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期央での収支計画の見直し

　３月決算の会社では、９月までの上期

の実績をふまえて、年度収支計画とその

進捗状況を検討します。経理部門では、

月次決算の実績・関連資料、景気見通し

や業界動向などの各種データを揃え、年

度計画の達成に向けた取組みを強化した

いところです。

　また、利益確保のためには、採算分析

が欠かせませんので、製商品・得意先ご

との売上貢献度と利益貢献度を検討しま

しょう。

　全社的な経費についても、事務機器賃

借料、事務用品費、諸会費、慶弔費など

を一つひとつ点検し、予算対比の増減の

要因を分析することが大切です。

資金繰り計画の策定

  下期の製造・販売計画に基づいて、年

末、年度末までの資金繰り計画を策定し

ます。

　特に年末は歳末セールや賞与支給など

もあるため、資金手当てには十分に注意

しなければなりません。

　検討の結果、借入が必要になる場合は

金融機関に対し、早めに金額と時期を伝

えましょう。資金繰り表、返済計画表、

業況説明書類は、借入申込みに際して欠

かせない資料です。

　社内的には、収支計画などと対比させ

ながら、どこ（何）に資金を優先的に充

当するかをチェックしましょう。

　あわせて取引先の信用管理を徹底し、売

掛金の完全回収に努めることも大切です。

年度後半の業務計画の確認

　年度収支計画の見直しを行うととも

に、年度後半の業務確認を再確認してお

きましょう。年度末の繁忙期に向けて業

務が立て込んできますから、一つひとつ

の仕事(業務)を確実にこなしていくこと

が重要です。

税務調査への対応

　秋は新事務年度の方針に基づいて、税

務調査が本格化する時期です。

　常日頃から正しい処理をしていれば、

過度に恐れることはありません。

　税務調査の打診があったときは、冷静

に対応してください。

中間決算棚卸の実施

　帳簿に記載された在庫と実際の在庫

数量は本来一致しているべきものが、

盗難、紛失、記帳ミスなどの理由から差

異が生じることがあります。

　そこで、定期的に実施棚卸を行なう必

要があります。一般的には決算期末に実

施しますが、３月決算の企業が中間決算

に際して棚卸を行なう場合は、９月中に

実施することになります。

　作業範囲、教え方、棚卸表への記入方

法を担当者に前もって指示し、その理解

度を確認しておくなど事前準備を万全に

して効率よく進めましょう。

労働衛生面のチェック

　９月は、１０月１日から始まる「全国

労働衛生週間」に準備月間です。

　労働衛生面の管理不備から労災事故に

つながるケースは少なくありません。あ

らためて職場の作業環境や健康管理の見

直しを図りましょう。

　とくにコンピュータ作業における労働

環境の改善、過労死などに対する抜本的

な対策は重要な課題です。

　また、従業員数５０名以上の事業所で

は、１年に１回ストレスチェックを実施

する必要があります。まだ実施していな

い事業所では準備を進め、実践後には適

切なフォローも行うようにしましょう。

Work manual

Work schedule 9.1-9.30

●源泉徴収税額、特
別徴収税額（8月分）
の納付期限

・9月から１０月にかけて秋の慰安旅行を行うところは、参加人数の確認、宴会進行の打合せなど、最終の詰めを行う

・年末までの資金計画を立てる、営業部門から歳末セールの仕入計画を聞いたり、
 各部署に予算の増額の予定はないかなどを確認する。金融機関から借入が必要な場合は早めに申し込む

・社会保険算定基礎届（定時決定）による標準報酬月額の改定（翌年8月まで有効）

・9月から１０月にかけて秋の慰安旅行を行うところは、参加人数の確認、宴会進行の打合せなど、最終の詰めを行う

・年末までの資金計画を立てる、営業部門から歳末セールの仕入計画を聞いたり、
 各部署に予算の増額の予定はないかなどを確認する。金融機関から借入が必要な場合は早めに申し込む

・社会保険算定基礎届（定時決定）による標準報酬月額の改定（翌年8月まで有効）
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「経営セーフティ共済」 の節税効果

経営セーフティ共済 （中小企業倒産防止共済 ）は、 取引先の倒産の影響などによる連鎖倒産や経営難に陥ることを防

止するための国による共済制度です

・支払った掛金が個人・法人の経費になるので節税効果が高い

・月々最高20万円、800万円まで可能。

・年払いに短期前払費用適用可能で、決算直前240万円全額経費化

・解約金は雑収入、赤字対策や退職金支払いのタイミングで解約

　　経営セーフティ共済の掛金は支払った掛金が経費になり、 その分の税負担が減りますし、 万が一の時には被害額を限

度として掛金総額の 10倍まで貸付けを受けることができます。

掛金は将来の月分まで含めて前納することができ、 うち 1年以内の部分については支払時の経費とできますから、 利

益が多く出た年度で資金の余裕のある時には前納をしてみるのもよいです。 例えば、 個人事業主で課税所得 （所得の

合計から基礎控除などの各種控除を差し引いた所得税の対象になる金額） が 500 万円の方が、 経営セーフティ共済を

年 240 万支払っていた場合、 所得税 ・復興特別所得税で 20.42%、 住民税で 10%、 個人事業税で 5% （※１） の

合計 35.42%、 金額にしておよそ 84万円の節税効果があります。

◆経費にするための手続きに注意

　　さて、 この経営セーフティ共済の掛金ですが、 単に帳簿への記帳で 「保険料」 などの経費としただけでは経費として

認められませんから注意しましょう。

　　個人事業主の場合は事業所得の経費として記帳した後、 所得税の確定申告書に任意の様式で 「中小企業倒産防止

共済掛金の必要経費算入に関する明細書」 を作成して添付する必要があります。 とくに定型の様式はありませんので、

中小企業基盤整備機構が提供している様式例を参考にしてください。

◆法人の場合

　　法人の場合は、 法人の経費として記帳した後、 法人税の確定申告書に法人税別表十 （六） という様式の 「Ⅲ　特

定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」 を作成して添付する必要があります。

掛金が経費になるものは、 その逆の解約などは収入になるということで、 経費にして納税を先延ばしにした分が後から跳

ね返ってくる 「課税の繰り延べ」 ということを意識しておく必要があります。

経営セーフティ共済は、 「いざというときのために加入している」 ということを忘れないようにしておいて、 資金繰りが苦

しいときは解約だけでなく、 掛金の減額や掛け止めという方法も考えてみましょう。

儲かっている会社がしている節税対策
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人手不足対策 ・社宅を利用すると節税になる !!

　　税法では、 社員が会社から受ける経済的なメリットは、 現物給与とみなすのが原則的な取扱いです。 そして、 現

物であれ社員に給与を支払った場合には、 会社には源泉所得税を徴収する義務が生じます。 したがって、 社宅の家

賃補助についても非課税というわけにはいきません。

◆会社が一部を負担することは可

　しかし、 社宅の家賃については、 全額社員負担でなくても、 会社が一部を負担するという形で現物給与を与えても

課税されません。 税法で社員が負担すべきと考える金額は、役員と従業員、自社所有と借上げなどで、いくつかのケー

スに分かれます。

◆役員社宅の場合

１． 「小規模住宅」 …床面積木造 132 ㎡以下 （それ以外の場合は 99 ㎡以下）

下記の (１) から (３) の合計額が基準となる 1 ヵ月当たりの家賃になります。

（１） ( その年度の建物の固定資産税の課税標準額 )×0.2％

（２） 12 円 × （その建物の総床面積／ 3.3 平方メートル）

（３） （その年度の敷地の固定資産税の課税標準額） ×0.22％

２． 役員に貸す社宅が小規模な住宅でない場合　132 ㎡超 240 ㎡以内　( 豪華社宅を除く )

  下記の (１) と (２) の合計額の 12 分の１が基準となる 1 ヵ月当たりの家賃になります。

（１）（その年度の建物の固定資産税の課税標準額）×12％
      ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合には10％を掛けます。
（２）（その年度の敷地の固定資産税の課税標準額）×6％

３． 豪華社宅である場合

時価 ( 実勢価額 )

◆従業員に社宅や寮などを貸したとき

　従業員に対して社宅や寮などを貸す場合には、 従業員から 1 ヵ月当たり一定額の家賃を受け取っていれば給与とし

て課税されません。

　この 1 ヵ月当たりの一定額の家賃は、 次の 3 つを合計した金額を基準とします。

(１) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2％

(2)    １２円×

(３) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22％

その建物の総床面積（㎡）

３．３（㎡）
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以上の3つを合計した金額が、従業員に貸す社宅や寮などの1ヵ月当たりの家賃の基準となります。

●事例計算　賃料相当額具体例
マンション　床面積80㎡　土地の固定資産税課税標準額　1,000,000円　建物の固定資産税課税標準額　4,000,000円　
家賃月150,000円　99㎡以下なので小規模社宅に該当
（1）4,000,000×0.2％＝8,000円
（2）12円×80㎡／3.3㎡＝290円
（3）1,000,000×0.22％＝2,200円
（4）合計10,490円
実質経費額　150,000-10,490＝139,510円

消費税の取り扱い
家賃の支払、家賃の受け取り共に非課税となります。

　　借上げ社宅の場合…「小規模住宅」…床面積木造132㎡以下（それ以外の場合は99㎡以下）

会社などが所有している社宅や寮などを貸す場合に限らず、ほか②から借りて貸す場合でも、前に説明した3つを合計

した金額が家賃の基準となります。

　　したがって、他から借りている社宅や寮などを貸す場合にも、固定資産税の課税標準額などの確認をすることが必要

です。実務上困難な場合、大家さんに支払う家賃の20％程度の家賃を、役員や社員から徴収されています。つまり、家

賃の80％が会社からの家賃補助に出来ます。なお、看護師や守衛など特殊な職業で、仕事を行なう上でのやむを得な

い必要に基づいて特別に社宅や寮を貸す場合には、無料で貸しても給与として課税されない場合があります。

(1) 給与を下げて所得税を節税

　

　　上の表で 2列目の例ですが、 会社の負担額について、 給料を 16万円下げつつ家賃を 16万円 （自己負担 4万）

負担することによって費用間でプラス・マイナスはゼロになります。 一方、 個人の負担額は源泉所得税、 社会保険料、

住民税を合わせ月額で約 5万 6000 円減少し、 年間で約 67万 2000 円負担が減ったことになり、 大幅な節税がで

きました。

(2) 給与はそのままで法人税を節税

　　上の表で 1列目の例ですが、 給与をそのまま据え置きますと、 個人の手取は 16万円増え、 法人の負担額 16万

円と通算すると個人、 法人間の負担額の合計は変わりません。 一方、 法人税の負担は約 80万 6000 円減と大幅に

節税されます。

　　どちらにしても、 個人、 法人を通算しての持ち出しはゼロで、 大きな節税効果を得ることができました。 個人の給料

額がより高い場合、 累進税率によりさらなる効果を得ることができます。

借上社宅制度を利用して、 従業員の定着率の向上を図るとともに、 さらなる節税につなげてはいかがでしょうか ?　詳

細は当事務所担当者にお聞きください。

給　与　総　額

源泉税等控除額

家賃負担額

手　　取　　額

企業負担額

法人税等減額

1,000,000円

275,335円

40,000円

682,665円

160,000円

67,200円

840,000円

218,987円

40,000円

581,013円

0円

家賃２０％徴収で同額
給与を下げた場合家賃２０％徴収の場合
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土地・家屋

有価証券

現預金

その他

相続のはなし

ついにゆく道とはかねて聞きしかど昨日今日とは思はざりしを(伊勢物語)

[ 現代語訳 ]

（誰しもが） 最後に通る道とは以前から聞いていましたが、（まさか自分にとってのそれが） 昨日今日 （に差し迫ったもの）

だとは思いもしませんでしたよ

　　団塊の世代と呼ばれた昭和 20 年から昭和 25 年前後に誕生した人たちも早 74 歳から 68 歳を迎えられました。

男女の平均余命も女 87 歳、 男 80 歳と世界トップクラスと言われています。 その結果、 日本の相続は平均して、

83 歳の親から 60 歳前後のお子さんの間で行われていると言われています。

◆相続の問題

　　相続に携わっている様々な問題に出会いますが、 大きく分けて 3 つ思いつきます。

①相続財産が明確になっていない。

　　現金 ・ 預金 ・ 居住住宅 ・ 土地等は見つけやすいのですが、 有価証券 ・ 貸付金 ・ 借入金は見つけにくい。

特に連帯保証されているものは家族に伝えていなければほぼ発見不能です。 土地や建物等が共有持ち分にな

っていれば煩わしいです。

②財産が分けにくい

　　相続で揉めるのはお金持ちだけと思ったら大間違いです。 実は少ない財産の方が揉めています。 家庭裁判所への

相続関係の相談件数は 10 年で約 1.9 倍に増加、 遺産分割事件の件数 （家事調停 ・ 審判） 10 年で約 1.4 倍に

増加しています。 特に自宅一軒の場合は大変です。 自宅を売却して遺産分割することになりかねません。 遺言、 死

因贈与契約書、 生前贈与等も検討しなければなりません。

③相続対策 =節税対策ではない。

　　いかに家族の財産を保持して将来のために役立てるかが大切です。 例えば相続税の課税価格を減らす方法には、

現預金よりも不動産の活用、 生命保険非課税活用等がありますが、 相続税の試算がまず第一歩です。

困るのは、 会社の株や会社への貸付金、 連帯債務の有無です。 換金性もなく、 税金の支払うお金がないという事

態も起こります。 日ごろから相談してくださればいいのですが、 経営者の中には自分の死んだ後のことを話題にもしてく

れるなという方も結構いらっしゃいます。 残されたご家族のことも考えて、 一度財産の整理、 相続税の試算、 今後の

対策等をご相談されてはいかがでしょう。

◆相続財産について

①不動産の相続の注意点
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　　日本で相続される財産の約 4割が不動産と言われています。 現預金や有価証券と比べて、 相続時に有利と言わ

れているのが不動産です。 土地は路線価で評価され実際の価格の約 8割、 建物は固定資産評価額が約 7割評価

と言われています。 不動産で特に覚えて頂きたいのは、 「小規模宅地等の特例」 です。 これは、 330 ㎡　（100 坪）

以下の自宅土地を相続した場合に、 相続評価額の 2割評価　8割減額できる制度です。 この特例は、 配偶者か同

居していた親族 ( 子供等 ) が相続するという条件があります。 また、 店舗、 事務所、 賃貸物件や駐車場などの貸付

物件に対しても減額特例があります。

・ 不動産のデメリット

　　不動産にはデメリットもあります。 例えば 1 つの土地が共有であれば、 換金性が難しく、 買い叩かれる可能性があり

ます。 また、 相続人の誰かが居住していれば、 遺産分割で揉めることは必至です。 事前の対策としては、 共有持ち

分を解消しておくこと。 相続時精算制度を活用して生前贈与しておくこと。 不動産物件は、 都心で駅に近く、 換金性

があり、 値下がりしにくい物件を見つけることです。

②生命保険の活用

　　法定相続人以外の人に財産を残したい、 もめごとにしない相続にしたい。 生命保険がお勧めです。

・ 生命保険の特徴

生命保険金は受取人固有の財産となるので、 被相続人の意思で特定の財産を引き継ぐことができるとても有効な手

段です。 たとえば、 介護してくれている長男の嫁に財産を残したいと思っても、 遺産分割で揉める予感がある場合、

受取人を嫁にすることによって争いが避けられます。 死亡保険金の非課税枠は　法定相続人の数×500万円ですので、

預金を生命保険に置き換えるだけで大きな節税になります。 一時払い終身保険なら 90 歳まで加入できる商品があり

ます。

　　生命保険金は、 明日が見えない中途小企業の経営者に必要。 会社の借金はほとんど中小企業経営者が連帯保証

人となっています。 万が一に備えて、 個人資産を保険に変えていれば、 破産や相続放棄しても遺族に生命保険金が

残ります。 相続税の法律は頻繁に改正されます。 詳細は必ずご自身でご確認されるか当事務所までご相談ください。



金子

第 64回　ＡＩＦ経営研究会のお知らせ

ストレスチェックを体験しませんか？
　　平成 30 年 10 月 12 日 ( 金 ) 午後 6 時より定例の AIF 経営研究会を開催させて頂きます。 AIF

経営研究会も早 18 年、 64 回目の開催となりました。 今回は当社顧問先 NPO 法人全国精神保健

職親様のご協力で 「ストレスチェック体験」 を実施しようと思います。 企業とは、 利益を追求する社

会集団であり、 利益とはその属する社員の創造力の総和であると言われます。 公務員が民業に進出

しても競争力を持たないことは国鉄 ・ 電電公社等を見れば一目瞭然です。

労働研究所によれば、 ストレス要因において特に要注意の業種は、 以下でした。

仕事の負担 ： 「建設」 「卸売 ・ 小売 ・ 飲食」 「金融」

仕事のコントロール ： 「医療 ・ 福祉」 「運輸」 「公務」

上司とのコミュニケーション ： 「生活 ・ 娯楽」 「運輸」 「医療 ・ 福祉」

同僚とのコミュニケーション ： 「運輸」 「製造」 「情報通信」 「医療 ・ 福祉」

社員の創造力が向上するのにはどのような条件が必要なのでしょうか ? それは適度のリスクと働きや

すい労働環境ではないでしょうか ? 適度なリスクはストレスをもたらします。 ストレス改善は企業経営

の最大の課題になりつつあります。

従業員のストレスチェックを実施してメン

タルヘルス不全の従業員を見つけ出し、

早期に対応しましょう。　ご興味がござい

ましたら、 ぜひご参加ください！

◆　日　時

平成 30 年 10 月 12 日 ( 金）

◇受付開始

開場 7 ： 45

開始１8 時～２0 時※時間厳守

◆　場　所

税理士法人ＡＩＦ　セミナー室

◆参加費

名様につき 3,000 円 ( 税込 )

第６4回　ＡＩＦ経営研究会　参加申込書



返 信返 信 Ｆ Ａ ＸＦ Ａ Ｘ 番 号番 号 ： 0 3 - 3 9 8 5 - 4 1 4 90 3 - 3 9 8 5 - 4 1 4 9

お申込方法

株式会社AIF総研　東京都豊島区西池袋1-5-3ｴﾙｸﾞﾋﾞﾙ2F　ＴＥＬ：03-3980-2326　ＵＲＬ：http://www.profit21.co.jp/aif/

税法は、適正・公平な課税を理念とする法律ですが、その一方で多くのグレーゾーンが存在することも、これまた現実
です。それだけに、税務調査の実態を知ったうえで、税務知識の取得、日々の経理処理や原資証憑の取得、資料準備等
から税務調査に上手な対応を行うことができれば、思わぬ指摘や痛い指摘を防ぐことが可能です。
　そこで本書では、税務調査に関する基本的な知識を取得するとともに、実際の実務事例を取り上げ、税務監査マニュ
アルの活用方法等を中心に、会計事務所の職員から経営者や経理担当者に役立つ税務調査の実践的対応策をまとめて収
録してます！ぜひ顧問先企業の税務調査対応マニュアルとして本書をご活用下さい！

もう税務調査は怖くない！
経営者の不安を解消するノウハウがここに集結！

『税務調査虎の巻』リニューアル記念キャンペーン！！

税務調査から会社を守る 税務調査 虎の巻
名様限定無料進呈！！！！！50

Ａ５版46ページ　１冊3００円(税込)

税務調査準備書類チェックシート付き！

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。

●税務調査虎の巻

住    所

御担当者名

Ｔ Ｅ Ｌ 

Ｆ Ａ Ｘ

〒

御社名

お申込書　

■税務調査がわかれば少しは安心？■
１．税務調査とは
２．税務調査の流れ
３．税務調査先はどのように決定されるか？
４．税務調査の行われる時期
５．実刑の目安と罰金額
６．税務調査の見直し
７．税務調査事前通知が無い場合の対応
８．税務調査の際、準備しておく書類関係等
９．税務調査はどのように行われるのか？
10．実地調査の結果状況(調査があると90％以上が修正申告となる)
11．事前通知が無い税務調査の対応

■最近の税務調査の傾向と注意点は？■
１．法人税の調査ポイント
２．消費税の調査ポイント
３．源泉所得税の調査ポイント
４．印紙税の調査ポイント
５．税務調査準備書類チェックシート

掲載内容
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