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DICTAM田N DE COMエSlON EN PLENARIO

EⅣ　音ⅢAYOR工A

HONORABLE LEGエSLATURA:

Vuestras Comisiones en p|enario han considerado e|　ProyeJ±

to de Ley remitido por e|　Poder Ejecutivo, Mensaje NO o4/9|　S/C6digo

Fiscal; y en mayOria, POr las razones expuestas en el informe que se

acompafia y las que dara el miembro informante, aCOnSeJa Su aPrObaci6n

Segun e|　texto que se acompa充a.

SALÅ　DE COM|S|ON, 9　de Octubre de 199|.-
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み幽かα l a土佐I dと〈勃1んl他心古仏

l〔CI5LA TUR月

FUNDAMEN富OS

S/Asunto NO 179/9|.-

SE節OR PRESエDENTE:

Esta Comisi6n en plenario hace suyo; los fundamentos

expuestos por el autor del presente proyecto de ley.

SALA DE COM工S工ON, 9　de Octubre de 199|.-
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Å∴LA HONORABLE LEG工SLATURÅ:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra //

Honorabilidad con e| objeto de someter a su c○nsideraci6n e| pr旦

yecto de ley tendiente a reemp|azar a　|a Ley Territoria|　NO447, /

estab|eciきndose los tributos a percibir en e|　corriente Ejercicio

Fiscal.

A c○ntinuaci6n se sefia|an　|as variantes su呈

tantivas que se proponen introducir con respecto a la norma　|ega|/

antes citada.

Capヱtulo　エmpuesto sobre　|os　工ngresos Brutos:

a) Se adecua la codificaci6n de　|as activi-

dades a|　nomenc|ador que fuera aprobado en Asamb|ea Plenaria del //

Consejo Federal de Organismos Tributarios de la Repdb|ica Argenti-

na (C.F,O.T.R.Å.) rec○mendandose su uti|izaci6n por todas las ju-/

risdicciones del pais. Dicho nomenclador　-　C6digo unico de Activi-

dades Econ6micas　-, que reCOnOCe Su Or|gen en un PrOyeCtO de　|a Di

recci6n General　工mpositiva, POSibilita la unificaci6n a nivel na-//

cional c○n miras al procesamiento de informaci6n obrante en los //

organismos de recaudaci6n nacionales y∴PrOVincia|es.

b) A|icuotas ap|icables para comercio mayo-

rista y minorista: Se PrOPOne dejar sin efecto　|a excepci6n de la/

aplicabilidad de la a|icuota diferencial del Uno por ciento (|%) /

para　|a venta de articulos que se hallaban sujetos a|　r6gimen de /

PreCios regu|ados, dado que en la fijaci6n de　|os mismos no inter-

viene el Estad0. En consecuencia, la comercializaci6n respectiva /

se gravara por ap|icaci6n de　|a al土cuota general que rige para　|a/

actividad terciaria: Tres por ciento (3%).

C) Se sugiere modificar el Articu|o 17O, en

funci6n de que e| importe de impuesto minimo debe ser considerado/

///
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POr aCtividad desarrollada por el contribuyente.

d) Se prevcS en e| Art土cul0 18O　|iberar de　|a ob|igato」

riedad de inscr|PCi6n al padr6n de contribuyentes y de| pago del im

PueStO minimo mensua|　a∴aquellos suゴetos que desarr01|en actividades

COrreSPOndientes a servicios prestados en el ambito de la Administra-

Ci6n p‘王b|ica, COn remuneraCiones no suゴetas a| pago de aportes previ-

Siona|es. En estos casos, |a obligaci6n sustantiva　-　de pago　-　Ser言/

CumP|ida por e| Agente de Retenci6n.

e) Se incluye en e| Årtヱcu|o 19O un valor de impuesto m主

nimo a percibir por el ejercicio de oficios o tareas persona|es sin /

relaci6n de dependencia, que nO enCuadran exactamente en　|as activida

des especificadas en　|a norma.

f) Atento a que la omisi6n de inscripci6n al padr6n de /

COntribuyentes potencia|iza la evasi6n fiscal e inhibe al fisc○ de c旦

nocer el espectro de sujetos pasivos y de actuar en consecuencia′　Se /

PreV6 la aplicaci6n de una a|icuota equiva|ente al doble de　|a que c旦

rresponde por la actividad eJerCida por parte del Agente de Retenci6n

O Percepci6n respecto de cada operaci6n que se rea|ice c○n responsaノ/

bles que no acrediten su condici6n de inscripto (Articu|0　2lO).-

g) Se incorpora en e|　articu|o　320　un adiciona|　一一Fondo

Estimul〇一一　para el personal que presta servicios en la Direcci6n　/

General de Rentas, COn el objeto de Jerarquizar las funciones cum-

Plidas en　|a misma, en tantO Organismo Recaudador de　|os recursos

genuinos de　|a Jurisdicci6n, Ta| medida se propone en coincidencia

COn　|a tendencia consagrada en　|a mayoria de　|as Jurisdicciones y

en　|a seguridad de que′ la especificidad de las tareas que se eJe-

Cutan que aPuntan a Obtener y preservar los nive|es　6ptimos de recau「

daci6n, hacen menester asegurar a dicha RePartici6n recursos humanos

Ca|ificados e　|d6neos para tal fin.-

El estエmu|o propuesto coadyudara a la mayor productividad

y eficiencia, PreVi(…ndose su reg|amentaci6n de manera de compatibi-

///3



親Ie痢i6のみ移穆曜胸io e侮o州al初縁初読解L汐0.

〇月‰初lん。該肱Å訪I e必優性履。教ん

///3

1izar administraci6n de recursos humanos con obゴetivos propuestos y

a|cance de los mismos.-

Dios guarde a Vuestra Honorabi|idad.-
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