
　わが国では、2005 年から人

口の減少が始まりました。当初

厚生労働省の人口問題研究所

は、人口減少は 2007 年からと

予測していましたが、現実には

2 年も早まりました。働き手と

なる生産労働人口は 2060 年に

は半減してしまうというショッ

キングな数値となっています。

これまで人口問題は年金や介護

の議論が中心でしたが、今後は人口減少が企業経営に与える影響を真剣に検証する必要があ

ります。

　「日本創生会議」によると、人口減少により 2040 年には全国 1,800 市町村の半数が消滅の

危機に瀕し、その大半は高齢化が進む地方の中小都市で、若年人口の多くは仕事を求めて都

市に集まり、地方人口は雪崩を打って減少していくとの試算です。そのため危機感を大きく

した安倍内閣は新たに「地方創生大臣」を新設し、人口問題に取り組もうとしています。

　私たち中小企業経営においても深刻な課題が見えてきます。一つ目の課題は供給面におけ

る人手不足です。この課題への対応策としては女性や高齢者の積極的な雇用や生産性向上が

挙げられます。生産性向上については、ロスの排除や効率アップのための提案が現場から出

てくるよう全社一丸となった業務の改革が必要です。

　また、女性の積極的な雇用は経済に大きく寄与することにもなります、内閣府の試算によ

ると、女性の家事や育児といった無償労働を給与に時間換算すると 111 兆円になり、実にＧ

ＤＰの 4 分の 1 に相当します。女性が働きに出れば家事・育児関連サービス消費も増え、一

石二鳥というわけです。

　二つ目は需要面の課題、顧客が減り売上が確保できないということです。一生懸命に頑張

るだけでは成長できない時代に入っており、厳しい競争に勝つために時代の変化に適応した

戦略が必要です。商品戦略やマーケット戦略をしっかり策定し、誰が、いつ、何をという行

動計画をたて着実に実行していくことが生き残れる条件と

なります。
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2010年

2060年

国内人口

１億2,805万人

8,674万人(約2/3)

生産年齢人口(15～64歳)

8,173万人

4,418万人(約1/2)

高齢者比率

23％

40％

2050年　全国6割の地域で人口が半分以下になる（国交省）

　　　　全国2割で住む人がいなくなる

2040年　全国1,800市区町村の半分が消滅する（日本創生会議）
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海外で納税した税金を控除できます！！

こんなに違う！ 消費税の納税額！
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（監査部　土田）

　図のように、消費税率が 10％になった場合、納税額は消費税率が 5％の時と比べて 2倍に増加します。消費税の納

税によって資金繰りを悪化させないためにも、計画的に納税に備えておくことが大切です。例えば、消費税納付用の

専用口座を作成したり、定期積金で毎月少しずつ積み立てることによって、納税時期の突然の支払にあわてなくても

よくなります。

　今後の詳しい納税額について知りたい方は、ぜひ担当者までご相談ください。

　平成26年4月1日より消費税率が8％に増加したことは記憶に新しいことと思います。また平成27年10月1日より、

経済状況によっては消費税率が 10％になるとされています。この増税に伴う企業の消費税の納税額はどのくらい増

加するのでしょうか。下の例をもとに解説していきます。

Example

事業年度が 1月 1日～ 12 月 31 日の

12 月決算法人

売上高が 1,200 万円、仕入・販売費の

合計が 600 万円の企業

(税抜金額、毎月の売上が 100 万円、

仕入・販管費が 50 万円とします）。

毎年同じ売上高、仕入・販管費と

します

●

●

●

こんなに違う！ 消費税の納税額！こんなに違う！ 消費税の納税額！

300,000円

435,000円
510,000円

600,000円

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

納税額の
変化

消費税率 5％
 1～3月 5％
4～12月 8％

 1～9月 8％
10～12月 10％

10％

平成25年度と
比べて2倍の
納税額となる

（監査部　久保勇気）

　日本の税法では、内国法人に対しては全世界所得課税のため、自国の所得も外国の所得もすべて課税の対象になり

ます。一方、外国には外国の税制度があり、外国で儲けた所得に対して税金が課税されます。この場合、外国で稼い

だ所得には、日本と外国の双方が税金を課すこととなり、これが国際的二重課税といわれるものです。

　このような国際的二重課税は経済のグローバル化を阻害する一因であるため、二国間の租税条約により排除に努め

る一方で、各国ともに自国内の税制で国際

的二重課税を排除するための措置を講じて

います。

　国ごとに税制はさまざまであり、一概に

同じ制度とはいえませんが、国際的二重課

税を排除する方法として、大きく分けて外

国税額控除と国外所得免除方式とがあり、

日本の現行税制は外国税額控除方式を採用

しています。

※一部所得については国外所得免除方式

国際的二重課税の排除

外国税額控除方式

　外国税額控除方式とは、簡単にいえば、

その法人の所得を国内・国外問わずすべて

課税対象として上で、外国で納税した税金

を、自国の税額から控除して納付する制度

です。

　※また、外国子会社から配当金として、国内企業が受け取った場合にも、日本で税金が課せられます。こういった

場合も、外国子会社配当益金不算入制度の導入により、配当金額の 95％部分は課税されなくなり、二重課税を排除

しています。

海外で納税した税金を控除できます！！海外で納税した税金を控除できます！！

日本本社の所得　 100
外国支店の所得　  50

合　　　　　計　 150
税　　　　　率　30％

税　　　　　額　  45
外国税額控除　△15

納　付　税　額　　30

外国支店の所得　  50

合　　　　　計　  50
税　　　　　率　30％

税　　　　　額　  15

本社 支店日本 外国

外国税額控除方式 ＜例＞

外国で納付した15を日本の税額から控除→国際的二重課税が解消
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（ＩＴ事業部　堀江）

不正ログイン対策、できていますか？不正ログイン対策、できていますか？

　近年ウェブサービスは多様化し、オンラインショッピング、ＳＮＳ、動画サイトなど、それぞれのサービスを利用
する際にパスワードを設定する機会が増えました。その中で、パスワード情報の漏えい問題もまた増えてきています。
　パスワードが漏えいする方法は、偽のログインページで入力情報を取得したり、ウイルスなどでパソコンを監視し
たりとさまざまです。面倒だからといって複数のサービスで同じＩＤ・パスワードを使い回していると、１つのサー
ビスで漏えいしたときに、その他のサービスでも不正にログインされる危険性があります。特に、支払用に金融機関
の情報（カード番号など）を登録しているサービスを不正に利用されると、企業経営や生活に大きな影響が出てしま
います。

　重要な情報を取り扱っているサービスでは、以下のことに
気をつけましょう。

・パスワードを強固なもの※を設定する
・パスワードを他のサービスとは異なるものにする
・必要に応じてパスワードを定期的に変更する
・サービス連携機能を使用しない

※ 英字（大文字・小文字）、数字、記号を混ぜ、文字数を多くする
※ 覚えやすい、推測しやすい組み合わせは避ける

　また「パスワードが多すぎて憶えられない」という場合は
・紙にメモし、鍵のついた引き出しに保存
・信用できるパスワード管理ソフトで管理
などの方法もありますので、自分でどのようにパスワードを管理していくか考えていきましょう。

サービスA

ショッピング

サービスB

ID/パスワード

1234/abcd

1234/abcd

1234/abcd

1234/abcd1234/abcd

漏えい

クレジット情報
登録済

不正購入

（ＦＰ事業部　近藤）

相続税には非課税枠があります！相続税には非課税枠があります！

　平成 27 年 1 月 1 日以降、相続税の「基礎控除の引き下げ」「最高税率の引き上げ」が実施されます。これにより、
これまで相続税がかからなかった方々にまで税負担が生じるようになります。

　90 歳の方まで告知なしで申し込みできる保険商品があります。相続対策に活用ください。

預貯金・有価証券・不動産などの遺産は、遺産分割協議により分割することになる。
生命保険金であれば、原則、遺産分割協議の対象外となる。

基礎控除の引き下げ

生命保険の有効活用！！！

5,000万円＋1,000万円× 法定相続人数 3,000万円＋600万円× 法定相続人数

基礎控除が 6 割にダウン
（非課税枠の減少）

改正前 改正後

① 円滑な遺産分割 受取人を指定できる。（お金に宛名をつけることができる）

生命保険以外の相続財産は、遺産分割協議が終わるまで受け取ることができない。
死亡保険金は、受取人からの請求手続きにより、すみやかに支払われる。

② 流動性資金の確保 相続税の納税資金を準備できる。

死亡保険金の非課税枠＝500 万円×法定相続人数
（契約者と被保険者が同一で、死亡保険金受取人が法定相続人の場合）

③ 相続税の非課税枠活用 生命保険の死亡保険金には一定の非課税枠がある。

３



厚生年金保険料率の引き上げ

年末調整・確定申告用控除証明書の保管について

　厚生年金保険料率については毎年 0.354％

ずつ引き上げられ、最終的には平成 29 年に

18.3％となることが決まっています。今年も平成 26 年 9 月分（10 月納付分）以降の厚生年金保険料率が

17.474％へ改定となりますので、給与計算を行う際は厚生年金保険料率にご注意ください。

　10 月中旬ごろから年末調整・確定申告で使用する生命保険料等の控除証明書が自宅に郵送されます。

例年、控除証明書を紛失されたお客様には発行元に再発行をお願いしております。弊社の作業が遅れるだ

けでなくお客様にもお手数をお掛けすることとなりますので、届いた控除証明書等は 1か所にまとめてい

ただき弊社担当者が依頼した際に提出いただきますようお願い申し上げます。

＜一般＞

17.120％ 17.474％
平成26年
8月分まで

平成26年
9月分から

厚生年金保険料率

インターネットバンキングを狙った不正送金が急増していますインターネットバンキングを狙った不正送金が急増しています

（総務部　鷲山典之）

　インターネットバンキング (ＩＢ) を利用しているパソコンをウイルス等に感染させる、または

金融機関を騙った巧妙なメールにより金融機関のホームページそっくりなページに誘導し、ＩＤ・

パスワード等を盗み取る手口が多発しています。

　不正送金被害に遭った場合、被害額の補償範囲は金融機関によって異なります。ＩＢ利用者自身

がセキュリティ対策を怠っていた場合、補償額が減額される可能性があります。

　被害に遭わないための基本的対策として、全国銀行協会等でもセキュリティ対策を発表していますので、ご利用

の金融機関等の推奨される対策方法を出来得る限り実行することをお勧めいたします。

BANK

「専門家派遣事業」を活用しよう！「専門家派遣事業」を活用しよう！

（監査部　高野）

　新たな取組みにより新分野進出や事業拡大、経営改善、売上促進等を図ろうとするときは、中小企業の経営に関

わる各分野の専門家に相談してみましょう。ＩＴ、デザイン、経営コンサルなど各種専門家が登録されていて、自社

のニーズに適した専門家の派遣を無料で受けることができます。（支援機関によっては回数制限があります）

　具体的には、中小企業庁の委託事業である「ミラサポ」や、各商工会議所等が行っている「エキスパートバンク」

などがあります。

　弊社は経営革新等認定支援機関であり、弊社から上記機関を通じて専門家をご紹介できますので、ぜひお気軽に

ご相談ください。

雇用
労務関係
雇用

労務関係
雇用

労務関係

地域資源
活用

地域資源
活用

地域資源
活用

創 業創 業創 業

海外展開海外展開海外展開

販路拡大販路拡大販路拡大
資金繰り資金繰り資金繰り

経営革新経営革新経営革新
様々な経営課題に対して
専門家が無料で支援！

税理士

公認会計士

弁護士

中小企業診断士

その他公的資格を有する者

　　　　　　　　　　など

●
●
●
●
●

４

　今年も全国各地で豪雨による被害が相次ぎました。広島市では広

範囲にわたる土石流で 70 名以上が犠牲となり、数多くの方が自宅に

被害を受け避難生活を余儀なくされています。この痛ましい災害を

教訓に、今一度災害に対する備えを確認したいと思います。
（ＣＯＭ委員　中居辰徳）


