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建国記念の日

・ 3月決算法人では、2月中には決算の仮締めを済ませ、それをもとに決算対策を検討し、トップに提示して意向を・ 3月決算法人では、2月中には決算の仮締めを済ませ、それをもとに決算対策を検討し、トップに提示して意向を
   確認する。   算スケジュールを作成し、関係部署にたな卸の要領などのマニュアルを示して協力を仰ぐ。   確認する。   算スケジュールを作成し、関係部署にたな卸の要領などのマニュアルを示して協力を仰ぐ。
・ 3月決算法人では、2月中には決算の仮締めを済ませ、それをもとに決算対策を検討し、トップに提示して意向を
   確認する。決算スケジュールを作成し、関係部署にたな卸の要領などのマニュアルを示して協力を仰ぐ。

●所得税、個人住民税、個
人事業税の確定申告・納付
の開始（～3月15日）

●源泉所得税額･特別徴収
税額(1月分)の納付期限

●2018年分贈与税の申告
と納付開始（～3月15日）

・ 3月決算法人では、4月からの新事業年度のスタートに当たって、前期実績などを・ 3月決算法人では、4月からの新事業年度のスタートに当たって、前期実績などを
　　もとに経営計画の策定に着手する。　　もとに経営計画の策定に着手する。
・ 3月決算法人では、4月からの新事業年度のスタートに当たって、前期実績などを
　　もとに経営計画の策定に着手する。

・ 所得税の確定申告の開始に伴い、従業員からの相談がきてもアドバイスできるように準備しておく。・ 所得税の確定申告の開始に伴い、従業員からの相談がきてもアドバイスできるように準備しておく。
　 還付申告については2月16日　 還付申告については2月16日以前以前でも受け付けているため、早めに申告するようにアドバイスする。でも受け付けているため、早めに申告するようにアドバイスする。
・ 所得税の確定申告の開始に伴い、従業員からの相談がきてもアドバイスできるように準備しておく。
　 還付申告については2月18日以前でも受け付けているため、早めに申告するようにアドバイスする。

●１２月決算法人の確定申告
と納税、
6月決算法人の中間(予定)
申告と納税

３月決算法人の決算と申告の準備
　　３月決算法人の決算と申告の準備、３月決

算の企業では、遅くとも２月中には決算の仮

締めを行ないます。経理としては、年度末ま

での数字をできる限り正確に見込むととも

に、事前に経営トップの意向を確認し、今期

の決算政策について十分に検討しましょう。

　　そして確定させた決算政策に基づき、決算

調整を行ないます。

　　また、スムーズに決算業務を進めるには、

営業や製造など他部門の協力を得ることが

不可欠となります。そこで、関係部門に具体

的に何をしてもらいたいのかを明確化するた

めに、決算日程表、実地棚卸の要領などを作

成して各部署等に配付し、各種作業や手続

きを期日までに確実に行ないましょう。

　　時間に追われると、処理のミスやモレが増

えますから、常に余裕をもって取り組むことが

大切です。

年度末までの資金計画（資金繰り）の
再確認
　　年初から春先にかけての資金計画（資金

繰り）を改めて見直しておく必要があります。

　　特に、３月決算の企業では、仮締めをすれ

ば納税など決算に必要な資金額がみえてき

ます。資金不足が予想される場合には、早め

に取引金融機関に借入の申込みを行いま

しょう。

来年度予算と経営計画の策定準備
　　３月決算企業では、決算業務とともに新事

業年度の経営計画（単年度計画）の立案を

進めていきます。立案にあたっては、景気動

向といった大きな状況の把握から、人件費の

見込み、来期の設備機器・資産の修理、新規

更新の見込みなど細かい支出を具体的に算

出していきます。目標とする利益を弾き出す

ためには、これまで以上に厳しく見積もる必

要があるでしょう。なお、利益の策定では、コ

スト削減のため業務を外部委託した場合の

採算も検討課題でしょう。来年度予算は、この

経営計画に基づいて編成をします。

新入社員の受入準備
　　4月に新卒の新入社員を迎える企業では、

2月中には最終的な入社の意思確認を行い

たいところです。

　　入社意志を確認できた内定者に対して

は、ビジネスマナーに関する教材や社内報を

送ったり、入社前研修としてパソコン操作の

短期講習を実施するなど定期的にフォロー

する事が大切です。教育的な効果だけでな

く、積極的に迎え入れたいという自社の姿勢

アピールにもなります。

　　また、研修を兼ねた短期間のアルバイト

で、仕事や会社の雰囲気に慣れてもらうのも

１つの方法です。自社工場などがある場合に

は、見学の機会をつくってみてもよいでしょ

う。

　　このほか、新入社員の受入準備としては、

次のようなものがあります。

①入社日の通知と、出社すべき場所・時間・

服装・持参する書類（卒業証明書・身元保証

書・誓約書・年金手帳）などの指示

②ロッカー、事務机、征服・作業服などの手配

③新入社員教育を予定している場合は、日 

程の確認、教材・機器などの準備、場所・講

師の選定と確保

④社員寮・社宅制度がある場合は、入居意

思の確認と物件の手配

2018年分の確定申告の受付開始
　　2018年分の所得税・個人住民税の確定

申告の受付期間は、2月18日から3月15日ま

でです。

　　給与所得者であっても、昨年末に年末調

整を受けなかった人、2018年中の年収が

2,000万円を超える人、副収入がある人、2

か所以上の会社から給与の支払いを受けて

いる人などは確定申告が必要です。

　　確定申告の必要がない人でも、一定額以

上の医療費を支払ったり、ローンを利用して

住宅の取得や増改築をした場合、自然災害

（地震、風水害、雪害等）や盗難などで資産

に損害を被った場合には、還付申告すること

で、税金が戻ってくるケースがあります。

　 この還付申告は、2月16日より前の時期で

も受け付けてもらえます。税務署が比較的空

いていますから、該当社員から相談された場

合には、アドバイスするとよいでしょう（還付申

告ができる期間は、税金を納め過ぎた年の

翌年の１月１日から5年間です）

  なお、一部の税務署は、期間中の日曜日も

確定申告の相談・申告書の受付を行いま

す。詳しくは国税庁のホームページで確認し

てください。

   国税庁ＨＰ　：　https://www.nta.go.jp/

Work manual

Work schedule 2.1-2.28
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健康保険被扶養者認定方法が厳しく変更されました。

平成 30 年 10 月 1 日より変更

日本年金機構が受けつける 「健康保険被扶養者異動届」 の添付書類の取り扱いが変更となり、 日本国

内に住む扶養家族の認定の際、 申立てのみによる認定は行わず証明書類に基づき身分関係と生計維持

関係を確認の上認定する事になりました。

一定の要件を満たしている場合には証明書類添付を省略できます。

   届出に必要な添付書類と省略事項

　扶養認定を受ける方が被保険者と同居している時は下記の①と②、 別居している時は①②③の書類が

必要です。

①続柄の確認……戸籍謄本か抄本あるいは住民票 （同居で被保険者世帯主である事、 提出日より 90

日以内に発行されたもの）

省略できる時……被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届出に記載されている事と、 扶

養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ない事を事業主が確認し備考欄の 「続柄確認済み」 の□

にレを付している、 又はその旨記載している。

②収入の確認……年間収入が「130 万円未満」であることを確認できる課税証明書等（60 歳以上の方、

障害厚生年金の受給要件に該当する程度の方は 180 万円未満）

障害 ・ 遺族年金、 傷病手当金、 失業給付等非課税対象の収入がある場合、 受取金額の確認ができる

通知書控え

省略できる時……扶養認定を受ける方が所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族である事を事業主

が確認し、 事業主確認欄の 「確認」 を○で囲む。

又は扶養認定を受ける方が 16 歳未満の場合は省略できます。

③別居の場合……認定には別居の確認が必要になります。 仕送りの事実と仕送り額が確認できる振り込

みの通帳写しや、 現金書留で送金するならばその控え

省略出来る場合……扶養認定を受ける方が 16 歳未満又は 16 歳以上の学生

今まで被扶養者の認定について健康保険組合ほど証明は求められていませんでしたが、 年金機構でも添

付書類を求められるようになりました。

届出様式も協会管掌事業所用被扶養者異動届が新しくなりました。

別居で扶養の認定を受ける時は、仕送りの事実がわかるものを付けます

2019.2

2月　経理・総務NEWS
健康保険被扶養者認定方法が厳しく変更されました。
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   1. 経理をもっと経営に活用する

  経理を必要悪として、 帳簿作成だけで終わらせていませんか？経理をもっと経営に活用する方法がありま

す。 財務基盤がしっかりしている黒字経営の会社は、 営業・技術と並んで経理を第三の柱と考えています。

経営陣が期首にしっかりした 【経営計画】 を立て、 毎月正確な月次決算を行い、 予想決算、 予定 ・ 実

績資金繰り等を見ながら経営をしていけば、 赤字経営や資金ショートは起きません。 経営とは計画を実行

することです。

経営理念 ・ 方針などは何の役にも立たないと思っていませんか？

経営理念 ・ 方針は、 いざという時に必要です。

【ポイント】

（1） 経営理念 ・ 方針は会社がブレないために必要

（2） 自分の会社は何業かで未来が決まる

（3） 最初は簡単なものでも十分

  経営理念や経営方針というと大げさになります。 経営理念とは、 【自分の会社は何業か】 を明確にし、

経営方針とは、 【その目的達成のためにどのように行動するのか】 をまとめたものです。

  「経営理念などいらない、 成り行きで経営していく。」 という経営者もいらっしゃるでしょう。 それがあな

たの会社の経営理念なのです。 あるいは「会社は金儲けの手段だ。 儲かるなら何でもする。」といったことや、

「親から引き継いだ会社だ。 面白くないが、 仕方なく経営している。」 これらも経営理念です。

　経営理念がいい加減なために、 ライブドアのような会社になったり、 バブルの時、 株 ・ 不動産等の投機

に走り、 代々続いた会社を倒産させたりするのです。　

  ここに２つの建設会社があります。

一つは、 「わが社のモットーは快適な住空間を格安で提供する」 とし、 もう一方は、 「代々の家業で職人

的ないい仕事をしたい」 としています。　

前者の会社は、 デザイン ・ 日照 ・ 色彩 ・ 購入者のニーズ等多様な問題意識の発展の可能性を秘めてい

ますが、 後者はどうでしょうか。 職人的気質で良いものをと言いますが、 消費者のニーズ、 時代との対

応はとれているでしょうか。

  経営理念は社員に問題意識を持たせる上で重要です。 問題意識の広さ ・ 深さは、 会社全体のスキル

の向上や社員を活性化させます。 これからの企業は、 毎日同じことの繰り返しではなく、 顧客のニーズを

引き出し、 社員の脳を活性化させることで、 大いなる付加価値を生み出さなければなりません。

右向け右の社員がいくら沢山いても、 固定費たる人件費が増えるだけです。 頭を使い、 如何に顧客のニー

ズに答え、 業務を合理化し、 ムリ ・ ムダ ・ ムラをなくしていこうかと考える現場の社員こそ、 その会社の

大きな財産です。 その第一歩こそ、経営理念、経営方針で、常に考え判断する基準でなければなりません。

　 初めは簡単なことでも構いません。 自分の会社が社会から必要とされている理由から考えられてもいい

でしょう。

2019.2
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1. 2. 年度経営方針を立ててみよう

【ポイント】

（1） 経営基本方針に基づくものであること

（2） 年度の重点的な経営の考え方 （方針） を示すものであること

（3） できるだけ、 数字等で具体化されていること

◎年度経営方針の例示

　年度経営方針として、 どのような内容を決めるべきかについては、 個々の会社により差異があると思いますが、 もっ

とも簡易な年度経営方針の例示を次にご紹介します。

    3. 黒字経営になる経営管理のやり方はあるの？

【ポイント】
（1） 会社の行き先を明確にした海図として経営計画を立て、 毎月の経営実績をＧＰＳとして、
      先行きを見通す経営をする
（2） 経過月実績＋未経過月予算から常に予想決算を見ながら経営判断をする

（3） 赤字になりそうだったら、 経営会議で黒字化の方策を立てる

★儲かる経理システムとは以下のような経営管理の仕組みです。

（１） 経営数値を早く見るために会社にパソコン会計の導入をする

（２） 実現可能な経営計画を立てる

（３） 正確な月次決算を組む

（４） 毎月、 定例の経営会議を開催し、 予想決算を見ながら経営の意思決定をする

（５） 会議の議事録をつくり、 翌月までに各自課題を実行する

2019.2

船【会社】

ＧＰＳ
【月次決算】

現在地

目的地

【（株）○○商事　第４８期経営方針】

Ｎｏ． 項　　目 内　　　　容

１　　　　　売上高      　　（１ ） 目標売上　　　　　　           １ ２億６，５００万円

　　　　　経常利益     　（２） 目標利益 （経常利益）　    　　８，０００万円

２ 　営業        （１ ） 新規開拓目標　　

　　                             Ａランク…５社　　Ｂランク…１ ０社
                      　　（注） 現在 ×× 電機 （株）、○○倉庫 （株） にアタック中です。

３ 　人事        （１ ） 営業経験者　５名増員予定

                     　　 （注） 既存の得意先の売上確保および増大のための
　　                              フォローアップに必要です。

４ 　設備        （１ ） 車両 （ワゴン車） １台購入予定

                       　　（２） コンピューターサーバ　１台購入予定

　　                             グループウエア　ソフトウエア購入予定

                      　　（注） 高度情報管理システムの構築のため、 第４８期より

                             　　社内ネットワーク導入の提案があり、 当期より移行

                             　　準備するために必要です。

５ その他        （１ ） 年度末に目標売上および目標利益達成のあかつきに

　　                             は、 来期の秋季慰安旅行をハワイで行います。



  経営会議は以上の年次、月次の経営サイクルを実行して、黒字経営を目指すシステムです。赤字になりかかったら、

様々な手を打ちます。

[ 事例 ]

１ ） 売上減少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　原因調査…商品力の見直し／営業力の見直し／新商品 ・ 新サービスの投入

   ／新分野 ・ 新店舗等の検討

   ポイント…同業者で業績を上げている企業の実態を調査する。

２） 原価率の高騰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   原因調査…仕入先の検討／ムダな在庫がないか日々 ・ 商品別 ・ 店舗別の原価率調査

３） 人件費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   役員報酬の削減／人員の削減／正社員からパート、 バイトへの転換 ・ 派遣の検討／賞与の削減／

   固定給与から変動給与へ／業績 ・ 能力主義賃金体系への転換

   ポイント… 粗利から適正人員を探る。 最低１人８００万円の粗利は必要。

   業界水準の人件比率を知る　例） 飲食業…対売上３０％以内等

４） 経費の削減　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   経費の中身積上げ／個々の経費の一つ一つを０ベースで見直す

    4. 経営計画をどうやって作るの？

簡単に考えよう！１年分の数字を並べてみる

【ポイント】

（1） 経営計画なくして会社経営なし

（2） 簡単に前期の実績推移を眺めながら１年分の数字を並べる

（3） たたき台を作成後周りの意見を聞き、 何度も作り替える

（4） 必要なのは経過月実績＋未経過月予算から予想売上、 予想利益を見ながら経営すること

※経営計画とは、 会社のこれからの売上 ・ 仕入 ・ 人件費 ・ 経費 ・ 利益の損益計画とお金の動きの資金計画とを合わせたものを言います。

★経営計画　～　損益計画　～　資金計画

　　今後の売上はどの程度伸びるのか、 原価は増加するか、 減るのか、 人件費や経費はどうなるのか、 という結果

から会社の利益を予想します。

　　最初は少し面倒かもしれませんが、 経営計画を作成せずに会社経営をするのは暗闇の海を船出する船のような

ものです。 「先のことなど全く読めない」 という経営者もいます。 その場合には、 前期の損益推移表 【図１】 を見な

がら、 来期の売上 ・ 原価 ・ 経費から利益予想をしてください。 【図２】 極論すれば、 経営計画は前期のままでもい

いのです。
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【図１】 前期損益推移表

【図２】 当期損益計画　

   必要なのは毎月の経過実績を正確に把握し、 経過月実績＋未経過月予算から常に予想売上 ・ 予想利益をつか

み 【図３】、 黒字経営を追求し、 計画的な節税対策を行うことなのです。

【図３】 月次決算と損益計画とを決号させて予想決算　　
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    5. 予想実績資金繰り表の作成

会社の命、 資金が回るかどうか資金繰り表は重要な資料

【ポイント】

（1） ３ヶ月先の資金繰り表を作っておく

（2） 資金ショートしそうな場合は事前の手当てが必要

（3） できれば売上高または売上総利益の５％の定期積金をしておく

　　会社を経営すると、 あるいは経理の任についていると、 資金繰りばかりで頭がいっぱいになります。 資金繰りとは

会社のお金の入出金のやりとりです。 入りにはまず売上が必要で、 次に売掛の回収や貸倒対策があり、 出の方は、

固定的な家賃・税金・社会保険料・水道光熱費や電話代・給料等があり、 変動的な仕入・外注費等があります。

　このような入出金の予定を一覧表にまとめたのが 「資金繰り表」 です 【図１】。 おおよそ３ヶ月の資金繰り予定表

を毎月作成し、 今後の資金の出入り、 不足を常に把握し、 金融機関との対応を準備することが大事な経営者、 経

理担当者の大事な仕事です。

【図１】 ３ヶ月予想 ・ 実績資金繰り表      

※営業収支…黒字になっているのが企業の前提です。 営業収支が赤字であることは、 バケツに穴が空いている状

態と同じです。 営業収支のプラスのお金で財務収支をまかなえる会社は、 資金繰りが理想的であると言えます。

営業の入金マイナス出金のプラス分で毎月の借入金の返済 ・ 設備投資の購入 ・ 納税資金等を捻出できる会社な

のです。

※事例の会社のように、 ３月に大きく資金回収がなされ、 他の月では営業収支がマイナスという会社は、 建設 ・

不動産 ・ 卸売 ・ 季節変動値の激しい業種によく見られます。 資金ショートをおこさないために、 会社の口座がある

金融機関で 【定期積金】 を行うことをお勧めします。 毎月小さな金額でも、 ２年３年と続けると、 まとまった金額に

なります。 売上高や売上総利益の２％～５％くらいを目安に貯めたいものです。 今後融資を受けたいときに日々コツ

コツと貯めていく会社を、 金融機関は大いに信用します。
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    6. 経営者は常にマイナスをプラスと考え、 プラスをマイナスに考える

景気が悪いときは幸いなり。

【ポイント】

（1） 会社の経営不振を世の中のせいにしない

（2） 景気が悪いときは、 設備投資や人材確保のチャンス

（3） 景気が悪いときこそ、 付加価値商品 ・ サービスが生み出される

　　日本は、 「少子高齢化」 が進み、 「低成長の時代」 「成熟社会」 が到来しています。 大量生産、 大量消費の

時代が終了し、良い商品やサービスだけが生き残ることが出来る時代が来ています。 このような時代を前にして、「昔

は良かった」 「政治が悪い」 「社会が悪い」 「景気が悪い」 類の愚痴を言わないことがこれからの経営者の条件と言

えます。

★企業とは次の４つの条件を満たすものではないでしょうか？

（1） ３人以上の他人が

（2） リスクを背負い

（3） 創造力をもって

（4） 利益を出す

　 どれ１つ欠けても会社は存在し得ません。

　 利益が出ず、赤字なら会社は永続しません。 適度なリスクを背負わないと、創造力は生まれません。 リスクを背負っ

ていない国鉄 ・ 電話 ・ 郵便公社等の破綻、 公務員の腐敗等は何一つリスクを背負っていなかった事に原因があり

ます。 会社が２人以下であれば、 夫婦や友人関係で慣れ合い、 社会的存在にはなり得ません。 企業とは、 適度

なリスクを背負い、 創造力を活性化して、 利益を追求する社会的集団と言えます。 企業の業績が悪かった場合、

背負っているリスクが少ない、 創造力が活性化していないということです。

　 「昔は良かった」 「政治が悪い」 「社会が悪い」 「景気が悪い」 という言い訳など入り込む余地はないのです。　景

気が悪いとき、 業績が悪いときこそ幸いです。 １つに設備投資を行い、 人材を確保するチャンスであり、 ２つに創造

力を活性化させ、 新ビジネス、 新商品、 新サービスという付加価値が生み出すチャンスであるからです。

　 逆に好況のとき、 業績が良いときこそ、 危ないと考えるべきです。 ムリ ・ ムダ ・ ムラが生まれやすく、 経営者が

安心してしまうからです。 常にリスクを背負うことに貪欲になってください。
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