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3月決算法人の中間申告・納税
　３月決算法人は、１１月が中間申告・納税

の時期にあたります。

　中間申告には、全事業年度の納税額の２分

の１を納付する予定申告と、仮決算による実

績申告の２種類があります。事務負担も含め

て都合の良い方法を選択しましょう。

年末から年度末にかけての資金計画の見
直しと資金手当て
　当期賞与の支給、歳末商戦など何かと資金

が必要な時期を迎えます。

　年度末にかけての資金計画を見直し、借入

が必要な場合には、金融機関に提出する書類

の準備を進めます。年末の増えがちな商談や

会合、打合せの費用など、細かい支出もしっ

かり管理したいところです。

得意先管理と売掛金の回収
　冬物商戦用の仕入れ、３月決算法人の中間

納税などの必要資金を確保するためにも、得

意先管理を徹底し、売掛金の完全回収に努め

る必要があります。

　営業に対して滞留売掛金の状況や支払いの

悪い得意先をまとめた資料を提供するなど、

積極的にサポートしていきましょう。また、

経理から残高確認書を送って残高確認を行う

ことも、モレのない回収につながります。

冬季賞与決定までの事務
　通常支払われる給与は、あらかじめ決めら

れた労働の成果に対して支払われるのに対し

て、賞与とは、会社として実現した結束に対

して支払うものです。つまり、賞与とは本

来、会社の業績によって支払原資が確定され

るものです。

　また、賞与の決定に関しては、大企業か中

小企業かで異なってきます。大企業では、夏

冬方式または冬夏方式によって年１回で決定

しているケースが多いようです。一方、中小

企業では、ほとんどが夏のボーナスと冬の

ボーナスを別々に決定しています。夏と冬の

ボーナスを別々に決定している場合、賞与に

関して担当者が行なう事務は､業績や勤務成

績などの項目についての情報の収集と資料の

作成ということになります。

■チェックリスト
□支払原資を決定する方式が決まっているか

□売上高、営業利益、経常利益の計算は済ん

　でいるか

□各セクションごとの売上目標の達成状況を

　把握しているか

□世間一般の相場景気動向は把握しているか

□同業他社の賞与割合､賞与金額を調査したか

□人事考課者（部課長）に対して人事考課表

　および人事考課実施要綱を配付してあるか
□各個人別の出勤率､遅刻･早退回数､欠勤
　日数などの勤怠データを計算し作成した
　か
□その他、各個人の人事考課の資料を収集
　しているか
□労働組合がある場合、どのくらいの要求
　を出してくるかを推定しているか

年末調整の準備
　年末に向けて、毎月の定例事務のほかに冬

季賞与の査定・計算・支給事務、年末調整事

務などがあります。特に年末調整事務につい

ては、１１月中から準備を進める必要があり

ます。税務署や市区町村などで年調事務の説

明会が開かれますので､できる限り出席して

事務の要点をチェックすると良いでしょう｡

併せて各種控除申告書などの関係書類を早め

に入手し、従業員への配布など済ませておき

ましょう。

　その際、年末調整に関する注意事項や控除

を受けるために必要な控除証明書などが一覧

できる文書を作成し、一緒に配布するように

します。

人手不足が深刻
　顧問先の人・物・金の悩みは尽きない

が、ここ数年人手不足が最大の問題となっ

ています。

　特に、飲食業・建設業・運送業・情報産

業の顧問先は仕事を断り出店を停止、廃店

しているケ－スもある。少子化、３Ｋ等、

コンビニも最近日本人がめっきり減ってい

る。

　大企業さえ人手不足の現在、優秀な人材

が中小企業に集まる訳がないという視点が

必要です。1つは人を育てる環境づくり。2

つめは自分の会社はこういう点では大手に

負けないところの発見です。3つ目は社員

の友人知人(縁故)紹介。4つ目は採用媒体

等専門家からの情報収集だ。幸い税理士法

人ＡＩＦの顧問先である㈱ワイズの山崎社

長はこの道一筋30年のベテラン。人手不足

に悩む顧問先は各担当者に相談してくださ

い。

Work manual

Work schedule 11.1-11.30
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文化の日

勤労感謝の日

・年末の債権回収強化。営業との連携を図り、得意先ごとの売上高や回収状況の推移を・年末の債権回収強化。営業との連携を図り、得意先ごとの売上高や回収状況の推移を

　データなどでチェックし、管理・回収の徹底を図る。　データなどでチェックし、管理・回収の徹底を図る。

・年末資金計画の見直し。・年末資金計画の見直し。

・年末の債権回収強化。営業との連携を図り、得意先ごとの売上高や回収状況の推移を

　データなどでチェックし、管理・回収の徹底を図る。

・年末資金計画の見直し。

●源泉徴収税額、特別

徴収税額（10月分）の

納付期限

●所得税の予定納税

額の減額申請期限　　

・得意先等に配布するカレンダー、手帳等を手配する。

・年末調整の準備。各人から提出してもらう配偶者特別控除申告書、保険料控除申告書等を配布し

　回収を呼びかける。

・得意先等に配布するカレンダー、手帳等を手配する。

・年末調整の準備。各人から提出してもらう配偶者特別控除申告書、保険料控除申告書等を配布し

　回収を呼びかける。

・歳暮贈答品の発送は月末までに済ませておく・歳暮贈答品の発送は月末までに済ませておく

・冬季賞与検討・冬季賞与検討

・歳暮贈答品の発送は月末までに済ませておく。

・冬季賞与検討。

●9月決算法人の確定申告と納税、3月決算法人の中間(予定)申告と納税

●予定納税額（第２期分）の納付

●9月決算法人の確定申告と納税、3月決算法人の中間(予定)申告と納税

●予定納税額（第２期分）の納付
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新人社員が入社しました。

矢山 遼

皆さま初めまして。

10 月に入社しました矢山遼と申します。

ほぼ未経験なので今は知識も経験も乏しいですが、1日でも早く成長して皆さまのお

役に立てるよう頑張りたいと思います。

どうぞ宜しくお願い致します。

第61回経営研究会報告

　10月 3日 ( 火 )１８時きっかりに開催されたＡＩＦ経営研究会は、まず最初に橘陽子先生をお

迎えして「人間関係改善」については話を聞きました。

　人の性格分析、理解を通じて、相性、コミニュケ－ションの取り方について、学びました。一

方通行的なセミナーが多い中で、自分のタイプ分析やそれを元にした隣席同士でのコミニュケ－

ション実験は新鮮で面白い経験でした。

　第二部では人材募集に長年従事されている㈱ワイズの山崎社長から現在の労働市場についてお

話し頂きました。現在多くの顧問先が人手不足に悩まれています。労働従事人員の減少は労務倒

産を引き起こしています。労働環境の改善や人材募集のあり方について専門家の助言を活用した

いものです。

特に飲食業・小売業・建設業・運送業の人手不足は深刻であり、顧問先相互の情報交換は欠かせ

ません。税理士法人AIFが主催する経営研究会の場をぜひ活用ください。次回は恒例の忘年会です。



第 62 回　ＡＩＦ経営研究会のお知らせ

ＡＩＦ経営研究会　平成２９年忘年会
　晩秋の候、 貴社ますますご清栄のことお慶び申し上げます。

　本年最後のＡＩＦ経営研究会は、 毎年恒例となっております顧問先様同士の情報交換を兼ねた忘年会を開催

いたします。 今年の忘年会は、 都内でも有数の飲食店激戦区である赤坂 ・ 銀座エリアにて、 現在 4店舗を

展開されております弊社顧問先の株式会社ＡＵＮ様にご協力いただき、 昨年 3月に銀座コリドー街にオープン

しました 『ぎんざ阿吽』 にて開催させていただくこととなりました。

　経営研究会はご参加の皆様にとって、 業種の枠を飛び越えた新たな人脈形成の場にしたいと考えております

ので、 親睦会としてお楽しみ頂くのと同時に、 積極的に情報交換をしていただくことにより、 今後の会社経営に

役立つ新たな発想などを得る機会にしていただければ幸いです。 また、 本年最後の経営研究会となりますので、

年末の多忙な時期ではありますが、 皆様のご参加を心よりお待ちしております。

　ＡＩＦ経営研究会では自社商品の紹介、 業界情報の交換、 ＦＣ加盟、本会で知り合った経営者同士の助け合

いや、 お互いのノウハウを生かしての新事業の立ち上げ、 士業の先生との交流等、 ご参加いただいた方にとっ

て有意義な情報交換の場にしたいと考えておりますので、 自社の商品紹介や発信したい話題など、 ご希望等

ありましたら、 是非とも事務局までご一報ください。

経営研究会 詳細

◆　日　時　： 平成２９年１２月８日 ( 金）

　　　　　　　　　　１９時～２１時 ( 予約名 ： ㈱ＡＩＦ総研）

◆　場　所　： 【ぎんざ阿吽】

　　　　　　　　　　東京都中央区銀座 8-2 先

　　　　　　　　　　コリドー街　東京高速道路山下ビル 2F

　　　　　　　　　　TEL ： 03-6264-5669

◆アクセス　：ＪＲ 新橋駅 銀座口 徒歩 5 分

　　　　　　　　　　 地下鉄銀座線 銀座駅 徒歩 5 分

◆参加費　： 1 名様につき 5,000 円 ( 税込 )

第６２回　ＡＩＦ経営研究会　参加申込書



　新橋駅からすぐ、ニュー新橋ビルの地下１階に「串揚げ　もんもん」が１０月１２日（木）

にオープンしました。店長である打川様は、小平市花小金井駅前にて同じく串揚げ屋を

営業しておりましたが、この度、ニュー新橋ビルに移転しました。伝統の味を守りつつ、

新橋の町に合わせて業態もブラッシュアップしております。

　串揚げはもちろんのこと、おでんもよく味が染み込んでおり、非常においしいです。

また、レモンサワーはクラッシュアイスが入っており、新しいのどごしで何杯でも飲め

てしまいそうです。

　平日はランチ営業もしております。駅からすぐですので、ぜひお立ち寄りください。

◆串揚げ　もんもん

　東京都港区新橋 2-16-1　ニュー新橋 ビル地下１階

　JR 山手線新橋駅　日比谷口前すぐ

　営業時間 ： 平日　11:00 ～ 14:00　ランチ営業

　　　　　　　　　　　　　　　　17:00 ～ 23:00

　　　　　　　　　　　土日　15:00 ～ 22:00　　　　定休日 ： 日、 祭日

　TEL:03-6550-8311

◆メニュー

・ 串揚げ   : 肉、 海鮮、 野菜、 アラカルト等多数　

　　　　　　　　　　　1 本 100 円～１20 円。 ５本、 ８本、 １０本セットもあります。

・ おでん   ： 100 円～ 140 円

・ 一品料理 ： 300 円～ 400 円

・ 飲み物    ： ビール　プレミアムモルツ 500 円

　　　　　　　　　    レモンサワー　500 円　その他多数
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エー ・ アイ ・ エフ顧問先紹介

10月 12日に 「串揚げ　もんもん」 がオープンしました！



年末まであと２か月 やっておきたい節税対策
　早いもので２０１７年も残り２か月。 年末を迎えて顧問先の皆様もさぞ忙しい日々をお過ごしと思いま

す。 年末が一つの区切りとなるのは税の世界も同じで、 個人事業主の所得税、 贈与税などは１２月末

までの所得が対象となる。 さまざまな節税対策を講じるなら残り２か月が勝負というわけです。

年末までまだ間に追う節税対策

1) まず真っ先に検討したいのは 「経営セーフティ共済」

①１年以上事業を行っている法人 ・個人が加入できる。

②年間最大掛け金 240 万円が一括損金可能。 年払いすれば 2.75% の利回り (2017 年度実績 )

③最大 800 万円まで掛けられる。 40 か月掛ければ 100%戻ってくる。

④政府が元金保証

⑤手続きは取引銀行で簡単にできる。

2) 次に 「小規模企業共済」 はぜひ検討したい。

①業種によって従業員 20人以下、 5 人以下の小規模な法人 ・個人が対象

②共同経営者なら夫婦でも加入できる。 加入金額は 5千円から 7万円まで調整可能。

③小規模な法人・個人の退職金制度のため 65歳以上、 事業廃止、 事業譲渡時、 死亡時に受け取れる。

　　任意解約は減額されます。

④最高月 7万円　年額 84万円の所得控除。 所得税の大幅な節税可能。

⑤老後の年金穴埋め、 節税効果、 元金政府保証等を考慮すれは絶対お勧め。

3) 短期前払費用の検討

駐車場、 家賃、 リ－ス、 レンタル料等 1年間前払契約に基づく費用を一括損金可能なものがある。

条件詳細は当事務所担当者にご相談ください。

4.) 生命保険等を活用した節税対策

ご相談はまず当事務所へ。 生命保険は玉石混淆。 税金を支払った方が得な保険商品が一杯です。 ま

ず単純返戻率を見る。 解約返戻金÷保険掛け金が 80%以下なら要注意。 かんぽ生命の養老保険な

ら 96.7% 単純返戻率。 日本生命の長期平準定期保険なら 85%の単純返戻率。 全額損金になる保険

商品もあり、 当事務所のような利害がからまない第三者の目を活用くたさい。 保険終了が 80歳以

前なら要注意。 65 歳以前なら詐欺商品。

5.) 贈与税に要注意。 税務署に疑われない 「贈与対策」 を伝授します。 担当者にご相談ください。

6.)12月末までに判断したい消費税の届け出。 消費税は12月末までに1000万円以下の事業主は免税・

課税業者を選択できる。 大規模な設備投資や建物購入、 出店計画があるなら課税業者を選択してお

かなけれは還付が受けられない。 来季の事業計画なども含め当事務所の担当者と打ち合わせをして

ください。
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年末調整の準備
年末調整において、 各申告書に添付する主な書類

ご自分に当てはまるものをご確認下さい。 もし失くした場合は、 発行元へ再発行の依頼をすること

になります。 尚、●扶養控除等申告書●保険料控除申告書もお忘れなく。

●主な添付書類一覧

生命保険料等を支払っている場合

◇10 月下旬頃に各保険会社から送られてきます。 （生命保険、 個人年金、 地震保険等）

国民健康保険料を支払っている場合

※介護保険料、 後期高齢者医療保険料を含む

◇生計を一にする親族の保険料を自分が支払った場合でも控除を受けられます。 

◇年金から引かれている後期高齢者医療保険料などは、 その年金受給者が支払った保険料となりま

す。 よって控除を受けるためには、 引落し先を自分 （控除を受ける人） の口座に変更する必要があ

ります。

国民年金保険料を支払っている場合

◇11 月上旬頃に日本年金機構から送られてきます。

住宅ローン減税を、 2年目以降に受ける場合

◇住宅ローン減税は、 控除を受ける初年度は税務署に対して自分で確定申告をする必要があります。

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

小規模企業共済等の掛金を支払っている場合

◇11 月頃に中小企業基盤整備機構から送られてきます。


