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年末調整の仕上げ

　1月は年末調整の仕上げとして、次のよ

うな源泉徴収事務を行ないます。

①納付税額の計算と納付書の作成

　1月の納付税額は、年末調整による過不

足額を精算した後の全額になります。納

付書（徴収高計算書）を作成する際に

は、「年末調整による過不足税額」欄に

該当金額を記載します。

②未提出の証明書類の提出督促

　年末調整の際、生命保険料や地震保険

料の支払証明書や住宅借入金特別控除証

明書など、各種控除に必要な証明書類を

提出していなかった従業員に改めて提出

を保します。これらの証明書類が提出さ

れないと、従業員は各種控除が受けられ

ませんし、事務的にも年末調整の再計算

を行なって不足額を徴収（控除）する手

間が発生します。

法定調書（源泉徴収票など）の作成と提出

　1月31日は、「給与所得の源泉徴収票

（給与支払報告書）」をはじめ、各種法

定調書の作成と提出の期限です。（期限

を早めている市町村もありますので、確

認が必要です）。

　源泉徴収票については、1通を1月31日

までに社員本人に交付します。

　給与支払報告書は、複写分とあわせて2

通とも、各人の2018年1月1日現在の住所

地の市区町村に提出します（2017年中の

一定の退職者分も含みます）。退職所得

の源泉徴収票なども、必要に応じて1月31

日までに税務署や市区町村に提出しま

す。

　法定調書を作成したら、それらをまと

めた合計表（「給与所得の源泉徴収票合

計衷」など6種類）を作成し、1月31日ま

でにあわせて提出します。

　なお、2017年1月1日以後に提出すべき

法定調書で、その種類ごとに基準年

その年の前々年）分の提出すべき枚数が

1000万以上であるものについては、書面

ではなく光ディスク等もしくはe-Taxのい

ずれかの方法で提出する必要がありま

す。

固定資産税の償却資産申告書の提出

　固定資産税は、1月1日現在に書由して

いる土地・家屋・償却資産に課される市

町村税です。このうち償却資産について

は、所有者からの償却資産申告書に基づ

いて課税されます。

　申告用紙や説明書などは2017年12月中

に市町村（東京23区では都税事務所）か

らおくられてきます。

　提出期限は、原則として2018年1月31日

です（市町村によっては、期限を早めて

いるところもあります）。

資金繰りの確認

1月は、賞与から徴収した社会保険料の支

払い、年末調整の結果により過不足税額

の精算など、例月とは異なる資金需要が

発生します。クリスマス商戦や年末商戦

用に仕入れた商品などの支払も重なる時

期です。

早めに年度末までの資金繰りを確認し、

借入の必要があれば金融機関に打診して

おきましょう。

新年度の人員・人件費計画の策定

4月から新年度入りする会社では、早けれ

ば1月末頃から翌年度の経営計画や人件費

計画の策定に着手します。

仁慈部門では人員計画や人件費計画を立

案しますが、これらは経営計画や利益計

画に直結する重要なものです。

時間をかけて十分に検討しましょう。

また、1月に入ると積雪指定地域以外での

新規中卒者の採用選考が解禁されます。

採用予定の会社は、ハローワークから先

恋日が通知されるので準備をします。

Work manual

Work schedule 1.1-1.31

成人の日

元旦
・ １月の給与計算開始に先立ち、｢扶養控除等申告書｣を配布し、必要事項を記入のうえ提出を受ける。

・ 年末調整の仕上げ。1月の源泉徴収の納付税額は、年末調整による過不足額を精算した後の金額。  

　　また、年末調整の際に未提出だった保険料払込証明書などの書類の提出を促す。

・12月に冬期賞与を支給したところは、納入告知書に記載されている金額に、届出済みの賞与支払届に基づく

　保険料が合算されているかを確認し、月末までに納付する。

・給与所得の源泉徴収票や給与支払報告書の作成と提出。源泉徴収票は、年収が150万円超の役員や、同じく

　500万円超の一般従業員も提出が必要。

・1月1日現在所有する土地・家屋・償却資産の申告書を説明書の記載要領等をよく読んでモレの

　ないように記載のうえ、提出する。（提出期限は1月３１日）

●特別徴収税額(12月
分)の納付期限
●年末調整の結果によ
る源泉徴収税額の納付
期限

●納期の特例の適用を

受けている法人の源泉

徴収税額(7月～12月

徴収分)の納付期限

●１1月決算法人の確定申告と納税、5月決算法人の中間(予定)申告と納税(決算応当日まで)
●給与支払報告書、特別徴収票の提出期限
●償却資産税申告書の提出期限（市町村によって期限が異なることがあるので注意）
●法定調書合計表の提出期限
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平成 30 年　元旦
税理士法人ＡＩＦ
税理士法人登録　第２７４４号
経営革新等認定支援機関　第６２５号

旧年中は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
皆様のご健勝とご多幸をお祈りするとともに、 本年もより一層のご支援ご指導の程、 
宜しくお願い申し上げます。
新年は平成 30 年１月 5 日 ( 金 ) から平常営業とさせて頂きます。

新年のご挨拶

開業２５年を迎えて
　平成 5 年 4 月に創業、平成 25 年法人化した、税理士法人 AIF もおかげさまで本年で 25 年目を

迎えることができました。税理士法人 AIF は、お客様の 100％黒字経営を目指し、全スタッフが

一丸となってお客様と真摯に向き合い、信念に基いた「思いやりのあるサービス」を提供してお

ります。お客様ひとりひとりのニーズに合わせた経理・会計監査、税務・申告業務の提供はもち

ろん、相続対策、事業承継、資金繰り、融資斡旋、経理改善コンサルティング等の多彩なサービ

スを提供しています。特に経営者、経理担当者、会計計監査担当者、経営監査担当者が一堂に会

し効果的な対策を打ち出す『経営会議』は多くの顧問先様に導入され、高い評価を得ています。

これらのサービスの提供により、多くのお客様が黒字経営を達成されております。

　東芝・ライブドア・りそなの事例を持ち出すまでもなく、経理・税務業務は、「脱税」「粉飾」

等どちらに転んでも、は会社の信用失墜は避けがたく、会社を一挙に奈落の底に突き落とします。

しかし、「経営の先行管理」つまり当月までの実績と決算月までの予算による予実管理、予想決

算を見据えた経営のかじ取りをしていけば、「粉飾決算」や「脱税思考」が回避できます。赤字

経営だから「粉飾決算」をするのです。適切な予想決算と節税対策、決算資金対策がないから「脱

税思考」に陥るのです。

　当事務所は 1 人 1 人の成長こそが顧問先への最大のサービスと考えてきました。そのため業務

による残業をなくし、勉強できる、働きやすい労働環境づくりを心がけてきました。その結果、

開業以来 25 年、当事務所から 11 人もの税理士を輩出し、現在 5 名の税理士登録者と 1 名の有資

格者、3 名の科目合格者を擁しております。資本主義のグローバル化は、貧富の拡大、大企業と

中小企業の格差拡大を進めています。貧富の拡大には働く人それぞれの知識・能力・創造力の獲

得か要求されるように、中小企業は、事業者の存立根拠、必要とされる根拠、余人に代えがたい

付加価値が必要とされているように思えます。何もしなければ、資本も人材も大企業に流れてい

くのは必然です。自分が、自分たちの会社が社会に必要とされる存在になれるか否か問われてい

る時代が来ているように思われます。税理士法人AIFはバブル崩壊の嵐の中から中小企業の再生、

資金繰り、予実管理を引っ提げて会計業界に登場しました。その成果は、現在経営革新支援機関

に結実しています。初心を忘れず今後とも中小企業の皆様の良きサポートに徹していきたいと思

います。
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税理士法人AIF　確定申告必要書類
　平成 29 年度分の確定申告が始まります。 還付申告は１月１日から原則可能です。 確定申告については、

所得等の違いで、下記の○印のついた書類が必要となります。そろった書類から、順次○印の中にチェッ

ク印をつけて、準備してください。 小規模共済掛金、生命保険料、地震保険料控除証明書等は１２月中に、

公的年金証明は１月末頃とちょっと遅れて、 給与の源泉徴収票は 12月の給与明細か 1月の給与明細と

一緒にもらえるはずです。 国民健康保険、 国民年金の控除証明書の不備が目立ちます。 しっかり資料

収集をして 1円でもムダな税金をなくしましょう。

           税理士法人 AIF 確定申告必要書類

資 料 名 印  印 名 料 資

  細明の入収賃家  書約契買売の時入買 

 書収領の等用費記登の時入買   書収領の税産資定固 

 書約契買売の時却売   書収領の険保震地・険保災火 

 書収領の等用費記登の時却売   書収領の費熱光道水 

 書収領の費経の等料数手介仲   書収領、書積見の繕修 

 借入金の返済予定表、その他の明細書    居住用の場合は譲渡後 2 カ月後の住民票   

 地代家賃の支払金額がわかる書類    はたま書約契買売の時入買 

 し写書約契負請の時築改増・築新   証収領の費経諸他のそ 

 本謄簿記登の地敷・屋家    

 し写書認確築建    

 ）のもの降以月1年  成平（票民住    

 給与源泉徴収票（合計 通）   金融機関から送られてきた住宅ローンの年末残高証明書  

 ）てべす、は合場るいてけ受を付交数複（    

 書明証事工築改増の行発士築建・関機門専    

 し写の書知通定認の画計等築建宅住良優期長    

 恩給、年金源泉徴収票    耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し   

 し写の証者険保被の険保護介    書調払支の入収料数手険保命生 

   書料払支の入収料数手険保害損 

 その他支払調書（合計 通）    病院・診療所等に支払った医療費の領収書  

 書収領の金代薬たっ払支に等局薬   

 書収領の用費たっかかに院通   

  書知通のそ、合場たっあがんて補の等険保   

 生命保険満期の計算書   扶養控除等申告書など、扶養親族の資料  

 （       ）収入のわかる書類   （氏名・続柄・住所・生年月日・職業・所得金額）   

 書明証除控料険保命生   

 書明証除控料険保震地  帳納出金現 

 預金残高証明書（  通）   国民年金（基金）保険料控除証明書   

  ）のもたっ払支際実に月21～1（  表卸棚の点時日13月21 

  等書収領の料険保康健民国  、金掛買、金掛売の点時日13月21 

 ）のもたっ払支際実に月21～1（  細明の等金払未 

 自家消費、家事関連費の明細    金融機関から送られてきた住宅ローンの年末残高証明書   

  書明証除控金掛等済共業事模規小  帳台産資定固 

 その他諸経費の領収証・請求書   給与所得者の住宅借入金等控除証明書   

 書明証除控の金付寄   

 紙用たきてれら送らか署務税 

  ーバンナイマ 

そ
の
他
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確定申告特集
98万円の壁 ・ 100万円の壁 ・ 103万円の壁 ・ 106万円の壁 ・ 130万円の壁 ・

141万円の壁 ・ 160万円の壁

・ パートタイマーやアルバイトで働き、 配偶者控除を受ける者は年末になると就労調整をして、 給与

収入を 103 万円以内に収めようとする。 これは、 103 万円を超えると、 配偶者控除の対象から外れ

るからです （「103 万円の壁」 と言う）。

・ しかし、 税法上給与収入が 103 万円を超えても 141 万円までは、 配偶者特別控除の対象となって

段階的に控除が受けられる仕組みになっており、 141 万円を超えて初めて控除が無くなります

（「141 万円の壁」 と言う）。

・ 103 万円の壁を超えると本人に所得税が発生するため、 本人の手取りの歩留まりが悪くなるのを

嫌がって就労調整することがあります。

 

・ 所得税では給与収入が 103 万円を超えると本人にも税金が課されるが、 住民税では給与収入が

100 万円を超えると本人にも税金が課されます （「100 万円の壁」 と言う）。 住民税の基礎控除が 33

万円なので、 給与収入が 98 万円を超えると税金が課されると思われがちですが （「98 万円の壁」

と言う）、 実際には合計所得金額が 35 万円以下の場合には、 所得割が課されない仕組みになってい

ます。

 

・ 健康保険 （被用者保険 ）の披扶養者でも同様な問題が起きる。 配偶者の年収が 130 万円以上 （60

歳以上や障害者は 180 万円以上）、 或いは被保険者の年収の 1/2 以上だと、 被用者保険からの扶養

資格から外れて、 自ら国民健康保険や国民年金に加入することにより、 逆に社会保険料の負担が増

えてしまいます （「130 万円の壁」 と言う）。 このため年収が 160 万円を超えないと、 手取り額が増

えない （「160 万円の壁」 と言う）。

・ 2016 年 10 月より、 パートであっても、 年収 106 万円以上の週 20 時間以上労働になると （勤務

期間 1 年以上で従業員数 501 人以上の企業に限る、 学生は対象外）、 会社の社会保険への加入義務

が生じることになり、新たに「106 万円の壁」

が追加されました。
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　確定申告の際に、 誤りの多い事例
①副収入の申告漏れ

 インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得についても合わせて申告する必要があります。

②一時所得の申告漏れ

 生命保険会社などから、 満期金や一時金を受け取られた方は、 その収入が一時所得として申告する

必要がないか、 生命保険会社などから送付された書類で、 もう一度確認してください。

③医療費控除の計算誤り

 薬局で購入した日用品については、 医療費控除の対象になりません。

 高額療養費、 高額介護合算療養費、 出産育児一時金や生命保険会社 ・ 損害保険会社からの入院給付

金などで補填される金額は、 （その給付の目的となった医療費の金額を限度として） 支払った医療費の

額から差し引きます。

●介護保険を利用した場合、医療費控除の対象となる部分

1. 介護保険の施設サービス （指定介護老人福祉施設 ： 特別養護老人ホームなど） を利用する場合の食　

　　費と居住費の自己負担金は、 その二分の一が対象になります。

2. 居宅サービスを利用する場合の自己負担金は、 医療費控除の対象になります。 （領収書に医療費控除

　　の対象となる金額として記載された金額に限ります。）※普通の領収書では対象になりません。

3. 介護老人保健施設の利用料は、 医療費控除の対象になります。 （食事の提供 ・ 居住にかかるものは　

　　除きます。）

4. 成人用おむつの購入費用は条件付で医療費控除の対象になります。

条件 ： 医師が記載した 「おむつ使用証明書」 を確定申告書に添付しなければなりません。

④寄附金控除の適用漏れ（ふるさと納税を行った方）

　　確定申告を行う場合には、 ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している方

であっても、 ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。
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⑤地震保険料控除の適用誤り

 地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はありません （平成 18 年 12 月

31 日までに締結し、 平成 19 年 1 月 1 日以後契約の変更をしていないなど一定の旧長期損害保険契約

等を除きます。）。

⑥寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ

 寡婦、 寡夫に該当する方は 「寡婦控除」、 「寡夫控除」 が受けられます。

（1） 夫と死別し、 若しくは離婚した後婚姻をしていない人、 又は夫の生死が明らかでない一定の人で、

扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。 この場合の子は、 総所得金額等が 38 万円以

下で、 他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

（2） 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、 合計所得金額が

500 万円以下の人です。 この場合は、 扶養親族などの要件はありません。

⑦配偶者特別控除の適用誤り

　　合計所得金額が 1,000 万円を超えている方は 「配偶者特別控除」 を受けることができません。

　　また、 配偶者控除を受ける方 （配偶者の合計所得金額が 38 万円以下の方） は、 配偶者特別控除を

併せて受けることはできません。

⑧基礎控除の記載漏れ

 基礎控除は全ての方に適用されますので、 必ず記入してください。

⑨国税還付金の受取り口座に、できない銀行リスト

 

　　申告者本人の名義の口座に限り、 振込みが可能となっています。 預貯金口座の名義については、 本人の

氏名のほかに店名、 事務所名などの名称 （屋号） が含まれる場合、 振込みできないことがありますので、 本

人の氏名のみの口座を指定するようにしてください。 
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