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年末調整の実施

　年末調整事務では、扶養控除等(異動)

申告書、保険料控除申告書と配偶者特別

控除申告書などを従業員各人から提出し

てもらいます。各種の所得控除を受ける

には、払込証明書類などの添付が必要な

ので、併せて従業員に提出を促しましょ

う。

12月決算法人の決算対策

　１２月決算法人では、毎月の定例事務

と並行して、決算作業も進めなければな

りません。

　この時期は、冬季賞与の計算・支給、

年末調整事務なども重なります。早目に

処理を進めましょう。

固定資産税(第３期分）の納付

　土地、家屋などの固定資産の所有者

は、市町村から送られてくる納税通知書

に基づき、固定資産税を年４回に分けて

納付します。納付期限をずらしている市

町村もありますが、１２月は２０１８年

分の固定資産税(特定の都市では都市計画

税も合みます)の第３期分の納期です。納

税通知書を確認して、指定の期日までに

納付してください。

納期の特例の適用を受けている場合の納期

限

　源泉所得税の納付について、納期の特

例の承認を受けている企業（常時、雇用

している従業員が１０名未満）では、申

請により年２回にまとめて納付すること

ができます。

　なお、上記は承認を受けている源泉徴

収義務者が７月から１２月までの間に支

払った給与等や退職手当等、一定の報酬

等から徴収した源泉所得税を、２０１９

年１月２０日までに納付します。

来年１月からの源泉徴収事務の準備

　１月には、年末調整の結果に基づく給

与所得等の源泉徴収票(給与支払報告

書)、退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)

などの支払調書を作成し、所轄税務署や

従業員(受給者)の住所地の市区町村に提

出しなければなりません。早目に提出の

要否や記載要領の確認などを済ませたい

ところです。

　併せて、２０１９年の賃金台帳(一人別源

泉徴収簿)なども用意しておきましょう。

冬季賞与の支給と保険料の徴収

　冬季賞与を支給する企業では、社員ご

との考課・査定から支給、そして支給額

に応じた保険料の徴収事務があります。

　賞与を支払った場合は、「被保険者賞

与支払届」を作成し、支給日から５日以

内に所轄の年金事務所（一部の健康保険

組合も含みます）に提出してください。

　また、賞与から徴収した保険料は、被

保険者負担分と会社負担分を合わせて、

納入告知書にしたがって翌月末までに納

付します。

年末年始休暇中の業務

　年末年始休暇の前には、取引先への日

程の再確認、休暇中の保安の確認、電

話・郵便物の一時休止の手続き、万一の

際の通報先や緊急連絡網の整備などをモ

レなく行いましょう。

　仕事納めの日には、社員の出社状況確

認や、年賀郵便の整理・関係部署への配

布といった事務があります。

年賀状の投函と郵送・輸送の早期手配

　年賀郵便の特別扱いは１２月２５日か

らですので、早めに投函しましょう。

　通常の郵便や郵送についても、この時

期は降雨座津するので、余裕を持って準

備を進めることが大切です。特に年内必

着のものは早めにに手配します。

Work manual

Work schedule 12.1-12.31

天皇誕生日

・得意先などに配布するカレンダーや手帳等を営業など関係部署に渡す・得意先などに配布するカレンダーや手帳等を営業など関係部署に渡す

・扶養控除等（異動）申告書、保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書や・扶養控除等（異動）申告書、保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書や

　証明書等の記載・提出を呼びかける。受領後は記載事項を確認・チェックする　証明書等の記載・提出を呼びかける。受領後は記載事項を確認・チェックする

・得意先などに配布するカレンダーや手帳等を営業など関係部署に渡す

・扶養控除等（異動）申告書、保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書や

　証明書等の記載・提出を呼びかける。受領後は記載事項を確認・チェックする

・年末年始休暇期間中の緊急連絡網を整備する・年末年始休暇期間中の緊急連絡網を整備する

・大掃除の後始末をし、新年の飾付けや初出式の準備を済ませる・大掃除の後始末をし、新年の飾付けや初出式の準備を済ませる

・年末年始休暇期間中の緊急連絡網を整備する

・大掃除の後始末をし、新年の飾付けや初出式の準備を済ませる

●源泉徴収税額、特別
徴収税額(11月分)の納付期
限
●納期の特例の適用を受け
ている法人の源泉徴収税額(6
月-11月徴収分)の納付期限

●１０月決算法人の確定
申告と納税、２０19年４月
決算法人の中間
（予定）申告と納税

・営業部門に対して、売掛金の回収強化と徹底を呼び掛ける

・年末調整の後処理と、給与所得の源泉徴収票などの法定調書提出の準備をしておく

・賞与を支給したときは、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」を管轄の年金事務所に提出する

（納付は翌年1月末日まで）

・営業部門に対して、売掛金の回収強化と徹底を呼び掛ける

・年末調整の後処理と、給与所得の源泉徴収票などの法定調書提出の準備をしておく

・賞与を支給したときは、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」を管轄の年金事務所に提出する

（納付は翌年1月末日まで）
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●今年は書類に異変あり ?

　　平成29年までは「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という長い名称だっ

た書類の内容が２枚に分かれ 「給与所得者の保険料控除申告書」 と 「給与所得者の配偶者控除等申告書」 になり

ました。 今までの書類は記載スペースがとても小さかったのですが、 ２枚になった事により、 とても書きやすくなった印

象があります。 しかしながら、 ただ書きやすくなっただけでなく、 従業員が配偶者控除を受ける場合、 提出すべき書

類の数も増えたので注意が必要です。

配偶者控除の適用には提出が必要！

　　今までは 「扶養控除等申告書」 に配偶者を書けば、 それだけで配偶者控除の適用が受けられましたが、 今年か

らは 「配偶者控除等申告書」 の提出が必要となります。

　これは、 配偶者の所得金額だけでなく、 控除を受ける本人の所得金額によって、 配偶者控除 ・配偶者特別控除の

控除額が変動するようになったからです。 「給与所得者の配偶者控除等申告書」 には、 本人の所得や配偶者の所

得について計算する欄が設けられています。

エクセルシートがお勧めです

　　「給与所得者の配偶者控除等申告書」 は、 本人の所得や配偶者の所得を計算しなければならないため、 裏面の

所得の速算表で算出する事になるでしょう。 また、 今までは 「扶養控除等申告書」 のみで対応していた配偶者控除

の申請が、 もう１枚必要になったので、 会社の経理担当者は従業員に説明をする機会が多くなるはずです。

　　そんな経理担当者の一助になりそうなのが、 国税庁が配布しているエクセル版の配偶者控除等申告書 （下記ホー

ムページ） です。 自動で給与所得控除と控除額の算出をしてくれるので、 経理担当者への計算 ・入力の質問を減ら

してくれるかもしれません。

国税庁 [給与所得者の配偶者控除等申告書 ]
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_nyuryoku.htm

●平成30年から改正適用

　　今年から、 配偶者控除及び配偶者特別控除が改正されました。 内容をおおざっぱに言うと 「配偶者特別控除適

用上限が 140 万円ではなくなった」 ということになります。 ただし、 納税者本人 （配偶者控除を受ける人） の所得

金額によって、 配偶者控除や配偶者特別控除の額が増減します。

本人の所得によって変動する配偶者控除

まずは配偶者控除のみで条件を見てみましょう。

①本人の合計所得が900万円以下 (給与収入のみで計算すると 1,120万円以下 )の場合→配偶者控除は38万円

②本人の合計所得が 950 万円以下 （1,170 万円以下） の場合→配偶者控除は 26万円

③本人の合計所得が 1,000 万円以下 （1,220 万円以下） の場合→配偶者控除は 13万円

④本人の合計所得が 1,000 万円を超える場合→配偶者控除は適用されません

※配偶者の所得はいずれも 38万円以下（給与収入 103万円以下）であることが条件

平成 30 年度　経営 ・ 税務 ・ 労務 NEWS 【税務 編】

所得税 ・ 年末調整について
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配偶者特別控除の変動

　　今までは 38 万円超の配偶者の所得によって配偶者特別控除が受けられましたが、 今回の改正によって本人の所

得により、 そのパターンが 3 つに分かれました。 また、 配偶者特別控除が受けられるのは所得 123 万円まで （給与

収入のみで換算すると 201 万円まで） となる他、 配偶者の所得が 85 万円 （給与収入 150 万円） までは配偶者

控除と同額の控除額となります。

「103 万円の壁」 は無くなったが……

  妻の収入が一定以上あると手取りが逆転したり、 税金によって手取り額に差が出てしまう現象を 「壁」 とよく言いま

すが、 最大の 「壁」 というのは 「社会保険料負担」 が発生することです。

  この壁は未だに 130 万円 （場合により 106 万円） 以上で発生します。 社会保険料関係の法改正も早急にして欲

しいですね。

●パート主婦 今年の年収は？

今年の配偶者控除改正の影響は？

  2018 年の 1 月から配偶者控除の仕組みが変わり、 年収に対する税額控除ラインが上がりました。 これまで通り配

偶者 （普通は妻） の年収が 103 万円を超えると配偶者特別控除が適用にはなりますが、 控除額が減額され始める

のが 150 万円 （所得 85 万円） 超からになりました。 配偶者の年収が 150 万円を超えると段階的に控除額が下がり、

201 万 6 千円 （所得 123 万円） で０になります。

  また、 高額所得者の配偶者 ( 普通は夫 ) の年収が 1120 万円 （所得 900 万円） 以下ならば控除額は 38 万円で

すが、 この額を超えると控除額が下がり年収 1220 万円 （所得 1 千万円） 超で控除はなくなります。 高額所得者世

帯で影響が出るところがありそうです。

税制以外の年収制限要因

  税制面では控除額減額開始が年収 150 万円に引き上げられましたが、 妻が単純に収入を増やしたいというわけで

はありません。 夫の勤務する企業で扶養手当が支給される場合にその手当を支給する基準を年収 103 万円以下と

定めている企業が多くあり、 その金額を超えると手当が支給されなくなってしまいます。 一般的に月数万円位が支給さ

れているので収入を増やしても手当が無くなってしまう方が影響は大きいのです。

また、 社会保険の被扶養者は年収 130 万円未満とされていてそれ以上の収入になると自分で勤務先の社会保険に

加入するか国保加入する事になります。 さらに 501 人以上の企業では年収 106 万円を超えると企業の社会保険に

加入しなければなりません。

  毎年秋になるとその年の年収を調整しなければならない妻の事情は今年も変わっていないようです。

  本人の所得 　　　　配偶者特別控除額

 900 万円以下 　38万円～ 3万円

 950 万円以下 　26万円～ 2万円

1,000 万円以下   13 万円～ 1万円
※本人所得が 1,000 万円を超える場合は、改正前と同じく配偶者特別控除は受けられない

同様に、住民税の配偶者控除・
配偶者特別控除も改正が行わ
れました。
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今年は年末までに
あとどのくらい働
けるかしら？

社会保険加入に積極的な面も

  一方で 2016 年秋に年金制度が改正され 501 人以上の企業で週 20 時間以上勤務するパート等が厚生年金の加

入対象者となった時に、 保険料負担を嫌って短時間勤務を選ぶ人が多いとみていた政府は加入者の増加数に驚いた

そうです。 新規加入者 25 万人の予想を上回り、 昨年末時点で 1.5 倍の 37 万人が新たに加入したからです。 保

険料負担をしても収入を増やして手取りを増やせる位働こうと考える人もいるという事です。

人生 100 年時代に備えて将来の年金額を増やしたい人も増えている側面もあるのでしょう。

来年には法規制？ふるさと納税をめぐる動き

●年末の恒例になりつつあるふるさと納税

  そろそろ年末の足音も聞こえてきました。 来年は消費税増税 ・ 軽減税率導入 ・ 年号改正等、 身近な税や制度につ

いて大きく変更がある予定となっています。

　その中の１つに「ふるさと納税」があります。 ここ数年、大きなうねりとなってすでに国民の認知度は高くなっていますが、

過剰な返礼品競争の末、 ついには総務省が 「来年より法規制をする」 という方針を示しました。

今は 「高すぎるもの」 も見逃されている

  平成 30 年 4 月には、 ふるさと納税は 「返礼品の価値は寄附額の 3 割にしてください」 という総務省の 「要請」

が出ていますが、 法的拘束力がなく、 逆に 3 割以上の返礼率を持つ自治体に人気が集まる結果となりました。 総務

省は調査を踏まえて 「見直しが必要である自治体」 を公表したのですが、 「それだけお得な自治体」 ということで逆

に、 拍車を掛けたという事は否めません。 何故発表したのか疑問です。

来年法規制……という事は今年は？

  平成 30 年 9 月、 総務省はふるさと納税の返礼品について、 規定外のものを扱った自治体に対し、 ふるさと納税制

度から外す事も視野に入れ、 来年度から制度の見直しを行うという発表をしました。

  これにより、 来年 4 月以降はより一層ふるさと納税の規制が進むとして、 現在駆け込み需要が過熱しています。 あ

る自治体では、 返礼率が高い上に使い勝手が良い 「Amazon ギフト券」 を総務省の目に付きにくい土日祝日のみサ

イトに出す等、 ゲリラ戦術の様相も呈しています。

配偶者特別控除絡みで上限にはご注意を！

  ふるさと納税は自己負担が 2,000 円で返礼品が貰えるお得な制度ですが、 今年の自己負担が 2,000 円で済む寄

附の上限は、 今年の収入 ・ 所得 ・ 控除によって決まります。 今年は配偶者特別控除の変更があり、 去年と同様の収

入 ・ 控除ですと控除限度額が下がる方もいらっしゃいます。 計算シミュレーション等で確認しましょう。

どんな規制になるのか、
興味深く見守りましょう。
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●給与所得控除等

  次の見直しがなされています。

（１） 控除額を一律 10 万円引き下げる。

（２） 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を 850 万円、 その上限額を 195 万円に引き下げる。

  また、 特定支出控除の範囲も、 次のような見直しがなされています。

（１） 職務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認められるものを加える。

（２） 単身赴任者の帰宅旅費 1 月 4 往復の制限を撤廃する等。

●公的年金等控除

  次の見直しが行われています。

（１） 控除額を一律 10 万円引き下げる。

（２） 公的年金等の収入金額が 1,000 万円を超える場合の控除額については、 195 万 5 千円を上限とする。

（３） 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える場合には、上記 （１） または （２）

の見直し後の控除額からさらに一律 10 万円、 2,000 万円を超えると一律 20 万円、 それぞれ引き下げる。

●基礎控除

  次の見直しがなされています。

（１） 控除額を一律 10 万円引き上げる。

（２） 合計所得金額 2,400 万円を超える個人については、 その合計所得金額に応じて逓減し、 2,500 万円を超える

と適用できないこととする。

●所得金額調整控除

  この控除は、①給与等の収入金額が 850 万円を超える場合であっても、 22 歳以下の扶養親族や特別障害者控除

の対象者が同一生計にいる場合には負担増とならないように、 また②給与等と公的年金等の両方の収入がある場合、

それぞれの所得計算の段階で控除額が 10 万円引き下げられると計 20 万円の引き下げとなり負担増となる、 これら

を調整するため新たに設けられた控除です。

●青色申告特別控除

　この控除は、 55 万円に引き下げられますが、 次の追加要件を満たすことで

現行の 65 万円控除が受けられます。

（１） 電子帳簿の作成及び保存。

又は

（２） 所得税の確定申告書を電子申告していること。

今後の所得税改正の動き

諸外国に比べ給与所得控除額
は大きかったね
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消費税軽減税率制度の概要

  2019 年 （平成 31 年） 10 月 1 日から、消費税及び地方消費税の税率が 8％から 10％に引き上げられると同時に、

消費税の軽減税 率制度が実施されます。 軽減税率 （8％） の対象となるのは、 次の 2 品目です。

飲食料品…飲食料品 （酒類を除く）　※外食やケータリング等を除く。

新聞…週２回以上発行される新聞　　　※定期購読契約に基づくもの

区分記載請求書等保存方式が始まる

軽減税率制度の実施に伴い、 消費税等の税率が 8％と 10％の複数税率になりますので、 2019 年 10 月 1 日から

2023 年 9 月 30 日までの間は税率ごとの区分経理が必要です。 また、 区分経理に対応した帳簿及び請求書等の

保存も要件となります。

適格請求書等保存方式 ( インボイス方式 )

2023 年 10 月 1 日以降、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」 いわゆる 「イ

ンボイス方式」 が導入されます。 適格請求書 ( インボイス ) は、 適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者

でなければ交付できませんので、 適格請求書発行事業者となるためには、 2021 年 10 月 1 日以降、 登録申請書

を税務署に提出しておかなければなりません。 免税事業者は、 課税事業者となることを選択し、 登録申請書を提出

すれば適格請求書発行事業者となることができます。

レジの導入はお早めに

　複数税率対応レジを導入することで、 区分記載請求書等の発行が簡単にできるようになりますし、 今なら軽減税率

対策補助金が 1 台当たり最高で 20 万円受けられます (※資本金額など一定の条件があります )。

軽減税率対策補助金は今年 8 月現在で約７万以上の事業者に交付されたとのことです。 メーカーによっては人気商

品が欠品となっていて、 納品までに時間がかかるケースも見受けられるようになってきました。 軽減税率対策補助金

の補助事業の完了期限は 2019 年 9 月 30 日まで延長されていますが、 補助金に限りもありますので、 早目の対応

をおすすめします。

●公的年金の今後の動向

高齢者人口増加と社会保障費の増大

総務省によると 65 歳を超える高齢者の人口は 3,557 万人（2018 年 9 月時点）。 前年から 44 万人増加しています。

総人口に占める高齢者の割合は 28.1％で 70 歳以上が占める割合は初めて 2 割を突破しました。 高齢者人口は

2000 年の 2,204 万人から 18 年間で 6 割も増加しています。 それに伴い社会保障費が増大し 18 年度は約 32 兆

円、 国家予算の 3 割に当たります。 今後も少子高齢化は進みます。 今までのように 「多くの現役世代が高齢者の

保障を支える」 賦課方式は継続が難しくなるので見直しをする事になるでしょう。

税務編　消費税

労務編

中小企業庁の補助金申請の審査が厳しくなっていますので、書類作成は適正に。
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受給開始年齢は引き上げか

  　1942 年に現在の公的年金制度の基礎となる労働者年金保険法ができた時は受給開始年齢は 55 歳でした。 何

度かの制度見直しで 86 年に国民年金、 厚生年金ともに 65 歳支給開始となりました。 しかしそれから 30 年たち現

在では 65 歳になっても再雇用等で現役を続ける人が増えています。 今年の 4 月には総務省の財政制度審議会で

受給開始年齢の 68 歳への引き上げが提言されています。 自民党の総裁選挙討論会では安倍総理が 「現在 60 歳

から 70 歳の間で任意に変動させられる年金の受給開始年齢を 70 歳以降まで広げる仕組みについて 「3 年で導入

したい」 と述べたそうです。 生産年齢人口減少を補うにも高齢者に継続就業してもらいたいという事でしょう。

高額所得高齢者に負担の波が来ている

　受給開始年齢の引き上げはすべての高齢者に影響がありますが、 特に高額所得高齢者を狙い改定されるケースが

目立ちます。 8 月にも高額療養費の上限引き上げ、 介護保険料の自己負担額の引き上げ、 年金以外の収入が

1,000 万円を超える人について公的年金控除の控除額が縮小される見通しもあります。 また、 給与所得控除が最低

220 万円認められていましたが 195 万円に縮小され、 適用できる基礎控除も新たに所得制限ができました。

　また、 在職老齢年金制度は廃止の方向で検討され、 年金がカットされる事がなくなるかもしれません。 カットされな

いのはいいのですが、 支給開始が遅くなるならあまり変わりないかなとも思えます。 今後の行方が気になるところです。

●将来の年金を増やすには

厚生年金加入者の増加

　人生 100 年時代に備えて将来の年金額を増やす為、 厚生年金に積極的に加入したり、 年金の受給開始時期を繰

り下げたりする人が増えているそうです。 特に厚生年金の加入は国の予想を上回るペースであり、 税制優遇措置の

大きい個人型確定拠出年金 （イデコ） の加入者も拡大しています。 終身受けられインフレにも一定の対応がある公

的年金を、 長寿社会に向けた備えとして自ら上乗せを検討する人が増えています。

  2016 年秋に年金制度が改正され 501 人以上の企業で週 20 時間以上勤務するパート等が厚生年金の加入対象

者となりました。 保険料負担を嫌って短時間勤務を選ぶ人が多いとみていた厚労省社会保障審議会は加入者の増加

数に驚いたそうです。 新規加入者 25 万人の予想を上回り、 昨年末時点で 1.5 倍の 37 万人が新たに加入したから

です。 労働政策研究 ・ 研修機構の調査でもこの改正で働き方を変えた人の 58％が手取りを減らさないよう時間延

長をした上で厚生年金の加入を選んだと言う事です。

60 歳以降の働き方も変化

　60 歳以降で 60 代前半の男性の就業者に占める厚生年金の加入率は、 平成 12 年度の 51％から 16 年度は

67％となり 60 歳代後半も同 35％から 41％へと上昇しています。 再雇用制度もあり定年後も働き続ける人は年々増

えていますが 「年金を増やせる働き方」 を選ぶ人が増えています。 企業には負担が増えますが、 人手不足の中、

人材確保の為に希望すれば受け入れる企業も増えています。

高所得であれば高齢者でも現役並みに負担を求められる時代です
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公的年金の繰り下げ支給

　公的年金は原則 65 歳から受給できますが、 70 歳まで受給を遅らせると 42％増額されます。 平成 16 年度では新

たに基礎年金の受給権を得た人の 2.7％が繰り下げを選択、 2 年前の 2 倍弱となっています。 しかし繰り下げ受給に

は 60 歳代後半を乗り切る資産や収入源等の準備も必要でしょう。

また、 長期資産形成にはイデコも選択肢の一つです。 掛け金を預貯金や投資信託で運用し掛け金は所得控除、 運

用益は非課税です。 今年 3 月末の加入者は約 85 万人と 16 年末の 2.8 倍になっています。 今までは個人からの掛

け金拠出だけでしたが、 この 5 月から社員 100 人以下企業の事業主は上乗せする事もできるようになりました。

老後の生活費の目安

老後のお金と平均余命

　日本人の平均寿命は 2017 年では男性が 81.09 歳、 女性が 87.26 歳で女性は世界 2 位、 男性は世界 3 位です。

　老後に必要なお金を平均余命で考えますと 60 歳時点の平均余命は男性 23.72 年、女性は 28.97 年となっていて、

定年後の期間の長さの想定が必要になります。

　老後の生活費は総務省の家計調査で高齢夫婦の無職世帯では月約 23.5 万円かかります。 例えば 60 歳の夫と 2

歳年下の妻の例をみると夫が 83 歳で亡くなる 23 年間で約 6,500 万円、 妻が残されて約 7 割の生活費で 88 歳ま

でとして 7 年間は約 1,382 万円、 両方合わせると約 7,900 万円程度です。

上記のように平均寿命までずいぶんとかかると感じますが、 人生 100 年時代となればもっと必要になるでしょう。 ま

たこの生活費でレジャーや旅行などを楽しみたい場合、 月額 34.8 万円は必要とされています。

公的年金で賄う分は

　　年金の受給額は夫が会社員、 妻が専業主婦という今までの厚生労働省のモデル世帯では夫婦で月約 22 万円

です。

夫の年金受給は昭和 36 年 4 月 2 日以降生まれの方は全額 65 歳からですが、 それ以前に生まれた方は特別支給

の老齢厚生年金が生年月日により支給されます。 65 歳から年金支給される夫が平均寿命で亡くなり妻が夫の年金の

4 分の 3 の遺族年金を受けた時、 夫婦の年金総額は約 6,000 万円です。 別に医療費や介護費用、 リフォーム等予

備費も必要ですがここでは計算に入れません。

不足分はどうする？

　　以上を差し引きすると 2,000 万円程度は足りない事になります。 預金、 退職金、 再雇用等で収入を得たりするの

が一般的です。

　老後の心配事でよく挙げられるのがお金、健康、生きがいの3つです。 定年前の方にとってお金が最大の関心事です。

昔より長生きできる時代となって必要額も増えています。 支出は住宅ローンの繰り上げ返済、 生命保険の見直し、

現役時代から支出を減らし貯蓄に回す、 その習慣づけが身につけば定年後の支出も抑えられるでしょう。 この先の収

入の柱は年金であっても、 定年後の雇用継続をするか転職しないと 60 歳時点では年金は出ません。 可能なら働い

ておいて健保や厚生年金に加入すれば年金額が増え健保の給付も受けられます。

健康で長く働く事がゆとりの老後を作るカギでしょう
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利益はリスクの対価

　　挑戦的で前向きな計画や行動を、「不利益のリスクがあるからという理由で避けようとする経営体質は、それが、トッ

プから社員に至るまでの意識 ・ 行動の主流となった時の経営損失は測り知れません。

　　前向きな挑戦による失敗が許容されず、 損失の責任が追及される企業風土の中では新しい挑戦は生まれず、 無

事で無難な、 「石橋を叩いても渡らない」 事業の進め方が定着し、 「リスクを知りながら、 その対価としての利益の獲

得にあえて挑戦する」 考え方 ・ 行動は否定され、 したがって、 大きな機会損失を招くことに繋がりかねないからです。

　　保守的 ・ 防衛的な考え方 ・ 行動には、 「大きなリスクの裏には、 大きな利益獲得の機会がある」 ことを見逃す、 よ

り大きな機会損失のリスクが存在することに留意しなければなりません。

表現方法で割安感を演出する

　　通販等で高額商品を売りたい時、 賞品が一括払いでは高い印象を与えてしまうのではと言う時、 高いと感じさせ

ない為に分割払いを勧める事があります。 例えば商品が 3 万 6000 円として 「24 カ月の分割で月々は 1600 円、

週にたったコーヒー 1 杯の値段で手に入ります」 等と言います。 言われた方はお手頃だなあと感じますがトータル額は

6％以上の金利も付いて 3 万 8400 円です。 消費者金融の広告にも似たようなコピーがあり、 利息は 1 日たった○

円と謳い高利でも安く感じる表現がされている事があります。

ポジティブ表現とネガティブ表現

　　次のように医師から言われた時にどのように感じるでしょうか。

１、 「この手術は 95％の人が助かります」 ２、 「この手術は 20 人に 1 人が亡くなります」 こう言われると、 結果が同じ

でも 2 のネガティブ表現の確率を高く感じてしまいがちです。 何かを予防する商品はネガティブに伝え、 推進商品は

ポジティブに伝えると効果があると言われます。

マーケティングの世界ではこうして印象操作をされ誘導されています。販売する側からすればこのようなキャッチコピー

を意識すると売上増進に繋がるかもしれません。

利益はリスクの対価！
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松竹梅で竹を選んでしまう心理とは…？

税理士法人AIFNEWSは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。お気軽にお申し込み下さい。※土日祝・お盆・お正月はお休みです。

●『税理士法人AIF』で検索していただき。HPよりお申込み下さい。 税理士法人AIF 

税理士法人ＡＩＦ　NEWS

表現を選ばせる表現や見せ方

印象が変わる心理作用　フレーミング効果

　　私達が普段店で寿司、 うな重等を選ぶ際に 「松竹梅」 とか 「並、 上、 特上」 と言ったランク付けをしているもの

があります。 商品が3つあると７～８割の人が真ん中の「上」を選択するそうです。 仮に並みが1000円、上が2000円、

特上が 3000 円として相対的に 「特上」 はちょっと高いけど 「上」 の値段はほどほどで質は悪くないだろうと言う心

理が働くのだそうです。 店側では 「上」 の収益率を高く設定したりします。

もし一番売りたいのが 「特上」 だとすればどうするか？　値段中身は変えず 「特上」 を 「上」 に変え、「元上」 は 「並」

にします。 「元並」 は止め、 「特上」 を 4000 円に設定します。 値上げとなるのでトータルの売上の向上になるか単

純に計れませんが、 新設定の 「上」 が売れるようにはなるでしょう。

このように内容が同じものでも見せ方や表現を変える事で印象が変わる心理作用を行動経済学では 「フレーミング

効果」 と言います。 では別の例も見てみましょう

表現方法で割安感を演出する

　　　通販等で高額商品を売りたい時、 賞品が一括払いでは高い印象を与えてしまうのではと言う時、 高いと感じさ

せない為に分割払いを勧める事があります。 例えば商品が 3 万 6000 円として 「24 カ月の分割で月々は 1600 円、

週にたったコーヒー 1 杯の値段で手に入ります」 等と言います。 言われた方はお手頃だなあと感じますがトータル額

は 6％以上の金利も付いて 3 万 8400 円です。 消費者金融の広告にも似たようなコピーがあり、 利息は 1 日たった

○円と謳い高利でも安く感じる表現がされている事があります。

ポジティブ表現とネガティブ表現

　　次のように医師から言われた時にどのように感じるでしょうか。

１、 「この手術は 95％の人が助かります」 ２、 「この手術は 20 人に 1 人が亡くなります」 こう言われると、 結果が同じ

でも 2 のネガティブ表現の確率を高く感じてしまいがちです。 何かを予防する商品はネガティブに伝え、 推進商品は

ポジティブに伝えると効果があると言われます。

マーケティングの世界ではこうして印象操作をされ誘導されています。 販売する側からすればこのようなキャッチコ

ピーを意識すると売上増進に繋がるかもしれません。
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