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来年 10月から消費税 10％
配偶者控除と配偶者特別控除の改正

大
廃
業
時
代
の
到
来

　近年、我が国の経済を支える中小企業の

廃業数が年間 3 万社という危機的な状況に

なってきています。加えて日本政策投資銀

行の調査によると、今後事業承継をせず廃

業を予定している企業が全体の 40％を超え

るとの結果が出ています。廃業理由は当初

から自分の代でやめようと思っていた、事

業に将来性がないから等様々ですが、その

根底には後継者不足が大きく影響していま

す。問題なのは、その内半数ぐらいは業績の良い企業であり、事業を継続できるにも関わらず、

後継者の確保が出来ずに廃業を選択せざるを得ない状況に陥っていることです。廃業になると、

これまでの事業経営で培ってきた貴重な経営資源が失われてしまうことになり、また、雇用の維

持も出来なくなります。

　後継者不足の原因は、少子化が極端に進んでいるため後継親族がいないこと、また職業の選択

肢が昔と違いたくさんあり、家業意識より自分に合った仕事を選ぶ時代感性へと変化しているこ

とがあります。一方、現経営者側は事業承継の必要性は認識しているが、毎日の仕事に追われ先

延ばしにしてしまっていること、また上記の選択の自由から、子供に対し強く言えなくなってい

ること等で事業承継が中々進まない現実があります。その結果、社長の平均引退年齢が 70 歳を超

えるという高齢化が進んでおり、そのことが廃業数を押し上げている原因にもなっています。

　事業承継は経営者の最後の仕事であり、後継者と共にしっかり承継計画を策定する必要があり

ます。経営資源を抽出し自社の強みを承継させ、業績検討会や経営計画に早くから参画させ経営

力を磨き、時代変化に合った経営戦略を構築していかねばなりません。後継者が経営を失敗しな

いため、承継は社長が時間をかけ実践の中で教えていく、10 年計画で行う大仕事であります。早

く着手することが重要ポイントです。

　また、後継者が決まらない場合は、Ｍ＆Ａにより、会社ごと他社に引き継いでもらうことも可能

です。いずれにせよ早目に方向性を決定し、社長が生涯をかけて築いてきた会社と社員およびお

客様を守っていくことこそが大切です。

≪事業承継の準備状況≫
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来年10月から消費税が10％に引き上げられます来年10月から消費税が10％に引き上げられます

　平成 31 年 10 月 1 日から消費税及び地方消費税の税率が 8％

から 10％へ引き上げられます。この引き上げと同時に消費税の

軽減税率制度が実施されます。今回は軽減税率の対象品目と

日々の業務への影響や準備すべきことをご説明いたします。

１．軽減税率の対象品目
・酒類・外食を除く飲食料品（右図参照）

・週２回以上発行される新聞（定期購読契約に基づくもの）

２．日々の業務で対応が必要となること
仕入れ→軽減税率対象品目の仕入れ（経費）があるか確認し、

　　　　税率ごとに区分して帳簿等に記帳する。

売上げ→軽減税率対象品目を確認し、顧客からの問い合わせに

　　　　答えられる準備をする。請求書等（控）に基づき、

　　　　売上げを税率ごとに区分して帳簿等に記帳する。

３．軽減税率制度導入までに準備すべきこと
　軽減税率対象品目を仕入れまたは販売する事業者は、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修等を必要に応

じて実施する。（その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」あり）

　1年後に控える消費税法改正と軽減税率制度の導入に向けて、制度内容を把握し早めに準備と対策を進めていきましょ

う。

《軽減税率の対象となる飲食料品の範囲》

[出典：国税庁]

（監査部　中居）

配偶者控除と配偶者特別控除の改正配偶者控除と配偶者特別控除の改正

　平成 29 年度税制改正により、配偶者の合計所得金額に応じて受けられる配偶者控除・配偶者特別控除が見直されまし

た。これは、以前ＣＯＭ 2017 冬号にも掲載した記事となりますが、この後に控える年末調整や確定申告に大きく関わ

ることなので、改めて内容を解説します。

配偶者控除「103 万円」から「150 万円」に
　配偶者の就業調整に大きな影響を与えていたといわれてきた「103 万円の壁」。これが改正により、配偶者の給与収入

額 150 万円（合計所得金額 85 万円）まで配偶者特別控除 38 万円が受けられるようになりました。

納税者本人の所得制限の導入
　ただし、改正では納税者本人の所得金額に制限が

加わり、納税者本人の所得金額に応じて控除額が逓

減する措置が講じられました。（右図）

扶養の範囲は変更なし
　従来通り、合計所得金額 38 万円以下（給与収入

103 万円以下）が条件となっており、改正による扶

養の範囲に変更はありません。

　ここまで平成 29 年度税制改正に伴う配偶者控除・

配偶者特別控除について解説しました。上記の他に

も、平成 31 年度課税分から個人住民税における配偶

者控除・配偶者特別控除の見直しも同様に行われま

した。また、ここでは触れていませんが、社会保険

加入に関すること等、考えなくてはならないことも

ありますので、詳しくは担当スタッフまでお尋ねく

ださい。

配偶者特別控除（平成30年～）

1,030,001〜1,500,000 38万円超 85万円以下

1,500,001〜1,550,000 85万円超 90万円以下 36 万円 24 万円 12 万円

1,550,001〜1,600,000 90万円超 95万円以下 31 万円 21 万円 11 万円

1,600,001〜1,670,000 95万円超 100万円以下 26 万円 18 万円 9 万円

1,670,001〜1,750,000 100万円超 105万円以下 21 万円 14 万円 7 万円

1,750,001〜1,830,000 105万円超 110万円以下 16 万円 11 万円 6 万円

1,830,001〜1,900,000 110万円超 115万円以下 11 万円 8 万円 4 万円

1,900,001〜1,970,000 115万円超 120万円以下 6 万円 4 万円 2 万円

1,970,001〜2,010,000 120万円超 123万円以下 3 万円 2 万円 1 万円

2,010,001〜 123万円超

万円

配偶者 納税者の合計所得金額（参考:給与のみの場合の年収）

参考：
給与のみの場合の年収

（円）

合計所得金額
900万円以下

（1,120万円以下）

900万円超
 950万円以下
（1,120万円超
　 1,170万円以下）

950万円超
 1,000万円以下
（1,170万円超
　 1,220万円以下）

－ －

13

－

万円38 万円 26

（監査部　山影）
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個人型確定拠出年金「iDeCo（イデコ）」って？個人型確定拠出年金「iDeCo（イデコ）」って？

　ｉＤｅＣｏという言葉をよく耳にするようになりました。テレビや雑誌などでも紹介されるようになり、関心を持つ人も

増えてきています。このｉＤｅＣｏの仕組みやメリット・デメリットについて紹介します。

自身で老後資金を作るための制度
　加入者が 60 歳になるまでの間毎月一定の金額を拠

出、定期預金・保険・投資信託などの金融商品を選択

し自ら運用します。掛金は月額 5,000 円から 1,000 円

単位で選択可能で、上限額は職業等によって異なりま

す。60 歳以降 (加入期間により受給開始年齢が異なり

ます )に年金または一時金で受け取ります。

職業

個人事業主

専業主婦 (夫 )

公務員

会社員 (企業年金がある場合 )

会社員 (企業年金がない場合 )

月額上限

68,000 円　※1

23,000 円

12,000 円

12,000 円又は 20,000 円　※2

23,000 円

※1　国民年金基金・付加保険料とあわせて 68,000 円が上限

※2　企業年金の種類によって異なります

メ
リ
ッ
ト

① 拠出金は全額「所得控除」の対象になり

　 所得税・住民税を節税

② 運用で得た利益は「非課税」になります

③ 受け取る時に「公的年金等控除」・

　　「退職所得控除※」の対象となります

デ
メ
リ
ッ
ト

① 運用管理手数料等がかかります

 　(一部かからない金融機関・証券会社もあります )

② 原則途中で引き出すことができません

③ 元本割れリスクがあります

※他の退職金等で控除を行った場合には対象外となります

お得に老後資金のご準備を
　メリットで挙げたように拠出時・受け取り時にそれぞれ控除を受ける事ができるため、預金に眠らせておくよりもお

得に老後資金の準備ができると言えます。また、現在の所得税率が高く、受け取り時の税率が低い場合にはより節税効

果が高まります。ライフプランとあわせて検討してみてはいかがでしょうか。 （監査部　奥野）

火災保険の内容は把握しておられますか？火災保険の内容は把握しておられますか？

　ご自身がご加入しておられる火災保険の内容は、ご存知でしょうか？

　多くの方は、「入っているよ！」　と言われるのですが、水災の支払い条件をお聞きすると、「そんなのあるの？」　と

聞かれる方がほとんどです。そこで、今回は火災保険の水災のお話をしたいと思います。

　保険会社によって多少異なりますが、パンフレットには、　『床上浸水または地盤面 45 ㎝以上の損害があった場合』　

と記載してある保険会社が多いです。また、支払う保険金額も、縮小払いになっている保険会社もございます。（※縮小

払いとは、実際の損害額にある一定の割合を削減して支払うことです。）

　そこで問題です。床上の高さが 45 ㎝以下の場合、床上浸水になった場合、保険金は支払われるでしょうか？

　トマックが取り扱っている保険会社に確認したところ、支払う保険会社と支払わない保険会社がありました。支払わ

ない保険会社に、約款に明示があるかを確認したところ、約款には表記していないといわれました。床上だから保険金

が出ると思っていたら、支払われない。このようなことがあるのです。だからこそ、この水災の支払い条件の確認は必

要なのです。

　また、大雨による土砂崩れも水災になります。（災害の原因が雨なので、水災になるのです。）高台に住んでいる方は、

水災の補償は必要ないと思われる方が多いですが、もし付近に山がある場合は水災を付けておいたほうがよいです。

　水災以外にも未加入の方が多い補償に地震保険があります。ですが、富山県でも過去に大きな地震がありました。

1586 年　天正地震

Ｍ7.8 ～Ｍ8クラス

日本海の若狭湾から太平洋の三河湾にかけて発生した地震。

高岡市福岡町にあった木舟城が一瞬で倒壊したほどの大地震。

1858 年　飛越地震

Ｍ7.1

富山県と岐阜県境にある跡津川断層で発生した地震。常願寺川の上流が堰止められ、後に

決壊して、多くの死者と家屋の倒壊、流出が起きた。

　日本は地震の国。富山県は絶対大丈夫ということはありません。

　何かあったときに頼りになるのが、火災保険。「入っていたから大丈夫と思っていたのに・・・。」ということのない

よう、ご自身の火災保険の確認をお願い致します。 （ＦＰ事業部　北守）
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Windows にはサポート期限がありますWindows にはサポート期限があります

　Windows8.1 のメインストリームサポートが 2018 年 1 月に終了しました。延長サポートは 2023 年に終了します。また

Windows7 の延長サポートは 2020 年に終了と、残り 1年半に迫っています。

　Windows には発売後の「メインストリームサポート」、次に「延長サポート」が、合計で 10 年以上提供されます。延

長サポートでは、メインストリームサポートのうちセキュリティ更新やインシデント有償サポート以外のサポートが終

了しますが、多くの場合は延長サポートだけでも利用を続けられます。延長サポートも終了すると、セキュリティの更

新プログラムを受けられなくなり、リスクが一気に高まります。そうなる前に、新しい PC へ移行しましょう。

　PC 移行の際に意外と面倒なのが、「これまで利用してきたもの（ソフトウェア・アプリケーション・周辺機器など）

が移行後も利用できるかの確認」です。業務に必要なものが買い直しになったり、使えなくなったりする可能性もあり

ます。サポート終了間際に焦ることの無いよう、移行は余裕をもって進めてください。

　なお、WindowsVista や XP は全てのサポートを終了しています。危険ですので、ビジネス上での使用は避けましょう。

（ＩＴ事業部　堀江）

災害時に役立つ防災グッズ災害時に役立つ防災グッズ

　東日本大震災や最近では西日本豪雨など、近年災害が多く発生しています。いざというときのために防災グッズの準

備はされていますか？電気や水道が止まった場合に備えて普段から飲料水や保存のきく食料などを備蓄しておきましょ

う。また、自宅が被災したときは、安全な場所に避難し避難生活を送ることになります。非常時に持ち出すべきものを

予めリュックサック等に詰めておき、いつでもすぐに持ち出せるようにしましょう。

食料・飲料・生活必需品などの備蓄の例 (人数分用意しましょう )

　

食料・飲料・生活必需品などの備蓄の例 (人数分用意しましょう )

　・飲料水　3日分 (1 人 1 日 3 リットルが目安 )
　・非常食　3日分の食料として、ご飯、ビスケット、板チョコ、乾パンなど　・ラップ（食品用）
　・トイレットペーパー、ティッシュペーパー、マッチ、ろうそく、カセットコンロなど

　※大規模災害発生時には、１週間分の備蓄が望ましいとされています。

非常用持ち出しバッグの内容の例

　

非常用持ち出しバッグの内容の例

　・飲料水　・食料品　・貴重品 (預金通帳、印鑑、現金、健康保険証、お薬手帳など )
　・救急用品 (ばんそうこう、包帯、消毒液、常備薬など )　・ヘルメット、防災頭巾　
　・マスク　・軍手　・懐中電灯　・衣類　・下着　・毛布、タオル　・携帯ラジオ　
　・携帯電話の充電器　・使い捨てカイロ　・ウエットティッシュ　・洗面用具　・携帯トイレ　など

　※乳児のいるご家庭は、ミルク・紙おむつ・哺乳瓶なども用意しておきましょう。

（監査部　土田）

①趣味　②出身地　③好きな言葉　④意気込み①趣味　②出身地　③好きな言葉　④意気込み

監査部

井本優二

① 読書、体を動かすこと

② 富山市

③ There is only one corner of the universe you can certain

　 improve. It’s yourself.

④ 税法の専門知識を習得し、税務と財務の両方の見地から企業支

　 援に携わっていきたい。

　年始には大雪、夏が近づくと大雨、猛暑、地震と災害続きの 1年となって

います。映像の中で見ると人ごとのように思えますが、巻き込まれた知人か

ら話を聞くといつ自分に起こってもおかしくないことを痛感します。今回の

記事でも触れていますが、これを機会に自分も防災のための備えを充実させ

てみようと思っております。 （ＣＯＭ委員　飯野）
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