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※2019年のみ5/7
２月決算法人の確定申告と
納税、８月決算法人の中間
(予定)申告と納税

昭和の日 祝日 即位の礼 祝日 憲法記念日 みどりの日
こどもの日 振替休日

●源泉徴収税額、特

別徴収税額（3月分）

の納付期限

・　新入社員が入社してきたり、退職者があったときは、健康保険・　新入社員が入社してきたり、退職者があったときは、健康保険と厚生年金については入・退社の日からと厚生年金については入・退社の日から
   ５日以内に資格取得・喪   ５日以内に資格取得・喪失届を、所轄の年金事務所に提出する失届を、所轄の年金事務所に提出する
・　新入社員が入社してきたり、退職者があったときは、健康保険と厚生年金については入・退社の日から
   ５日以内に資格取得・喪失届を、所轄の年金事務所に提出する
・　雇用保険については、入社日の翌月10日までに資格取得手続きを、退職日の翌日から10日以内に・　雇用保険については、入社日の翌月10日までに資格取得手続きを、退職日の翌日から10日以内に
   喪失手続きを、それぞれ所轄の職業安定所(ハローワーク)に提出する   喪失手続きを、それぞれ所轄の職業安定所(ハローワーク)に提出する
・　雇用保険については、入社日の翌月10日までに資格取得手続きを、退職日の翌日から10日以内に
   喪失手続きを、それぞれ所轄の職業安定所(ハローワーク)に提出する

・　3月決算法人ではスケジュールに従って定時株主総会の準備を進める・　3月決算法人ではスケジュールに従って定時株主総会の準備を進める

・　固定資産税（都市計画税）の第１期分の納付期限 → ４～６月の市町村条例で定める日

・　固定資産課税台帳の縦覧期間　→　４月２日から２０日又は最初の納期限のいずれか遅い日までの期間

・　固定資産税（都市計画税）の第１期分の納付期限 → ４～６月の市町村条例で定める日

・　固定資産課税台帳の縦覧期間　→　４月２日から２０日又は最初の納期限のいずれか遅い日までの期間

2019年のGWは
10連休と決まりました。

2019年の申告納付期限

　それに伴い２月決算、４月申告の期限

は５月７日となります。

ただし、電子申告・簡易書留等は５月７

日ですが、普通郵便の場合、消印日とな

りますので注意が必要です。

ギリギリの決算・申告ではなく、４月２

６日までに終え、ＧＷを心おきなく楽し

みたいものです。

2019年4月の月末払い

　多くの会社は月末払いが多いことで

しょう。

契約にもよりますが、月末が銀行休日で

あれば、通常翌営業日になります。

２０１９年のＧＷは４月２７日(土)～５

月６日(祝・月)までとなりました。

２０１９年の買掛・未払いの支払日は通

常５月４日になり、前払契約であれば、

４月２６日になります。

消費税の届出関係は4月中に

　申告期限は月末が土・日・祝日であれ

ば、後ろ倒しです。しかし、消費税の届

出関係は後ろ倒しできません。

つまり４月中、４月２６日が提出期限で

す。注意してください。

３月決算法人の決算事務

　３月決算法人では帳簿を締め切り、預

金等残高を確認し、試算表などの各種帳

票を作成します。さらに、決算方針と確

定した数字に基づいて、決算報告書の作

成などを行います。

　新年度は様々な事務手続きが重なりま

すから、事前に日程表を作成し、ミスな

く確実に進めましょう。

３月決算法人の税務

　法人税・消費税の申告納付期限は、原

則として事業年度終了日の翌日から２ヵ

月以内です（３月末決算法人は５月３１

日までです）。

　なお、決算事務の遅れが予想される場

合には、事業年度終了の日までに申請書

を提出すれば、申告期限を１ヵ月延長す

ることができます。

　この場合、利子税の課税を避けるた

め、５月末時点で税金を予納しておくの

が一般的です。

新入社員・退職者・転勤者の社保・雇

保の資格取得・喪失手続き

　社員の入社あるいは退職があった場

合、健康保険・厚生年金保険は所轄の年

金事務所（健保組合）、雇用保険は所轄

のハローワークに、次の期日までに資格

所得喪失手続きを行います。

①入社＝被保険者資格所得届

　健康保険・厚生年金保険は事由発生日

から５日以内、雇用保険は事由発生日の

属する月の翌月１０日までです。

②退職＝被保険者資格喪失届

　健康保険・厚生年金保険は事由発生日

から５日以内、雇用保険は事由発生日の

翌日から１０日以内です。

　また、異なる適用事業所間での転勤の

場合、転勤日から５日以内に、健康保

険・厚生年金保険について、転出事業所

では資格喪失届、転入事業所では資格所

得届を資格期間が重複しないように提出

します。

　雇用保険については、転勤日の翌日か

ら１０日以内に、転勤後の事業所の所在

地を管轄するハローワークに｢被保険者転

勤届｣を提出します。

Work manual

Work schedule 4.1-4.30
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■社員外注化の脱税リスク　実質を伴った肩書変更を !!

  10 月に 10％への増税を控え、「消費税」が会社の資金繰りや税務戦略に占める割合がさらに増しつつある。

2014 年の 8％への増税時には、 消費税の新規滞納発生額が激増し、 それと歩調を合わせるように国税

当局による消費税関連事案への査察調査も増加した。 税負担が重いからといって脱税に手を染めるのはもち

ろん論外だが、 そう考えてしまう企業が増税によって増えるというのは、 厳然たる事実だ。

  消費税の脱税のなかでも、 従業員の名ばかり外注化はもはや “定番” となりつつある。 従業員への給与

には消費税がかからない一方で、 外注費には消費税がかかる。 同じ業務を担当させて同じ報酬を支払うに

しても、 社員を個人事業主にすることで消費税分の還付が受けられるというわけだ。　

さらに企業が負担しなければならない年金保険料などの社会保障費も削れるということで、 この手法を使う

企業は今でもすくなくない。

  もちろんこうした架空の外注費計上による脱税の手口は国税当局もお見通しだ。 すでに今年に入ってから

も架空の外注費を計上したとして、 兵庫県のアスベスト処理会社が約 1 億 2 千万円、 福島県の太陽光発

電会社が 7 千万円の脱税でそれぞれ逮捕、 告発されている。 消費税調査は近年の国税庁の最重要調査

項目に毎回挙げられていて、 必ずチェックされる項目であることは間違いない。

もちろん従業員を外注化しても、 それが正当な処理であれば文句を言われる筋合いはない。 従業員の外注

化が正当なものか脱税かは、

①仕事の依頼を相手が断れるかどうか

②仕事の進め方や勤務時間、 場所に指示があるか

③欠勤や遅刻に対して給料を差し引いているか

④その会社以外の仕事もしているか

⑤仕事の内容や業務の遂行が従業員と変わりないか ・ ・ ・

などが総合的に勘案され、 判断されることになる。 当たり前だが、 これまでと同じ出社形態、 勤務時間、 報

酬で肩書だけを外注化するようなケースでは到底認められない。 個人事業主と社員はまったく別物で、 当

人の合意を得ればよいというものでもない。

  たびたびの増税の苦しさに、 つい社員の外注化を考えたくなることもあるかもしれないが、 見せかけの外注

化は脱税認定という最悪の結果を招くことになりかねないので、 重々気を付けたい。

■国税　節税保険規制強化　全損保険の解約返戻率50%までか !!

  全額損金計上保険について国税庁が規制強化に入ったこと受け、保険業界の動きが慌ただしくなっている。

今回の国税庁の動きは、 全損型の生命保険だ。 死亡すると数億円単位の保険金がもらえ、 払い込んだ全

額を会社の損金に算入でき、 10 年で途中解約すれば 「解約返戻金」 で大部分の保険料が戻ってくる。

返戻金を役員退職金や設備投資、 修繕費、 赤字の穴埋めに充てれば、 課税なしとなる保険だ。 中には災

害死亡契約者保険という万が一にも起こりようがない保険商品まである。 国税庁は今後、 解約返戻金が

50% を超える保険商品については、 支払保険料として経費化できる割合を制限する方針だ。 すでに第一

生命や明治安田、 三井住友保険などは販売中止を決定している。

2019.4

注意!!!!国税が注視!!
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■決算分析

  　決算分析として経理担当者が押さえておくべきなのは、 前期比較と回転分析の２つの手法です。

1. 前期比較

  　前期比較とは、 ある勘定等の計上金額に前年同期のものと比較して、 その増減の理由を言葉で説明し、

文書に記録することをいいます。 差異が大きい科目および差異が小さくても増減率が大きい科目に注目して

調査 ・ 分析します。

　　その結果、 増減につき合理的な説明ができれば、 その科目に関し大きな誤りはないと判断できます。 前

期比較では、 最低 2 年間、 可能であれば、 3-5 年程度の推移を見るようにします。 具体的には、 勘定科

目間の相互関係に注意して、 するものがないか常に考えながら、 分析作業に取り組むとよいでしょう。

注意 ： 売上総利益率、 営業利益率等に大きな異常があれば調査。 給与 ・ 法定福利費 ・ 減価償却費等の

異常は問題なし。 外注費 ・ 交際費 ・ 広告宣伝費 ・ 支払手数料 ・ コンサル料等の異常は税務調査の可能

性が大となります。

2. 回転分析

 　 会社の決算で重要な勘定科目といえば、 売上、 売掛金、 棚卸資産、 仕入、 買掛金の 5 つが挙げられ

ます。 これらの科目は、 仕訳数が多く、 短時間ですべてをチェックできないという特性を有します。 そこで、

前期比較に加え、 簡便で強力なツールである 「回転分析」 を行います。

①売上債権回転期間　( 月 )

売上債権の残高が売上高の何か月分あるかを示す指標です。

・ 売上債権 ( 売掛金 ・受取手形 ) 回転期間 （月）＝売上債権÷1か月あたりの売上高

前期に比較してこの期間が長期化している場合には、 その原因を調査します。 これにより、 不良債権の発

生や営業による納品未了の無理な販売などを見つけることができます。

②仕入債務 ( 支払手形め買掛金 ) 回転期間 （月）

仕入債務の残高が仕入高の何か月分あるかを示す指標です。

・ 仕入債務回転期間 （月）＝仕入債務÷1か月あたりの仕入高

前期に比較してこの期間が短期化している場合には、 その理由を調査します。 調査を進めると、 買掛金の

計上漏れや購買部の検収漏れなどが見つかることもよくあります。

③棚卸資産回転期間 （月）

棚卸資産残高が、 売上高の何か月分あるかを表わす指標です。

・ 棚卸資産回転期間 （月）＝棚卸資産÷1か月あたりの売上高

この回転期間が長期化している場合には、 在庫の滅失、 陳腐化や品質低下による売れ残りの不良在庫が

判明することがあります。

2019.4

経理担当者が知っておきたい
決算の正確性を高める決算分析とチェックリスト
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 　決算作業では、 多くの処理を正確かつ迅速に遂行することが求められる反面、 大きなミスが許されません。

このような複雑なプロセスを確実に進めていくうえで重要となるのがチェックリストです。 決算のポイントは各

社によって異なりますから、 自社独自のチェックリストをつくりあげていく努力が大切です。 ここで税理士法人

AIF の経験に基づくチェックリストを掲げておきましたので、 ぜひ参考に自社のものに改良してください。

データーで欲しい方は、 ご連絡を頂ければメールにて差し上げます。⇒　infoaif@profit21.co.jp

税理士法人AIF見本：決算チェック表

2019.4

決算チェックリスト

現金

預金

売掛金

在庫 ・ 仕掛品等

未収 ・ 未払金

有価証券

仮払金
貸付金
立替金等

固定資産

繰延資産

自家消費

勘定科目 チェック項目

１． 金銭出納帳の残高確認

２． 現金残高の事実確認

１． 通帳 ・ 照合表との確認

2． 残高証明書の確認

１． 売上伝票 ・ 請求書の未回収分との照合

２． 回収不能売掛金の書き出し （検討表）

3． 貸倒損失 ・ 貸倒引当金処理は適切か

４． 債権放棄の場合、 期限内の内容証明 ・ 請求書等を確認したか

5． 締め後の売上はないか　決算月翌月の売上チェック

１． 帳簿と実地現物との確認

２． 実地棚卸のモレはないか　地代家賃の倉庫との突合

3． 預け品、 委託品在庫等はないか

4． 仕掛品 ・ 未成工事支出金等の計上は適正か。 とりわけ間接費の配布モレ、　

　　　 計算記録はあるか

5． 特に高額商品の実地現物確認

6． 時価が著しく下落した在庫等は、 事実を反映させて帳簿価格が切り下げ

　　　られたか

１． 取引先との業務委託契約書、 請求書等の確認

2． 前期かせの繰越がある場合、 理由を確かめたか

1． 時価が取得原価より著しく下落し、 かつ、 回復の見込みがない市場価格の

　　　ある有価証券 ( 売買目的有価証券を除く ) を保有する場合、 それが時価で

　　　評価され、 時価差額は特別損失に計上されているか

１． 相手先の住所 ・ 氏名 ・ 名称 ・ 内容 ・ 金額の確認

２． 金銭消費貸借契約書等の確認

3． 前期より繰越がある場合、 理由を確かめたか

１． 減価償却は法定耐用年数に基づき適正に行われているか

2． 耐用年数は適正か

3． 固定資産台帳と実地のチェツクをしたか、 当月中購入または売却資産の確認

4． 契約書 ・ 請求書 ・ 領収書等の確認

5． 事業年度内に事業の用に供していたか

1． 繰延資産の償却は適正か

2． 税法固有の繰延資産 ( 更新料、 保証料 ) 等は、 支出の効果の及ぶ期間で

　　　償却が行われているか

1． 飲食等の賄について、 自家消費計算をして、 適切に処理したか

2． 自社商品等の社員割引販売を適正に処理したか

意見
担当者
チェック



5

2019.4

決算チェックリスト

経費関係

短期未払費用

未払賞与

金銭債務

税金債務

買掛金

借入金

手形割引等

預り金

地代家賃

印紙税

原始証憑

消費税関係

株主関係

前期比較

所得拡大税制
設備投資減税

役員改選

勘定科目 チェック項目 意見
担当者
チェック

1． 高額な経費は請求書や領収書とのチェック

2． 旅費は旅費規程と合致しているか

3． 役員報酬は定期同額条件に合致しているか株主総会 ・ 取締役会議事録はあるか

4． 役員退職金は株主総会議事録 ・ 役員退職金規定に合致しているか

5． 交際費に役員の個人経費の漬け込みはないか

6． 高額な外注費 ・ 宣伝広告費 ・ 支払手数料 ・ コンサル料等の実態確認

7． 外注費と給与との違いを確認して検証したか

8． 保険料について保険証券と突合し、 経理処理が適切か確認したか

9． 社宅について、 徴収金額が適正か、 計算書類はあるか

10． 領収書等を紛失した場合、 出金伝票や稟議書を作成したか

1． 計上基準は適切か
     契約書の確認 ・ １年以内のもの ・ 支出の実態 ・ 役務の内容

1． 計上基準は適切か
     事業年度内の各人への通知 ・ 翌月末までの支払等

1． 借入金その他営業上の債務以外 ( 設備未払金等 ) で支払期限が１年超のも     

     のは固定負債の部に表示したか

2． 関係会社の債権債務は区分表示をしたか

　   関係会社貸付金、 関係会社株式、 関係会社借入金等

1． 法人税、 住民税及び事業税は、 発生基準により計上され、 決算日後に納付  

     すべき税務債務は、 流動負債に計上されているか

2． 決算日における未払消費税等は適切に表示されているか

１． 未払い請求書との確認

２． 前期より繰越買掛金がある場合、 理由を確かめたか

１． 残高証明書の確認

２． 役員借入金等の金銭消費契約書の確認

３． 支払利息 ÷ 借入金で金利が適正か

４． １年ル－ルで流動 ・ 固定負債区分表示をしたか

1． 手形の割引があった場合に割引額が表示されているか

1． 給与台帳 ・ 源泉徴収簿との確認

2． 組織図と給与台帳との確認　架空人件費はないか

1． 賃貸契約書のコピ－との確認

2． 更新料は前払計上されているか

3． 敷金 ・ 保証金の償却は適切か

1． 契約書等の印紙貼り漏れはないか

1． 領収書 ・ 請求書等の保管体制が適切かの確認をしたか

1． カ－ド手数料は非課税仕入
２． 重油税は非課税仕入　ガソリンとは相違

３． 輸出 ・ 輸入取引の確認

４． 交際費 ・ 福利厚生費 ・ 地代家賃等の課税 ・ 非課税仕入混在科目の詳細な確認

1． 別表 2 の株主移動の確認

2． 株主移動の場合の株価確認

3． 同族会社の株の移動は株価確認

1． 過去 2 年分の前期比較を行い、 異常値について原因確認

1． 適用年度の法令に基づき計算されているか

2． 請求書 ・ 経営革新等支援機関等の書類はあるか

3． 各種税額控除と特別償却の選択を検討をしたか役員の変更、 改選時期を   
　　　 確認したか

役員の変更、 改選時期を確認したか
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職業性ストレスチェックを体験する !!
   平成 31 年 4 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。 第 66 回は NPO

法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク様のご協力で 「職業性ストレスチェック体験」 を実施しょうと思います。

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。 では社員の創造力が

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 ? 

2019.4

第66回　AIF経営研究会のお知らせ

■参考　業種別健康リスク総合ランキング

事業場の業種

運輸

医療 ・福祉

生活 ・娯楽

製造

宿泊 ・飲食

不動産

建設

情報通信

卸売 ・小売

金融

全業種平均

教育

その他サービス

工務

インフラ

学術 ・専門

郵便等

健康リスク A
（仕事の負担 ・
コントロール）

101

105

100

101

100

101

103

99

102

104

100

100

100

98

101

99

92

健康リスク B
（上司 ・同僚との
コミュニケーション）

110

105

104

103

101

101

98

100

98

96

100

99

100

101

95

97

94

健康リスク
総合

112

111

104

103

102

101

100

100

100

100

100

99

99

99

97

96

87

金子

経営研究会 詳細

◆　日時　　   ： 平成 31 年 4 月 12 日 ( 金）

◆　受付開始 ： 17 ： 45 ・ 開始１8 時～２0 時　※時間厳守でお願いします。

◆　場所　　   ： 税理士法人ＡＩＦ　セミナー室

◆　第一部    : ストレスチェツク体験と解説　講師　精神保健福祉士　鬼頭涼子様　

　　　　　　         1. 調査表の記入　2. 自己採点と結果解説

　  第二部    : 名刺交換 ・ 交流会

◆　参加費 　 ： 1 名様につき 3,000 円 ( 税込 )

第 66回 　ＡＩＦ経営研究会　参加申込書

■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」
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