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納期の特例の適用を受けている場合の源
泉徴収税額の納付

　所得税の源泉徴収税額の納付について、

納期の特例の承認を受けている事業所（従

業員数が常時１０人未満）では、１月～６

月に支払った給与、退職金などから徴収し

た源泉徴収税額を７月１１日までに納付し

ます。

2018(平成30)年度個人住民税の特別徴
収事務の確認

　今年の特別徴収個人住民税の第１回目(６

月分)の納付期限は、７月１０日です。

　住民税の特別徴収事務では、特に徴収制

度の途中で退職する人に留意しましょう。

退職があった場合は、「給与支払報告・特

別徴収に係る給与所得者異動届出書」を作

成し、早めに市区町村に提出します。

　作業員が退職した場合、残期間分の住民

税は、特別徴収から普通徴収(市区町村から

送付される納付書により退職者本人が納税)

に切り替わるのが原則です。

　しかし、例えば１月１日から４月３０日

までに退職した場合、未徴収税額を給与や

退職金から一括徴収することになります。

退職の時期により取扱いが変わるので注意

しましょう。

健保・厚年の算定基礎届の提出

　算定基礎届は、健康保険・厚生年金保険

の被保険者の標準報酬を実態に即したもの

にするために毎年１回行なう届出で、被保

険者の保険料額算定の基礎になる標準報酬

月額を見直すために、欠かせない重要な事

務です。具体的には、「被保険者報酬月額

算定基礎届」に４月、５月、６月の３ヶ月

間に支払った総報酬額を各被保険者別に記

入し、所轄の年金事務所に提出します。

　この算定基礎届は、７月１日～１０日ま

でに事業主が届け出ることになっていま

す。年金事務所では、算定基礎届に基づい

て各被保険者の９月分からの標準報酬月額

を決定し、決定通知書を事業主あてに送付

してきます。こうして、原則としてその年

の９月から翌年８月までの健康保険・厚生

年金保険の保険料が確定することになりま

す。

　
労働保険年度更新の届出手続き

  労働保険の保険料は、毎年４月１日から

翌年３月３１日までの１年間(これを「保険

年度」という)を単位として計算されること

になっています。この保険年度ごとに概算

の保険料を納付しておき、保険年度末に賃

金総額が確定したところで確定保険料を算

出して精算することになっています。年度

更新とは、前年度の確定した保険料と今年

度の概算の保険料を申告・納付する手続き

をいいます。具体的には、各都道府県労働

局等から会社に送られてくる「概算・確定

保険料申告書」に保険料率や前年度に申告

済みの概算保険料の金額などが印字されて

いるので、前年度の賃金総額により確定保

険料を算出し、申告書を作成して７月１０

日までに、所轄の労働基準監督署に届け出

ます。  

  また、建設事業など二元適用事業の雇用

保険に関する申告書は、別に所轄の公共職

業安定所(ハローワーク)に届け出なければ

なりません。

お中元について

　一般的に両親や義父母、上司や会社関

係、恩師、仲人などに贈るものとされてき

ました。

　企業でも、大切なお客様との良好な関係

を保つためのツールの一つとして使う場合

があります。

　個人の場合と、企業の場合でば贈る品物

も違います。

　個人の場合は、もらいたい商品として

「商品券」「ビール」「コーヒー」など実

用的なものが毎年上位に入っています。

　企業の場合は、そこで働く人達で分けら

れるようなものが良いかもしれません。

　特に企業の場合は、「毎年同じものを贈

る」ほうが「○○会社さんからは毎年○○

をいただける」と、期待してもらえます。

　いずれの場合も、相手の好みを十分にリ

サーチしておくことが必須です。

★ワンポイントアドバイス★

　お中元を贈るにあたって相手の家族構成

や年齢、嗜好などを考え、ライフスタイル

に合ったものを選んでみてはいかがでしょ

うか。

Work manual

Work schedule 7.1-7.31

●所得税の予定納税額
   の減額申請手続期限

●5月決算法人の確定

申告と納税、11月決算

法人の中間(予定)申告

と納税

・健保・厚年の算定基礎届提出（年金事務所で提出日を定めているので

  通知書の確認が必要）提出の対象は原則として7月1日現在の被保険

  者全員で、原則4月～6月の3ヶ月間の報酬を記載して届け出る。

・健保・厚年の算定基礎届提出（年金事務所で提出日を定めているので

  通知書の確認が必要）提出の対象は原則として7月1日現在の被保険

  者全員で、原則4月～6月の3ヶ月間の報酬を記載して届け出る。

・固定資産税第2期分納付。納期は原則として4月、7月、12月、2月の月末までであるが・固定資産税第2期分納付。納期は原則として4月、7月、12月、2月の月末までであるが

 各市町村により納期が異なるので、納税通知書や納付書で確認が必要。 各市町村により納期が異なるので、納税通知書や納付書で確認が必要。

・固定資産税第2期分納付。納期は原則として4月、7月、12月、2月の月末までであるが

 各市町村により納期が異なるので、納税通知書や納付書で確認が必要。

・7月～8月に夏季休暇を実施するところでは、①得意先へのスケジュールの通知と確認を

 忘れずに行う②休暇中の従業員の行動予定や連絡先等を確認し、緊急連絡の備えをしておく。

・7月～8月に夏季休暇を実施するところでは、①得意先へのスケジュールの通知と確認を

 忘れずに行う②休暇中の従業員の行動予定や連絡先等を確認し、緊急連絡の備えをしておく。

●源泉徴収税額、特別徴収税額（6月分）の納付期限源泉徴収税額、特別徴収税額（6月分）の納付期限
●納期の特例の適用を受けている所得税源泉徴収税額（1月～6月分）の納付期限納期の特例の適用を受けている所得税源泉徴収税額（1月～6月分）の納付期限
●労働保険の年度更新手続きの締切日労働保険の年度更新手続きの締切日
●社会保険の算定基礎届の提出期限●社会保険の算定基礎届の提出期限

●源泉徴収税額、特別徴収税額（6月分）の納付期限
●納期の特例の適用を受けている所得税源泉徴収税額（1月～6月分）の納付期限
●労働保険の年度更新手続きの締切日
●社会保険の算定基礎届の提出期限
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営業 ・技術 ・経理は会社の３本柱
　　当事務所が開業以来提案してきた経営計画と財務会計の結合、 予想決算数値を見ながらの経営は現

在では政府による予実管理、 経営革新機関制度として認められました。

ここに再度、 経営計画と予実管理の経理体系をご紹介します。 詳細は当事務所各担当者にお聞きくだ

さい。

意思決定経理システム

前段経理

※帳簿組織の確認
※業務内容の確認
※会社組織の確認
※勘定科目体系の確認

※ファイリング
※請求書･領収書整理
※契約書ファイル
※事務環境〔ﾊﾟｿｺﾝ等〕

調査確認 証憑整理

※現預金
※複合取引
※振替仕訳
※残高チェック
※試算表等出力

※出力帳票の整理〔総勘定元帳〕
※補助簿等とのチェック

経理処理 帳票作成

月次税務決算･監査 決算･申告

※原資証憑と試算表チェック
※税務監査
※月次決算処理
※消費税監査

※決算監査チェック
※決算監査
※消費税監査・申告
※法人税監査・申告

※給与台帳の整備と指導
※社会保険の加入有無と指導
※諸届出の確認〔青色･納特等･開業等〕
※諸規定の整備と指導
※資金繰り〔資金繰り表の作成等〕
※販売管理･仕入、在庫管理･原価計算等

後段経理

※損益計画
※資金計画

※中長期経営計画
※新規事業計画
※リスクマネージメント
※資金対策
※決算対策
※経営改善対策
※人事・給与査定
※賞与支給額検討
※次期経営計画作成

経営計画

会社発展のための経理とは？

意思決定業務

※予想実績差異分析
※予想決算書
※予想税額計算書
※予想・実績資金繰り表
※同業他社診断
※金融機関格付

経営会議

経理全般

基本経理



経営計画と予実管理 =経営会議の仕組み
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企業経営の第一歩は、 現在の経営環境を踏まえた、 可能な限りの正確かつ厳しい損益計画と資金計画を立てること

です。 固定費を切り詰め、 生産性を上げ、 最少の人員で最大の利益をあげる、 損益計画と資金計画を最低 3年先

は見通して作成する必要があります。

1. 経営計画書の作成の仕方

手順①　直近の年間損益推移表を用意します。 会計ソフトから簡単に抽出できます。

3

企業経営の第一歩　経営計画書を作る

経営計画・資金繰り計画の策定

▽

月次決算監査

▽

予想実績管理に基づく決算予測・資金管理

▽

議事録作成

現在地

ＧＰＳ
【月次決算】

目的地船
【会社】 海図【経営計画】

執道修正
【経営会議】

当事務所が提案する経営会議とは、 経営計画 ( 地図 ) と月次決算 (GPS) により、 予想決算 ( 目的地 ) に到達す

るための NAVI( 経営会議 ) システムです。 経営者が感覚で経営できるのは 10 人以下。 １０人以上の会社のコミニ

ユケ－ションには正確な経営数字が必須となります。
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手順②　販売費及び一般管理費 ・営業外計画の作成。

　　中小企業の販売費及び管理費はほとんど固定費です。 その中にムダなものがないかを徹底的に

精査ください。 一番の経費は、 地代家賃ではないでしょうか ?　家賃値下げ交渉、 極限度まで小さ

な事務所、 工場、 店舗の移転も視野に家主と交渉する必要があります。

　　多くの経費は家賃と人件費の付随費用が多く占めています。 絶対確実な売上の規模に照らした、

必要家賃と人件費を決定すると、 自然に光熱費や消耗品費、 通信費等は圧縮できます。 さらに、

コピー機等のカウンター料金や電話料金等はまだまだ圧縮できます。

　　カウンター料金が 3.5 円から 1.2 円に下がり、 年間 30 万円、 ５年で 150 万円も経費圧縮された

企業もあります。また、通信費も午後１時から９時までの間であれば、０円といったサービスやインター

ネット電話であれば、 無料もあります。　

　　経費の圧縮のコツは、 直近の損益の月別推移表から販売費及び一般管理費の中で異常値を摘出

し、 必要か否か、 費用対効果があるかを検討してください。 ムダな経費を探すことです。

手順③　人件費計画の作成。

　　実際の役員 ・ 従業員の次年度の月額報酬、 予定給与、 法定福利費を見積もります。

小さな会社ですと、 個人別給与を見積もり、 積み上げても大した手間ではありません。 経営計画

における人件費計画は、 生活の再生産可能な絶対的消費として圧縮した人件費計画を立てる必要

があります。 役員報酬の極限度までの削減、 給与の生活給と業績 ・ 成果給との区別は必須条件と

も言えます。

●販売費及び一般管理費 + 人件費。 中小企業の場合、 これで固定費 【売上０円でもかかる費用】 の

あらかたの数値が決まります。

手順④　売上と売上原価の作成

　　売上計画の作成は業種によって作成方法が異なります。 ポイントは実現性、 検証性が高く、 社

員のリスクと連動する売上計画を作成することが会社を成長させるコツです。

●飲食 ・ 小売業…予定営業日数 × 客単価 × 客数で月次予算を作成します。 客数は席数 × 回転数で

算出することができます。

　　結果、 予定営業日数 × 客単価 × 席数 × 歩留り率 × 回転数 =1 か月の売上が算出できます。 客単

価を昼 ・ 夜と区分するとより正確な売上計画や原価計画が算出できます。 また、 曜日ごとに客数

を変えることによって一層売上計画の精度が上がります。

　　売上の予算 ・ 実績差異分析においても、 単に売上が増減したというのではなく、 増減が、 客単

価の上下か、 客数の上下によるものかを詳細に分析することによって、 異なった経営戦略 ・ 戦術

を考案できます。

　　理想は客数の上昇と客単価の上昇が一番でしょうが、 客数の減少と客単価の上昇の結果、 売上

の増加であれば一考を要します。

●医業も同様に、 患者数 × 医療単価 × 病院開業日数で 1 か月の医業収入が算出できます。 さらに、

科別単価を設定することで、 計画精度を上げることができます。 入院病棟については、 科別単価

× ベット数 × 稼働率 × 日数で算出できます。
4
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●建設業・不動産業の場合は、 得意先別受注目標、 営業担当者別目標を設定すること等、 過去実績、

個人目標と連動する仕組みを作り上げることが必要です。

●サービス業…業態によって変わってきますが、 得意先別、 サービス別、 個人別に売上計画を作成

されています。

注意すべきは、 納期が長く、 お金の回収が長期に渡る建設業等です。 まず、 売上計画は納期管理、

進捗管理と整合性を持たせる必要があります。 12000 万円の仕事でも完成引渡しまで、 1 年と 2

年では売上金額は、 全く異なります。 現場別に受注金額、 見積原価、 納期等を記入して、 工事進

行基準に応じて、 売上予算化することによって、 実績と対比して、 工事の進捗管理が可能となり

ます。

　　最後に、 全業種に共通する一番簡単な作成方法は、 前期の売上推移に前期比数値を ×( かける )

ことです。 前期比 105％であれば、 一律前期の売上数値に 1.05 乗じていけばすぐ月次売上予算が

作成できます。 また、売上予算が確定すれば、予定原価率を乗じていけば売上原価が算定できます。

　どうしても精度の高い、 損益計画が作成できない会社はとりあえず、 簡単な方法で作成すること

です。 正確な計画よりも予想決算をまずはしくみとして取り組むことです。 極論を言えば予算 = 前

期実績でもまずはいいのです。

経過月実績 ＋ 未経過月次予算 ＝予想決算書を見ながらの経営

予想・実績決算書によって、 このまま計画通り推移すれば、 当初の経営目標に到達するかどうかが、

毎月一目瞭然です。 売上 ・ 原価率 ・ 売上総利益 ・ 人件費率 ・ 経費 ・ 営業利益 ・ 経常利益 ・ 税引き

後利益等が明確な数字で見えます。 赤字経営は命取りです。 徹底した計数管理により黒字経営を

目指します。

　　これまで、 多くの企業が経営計画を策定してきました。 また、 会計事務所も顧問先企業に経営

計画策定サ－ビスを提供してきました。 しかし、 経営計画は単に年 1 回経営陣が次年度の経営目

標を数値化しておくだけでは、 単なる会社の掛け軸に過ぎません。 バブル華やかな頃多くの会計

事務所が経営計画策定サ－ビスをＭＡＳ業務として取り組みました。 しかし、 現在ほとんどの会計

事務所も顧問先企業も持続していません。 これは、 第一に、 経営計画の策定目的の不明確さにあ

ります。 経営計画を顧問先企業に根付かせ、

企業の業績の向上、 企業体質の転換、 財務

基盤の強化という成果をあげるための秘訣

は、 計画と実績の差異分析と、 予想決算に

基づく経営会議の実施にあります。

第二に、 会計事務所の基本業務である月次

決算監査との連動がなかったことです。 実

績監査と結びつき、 会計事務所の基本業務

と結びつくことによって、 経営計画 ・ 経営

会議は、 会計事務所及び職員の日常行動と

なるのです。

4

どんふり勘定からの脱皮



名

貴事務所名

住    所 MAIL

参加者名

〒

参加人数

お申込書

お申込方法
①　【お申込書】に必要事項をご記入の上、ファックスにてお送り下さい。
② 弊社よりＦＡＸにて【請求書】をお送り致しますので、内容をご確認の上、指定口座に「受講料」をお振込み下さい。
③ ご入金確認後【案内書】をFAXにてお送り致します。 
※原則、お振込でのお支払をお願い致します。ただし、直前のお申込みに限り、当日現金にてお支払とさせていただく場合がございます。
※お振込頂いた「受講料の返金」には、一切応じませんので、予めご了承下さい。
※お振込手数料はお客様にてご負担下さい。
※定員に達したらお断りさせていただく場合がございます。

返信用FAX　03-3985-4149

Ｔ Ｅ Ｌ 

Ｆ Ａ Ｘ

▼日　程：7月19日（木）

▼時　間：10：00～12：00(開場9:30)　
▼定　員：20名(先着順)　
▼会　場：税理士法人AIF セミナー室

▼受講料：３,000円（税込）

返信ＦＡＸ番号 ０３-３９８５-４１４９
※お申込みにかかる個人情報は、厳重に管理し、原則として本お申込者の把握以外に使用・開示および提供することはありません。

税理士法人ＡＩＦ　東京都豊島区西池袋1-5-3ｴﾙｸﾞﾋﾞﾙ2F　ＵＲＬ：http://www.profit21.co.jp/aif/index.html

※東京・池袋駅徒歩1分・メトロポリタンホテル横
※受講者の皆様には地図をお送り致します。　　

　　相続税計算で必要になる財産評価。ほかの財産は何かしらの金額が与えられているけれど、土地は金額

が与えられていません。なんとなく「路線価に面積を乗じて」算出しているけどこれてよいのか？と不安にな

ることはありませんか？

　　相続税申告を数多く手掛ける税理士事務所が、相続手続に携わっている士業の先生に失敗しない土地

の試算について例題を解きながら、また平成30年に改正があった小規模宅地の評価減についてのノウハウ

を伝授いたします。

1.路線価とは
（1）路線価の目的

（2）路線価の見方

（3）路線価での基本的な計算手順

     ～実際に試算してみよう～

2.倍率方式の評価とは
（1）路線価がない場合

（2）路線価方式の土地と倍率方式の土地の見分け方

（3）倍率方式の計算方法

3.小規模宅地の評価減を知ろう
（1）小規模宅地の評価減とは

（2）減額される金額

（3）適用を受けるための要件

4.その他の土地の評価方法

セミナー内容

講師紹介

セミナー概要

税理士法人ＡＩＦ　　税理士　山本　久美子　
東京税理士会所属。卒業後、税理士法人AIFにて相続・資産税を専門として実務経験を重ね現在に至る。

相続税申告、相続税調査等実務に精通し、全国の会計事務所を始め士業向け相続税セミナ－講師として活躍している。

編集・制作した「相続手続き便利帳」は全国の会計事務所で２万部以上読まれ好評を得ている。

最新版
相続手続き便利帳
※当日のお渡しになります。

受講者特典

相続実務に役立つ
相続税の土地の評価

1,000円(同)AIF事務所便り読者
限定価格



金子

第 63 回　ＡＩＦ経営研究会のお知らせ

暑気払いと情報交換の夕べ

　　拝啓　梅雨の候　平素は格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 忘年会以来ご無沙汰しており

ました経営研究会の開催遅れて申し訳ありませんでした。 遅ればせながら平成 30年 7月 1３日 （金）

に、 第６3 回ＡＩＦ経営研究会を開催する運びになりました。

　　ＡＩＦ経営研究会は、 税理士法人ＡＩＦの顧問先及び提携士業の先生方等の情報交換 ・研修の場

として１５年前より一時も滞ることなく実施しております。 今回は企業経営に欠かせない、 人・モノ・金・

情報について参加者の情報交換の場として暑気払いを兼ねて実施したいと思います。 会の常連には

社会保険労務士の酒井先生、 弁護士の岡本先生、 税理士らの士業のエキスパートがおり、 人材採

用の分野では、 ㈱ワイズの山崎社長がおられ、 また企業を大きく成長させている㈱牛繁の高田社長

を始め多くの優秀な経営者がおられます。 生き残る秘訣の第一歩は専門家、 先人の話を素直に聞き、

学び、 検証していく思考回路を持つことではないでしょうか ?

　　税理士法人AIF はこの業界では珍しく、 顧問先同士の交流に積極的に寄与せんとしてきました。

お金も人も寂しがり屋で集まっている所、 儲かる所にしか集まりません。 また、 生き残れる経営者はそ

のような機会を見逃しません。 この会がそんな場になればと思います。

経営研究会 詳細

◆　日　時　　： 平成 30 年 7 月 13 日 ( 金）

◇受付開始 ： 17 ： 45 ・ 開始１8 時～２0 時　※時間厳守でお願いします。

◆　場　所　　： 税理士法人ＡＩＦ　セミナー室

◆暑気払いの夕べ　　

　　社会保険労務士 ・ 弁護士 ・ 税理士より　耳よりの情報

　　参加者の方々の人 ・ もの ・ 金等の情報提供 ・ 質疑応答

　　司会 ： 税理士法人 AIF　代表税理士　今西崇男

◆参加費　　： 1 名様につき 3,000 円 ( 税込 )

第６3回　ＡＩＦ経営研究会　参加申込書



目次

「相続」の疑問にこたえる便利な一冊

株式会社AIF総研　発行

オールカラー・Ａ４版14ページ・１冊５００円(税込)

10 無料名入れサービス

　　相続の手続きや申告は、相談者の立場からすると、
人生に何度も経験するものではありません。「相続の
手続きは・・・いったい何から始めればいいんだろう」「
私が、今のうちにしておくことはなんだろう」「もし私に
何かあれば、残された人は」・・・等々、心配の種はつき
ません。
   だからこそ、相続の手続きの流れ・段取り・課税の
有無・申告要件の有無 等を要領よく専門家に説明し
てもらいたいと思われているのではないでしょうか?　
本書が、相続業務に携わる実務家、専門家の皆様に、
相続相談者への道標となれば幸いです。

相続手続き便利帳
「相続」の疑問に答える便利な1冊

・ 相続人と相続分
・相続発生後のタイムスケジュ ール
・相続手続き一覧表
・課税分岐点速算表
・相続税早見表給与
・小規模宅地の評価減の利用

・配偶者の税額軽減の利用
・遺言書
・遺産分割協議書
・相続税申告の必要資料
・質疑応答集

相続手続き
便利帳

AIF事務所便り読者50名限定！AIF事務所便り読者50名限定！
1冊無料進呈！1冊無料進呈！

AIF事務所便り読者50名限定！
1冊無料進呈！

2018改訂版

ＦＡＸ ： 0 3 - 3 9 8 5 - 4 1 4 9

相続手続き便利帳

住    所

御担当者名

Ｔ Ｅ Ｌ 

Ｆ Ａ Ｘ

〒

御社名

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
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