の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について上場株式等に係る譲渡損失の

金額の控除に関する事項を記載した第３７条第１項又は第３項の規定による申告書（第８項にお

いて準用する同条第４項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。）を提出した

場合（市長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期

限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。）において、そ

の後の年度分の市民税について連続してこれらの申告書（その提出期限後において市民税の納

税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。）を提出しているときに限り、第５３条
第５３条

の１８
の１８の２

第１項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項

に規定する株式等
上場株式等

に係る譲渡所得等の金額及び第５３条の１５の２第１項に規定する上場株式

等に係る配当所得
配当所得等

の金額（第１項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下こ

の項において同じ。）を限度として、当該株式等
上場株式等

に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等

に係る配当所得
配当所得等

の金額の計算上控除する。

６ 省 略

７ 第５項の規定の適用がある場合における第５３条の１５の２第１項及び第２項並びに第５３条の１８
第５３条の１８

第１項から第３項まで
の２第１項及び第２項

の規定の適用については、第５３条の１５の２第１項中「配当所得の
計算した

金額

（以下」とあるのは「配当所得の
計算した

金額（第５３条の
第５３条の

１８の５
１８の６

第５項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額。以下」と、第５３条の１８
第５３条の１８の２

第１項中「計算した金額（」とあるのは「計算

した金額（第５３条
第５３条

の１８の５
の１８の６

第５項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」と

する。

８ 第３７条第４項の規定は、同条第１項ただし書に規定する者（同条第２項の規定によつて同条
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第１項の申告書を提出する義務を有する者を除く。）が、当該年度の翌年度以後の年度におい

て第５項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の市民税について同条第３項

の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第４項の規定によつて同条第１項の申告書を提

出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、

同条第４項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「第５３条の１８の５
第５３条の１８の６

第６項に規定する上場

株式等に係る譲渡損失の金額」と、「３月１５日までに第１項の」とあるのは「３月１５日までに、

総務省令の定めるところによつて、同条第５項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の

控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。

９ 第５項の規定の適用がある場合における第３８条の規定の適用については、同条第１項中「確

定申告書（」とあるのは「確定申告書（租税特別措置法第３７条の１２の２第１１項
第９項

（同法第３７条の

１３の２第７項
第１０項

において準用する場合を含む。）において準用する所得税法第１２３条第１項の規定

による申告書を含む。」と、「前条第１項から第４項まで」とあるのは「前条第１項から第４

項まで又は第５３条の１８の５
第５３条の１８の６

第８項において準用する前条第４項」と、同条第２項中「同条第１

項から第４項まで」とあるのは「同条第１項から第４項まで又は第５３条の１８の５
第５３条の１８の６

第８項におい

て準用する前条第４項」とする。

（特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例）

第５３条の１９ 租税特別措置法第３７条の１３第１項に規定する特定中小会社（以下この項において

「特定中小会社」という。）の同条第１項に規定する特定株式（以下この条において「特定株

式」という。）を払込み（当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条において同

じ。）により取得（同法第２９条の２第１項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条

において同じ。）をした所得割の納税義務者（当該取得をした日においてその者を判定の基礎

となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第２条第１０号に規定する会社に

該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。第３

項及び第４項
第５項

において同じ。）について、租税特別措置法第３７条の１３の２第１項に規定する適

用期間（第４項において「適用期間」という。）内に、その有する当該払込みにより取得をし

た特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同条第１項各号に
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掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡を

したことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより

生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び第５３条の１８の規定その他の市民税に関する

規定を適用する。

２ 省 略

３ 所得割の納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該特定株式に係る譲渡損失の金

額の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第３７条第１項又は第３項の規定による申告書

（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその

時までに提出された第３８条第１項の確定申告書を含む。）に当該特定株式に係る譲渡損失の金

額の控除に関する事項について記載があるとき（これらの申告書にその記載がないことについ

てやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）に限り、第５３条の１８第１項後段の規

定にかかわらず、当該納税義務者の第５３条の１８の２第１項に規定する上場株式等に係る譲渡所

得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

４ 前項の規定の適用がある場合における第５３条の１８の２第１項から第３項までの規定の適用に

ついては、同条第１項中「計算した金額（」とあるのは、「計算した金額（第５３条の１９第３項

の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

３
５

所得割の納税義務者の前年前３年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額（第３項

又はこの項の規定により前年前において控除されたものを除く。）は、当該特定株式に係る譲

渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について特定株式に係る譲渡損

失の金額の控除に関する事項を記載した第３７条第１項又は第３項の規定による申告書（第６項
第８項

において準用する同条第４項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。）を提出

した場合（市長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提

出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。）において、

その後の年度分の市民税について連続してこれらの申告書（その提出期限後において市民税の

納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。）を提出しているときに限り、第５３

条の１８第１項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に

規定する株式等
一般株式等

に係る譲渡所得等の金額及び第５３条の１８の２第１項に規定する上場株式等

に係る譲渡所得等の金額（第３項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この
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項において同じ。）を限度として、当該株式等
一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等

に

係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

４
６

第３項及び前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、法附則第３５条の３第１２項
第１６項

に

規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。

５
７

第３項
第５項

の規定の適用がある場合における第５３条の１８第１項から第３項まで
及び第２項並びに第５３条の１８の２

第１項及び第２項
の規定の適用については、同条

第５３条の１８
第１項中「計算した金額（」とあるの

は「計算した金額（第５３条の１９第３項
第５項

の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、

第５３条の１８の２第１項中「計算した金額（」とあるのは「計算した金額（第５３条の１９第５項の

規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

６
８

第３７条第４項の規定は、同条第１項ただし書に規定する者（同条第２項の規定によつて同条

第１項の申告書を提出する義務を有する者を除く。）が、当該年度の翌年度以後の年度におい

て第３項
第５項

の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の市民税について同条第３項

の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第４項の規定によつて同条第１項の申告書を提

出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、

同条第４項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「第５３条の１９第４項
第６項

に規定する特定株式

に係る譲渡損失の金額」と、「３月１５日までに第１項の」とあるのは「３月１５日までに、総務

省令の定めるところによつて、同条第３項
第５項

に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に

関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。

７
９

第３項
第５項

の規定の適用がある場合における第３８条の規定の適用については、同条第１項中「確

定申告書（」とあるのは「確定申告書（租税特別措置法第３７条の１３の２第７項
第１０項

において準用す

る同法第３７条の１２の２第１１項
第９項

において準用する所得税法第１２３条第１項の規定による申告書を

含む。」と、「前条第１項から第４項まで」とあるのは「前条第１項から第４項まで又は第５３条

３９



の１９第６項
第８項

において準用する前条第４項」と、同条第２項中「同条第１項から第４項まで」と

あるのは「同条第１項から第４項まで又は第５３条の１９第６項
第８項

において準用する前条第４項」と

する。

（非課税口座内上場株式等の譲渡に係る所得計算の特例）

第５３条の２０ 所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第３７条の１４第５項第２号に規定す

る非課税上場株式等管理契約（次項において「非課税上場株式等管理契約」という。）に基づ

き同法第３７条の１４第１項に規定する非課税口座内上場株式等（その者が２以上の同条第５項第

１号に規定する非課税口座（以下この条において「非課税口座」という。）を有する場合には、

それぞれの非課税口座に係る非課税口座内上場株式等。以下この条において同じ。）の譲渡を

した場合には、政令で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所

得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等
上場株式等

の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額

を計算する。

２ 租税特別措置法第３７条の１４第４項各号に掲げる事由により、非課税口座からの非課税口座内

上場株式等の一部又は全部の払出し（振替によるものを含む。以下この項において同じ。）が

あつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた

時に、その時における価額として政令で定める金額（以下この項において「払出し時の金額」

という。）により非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡があつたものと、同条第４項第１号

に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税口座を開

設し、又は開設していた所得割の納税義務者については、当該移管、返還又は廃止による払出

しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた

非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の上場株
株式等

式等（同法第３７条の１１の３第２項に規定する上場株式等をいう。）の取得をしたものとそれぞ

れみなして、前項及び第５３条の１８並びに法附則第３５条の２第９項の規定その他の市民税に関す

る規定を適用する。

（固定資産税の非課税の範囲）

第５５条 固定資産税の非課税の範囲については、法第３４８条又は法附則第１４条若しくは第４１条第
第
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１５項
１４項

に定めるところによる。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを法第３４８条第２

項各号又は法附則第４１条第１５項
第１４項

各号に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固

定資産の所有者に対し、固定資産税を課する。

（変電又は送電施設等に対する固定資産税の課税標準の特例）

第６４条 省 略

２－３ 省 略

４ 法附則第１５条第３７項の条例で定める割合は、３分の２とする。

（耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額）

第７２条の２の４ 昭和５７年１月１日以前から所在する住宅のうち平成１８年１月１日から平成２７年

１２月３１日までの間に政令で定める耐震改修（地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改

築、修繕又は模様替をいう。以下この項及び次項において同じ。）が行われたもので政令で定

める基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの（以下この条

において「耐震基準適合住宅」という。）に対して課する固定資産税については、当該耐震改

修が平成１８年１月１日から平成２１年１２月３１日までの間に完了した場合にあつては当該耐震改修

が完了した日の属する年の翌年の１月１日（当該耐震改修が完了した日が１月１日である場合

には、同日。以下この項において同じ。）を賦課期日とする年度から３年度分、当該耐震改修

が平成２２年１月１日から平成２４年１２月３１日までの間に完了した場合にあつては当該耐震改修が

完了した日の属する年の翌年の１月１日を賦課期日とする年度から２年度分、当該耐震改修が

平成２５年１月１日から平成２７年１２月３１日までの間に完了した場合にあつては当該耐震改修が完

了した日の属する年の翌年の１月１日を賦課期日とする年度分（当該耐震基準適合住宅が当該

耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第７条第２号又は第３号に掲

げる通行障害既存耐震不適格建築物であつた場合にあつては、当該耐震改修が完了した日の属

する年の翌年の１月１日を賦課期日とする年度から２年度分）の固定資産税に限り、当該耐震

基準適合住宅に係る固定資産税額（区分所有に係る耐震基準適合住宅にあつてはこの項の規定

の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した

額の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅（人の居住の用に

供する部分以外の部分を有する耐震基準適合住宅その他の政令で定める耐震基準適合住宅に限

る。）にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところによ

り算定した額とする。）の２分の１に相当する額を当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額
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から減額する。

２－３ 省 略

（高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税の減額）

第７２条の２の５ 平成１９年１月１日以前から所在する住宅（区分所有に係る家屋以外の家屋で政

令で定めるものに限る。）のうち、人の居住の用に供する部分（貸家の用に供する部分を除く。

以下この条及び次条において「特定居住用部分」という。）において同年４月１日から平成２５
平成２８

年３月３１日
年３月３１日

までの間に高齢者、障害者その他の政令で定める者（以下この項、次項及び第５項

において「高齢者等」という。）の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に

資する改修工事で政令で定めるもの（以下この項から第３項までにおいて「居住安全改修工

事」という。）が行われたもの（第５項において「改修住宅」という。）であつて、特定居住用

部分に高齢者等が居住しているもの（以下この項、第３項及び第４項において「高齢者等居住

改修住宅」という。）に対して課する固定資産税については、第７２条、第７２条の２若しくは第７２

条の２の２第１項若しくは第２項の規定、第７２条の２の３の規定（法附則第１５条の８第２項に

係る部分を除く。）若しくは前条第１項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用

を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の１月

１日（当該居住安全改修工事が完了した日が１月１日である場合には、同日。次項において同

じ。）を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資

産税額（次条第１項の規定の適用がある場合にあつては同項の規定を適用する前の額とし、特

定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅その他の政令で定める高齢者等居住改

修住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところによ

り算定した額に限る。）の３分の１に相当する額を当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産

税額から減額する。

２ 平成１９年１月１日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののう

ち、特定居住用部分において同年４月１日から平成２５年３月３１日
平成２８年３月３１日

までの間に居住安全改修工事

が行われたもの（第５項において「改修専有部分」という。）であつて、特定居住用部分に高

齢者等が居住しているもの（以下この項から第４項までにおいて「高齢者等居住改修専有部

分」という。）の区分所有者が当該高齢者等居住改修専有部分について納付する義務を負うも

のとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第７２条、第７２条の２若
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しくは第７２条の２の２第１項若しくは第２項の規定、第７２条の２の３の規定（法附則第１５条の

８第２項に係る部分を除く。）若しくは前条第１項の規定の適用がある場合又は当該高齢者等

居住改修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改

修工事が完了した日の属する年の翌年の１月１日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限

り、第５５条の２第１項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資

産税額（次条第２項の規定の適用がある場合にあつては同項の規定を適用する前の額とし、特

定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分その他の政令で定める高齢者等居

住改修専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるとこ

ろにより算定した額に限る。）の３分の１に相当する額を第５５条の２第１項の規定により当該

区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額する。

３－５ 省 略

（熱損失防止改修住宅に対する固定資産税の減額）

第７２条の２の６ 平成２０年１月１日以前から所在する住宅（区分所有に係る家屋以外の家屋で政

令で定めるものに限る。）のうち、特定居住用部分において同年４月１日から平成２５年３月３１
平成２８年３月３１

日
日
までの間に外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修工事で政令で定めるもの（以

下この項から第３項までにおいて「熱損失防止改修工事」という。）が行われたもの（以下こ

の項、第３項及び第４項において「熱損失防止改修住宅」という。）に対して課する固定資産

税については、第７２条、第７２条の２若しくは第７２条の２の２第１項若しくは第２項の規定、第

７２条の２の３の規定（法附則第１５条の８第２項に係る部分を除く。）若しくは第７２条の２の４

第１項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、

当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の翌年の１月１日（当該熱損失防止改修工事

が完了した日が１月１日である場合には、同日。次項において同じ。）を賦課期日とする年度

分の固定資産税に限り、当該熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額（前条第１項の規定の適

用がある場合にあつては同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有す

る熱損失防止改修住宅その他の政令で定める熱損失防止改修住宅にあつてはこの項の規定の適

用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。）の３分の１

に相当する額を当該熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額から減額する。

２ 平成２０年１月１日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののう

ち、特定居住用部分において同年４月１日から平成２５年３月３１日
平成２８年３月３１日

までの間に熱損失防止改修工
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事が行われたもの（以下この条において「熱損失防止改修専有部分」という。）の区分所有者

が当該熱損失防止改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額につい

ては、当該区分所有に係る家屋に対して第７２条、第７２条の２若しくは第７２条の２の２第１項若

しくは第２項の規定、第７２条の２の３の規定（法附則第１５条の８第２項に係る部分を除く。）

若しくは第７２条の２の４第１項の規定の適用がある場合又は当該熱損失防止改修専有部分が既

にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日

の属する年の翌年の１月１日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第５５条の２第１

項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額（前条第２項

の規定の適用がある場合にあつては同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の

部分を有する熱損失防止改修専有部分その他の政令で定める熱損失防止改修専有部分にあつて

はこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限

る。）の３分の１に相当する額を第５５条の２第１項の規定により当該区分所有者が納付する義

務を負うものとされる固定資産税額から減額する。

３－４ 省 略

（都市計画税の非課税の範囲）

第１３６条 都市計画税の非課税の範囲については、法第７０２条の２又は法附則第１４条若しくは第４１

条第１５項
第１４項

に定めるところによる。ただし、土地又は家屋を有料で借り受けた者がこれを同項各

号に掲げる固定資産（土地又は家屋に限る。）として使用する場合においては、当該土地又は

家屋の所有者に対し、都市計画税を課する。

附 則

１－１３ 省 略

（延滞金及び還付加算金の割合等の特例）

１３の２ 当分の間、第１０条第１項、第３項及び第４項に規定する延滞金の年１４．６パーセントの割

合及び年７．３パーセントの割合は、これら
同項

の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（各年の
当該年

前年の１１月３０日を経過する時における日本銀行法第１５条第１項第１号の規定により定められる
の前年に租税特別措置法第９３条第２項の規定により告示された割合

商業手形の基準割引率に年４パーセント
１パーセント

の割合を加算した割合をいう。以下本項及び次項
この項から附則第

１４項まで
において同じ。）が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年（以下この項
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及び次項において「特例基準割合適用年」という。）中においては、当該特例基準割合（当該
年１４．６パーセントの割合

特例基準割合に０．１パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）
にあつては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算し

た割合とし、年７．３パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を

加算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．３パーセン

トの割合）
とする。

１３の３ 当分の間、第１０条第３項及び第４項に規定する延滞金の年７．３パーセントの割合は、こ

れらの規定にかかわらず、特例基準割合適用年中においては、当該特例基準割合適用年におけ

る特例基準割合とする。

１３の３
１４

当分の間、各年の特例基準割合が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、第９条

第１項に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に対応す

る還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年７．３パーセントの割合」と

あるのは「附則第１３項の２に規定する特例基準割合（当該特例基準割合に０．１パーセント未満

の端数があるときは、これを切り捨てる。）」とする。

（法人税割の納期限の延長に係る延滞金の特例）

１３の４
１５

当分の間、租税特別措置法第６６条の３に規定する期間に相当する期間として政令で定め

る期間内は、政令で定めるところにより、第１０条第３項及び第４項に規定する延滞金の年７．３

パーセントの割合は、これらの規定及び附則第１３項の２
第１３項の３

の規定にかかわらず、日本銀行法第１５

条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引率の引上げに応じ、年１２．７７５パー

セントの割合の範囲内で定める割合とする。

１３の５
１６

－１３の６
１７

省 略

（公益法人等に係る市民税の課税の特例）

１３の７
１８

当分の間、租税特別措置法第４０条第３項後段（同条第６項から第９項
第１０項

までの規定により

みなして適用する場合を含む。）の規定の適用を受けた同条第３項に規定する公益法人等（同

条第６項から第９項
第１０項

までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含
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む。）を同条第３項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところに

より、これに同項に規定する財産（同条第６項から第９項
第１０項

までの規定により特定贈与等に係る

財産とみなされる資産を含む。）に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に

係る市民税の所得割を課する。

１４から１８まで 削除

１９－１２７ 省 略

（東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長
延長等

の特例）

１２７の２ その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失（震

災特例法第１１条の６第１項に規定する滅失をいう。以下この項において同じ。）をしたことに

よつてその居住の用に供することができなくなつた市民税の所得割の納税義務者が、当該滅失

をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡（震災特

例法第１１条の４第６項に規定する譲渡をいう。）をした場合には、第３５条の２第１項第２号イ

中「第３１条の３」とあるのは「第３１条の３（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律第１１条の６第１項の規定により適用される場合を含む。）」と、第５３条の１６

の２第３項中「第３７条の９の５まで」とあるのは「第３７条の９の５まで（東日本大震災の被災

者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１１条の６第１項の規定により適用される場

合を含む。）」と、第５３条の１６の４第１項中「租税特別措置法第３１条の３第１項」とあるのは

「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１１条の６第１項の規

定により適用される租税特別措置法第３１条の３第１項」として、第３５条の２、第５３条の１６の２

又は第５３条の１６の４の規定を適用する。

１２７の２ その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失（震

災特例法第１１条の６第１項に規定する滅失をいう。以下この項及び次項において同じ。）をし

たことによつてその居住の用に供することができなくなつた所得割の納税義務者が、当該滅失

をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等（同項に規定する土地等をいう。次項におい

て同じ。）の譲渡（震災特例法第１１条の４第６項に規定する譲渡をいう。次項において同じ。）

をした場合には、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句として、第３５条の２、第５３条の１６の２又は第５３条の１６の４の規定を適用する。
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１２７の３ その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をし

たことによつてその居住の用に供することができなくなつた所得割の納税義務者（以下この項

において「被相続人」という。）の相続人（震災特例法第１１条の６第２項に規定する相続人を

いう。以下この項において同じ。）が、当該滅失をした旧家屋（同条第２項に規定する旧家屋

をいう。以下この項において同じ。）の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合（当

該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供してい

ない場合に限る。）における当該土地等（当該土地等のうちにその居住の用に供することがで

きなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があると

きは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。）

の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令

で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供さ

れていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた第

３５条の２、第５３条の１６の２又は第５３条の１６の４の規定を適用する。

１２７の３
１２７の４

前項
前２項

の規定は、同項
これら

の規定の適用を受けようとする年度分の第３７条第１項又は第

３項の規定による申告書（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに

提出されたもの及びその時までに提出された第３８条第１項の確定申告書を含む。）に、前項
これら

第３５条の２第１

項第２号イ

第３１条の３ 第３１条の３（東日本大震災の被災者等に係る国税関係

法律の臨時特例に関する法律第１１条の６第１項の規定

により適用される場合を含む。）

第５３条の１６の２

第３項

第３５条の２まで、

第３６条の２、第３６

条の５

第３４条の３まで、第３５条（東日本大震災の被災者等に

係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１１条の６

第１項の規定により適用される場合を含む。）、第３５条

の２、第３６条の２若しくは第３６条の５（これらの規定

が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時

特例に関する法律第１１条の６第１項の規定により適用

される場合を含む。）

第５３条の１６の４

第１項

租税特別措置法第

３１条の３第１項

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特

例に関する法律第１１条の６第１項の規定により適用さ

れる租税特別措置法第３１条の３第１項
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の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき（これらの申告書にその記載がないことに

ついてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）に限り、適用する。

（東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例）

１２７の４
１２７の５

附則第１０３項の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者（平成２２年１月１日か

ら平成２３年３月１１日までの間に法附則第４条第１項第１号に規定する譲渡資産の譲渡をした者

に限る。）が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同号に規定する買換資産を

同号に規定する特定譲渡の日の属する年の前年１月１日から当該特定譲渡の日の属する年の翌

年１２月３１日までの期間（以下この項において「取得期間」という。）内に取得（同号に規定す

る取得をいう。以下この項において同じ。）をすることが困難となつた場合において、当該取

得期間の初日から当該取得期間を経過した日以後２年以内の日で政令で定める日までの期間内

に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市長の承認

を受けたとき（震災特例法第１２条の２第２項の税務署長の承認を受けたときを含む。）は、当

該取得期間の初日から当該政令で定める日までの期間を取得期間とみなして、附則第１０３項か

ら第１０７項の３までの規定を適用する。

１２７の５
１２７の６

省 略

（東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例）

１２８ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第１３条第１項の規定の適用を受け

た場合における第３５条の２及び第３５条の２の２の規定の適用については、第３５条の２第１項中

「租税特別措置法第４１条又は第４１条の２の２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国

税関係法律の臨時特例に関する法律第１３条第１項の規定により読み替えて適用される租税特別

措置法第４１条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第４１条の２の２」と、同項第１

号中「租税特別措置法第４１条第２項若しくは第４１条の２」とあるのは「東日本大震災の被災者

等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１３条第１項の規定により読み替えて適用され

る租税特別措置法第４１条第２項若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特

例に関する法律第１３条第１項の規定により適用される租税特別措置法第４１条の２」と、同項第

３号中「租税特別措置法第４１条、第４１条の２の２、」とあるのは「東日本大震災の被災者等に

係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１３条第１項の規定により読み替えて適用される租

税特別措置法第４１条、同項の規定により適用される租税特別措置法第４１条の２の２若しくは租

税特別措置法」と、第３５条の２の２第１項中「租税特別措置法第４１条又は第４１条の２の２」と
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あるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１３条第１項

の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第４１条又は同項の規定により適用される租

税特別措置法第４１条の２の２」と、同項第１号中「租税特別措置法第４１条第２項若しくは第５

項若しくは第４１条の２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律第１３条第１項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第４１条第２項若

しくは第５項若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第

１３条第１項の規定により適用される租税特別措置法第４１条の２」と、同項第２号中「租税特別

措置法第４１条、第４１条の２の２、」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律第１３条第１項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第４１

条、同項の規定により適用される租税特別措置法第４１条の２の２若しくは租税特別措置法」と、

同条第２項第２号中「租税特別措置法第４１条の２の２」とあるのは「東日本大震災の被災者等

に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１３条第１項の規定により適用される租税特別措

置法第４１条の２の２」とする。

１２８の２ 市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第１３条第３項若しく

は第４項又は第１３条の２第１項から第５項までの規定の適用を受けた場合における第３５条の２

及び第３５条の２の２の規定の適用については、第３５条の２第１項第１号中「又は阪神・淡路大

震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１６条第１項から第３項まで」と

あるのは「、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１６条

第１項から第３項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法

律第１３条第３項若しくは第４項若しくは第１３条の２第１項から第５項まで」と、「住宅借入金

等の金額」とあるのは「住宅借入金等の金額（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の

臨時特例に関する法律第１３条第３項又は第４項の規定の適用を受ける者の有する平成２３年から

平成２５年までの居住年に係る同条第５項第１号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。）」

と、「当該金額」とあるのは「当該住宅借入金等の金額」と、「これらの規定」とあるのは「租

税特別措置法第４１条第２項若しくは第４１条の２、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係

法律の臨時特例に関する法律第１６条第１項から第３項まで又は東日本大震災の被災者等に係る

国税関係法律の臨時特例に関する法律第１３条第３項若しくは第４項若しくは第１３条の２第１項

から第５項までの規定」と、「計算した同項」とあるのは「計算した租税特別措置法第４１条第

１項」と、第３５条の２の２第１項第１号中「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係

法律の臨時特例に関する法律第１６条第１項から第３項まで」とあるのは「、阪神・淡路大震災
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の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１６条第１項から第３項まで又は東日

本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１３条第３項若しくは第４項

若しくは第１３条の２第１項から第５項まで」とする。

１２８ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第１３条第１項の規定の適用を受け

た場合における第３５条の２及び第３５条の２の２の規定の適用については、次の表の左欄に掲げ

る規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第３５条の２第１

項

租税特別措置法第

４１条又は第４１条の

２の２

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特

例に関する法律第１３条第１項の規定により読み替えて

適用される租税特別措置法第４１条又は同項の規定によ

り適用される租税特別措置法第４１条の２の２

第３５条の２第１

項第１号

租税特別措置法第

４１条第２項から第

４項まで若しくは

第４１条の２

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特

例に関する法律第１３条第１項の規定により読み替えて

適用される租税特別措置法第４１条第２項から第４項ま

で若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法

律の臨時特例に関する法律第１３条第１項の規定により

適用される租税特別措置法第４１条の２

第３５条の２第１

項第３号

租税特別措置法第

４１条、第４１条の２

の２、

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特

例に関する法律第１３条第１項の規定により読み替えて

適用される租税特別措置法第４１条、同項の規定により

適用される租税特別措置法第４１条の２の２若しくは租

税特別措置法

第３５条の２の２

第１項

租税特別措置法第

４１条又は第４１条の

２の２

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特

例に関する法律第１３条第１項の規定により読み替えて

適用される租税特別措置法第４１条又は同項の規定によ

り適用される租税特別措置法第４１条の２の２

第３５条の２の２

第１項第１号

租税特別措置法第

４１条第２項から第

５項まで若しくは

第１０項から第１２項

まで若しくは第４１

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特

例に関する法律第１３条第１項の規定により読み替えて

適用される租税特別措置法第４１条第２項から第５項ま

で若しくは第１０項から第１２項まで若しくは東日本大震

災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する
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１２８の２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第１３条第３項若しくは第４項

又は第１３条の２第１項から第６項までの規定の適用を受けた場合における第３５条の２及び第３５

条の２の２の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とし、同条第４項の規定は、適用しない。

条の２ 法律第１３条第１項の規定により適用される租税特別措

置法第４１条の２

第３５条の２の２

第１項第２号

租税特別措置法第

４１条、第４１条の２

の２、

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特

例に関する法律第１３条第１項の規定により読み替えて

適用される租税特別措置法第４１条、同項の規定により

適用される租税特別措置法第４１条の２の２若しくは租

税特別措置法

第３５条の２の２

第２項第２号

租税特別措置法第

４１条の２の２

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特

例に関する法律第１３条第１項の規定により適用される

租税特別措置法第４１条の２の２

第３５条の２第１

項第１号

又は阪神・淡路大

震災の被災者等に

係る国税関係法律

の臨時特例に関す

る法律第１６条第１

項から第３項まで

、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の

臨時特例に関する法律第１６条第１項から第３項まで又

は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時

特例に関する法律第１３条第３項若しくは第４項若しく

は第１３条の２第１項から第６項まで

住宅借入金等の金

額

住宅借入金等の金額（東日本大震災の被災者等に係る

国税関係法律の臨時特例に関する法律第１３条第３項又

は第４項の規定の適用を受ける者の有する平成２３年か

ら平成２７年までの居住年に係る同条第５項第１号に規

定する新規住宅借入金等の金額を除く。）

当該金額 当該住宅借入金等の金額

これらの規定 租税特別措置法第４１条第２項から第４項まで若しくは

第４１条の２、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関する法律第１６条第１項から第
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１２８の３ 前項の場合において、当該納税義務者が平成２６年から平成２９年までの居住年に係る租

税特別措置法第４１条第１項に規定する住宅借入金等（居住年が平成２６年である場合には、その

同項に規定する居住日が平成２６年４月１日から同年１２月３１日までの期間内の日であるものに限

る。）の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される第３５条の２の２第１項

中「１００分の３」とあるのは「１００分の４．２」と、「５８，５００円」とあるのは「８１，９００円」とする。

１２９－１４８ 省 略

３項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係

法律の臨時特例に関する法律第１３条第３項若しくは第

４項若しくは第１３条の２第１項から第６項までの規定

計算した同項 計算した租税特別措置法第４１条第１項

第３５条の２の２

第１項第１号

又は阪神・淡路大

震災の被災者等に

係る国税関係法律

の臨時特例に関す

る法律第１６条第１

項から第３項まで

、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の

臨時特例に関する法律第１６条第１項から第３項まで又

は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時

特例に関する法律第１３条第３項若しくは第４項若しく

は第１３条の２第１項から第６項まで
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附 則

１ 省 略

２ この条例の施行の日前にこの条例による改正前の大阪市市税条例第５３条の１９第８項の所得割

の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株

式については、同項及び同条第９項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同

条第８項中「平成２１年３月３１日」とあるのは「平成２０年４月２９日」と、「第５３条の１８第１項」

とあるのは「大阪市市税条例の一部を改正する条例（平成２５年大阪市条例第 号）第２条の規

定による改正後の大阪市市税条例（以下この項において「新条例」という。）第５３条の１８第１

項又は第５３条の１８の２第１項」と、「同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とある

のは「新条例第５３条の１８第１項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（以下この項に

おいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）又は新条例第５３条の１８の２第１項に

規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（以下この項において「上場株式等に係る譲渡所

得等の金額」という。）」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等

に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

大阪市市税条例の一部を改正する条例（平成２０年大阪市条例第６４号）（抄）

５３


	41347-01
	41347-02


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


