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年度後半に向けての資金繰り対策
  ８月は夏物商戦の仕入代金の決済時期に当
たるなど、資金繰りがタイトになりがちな時
期ですので、どの得意先から、いつ、どれだ
けの入金があるかなどをしっかりと確認し
て、資金繰り計画を立てたいところです。
  なお、３月決算の企業では１０月から年
度後半に入りますので、下期の売上・利益
計画とともに、資金計画も十分にチェック
しておきましょう。
　また、年度後半に向けて企業倒産の増加
が予測されます。与信限度枠の見直し、信
用状態の再チェックなど、得意先の与信管
理を徹底しておきましょう。
  
●与信限度額とは…
　不況業種では、下請代金の支払遅延が横
行しています。また、売掛金・受取手形の
合計と支払債務には、一定の均衡が必要で
す。これを無視して受注・売上高ばかり増
やすと、資金詰まりや相手の倒産で大きな
痛手を受けます。売掛債権（売上債権、受
取勘定とも言う）の限度額を決め、早期回
収と与信管理を徹底しなければ危険です。

  実際には、下記の式で求められた与信限
度額に、取引先ごとの状況に応じた金額を
考慮して、与信限度額を決めます。

税務調査への備え
  税務署内の人事異動は７月に行なわれ
ます。それから引継ぎ、調査法人の選定
等を経て８月後半ごろから本格的に税務
調査に効くことになるため、秋は税務調
査の最も多い時期といえます。税務調査
が来ても慌てることがないよう、自社の
処理を確認し、特に調査官が疑問をもち
そうな点についてはきちんと説明できる
ようにしておきましょう。

中元・暑中見舞状の後処理
　中元や暑中見舞状をいただいた場合は、
礼状を速やかに返信します。あわせて贈答
記録や顧客名簿と照合し、必要に応じて追
加・訂正を行います。
　最近は、経費削減や虚礼廃止の観点から、
中元・歳暮を見直す企業も増えてきました。
自社の贈答のあり方を再検討し、経費削減
につなげましょう。

夏季休暇前後の事務
　夏季休暇は、従業員の健康保持のため
の休養と労働意欲のリフレッシュの絶好
のチャンスです。年々、休暇期間は一般
的に長期化する傾向にあります。この期
間の会社、従業員の双方について、緊急
事態予防対策も、休暇の長期化に応じて
見直していきましょう。

【休暇前】
□対外的に夏季休暇の挨拶を行ったか。
□保養施設の申込を受け付け決定をしたか
□休暇中の社員の連絡網を作成したか
□防犯・防火設備を点検したか
□留守番電話を準備したか
□郵便物・新聞などの配達を休止したか
□警備会社に休みの日程を通知したか

【休暇後】
□留守番電話の処理・解除をしたか
□郵便物を関係部署に速やかに配布したか
□社外掲示を外したか
□従業員の勤怠管理を徹底し欠勤を調査し
　たか

Work manual

Work schedule 8.1-8.31

●源泉徴収税額、特
別徴収税額（7月分）
の納付期限

・個人住民税･･･第2期分の納付期限：8月末日、第3期分の納付期限：10月末日、
                   第4期分の納付期限：翌年1月末日（東京都）
・個人住民税･･･第2期分の納付期限：8月末日、第3期分の納付期限：10月末日、
                   第4期分の納付期限：翌年1月末日（東京都）

※地方によって異なる（・関西地方…７月上旬～8月15日まで　・関東地方…6月上旬～７月15日まで）※地方によって異なる（・関西地方…７月上旬～8月15日まで　・関東地方…6月上旬～７月15日まで）

・中元の贈答を受けたり、暑中見舞状をもらったところには礼状や返事を出したかをチェックする・中元の贈答を受けたり、暑中見舞状をもらったところには礼状や返事を出したかをチェックする

●6月決算法人の確
定申告と納税、12月決
算法人及び個　人事業
者の中間(予定)申告と
納税

●予定納税額(第
1期分)の納付

〔手順1〕売掛債権回転期間を出す 〔手順2〕与信限度額を出す

〔手順3〕取引先ごとの与信限度額を出す

岡本先生セミナー

吉田先生セミナー
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金融庁が 「年金だけだと老後 2000 万円足りなくなる」 という試算を発表！

年金がいくら頼りなくても大丈夫！ 自分の収入や支出を計算しながら老後資金の対策を立てましょう。 今回

の経営研究会は 「投資と節税」 の勉強をしたいと思います。 まず現在の年金制度ではみんなの老後の年

金はどの程度もらえるのかを社会保険労務士の酒井先生にお聞きし、 現在、 今後ついても教えてもらいます。

老後の備えについてファイナンシャルプランナーの馬道から生活設計について全体像を聞き、 具体的対策と

して以下の専門家の客観的な解説を受け、 参加者の皆さんの現在の投資について、 成功例 ・ 失敗例を伺

いたいと思います。

身内だけの勉強会ですのでそれぞれ遠慮のない話をどんどんしてください。

2019.8

第68回ＡＩＦ経営研究会のご案内
　金融庁「年金以外に老後2000万円貯金必要」
　　でも大丈夫。誰にも頼らない老後資金対策

経営研究会 詳細

◆　日時　　   ： 令和元年 9 月 6 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　投資と節税

    ①みんな幾らぐらい年金をもらえるのか ： 社会保険労務士　酒井先生

       生活設計について                    ： ファイナンシャルプランナー 馬道昂志

    ②具体的な対策

　     1. 保険活用と見直し ・ ・ 各専門家

　     2. 不動産投資 ・ ・ 各専門家

　     3. 太陽光発電投資 ・ ・ 各専門家

      4.NISA ・ つみたて NISA ・ iDeCo ・ その他　

    第二部　懇親会と投資相談会

◆　参加費 　 ： 1 名様につき 3,000 円 ( 税込 )　※初回参加者無料

金子

第 68回　ＡＩＦ経営研究会　参加申込書
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税務調査は７月から１２月に集中します。 日頃から準備しておきましよう !!

Q. 税務調査先はどのように決定されるのですか？

A. 調査先の決定は最終的には､税務署の統括 （通常の会社の課長職） が決めますが、 一般的な任意調

査においては、 次のような業種やケースにあてはまる納税者が調査対象として選ばれやすいと言えます。

①業績が特に良い業種

確実に調査があります。 業績が良いと負担税額が多くなります。 業績が良い納税者はそれだけ重税感を持

ちやすくなるので、 ごまかしたくなるのでは、 という理由によるのでしょう。

建設業 ・土木関係 ・ IT 関係 ・保険代理店 ・芸能人 ・道の駅出店業者等。

②不正申告の割合が高い業種

過去の例から、 他の業種に比較して不正が多かった業種は調査の対象になりやすいと言えます。 パチンコ

店やバー・クラブ・IT 関連企業、 OA機器のリ－ス業、 人材派遣業、 宅配・引越しサ－ビス業、 デザイン業、

ゴルフ練習場、 スポ－ツ施設、 学習塾、 スポ－ツ用品 ・娯楽用品のレンタル業、 持ち帰り寿司、 弁当業、

不動産業 ・建設業などがこれにあたります。

③過去に不正行為があった納税者 ( 不正常習、 調査非協力等 )

税務署は調査の度に、 調査記録と会社の納税態度の評価をします。 前回の調査時に不正行為があって修

正申告していた場合や営業活動をしていながら申告のなかった場合は、 調査が多くなります。

④現金商売の会社

領収書を発行しない、 飲食店、 八百屋、 魚屋、 弁当屋、 個人相手のペンキ屋等。

⑤長期間、 税務調査がない場合

しばらく税務調査がないと、 納税に関心が薄くなり、 申告に間違いが起こりやすいからです。 また、 税金の

時効との関係もあります。

⑥財務諸表に異常な数字がある場合

事業規模が同じ程度の同業者と比較して、 その利益率が目立って低いとき。 売上や原価などのバランスが

悪い場合や、 逆に財務諸表がきれいに出来すぎているとき。

1. 売上急増

2. 売り上げの伸びと利益の伸びの不一致

3. 支店 ・営業所の増加と売上の伸び　不自然

4. 売上総利益の変動が大

5. 同じ規模の会社と比べて売上総利益が著しく低い

6. 建物 ・土地 ・備品等が急増している

税務調査質疑応答集
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近年では５年の比較決算書を並べ変動値が著しい事業所を AI がまず選定しているそうです。

①役員報酬が少ないのに、 社長が高額な不動産 ・ 株式 ・ 車等を購入した場合

②特別利益、 特別損失が頻繁に出てくる会社

③消費税の還付法人

④多額の貸倒損失、 未払金、 業務委託費、 外注費がある会社

⑤代表者個人からの多額の借入金がある会社

⑥その他

税務署に情報の提供 ( 密告 ) があるケース等

①経理担当者の退職

②会計事務所の変更

③離婚等

Q. 税務調査の集中する時期はいつ頃ですか ?

A. 税務調査は 7月から１２月に集中します。

   税務署等の事務年度は毎年７月～翌年６月末日となっています。 実地調査率は低く調査を実施した先の

不正発見割合は高いのが現状です。 そのため､税務署等では収集した資料の分析等を通じて不正が行われ

ていると思われるところを優先的に調査し、 適正な申告を担保するように工夫しています。 また、 実地調査

率を落とさないよう調査官は調査件数のノルマを課せられているといわれています。

　  経験則でいえば５月から６月にかけての税務調査の場合、 短時間で調査が終了することが多くあります。

これは６月末が課税庁の事務年度の締切りに当たるため、 問題点が少ないと思える先の税務調査であれば

短時間で調査を完了させることができ、 実地調査率を引き上げることができるという心理と、 ７月上旬の定

期異動が控えているため、 時間をかけて調査を行うことが困難であること等がその一因と思われます。 (4

月までが人事評価査定になるとも言われています ) 反面、 ８月から 1 月にかけての税務調査は調査官が、

心理的にも時間をかけて行うことも可能であることから、 多くの不正があると思われる先を調査対象に選択し

ていると思われます。

　 以上のことから、 税務調査を受ける時期からでも申告書の出来栄えを判定することができるともいえます。

Q. 税務調査のノルマはあるのでしょうか

A. 明確にしていませんが、 だいたいの目安としては、 1 事務年度 7 月 10 日～ 12 月末まで （上期）　1 月

1 日～ 6 月 30 日まで （下期） として、 半期で 15 件～ 20 件、 年間 30 件から 40 件と言われています。

平成２５年頃から７月の税務調査が急増しています。 これは税務調査手続きの厳格化の影響で、 事務手続

きが増え、 各自のノルマが達成できないため、 ７月からフル回転しなくては上記ノルマが達成できないからと

言われています。

Q. 税務調査は突然来ることもあるのでしょうか ?

A. あります。 特に現金商売の多い飲食業で多発しています。

   事前通知なしで、 調査があるとびっくりされる納税者も多いでしょうが、 飲食業や小売業では珍しくありま

せん。 レジの現金と前日の営業記録が合っているかの調査が主です。 その他、 脱税等を想定される納税者

が書類等の証拠隠滅の恐れがある場合に行われます。 飲食 ・ 小売業等の現金商売でない場合は、 税務

署は脱税の疑いを強く持って調査に臨んでいると考えてください。

経営者や経理担当者がいない場合や冠婚葬祭、 重要な商談等ある場合は、 きちんと調査官にその旨を説

明して延期を申し入れてください。



5

2019.8

税務調査事前通知が無い場合の対応

●身分証明書 ・質問検査章の両方の提示を求める。

●すぐに、 税理士AIF にご連絡ください。

●調査の開始は会計事務所が来るまで待ってもらうか現金実査のみしてもらう。

●やむを得ない理由があれば調査の延期を求めることも可能です。

Q. 税務調査の事前準備及び用意するものを教えてください。

A. 以下のチェックシ－トを参考にしてください。
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※その他調査にて心得ておくこと 

（１） 通帳、 証書頬の保管場所の確認をすることがあります。 （会社、 並びに個人）

（２） 金庫、 引き出しの中 （机を含む） 等を確認することがあります。 

（３） 当日の現金出納帳と現金の実際有高との確認をする。 （レジの現金も加えて計算する） 

（４） 生命保険証書を確認することがあります。 

（５） 不動産及び機械設備の 

①２～３年の問に （会社、 個人） で不動産を購入しているときは、 購入があった時 売買　契約書、 領収書、

　　仲介手数料の領収書 （※個人で購入している場合も要求される場合） があります。

②機械設備、 車輌運搬異等購入しているときも見積書、 契約書、 領収書 （購入に対する資金源の資料）

（６） 役員の社宅家賃の 計算は適正か？ 

　　　①賃貸契約書は、 整備されているか？　　②社宅家賃の計算資料は整備されているか？

（７） 重要な契約書や議事録の再チェックと整理

（８） 書類及び帳簿の注意点

1. 帳簿類に付箋が貼ったままになっていないか

2. 帳簿類にメモ用紙が挟まっていないか

3. 帳簿類に鉛筆等の印がないか

4. 経営者や経理担当者の机の上にメモ用紙がないか

5. パソコンのデーターで見られて誤解を招くようなファイルはないか

　パソコンの中はプライベートな空間。 見せろと言われたら理由を聞き、 必要であればプリントしましょう。
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Q. 税務調査に備えて注意すべき点を教えてください。

A. 科目別に列挙すれば以下の諸点です。

①現金

   現金の調査は約 9％の確率で実施され、 現金の実際有高を実査し、 帳簿残高と突合します。

   この作業で両者が一致しなかった場合調査官は記帳全体の真実性に疑問を持ちます。 さらに金庫の中の、

ハンコ、 鍵、 プリペイドカード等の使われ方や、 所有者等で不正の手がかりを見つけようとします。 例えば、

ハンコがあれば調査官は、 そのままハンコを押してよく使われて朱肉が残っているものの利用理由を追求して

きます。

②預貯金

   決算書に計上されていない 「隠し口座」 等のチェックがされます。 税務調査では、 事業所や代表者の住

所近辺の金融機関に関係口座の内容等を問い合わせ 「隠し口座」 が無いか確認することがあります。 銀行

残高証明書と帳簿の残高とを照合します。 遠隔地の銀行口座がある場合の理由をチェックします。 個人名

義の通帳の確認もします。

③棚卸商品、 仕掛品等

   期末近辺で購入した商品等が計上されているかチェックします。 特に、 製造業やサービス業等で製造人

件費部分やそれに対応する製造間接費の仕掛品 ・ 未成工事支出金の計上が忘れがちなので注意しましょ

う。 在庫に関しては、 実地棚卸の原票を保管しておきましょう。 不良品、 長期滞留品など滞留在庫の処

理もよく問題になります。 安易な破棄や処分はさけましょう。 廃棄する場合、 廃棄現場写真や廃棄業者の

廃棄証明書を発行してもらってください。 期末近くの仕入を売上原価か在庫になっているか追跡調査を行い、

簿外在庫の有無を調査します。 期末棚卸数値の過去との妥当性をチェックします。 決算前後月の原価率の

推移をチェックし、 簿外在庫の有無をチェックします。 遠方倉庫 ・ 外注先預け品等の有無をチェックします。

④売上

   売上の計上漏れが無いかは調査の大きなポイントです。 期末の締め後の売上が計上されているか、 今期

にされるべき売上が翌期に繰延べされていないか等、翌期首近辺の売上が徹底的に調査されます。 また、「何

に基づいて売上が計上されているか」 ということです。 自社の売上計上基準を明確に記載したものを用意し

ておくことです。 請求書、 納品書、 受領書、 引渡報告書、 完了報告書、 通知書、 営業日報、 レジペーパー

等を用意しておきます。

月別 ・ 前年同月と比較して、 異常に増減している場合はその理由や原因がチェックされます。 期末前後の

期ズレがないかを必ずチェックされます。
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⑤人件費

   支払額が妥当か、 架空の人件費は無いか、 源泉の納付書記載総額と一致しているか、 非居住者等の

源泉徴収が妥当かチェックされます。 また、 個人が負担すべき経費が会社から支出されていないかチェック

されます。 特に接待交際費や海外渡航費、 個人名義のゴルフ関係経費がチェックされます。 個人が支出

すべきと認定されると、 損金不算入の役員賞与扱いになり、 法人税と所得税のダブルで課税されますので

要注意事項です。

⑥費用の修正項目の中で一番多いのが交際費です。

   会議費等他科目に混入している交際費は無いか、 通常要する額を超えていないか等必ずチェックされま

す。

   交際費枠が 800 万円と増え、 近年では経営者の個人的飲み食いではないか、 交際費ではなく、 役員

賞与とされるケ－スが増加しています。 交際費とは売上増加に要する費用であり、 経営者の個人的な飲み

食いはそもそも交際費に該当しないことを指摘されます。

⑦その他の収益 ・ 費用関係

1. 認定利息　　役員貸付金等

①法人が貸した場合 （相手先は関係ない）

   法人は、 経済活動を常に行い、 利益を追求する人格であるため、 貸したものについては利息をつける必

要があります。 法人税法２２条に基づき、 法人の経済行為 （金銭の賃貸行為 ）に伴う認定課税です。 ひも

付き融資であれば、 0.01% でも上回っていれば OK。

国税庁　認定利息　平成 31 年 6 月現在、 1.6%。

◆消費税の要注意事項

   消費税はある程度の売上規模があれば、 必ず数百万円単位で納税が発生します。 さらに、 年間売上

5,000 万円以下の簡易課税事業者は別として、 原則課税はどうしてもミスが発生しがちです。 そのため、

調査の内容も細かくなってきます。

   消費税の処理については、 解釈の相違などで争う余地が少なく、 処理が正しいか否か、 課税か課税対

象外か、 結果がはっきりしています。 金額が数千円程度でたまたま間違えたというような場合には指導扱

いとなることもありますが、 ２万～３万円レベルの金額になると修正申告を要求されます。

   税務調査では、 経費にかかる消費税の処理について課税対象外のものを仕入税額控除していないか、 と

いうように基本的なところを細かく見られます。

   具体的には、 交際費や福利厚生費のなかの香典 ・ 見舞金 ・ 祝い金、 商品券やビール券などが課税仕

入になっていないかとか、 手数料勘定のカード手数料、 福利厚生費で処理している退職掛金 ・ 共済掛金が

課税仕入になっていないかなどが挙げられます。

   そのほか海外取引がある場合には、 海外出張旅費や現地経費の処理が課税仕入になっていないか、 輸

入の場合の運送業者に対する支払いの処理 （課税と課税対象外が混じっているケースがほとんど） がきち

んとされているかなども細かくチェックされます。

   消費税は一件当りの金額は少額ですが、 大量に反復継続するものについて誤りがあると金額がかさんでく

るので、 基本をしっかり押さえておく必要があります。
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◆源泉所得税の要注意事項

   源泉所得税も消費税と同様に赤字でも発生するものなので、 念入りな調査が目立ちます。

①給与等からの源泉徴収漏れ

   調査官はひと通り賃金台帳と年末調整の資料について確認します。 特にアルバイトやパートが多い会社は

扶養控除等申告書の提出のない人については源泉徴収漏れを指摘されるケースがあります。 扶養控除等申

告書の提出があって初めて税額の低い甲欄が適用できるのです。 乙欄で源泉していれば問題ありませんが、

実際は甲欄を適用していることが多いからです。 また、 外国人労働者の源泉課税漏れも厳しくチェックされ

ているようです。

②報酬等からの源泉徴収漏れ

日常的に報酬等の支払いがある場合を除き、 中小企業ではいわゆる 「所得税法 204 条の報酬、 料金」

に対する源泉徴収がされていないケースが目立ちます。 弁護士やデザイナーなど、 請求書に源泉所得税の

金額が明記されていなくても、 支払い側に源泉徴収義務があるので要注意です。

◆印紙税の要注意事項

　印紙税は法人税や消費税に比べて軽視されがちですが、 必ずチェックされます。 税務調査では契約書等

の提示を求められますから、 印紙が必要な文書か否か消印はしてあるか、 金額 （税額 ）は正しいかを確認

しておく必要があります。 貼り忘れ等があった場合には過怠税 （最高で不納付税額の 3 倍。 過怠税は損金

不算入） が課せられることになっていますが、 悪質でない限り実際は 1.1 倍の納付になるケースが多いよう

です。金銭消費契約書、賃貸契約書、業務請負契約書等々のチェックをしてください。特に、建設業、土木業、

ソフトウェア業 ( 基本契約書には 4,000 円の印紙必要 )、 不動産業は要注意です。 飲食 ・ 小売では領収

書 5 万円以上には印紙が必要です。

【注意】

①印紙の色、 デザインは変化している。

②反面調査等で飲食店領収書に印紙貼り漏れもれがあった場合、 推定課税される場合がある。

③金額が記載してある書類は原則印紙が必要と疑い会計事務所と相談すること。

④印紙金額不明の場合はとりあえず 200 円を貼っておくこと。
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