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所

感

やさしい日差しと穏やかな風により春の訪れをはっきりと感じるようになりました。菜の花
と桜が咲き見事な風景を見せてくれたと思ったら、早くも桜は散りだしてしまいました。入学
式まで桜の花は持ちこたえられそうにありません。長女が小学校に入学するこの春、入学式の
写真には桜が写っていないであろうと思うと少し残念に感じます。
さて今号から所感を担当することになった副所長の森弘毅です。４月は出会いの季節です
ね。新しく入った学校や職場で様々な出会いが生まれます。こうした出会いは３月の別れの季
節を経て一層際立たされてくるものだと思います。
この事務所通信「えん」には、「縁」という意味が込められていると考えております。森会
計のお客様とは既に色々なご縁を築かせて頂きました。これらのご縁を大事にこれからもお客
様の会社・人生を全力で支えさせて頂きたいと考えております。所長税理士の森富夫もまだま
だ健在ではございますが、私個人としても新たな役割を全うしていきたいとの所存ですので所
長共々、今後とも宜しくお願いいたします。

世界情勢を見ると平昌オリンピックを境に北朝鮮をめぐる状況が大きく転換しました。北朝
鮮が関係各国との対話姿勢を見せ、武力行使されるリスクは大きく減ったといえます。万が一
にも武力行使されれば、我々民間レベルでも大きな影響がでる可能性があり、一安心といった
ところです。
日本国内においては、景気の緩やかな回復は続いており、個人消費の持ち直し、設備投資の
緩やかな回復が続いています。消費者物価も緩やかに上昇しているとの報告があり、デフレ脱
却の兆しが見えてきたのかもしれません。しかし、このところアメリカが中国製品に対して１
３００もの項目で最大２５％もの関税を強化しました。これに対して中国も大豆や自動車など
１０６項目の商品に対して同様に最大２５％もの関税を付加すると対抗策を打ち出し、「貿易
戦争」の兆しを見せています。日本は比較的安定した回復路線にあることから、トランプ大統
領が繰り出すかもしれない作戦に踊らされないことを望みます。
税制面では身近なところでは平成 30 年から配偶者控除及び配偶者特別控除が見直されてい
ます。また平成 30 年度の税制改正では働き方の多様性を踏まえて、様々な形で働く人を応援
する等の観点から個人所得税の見直しが行われました。法人課税ではデフレ脱却と経済再生に
向けて、賃上げ・生産性向上のための措置が講じられました。今後有益な情報を皆様にお届け
したいと思います。宜しくお願いいたします。
森
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弘毅

今回は、貸借対照表や損益計算書などの書類を作成するための基となる請求書や領収書等の整理・保
存の必要性について解説していきたいと思います。

1.

証憑書類とは？
証憑書類とは、日々の売上、仕入、経費の支払いなどの取引があったことの証拠となる書面のことを

いい、領収証、請求書、納品書、賃金台帳、預金通帳、契約書などがあります。

2.

なぜ整理・保存しなければならないのか？
証憑書類の内容と金額を集計して決算書は作成されていますので、これらは決算書の数字を裏付ける

証拠となる書類です。法人税、所得税、消費税などでも帳簿書類の保存が求められており、もしも税務
調査などで必要な書類を求められた際に整理・保存がされてなく書類を見つけることが出来ないとなれ
ば、数字の証明が出来ず経費の否認となりかねません。
税務調査の為だけでなく、青色申告の欠損金(赤字)の繰越控除制度の適用要件の中にも帳簿書類の保
存要件が含まれています。

3.

どのように整理すればよいのか？
領収証などは月ごとに集計しノートやスクラップブックなどに貼るなどして保管し、請求書や納品書

などは事業年度ごと、取引先ごとに区分しファイリングをして保管しましょう。
また、決算後は年度ごとに箱などにまとめて保管するようにし、必要なものをすぐ見つけることが出
来るようにしましょう。
証憑書類の整理・保存を毎月正しく行うことにより書類の紛失、転記ミス、領収書の二重使用や過大
請求などを防止することが出来ます。

4.

いつまで保存すればよいのか
森会計では申告書や決算書はファイルにして、総勘定元帳な

どは CD に保存して返却しますので 2 つを一緒にして 7 年間
保存してください。
CD 保存以外の領収書や請求書などの証憑書類についても原
則 7 年間の保存が必要です。ただし、青色申告の欠損金がある
場合には最長 10 年間の保存が必要になります。
欠損金がある年度を除き、事業年度ごとに書類を箱にまとめ
「7 年間保存」とすればよいと思われます。
川島 隆寛
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貸借対照表と損益計算書は財務諸表の中で最も

という形になります。これを変形し、

重要な表です。今回は、その二つの財務諸表の関

資本の増分 ＝（資産の増加分＋負債の減少分）

係について考えてみようと思います。

－（負債の増加分＋資産の減少分）… ②

まず、単純な貸借対照表と損益計算書を書きま
す。（下図）

という式が出てきます。
貸借対照表

次に損益計算書を考えていきます。損益計算書

負債

の図より、

資産
資本

利益 ＝ 収益 － 費用

損益計算書

という式が成り立ちます。収益は一般的に資産を
増加させるか、負債を減少させます。一方、費用

収益
費用

は資産を減少させるか、負債を増加させます。こ

利益

のことより、
貸借対照表の図より、

利益 ＝（資産の増加分＋負債の減少分）
－（負債の増加分＋資産の減少分）… ③

資産 ＝ 負債 ＋ 資本

という式が導き出せます。

という式が成り立ちます。これは貸借対照表等式
といいます。また、この式を変形すると、

ここで②と③の右側が同じになることがわかり
ます。よって左側も同じになるので、

資本 ＝ 資産 － 負債 … ①

資本の増分 ＝ 利益

という式も成り立ちます。これは資本等式と呼ば
れます。

となります。ここからわかることは損益計算書で

さて、最初に考えるのは、資本が増減するとき

計算された利益が貸借対照表では資本の増加とな

資産と負債がどのように変化するかです。ここで

って現れるということです。図にすると次のよう

は資本が増加する場合のみを考えます。

になります。

資本が増加するとき、資産が増加するか負債が
負債

減少します。これを上記の資本等式で表すと、

資産
資本

資本の増分 ＝ 資産の増分 － 負債の増分
となります。資産、負債の増分はそれぞれ、

収益
費用

資産の増分 ＝ 資産の増加分 － 資産の減少分

利益

負債の増分 ＝ 負債の増加分 － 負債の減少分
このように、貸借対照表と損益計算書は密接に

となるので、資本等式は、

結びついています

資本の増分 ＝（資産の増加分－資産の減少分）
－（負債の増加分－負債の減少分）

金子 貴一
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【材 料】

< 簡単デザート牛乳寒天 >
【作り方】
1. 水の状態から寒天を鍋に入れる。火にかけなが
ら良く混ぜ、煮溶かす。

牛乳

200cc

水

400cc

粉末寒天

4g

砂糖

50ｇ

フルーツ

お好みで

2. 沸騰させてから 2 分程度混ぜ、砂糖を入れる。
3. 火を止めてから牛乳を入れる。容器に流し込み
フルーツも入れる。
4. 粗熱が取れたら冷蔵庫へ。

寒天は常温でも固まります。
固まった後は溶けだすことはないので、お弁当など
のデザートにもおすすめです！
缶詰のフルーツなど手軽にお試し下さい！
青木 純子

「口下手でもトップになれる営業術」
営業の仕事というのは、特別な才能が必要であったり、適正があ
ると思っている方も多いのではないでしょうか。すぐに相手と打ち解
けられて、どんな相手とでも話が弾む、そんな人が営業の人というイ
メージがあるかもしれません。
商品・サービス・価格での差別化が難しい時代に、最も差がつく
のは、相手と直接接する営業マンの「人間性」だそうです。モノを売
り込む、または自分の要求を通したいときは、まず相手に寄り添い、
信頼関係を築ことが必要です。この本にはその裏ワザが具体的に
書かれています。そして立派な学歴・資格・キャリアがなくても、工
夫次第ですべての人にチャンスや可能性があるのが営業職なのだ
著者 ：大岩 俊之
発行所：㈱アルファポリス
定価 ：1,300 円（税別）

と考えさせられます。
現役の営業マンも、これから営業職に就く人も、また営業マンを
育てている方にもおすすめの一冊です。
長谷川 紀子
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安全衛生法 安全衛生教育に関して

労働災害の発生原因の１つとして、業務に対する経験や知識不足が挙げられます。近年、生産技
術が高まる中、労働者に占める中高年齢者や外国人労働者等の割合が増加していることから、事業
主は、今まで以上に安全や衛生教育を徹底し、従業員の安全と健康を確保しなければなりません。
そのために、労働災害の発生を防止する措置として、雇入れ時の教育、また作業内容を変更した
ときの教育は、事業主が必ず行う義務があります。
では、どんな項目があるのでしょうか。下記①～⑧の項目となります。

①

機械等、原材料等の危険性または有害性及びこれらの取扱い方法に関する
こと

事務労働が主で、労

安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能及びこれらの取扱い方法に

働災害が発生する危

関すること

険性が少ない業種で

③

作業手順に関すること

は、省略可能な項目

④

作業開始時の点検に関すること

⑤

当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること

⑥

整理、整頓及び清潔の保持に関すること

全業種に関して、必

⑦

事故時等における応急措置及び待避に関すること

要な項目

⑧

前記①~⑦のほか当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

②

例えば、デスクワーク主体の事業所において、⑤～⑧の項目に沿って、従業員の安全衛生面に影
響を及ぼす事柄があるか考えてみましょう。“業務災害なんて無縁”と思いがちな職場にさえ、入社
時の教育として、必要不可欠なものがあるのではないかと思います。⑤に関しては、快適な職場環
境を作り上げるためには、もってこいの項目です。
経営者からの立場として、新しい環境に身をおいてもらう入社時こそが、教育しやすいタイミン
グとも言えるのではないでしょうか。この機会を見逃さず、有効に実行してみてください。

「メール詐欺広がる脅威」

近年、取引先を装うメールで金銭を騙し取

る「ビジネスメール詐欺」が急増している。

手口としては、ウィルス付きメールを企業

に送信し、業務メールなどを盗み見て社内情

報を悪用する。過去のメールを添付して取引

先担当者に成りすますため、見破りにくい。

また、その被害を補償する手段としてある

サイバー保険だが、加入すれば安心とはいか

ない。保険が対象にしているのはサーバー攻

撃による直接的被害の損害だ。メール詐欺は

偽メールがきっかけとはいえ、実際に振り込

むのは従業員。金銭被害は「間接的なもの」

とみなされ補償対象外となる。

では、企業はどう備えればいいのか？社内

でメール詐欺の手口の認識を高め、取引先か

らの振込先変更の通知については電話などで

二重、三重に確認することが重要とされてい

る。まずはこうしたビジネスメール詐欺とい

う犯罪が起きていることを周知し、情報の共

有を図って、被害にあうことが無いよう対策

を取っていきたい。
中 島 良典
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理英子

日経新聞を読んで

森

青い空と心の風景から

【杉本敦美 作品集より】

表② に 表① の給与情報を追加したいような時、人力で同じ情報を探さなくとも、
「社員コード」
のような共通の情報があれば、自動で同じ情報を探して呼び出すことができます。
＝ VLOOKUP（検索値, 範囲, 列番号, 検索の型）
この場合、 G3 セル

に「 =VLOOKUP(D3,A:B,2,FALSE) 」と入力すると、以下のような数字を

表示します。
1.

D3 セル「1」と完全に同じものを A～B 列の先頭列（A 列）から探す

⇒ A6 セル

2.

A～B 列の中で、A6 セルと同じ 6 行目の前から 2 列目の値「200,000」を表示する。

外部のタイムカードや給与ソフトなどのデータを活用する時に利用できます。
山本 亜希子
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社会保険労務士より

平成 27 年に労働者派遣法が改正されてから、今年

3 年経過時に、
別の組織単位と労働者派遣契約を結

の 9 月 30 日で 3 年が経過します。施行後 3 年の経

ぶ場合には、同一の事業所であっても派遣労働者と

過に当たって派遣元、派遣先共に注意しなければな

して勤務することは可能です。

らないことについて確認してみたいと思います。

但し、上記（1）と同様に次の場合には、特例として
このルールは適用されません。

１．受入れ期間制限 3 年のルール
(１) 派遣先は、同一の事業所に 3 年を超えて派遣

A.

60 歳以上の派遣労働者の場合

B.

派遣元で無期雇用されている派遣労働者の場合

労働者を受け入れることはできない
平成 27 年 9 月 30 日以降に締結または更新された

２．労働者派遣事業は全て許可制に一本化された

労働者派遣契約による労働者派遣においては、派遣
先は同一の事業所に 3 年を超えて派遣労働者を受け

平成 27 年の改正前には、許可制による一般労働者

入れることはできません。

派遣事業と届出制による特定労働者派遣事業の二つ

但し、次のケースについては、特例としてこのルー

がありました。平成 27 年の改正で、全て許可制に一

ルが適用されません。

本化されました。
改正前から特定労働者派遣事業を行っていた事業

A. 60 歳以上の派遣労働者の場合

者も派遣事業の許可をとることとなりますが、経過

B. 派遣元で無期雇用されている派遣労働者の場合

措置として平成 30 年 9 月 29 日までは従来の通り、

また、派遣先事業所の過半数労働組合、または過半

派遣事業を行えることとなっています。従って、今年

数労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表

の 9 月 30 日以降も労働者派遣事業を継続する場合

する者の意見を聴取した上で、派遣期間は 3 年を限

には、許可申請をしなければなりません。平成 30 年

度として延長することができます。再延長する場合

9 月 29 日までに許可申請がなされた場合は、その申

も同様の手続きが必要となります。

請について許可または不許可の処分が確定するまで
は、引続き旧特定労働者派遣事業を行うことができ

(２) 派遣先事業所の同一の組織単位では、同じ人を

ます。

派遣労働者として 3 年を超えて受け入れるこ

派遣先事業主は、今年の 9 月 30 日以降、労働者派

とはできない

遣契約を結ぶ場合には、必ず「許可を取得した派遣元

平成 27 年 9 月 30 日以降に締結または更新された

事業主」または「許可申請中の旧特定労働者派遣事業

労働者派遣契約による労働者派遣においては、上記

を行う事業主」であることを確認して行う必要があ

（1）で事業所の派遣期間の延長手続きをした場合で

ります。

も、その事業所の同一の組織単位（「課」、
「グループ」

社会保険労務士 白澤 貴夫

などで、その組織の長が業務配分や労務管理上の指
揮監督権限を有している単位組織をいう。）では、
3 年を超えて同じ人を派遣労働者として受け入れる
ことはできません。
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ズンバは ダンスやエアロビクス的な動きをラテン系の音楽と共に行う、フィットネスプログラムです。
その振り付けにはヒップホップやマンボ、サルサなどの動きが含まれ、そこにスクワットなどの筋トレを組
み合わせることで効果的に有酸素運動を行えます。
ラテン系というとアップテンポなイメージが強いので難しそうですが、振り付け自体は簡単な動きが多い
ので、インストラクターさんの動きと同じように繰り返し練習していけばすぐにリズムに乗れるようになり
ます。
動きのひとつひとつに使う体の部位を意識して行うことが、
より一層効果があがるポイントです。
私は 日頃の運動不足解消のため月に数回通っていますが、
汗を流した後のビールは格別です！健康のためにと言いながら
本末転倒な気もしますが（笑）
これからも（美容と）健康のために色々なことにチャレンジし
ていきたいと思います。
今泉 典子

「数字は人格」
～できる人はどんな数字を見て、どこまで数字で判断しているか～
株式会社武蔵野・・ご存知でしょうか？
株式会社武蔵野は、ダスキンのフランチャイズビジネスを行う傍ら、中
小企業の経営支援を行う経営サポート事業の２つの事業を展開し現在７
００社以上の会員企業を指導している会社です。
代表取締役社長である著者の小山昇氏が、自らの経験と指導７００社中
倒産ゼロの実績により書かれた経営改革本です。
とかく借金というとマイナスのイメージとなりがちですが、著者は会社
は赤字になったからといってすぐに倒産とはならない。会社が倒産するの
は支払に充てるキャッシュが底をついた時・・多額の借入も手元にすぐ使
える内部留保のキャッシュと考えれば正しい選択となると書いています。
個人では借金で苦しんでいる人が大勢います。だから個人は｢借金は怖
著者 ：小山 昇

い｣「借金してまでなんか買いたくない」と考えるのは正しい。しかし会社

発行所：ダイヤモンド社

は違います。個人の感覚で投資のことを考えていたら、成長が止まります。

定価 ：1,500 円（税別）

会社は借金してキャッシュを持ち、それを未来に投資することが正しい。
目からウロコの・・一冊です。
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新島 澄栄

司法書士より

新年度早々、離婚とはあまりおめでたい話ではな
く恐縮です。
結婚の日ならば、大安や友引といった日に婚姻届
を出される方が多数だと思います。そしてこの婚姻
届を出した日が婚姻日となります。
では、離婚の日もカレンダーを見て選べるでしょ
うか。いや、別に離婚なのだから大安じゃなくても

よって、離婚の日は、
1) 協議による離婚の場合は届出の日、
2) 調停による離婚の場合は離婚調停成立の日
となります。また、婚姻によって氏を変更した者
は、この離婚成立の日をもって婚姻前の氏になりま
す。

いいんじゃないのとおっしゃる方がほとんどかもし
ところで、先日、調停離婚によって婚姻前の氏に

れませんが。
離婚の日は結婚と違って、離婚の成立過程によっ
て選べる場合と選べない場合があるのです。
離婚が成立したのが当事者の話し合いによる「協
議による離婚」の場合と、家庭裁判所で行われる

なった方からのご依頼があったので、離婚による氏
名変更の登記申請をしたところ、登記所より
「調停離婚の場合は、届出の日が氏名変更の日なん
じゃないですか？」

「調停による離婚」の場合の主な２つの場合でみて
いきましょう。

との連絡がありました。これまで同様の登記申請を
何度もして登記が完了していたので、今までずっと

1) 協議による離婚の場合
協議による離婚の場合は、役所に離婚の旨を届け
出ることによって離婚が正式に成立します。いくら
当事者が離婚したと言い張っても届け出をしていな
ければ離婚にはなりません。そこで、届け出をする
ことによって効力が発生するので創設的届出と言っ
たりします。
また、未成年の子がいる場合は、どちらかを親権
者として定める必要があります。

間違っていたのかと不安になりつつも
「いえいえ、調停の場合は調停成立の日ですよね」
と返答したところ
「根拠は何ですか？」
と質問されてしまいました。そんなの常識じゃない
のかと思いつつも念のため条文や書籍を当たった
り、同職の先輩に聞いたりして数時間経ったころ、
「すみません、おっしゃるとおり、調停成立の日で

2) 家庭裁判所の調停による離婚の場合
一方、家庭裁判所の調停による離婚の場合は、調

した」
と登記所から連絡があり、一件落着。一件落着……

停の成立をもって離婚となります。これは、いわば

って、とんでもない、調べた時間はなんだったの

家庭裁判所という公の機関のお墨付きがあるからで

か。まあ、こうしてこの原稿のネタになったのでよ

す。すでに離婚は成立しているので報告的届出とい

かったかなと思っています。

うことになります。
ただし、この場合も裁判所が手続きをしてくれる

司法書士 米澤 智子

わけではないので、当事者が役所に調停調書を持参
して届け出なければなりません。
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「四万温泉・積善館・元禄の湯」
四万温泉街の中心部、四万川のほと
りに「桐の木平駐車場」があります。積
善館の本館まで徒歩５分程の駐車場で
す。日帰りの方はここを利用して下さ
い。名物の赤い橋を渡ります。
「現代の湯治場」として「湯治体験」
を味わってほしいとの旅館の気持ちが
伝わってくるような木造湯宿建築です。
積善館には明治から数多くの有名人
や文人が訪れています。資料展示室も
楽しみであります。
さて、元禄の湯です。
昭和５年に建てられたということはな
んと９０年も前のお風呂ですよ！！洋
風、モダンなホール風に造られ、独特の
タイル張りの床に５つの浴槽がありま
す。アーチ型の大きな窓から自然光を取
り込む形で大正浪漫のアンティークを感
じさせてくれます。
お湯は無色透明で源泉かけ流し湯とな
っており、湯量は多く（毎分９００ と言
われています）タイル張りの床にあふれ
出ていました。脇に蒸し風呂があります。
少し狭いですが、興味のある方は利用してみてください。

住所 ：群馬県吾妻郡中之条町四万温泉

「湯治」の「湯」とは薬湯を意味し、
「治」は
治療を意味しているそうです。四万は四万の病

TEL ：0279-64-2101
時間 ：10：00～16：00
料金 ：1,250 円

を治癒してくれるといいます。

泉質 ：ナトリウム・カルシウム塩化物硫酸塩温泉

ゆっくり、のんびりして行ってきたいものです

効能 ：リウマチ性疾患、創傷、更年期障害、

ね！！

慢性消化器疾患、慢性便秘など

森

富夫
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□ 2 月決算法人の確定申告

【5 月 1 日(火)まで】

□ 8 月決算法人の中間(予定)申告

【5 月 1 日(火)まで】

□ 固定資産税第 1 期分の納付

【5 月 1 日(火)まで】

・ 新入社員を迎える企業は、研修の準備や扶養控除等(異動)申告書の提出を確認しましょう。
・ 6 日～15 日は春の交通安全運動の期間です。また、若葉マークの車が増える時期ですので、マイカ
ー通勤者や営業車を利用する従業員に安全運転を指導しましょう。

□ 3 月決算法人の確定申告

【5 月 31 日(木)まで】

□ 9 月決算法人の中間(予定)申告

【5 月 31 日(木)まで】

□ 個人住民税の特別徴収税額の通知

【5 月 31 日(木)まで】

・ 自動車税は、4 月 1 日現在の自動車所有者に対して課税されますので、期限までに納付しましょう。
・ 冬服から夏服への衣替えの準備を行いましょう。

□ 4 月決算法人の確定申告

【7 月 2 日(月)まで】

□ 10 月決算法人の中間(予定)申告

【7 月 2 日(月)まで】

□ 所得税予定納税額の通知

【6 月 15 日(金)まで】

・ 6 月支給の給与から新年度の個人住民税の特別徴収が始まりますので、給与明細などへの記載を確
認しましょう。
・ 労働保険の年度更新手続きが 6 月から始まりますので、遅れない様手続きをしましょう。
・ 中元・暑中見舞状の手配を始めましょう。

森・白澤・米澤合同事務所

ひとこと

税理士法人

森会計事務所

森

公認会計士事務所

弘毅

白澤貴夫

社会保険労務士事務所

米澤智子

司法書士事務所

今号の表紙は長野県小諸市の「小諸城址
懐古園」の小諸八重紅枝垂です。懐古園にはたく

群馬県邑楽郡大泉町坂田 4 丁目 20 番 22 号

さんのソメイヨシノも咲いており、天守台から見下

TEL 0276-63-6011 FAX 0276-63-6056

ろす桜は見事でした。

E-mail morikaikei@mva.biglobe.ne.jp
URL http://www.morikaikei.jp/

依田 一恵
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