
1
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即位の礼 祝日 憲法記念日 みどりの日

振替休日こどもの日

●3月決算法人の確定申告と納税

　３月決算法人では、法人税と消費税

の確定申告・納付の時期です。

　ほかにも、事業年度終了後２ヵ月以

内に申告・納付する税金として、法人

事業税・法人住民税などがあります。

決算事務の総仕上げとなりますから、

確実に申告・納付を行いましょう。

　また、決算後の配当金の支払いに関

しても、税務署に提出する支払調書の

作成、配当金からの源泉徴収・納付事

務があります。

●個人住民税の特別徴収の準備

　個人住民税の特別徴収は、納税義務

のある社員に代わって、４月１日現在

の給与支払者（特別徴収義務者）が、

毎月の給与から税額分を差し引き、翌

月１０日までに納付する制度です。

　税額は、毎年６月に切り替わり、翌

年５月まで年１２回の均等割額です。

端数額は６月分の調整しますが、計算

の必要はありません。通常、各社員の

住所地の市区町村から送られてくる納

税通知書に従って納付するだけです。

　徴収額は、給与台帳や給与計算表に

転記しておくとともに、１部を社員本

人に交付します。また、パソコンで給

与計算をしている企業では、忘れずに

データを更新しましょう。

●９月決算法人の中間申告

　９月決算法人は、法人税の中間申告

の時期です。この中間申告には、前年

度の法人税額の２分の１を申告・納税

する予定申告と、仮決算による申告の

２つの方法があります。

　仮決算した場合の法人税額が前期基

準額（前事業年度の確定法人税額の２

分の１）を超える場合は予定申告のみ

となりますが、選択可能であれば、自

社の業績や事務負担を勘案のうえ、有

利な方法を選択して下さい。

●新入社員や新任者等のフォロー

　春に入社した新入社員は、この時

期、通勤や仕事に慣れて気持ちにゆ

とりが生まれてくる一方で、社会人

としての悩みや不満を抱えるように

なりがちです。転勤・異動のあった

社員が新しい環境に対応できず、心

身に不調をきたす場合もあります。

　いわゆる「五月病」は、ゴールデン

ウィーク後に症状が現れる事が多いの

で、勤務態度や健康状態などに変化が

みられる社員には声掛けをして、早目

にフォローしていきましょう。

　アドバイスを求められたときは積極

的に相談に乗るようにしてください。

●労働者の安全と健康への配慮

　労働安全衛生法とは、職場における

労働者の安全と健康を確保し、快適な

職場環境の形成を促進するために、企

業に様々な義務を課します。たとえば

昨年行われた、一定規模以上の事業所

に対するストレスチェック制度の導入

義務付けもその一環です。

　定期健康診断の結果もふまえつつ、

社員の安全と健康の確保にこれまで以

上に配慮していきたいところです。

●定期健康診断の実施

　事業者は、常時雇用する労働者に対

して、年に１回以上、医師による健康

診断を実施する事が義務づけられてい

ます（特定業務に従事する労働者の場

合は半年に１回以上実施します）。

　これから健康診断を予定している事

業所では、医師・診療機関などとの最

終調整を行います。あわせて、実施内

容を社内に周知徹底しましょう。

Work manual

Work schedule 5.1-5.31

・  株主総会の準備にモレがないよう、最終確認を行なう・  株主総会の準備にモレがないよう、最終確認を行なう

    議事録の整備や役員の就任・退任に伴う登記手続きなども間違いのないように    議事録の整備や役員の就任・退任に伴う登記手続きなども間違いのないように

・  株主総会の準備にモレがないよう、最終確認を行なう

    議事録の整備や役員の就任・退任に伴う登記手続きなども間違いのないように

●源泉徴収税額、特
別徴収税額（4月分）
の納付期限

●障害雇用納付金の
申告と納付期限

・  個人住民税の特別徴収税額の通知書が各市町村から送られてくるので、各従業員に通知するとともに、給与からの特別徴　     
　　 収事務に備える
・  夏季賞与に関する資料・情報などを地元の商工会議所、同業者団体、銀行の経営相談所などから収集し、検討準備にかかる

・  個人住民税の特別徴収税額の通知書が各市町村から送られてくるので、各従業員に通知するとともに、給与からの特別徴　     
　　 収事務に備える
・  夏季賞与に関する資料・情報などを地元の商工会議所、同業者団体、銀行の経営相談所などから収集し、検討準備にかかる

●3月決算法人の確
定申告と納税、9月決
算法人の中間（予定）
申告と納税

・    自動車税の納付（都道府県の指定日まで）自動車税の納付（都道府県の指定日まで）
・  固定資産税（都市計画税）の第1期分もしくは全額の納付（市町村により異なるので、関係市町村に確認）・  固定資産税（都市計画税）の第1期分もしくは全額の納付（市町村により異なるので、関係市町村に確認）

・  自動車税の納付（都道府県の指定日まで）
・  固定資産税（都市計画税）の第1期分もしくは全額の納付（市町村により異なるので、関係市町村に確認）
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　　2020 年に向かって最近、 企業の倒産、 破綻、 支払延期、 債権未回収、 篭脱け詐欺等の事案が増加

しています。 自社の会社の倒産危険シグナルとして、 また取引先の与信管理としてＺスコアなるものをご紹

介させて頂きます。

　　Zscore とは、 Altmansi 氏が 1968 年に開発した指標で、 企業の健全度 （＝倒産するリスク） を定量

化して表すものです。－5 から＋10 までの範囲で数値はでるのですが ・ ・ ・

・ 1.8 以下　⇒　倒産状態／倒産に向かう

・ 1.8 ～ 3.0　⇒　グレイゾーン

・ 3.0 以上　⇒　健全

と評価されます。

Altman 氏は、 66 の企業をサンプルとして、 上記の基準を策定したそうですが、 実際に 1.8 以下になっ

た企業の倒産確率は、 95％とのことです。

では、 実際に例題です。

会社更生法を申請した武富士 Z-Score を算出してみました。

Zscore はなんと、、 Z = 1.4 となります。

　　つまり、 結果論ではありますが半年前で、 武富士が倒産に向かうことは予想できたというわけです。

　　私も何社か試してみましたが、 経営破たんした顧問先の 100% が Z スコア 1.8 以下でした。 解説を読ん

でもらうと理解しやすいと思いますが、 資金繰りの悪化、 赤字経営、 内部留保不足等から算出されており、

粉飾決算をしても誤魔化せない構造となっています。

　　数式は複雑ですが、 エクセルシ－トを創りましたので、 事務所便りをご覧になった方にはメ－ルを頂ければ

差し上げますので以下に希望メ－ルを送ってください。 幣事務所のホ－ムペ－ジからでもメ－ルできます。 　ま

た、 決算書二期分分を担当者に見せて頂きましたら新規顧客の信用調査等のお手伝いもさせて頂きます。　

　

2019.4

倒産リスク　Ｚスコアとは

税理士法人ＡＩＦで検索またはメ－ルアドレスからご連絡下さい。

メールアドレス：infoaif@profit21.co.jp　

税理士法人 AIF のお役立ちサ－ビスでも紹介しています。
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　　倒産危険度は５つの指標で構成されている。

①は運転資本の増加分を総資本で割ったもので、 短期の資金操りが楽になっているか、 苦しくなっているか

を表します。

　　得意先からの代金回収が遅れ売掛金が増加することや在庫が増加することなどは、 手元に入る資金の減

少につながります。

資金操りが苦しくなると、 この指標は悪化します。 反対に、 仕入先に対する買掛金の増加は、 そのぶん支

払いが猶予されることになります。 資金操りは楽になり、 この指標は改善します。

②は内部留保を総資産で割ったものです。 自己資本から資本金と資本準備金を引いた内部留保は、 これ

まで企業が稼いできた利益の合計額です。 利益の蓄積が厚ければ、 業績不振が続いても、 自己資本がマ

イナスになる債務超過といった事態に陥らずに済みます。

歴史の浅い企業は蓄積が進んでいない分、 この指標が小さくなる傾向にあります。

③は総資産営業利益率です。 企業が生み出す利益をその資産規模で割ることで、 資産効率の良し悪しを

見ます。 これが高い企業は効率よく利益を生み出すことができ、 倒産からは遠い存在なります。

④は株式市場における企業の評価である時価総額を有利子負債で割ったものです。 時価総額が大きい企

業はそれだけ信用があります。

同じ借金 （有利子負債） を抱えていても、 時価総額が大きい企業であれば信用が高い分、 負担は小さく、

そうした負担の大小を測る指標である。

⑤は総資産回転率で、③が利益を生み出す効率を見るのに対し、 こちらは売り上げを生み出す効率を見る

指標です。 利益の源泉は売上にあります。 この指標が大きいことは、 それだけ潜在的な 『稼ぐ力』 がある

ことを示しています。

　　これら５項目にそれぞれの一定の数値をかけてウエートづけし、Ｚスコアは求められます。

このウエートは現実に倒産した企業の５項目状況を集計し、 傾向をはじき出す回帰分析によって算出されて

います。

　　Ｚスコアが 2.99 を上回っていれば倒産の可能性ありません。 1.81 から 2.99 までは倒産の懸念を否定で

きないゾーンです。 そして 1.81 未満は危険水域です。 ただし、Ｚスコアが危険水域にあるからといって、 そ

の企業が必ずしも倒産するわけではありません。

企業の生死を完全に示すものではありません。 あくまでも参考資料としてご参照下さい。

倒産リスクＺスコア解説
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税理士法人AIF　顧問先紹介

　　税理士法人 AIF の顧問先である玉利様が、スマートフォンのコーティング事業を開始致しました。 このコー

ティングを施すと、 スマートフォンの液晶画面に保護シートを貼らなくても、 画面に傷が付かなくなるというも

のです。

　　玉利様が行う 「GPOWER コーティング」 は、 施行する許可が必要で限られた専門家のみが取り扱

えるコーティング財を使用しており、 このコーティング剤は車のコーティングも可能であるほか、 防弾ガラスの

素材としても使用されているとのことです。 なお、 このコーティングは抗菌機能付きになります。

※このコーティングを行ったスマートフォンの画面を、 ハンマーで叩いても液晶画面に傷が一切つかない動画 Youtube

にアップされています。

　　私も早速、 玉利様にコーティングをしてもらいましたが、 現在も全く傷はついておりません。

ただし、 スマートフォンを角から落としてしまったりした場合には画面は割れてしまうそうです。

　　玉利様が出張サービス （駐車場代のみ実費精算） をしてくれるので、 空いた時間で自社の事務所や自

宅にてコーティングが可能です。 所要時間は 1 台あたり 20 分程になります。

　　金額は、 液晶画面のみ：3,000 円 （税別）　側面、 裏面も合わせた場合：5,000 円 （同）

ですので、液晶フィルムを買うのとほとんど変わりません。 液晶フィルムは、剥がれてしまったり反応が悪くなっ

てしまう等の煩わしさがありますが、 そういったこともございません。

　　また、 玉利様のメールマガジンに登録して頂いた場合には、 初回のみ 3,000 円引きにしてくださるそうで

す。 つまり液晶画面のみのコーティングでしたら実質無料です。

　4 月 12 日 （金） に行われた経営研究会においても、事業内容をご説明してくださり大変好評でした。 もし、

気になる方は弊社まで連絡を頂くか、 玉利様へ一度ご連絡をお願い致します。

水漏れバスターズ板橋　　玉利　良文　様

連 絡 先：玉利　良文様

（本業は「水まわりのトラブル　出張修理サービス」

電話番号：0120-667-117

メールアドレス：busters.tamari@gmail.com

ＨＰ：https://tsuku2.jp/storeDetail.php?scd=0000024909

（検索「水漏れバスターズ板橋」）
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日　程 ：6月6日（木）　

時　間 ：1３：３0～1７：00(開場1３:００)

定　員 ：20名（先着順）

会　場 ：㈱AIF総研　セミナー室

受講料：▼事務所便り特別価格▼

東京
・

池袋（　　）

加藤　香佳子 氏（かとう　かよこ）

㈱全日本空輸にて、客室乗務員として8年間勤務。

退職後、社会保険労務士、社会福祉士資格取得。

総合病院のソーシャルワーカー、人材派遣会社の労務管理

業務を経て、平成20年にWIN社会保険労務士事務所を

開設し、現在に至る。

女性スタッフの多い美容、医療、介護業界を中心に、助成

金を活用したセミナーや研修を積極的に取り入れ、会社と

従業員が幸せになる理念経営に取り組む企業の支援をし

ている。

社会保険労務士  ＷＩＮ社会保険労務士事務所　

ＵＲＬ： http://win-syarousi.com/

  会計事務所職員、経理担当者の皆様に、労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎について、分かりや
すく説明します。
  まずは、基本的な流れを押さえてから、実務上、間違えやすいポイントを紹介しながら、演習問題を使
って、計算手順の確認と届出用紙に実際に記入します。４年に１回の年金事務所の調査対応や会社の負担
が大きい社会保険料の削減のコツも合わせてご紹介します。
  今回のセミナーの内容を押さえれば、顧問先からの突然の質問に慌てずに対応できるようになります。
是非、ご参加下さい。

①労働保険の基礎

　　・加入しなければいけない事業所、加入する人・しない人

　　・給付内容

②年度更新の実務

③演習

　　・労働保険料申告書の書き方

講師紹介

セミナー内容 セミナー概要

演習を通じて学ぶ労働保険年度更新と
社会保険算定基礎届作成の実務

●労働保険編　ここだけ押さえておけば大丈夫！

　　労働保険と年度更新の基礎

●社会保険編　ここだけ押さえておけば大丈夫！

　　社会保険と算定基礎届の基礎

①社会保険の基礎

　　・加入しなければいけない事業所、加入する人・しない人

　　・給付内容

②社会保険算定基礎届の実務

③演習・・・算定基礎届の書き方

④４年に１回の年金事務所の事業所調査

⑤労務担当者が知っているだけで社会保険料が削減できるコツ

⑥法改正情報　

5,400円（税込）

お申込方法
①　【お申込書】に必要事項をご記入の上、ファックスにてお送り下さい。
② 弊社よりＦＡＸにて【請求書】をお送り致しますので、内容をご確認の上、指定口座に「受講料」をお振込み下さい。
③ ご入金確認後【案内書】をFAXにてお送り致します。 
※原則、お振込でのお支払をお願い致します。ただし、直前のお申込みに限り、当日現金にてお支払とさせていただく場合がございます。
※お振込頂いた「受講料の返金」には、一切応じませんので、予めご了承下さい。　※お振込手数料はお客様にてご負担下さい。

貴事務所名

住         所

Ｔ  Ｅ  Ｌ 

Ｆ  Ａ  Ｘ
〒

お申込み書 返信ＦＡＸ番号：０３－３９８５－４１４９

皆様のご参加お待ちしています。

(株)AIF総研　東京都豊島区西池袋1-5-3ｴﾙｸﾞﾋﾞﾙ2F返信ＦＡＸ番号：０３－３９８５－４１４９

参加者名
M A I L

名
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