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3月決算法人の中間申告・納税
　３月決算法人は、１１月が中間申告・納税

の時期にあたります。

　中間申告には、全事業年度の納税額の２分

の１を納付する予定申告と、仮決算による実

績申告の２種類があります。事務負担も含め

て都合の良い方法を選択しましょう。

年末から年度末にかけての資金計画の見
直しと資金手当て
　当期賞与の支給、歳末商戦など何かと資金

が必要な時期を迎えます。

　年度末にかけての資金計画を見直し、借入

が必要な場合には、金融機関に提出する書類

の準備を進めます。年末の増えがちな商談や

会合、打合せの費用など、細かい支出もしっ

かり管理したいところです。

得意先管理と売掛金の回収
　冬物商戦用の仕入れ、３月決算法人の中間

納税などの必要資金を確保するためにも、得

意先管理を徹底し、売掛金の完全回収に努め

る必要があります。

　営業に対して滞留売掛金の状況や支払いの

悪い得意先をまとめた資料を提供するなど、

積極的にサポートしていきましょう。また、

経理から残高確認書を送って残高確認を行う

ことも、モレのない回収につながります。

冬季賞与決定までの事務
　通常支払われる給与は、あらかじめ決めら

れた労働の成果に対して支払われるのに対し

て、賞与とは、会社として実現した結束に対

して支払うものです。つまり、賞与とは本

来、会社の業績によって支払原資が確定され

るものです。

　また、賞与の決定に関しては、大企業か中

小企業かで異なってきます。大企業では、夏

冬方式または冬夏方式によって年１回で決定

しているケースが多いようです。一方、中小

企業では、ほとんどが夏のボーナスと冬の

ボーナスを別々に決定しています。夏と冬の

ボーナスを別々に決定している場合、賞与に

関して担当者が行なう事務は､業績や勤務成

績などの項目についての情報の収集と資料の

作成ということになります。

■チェックリスト
□支払原資を決定する方式が決まっているか

□売上高、営業利益、経常利益の計算は済ん

　でいるか

□各セクションごとの売上目標の達成状況を

　把握しているか

□世間一般の相場景気動向は把握しているか

□同業他社の賞与割合､賞与金額を調査したか

□人事考課者（部課長）に対して人事考課表

　および人事考課実施要綱を配付してあるか

□各個人別の出勤率､遅刻･早退回数､欠勤

　日数などの勤怠データを計算し作成した

　か

□その他、各個人の人事考課の資料を収集

　しているか

□労働組合がある場合、どのくらいの要求

　を出してくるかを推定しているか

年末調整の準備
　年末に向けて、毎月の定例事務のほかに冬

季賞与の査定・計算・支給事務、年末調整事

務などがあります。特に年末調整事務につい

ては、１１月中から準備を進める必要があり

ます。税務署や市区町村などで年調事務の説

明会が開かれますので､できる限り出席して

事務の要点をチェックすると良いでしょう｡

併せて各種控除申告書などの関係書類を早め

に入手し、従業員への配布など済ませておき

ましょう。

　その際、年末調整に関する注意事項や控除

を受けるために必要な控除証明書などが一覧

できる文書を作成し、一緒に配布するように

します。

人手不足が深刻
　顧問先の人・物・金の悩みは尽きない

が、ここ数年人手不足が最大の問題となっ

ています。

　特に、飲食業・建設業・運送業・情報産

業の顧問先は仕事を断り出店を停止、廃店

しているケ－スもある。少子化、３Ｋ等、

コンビニも最近日本人がめっきり減ってい

る。

　大企業さえ人手不足の現在、優秀な人材

が中小企業に集まる訳がないという視点が

必要です。1つは人を育てる環境づくり。2

つめは自分の会社はこういう点では大手に

負けないところの発見です。3つ目は社員

の友人知人(縁故)紹介。4つ目は採用媒体

等専門家からの情報収集だ。幸い税理士法

人ＡＩＦの顧問先である㈱ワイズの山崎社

長はこの道一筋30年のベテラン。人手不足

に悩む顧問先は各担当者に相談してくださ

い。

Work manual

Work schedule 11.1-11.30
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文化の日

勤労感謝の日

・年末の債権回収強化。営業との連携を図り、得意先ごとの売上高や回収状況の推移を・年末の債権回収強化。営業との連携を図り、得意先ごとの売上高や回収状況の推移を

　データなどでチェックし、管理・回収の徹底を図る。　データなどでチェックし、管理・回収の徹底を図る。

・年末資金計画の見直し。・年末資金計画の見直し。

・年末の債権回収強化。営業との連携を図り、得意先ごとの売上高や回収状況の推移を

　データなどでチェックし、管理・回収の徹底を図る。

・年末資金計画の見直し。

●源泉徴収税額、特別

徴収税額（10月分）の

納付期限

●所得税の予定納税

額の減額申請期限　　

・得意先等に配布するカレンダー、手帳等を手配する。

・年末調整の準備。各人から提出してもらう配偶者特別控除申告書、保険料控除申告書等を配布し

　回収を呼びかける。

・得意先等に配布するカレンダー、手帳等を手配する。

・年末調整の準備。各人から提出してもらう配偶者特別控除申告書、保険料控除申告書等を配布し

　回収を呼びかける。

・歳暮贈答品の発送は月末までに済ませておく・歳暮贈答品の発送は月末までに済ませておく

・冬季賞与検討・冬季賞与検討

・歳暮贈答品の発送は月末までに済ませておく。

・冬季賞与検討。

●9月決算法人の確定申告と納税、

   3月決算法人の中間(予定)申告と納税

●予定納税額（第２期分）の納付

●9月決算法人の確定申告と納税、

   3月決算法人の中間(予定)申告と納税

●予定納税額（第２期分）の納付
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 　 今年も残り２か月、 年末調整の時期が近付いてきた。

 　 今回の年末調整からは平成２９年度税制改正に伴う配偶者控除の見直しが反映され、 手続きの手間が増えること

になる。 控除額や適用の可否に昨年度までとは異なる判断が求められ、対応できなければ申告ミスが発生してしまう。

今年から所得税の配偶者控除の適用要件と控除額大きく変わった。

 　 昨年までは、 配偶者の収入が 103 万円以下なら３８万円の所得控除を受けることができた。 また、 103 万円から

141 万円であれば、 配偶者控除より控除額が低い配偶者特別控除の対象とされてきた。 これが今年からは配偶者

控除の上限である 103 万円が 150 万円に、 配偶者特別控除の上限である 151 万円が 201 万円までそれぞれ引

き上げられた。

 　 また今年から、 配偶者控除を受ける本人の給与収入が多いほど控除額が減る仕組みとなり、 1120 万円を超える

とこれまでの 38 万円から 26 万円に縮小し、 1170 万円超で 13 万円に減額される。 さらに 1220 万円を超えると配

偶者控除の適用は０円となる。

【平成 30年年末調整】 変更点。 注意すべき点はここ！

大きく変わった配偶者控除
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 　 配偶者控除が適用できなくなれば、 単純に課税所得が 38 万円増加する。 納税額でみると、 １千万円超の所得に

かけられる所得税率は 33% から 45% なので、 年間税負担が 13 万円から１７万円もの負担増となる。 配偶者控除の

改正は税負担の増加だけではなく、 年末調整事務負担の増大を招く。

 　 まず、 以前は社員の配偶者の所得だけで控除額が判断できたが、 今年からは社員本人の最終的な所得も把握し

なければならなくなった。 もちろん自社の社員のおおよその所得の把握は難しくないが、 年末調整の書類をまとめた後

の臨時賞与、 決算賞与の支給などで年収が変われば、 再度見直さなければならない。 また、 「配偶者の収入が

103 万円以下か否か」 だけの単純な物差しだけたではなくなるため、 紙ベ－スでの給与管理、 最新の給与計算ソフ

トを使用している会社の控除額間違いが発生するリストが高い。

 　 逆に、 去年まで配偶者の所得が 130 万円程度あり、 配偶者控除を適用できなかったた社員が、 配偶者の所得

要件の引き上げによつて新たに控除対象者となる可能性がある。 これまで適用していなかったからといって今年も不適

用とは限らないので注意が必要だ。

 　 配偶者控除との関係で節税目的で、 配偶者の給与を月 83,000 円　年間 996,000 円にしている会社も多い。 社

会保険の扶養条件が年間 130 万円以下となっているので、 今後配偶者の給与や報酬を 108,000 円　年間

1,296,000 円に引き上げる法人が増えそうである。

 　 また、 何よりも制度の見直しに伴って書類の様式も変わるため書き方の伝授を社員に周知しておく必要がある。

前年まで 1 枚だった申告書が 2 枚に分離した影響が生じます。

【前年まで】

翌年分の扶養控除等申告書

当年分の 「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」

【今回から】

翌年分の 「扶養控除等申告書」 （全員）

当年分の 「保険料控除申告書」 （提出者多い）

当年分の 「配偶者控除等申告書」 （控除対象配偶者がいる場合など）

配偶者控除の場合も、 要提出になる

配偶者控除と配偶者特別控除の適用を受ける従業員が、 「配偶者控除等申告書」 を提出します。

前年までは、 配偶者控除の場合はこのような申告書の提出は不要でしたが、 今年からは必要になります。
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 　 所得税は１年分の所得を翌年に確定申告することによって納めるのが原則だが、 給与所得者に限っては会社が年

末調整することで納税の手続きが完了する。 サラリ－マンにとって実にありがたい制度だが、 自分の所得税に無関心

になる制度でもある。 所得税 ・ 住民税 ・ 社会保険料が収入の 47% にもなる時代に私達は生きている。 よりもっと税

に関心を持ち、 ふるさと納税等を活用したいものだ。

年末調整Q&A

Q . 年末調整ではなく確定申告が必要な人

A　.1. 退職者

　   2. 給与以外年間 30 万円を超える副収入がある人

　   3. 住宅ロ－ン控除を初めて受ける人

　   4. 年収 2000 万円超の人

Q.　年末調整を怠ると何か罰則がありますか

A.　代表者や経理担当者に 10 年以下の懲役、 200 万円以下の重い罰則があります。

Q. 今年から変わった手続きはある

A. 配偶者控除を受ける人の提出書類が増えました。 前ページ参照。

Q. 年の途中に亡くなった親の扶養はどう扱う

　  扶養親族の判断はその年の１２月３１日現在で行います。 ただし、 死亡に関しては死亡時で判断します。

A. 遺族年金、 相続財産をもらった親は扶養控除できるか　  

　  遺族年金は所得税も相続税も課税されない非課税所得にあたります。 相続財産も相続税を支払った後の財産で　  

　  すから二重課税されません。 それらの理由により扶養親族の対象からはずれません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Q. 中学生の息子は扶養控除に入れない

A.１６歳になるまで扶養控除は受けられません。

　  税法で定める 「扶養親族」 の要件は、 生計を共にしていて、 年間の所得３８万円以下 ( 給与所得控除後の金額　

　  給与収入では 103 万円以下等 )。 しかし、 子ども手当の関係で 2010 年以降、 １２月 31 日時点で１６歳以上が　  

　  条件となっています。 つまり赤ちゃんや中学生の子は含まれませんので注意してください。

Q. マイナンバ－の記載は必要か

A. マイナンバ－は原則として記載が必要ですが、 不記載でも現在は罰則や不利益はありません。 しかし、 社会保険・

　  雇用保険関係では手続きにマイナンバ－を必要としますので提出すでに提出されているはずです。 マイナンバ－を　  

　  過去に登録してあれば、 毎回提出する必要がありません。
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■参考資料　　詳細はネットをご覧ください。

●　平成 29 年度　所得税税制改正のあらまし

[ 国税庁パンフレット ]

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h29kaisei.pdf

●　給与所得者の扶養控除等申告書

　　源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者という新しい概念が出来ています。 要件を今一度確認しておいてください。

「給与所得者の扶養控除等申告書」 の様式

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_01.pdf

●　給与所得者の配偶者控除等申告書

　　改正により、 「給与所得者の配偶者特別控除申告書」 が 「給与所得者の配偶者控除等申告書」 に改められてい

ます。 配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする給与所得者は、 その年の年末調整の時までに給与

等の支払者にこの申告書を提出しなければならないこととされました。

　　記載内容も大幅に変更されています。

　「給与所得者の配偶者控除等申告書」 の様式

　https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_71.pdf

●　源泉控除対象配偶者

　　「源泉控除対象配偶者」 という新しい概念が登場しています。

　　給与所得者 （合計所得金額の見積額が 900 万円 （給与所得だけの場合の給与等の収入金額が 1,120 万円）

以下の人に限ります。） と生計を一にする配偶者 （青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従

者を除きます。） で、 合計所得金額の見積額が 85 万円 （給与所得だけの場合の給与等の収入金額が 150 万円）

以下の人をいいます。

　　平成 30 年分の 「給与所得者の 扶養控除等申告書」の 「源泉控除対象配偶者」 欄には、 源泉控除対象配偶

者に該当する配偶者がいる場合に、 その氏名、 フリガナ、 生年月日、 平成 31 年中の所得の見積額などを記載する

こととなりました。

●　同一生計配偶者

　　「同一生計配偶者」 とは、 給与所得者と生計を一にする配偶者 （青色事業専従者として給与の支払を受ける人及

び白色事業専従者を除きます。） で、 合計所得金額の見積額が 38 万円 （給与所得だけの場合の給与等の収入金

額が 103 万円） 以下の人をいいます。

　従来の控除対象配偶者と同義ですが、 同一生計配偶者という表現に変わっていますのでご注意ください。

●　配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するＦＡＱ( 国税庁ＨＰ)

　https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf
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経営者に知って欲しい 3 つの経営数字。

1. 自分の会社の同業他社に比較してどこが弱く、 どこが強いのか ?

2. 自分の会社は銀行からどう見られているのか ?

3. 儲けは出た、 お金は何処に ?

1. 儲かっている経営者は常に同業者の経営数字と自社を比較している

　　優秀な経営者は同業者の動きに敏感です。 飲食、 小売り、 アパレル、 建設業、 不動産等景気に左右されやすい

業種の経営者はなおさらです。 代表的指標をいくつか挙げておきます。

①原価率 ・ ・ 原価 ÷ 売上高 ×100

　　これを知らずして商売をしている人はいません。 自社の原価率が同業他社と比較してどうなのか、 多店舗展開され

ている場合は、 毎月の店舗原価率を追跡する必要があります。 当事務所の飲食業で毎日の原価率を追跡している顧

問先もあります。 飲食業では、 昼ランチ 35%、 夜 30%、 建設業では 70% 程度を目標原価率として設定される場合

が多いようです。

　　

②売上高経常利益率 ・ ・ 経常利益 ÷ 売上高 × 100

　　会社の営業活動の最終的な経営成績を表します。 具体的には、 売上高に占める経常利益の割合を示します。 高

ければ高いほど、掛け値なしで成績がよいということになります。 日本の会社は「儲ける」ことに執着することがすくなく、

2% 程度に留まっていることが多いようです。 しかし、 国際競争力、 自己資本率向上、 経営安全性の面からも 10%

程度の目標を設定している会社が若い経営者、 IT 企業には多いようです。

③流動比率 ・ ・ 流動資産計 ÷ 流動負債計 × 100

　　支払能力を見る指標で、 銀行が最も重視する指標の一つです。 1 年以内に支払わなければならない債務、 決算

書の支払手形、 買掛金、 未払金、 預り金、 短期借入金等の合計額とすぐ現金化が可能な、 現預金、 受取手形、

売掛金、 在庫、 仕掛品、 立替金、 短期貸付金等の合計額を比較します。

　　理想値は 200％ですが、 現実には 130％程度あればよいでしょう。　最近大塚家具が在庫 100 億円を担保に 50

億の融資を銀行に申し込んだとの話がありますが、 回収できない売掛金 ・ 売れない在庫等、 銀行が粉飾を懸念する

ことのもっとも多いものです。

④自己資本比率 ・ ・ 自己資本 ÷ 総資本 × 100

　　経営資源のトータルである総資本に占める自己調達分 ( 返済する必要のない資本 ) の割合を示します。 この比率

は高いほど健全です。 決算書の資本の部の合計を資産の部で ÷ ことでも算出できます。 自己資本とは、 資本金 +

利益剰余金等ですので、 法人税支払い後の内部留保したものとも云えます。

　　過度な節税は自己資本率を増加させません。 長い目でしっかり納税して内部留保金を増加させるか、 社長の給料

を貯め、 資本金を増資させることでも自己資本率を増加させることができます。

経理を経営に活用する

第一弾　会社の数字に強くなる



2018.11

8

⑤借入金月商倍率 ・ ・ 借入金 ÷( 売上高 ÷ 12)

借入金が月商の何か月分に相当するかを見ます。 通常銀行は 3 ヶ月分を指標にしています。 月商 1000 万円であ

れば、 3000 万円程度の借入が可能と言われています。

⑥必要運転資金 ・ ・ ( 受取手形 + 売掛金 + 在庫 )－( 支払手形 + 買掛金 + 未払金 )。

　　この計算式では、 飲食業は運転資金がほぼ必要がなく、 設備資金でしか融資を受けられないことがよく分かります。

飲食業は現金かクレジツトカードで在庫も微々たるものです。 他方、 仕入 ・ 飲み物は買掛でよく、 出店すればするほ

ど資金繰りは楽になります。 消費税や源泉税を支払えない飲食業 ・ 小売等の現金商売は儲かっていないと銀行は考

えます。

⑦償還返済年数 ・ ・ 借入金 ÷ 金融余力

　　ちょっと難しいかしれませんが、 会社の返済能力だと今の借金が何年あれば返済できるかを見る指標です。

金融余力とは、減価償却費 + 税引き後利益を云います。 減価償却費はお金が出ない経費です。 税引き後利益とは、

税金を支払って会社に残るお金です。 つまり会社に残るであろうお金で貸したお金を何年かけて返してもらえるかを銀

行は気にしているのです。 これを歪める社長への仮払金や貸付金等を銀行はいやがります。

⑧固定長期適合率 ・ ・ 固定資産計 ÷ ( 自己資本 ＋[ 固定負債計 )× 100

　　長期資本 ( 自己資本と長期借入金等の合計 ) が、 どの程度固定資産に投下されているかを表します。 長期資本

の固定化の程度を示す比率です。 150% 以下なら健全です。

飲食業、 小売業、 製造業等は最初の設備投資 ( 固定資産 ) が過大になります。 私達税理士等の士業は大きな設備

投資を必要としません。

　　このように業種により大きく差がある指標ですが、 過度な設備投資は景気の動向、 出店場所の失敗等リスクが多

いので、 可能な限り慎重にしたいものです。 100% 程度を目標に設備投資することが必要かと思います。 この指標か

ら本社等を自社ビルにしたなら、 自己資本 ( 儲けと資本金 ) が貯まるまでは待つという経営判断が出てきます。

⑨ 1 人当り売上総利益 ・ ・ 売上総利益 ÷ 社員数

　　税理士法人 AIF が最も重視する経営指標です。 １人当たりの売上総利益から従業員の創造力としての付加価値

が分かります。 会社経営とはつまるところ従業員の創造力を活性化する場ですから、 この１人当たりの売上総利益の持

つ意味は非常に重要といえます。

　　経験では、 1 人当たり 1000 万円の粗利 ( 売上総利益 ) が欲しいものです。 日本の中小企業の平均年収は 1 人

420 万円程度と言われています。 1 人に社会保険 ・ 通勤費等 80 万円程度負担が係りますので、 1 人雇用するの

に 500 万円程度必要です。 労働分配率 50% として残りを経費 + 利益でカバ－する必要があります。 1000 万円を

切ると会社赤字経営に陥る可能性が高くなります。 人が多く生産性が低いのか、 付加価値が低いのか検討する必要

があります。 ビジネスモデルが成立していないのです。

⑩３大経費を 75% 以内で。

　　飲食 ・ 小売 ・ 病院等であれば、 原価 ・ 人件費 ・ 家賃の合計が売上の以内で収まっているのか ? どんな業種であ

れ、 経費の割合の多い順に並べて上位３位の経費割合を合計してみてください。 それがおおむね 75 以内で収まって

いなければ経営は破たんする可能性が高いか、 まともな経営者報酬がとれていないのではと思います。

税理士法人AIF は自社開発した 「決算診断」 ツールで経営者の疑問に答えています !!

詳細は担当者にお聞きください。 サンプルを同封させて頂きます。



税理士法人ＡＩＦ　NEWS

税理士法人AIF　NEWSとは？とは？

件名「デイリーコラム希望」・内容「お名前・メールアドレス」を記載の上、
infoaif@profit21.co.jpまでにお送り下さい。

ちょっとためになる情報を毎日メールにてお届けいたします。
価格は無料です。お気軽にお申し込む下さい。※土日祝・お盆・お正月はお休みです。

平成30年度地域別最低賃金

最低賃金引き上げ額平均26円で過去最大

　　平成30年度地域別最低賃金は、中央最低賃金審議

会で賃上げ額の目安が公表され、それを基に各都道府

県労働局長が改定額を決定し10月1日から順次発令さ

れます。

　　改定額を見ていくとＡランクの6都道府県は目安通り

27円引き上げられ、東京は985円と最高、神奈川は983

円と1000円に迫りました。Ｂランクの16府県も目安通り

26円引き上げられ、7県が新たに800円以上、一方Ｃラ

ンクは25円の引き上げ、5県が新たに800円台に乗せま

した。Ｄランクでは24円の引き上げでＣとＤで11県が

762円で並び、最低は鹿児島県の761円でした。

5年後には1000円まで引き上げ？

　　近年、最低賃金は引き上げの流れが続き、時給額の

みで表示されるようになった平成14年度には663円で

したが一昨年度に初めて平均800円を超えました。今回

は全国加重平均で最低賃金を3.1％程度引き上げてい

ます。このままですと5年後には1000円に達する事にな

ります。政府は800円以下の最低賃金をなくすことを掲

げているので、人手不足に対処するため中小企業では実

力以上の賃上げを求められるかもしれません。

平成30年の改定額は以下の通りです。

Ａ.27円改定

東京　985円　大阪936円　愛知898円　 千葉　895円　 

神奈川983円　埼玉 898円

兵庫　871円

Ｂ.26円改定

茨城　822円　栃木  826円　群馬  809円宮城　798円　

富山　821円　長野　821円京都　882円　静岡　858円  

三重 846円　 滋賀　839円　和歌山803円　岡山807円　

広島　844円　山梨  810円　徳島　766円

香川　792円　

Ｃ.25円改定

北海道835円　新潟  803円　石川 806円福井  803円　

岐阜  825円  奈良 811円　　山口　802円  福岡  814

円  愛媛  764円

高知　762円  佐賀  762円  長崎  762円

熊本  762円　大分  762円  宮崎　762円　

沖縄  762円

Ｄ.24円改定

青森　762円　秋田  762円　岩手  762円

山形  763円  福島　772円　島根  764円　鳥取  762

円　鹿児島761円
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