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2019 SPRING

有給休暇取得義務化について
生命保険と税金
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　2019 年 10 月に予定されている消費税増税に合わせて、ポイント還元制度の導入が検討されています。

ポイント還元制度とは、消費者が中小店舗で商品やサービスを購入する際に、キャッシュレス決済（ク

レジットカード、電子マネー、ＱＲコード決済など）で代金を支払った場合には、購入額の最大 5％のポ

イントが付与される制度です。

　政府は、まず、クレジットカード会社などのキャッシュレス決済事業者を募集し選定します。その後、

お店を経営している中小企業は、それぞれのキャッシュレス決済事業者に登録を行い、キャッシュレス

端末などのキャッシュレス手段を提供してもらいます。対象の店舗で消費者がキャッシュレス決済をす

ると、キャッシュレス決済事業者が、いったん消費者にポイントを付与します。そして、その負担分を

後から国が補助する形になります。現状、制度実施期間は、増税後 9ヵ月間とされています（2019 年 10

月 1 日～ 2020 年 6 月 30 日）。

　安倍政権は前回、2014 年 4 月に 5％から 8％に消費税を引き上

げた際、景気が大きく落ち込んでしまったことがトラウマになっ

ています。今回はこの反省を踏まえて、反増税対策として打ち

出されたもので、8％から 10％への増税どころか、減税とさえ言

えるような政策で、必要な費用は3,000億円に膨らむ見通しです。

そこまでするなら、そもそも消費税を上げなければいいと思え

ますが、政府は消費税増税に備えて、景気対策を矢継ぎ早に発

表しています。自動車保有にかかわる税負担の軽減、住宅ロー

ン減税の拡充、住宅購入時の一時金支給、住宅エコポイント制

度の復活、プレミアム付き商品券の発行、そして極め付きがこ

の 5％のポイント還元です。

　政府がキャッシュレス化にこだわるのは、事業者の経営効率

化・生産性向上、外国人観光客への対応、脱税防止、支払いデー

タの活用などの利点が大きいためです。今回のポイント還元制

度により一気にキャッシュレス化が進むことが想定されるので、

事業者も早急に対応する必要があります。

　一方、我々国民にとってはこれらの対策は増税分を取り戻せ

るばかりか、それを超えた分まで獲得することが出来ることに

もなるので、上手に活用することが重要になります。
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有給休暇取得義務化について有給休暇取得義務化について

　メディアでも大々的に取り上げられ、皆さんも既にご存知だとは思いますが、働き方改革法案により、平成 31

年 4 月から、年間の有給休暇消化日数が 5日未満の従業員については、会社が有給休暇を取得するべき日を指定

することが義務付けられました。ここではどういった従業員が有給を5日以上消化しなければならないのか、また、

会社側としてどのように対応していけばよいのかを簡単にまとめてみましょう。

　まず、対象となる従業員については、年 10 日以上有給休暇の権利がある従

業員です。年10日以上の有給を有する可能性のある従業員は以下の通りです。

●
●
●
●
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入社後 6カ月が経過している正社員またはフルタイムの契約社員

入社後 6カ月が経過している週 30 時間以上勤務のパート社員

入社後 3年半以上経過している週 4日出勤のパート社員

入社後 5年半以上経過している週 3日出勤のパート社員

　週 2日以下のパート社員については、最大でも 7日の有給休暇の権利となるため、今回のルールの対象とはな

りません。

　また、5日以上の有給を消化しなければならない期間とは、当該従業員の入社以後 6カ月を経過した日から 1年

ごとの期間となります。

　次に会社側の対応としては、『個別指定方式』か、『計画年休制度の導入』のいずれかの方法で従業員に対して

有給取得日を指定することとなります。個別指定方式とは、従業員ごとに消化日数が 5日以上になっているかを

チェックし、5日未満になってしまいそうな従業員について、会社が有給休暇取得日を指定する方法です。計画年

休制度とは、会社が従業員代表との労使協定により、各従業員の有給休暇のうち 5日を超える部分について、あ

らかじめ日にちを決めてしまうことができる制度です。ただ、計画年休制度については後になって日程を変更す

ることはできないため、個別対応方式に比べて柔軟性に欠けることとなります。有給を 5日以上消化している従

業員の割合を考慮していずれの方法を採用するのかを検討していただければと思います。

（監査部　飯野）

生命保険と税金生命保険と税金

　今年の確定申告時に、生命保険の

契約関係と税金の中で、特に思い違

いが多かった　『個人契約の満期保

険金と税金』　『法人契約の生命保険

と税金（定期保険・養老保険）』　に

ついて、図解致します。

　平成 27 年度の税制改正により、

税務署に提出される生命保険の支払

調書には、保険契約の契約者変更が

あった場合には、新たに変更前の契

約者情報、最後の変更後の払込済保

険料の額等を記載しなければならな

くなりました。

　また、契約者と保険料引落口座の

名義が異なる場合は、税務調査の際、

指摘事項となる可能性が高いです。

契約形態によって、税法の取扱いが

大きく異なりますので、ご注意いた

だけたらと存じます。

（ＦＰ事業部　北守）

＜個人契約の満期保険金と税金＞

税の種類 契約形態

所得税
（一時所得）

契約者
＝

満期受取人

贈与税
契約者
≠

満期受取人

契約者

Ａ（夫）

Ａ（夫）

Ａ（夫）

Ａ（夫）

Ａ（夫）

被保険者

Ａ（夫）

Ｂ（妻）

Ａ（夫）

Ｂ（妻）

Ｂ（妻）

受取人

Ａ（夫）

Ａ（夫）

Ｂ（妻）

Ｂ（妻）

Ｃ（子供）

＜法人契約の生命保険と税金（定期保険・養老保険）＞

保険種類
保険金受取人

主契約保険料

定期保険
（長期定期除く）

養老保険

死亡保険金

法人

遺族

法人

遺族

遺族

満期保険金

─

─

法人

被保険者

法人

損金算入

損金算入　ただし、加入者が

役員のみの場合は給与

資産計上

給与

1/2 損金算入　ただし、加入者が
役員のみの場合は給与
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ふるさと納税制度見直しについてふるさと納税制度見直しについて

　ふるさと納税制度は地域活性化を目的として 2008 年度から開始されました。実質 2,000 円の負担で応援したい自治体

に寄付ができ、寄付した自治体から特産品・名産品が返礼品として貰えるとして、お客様の中にも制度を活用して寄付

をしている方が多くいらっしゃると思います。

　実際に、ふるさと納税は2018年度には全国で4,000億円程度の寄付額が見込まれるまでに成長しました。その一方で、

過度な返礼品や地場産品とは無関係な返礼品が制度の趣旨にそぐわないという意見や、自治

体間による“寄付争奪戦”に歯止めがかからなくなるという懸念が大きくなっていました。

　そこで、過度な返礼品競争を規制する改正地方税法が国会で成立したため 6月 1日から制

度の見直しが実施されます。具体的な見直し内容は以下のとおりとなりますので、参考にし

てください。

➊

➋
➌

制度の対象となる自治体を総務省による指定制に改める

→指定の判断は 2018 年 11 月以降の返礼品の送付状況などを考慮

返礼品は「調達費が寄付額の 30％以下の地場産品」に限定する

指定されなかった自治体への寄付は 6月 1日以降税優遇を受けられない （監査部　中居）

複数税率への対応はお済みですか？～軽減税率対策補助金～複数税率への対応はお済みですか？～軽減税率対策補助金～

　2019 年 10 月の消費税引き上げと同時に始まる軽減税率制度、複数の税率が混在するこ

とになるためレジや受発注システム・会計システム等の対応が必要になります。この対応

を支援するため「軽減税率対策補助金の交付」が展開されているので概要をご紹介します。

　〇中小企業・小規模事業者等に対する「軽減税率対策補助金」

　　　*中小企業・小規模事業者等の要件が、業種ごとに定められています。

　　　*申請類型により、申請期限や補助金額が異なります。

　　　*いずれの申請類型も 2019 年 9 月 30 日までに導入･改修等を行い支払いが完了したものが対象となります。

8%
10%

補助率(H31.1～)

3/4
（ＰＯＳレジの一部は1/2）

3/4
（ハードウェアの一部は1/2）

3/4
（ハードウェアの一部は1/2）

申請類型

複数税率対応レジの
導入支援

受発注システムの
改修等支援

請求書管理システムの
改修等支援

Ａ型

Ｂ型

Ｃ型

補助上限

1台あたり20万円
1事業者あたり200万円

小売等の発注システム⇒1,000万円
卸売等の受注システム⇒  150万円

150万円
(Ｂ型併用時の上限あり)

　この補助金では複数税率対応とあわせて導入するキャッシュレス決済端末も交付対象となりますが、キャッシュレス

決済端末導入に対する補助事業 (キャッシュレス・消費者還元事業 )との併用ができないため、どちらが有利になるか

の検討が必要になります。

　増税負担に加えその対応にかかる負担ものしかかります。補助金を活用し複数税率に備えましょう！（監査部　奥野）

ＱＲコード決済とは？ＱＲコード決済とは？

　よく耳にするようになったＱＲコード決済ですが、どのようなものなのでしょうか？

　ＱＲコード決済をする際は、店側が提示するＱＲコードを、客側がスマートフォンなどの専用アプリ

で読み取る方式が主に利用されています。現金はもちろんカードもいらず、スマートフォンだけで決済

が可能になります。10 月の消費税率引き上げ後 9カ月間はキャッシュレス決済することで最大 5％がポ

イント還元される事業が実施され、利用者増加が見込まれます。

　しかし、既に決済サービスの種類が多すぎるなかで新たにＱＲコード決済サービスが乱立しており、消費者もお店も

お互いに「どのサービスを使えばいいのか？」という状態になってしまっています。これに対し、ＱＲコード規格の統

一化や、１つのアプリで複数の決済サービスを扱える仕組み作りが進んでおり、使いやすさの向上が図られています。

　ＱＲコード決済は、多数派とはならないものの、数ある決済方法のひとつとして定着するものと予想されます。店側

としても初期コストが比較的低く、決済手数料を当分は無料にするサービスが多数あるなど、ＱＲコード決済導入への

追い風が吹いていると言えます。増加する訪日外国人の集客対策にもなるとされています。このタイミングで導入を検

討されてみてはいかがでしょうか。 （ＩＴ事業部　堀江）
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その症状、四十肩・五十肩かもしれませんその症状、四十肩・五十肩かもしれません

　ある日突然、肩の周囲に激痛が起こったら、それは四十肩・五十肩かもしれません。四十肩・五十肩の原因は

完全には明らかにされていませんが、加齢による関節滑膜や筋肉、腱などの性質の変化や血液循環の悪化だとい

われています。40 代～ 60 代の人に多く発症するため、この名称がつけられました。四十肩・五十肩と混同されや

すい肩こりは、悪い姿勢や緊張などによって肩や首の筋肉が疲労し、肩に痛みや張り、だるさが発生している状

態をいい、全く違うものです。

　痛みの緩和のために、激痛が走る急性期にはできるだけ肩を使わないよう安静にし、痛みを感じるような動作

は避けましょう。痛みが治まってくる慢性期は入浴などで肩を温めたり、ストレッチなどをして血流を改善させ

ましょう。ただし、痛みがひどいときは炎症を悪化させる可能性があるので、無理はしないようにしましょう。

痛みがほとんどなくなる回復期には、肩の動く可動域を広げる運動を怠ると、治った後も肩関節の動かせる範囲

が狭くなってしまうこともあるので、ストレッチなどで慢性期以上に肩を動かすことを意識し、しっかりリハビ

リを行いましょう。 （監査部　土田）

四十肩・五十肩のメカニズム

加齢により血液循環が

悪化し、肩の周辺組織が

炎症を起こす

炎症により

腫れや痛みが生じる

肩の可動域が狭まってしまい

こわばった感じがしたり

肩に激痛が走るようになる

　2019 年 3 月 28 日（木）に弊社主催の消費税実務対策セミナーを開催いたしま

した。たくさんの方にご参加いただきまして、誠にありがとうございました。

　今年の秋に控える消費税率の改正やその後の「インボイス制度」等、これから

も最新の情報を提供させていただきますので、ご質問・ご相談があればお気軽に

ご連絡ください。

　また今後におきましても、各種セミナーの開催を予定しており、改めてご案内

いたしますので、是非ともご参加ください。 （監査部　山影）

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

ＦＰ事業部

彼谷　挙生
か  や　　　 　け ん せ い

① サッカー・家庭菜園・車でドライブ

② 氷見市です。現在は結婚して能町地区に住んでいます。

③ 千載一遇

④ これまでの経験を活かし、お客様にとって必要な人材に

　 なれる様にがんばります。

　「時に、初春の令月にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭

は珮後の香を薫す」。新しい元号「令和」の出典となった万葉集ですが、

富山県は万葉集の歌人でもある大伴家持ゆかりの地として知られていま

す。明るいムードから始まりを告げる「令和」が皆様にとって良き時代

となることをささやかに祈っています。 （ＣＯＭ委員　井本）
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