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３月決算法人の決算事務

　３月決算法人では帳簿を締め切り、預

金等残高を確認し、試算表などの各種帳

票を作成します。さらに、決算方針と確

定した数字に基づいて、決算報告書の作

成などを行います。

　新年度は様々な事務手続きが重なりま

すから、事前に日程表を作成し、ミスな

く確実に進めましょう。

３月決算法人の税務

　法人税・消費税の申告納付期限は、原

則として事業年度終了日の翌日から２ヵ

月以内です（３月末決算法人は５月３１

日までです）。

　なお、決算事務の遅れが予想される場

合には、事業年度終了の日までに申請書

を提出すれば、申告期限を１ヵ月延長す

ることができます。

　この場合、利子税の課税を避けるた

め、５月末時点で税金を予納しておくの

が一般的です。

新入社員の受入れ

　４月に新入社員を迎える企業は、入社

式、研修などの関連行事・事務を段取り

よく進めましょう。

　初出社や入社式に際して、新入社員が

不安を抱くことのないよう、日時、集合

場所､服装、持参するものなどについて、

再度、確認しておきます。式典でスピー

チの予定があるなら、対象者に根回しも

必要です。

　入社後も、研修や仕事の進行状況、会

社生活の様子などを確認しつつ、相談し

やすい雰囲気づくりなど、必要に応じて

フォローしていきましょう。

昇給に伴う基本給等の切替

　４月に昇給を実施した場合には、個人

別の給与明細書等にも新しい基本給の金

額を移記する必要があります。

　基本給の切替えに応じて、時間外手当

や各種手当などの計算も変わりますの

で、注意しましょう。

新入社員・退職者・転勤者の社保・雇

保の資格取得・喪失手続き

　社員の入社あるいは退職があった場

合、健康保険・厚生年金保険は所轄の年

金事務所（健保組合）、雇用保険は所轄

のハローワークに、次の期日までに資格

所得喪失手続きを行います。

①入社＝被保険者資格所得届

　健康保険・厚生年金保険は事由発生日

から５日以内、雇用保険は事由発生日の

属する月の翌月１０日までです。

②退職＝被保険者資格喪失届

　健康保険・厚生年金保険は事由発生日

から５日以内、雇用保険は事由発生日の

翌日から１０日以内です。

　また、異なる適用事業所間での転勤の

場合、転勤日から５日以内に、健康保

険・厚生年金保険について、転出事業所

では資格喪失届、転入事業所では資格所

得届を資格期間が重複しないように提出

します。

　雇用保険については、転勤日の翌日か

ら１０日以内に、転勤後の事業所の所在

地を管轄するハローワークに｢被保険者転
勤届｣を提出します。

ゴールデンウィークの業務保全

　取引先等に自社の休暇日程を伝えると

ともに、先方の業務日程を確認し、配

送・出荷、決済などに不都合が生じない

様調整します。

　社内的には、従業員から休暇中の連絡

先等の申告を受け、緊急時に連絡が取れ

るようにしておきます。

　また、休暇中の郵便物や新聞等の処理

方法などもきめておきましょう。

Work manual

Work schedule 4.1-4.30

●源泉徴収税額、特

別徴収税額（3月分）

の納付期限

・　新入社員が入社してきたり、退職者があったときは、健康保険・　新入社員が入社してきたり、退職者があったときは、健康保険と厚生年金については入・退社の日からと厚生年金については入・退社の日から
   ５日以内に資格取得・喪   ５日以内に資格取得・喪失届を、所轄の年金事務所に提出する失届を、所轄の年金事務所に提出する
・　新入社員が入社してきたり、退職者があったときは、健康保険と厚生年金については入・退社の日から
   ５日以内に資格取得・喪失届を、所轄の年金事務所に提出する
・　雇用保険については、入社日の翌月10日までに資格取得手続きを、退職日の翌日から10日以内に・　雇用保険については、入社日の翌月10日までに資格取得手続きを、退職日の翌日から10日以内に
   喪失手続きを、それぞれ所轄の職業安定所(ハローワーク)に提出する   喪失手続きを、それぞれ所轄の職業安定所(ハローワーク)に提出する
・　雇用保険については、入社日の翌月10日までに資格取得手続きを、退職日の翌日から10日以内に
   喪失手続きを、それぞれ所轄の職業安定所(ハローワーク)に提出する

・　3月決算法人ではスケジュールに従って定時株主総会の準備を進める・　3月決算法人ではスケジュールに従って定時株主総会の準備を進める

・　固定資産税（都市計画税）の第１期分の納付期限 → ４～６月の市町村条例で定める日

・　固定資産課税台帳の縦覧期間　→　４月２日から２０日又は最初の納期限のいずれか遅い日までの期間

・　固定資産税（都市計画税）の第１期分の納付期限 → ４～６月の市町村条例で定める日

・　固定資産課税台帳の縦覧期間　→　４月２日から２０日又は最初の納期限のいずれか遅い日までの期間
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平成 30 年税制改正を理解する !!
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

　　日本の税制は個人単位課税です。 夫婦 ・子供 ・親族 ・愛人 ・他人等に財産を移転した場合は原則

として納税が発生します。 通常の生活に必要な資産として夫婦 ・子供への資産の移転が非課税扱い

とされています。 よく言われるのが子供への仕送りです。 毎月 10万円の仕送りは非課税ですが、

120万円の一括仕送りは贈与税が課税されると言われています。また、相続税で一番問題となるのは、

夫が亡くなった場合の妻の預金通帳の動きです。 100 万円以上の夫から妻への預金移動は名義預金

として夫の相続財産ではないかと税務当局とのもめごとが一番多いと言われています。

　　平成 30年の税制改正と平成 30年実施の税改正をしっかりと理解して、 個人の節税、 法人の節税

にお役立てください。

　　年間の基礎控除前の所得の額が 2,400 万円を超えると、 少しずつ減額され、 2,500 万円を超える

とゼロになります。 毎月、 215 万円以上の役員報酬を受けとっている社長の場合、 基礎控除の減額

の影響を受けることになります。 税率が住民税と合わせて 50％として考えると、 24 万円の手取り

収入が減ることになります

●給与所得控除を一律10万円引き下げ、 さらに上限額を195万円に引き下げ

　　給与収入が 850 万円の場合に給与所得控除の額が 195 万円で上限に達して、 これを超える収入の

人は一律 195 万円の控除しか受けられなくなります。 その為、 850 万円以上の給与所得者の方はマ

イナスの効果しか残らないということになります

●青色申告特別控除は電子申告すれば65万円→紙で申告すると 55万円に減額
　　紙で申告をする場合に基礎控除の上限に達しない人の場合には、 青色申告特別控除が 10万円減

額になった代わりに、 基礎控除が 10万円増えるので、 増減税ナシとなります。 一方で、 電子申告

を行う人で、 基礎控除の上限に達しない人は、 青色申告特別控除の金額は据え置きですが、 基礎控

除が 10万円増額するので、 合計 75万円の控除が受けられるようになります。 期限後申告の場合に

は、 電子申告だろうが紙だろうが 55万円になるというのも重要なポイントです。 なにより中途半

端な状態でも期限内に申告して 65万円控除しておくということが必要になりそうです。
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●所得税　平成32年度実施　所得金額制限導入　　基礎控除は38万円から 48万円

■基礎控除の額

■給与所得控除の額

合計所得金額　　　　　　　　　基礎控除の額

万円超　　万円以下
2,400

2,450

2,500

2,400

2,450

2,500

38 万円

48 万円

32 万円

16 万円

　　なし

～平成３１年　　平成３２年以降

収入金額 給与得控除額

万円超　　　　万円以下 ～平成 31年　　　　　　　　　　　　　　平成 32 年以降

162.5

180

360

660

850

1,000

162.5

180

360

660

850

1,000

65 万円

収入金額×40％

収入金額 ×30％+18 万円

収入金額×20％+54 万円

収入金額×10％+120 万円

220 万円

55 万円

収入金額×40％-10 万円

収入金額×30％+8 万円

収入金額×20％+44 万円

収入金額×10％+110 万円

195 万円
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●所得税の平成30年改正による増税額はいくらなのか？
　　役員報酬の額が月額 215 万円超の社長の場合、 必ず所得税は増税です。

●社長の所得税の節税対策はどうすれば良いか？
　　日本の税制は前述したように個人単位課税です。 政府は時々の時代に応じて、 税目の増税 ・減税

を政策的に進めているだけです。 いつの時代も個人の一生を見れば、 法人税 ・所得税 ・贈与税 ・相

続税の負担はあまり変わっていません。 現在、 国際競争力強化、 外資呼び込みのため法人税の減税

が進んでいます。 課税所得800万円までは15%　住民税合わせても25%の税率は史上最低水準です。

800 万円の所得で税金 200 万円、 600 万円も税引き手元資金が増えること等は過去例がありません。

節税は資金の流失を伴います。 いかなる節税策よりも軽減法人税に勝るものはありません。

●法人化による節税
1. 自宅の社宅化

　　借上社宅の場合 ・ ・ ・ 法人名義で借りて社長が住むと半額会社負担。 家賃の半額を役員報酬減額

すれば、 所得税 ・住民税 ・社会保険料の減額につながる。 火災 ・地震保険やクーラー ・カーテン等

通常社宅に必要な物の経費化可能。

2. 資産は法人購入で。

　　バブル崩壊を経験した社長は肌身に染みていますが、 資産購入は法人がお勧めです。 自宅等の不

動産、 ゴルフ会員権、 株等資産の下落を経費化するには法人の方が楽です。 万が一損が出ても、 青

色申告の繰越欠損金は10年間使え、本業の利益の節税に使用できます。 自宅等は法人で購入すれば、

減価償却費、 火災保険料、 固定資産、 備品類、 修繕費、 塗装代等すべて法人の経費にすることがで

きます。

3. 生命保険を法人加入にする。

　　保険を法人で加入。 死亡保険 ・医療保険 ・所得補償保険等全額経費化や半分損金扱いになる保険

もあります。 所得税の生命保険料控除はたった 4万円が上限。 法人で加入すれば何千万でも関係な

く保険料として経費化できます。

4. 法人化は家族を役員にして所得を分散化させることによって節税できます。 所得税は累進税率で

すから、 報酬 500 万円を 1人でとれば、 100 万円近く所得税が課せられますが、 家族 5人、 1 人

100 万円 (103 万円まで ) であれば税金は 0円となります。 社員ではなく役員であることが必要かつ

重要です。

5. 法人化して退職金をもらうことが大きなメリットです。

　　退職金には退職所得控除　年40万円が20年、20年超は70万円認められ、1/2と分離課税のメリッ

トがあります。 簡単に言えば、20年勤務すれば、800万円の退職金が無税でもらえることになります。

　　では法人化のデメリットはあるのでしょうか?　あるとすれば厚生年金に加入する必要があります。

しかし、 国民年金よりも厚生年金の方が老後は圧倒的に有利です。 国民年金は最高でも年金は月 6

万円程度。 厚生年金は半額会社負担ですが、 月最低でも 10万円以上となります。

●法人税減税の目玉
今年の法人税の最大の目玉は所得拡大税制です。

概要としては以下です。

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

　　つまり 「15%の税額控除」 という第一段階と、 「25%の税額控除」 という第二段階 （上乗せ） が

あることになります。
3
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①まず 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

②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）

大きな注意点が２つあります。

　　１つは会社を設立した年度は税額控除を受けられない、 ということ。

　　もう１つは、 今年と去年と２年間まるまる在籍している従業員がいる必要があること。

「平均給与」 とざっくり言っていますが、 その 「平均」 を出すには今年と去年と２年間まるまる在籍

している従業員がいないと出せないのです。 しかもその人の給与が上がっている必要がある、 とい

うことです。

●低解約型生命保険の活用
　　低解約返戻金型の逓増定期は、 外資系保険会社が” 目立たないように” 「名義変更プラン」 として

法人の節税対策、 個人の所得税を対策として販売しているようです。 いずれ税務当局の改正が入る

と思われます。 詳細は担当者にお聞きください。

●個人でできる節税対策
　　小規模企業共済に加入する。 中小企業の特典として、 経営者の退職金準備として、 政府が行う共

済制度があります。 手続きはつきあいのある金融機関でできます。 最高月 7 万円、 年間 84 万円が

全額所得控除になります。 ただし 20 年以上の期間が必要ですので 60 歳以上の社長さんには不向き

かもしれません。 20 年 ×84 万円　1680 万円の退職金が掛けている間も減税、 退職金としてもらう

時も減税と２回減税というめったにない節税対策です。 若い経営者の方はぜひ検討ください。

●相続 ・贈与税改正の目玉　事業承継税制について
　　そもそも事業承継税制ってどんな制度か

　　事業承継税制とは、 先代経営者から後継者に株式を生前贈与する時か、 相続させる時に使える制

度です。 平成 30 年からは大幅に拡充して、 相続税も贈与税も 100% 免除になりました

事業承継税制を受けるための４つの条件

【１】 人の条件

先代経営者が満たすべき条件とは、 まず会社の代表者であったこと、 次に会社の筆頭株主であった

ことです。 そして後継者が満たすべき条件とは、 まず会社の代表者になること、 次に会社の筆頭株

主になることです

【２】 会社の条件

会社が中小企業者に該当することです。 中小企業者とは次の条件を満たす会社をいいます。

   中小企業者の定義で注目していただきたい点は、 資本金基準　or   従業員基準である点です。 いず

れかを満たせば中小企業者に該当します。 従業員数は容易に変更することはできませんが、 資本金

の額は自由に減らすことが可能です。

4

業種
中小企業者

（下記のいずれかを満たす事）
小規模企業者

資本金は額または出資の総額 常時使用する従業員の数 常時使用する従業員の数

①製造業、 建設業、 運輸業
　　その他の業種 (②-④を除く）

②卸売業

③サービス業

④小売業

3 億円以下

1 億円以下

5,000 万円以下

5,000 万円以下

300 人以下

100 人以下

100 人以下

50 人以下

20 人以下

5 人以下

5 人以下

5 人以下

業種
中小企業者

（下記のいずれかを満たす事）

資本金は額または出資の総額 常時使用する従業員の数

20 人以下

5 人以下

5 人以下

5 人以下

小規模企業者

常時使用する従業員の数
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  もし現在、 条件を満たしていなくても、 資本金を減額すれば、 この制度を利用することが可能です。 

  ちなみに、 不動産を管理するための法人、 いわゆる資産管理会社に該当する場合には、 この制度

は受けられません。 資産管理会社に該当するかどうかは細かい判定が必要になりますが、 ざっくり

いうと、 実際に事務所があって、 血のつながりのない従業員が 5 人以上いれば、 事業実態のある会

社として、 この制度が受けられます。

   人の条件と、 会社の条件を満たしていれば、 まずはこの制度をスタートさせることが可能です。

申請は、 その法人が所在する都道府県から認定をもらう必要があります。

【３】 スタートしてから 5 年間の条件

　　この制度は、 スタートしてから５年間、 守らなければいけないルールがあります。 途中でこのルー

ルを破ってしまった場合には、 猶予されていた税金は利息をつけて納めなければいけません。

そのルールのうち、 主なものは下記の通りです。

　　１． 後継者が会社の代表者であり続けること

　　２． 後継者が会社の株式を保有し続けること

　　３． 会社の雇用の８割を維持すること

　　一言でいえば、 後継者が 5 年間社長であり続け、 株主であり続け、 雇用の 8 割を守ることです。

 　この中で特に重要な条件は、 雇用の８割を維持することです。 この制度が普及しなかった最大の理

由は、 この条件を満たせる自信のある経営者が少なかったからです。 10 人の会社であれば、 従業員

が 7 人になってしまえば、納税猶予は打ち切られ、利息をつけて税金を払わなければいけません。 ( ち

なみに利子税は年利 0.8％だけなので、 大きなリスクではないと思います )

   中小企業であれば、 従業員が 2 割減ってしまうようなことが起きる可能性は十分あります。

　　そこで、 この点について平成 27 年に条件が緩和されました。 これまでは、 8 割の判定を毎年判定

していたのですが、 平成 27 年からは 5 年間の平均で判定することと改められたのです。

この改正により、一時的に従業員が減ったとしても、５年の平均でみれば８割維持できている場合には、

納税猶予は続行されることになり、 経営者のリスクが大幅に緩和されました。

さらに、 この点について平成 30 年には、 「もしこの条件を満たせなくても、 経営状況の悪化や正当

な理由があればいいよ」 という形で、 ただちに打ち切りになるわけではないと言っています。 ( 詳細

不明 )

【４】 免除になるための最後の条件

　　5 年間の事業継続が終わっても、 すぐに税金が免除になるわけではありません。 5 年経ったら、 社

長はやめて OK ですし、 雇用の 8 割も意識しなくて OK です。 しかし１つだけ守り続けなければい

けないルールがあるのです。それは株式を保有し続けることです。もし、株式を誰かに売却してキャッ

シュ化するのであれば、 今まで猶予されていた税金を払わなければいけません。 また、 もし会社を

解散させてキャッシュ化した場合も同様です。※解散の場合には、 実際に戻ってくる金額を限度に、

税金を支払ってもらいます。 ちなみに 5 年間の条件を守った後に、 納税をすることとなってしまっ

た場合には、 5 年間分の利子税 ( 年利 0.8％) は免除されます。 どちらにせよ払うはずだった税金だ

と思っていただければ、 利息分は得したことになります。 それでは、 一体どうすれば最終的に免除

になるのかというと ・ ・ ・ 後継者が、 この同じ制度 ( 事業承継税制 ) を使って、 次の後継者に事業

を承継することができれば、 税金が免除になります。 つまり、 1 代目から 2 代目に承継される時の

税金は、 2 代目が 3 代目経営者に事業承継ができた場合に免除になるという仕組みです。 かなり息

の長い話ではありますが、 相続税が何千万から数億単位で免除になるのであれば、 挑戦する価値は

十分あると思います。

　　個人単位課税の話をしましたが、 人間の一生は税金だけ見れば、 最終的に相続税です。 法人に内

部留保して、 子孫に事業承継税制を使って、 相続税を繰り延べていくことが現在では最大の節税対

策と言えます。
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決算予測から決算対策を立てる

決算対策 虎の巻

　会社を強くするための決算対策の第一歩は、正しい月次決算と可能な限り正確な月次予算と結合
した決算予測・納税予測、資金予測です。
　「利益は出た」「お金は何処に」という経営者の疑問に答え、決算対策をお金の出入りから整理整頓、
日常的な決算対策、お金のかからない決算対策、お金を有効に活用する決算対策等に区分してあり
ます。決算対策チェックシ－トが付いているのでひと目でポイントが分かります。すぐに活用できるノウ
ハウが満載です！！！

Ａ5版・68ページ・１冊５００円(税込)・決算対策チェックシート付き。

■第１章　決算予測と決算対策

1.決算予算の中で決算対策を

2.毎月の定例予実会議で決算対策を検討する

■第２章　日常的な節税対策

1.役員報酬の取り方

■第３章　お金のかからない決算対策

1.売掛債権不良債権を見直す

2.固定資産

■第４章　お金を有効に活用する決算対策

1.未払賞与を計上して節税するポイントは？

2.短期前払費用の活用

3.所得税拡大税制の補充

4.リース資産の買い取り・・・中古資産の耐用年数

5.生命保険を活用した決算対策

　 大原則　生命保険の種類は大きく３つ

 　受取人の違いで経理処理に違いがでる

■第５章　事前準備が必要な決算対策

1.資本金１億円以下に減資する

2.事業年度の変更
▲

ＦＡＸ ： 0 3 - 3 9 8 5 - 4 1 4 9

決算対策虎の巻

住    所

御担当者名

Ｔ Ｅ Ｌ 

Ｆ Ａ Ｘ

〒

貴事務所名

お申込書　

①下記の【お申込書】に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてご返信ください（ 受 付 専 用 Ｆ Ａ Ｘ ： 0 3 - 3 9 8 5 - 4 1 4 9 ）

②弊社より商品発送をさせていただきます。

※応募が多数の場合は発送が遅れることがあります。予めご了承下さい。

お申込方法

ＡＩＦ事務所便り読者30名様限定　無料贈呈！！

AIF事務所便り読者３０名様限定　無料進呈！！

会社に１冊あると便利！会社を強くするための第一歩がこの１冊に！

３０３０名様限定名様限定

無料贈呈無料贈呈
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