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・  7月～8月に夏期休暇を実施するところでは、業務の調整、取引先への連絡、緊急連絡網の整備などを行う。・  7月～8月に夏期休暇を実施するところでは、業務の調整、取引先への連絡、緊急連絡網の整備などを行う。

●4月の決算法人の確定申告と納税、
　 10月の決算法人の中間(予定)申告と納税
●個人住民税(普通徴収)の1回目の納期

●4月の決算法人の確定申告と納税、
　 10月の決算法人の中間(予定)申告と納税
●個人住民税(普通徴収)の1回目の納期

●源泉徴収税額、特別徴収税額（5月分）の納付期限
●納付の特例の適用を受けている法人の特別徴収住民税(12-5月徴収分)の納付期限
・  「市町村民税・都道府県民税特別徴収税額通知書」に基づき６月から来月５月まで毎月住民税を徴取する。
・所得税の予定納税額が通知されます。

●源泉徴収税額、特別徴収税額（5月分）の納付期限
●納付の特例の適用を受けている法人の特別徴収住民税(12-5月徴収分)の納付期限
・  「市町村民税・都道府県民税特別徴収税額通知書」に基づき６月から来月５月まで毎月住民税を徴取する。
・所得税の予定納税額が通知されます。

●労働保険の年度更新手続き開始(電子申請の場合は、休日も手続きが可能)
●確定申告税額の延納届出による延納税額の納期限
●労働保険の年度更新手続き開始(電子申請の場合は、休日も手続きが可能)
●確定申告税額の延納届出による延納税額の納期限

労働保険の年度更新手続きの開始

　労働保険(労災保険および雇用保険)

の保険料は、毎年４月１日から翌年３

月３１日までの１年度を単位として計

算し、平成２９年度は６月１日から７

月１０日までに申告・納付する必要が

あります。労働保険料については、年

に1回、当年度の概算保険料を計算して

事前に納付した上で、年度終了後に実

際に支払った賃金額に基づき、確定保

険料額を計算します。その上で、概算

保険料額と確定保険料額の差額を計算

し、納付または還付することになって

います。

●労働保険料計算の際には、以下の２点

が間違えやすいポイントとなります。

①雇用保険の保険料免除対象者

　雇用保険に加入していても、保険年

度の初日（4月1日）において満６４歳

以上の労働者は、雇用保険料が免除さ

れます。

②保険料の対象となる賃金

　賃金とは、給与や賞与等、労働の対

価として支払われるものをいい、退職

金や結婚祝、見舞金等は、労働保険の

対象にはなりません。一方、通勤手当は

対象となりますので注意が必要です。

　会社の方に労働保険申告書が送付さ

れますので、詳細は担当者にお聞きく

ださい。

６月給与計算の注意点

　６月給与から控除する住民税には注

意が必要です。１月３１日までに会社

より市町村へ源泉徴収票が送付され、

特別徴収(会社が社員に代わって給与

から住民税を徴収・納付する)を選択

された場合、５月頃社員の住所地から

本年度の住民税の通知が各市町村から

会社に届いていると思います。給与所

得に係る住民税の決定通知書に記載さ

れた金額を６月給与から控除してくだ

さい。注意は６月だけ端数調整がさ

れ、７月以降の控除額と若干誤差があ

ることです。６月･７月は住民税控除額

に注意しましょう。

健保・厚生の被保険者報酬月額変更
届の提出要否のチェック

　被保険者の報酬が昇給等によって大

幅に変動した場合は、定時決定を待た

ずに標準報酬月額が改定されます。こ

れを「随時改定」といいます。

　４月に定期昇給やベースアップ、ま

たは賃下げを行った企業では、６月の

給与支払い後、健康保険・厚生年金保

険の被保険者報酬月額変更届の提出が

必要か否かを確認します。

　健康保険の最高等級に達している人

や新入社員を除いて、次の３つの要件

のすべてに該当する人が提出対象とな

ります。

①昇給または降給があり、固定的賃金 

 （基本給・役付手当・技術手当・住

  宅手当・家族手当・勤務地手当な 

　ど）に変動があったこと

②固定的賃金が変動した月から３カ月

　連続して、報酬の支払基礎日数が１

　７日以上あること

③該当する３カ月間の報酬の平均月額

  が、従前の標準報酬月額と比べて２

  等級以上の差があること

　月額変更届は、７月中に所轄の年金

事務所（あるいは健康保険組合）に提

出し、８月に支払う給与から改定後の

新保険料による徴収を開始します。

　なお、７月に入ると、すぐに報酬月

額算定基礎届の提出事務（７月１０日

が期限）がありますから、早めに準備

にとりかかりましょう。

Work manual

Work schedule 6.1-6.30

・「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」の提出準備
　（提出期間：７月１日～７月１０日所轄の年金事務所より各事業所に提出指定日が通知される）
・夏季賞与を支給した企業は、支給日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」を所轄の年金事務所
　（一部の健保組合も含む）に提出する(納付は翌月末日まで)

・「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」の提出準備
　（提出期間：７月１日～７月１０日所轄の年金事務所より各事業所に提出指定日が通知される）
・夏季賞与を支給した企業は、支給日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」を所轄の年金事務所
　（一部の健保組合も含む）に提出する(納付は翌月末日まで)



2018.6

2

税理士登録のご挨拶

去る平成３０年２月２２日付で税理士登録を完了しましたことをご報

告させて頂きます。

まだまだ勉強しなければならないことが多々ありますが、 経営者 ・

経理担当者の皆様のベストアドバイザ－としてサポ－トできるように

頑張っていきたいと思っています。

今後ともご指導、 ご鞭撻よろしくお願いします。

産休育児休暇からの復帰

AIF からのお知らせ

休暇に入る際には、 引継ぎなどで大変ご迷惑をお掛けしました。

ご理解に改めて感謝致します。

当面、 時間短縮での勤務を予定しており、 得意の相続 ・資産税

を中心に申告業務・各種セミナー講師、 小冊子作成、 申告チェッ

ク等を担当してまいります。 今後一層皆様のお役に立てるよう努

めて参ります。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

山本　久美子

この度、 当事務所の税理士　山本久美子が産休育児休暇から復帰、 馬道昴志が税理士登録致しまし

たので、 この場を持ってご報告をさせていただきます。

経営会議雑感

　　上場企業の３月決算報告では史上最高の利益、 トヨタも２兆円越えの史上最高益と景気のいい話の

一方で、 速報では平成 30年１月から３月の国民総生産 (GDP) は 46か月ぶりのマイナス成長とのこと

です。 景気がいいのかわからないと言われる経営者も多いのですが、 共通しているのは、 2020 年

東京オリピック開催後不況がくるのではないかという先行き不安感が広がっています。

　　それを見越して、 できるだけ過剰な設備投資や借金、 人員採用を控えるという経営判断がなされ

ています。 もう一つは、 慢性的な人手不足と賃金上昇の圧力です。 特に建設業 ・運送業 ・飲食業 ・

小売業等は以前より人手不足に悩まされていた業種ですが、 ここ 1 年より深刻な事態となっていま

す。 現在の経営会議での話題の中心は、 人の問題が一番です。

　　当事務所の顧問先ではまだ発生していませんが、 帝国データーバンクによれば、 人手不足による

労務倒産が一番多いそうです。 IT 関係の顧問先では、 優秀な人材の大手企業による引き抜きや初任

給 40万円の企業も現れているそうです。

　　私見では、 中小企業のとれる対応策は、 現在いる社員の創造力、 活性力を高め、 1 人、 1 人が成

長してもらえる働きやすい経営環境をつくることではないかと思います。 社員の働きやすい労働環

境をつくることは一見すると利益創出と背反するようにみえますが、 ムリ ・ ムダ ・ ムラをなくし、

創造力を発揮しやすい環境が大きく利益を生みだすと思います。 多店舗展開されている飲食業の店

別売上推移を見ますと、 店長が変わっただけで 200 万円以上の売上の変動が見られました。　働き方

改革、 働きやすい労働環境、 物理的にも、 人間関係的にも明るい職場環境、 風通しのいい会社づく

りが求められているように思います。

　　最後に、 今年は新規顧問先様が大幅に増加、 確定申告とも重なり、 経営研究会を始めて延期せざ

るを得ず予定を大幅に遅れて 7月 13日 ( 金 ) に開催する運びになりました。 詳細は同封させて頂き

ましたご案内を参照ください。

　　成功する経営者の一番の秘訣は他の経営者から大いに 「学ぶ」 という姿勢だと思います。 税理士

法人AIF の厳選された立派な方々の集まりである会にぜひご参加ください。

馬道　昴志



平成 30年 4月より信用保証協会の制度が見直し
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　　中小企業の経営改善に向けて、 平成 30 年 4 月より 「信用保証制度」 が見直しとなりました。 ご

存じの通り、 「信用保証制度」 とは、 中小企業が金融機関から融資を受けやすくするために 「地方公

共団体」 が連帯保証するものです。 責任共有保証とは保証協会が 80%、 銀行が 20% 保証するとい

うものです。 銀行が一部リスクを背負うので審査が厳しくなります。 他方 「責任共有対象外」 とい

ものは、 100% 保証協会が保証するもので、 銀行がリスクを抱えないので 「保証協会審査」 が通れ

ば融資されるものです。

①創業関連保証の充実 ・ ・ 責任共有対象外

　　創業関連保証の限度額を 1000 万円から 2000 万円に増額されます。

対象者

・創業者

・創業 5年未満の者

・中小企業者であって、 新たに会社 ( 分社化 ) する者

②小規模事業者への支援拡充 ・ ・ 責任共有対象外

　　金融環境の変化による影響を受けやすい小規模企業者を対象として創設された責任共有制度対象

除外となる保証制度です。 限度額を 1250 万円から 2000 万円に増額されます。

③特定経営承継関連保証の創設

　　事業承継を一層促進するため、 法の認定を受けた中小企業の代表者個人が承継時に必要とする資

金 ( 株式取得資金等 ) を信用保険の対象とします
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中小企業 金融機関

信用保証協会（全国５１）自治体

国
日本政策金融公庫

出資金

損失補償

一部地域において

自治体による損失補償

回
収
金
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詳細は当事務所担当者にお聞きください。

経営編　
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平成 30 年 1 月～ 3 日の速報値によると日本 GNP は年率 -1.5% となった。 他方社員の給与は前年同

期比で 3.2% 増となり、 人手不足が賃金を押し上げている。 結果、 企業の倒産や廃業が人手不足や

人件費上昇等の結果増加するものと思われる。 ここで考えたいのが生き残るために超えなければな

らない壁である。

●人口減少の壁

  日本の人口は 2010 年をピークにここ 7 年間で 148 万人も減少している。 今後 20 年間で 1489 万

4 千人減少すると予想されている。 人口減少は現在のビジネスモデルが自然的には残らないことを

意味する。 人が減れば、 頭も減り、 美容院や散髪屋さんや食べ物屋さんも自然に減少する。 働き手

も減り、 企業も減り、 それを顧客としている私達税理士や弁護士、 司法書士、 社会保険労務士、 行

政書士も顧客が減ることを示している。 淘汰されるものと生き残るものに二極分解すると考えられ

る。

●市町村淘汰の壁

  日本には 1719 の市町村があるが、 今後 20 年間で生き残れる市町村は 881 と言われている。

市町村がなくなれば、 役場 ・ 議員 ・ 職員 ・ 小 ・ 中。 高校までなくなる。 これらの市町村の小売業等

は廃業せざるをえない。

●人口高齢化の壁

  今後 20 年間に 70 歳以上の人口が 521 万人も増加するとのこと。 人口の高齢化は運転免許の返納

が多発することになる。 20 年後≒1722 万人が返納するものとみられている。 これは郊外の大型

ショッピングセンターの時代の終了を告げる。

●アマゾンの壁

  百貨店 ・ スーパー ・ コンビニまで売上減少中にも関わらず、 アマゾンの売上が 19 兆円を超え、 急

速に売上を伸ばしている。 当事務所のある池袋でも 10 年前と風景が様変わりしている。 駅前にあっ

たサラ金やコンタクト、 小売店はほとんど姿を消し、 1000 円床屋、 飲食店、 マッサージ店が増えて

いる。 これから生き残れる商売の不可欠な条件はアマゾンシステム ( 無店舗通販型ショップ ) を打

ち破ることである。 本や日常品、 消耗品の類はすでにアマゾンの独占状態であり、 東京都区内では

食料 ・ 弁当 ・ 野菜類まで 1 時間以内お届けサービスまでしている。 また、 アマゾンカードからアマ

ゾンコインの発行まで噂されており、 銀行は対アマゾン戦略に全力投入とのことである。 成長戦略

をどう描くのか ?

鍵は社員 1 人 1 人の創造力の活性化と市場のニーズ、 必要性、 対面性等である。 まずは同業他社の

成功体験を学ぶこと、 アンテナを張る事である。

4

企業　生き残りの 5 つの壁

70 代

80 代

90 代

2015 年

14,112 千人

8,213 千人

1,840 千人

2035 年

13,176 千人

11,791 千人

4,144 千人

増減

－936 千人

3,578 千人

2,304 千人
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　店長選抜の重要性

  企業において、 一般に上司は労働者に対して ・ 管理 ・ 監督 ・ 仕事の割り振り ・ 教育訓練 ・ 非金銭

的動機付け （ほめる、 叱る） マネジメント機能を果たしています。

ここでは、 一橋大学経済研究所が 2013 年に発表した、 日本を代表する自動車販売会社の人事 ・ 取

引データを用いた実証的研究成果から解った、 店長選抜の重要性について述べます。

●店舗業績を伸ばす店長とは

この研究における主な発見は次の 4 点です。

①店長は店舗業績に対して大きな影響力を持ち、 平均的店長と比べて、 「悪い」 店長を 「良い」 店長に置

き換えると、 店舗の新車獲得利益は約 14％向上する。

②店長配置の基本パターンは「小規模店舗から大規模店舗へ」である。 また、業績が悪化している店舗には、

店舗経験の長い店長が配置される。

③若い店長や店長昇進前に新車販売以外の経験も有するキャリアの幅の広い店長が、 店舗業績を伸ばし

ていた。

④店長の学習効果はあまり重要ではなく、 店長を教育して生産性を上げるよりも 「良い店長」 を正しく選

抜することがより重要である。

  また、 「営業社員の平均年齢が比較的低いため、 若い店長の方がコミュニケーションを取る上で有

利であり、 チームとしての一体感を醸成して助け合いが活発になるという効果が生じている可能性

があること」 を示唆しています。

●経営者 ・管理者の留意点

  この自動車販売会社の人事担当役員は 「年に数回実施するチームインセンティブ （店舗間 ・ 店舗内

課間のコンテスト） を行った結果、 勝ち組のパターンは、 営業スタッフと上司の年齢層が開いてい

ない、 という特徴がうかがえ、 微妙に年齢の距離感が影響しているのではないか」 と述べており、

前述の研究結果を裏付けています。

  店長に昇進するまでのキャリア形成を計画的に行い、 幅の広いキャリアを持たせること、 店長と

部下の課長 ・ 営業スタッフの年齢層を近づけ、 コミュニケーションギャップを少なくすることに留

意しながら、 目標管理による経営貢献度評価を基準に店長を選抜することが重要と言えましょう。

5

店長選抜までの

キャリア形成が大切です！



ＡＩＦ事務所便り読者30名様限定　無料贈呈！！
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　決算月の決め方

　　創業時に悩むことの一つに決算月がある。 下記の国税庁の決算月調査では 3 月が全体の 2 割を占

めている。 上場企業に限っては 9 割以上が 3 月決算となっている。

①役所の事業年度が 3 月末になっているので 3 月。 公共事業関係の企業に多い。

②取引先の大企業が 3 月なので合わせた。③国に税制改正が 4 月開始事業年度適用が多いので合わ

せた。 等々の回答があった。

　　実際の現場感覚で一番多いのは①会社設立日から可能な限り 1 年後を事業年度終了日にしたい

云々だ。 5 月 17 日設立ならば 4 月 30 日決算日という具合。 これには消費税の免税期間を 1 年ない

し 2 年を最大限活用したい。 税金の支払いを可能な限り伸ばしたい云々が理由に思える。 消費税増

税の影響もあり今後益々この判断が最優先になると思われる。

　　それ以外で、 決算月決め方で留意すべき点で以下の諸点がある。

①業界や今後の利益見通しで、 大きく動く月を避ける。 たとえば飲食業であれば、 12 月決算を避け

るべきである。 年末に数字が大きく変更する可能性が高い飲食業の場合、 利益の見通しが難しく節

税対策も立てられない。 これは公共事業関連の 3 月決算も同様だ。

②次に考慮すべきは納税と賞与支払い月を重ならないようにする工夫だ。 6･7 月、 12 月は何かとも

の入り。 4･5 月 10 月決算だと納税は 6･7 月 12 月となり消費税や賞与と同月支払となる。 できれば

前後にしたいものである。

③グループ会社で決算月をずらすのは税務署から見れば要監視対象となる。 グループ間取引がなく、

債権 ・ 債務が発生しないのであれば問題ないが、 そうでなければ決算期を揃えることで税務当局の

あらぬ疑いは避けやすい。

●決算月別法人数（平成 30 年 5 月現在　国税庁より）

3月

9月

6月

12 月

8 月

5 月

7 月

4 月

2 月

10 月

1 月

11 月

合計

554,147

294,602

249,371

248,768

242,138

220,184

206,160

198,786

180,386

115,432

94,753

71,877

2,676,604

20.70％

11.01％

9.32％

9.29％

9.05％

8.23％

7.70％

7.43％

6.74％

4.31％

3.54％

2.69％

　100.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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総務編　　年金分野でのマイナンバーの利用

●年金分野届出もマイナンバー記載

　　平成 30 年 3月より厚生年金被保険者、 事業主及び年金受給権者並びに国民年金の被保険者及び

受給権者が提出する各種届出等で、 現在基礎年金番号を記載しなければならない事とされているも

のについて、 個人番号による手続も可能とし、 原則として個人番号記載をする事になりました。 各

届出の新様式では基礎年金番号は省略され、 その代わり個人番号記載欄があります。 現在は旧様式

も使えますので旧様式の時は基礎年金番号を記載します。

　　事業所において新様式でマイナンバーを記載して届け出る主なものは、 資格取得届、 資格喪失届、

70 歳以上届出関連、 賞与届、 被扶養者 ( 異動 ) 届、 産前産後、 育児関連の届出等　基礎年金番号を記

載していた普段使用する事が多い書類です。

●住所変更届 ・氏名変更届は提出省略に

　　年金機構では各人の基礎年金番号とマイナンバーとを紐付けする作業をしてきましたが、 機構で

確認が取れている方については住所変更届、 氏名変更届、 国民年金の死亡届の届出は省略できるこ

とになっています。 確認が取れていない人は昨年 12月に事業主に対象者の一覧表が送付されてい

ます。 返送されていない場合は確認の上返送しましょう。 また、 資格取得届等住所の記載が必要な

書類でもマイナンバーを記載した時は年金機構が住基ネットから住所を取得するので記載が省略さ

れます。 住民票の住所と違う場所に居住している時は住所変更届 ( 居所届） を提出します。

●マイナンバーを記載する際の注意点

　　届出書類にマイナンバーを記載する際の注意点は、 本人からマイナンバーを取得する時は利用目

的を告げ、 ナンバーとともに本人確認を行う事が必要です。 マイナンバーを記載して提出する書類

には本人確認書類の提示 ( 提出） が必要になります。 個人番号カードか個人番号通知カード＋住民票

( マイナンバー付） や運転免許証、 パスポート等の写しを付けます。

　　国民年金３号被保険者届は勤務先を経由して届出しますが普通は被保険者である夫が３号被保険者

( 妻） の本人確認を行います。 届出に委任を記載する部分があるのでそこにチェックを入れる事で代

理人とします。

7

新様式での届出は

マイナンバーを記載するように

なりました！
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税務編   平成 30 年 4 月より小規模宅地等の特例改正
　

　　相続税制の中でも注目度の高いものに 「小規模宅地等の特例」 があります。

この制度は、 被相続人等の居住用 ・事業用の宅地が相続人や生計一親族の生活の基盤となっている

ことに配慮し、 一定の要件の下、 これらの宅地等の課税価格を 80％ （貸付の場合 50％） 減額すると

いうもの。 上手に利用すればインパクトは大きく、 「第２の基礎控除」 と呼ばれることもあります。　

近年、 政策目的に沿わない事例が散見されるため、 平成 30年 4月以後の相続から 「厳格化」 の方

向での改正が入りました。

（改正１） 「家なき子」 規定の見直し

　　一つ目の改正点は、 いわゆる 「家なき子」 規定の見直しです。 この特例は、 もともと相続人等の

居住の継続や事業の継続に配慮したものですが、 持ち家を持たない親族でも戻る家として実家を確

保しておいてあげようという趣旨から、①被相続人に配偶者 ・同居の法定相続人がいないこと （親の

一人暮らし）、②別居親族が相続開始前 3年以内に自己又はその配偶者の持ち家に居住していないこ

と （3年間持ち家なし） 等を要件に特定居住用宅地等として 80％減額を認めています。この場合、

持ち家を持っている相続人が、 持ち家を親族に売却し特例の適用が可能な相続人を意図的に作り出

すことも考えられました。 そこで、 次の者は適用対象者から除かれることとなりました。

（改正２） 貸付事業用宅地等の要件厳格化

　　二つ目は、 貸付事業用宅地等の適用要件の見直しです。 相続対策として、 手許の現金でタワーマ

ンションなど評価額と流通価額の差が大きな物件を購入。 その後貸付を行い、 相続時に敷地につい

て 50％減額を適用。 節税メリットを得てから、 売却するという手法が考えられましたが、 改正後は

次表のようになります。

※この改正は、 平成 30年 3月末以前から貸付けられている宅地には、 適用されません。

１　相続開始前 3年以内に、3親等以内親族又は

　  特別の関係のある法人が有する国内家屋に居住したことがある者

２　相続開始時において居住の用に供していた家屋を、

    過去に所有していたことがある者

相続開始前 3年超貸付事業（事業的規模）     適用あり

上記以外
3年超貸 付     適用あり

3年以内貸付    適用なし
上記以外

適用なし3年以内貸付  

旧法の「家なき子」適用を

前提とした遺言書は見直しを！


	1AIF事務所便り(表)1706.pdf
	1AIF事務所便り(裏)1806.pdf
	2AIF事務所便り(表)1806.pdf
	2AIF事務所便り(裏)1806.pdf
	3AIF事務所便り(表)1806.pdf
	3AIF事務所便り(裏)1806.pdf
	4AIF事務所便り(表)1806.pdf
	4AIF事務所便り(裏)1806.pdf



