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森・白澤・米澤合同事務所

所 感

10 月に入って新型コロナウィルス感染症の拡大が急速に治まってきました。感染症の専門家は疫学
的な要因はわからないということですが、やはりワクチンの接種者増加が好要因となっているのは間違いな
いようです。ワクチンを少なくとも１回接種した人は日本は 73％になり、スペイン 80％、中国 79％、韓国
77％、イタリア 75％、フランス 74％についで、世界で 6 番目になるとのことです（NHK 資料 8/17 時点）。
先行していると思っていたイギリス 72％、アメリカ 64％よりも順調のようで、出だしが遅れたといわれた日本
ですが、一度物事が決まると凄い速さで物事を進めることができ、日本の国民性を見たような気がします。
今現在はかなり落ち着いていますが、冬場に向けて、再拡大の可能性も無いとは言えませんので、引き続
き注意して過ごしましょう。
9 月末に自民党総裁選があり、新しい総裁に岸田文雄氏が選ばれました。全くの私見で実際のところ
は分かりもしませんが、岸田氏は人間味がありそうで、バランスの取れた総合調整型の政治家に見えま
す。政策は緊急時の財政拡大による経済対策を主張しておりますので、コロナ禍で停滞したこの状況を好
転してくれると期待しています。金融所得課税を打ち出しておりましたが、消費税減税や公共インフラなど
への持続的恒久的財政支出も期待したいところです。

インボイス制度（消費税における適格請求書発行事業者の登録申請開始）
令和５年１０月からインボイス制度が開始されます。インボイス（適格請求書）は、売手が買手に対して、
正確な消費税の適用税率や消費税額等を請求書に記載して伝えるものです。
この適格請求書発行事業者の登録が令和３年１０月１日から可能となりました。順次、関与先様の登録
申請の手続きを進めていきたいと考えております。特に免税事業者の方については、課税事業者の取引
先から適格請求書を発行するように要望を受ける可能性がありますので、ご自身が免税事業者でいるべき
か、課税事業者となるべきか、選択する必要が出てくると思いますので、検討が必要となります。
制度がわからないということもあると思いますので、担当にご相談く
ださい。

公認会計士
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森

弘毅

税制改正
先日、知り合いからこんな話がありました。

娘が、『子供たちも大きくなって塾に通い始めたら思った以上にお金がか
かるようになったから、親しくなったママ友に「大変ですよね～」と何気
なく言ったら、「教育資金の贈与っていうのがあってね…云々…」と教え
てもらったけど…』って目をピカピカさせて言うんだけど…

確かに「教育資金の一括贈与の贈与税非課税制度」ありますよね。おじいちゃんおばちゃんがかわい
い孫のためにお金を非課税で贈与する話、でも令和 3 年で改正になったはずだからどうなんでしょう？と
改めて復習しました。

教育資金の一括贈与の贈与税非課税制度
①誰が誰に贈与するの？

祖父母など（直系尊属）から 30 歳未満の孫へ。

②何のために使うの？

教育資金に充てるために使います。
例） 学校の入学金・授業料・学用品の購入費
学習塾やスイミング・ピアノ教室等の費用

③いくらまでできるの？

1,500 万円まで非課税です。

④どうやって贈与するの？

金融機関で教育資金口座を開設し、「教育資金非課税申告
書」を金融機関を通じて税務署に提出しなければなりません。
教育資金口座から払い出しや支払を行ったら領収書などを期
限までに提出します。

⑤お金が残ってしまったら？

贈与税の基礎控除を超える場合は贈与税の申告を行う必要
があります。

⑥祖父母が亡くなってしまったら？

令和 3 年 4 月 1 日以後この制度を利用した贈与は、残額は
相続により、孫が取得したとして相続税の 2 割加算の対象に
なります。

⑦いつまでできるの？

令和 5 年 3 月 31 日まで 2 年間延長になりました。

適用年度によって相続税の対象には違いがありますが、ざっくりまとめるとこんな制度です。領収書の金
融機関提出の手間や相続税への加算などを考えると、“毎年少しづつその都度贈与”するのとあまり変わ
らないかも？とも思いますが…、貰う方は一括がいいのかも？
ちなみに知り合いは、「それどころじゃない、老後の資金がありません！」と言っていました。（同
感！）
川口
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雅子

補助金と助成金

補助金と助成金についてざっくりとお話ししますと、補助金は様々な公的機関が行っており助成金と比
べると金額が高いものもあり（数百万から数億円）その点では魅力的ですが、確実にもらえるものではあり
ません（審査合格率は平均すると 5 割未満）。一方助成金は厚生労働省の管轄で主として雇用保険が財
源となっており要件さえ当てはまればほぼ確実にもらえるものということの違いがあります。どちらも返済不
要ですので、該当の補助金・助成金の募集にタイミングが合えば非常に有益な制度であると思います。

事業再構築補助金
新型コロナウイルス感染症が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロ
ナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日
本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又
は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。（中小企業補
助額 2/3 100 万円から 1 億円）

両立支援助成金（出生時両立支援コース）
男性労働者に育児休業・育児目的休暇を取得させた事業主に助成金を支給します。男性が育児休業
等を取得しやすい「風土づくり」を事前に行う必要があります。育児休業に係る支給は、１年度（令和３年４
月１日～令和４年３月３１日）１０人まで支給します。育児目的休暇に係る支給は１事業主１回限りです。
（中小企業１人目 57 万円・個別加算 10 万円、育児目的休暇 28.5 万円）

業務改善助成金
この助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金（事業場内
最低賃金）の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資（機械設備、POS システム等
の導入）などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費
用の一部を助成します。（事業場内最低賃金 900 円未満 4/5・900 円以上 3/4※ 20 万円～600 万円）
※生産性要件を満たした場合は 900 円未満 9/10・900 円以上 4/5

当事務所では補助金・助成金をご支援いたします。お気軽にお問い合わせください。
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マイナポイントを申し込んでみた
マイナンバーカードを作成するとマイナポイントが 5000 円分もらえるよ！
という触れ込みにつられてマイナンバーカードを作成することに。しかも QR
コードにスマホで撮った写真を添付すればあ～ら簡単。しかし、その写真は
カードに載るもの。スマホで撮ったシミだらけのたるみ顔の写真なんぞ採用
できるわけない。アプリで加工してはいけませんなどとの注意書きはなかっ
たはず。加工といってもたかだがシミを取り皺をなくして肌補正をし、目をち
ょっと大きくして頬と顎のラインをシャープにして、たかだか 10～20 歳くらい若くしただけ
だ。デメリットといえば今後本人確認では使えないかもしれないことくらい。
そんなわけでマイナンバーカードはあっさり作成でき、交付される日に市役所で受け
取ることになった。幸いマスク生活の昨今、写真の私と実物の私で指摘されることもなかった。もしかすると
担当の人の優しさかもしれないが。
交付と同時にマイナポイントも申し込めるということで意気揚々と設置されていた PC に向かったが、クレ
ジットカードではまだ申し込めなかった。残念。そのうち始まるとのこと。出直しである。
マイナポイントの申し込み専用タブレットは役所や郵便局に設置されているので、8 月に入って試したと
ころ、どうもうまくいかない。暑い上に焦るから汗ダラダラである。
いろいろ調べたところクレジットカードといってもすべてのカードではないようだった。主に使っている某
地銀の JCB カードは該当していなかった。まあ、時期が来れば……などとのんきに考えていたが、いつに
なっても一向にマイナポイントの対象カードにならない。これでは期限が切れてしまうではないか。某地銀
の JCB カードにクレームをつけても無駄だろうし、他のスーパー系のカードもめったに使わないし、ガソリ
ンスタンド系列のカードも該当していなかった。
マイナポイントの HP で該当するカードはないかと探していたら、あるではないか、ｄカード。docomo のカ
ードである。よかった、電話代なら上限まで行けるはず（上限についての詳細はマイナポイントの HP を参
照）。喜んだのも束の間、カードがない。どこにも見つからない。たしか不発行にしたかも…。カード番号が
分からなかったら申し込めないじゃないかと、d カードのサイトで散々パスワードだなんだと入力した挙句、
チャットにたどり着き「カード番号を教えて」と尋ねたら「教えられません」ときた。まったく役に立たない。
まあいい、試しにスマホにｄカードアプリやらマイナポイントアプリやらをインストールして申し込みを始
めてみた。結果、d カード番号の入力は不要、d ポイントだったか何かの ID とパスワードで手続きが進ん
でいった。
最後に、マイナンバーカードをスマホにセットしてくださいと。写真を撮るような指
示だったので何度か試したが“失敗しました”の連続。カメラに収まるように調整した
り、スマホを裏返してみたりしても“失敗しました”。 セットとはなんぞや？なにか機械
が必要なのかい？試しにマイナンバーカードにスマホを載せてみた。“成功です”。
なんじゃい！それなら最初からカードとスマホをくっつけてと書いとけ！
最後に“完了しました”と黄色いポインコ 2 匹が手と手（羽根と羽根）を取り合って喜び
あっている画像が出てきたが、これで申し込みできたのか？不安であるがどこでたしかめ
ればいいか分からないので、やめた。力尽きた・・・。
司法書士 米澤 智子

− 5 −

管理・監督者の区分が正しく行われているかどうか
２回前の事務所通信（第６５号）で、未払い賃金の主な原因となる４項目を挙げ、初回に第１項目目の
“時間外手当等の計算が正しく行われていない”を、また、前回に第２項目目“労働時間の把握が正しく行
われていない”を説明しました。今回は、第３項目目の“時間外・休日労働等の対象外とされる管理・
監督者の区分が正しく行われていない”について述べます。
労働基準法では、監督もしくは管理の地位にある者は労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用を
除外しています。そのため、管理・監督者に該当する人には法定労働時間を超え
て働いても、法定休日に出勤しても割増賃金を支払う必要がありません。
ここで注意しなければならないことは、会社組織上の「管理職」と、労働基準法上
の「管理・監督者」は必ずしも一致しないということです。会社として「管理職」
として遇してきたにもかかわらず、「管理職」から訴えられ、裁判で「管理・監督
者ではない」とされて、過去にさかのぼって時間外手当等を支払わされること
があります。有名な事例では、日本マクドナルドの店長の訴えがあります。この
時に「名ばかり管理職」という言葉が流行しました。
労働基準法上の管理・監督者に該当するかどうかの判断基準は、「名称にとらわれず、実態に即して判
断すべき」とされ、管理・監督者に該当するかどうかは、次の３つの要素が重要なポイントとなります。

（１）職務内容・権限・責任等
労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるかどうか

（２）勤務態様・労働時間管理の状況
出退勤に厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について自由裁量を有しているかどうか

（３）待遇
地位・権限にふさわしい待遇を受けているかどうか、他の従業員との比較でも、管理・
監督者としてふさわしい賃金額となっているか。
会社としては「管理職」に任命したが、その従業員の賃金計算上は、実態に即して上記の３要素を十分
に確認して、時間外手当、休日労働手当等の要否を決める必要があります。
なお、労働基準法上の「管理・監督者」に該当する場合でも、深夜労働（午後１０時～翌朝５時の労働）
に対する割増賃金の支払は必要ですのでご注意ください。

社会保険労務士 白澤 貴夫
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渋沢栄一の原点、深谷市を散策
現在放送中の NHK 大河ドラマの主人公 渋沢 栄一 は、皆様ご存知の事
と思われますが、埼玉県深谷市の血洗島の出身です。深谷市に入ると記念館
等の案内板が所々で目に入ってきます。以前より気になっており、一度は行っ
てみたいと思っていました。陽気も良くなってきたし、先日ぶらりと行ってみる事
にしました。
私が行ったルートは、国道 407 号を熊谷方面に向かい、利根川を越えたら
「登戸」の信号を右折、45 号をひたすら西に向かうという、とてもシンプルなル
ートです。「大塚」の信号で右折という案内が出ており、案内のとおりに行くと
「渋沢栄一記念館」に到着しました。(大泉より約 30 分) そして記念館の周りに
は生家である「中の家」「諏訪神社」「尾高惇忠の生家」などが 10 分圏内に点在しております。少し車を走
らせ深谷市内に入っていくと、深谷生涯学習センターの 1Ｆに「大河ドラマ館」作られており、大河ドラマで
使われている渋沢栄一の家のセット等が再現されており、子役の栄一が出迎えてくれます。（入館料 800
円）
血洗島近辺は、今でものどかな田園風景が広がっており、北は清水川、北西には信州の山々が間近に
感じられるような場所に位置にしております。こんな田舎から日本資本主義の父と呼ばれる人が出た事は
ただただ驚くばかりであります。
17 号に出ると「道の駅おかべ」、さらに南に行くと「コスモス街道」等もあり、ぶら
りと小半日を楽しめるのではないかと思います。興味のある方はどうぞでかけてみ
て下さい。
相澤 順子

今月のお取り寄せ
清光堂

一福百果 まるごとみかん大福（愛媛県今治市）

みかんの名産地愛媛県から、みずみずしいフルーツ大福をお取り寄せしま
した。
やわらかいおもちにみかんがまるごと 1 個包まれてい
て、その断面の美しいこと・・・。
みかんの果汁がジュワっと口にひろがり、甘すぎずとても
さわやかに頂ける大福です。
タオルと並んで今治市のふるさと納税の返礼品にもチョ
イスされています。

清光堂

今泉 典子
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一福百果

まるごとみかん大福

6個

令和３年度

年末調整

新型コロナウイルスに振り回された令和 3 年も残り 3 ｹ月となりました。
国税庁の HP でも、令和 3 年分の年末調整の特設ページが開設されました。昨年は所得税が大きく変
わった年でしたが、令和 3 年につきましては大きな変更点はないかと思います。
そこで今回は、昨年新たに創設された所得金額調整控除と、改正されたひとり親控除及び寡婦控除
について改めてご説明したいと思います。

1.

所得金額調整控除

所得金額調整控除とは、給与所得の金額から一定の金額を控除する制度で、対象者は次のとおりです。
①子ども･特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
その年の給与等の収入金額が 850 万円を超える居住者で、下記のいずれかに該当する者となります。
（イ）本人が特別障害者に該当する
（ロ）年齢 23 歳未満の扶養親族を有する
※共働き夫婦双方が年収 850 万円超で､年齢 23 歳未満の扶養親族を有する

所得金額
調整控除

場合夫婦双方で所得金額調整控除の適用可能

（ハ）特別障害者である同一生計配偶者を有する
（ニ）特別障害者である扶養親族を有する
②給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給
与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が 10 万円を超える者
の総所得金額を計算する場合には合計額から 10 万円を控除した残額が給与所得の金額から控除さ
れることになります。

2.

ひとり親控除及び寡婦控除
①ひとり親控除
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、その者と生計を一にする子を有するなど下記の要
件全てに該当する者はひとり親となり『ひとり親控除』が適用となります。
（イ）生計を一にする子を有すること。
※この場合の子は、その年分の総所得金額等が 48 万円以下で、他の人の扶養親族に なっていない人

(ロ)合計所得金額が 500 万以下であること。
（ハ)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
②寡婦控除
ひとり親に該当せず、下記のいずれかに当てはまる者は寡婦となり『寡婦控除』が適用となります。
(イ)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる者。
＊この場合の、扶養親族の要件はありません。
（ロ）夫と死別した後婚姻をしていない者又は、夫の生死が明らかでない一定の者。
（ハ）合計所得金額が 500 万以下であること。
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次ページへ↗

【控除に係る適用判定のフロー図】
財務省資料より

新島 澄栄

＜パソコンの基本＞
貼り付け形式の選択＆ショートカットキー

エクセルで、コピー・貼り付けを行う場合、貼り付け形式を選択することができます。
<形式選択の例>
リボンの「ホーム」タブで

数式：セルの値と数式のみ

「貼り付け▽」をクリック。

を貼り付ける
罫線なし：セルの罫線以外
の書式を貼り付ける
値：セルの値(数式は計算
結果)のみを貼り付ける
図：表などを「画像」とし
て貼り付ける

コピー・貼り付けは、[Ctrl]+[C]・[Ctrl]＋[V]のショート
カットキーで行うことができますが、貼り付け時に、
[Ctrl]+[Alt]+[V]で、「形式を選択して貼り付け」ダイアロ
グボックスが表示され、上記と同様に貼り付け形式を選
択することができます。
例 え ば 、「 数 式 」 の み を 貼 り 付 け た い 場 合 に は
[F]+[Enter]キー、
「値」のみを貼り付けたい場合に
は [V]+[Enter]キー、というように、ここでもショ
ートカットキーが利用できます。

渋谷 和美
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【杉本敦美 作品集より】

“言葉を変えると未来が変わる”
皆様は言霊というものを信じますか？
言葉には不思議な力が宿っているとされ、発した通りの結果を現実
にする力が存在すると言われております。
家族に使う言葉、他人に使う言葉、自分自身に使う言葉をポジテ
ィブにしてみてください。それだけで自分だけではなく周りの人も幸
せになります。
著 者：永松 茂久
出版社：きずな出版
定 価：1,540 円 (10％税込)

あなたの人生がいい言葉で包まれますように。
藤生 将太朗
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お客様コーナー
群馬県邑楽郡大泉町にあります、さくら井電機株式会社様（以下敬称略）をご紹介いたします。
さくら井電機は、住宅・店舗・工場などの電気設備工事の設
計・施工を行っている会社です。
社長にお話を伺ったところ、日々進化する電気設備のシステ
ムに合わせ 200 以上のパターンで対応できる仕組み作りをし
て、安全遵守はもちろんのこと、時間とコストを常に意識している
そうです。工場等の大規模な設備工事では、僅かな計画の違い
が大きなコストカットに繋がっていくことを多くの工事経験から知
っているとの事で、使い勝手、コスト面からも最適なご提案が出
来るとの事でした。

200 以上の業務対応パターンの導入によって、個人の負担を減らし作業の効
率は上がり、結果作業時間を短縮することが出来ます。作業日数の短縮化によ
って、費用と時間を効率よく使えると考えています。また実際に作業したデー
タを取得し、常にアップデートを図っています。
もう 1 つ大事にしていることは「チームでの分業化」です。一見して自分の
作業がすぐ分かる作業表を作成し、それぞれの業務を遂行しています。分かり
櫻井 寿行さん

やすく分業することで、不明確な部分をなくし、更に安全と効率が高い水準で
保つことを目指しています。

業務内容は、太陽光発電設備、風力発電設備、受変電
設備、自家発電設備、無停電電源装置設備、電灯・コンセ
ント設備、電話・情報設備、映像・音響設備、雷保護設備、
監視カメラ設備、防犯・入退室管理設備、火災報知器設備
などの他にも、多岐にわたります。
新築した新社屋

と、ここまで真面目な感じで書いてきましたが、取締役
の櫻井さんはとてもユニークな方で、取材中は終始笑わ
チャンネル登録
お願いしま～す！

せて頂きました！
You tube チャンネルを開設しているという事なので、
右の写真のＱＲコードより是非ご覧ください！！
〒370-0533 群馬県邑楽郡大泉町西小泉 2 丁目 2-23
TEL

0276-60-4577

http://sec-sakurai.co.jp
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取材 大谷 佳夫里

生命保険契約照会制度がスタートしました
親などの家族が、死亡または認知判断能力が低下し、どの会社の生命保険に加入しているかわからな
い場合があります。せっかく加入した生命保険も、受取人や相続人が保険契約の存在に気がつかなかっ
たために、名義変更漏れや請求漏れなどが生じてしまう事態もときどき起こるようです。
そんな場合に、国内で営業する全 42 社の生命保険会社に一括で生命保険契約の有無を問い合わせ
ることができる生命保険契約照会制度がスタートしました。
照会先は生命保険協会で、ホームページの専用フォームから申込手続を行い、ネットか郵送で申請し
ます。利用料は 1 照会当たり 3,000 円です。ただし照会結果は生命保険各社における契約有無のみなの
で、もし保険の内容を知りたければ別途保険会社に直接問い合わせが必
要になります。
相続が起きた際、相続人だけでは生命保険の有無がわからない場合、
この制度で保険契約の有無を確認しておくと安心です。

依田 一恵

我が家の食卓
お米が美味しい時期になってきましたね。
我が家では、家庭用精米機を使って、玄米を白米に精米しています。
精米直後に炊いたご飯は、水分量が多く、お米特有の甘味が強く感
じられるように思います。
ほとんどの家庭用精米機にはお米の精米歩合（荒さ）を選択できるの
で、自分好みのお米を自分で調整することができます。
いろんな精米機がありますが、かくはん型の精米機は比較的安価で
購入でき、お掃除も簡単なものがあるので、手に取りやすいのではない
でしょうか。
ぜひご自宅で、美味しいお
米を精米してみませんか？
瀬平 裕佳
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「伊香保温泉

日帰り入浴施設」

新型コロナウイルス感染症対策でとられた、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置が、解除になりまし
た。良かったですね！！これからも注意しながら、秋の行楽シーズンを楽しみましょう。
今回は伊香保温泉の日帰り入浴施設を紹介したいと思います。本来ならば宿泊が中心で、日帰り入浴
はどちらかと言えば、歓迎されない旅館ですが、数件をピックアップさせて頂きました。但し、制約があるの
で、利用するときは、事前に各旅館に、念のため直接お問い合わせをして下さい。

福 一

古 久 屋

TEL ： 0279-72-3113

TEL ： 0279-72-3322

受付時間 ： 14：00～17：00

受付時間 ： 平日 15：00～17：00

利用不可日 ： 繁忙日

受付時間 ： 土日祝 11：00～14：00

料金 ： 2,000 円

利用不可日 ： 特別日・繁忙日

昼食・休憩 ： なし

料金 ： 平日 1,100 円
料金 ： 土日祝 1,650 円
昼食・休憩 ： あり（事前予約）

お宿

王樹

ふくぜん

TEL ： 0279-72-2232

TEL ： 0279-72-2123

受付時間 ： 11：30～14：30

受付時間 ： 14：30～21：00

利用不可日 ： 月・金曜日

料金 ： 860 円

料金 ： 1,500 円

昼食・休憩 ： なし

昼食・休憩 ： あり（事前予約）

如心の里

山陽ホテル

ひびき野

TEL ： 0279-72-7022

TEL ： 0279-72-2733

受付時間 ： 13：00～15：00

受付時間 ： 15：00～18：00

料金 ： 1,100 円（2 時間）

利用不可日 ： 不定休

昼食・休憩 ：あり（事前予約）

料金 ： 1,260 円（2 時間）
昼食・休憩 ： あり（事前予約）

伊香保の共同浴場と言えば、伊香保露天風呂（0279-72-2448）と石段の
湯（0279-72-4526）があります。これからの紅葉シーズンに好みに合わせて
出かけてみて下さい。
所長
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森 富夫

税務・労務カレンダー
税務

労務

□10 月分源泉徴収税額・住民税の特別徴収税額の納付
························································ 11 月 10 日(水)まで

□10 月分の社会保険料の口座振替日
····························· 11 月 30 日(火）

□所得税の予定納税額の減額申請期限

１１
月

·······················································11 月 15 日（月）まで
□9 月決算法人の確定申告と納税
□3 月決算法人の中間(予定)申告と納税
□ 所得税予定納税額の納付 第 2 期分

11 月は「労働時間適正化キャンペー
ン」期間です。過重労働による健康障
害の発生や時間外手当の未払い問題
等が無いか、労務管理状況を再確認し
ておくことが大切です。

························································ 11 月 30 日(火)まで
・年末調整の準備を始めましょう。書類へのマイナンバーの記載が必要になり、混乱が予想されます。従業員への
通知、書類の配布を進めましょう。
・年末商戦でパート・アルバイトが必要な企業は早めに確保・補充を済ませましょう。
・年賀状・カレンダー・歳暮の手配などの準備を始めましょう。
□11 月分源泉徴収税額・住民税の特別徴収税額の納付
························································ 12 月 10 日(金)まで

１２
月

□ 固定資産税 4 第期分の納付 ·········· 12 月 27 日(月)まで

□11 月分の社会保険料の口座振替日
······························ 12 月 31 日(金)
□賞与支払届の提出
················ 賞与支払日から 5 日以内

□10 月決算法人の確定申告
□4 月決算法人の中間(予定)申告と納税
·························································· 1 月 4 日(火)まで
□ 年末調整の実施

・年末は渋滞が発生しますので、配送担当者やマイカー通勤者に安全運転を呼びかけましょう。
・大掃除を実施する企業では、早めにスケジュールを決めて手配を進めましょう。
・年末年始の挨拶回り、年末年始休暇中の対応の役割分担を行いましょう。
□12 月分源泉徴収税額・住民税の特別徴収税額の納付
·························································· 1 月 11 日(火)まで

□12 月分の社会保険料の口座振替日
································ 1 月 31 日（月）

□源泉所得税の納期の特例分納付期限
························································ 1 月 20 日（木）まで

１
月

□11 月決算法人の確定申告
□5 月決算法人の中間（予定）申告と納税
□給与支払報告書の提出
※期限の早い市町村があるので注意しましょう

□固定資産税の償却資産に関する申告書の提出
························································ 1 月 31 日(月)まで
・受け取った年賀状は住所録等と突き合わせ、住所、役職などに変更がないかをチェックしましょう。
・年末調整の結果による過不足税額の精算や年末商戦用に仕入れた商品などの支払いが重なることが多いので
資金繰りを確認しましょう。

森・白澤・米澤
合同事務所

税理士法人 森会計事務所
森 弘毅 公認会計士事務所
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
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