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建国記念の日

・ 3月決算法人では、2月中には決算の仮締めを済ませ、それをもとに決算対策を検討し、トップに提示して意向を・ 3月決算法人では、2月中には決算の仮締めを済ませ、それをもとに決算対策を検討し、トップに提示して意向を
   確認する。   算スケジュールを作成し、関係部署にたな卸の要領などのマニュアルを示して協力を仰ぐ。   確認する。   算スケジュールを作成し、関係部署にたな卸の要領などのマニュアルを示して協力を仰ぐ。
・ 3月決算法人では、2月中には決算の仮締めを済ませ、それをもとに決算対策を検討し、トップに提示して意向を
   確認する。決算スケジュールを作成し、関係部署にたな卸の要領などのマニュアルを示して協力を仰ぐ。

●所得税、個人住民税、個
人事業税の確定申告・納付
の開始（～3月15日）

●源泉所得税額･特別徴収
税額(1月分)の納付期限

●2017年分贈与税の申告
と納付開始（～3月15日）

・ 3月決算法人では、4月からの新事業年度のスタートに当たって、前期実績などを・ 3月決算法人では、4月からの新事業年度のスタートに当たって、前期実績などを
　　もとに経営計画の策定に着手する。　　もとに経営計画の策定に着手する。
・ 3月決算法人では、4月からの新事業年度のスタートに当たって、前期実績などを
　　もとに経営計画の策定に着手する。

・ 所得税の確定申告の開始に伴い、従業員からの相談がきてもアドバイスできるように準備しておく。・ 所得税の確定申告の開始に伴い、従業員からの相談がきてもアドバイスできるように準備しておく。
　 還付申告については2月16日　 還付申告については2月16日以前以前でも受け付けているため、早めに申告するようにアドバイスする。でも受け付けているため、早めに申告するようにアドバイスする。
・ 所得税の確定申告の開始に伴い、従業員からの相談がきてもアドバイスできるように準備しておく。
　 還付申告については2月16日以前でも受け付けているため、早めに申告するようにアドバイスする。

●１２月決算法人の確定申告
と納税、
6月決算法人の中間(予定)
申告と納税

３月決算法人の決算と申告の準備

　　３月決算法人の決算と申告の準備、３月決
算の企業では、遅くとも２月中には決算の仮
締めを行ないます。経理としては、年度末ま
での数字をできる限り正確に見込むととも
に、事前に経営トップの意向を確認し、今期
の決算政策について十分に検討しましょう。
　　そして確定させた決算政策に基づき、決算
調整を行ないます。
　　また、スムーズに決算業務を進めるには、
営業や製造など他部門の協力を得ることが
不可欠となります。そこで、関係部門に具体
的に何をしてもらいたいのかを明確化するた
めに、決算日程表、実地棚卸の要領などを作
成して各部署等に配付し、各種作業や手続
きを期日までに確実に行ないましょう。
　　時間に追われると、処理のミスやモレが増
えますから、常に余裕をもって取り組むことが
大切です。

年度末までの資金計画（資金繰り）の
再確認

　　年初から春先にかけての資金計画（資金
繰り）を改めて見直しておく必要があります。
　　特に、３月決算の企業では、仮締めをすれ
ば納税など決算に必要な資金額がみえてき
ます。資金不足が予想される場合には、早め
に取引金融機関に借入の申込みを行いま
しょう。

来年度予算と利益計画の策定準備

　　３月決算企業では、決算業務とともに新事
業年度の利益計画（短期計画）の立案を進
めていきます。立案にあたっては、景気動向と
いった大きな状況の把握から、人件費の見
込み、来期の設備機器・資産の修理、新規更
新の見込みなど細かい支出を具体的に算出
していきます。目標とする利益を弾き出すた
めには、これまで以上に厳しく見積もる必要
があるでしょう。なお、利益の策定では、コスト
削減のため業務を外部委託した場合の採算
も検討課題でしょう。来年度予算は、この短期
計画に基づいて編成をします。

新入社員の受入準備

　　4月に新卒の新入社員を迎える企業では、
2月中には最終的な入社の意思確認を行い
たいところです。
　　入社意志を確認できた内定者に対して
は、ビジネスマナーに関する教材や社内報を
送ったり、入社前研修としてパソコン操作の
短期講習を実施するなど定期的にフォロー
する事が大切です。教育的な効果だけでな
く、積極的に迎え入れたいという自社の姿勢
アピールにもなります。
　　また、研修を兼ねた短期間のアルバイト
で、仕事や会社の雰囲気に慣れてもらうのも
１つの方法です。自社工場などがある場合に
は、見学の機会をつくってみてもよいでしょ
う。
　　このほか、新入社員の受入準備としては、
次のようなものがあります。
①入社日の通知と、出社すべき場所・時間・
服装・持参する書類（卒業証明書・身元保証

書・誓約書・年金手帳）などの指示
②ロッカー、事務机、征服・作業服などの手配
③新入社員教育を予定している場合は、日 
程の確認、教材・機器などの準備、場所・講
師の選定と確保
④社員寮・社宅制度がある場合は、入居意
思の確認と物件の手配

2017年分の確定申告の受付開始

　　2017年分の所得税・個人住民税の確定
申告の受付期間は、2月16日から3月15日ま
でです。
　　給与所得者であっても、昨年末に年末調
整を受けなかった人、2017年中の年収が
2,000万円を超える人、副収入がある人、2
か所以上の会社から給与の支払いを受けて
いる人などは確定申告が必要です。
　　確定申告の必要がない人でも、一定額以
上の医療費を支払ったり、ローンを利用して
住宅の所得や増改築をした場合、自然災害
（地震、風水害、雪害等）や盗難などで資産
に損害を被った場合には、還付申告すること
で、税金が戻ってくるケースがあります。
　 この還付申告は、2月16日より前の時期で
も受け付けてもらえます。税務署が比較的空
いていますから、該当社員から相談された場
合には、アドバイスするとよいでしょう（還付申
告ができる期間は、税金を納め過ぎた年の
翌年の１月１日から5年間です）
  なお、一部の税務署は、期間中の日曜日も
確定申告の相談・申告書の受付を行いま
す。詳しくは国税庁のホームページで確認し
てください。

国税庁ＨＰ　：　https://www.nta.go.jp/

Work manual

Work schedule 2.1-2.28
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平成 30 年　税制改正原案
現在の与野党の勢力から判断して原案のまま成立します。

税の流れは、 法人税減税 ・所得税増税 ・贈与税減税 ・相続税増税

給与 ・ 報酬

H30 年大綱

現行

差異

162.5 万円　　180 万円　　360 万円　　660 万円　850 万円　1,000 万円　1,200 万円

   55 万円　　　62 万円　　116 万円　　175 万円　195 万円　　 195 万円　 　195 万円

   65 万円　　　72 万円　　126 万円　　185 万円　205 万円　　 220 万円　 　220 万円

   10 万円　　　10 万円　　  10 万円　   10 万円　　10 万円　　  25 万円　　    25 万円

　　平成 30 年税制改正は、 「生産性革命」 と 「人づくり革命」 の断行を前提に、 企業に対しては生産性

向上のための設備投資と持続的な賃上げを強力に後押しし、 中小企業の代替わりを促進するための税

制上の措置が講じられた。 また昨年の配偶者控除等の見直しに続き 「働き方改革」 を後押しする観点

から、 基礎控除や給与所得控除等の個人所得課税を見直し、 さらに経済社会の IT 化の急速な進展を

受け、 税務手続電子化の一層の促進に向けた措置等が示されています。

◎所得税改正
・ 適用時期　平成３２年分以後の所得税について適用

●給与所得控除

控除額が一律 10 万円引き下げられます。 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を

850 万円として、 その上限額が 195 万円に引き下げられます。

●基礎控除

　　　控除額が一律 10 万円引き上げられます。 合計所得金額が 2,500 万円を超える個人については基礎

控除の適用ができないことになります。 高額の年金収入を得る高齢者は、 公的年金等控除が引き下げ

られます。 これらの改正は平成 32 年分以後の所得税について適用されます。 給与所得控除が 10 万円

引き下げられるが、 基礎控除が 10 万円引き上げられるため、 給与が 850 万円以下の人は、 税負担は

変わりません。 850 万円以上の人は増税となります。 適用時期　平成 32 年分以降の所得税について適

用されます。

3

一律10万円の引き下げ

給与所得控除の比較

1,000万円で上限＆
控除額は220万円

所得

H30 年大綱

現行

差異

48 万円

38 万円

+10 万円

32 万円

38 万円

-6 万円

16 万円

38 万円

-12 万円

0

38 万円

-38 万円

2,400 万円以下
2,400 万円超

2,450 万円以下
2,450 万円超

2,500 万円以下 2,500 万円超

基礎控除の比較

2,400万円までは 48万円。 現行から 10万円増額

850万円で上限＆
控除額は195万円

2,500万円超でゼロ

2,400万円超から減額
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●公的年金等控除の改正　一律 10 万円減

　　控除額が一律 10 万円引き下げられます。 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を

850 万円として、 その上限額が 195 万円に引き下げられます。

「公的年金等控除」、 給与所得控除の年金版です。 これに主に２つの増税改正がされました。

（１）　公的年金等控除額を一律 10 万円引き下げる。

（２）　公的年金等の収入金額が 1,000 万円を超える場合の公的年金等控除額の上限を 195 万 5,000 円と

する。

（３）　公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 1,000 万円を超え 2,000 万円以下であ

る場合の公的年金等控除額を、 上記 （１） 及び （２） の見直し後の控除額から一律 10 万円引き下げる。

（４）　公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 2,000 万円を超える場合の公的年金等

控除額を、 上記 （１） 及び （２） の見直し後の控除額から一律 20 万円引き下げる。

●個人所得税　青色申告特別控除の引き下げ

　　青色申告特別控除額が５５万円 ( 従前 65 万円 ) に引き下げとなる。

適用時期 ： 平成３２年分以後の所得税について適用。

ただし、 電子申告をした場合は、 65 万円控除を認める。

◎法人税改正
1） 賃上げ及び生産性向上のための税制パッケージ

A） 所得拡大促進税制の見直し ・ 拡充

賃上げや設備投資を一定割合以上行った場合には、 給与支給増加額の 15% の税額控除ができる制度に

なります。 さらに教育訓練費の増加要件を満たす場合には、 20% の税額控除が認められます。 中小企

業に関しては、 一定の要件を満たす場合に、 給与支給増加額の最大 25% の税額控除が認められる制度

になります。 平成 30 年 4 月から 3 年間の時限措置となります。

●改正後の所得拡大促進税制の制度概要

　　これまでの所得拡大促進税制の適用要件であった 「基準年度 （平成 24 年度ベース） との比較」 要

件は廃止されます。 これによって、 基準年度との比較計算がなくなるので、 今まで計算や判定がけっ

こう大変でしたが、 実務的にはスッキリしそうです。

・ 2018 年 4月 1日～ 2021 年 3月 31 日にはじまる事業年度が対象

・ある要件 （下記参照） を満たせば、 上がった給料の額の 15% を税額控除

・ さらに別の要件を満たせば、 15%が 25%の税額控除に

・ ただしその年の法人税の 20%が上限

　　15% の控除を受けるために、 中小企業は 「今年の平均

給与と、 去年の平均給与を比較して、 1.5% 以上増加して

いること」 という要件を満たす必要があります。
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今年 （当期） の従業員の平均給与から、 去年 （前期） の従業員の平均給与を引きます

　　その引いたあとの差額に、 去年の平均給与を割って、 1.5% 以上だったら増えた給料の額の 15%を

税額控除することができます。

さらに次の２つの要件を両方満たすと 15%が 25%になります。

・ 上の差額の割合が 2.5% 以上であること

・従業員の教育費や研修費などを、 今年と去年で比較して、 増加割合が 10%以上であること

（もしくは経営力向上計画の認定を受けたあと、 その計画どおりに向上したという証明がされたこと）

◎贈与税減税・相続税増税
●小規模宅地等の特例の見直し

改正の概要

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、 次の見直しが行われます。

別居親族の条件が厳しくなります。

①相続開始前 3年以内に次の者が所有する家屋に居住したことがないこと。

・ 自己または自己の配偶者 ・ 3親等内の親族、 特別の関係にある法人

②相続開始時に居住していた家屋を過去に所有していたことがないこと。
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（１）贈与・相続

事例　　別居している子供が３年前に持家

を親族や自分の資産管理法人に売って、 それを賃貸している場合は小規模宅地の評価減は受けられな

いことになりました。

2． 適用時期

平成 30 年４月１日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

●贈与税 ・相続税

　事業承継税制の特例創設

　事業承継税制について、10 年間の特例措置として、各種要件の緩和を含む抜本的な拡充が行われます。

・ 納税猶予対象の株式の制限 （発行済議決権株式総数の 3 分の 2） を撤廃し、 納税猶予割合 80% が

100% に引き上げられます。 相続税の全額が猶予されます。

・ 雇用確保要件が弾力化されます。

経営承継期間内の一定の基準日における雇用の平均が贈与時又相続時の雇用を 8 割を下回ったとして

も当該要件を満たせない理由を記載した書類を都道府県に提出すれば納税猶予は継続される。 される

・ 2 名又は 3 名の後継者に対する贈与 ・ 相続に対象が拡大されます。

・ 贈与時、 相続時の株価評価から、 譲渡時、 解散時等で評価。 一定の条件があれば贈与税、 相続税の

差額が免除される減免制度が創設されます。

●一般社団法人 ・一般財団法人に財産を移転することによる課税逃れの防止

　　特定の一般社団法人等の役員が死亡した場合に、 当該特定一般社団法人等に相続税が課税されます。

詳細は担当者にお聞きください。

事業承継税制の抜本的拡充
今後 5年以内に承継計画 （仮称） を提出し、 10 年以内に実際に承継を行う者が対象
①後継者が売却 ・廃業を行った際、 その時点での株価を基に納税額を計算し、 減免可能

②対象株式数の上限を撤廃 （2/3→3/3）、 納税猶予割愛を８０％から 100% に拡大

③近年の人手不足の状況に鑑み、 雇用平均 8割を満たせなかった場合でも猶予継続を可能に

④複数の株主から複数への後継者への事業承継についても対象者を拡大

現経営者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　親族 ・従業員等
贈与
相続

（１）売却・Ｍ＆Ａ
Ｍ＆Ａを通じた事業承継への支援策を新設

中小企業等経営強化法を改正し、Ｍ＆Ａによる事業承継を支援対象に追加。 経営力向上計画の任天を受けた

事業者に対して、 再編 ・統合を行った際に係る登録免許税 ・不動産取得税を軽減

現経営者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他企業 ・親族外経営者等
事業
譲渡等




