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健保・厚年の標準報酬の切替え

　７月に提出した「報酬月額算定基礎

届」に基づく定時決定で、９月から健

康保険・厚生年金保険の標準報酬が切

り替わっています。

　また、９月からの一般被保険者の厚

生年金保険料率は１８.１８２％（改訂

前は17.828%）に引き上げられていま

すので注意して下さい。

　新標準報酬と改訂後の料率により保

険料は、原則として１０月に支給する

給与から徴収を開始します。手続きや

金額等を改めて確認しましょう。

健康診断の実施

　秋に健康診断を実施する事務所で

は、その要領について社員に周知徹

底し、当日都合がつかない社員には

別の受信日を設定し、受診モレが発

生しないように努めましょう。

　また、再検査等の診断結果が出た

社員に対しては、確実な受診を促す

ことも大切です。

　なお、健康診断個人票は５年間の保

存が義務づけられています。重要な個

人情報ですので、その管理にも気を配

る必要があります。

ストレスチェックの実施

　企業のメンタルヘルス対策として、

従業員数５０名以上の事業場では、１

１月３０日までに、第１回目のストレ

スチェックを実施する事が義務付けら

れています（当面の間、社員数５０名

未満の事業所は努力義務）。

　実施後は、ストレスチェックの結果

を踏まえて高ストレス者を選定し、プ

ライバシーに配慮しながら、医師によ

る面接指導の要否を確認します。

　ストレスチェックをまだ実施してい

ない企業を対象に、独立行政法人労働

者健康安全機構が無料相談に応じてい

ます。

税務調査への対応

　税務当局は７月から新しい事務年度

に入り、秋口から税務調査が本格化し

ます。厳しい経営環境を反映して、前

期の決算は赤字という企業も少なくな

いでしょう。

　しかし、「税金を払うどころではな

い」という企業も税務調査と無縁では

ありません。

　最近の実地調査は、全体の約３分の

１が「無所得申告法人」に対するもの

です。無所得申告とは、赤字あるい

は繰越欠損金があることにより、申

告所得がゼロであることを言います。

  業績にかかわらず、いつ税務調査を

受けても対応できるように、証拠資料

などを整備しておきましょう。

「延納」を申請した場合の労働保険料
第2期分の納付期限

　労働保険の概算保険料は一括納付が

原則ですが、年度更新の際に「延納」

の申請をすることにより、３期に分割

して納付することができます。

　今年の第２期分の納付期限は１０月

３１日です。

　所軸の労働局から納付書が送られて

きますので、内容を確認し、期日まで

に納付しましょう。

年末にかけての資金需要と資金繰り
のチェック

　年末にかけては、大きな資金需要

(年末商戦用の在庫の積増しと販売促

進、賞与の支払いなど)が発生し、接

待や贈答関係の小口の諸経費も増える

時期です。３月決算の企業では、中間

納税用の資金も必要になります。

  これらの資金需要については、例年

の実績や下半期の売上計画・利益計画

を勘案し、他部署の協力も得ながら、

その内容と資金手当ての方法を綿密に

チェックします。

　検討の結果、新たに借入が必要とな

る場合は早めに取引金融機関に働きか

けましょう。

Work manual

Work schedule 10.1-10.31

8 体育の日

・ 秋の健康診断を実施するところは、受診予定者の最終確認と、受診の周知徹底を図る・ 秋の健康診断を実施するところは、受診予定者の最終確認と、受診の周知徹底を図る

・ 10月分の給料に徴収する9月分の社会保険料は７月に提出した算定基礎届に基づいて行ない、月末に納付する・ 10月分の給料に徴収する9月分の社会保険料は７月に提出した算定基礎届に基づいて行ない、月末に納付する

・ 延納を申請した場合はの労働保険料第２期分の納付期限・ 延納を申請した場合はの労働保険料第２期分の納付期限

・ 秋の健康診断を実施するところは、受診予定者の最終確認と、受診の周知徹底を図る

・ 10月分の給料に徴収する9月分の社会保険料は７月に提出した算定基礎届に基づいて行ない、月末に納付する

・ 延納を申請した場合の労働保険料第２期分の納付期限

●源泉徴収税額、特別
徴収税額（9月分）の納
付期限

・ 年末商戦用の人員については、早めに募集をかけるなどして確保に努める・ 年末商戦用の人員については、早めに募集をかけるなどして確保に努める

・ 歳暮の準備は、前年や中元の実績と照らし合わせて、宛先の変更、必要金額・件数の見積りを立てる・ 歳暮の準備は、前年や中元の実績と照らし合わせて、宛先の変更、必要金額・件数の見積りを立てる

・ 年賀状は購入枚数の確認を行なう・ 年賀状は購入枚数の確認を行なう

・ 年末商戦用の人員については、早めに募集をかけるなどして確保に努める

・ 歳暮の準備は、前年や中元の実績と照らし合わせて、宛先の変更、必要金額・件数の見積りを立てる

・ 年賀状は購入枚数の確認を行う

・ ・ 年末商戦に向けて、営業部門との綿密な連携策を年末商戦に向けて、営業部門との綿密な連携策を図　　　　あわせて資金繰りや節税面でのアドバイスを行う。あわせて資金繰りや節税面でのアドバイスを行う。

・ ・ 年末賞与の支給に向けて、情報・資料収集の準備にかかる年末賞与の支給に向けて、情報・資料収集の準備にかかる

・ 年末商戦に向けて、営業部門との綿密な連携策を図るあわせて資金繰りや節税面でのアドバイスを行う。

・ 年末賞与の支給に向けて、情報・資料収集の準備にかかる

●8月決算法人の確
定申告と納税、2月決
算法人の中間(予定)
申告と納税
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◆税務署の人事異動は７月１日です。

　　税務署は他の官庁と違い、 4 月 1日に人事異動はありません。 3 月に確定申告があり事務処理等が 4月にずれ

込む為、 7月 1日が人事異動となります。

◆6月と 7月は税務調査がありません。

　　7 月 1日が人事異動のため、 6 月は 1年分の仕事の整理と引継ぎの準備にかかります。

また 6月に調査を開始して 6月中に終わらないと 7月に人事異動になってしまった場合などは、 その引継ぎが大変な

のでまず 6月に調査を開始することはありません。

そして 7月 1 日に移動した後は、前任者からの引継ぎと新しい職場での調査計画等で 1 ヶ月は調査を開始しません。

ただし、 ここ数年 7月の税務調査が増加しています。 これは税務調査手続きの厳格化のため、 調査官が忙しく、 ノ

ルマ件数の達成には 7月調査もありとなっていると言われています。

◆8月～12月が調査の本番です。

　　各人に調査目標件数が割り当てられますから 8割は 12月までに調査を終了しておかないと年間目標件数をクリア

できません。

12 月までに終わらなかった分は、 翌年に持ち越しとなります。

◆3月は確定申告で大忙し。

　　1 月と 2月は調査がありますが、 3 月にずれ込む危険がある日数のかかりそうな調査はありません。 特に 2月 16

日～ 3月 15日の確定申告期間は、税理士会からも調査は行わないよう申し入れをしておりますので、税理士の署名・

捺印のある会社の調査は原則この期間には行いません。

税務署の法人担当も、 税務署によっては、 確定申告の応援に借り出されますので、 この期間に原則調査はありません。

◆4月は件数あわせの調査です。

　　目標件数が足りない場合の件数稼ぎの調査となります。 5 月になると 3月の決算申告で税理士の立会いが難しく

日程調整がつきにくくなる為、 6 月にずれ込まないように早く終わる調査が一般的です。

　しかし、 例外はありますので、 ご留意ください。

税務調査は何時頃来るの ?

税務調査は秋が本番！！！
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　　税務調査とは、 申告納税制度の下にあって納税者によって計算された課税標準や税額などが、 適法に算出された

ものであるかどうかを調査するものです。

具体的には、 その会社の代表や、 経理担当者に質問したり、 帳簿書類その他の物件を調査する他、 この会社と取

引関係にあると認められる第三者に対しても、 同じように質問し、 調査することにより行われます。

税務調査は、 申告納税制度の基盤となる課税の公平を維持する役割も担っています。 税務調査を受身的に考えるの

ではなく、 日常業務や社内管理体制を充実させるためのチェックとして利用するという積極的な考え方も必要でしょ

う。

税務調査への対応

～調査官との上手な対応①～

○調査の最中は自然に対応する

○質問に対しては常に誠実に応え、誤りは率直に認める

○必要以上にへりくだったり、高圧的になったりしない

○聞かれてもいないことを細かく説明しない

○調査官は自慢話、趣味等から個人の経費を会社の経費に付け回していないか聞き出すので注意する

　何ら不正がなくても税務調査は気持ちのいいものではありません。精神的負担も大きくイライラすることもあります

が、調査官の質問に対しては、高圧的になったり、へりくだったりしないよう、常に自然に対応しましょう。

態度や言葉使いの悪い調査官に対しては毅然とした態度で対応し、それでも改まらなければ税務署長に抗議する旨を伝

えると良いでしょう。

～調査官との上手な対応②～

○高圧的な調査官・・・税務署長に電話。公務員はもめごとを好まない。

                      税務署は極端に市民の声・納税者の声に気をつかうところ

○調査理由を聞く・・・どのような理由で来られたのですか？と聞くことは大事。

○調査官は何人・・・・1人か 2人。2人の場合は新人研修の可能性あり。 

１．統括調査官・・・・部門の責任者。大口・名士・悪質等の調査。　

２．上席調査官・・・・ベテラン。おみやげ要求。結論出やすい。人によって調査が変わる。

３．調査官・・・・・・新人。細かい・マニュアル通り。時間がかかる。大量に資料をコピ－をする。

○おみやげ・・・・・・必要なし。たかりの構造。税務調査が増加する。

～税務調査に安心して対応するためには～

１．税務調査とはどんなものかという知識を身につけておく。

２．税務調査の目的を知っておく。

３．税務調査で何を調べられるか知っておく。

４．税務調査は会社の経営を振り返る機会。

５．外部監査として利用すると考えること。

６．会社と個人の区別をつけておくこと。

７．社内ル－ルを明確にしっかり守れるようにしておくこと。

８．帳簿類の整理整頓に日頃から心がけておくこと。

９．毎日現金実査を行う　金庫と現金出納帳の残高一致確認。

10．税理士との連携をとり、税務監査を受けておくこと。

11．調査官の目で社内を見てみる。

税務調査は無料の外部監査と心がける

税務調査は秋が本番！！！
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●身分証明書 ・質問検査章の両方の提示を求める　ニセ詐欺グル－プがいます。

●すぐに税理士法人AIF の担当者に連絡する

●調査の開始は会計事務所が来るまで待ってもらうか現金実査のみにしてもらう

●やむを得ない理由があれば調査の延期を求めることも可能

　　事前通知なしで調査があるとびっくりされる納税者も多いでしょうが、 飲食業や小売業では珍しくありません。 レジ

の現金と前日の営業記録が合っているか、 という点が主な調査となります。 その他には、 脱税等を想定される納税者

による書類等の証拠隠滅の恐れがある場合に行われます。 飲食 ・小売業等の現金商売でない場合は、 税務署は脱

税の疑いを強く持って調査に臨んでいると考えてください。

現金商売は現金と帳簿は日々合わせておきましょう。
　　経営者や経理担当者がいない場合や、 冠婚葬祭、 重要な商談等ある場合は、 きちんと調査官にその旨を説明し

て延期を申し入れてください。

◆税務調査の際、 準備しておく書類関係等
●調査当日までの準備事項

① 過去三期分の法人税・消費税等申告書、総勘定元帳等の整理

② 伝票・請求書・領収書などの整理

③ 契約書（印紙の貼付確認）・証憑類の確認（稟議書含む）

④ 給与台帳・一人別源泉徴収簿

⑤ 金庫・ロッカー・事務机・書類棚の整理整頓

⑦ 調査日現在の現金実査と出納帳残高一致の確認

⑧ 棚卸原票（原始記録）の確認

⑨ パソコン内の整理（社長、経理担当）特にメ－ル関係、特に租税回避行為と疑われるようなことを書かないこと。

●その他に事前に確認しておくべき事項

① 定款・各種議事録の有無と管理状態

② 各種届出書の保管とそれに基づく税務処理の確認

③ 契約書・稟議書・取締役会議事録の整合性　例　役員退職金、役員報酬

④ 社内諸規定と税務処理の整合性　　【例】日当旅費規程

⑤ 請求書・領収書による支払い先の確認（相手先との一致の確認）

⑥ 保存期間内の帳簿書類の有無

⑦ 社用電話帳の取引先以外の会社名の有無

⑧ 個人預金関係の整理　　税務署は個人・法人関係の預金の動き、関係会社の資料撰を入手しています。

　 特に社長の通帳の 100 万円以上の動きは説明できるようにしてください。

⑨ 帳簿や伝票に付箋が貼ったままになっていないか

⑩ 帳簿にメモ用紙が挟まったままになっていないか

⑪ 帳簿や伝票に鉛筆などで書き込みがないか

⑫ 帳簿に○印やレの印でチェックしてないか

⑬ 帳簿や伝票に鉛筆で数字が書き込んでないか

⑭ 経営者や経理担当者の机の上のメモ用紙やカレンダーへの書き込み

　　詳細は別紙 「税務調査虎の巻」 を参照してください。 私達税理士法人AIF が作成し、 全国の会計事務所でも活

用されています。 顧問先には無料で配布していますので、 別紙申込書よりご依頼ください。

税務調査事前通知が無い場合の対応
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◆国税庁レポートとは

　国税庁は昭和 43年から 「日本における税務行政」 を毎年刊行していましたが、 平成 16年以降、 それに代わって

登場したのが 「国税庁レポート」 です。 国税庁ホームページで閲覧することができます。

　国税庁で実施している様々な取組みを納税者に分かりやすく説明することを目的に作成しているので、 国税庁の 1

年間の活動やトピックスが約 70 ページに凝縮され、 読み物としても面白い構成となっています。

◆国税庁の思惑が分かる

　国税庁の使命は 「納税者の自発的な納税義務の履行を適切かつ円滑に実現する」 ことです。 適正に申告を行って

いる納税者に不公平感を与えないよう、 適正 ・公平に課税 ・徴収に努めるとしています。

　使命を実現するために、 当局は様々な施策を試みてきました。 中にはあまり成果が上がらなかったものもあり、 そう

したものは自然消滅的に施策から消えていきます。 国税庁レポートを過去と照らし合わせて読み解くと、 今年の強力に

推し進めたい施策がどのようなものか見えてきます。

◆2018年の重点事項はこれだ！

①　税務行政のスマート化

　ほとんど注目されていませんが、 今年 7月から事務処理センターの試行運用が全国で展開されています。 調査担

当者が担っていた事務の一部を一元処理するというものですが、 裏を返せば、 調査担当者は更に調査に集中できる

ことになります。

②　消費税の軽減税率制度への対応

　　軽減税率制度の説明会や電話相談センターの専用窓口の設置など、 制度の普及に向けた取組みが積極的に行わ

れており、 増税の再延長は考えにくい状況です。 軽減税率制度は 2019 年 10 月から、 インボイス制度は 2023 年

10 月から導入されます。

③　国際的な取引への対応

　　昨年 7月以降、 「国際戦略トータルプラン」 に基づき、 調査マンパワーを充実させてきました。 2018 年度におい

ても国際税務専門官等の増員を要求しています。 パナマ文書、 パラダイス文書の公開などから国際的にも関心が高

い分野であり、 調査の増強が見込まれます。

国税庁レポートから読み解く 2018 年度の重点事項
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