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遺言書を作成してみませんか！
「中小企業の会計に関する基本要領」に

準拠した決算書を作成します

迫
り
く
る
大
増
税
時
代
の

対
策
が
急
務
！

　消費税増税を柱とした「社会保障と税の一体改革関連法」が、国論を二分する中、先月10
日民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決成立しました。消費税を平成26年に8％、さら
に平成27年には10％に引き上げることとし、民主党が分裂する騒ぎまで発展しました。
　しかし、実はその中に所得税の最高税率引き上げや、相続税の課税強化も盛り込まれてい
ましたが、結果的には、消費税の議論に多くの時間が割かれてしまい、相続税の議論は先送
りとなりました。とはいえ、これで話が消えたわけではありません。年末の平成25年度税制
改正であらためて議論されることになるとみられ、早ければ平成27年から相続税増税となる
見通しです。また平成25年からは所得税の復興増税が25年間上乗せになり、平成26年からは
個人住民税の復興増税も10年間上乗せになります。また社会保険料の引き上げという見えな
い増税も進んでおり、まさに「大増税時代」の幕開けであります。
　なかでも、今回先送りされた相続税は特に注意しなければなりません。相続税増税のポイ
ントは、①基礎控除の縮小、②最高税率の引き上げ、③死亡保険金の非課税対象の縮小 の三
点であります。分かりやすく言えば相続人が三人（配偶者と子供二人）の場合、いままでは

8,000万円の基礎控除があったものが、六掛け
の4,800万円に縮小してしまうということで
す。また、最高税率が50％から55％に引き上
げられる等その影響は幅広く、高額な税負担
増となるものであります。
　この改正により富裕層に限られていたはず
の相続税が、対象者が5割増と一気に拡大し、
その網の目は、一般サラリーマンも捉えよう
としています。つまり今回の改正は、薄く広
く徴収しようというものと、取れるところか
ら取ろうという大きな二つの狙いがありま
す。このような迫りくる大増税時代に有効な
対策を講じることが、今早急に求められてい
ます。私たちトマックＪタックスは税のプロ
フェッショナルとして全社を挙げてこの相続
税対策および事業承継対策に取り組んでまい
ります。お気軽に当社スタッフにご相談くだ
さい。
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法人税減税と復興付加税
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所得制限の導入など

法人税を 5％引き下げ後、 3 年間税額の 10％分を上乗せ

扶養控除の廃止、 縮小

全化石燃料にＣＯ2 排出量に応じ課税

給与所得控除に上限、 役員退職金の優遇廃止

退職金の優遇廃止

25 年間、 税額の 2.1％分を上乗せ

税率を 3％引き上げ、 8％に

給与所得控除に上限

10 年間、 年 1000 円

基礎控除の縮小、 最高税率の引き上げ

税率をさらに 2％引き上げ、 10％に
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遺言書を作成してみませんか！遺言書を作成してみませんか！

　ご自身の財産について、どの様に配偶者やお子さんに財産を分けるか考えた事はありますか？多くの方は考えてはみたもの
の、どうしたらいいのか、また、具体的な財産や価値がわからないなど、悩んでおられると思います。
　しかし、何もせずに亡くなってしまわれると、残された配偶者やお子さんで、どの様に分けるか協議（遺産分割協議）を行う
事になります。全くの白紙で協議を行ってしまうと、相続が「争族」になったり、事業後継者に財産が集中できず、事業継続が
困難になったりする恐れがあります。
　そこで、「遺言書」の作成をお勧めします。遺言書の作成は、生前贈与と並び財産をどう渡すかはっきりと意思表明ができる
方法です。誰に何を渡すかが明文化されている事により、トラブルの軽減が図れたり、事業後継者へスムーズに財産の移転が図
れます。遺言書には図のような2種類の遺言書があります。まず、「自筆遺言書」を何度でも作成して、ある程度考えが固まった
ら「公正証書遺言書」を作成されてもよいでしょう。まずは実際に遺言書を作成する事をお勧めします。

作成方法

メリット

デメリット

自筆証書遺言

遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等全文を
自書し、押印して作成

・手軽に作成できる
・費用がかからない

・文意不明、形式不備等により無効となるおそれがある

・遺言の紛失、隠匿、偽造のおそれがある

・家庭裁判所の検認手続が必要である

公正証書遺言

遺言者が、原則として、証人２人以上とともに公証人役場にでかけ、公証人
に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成

・遺言の形式不備等により無効になるおそれがない

・原本は、公証人役場にて保管されるため、紛失、隠匿、偽造のおそれがない

・家庭裁判所による検認手続が不要である

・作成までに手間がかかる

・費用（注）がかかる

（注）費用の目安として、1億円の遺産を3人の相続人に均等に与える場合は、約10万円の手数
料が必要となる

　弊社では、遺言書作成のお手伝いを致します。詳しくは担当者にご相談ください。 （監査部　樋口）

「中小企業の会計に関する基本要領」に準拠した決算書を作成します「中小企業の会計に関する基本要領」に準拠した決算書を作成します

金融機関の審査がスムーズ＆金利優遇が受けられます

　今年の2月1日に「中小企業の会計に関する検討会」（中小企業庁・金融庁）より、中小企業の実態に即した新たな会計ルール
として、「中小企業の会計に関する基本要領（中小会計要領）」が公表されました。これまであった会計ルールの「中小企業の
会計に関する指針（中小指針）」と併用して、利用されることになります。
　2つの中小企業用の会計ルールの違いは、「中小指針」は、大企業用の会計基準をベースに中小企業用に作成されたもので、会
計参与設置会社が決算書類を作成するときの基準とされているのに対して、「中小会計要領」は、より簡便な会計処理をするこ
とが適当と考えられる中小企業を対象としている点にあります。実務に即した会計ルールである「中小会計要領」が、今後は普
及していくものと考えられます。
　具体的には、金融機関が融資をする場合に、決算書が同じ会計ルールで作成され、信頼性の高いものであれば、審査をスムー
ズに行うことができます。「中小会計要領」は、日々の取引を適時に記録し、それを決算書に取りまとめ、自社の財務状況を明
らかにするように求めています。ここに、金融機関が信頼性を置く根幹があります。これまでは、法人税法が許す範囲内で、決
算処理が不統一である場合が少なからずありました。公表された「中小会計要領」を金融機関等が積極的に推奨することによ
り、徐々に一般的な会計ルールとなっていくものと推察できます。
　現在でも、政府系の金融機関では、「中小会計要領」のチェックリストを作成し、0.2～0.4％の金利の優遇を受けられるよう
です。出されたばかりの基準でもあり、これまでの決算書には、この基準に合わない処理をしているものもあります。個別に、
お客様へ現状の会計処理についてご説明申し上げ、「中小会計要領」にあった処理へ変更させていただきます。ご理解とご協力
をよろしくお願いいたします。
　なお、保証協会は、現在のところこれまでと同様に「中小指針」によるチェックリストの提出を求めています。

「中小会計要領」の位置づけ

区 分

上場会社

金商法開示企業（①）
（上場会社以外）

会社法大会社（②）
（上場会社及び①以外）
（資本金 5億円、または負債総額 200 億円以上）

上記以外の株式会社
（上場会社、①及び②以外）

会社数

約 3,600 社

約 1,000 社

約 10,000 社
から上場会社、①に含ま
れるものの数を除く

約 260 万社
から上場会社、①、②に含
まれるものの数を除く

連 結

日本基準

国際会計基準の任意適用

作成義務なし

単 体

日本基準

中小指針

中小会計要領

（監査部　堺）
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消費税95％ルール改正への実務対応消費税95％ルール改正への実務対応

課税売上高 5億円超企業の方 要注意
　事業者が納税する消費税は、預かった消費税額から支払った消
費税額（仕入控除税額）を控除して算出します。しかし、非課税
売上がある場合、仕入控除税額を下記の通り区分し、一部控除を
制限する必要があります。

仕入控除税額の 3つの区分
課税売上対応分 ……… 支払った消費税額を控除する
課税・非課税共通分 … 課税売上割合を乗じた分だけを控除する
非課税売上対応分 …… 全く控除することができない

従来
課税売上割合が 95％以上の場合は、仕入控除税額の 3つ
の区分に関係なく、その全額が控除できた。

改正

平成 24 年 4 月 1 日以後開始する課税期間から適用
対象となる課税期間の課税売上高が 5億を超える場合は、
課税売上割合が 95％以上の場合でも、仕入控除税額を 3
つに区分し、「個別対応方式」「一括比例配分方式」のい
ずれかを選択して税額計算を行う必要があります。

ご注意いただきたいこと
①

②

③

課税売上割合が極めて100％に近い事業者では、課税・非課税共通対応の仕入控除税額について控除できなくなる部分も割合と
しては小さくなります。よって仕入控除税額の区分は、事務コストを考えて、割り切った判断も必要となります。
課税売上割合が極めて100％に近い事業者が、たまたま非課税取引となる土地を売却すると、課税売上割合が大きく低下するこ
とがあります。このような場合、その課税期間内に所轄税務署長の承認を受けることで、前課税期間の課税売上割合、または前
3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合のどちらか低い割合を利用して計算できる場合があります。こうすることで、たま
たま生じた土地の売却により課税売上割合が低下し、納税すべき消費税が増加することを回避することができます。
例えば、仕入割戻を雑収入として処理し課税売上に含めている場合、これまでは、納税額に大きな影響はありませんでしたが、
今後は課税売上割合が大きくなるため仕入控除税額の計算に誤りが生じます。 （監査部　丸田）

いまさら聞けない！　ホームページ相談コーナーいまさら聞けない！　ホームページ相談コーナー

Q. クラウドという言葉を最近よく耳にしますが、クラウドとはなんでしょうか？クラウドという言葉を最近よく耳にしますが、クラウドとはなんでしょうか？

A. インターネット上でデータを保管できるサービスです。インターネット上でデータを保管できるサービスです。

　動画、写真、メールなどのように、今までは自分のパソコンのハードディスクの中に保管していたものをインターネット上に
置き、パソコン、スマートフォンなどでいつでもどこからでも利用できるサービスです。さらに今後はエクセル、ワードのよう
なOffice系のソフトウェアなどもクラウドサービスとして提供されていくでしょう。

★クラウドの 3つのメリット
１、多くの場合サービスが無料である
２、あらゆるインターネット接続端末から利用が可能
３、容量が無限大　※有料サービスになる場合があります

　これらを自社に導入することでのメリットは、コスト削減、情報の共有
化による生産性向上、データのクラッシュの回避などです。代表的なクラ
ウドサービスを右に挙げますので、是非試してみてください。
　クラウドに関してもっと知りたいという方はお気軽にお問い合わせくだ
さい！

代表的なクラウドサービス例
Gmail

Googleドライブ

Picasa

Evernote

　… Googleが提供するメールサービス

　… Googleが提供する文書、表計算ソフト

　… Googleが提供する写真管理共有サービス

　… 音声、動画、写真、メモなどのファイルを
　　  管理できるサービス

代表的なクラウドサービス例

（ＩＴ事業部　鷲山）

厚生年金保険の65歳からの在職老齢年金厚生年金保険の65歳からの在職老齢年金

　65歳から支給される老齢厚生年金は、総報酬月額相当額によって支給停止が行われます。
また、平成19年4月以降に70歳に達する方においては、70歳以降も支給停止が行われます。

公的
年金

特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）

特別支給の老齢厚生年金（定額部分）

老齢厚生年金（報酬比例部分）

老齢基礎年金

← この部分が支給停止対象です。

← 支給停止の対象とはなりません。

65歳

【計算方法】
＜基本月額＞ ＝老齢厚生年金（報酬比例部分、基金代行部分を含む）÷12
＜総報酬月額相当額＞ ＝その月の標準報酬月額＋（その月以前 1年間の標準賞与の総額÷12）

① 基本月額と総報酬月額相当額との合計額が 46 万円以下の場合　支給停止額＝０
② 基本月額と総報酬月額相当額との合計額が 46 万円を超える場合　支給停止額＝（基本月額＋総報酬月額相当額－46 万円）÷2

※平成 24 年度の制度に基づいています。

　この在職老齢年金、役員報酬等を決める際には、考慮に入れる必要があります。役員報酬を下げて、公的年金を受け取る、そし
て、下げた報酬の分を役員退職金の準備に充てることも一案ではないでしょうか。 （ＦＰ事業部　近藤）
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報告～経営者塾開講中です！～

　日本国内における中小企業をめぐる経営環境はますます厳しさを増し
ています。このような状況下、事業を継続させていくため、発展させて
いくためには、将来へのアクションプランである中期経営計画の策定が
必要です。
　現在、高岡商工会議所にて、弊社代表の鷲山が講師を務め「実践・経
営者塾（戦略経営の必要性と経営計画の策定）」を開講しています。
　この講座、講義だけではなく、弊社スタッフがアシスタントとしてサ
ポートに入り、演習、ディスカッションも行い、より実践的な、実務に
結びつく内容となっています。
　今年度は27名の参加者の方々と共に熱気溢れる中、行っています。

第 2回 ： 8 月 1 日 ( 水 )
「会計で会社を強くするための仕組み」 講義の様子
第 2回 ： 8 月 1 日 ( 水 )
「会計で会社を強くするための仕組み」 講義の様子

ディスカッションの様子ディスカッションの様子

弊社ではセミナーを定期的に開催することで、あらゆる分野における情報をお客様に提供していきます。

日　時 内　容 講　師 会　場
 9 月 25 日

10 月 26 日

10 月

11 月

11 月

事業承継セミナー

資産税セミナー

経営戦略セミナー

決算書基礎講座

経営計画策定のすすめ

坂井　右文

丸田　祐輔　

鷲山　浩一

久保　昌彦

松本　哲也

株式会社トマック　高岡オフィス

株式会社トマック　高岡オフィス

（未定）

株式会社トマック　高岡オフィス

株式会社トマック　高岡オフィス

※内容と日程は変更する可能性があります。詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください。

会計・給与・請求をワンパッケージに！
お得な新システム　ｅ21まいスターのご紹介！！

　ＴＫＣが新たに小規模事業者様向けに提供するシステム『e21まいスター』をご
紹介します。
　特長は、①直観的でわかりやすい画面による簡単操作でパソコンに不慣れな方で
も簡単に扱え、覚え易くなっています。さらに日々の最新業績の確認から業績改善
ポイントまでしっかり確認できます。②会計業務、給与計算（10名まで）、請求業
務が連携しています。それにより管理が容易になり、別々に処理する必要がなく、
事務の効率化が図れます。③会計事務所の全面充実サポートによる安心運営となっ
ております。④インターネットを利用し、便利機能を順次追加することができま
す。
　詳しくは担当者にご確認ください。

年末調整の準備をお願いします

　10月中旬頃から徐々に保険会社各社から保険料控除証明書等が送付されてきますので必ず保管しておいてください。また、
今年入社された方からは平成24年分の扶養控除等申告書や前職の源泉徴収票をもらっておくようにお願いいたします。

　まだまだ暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしですか？

　今回のＣＯＭは、これから迎える増税時代に対し、今やっておくべき対策

について掲載いたしました。ご参考にして頂き、より有効な対策を共に考え

ていきたいと思っております。

　最後までお読み頂きありがとうございました。 （ＣＯＭ委員　國澤）
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