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2019 年度税制改正大綱
給与と判断される可能性のある福利厚生費
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　第 2 次安倍政権の発足と同じ 2012 年 12 月に始まった現在の景気拡大期間が、2019 年 1 月には

戦後最長の景気拡大期（2002 年 2 月～ 2008 年 2 月までの 73ヶ月）を抜いて、最長記録を更新す

ると予想されています。下振れリスクとしては、米中貿易摩擦や欧米の政治的混乱、米国の金利上

昇等、世界経済の悪化懸念があります。一方国内では 10 月の消費税率 10％への引き上げがありま

すが、2％と小幅であり、一部軽減税率やポイント還元等の施策もあり、駆け込み需要や反動減も、

前回ほどではないと考えられます。2020 年は東京オリンピックもあり、大方のシンクタンクは、

実質ＧＤＰ成長率はプラスを維持できると予想をしています。

　しかしながら、私達中小企業は景気拡大の実感を、そこまで感じることが出来ません。それは材

料や運賃、人件費等すべてのコストが上昇している一方、販売価格への転嫁が難しく、収益を圧迫

しているためです。収益改善のためには生産性の向上を本気になって取り組む必要があります。生

産性向上は顧客や仕入先、社員の誰にも負担を強いるものではなく、自らの変革でできることです。

日本の時間当たり労働生産性は 46 ドルで、主要先進 7 カ国中最下位です。そこで政府主導で生産

性向上の施策が色々と行われていますが、中小企業ではどう取り組めばよいか悩んでいるのが実情

です。企業が利益を出すためには、儲かる仕事を増やし、儲からない仕事を減らすことが肝心です。

しかしその区別ができる基準を持っている企業はあまり多くありません。そこで賃率という考え方

を用いることで、基準を持つことが出来るようになります。賃率とは時間当たりの生産性（稼ぎ高）

のことを指します。分かり易く言えば目標限界利益（売上－変動費）を直接作業時間で除したもの

が目標賃率となります。基準となる目標賃率を設定し、現状の製品ごとの賃率（実質賃率）と比較

することで生産性の課題を見出すことができ、経営判断の基準が持てるようになります。

＜事例＞

目標売上　　　100,000 千円

目標限界利益 　60,000 千円

目標固定費　　 50,000 千円

目標経常利益　 10,000 千円

直接作業時間   12,000 時間

目標賃率　　　　5,000 円 /H

　例えば目標賃率を 5,000 円とすると、それ以下の製品

は見直すことが必要です。

　無駄な工程、ロスの排除、能力向上による時間当たり

の成果増、不採算部門の縮小、採算部門の増員等、経営

戦略の見直しにつながることでしょう。
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１．自動車税の見直し
　自動車税は消費税増税後に新たに購入・登録した車を対象に

年 1,000 円～ 4,500 円の引き下げが実施されます。また、購入

したときに環境性能に応じて価格の 0～ 3％を支払う燃費課税

は、2019 年 10 月から 1年限定で 1％減税して消費税増税後の

自動車取得における負担の軽減が図られます。

２．住宅ローン減税の見直し
　消費税増税後から 2020 年末までに契約して入居する物件を

対象に住宅ローン減税の適用期間が 10 年から 13 年に 3年延長

されます。10 年目までは年末の借入残高 (上限 4,000 万円 )

の 1％を所得税などから控除する今の仕組みを維持し、11 年目

以降は戸建て住宅やマンションの建物価格の 2％分を 3年かけ

て控除する仕組み、または 10 年目までの仕組みを延長した額

のいずれか少ない額が控除される仕組みになります。

３．個人事業主の事業承継支援
　法人の事業承継税制に続き、個人事業主の事業承継を促進す

るための相続税・贈与税の新たな納税猶予制度が創設されます。

これは現行措置の対象である事業用の宅地に加え、事業用の建

物及び一定の償却資産を対象とし、税額の猶予割合を 100％と

するほか、相続のみならず生前贈与にも適用可能とするなどの

措置が講じられます。

2019 年 10 月以降の新たな自動車税

排気量 (cc)

1,000 以下

1,001 ～ 1,500

1,501 ～ 2,000

2,001 ～ 2,500

2,500 超

現行の年間税額

29,500 円

34,500 円

39,500 円

45,000 円

51,000 ～
111,000 円

新たな税制

25,000 円

30,500 円

36,000 円

43,500 円

50,000 ～
110,000 円

住宅ローン減税は 3年間延長

現状

住宅ローン年末残高の 1％を控除

10 年（最大 500 万円控除）

延長後 10 年（最大 500 万円控除） 3 年

建物価格の 2％の 3分の 1

10 年目までの仕組みを延長した額｝毎年の控除
額が少ない
方を適用

※税制改正大綱より抜粋。実際の税制改正で変更となる場合があります。 （監査部　井本）

給与と判断される可能性のある福利厚生費給与と判断される可能性のある福利厚生費

　福利厚生費とは、従業員の福利厚生を目的にした支出のことです。具体的には通勤費、健康診断費用、忘年会・新年

会や歓送迎会などのレクリエーション費用、社員旅行費用、慶弔見舞金（結婚・出産祝い金、病気見舞い金、香典など）、

食事代補助などが挙げられます。ほとんどの会社が何らかの福利厚生のための支出をしていると思いますが、その内容

によっては従業員への給与と判断されることがあることをご存知ですか？

給与と判断される可能性があるもの

① 人間ドック費用

一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、

かつ、検診を受けた全員分の費用を会社が負担した場合

に福利厚生費となる

➡ 特定の地位にある人だけを対象とした場合や、その費

用が著しく高額である場合は給与と判断される可能性が

ある

② 食事代補助

昼食代など食事を受ける社員等が食事の金額の半分以上

を負担し、会社側の負担額が一人当たり月額 3,500 円（税

抜）以下である場合に福利厚生費となる

➡ 上記を満たさない場合は食事代から負担額を差し引い

た額が給与として課税される

③ 社員旅行

旅行の期間が 4泊 5日以内で、旅行に参加した人数が全

体の 50％以上である場合に福利厚生費となる

➡ 上記以外の場合または不参加者へ金銭を支給する場合

は給与と判断される可能性がある

④ 慶弔見舞金

社内規定等の一定の基準に従って支給され

た場合は福利厚生費となる

➡ 社会通念上妥当だと思われる金額を超え

る場合は給与と判断される可能性がある

　会社からすると、福利厚生費でも給与でもどちらでも経費だから問題ないと思われるかもしれません。しかし、給与

と判断された場合、従業員には所得税等が課税されます。さらに、法人の場合、役員に対する支出が給与と判断された

場合は損金不算入になってしまいます。後々税務調査で判断誤りを指摘されることのないよう、福利厚生目的の支出を

おこなう際には給与課税の対象にならないか確認していただくことをお勧めいたします。 （監査部　中居）
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キャッシュレス決済についてキャッシュレス決済について

　消費税増税まで 1年を切り、メディアでの報道も頻繁に見かけるようになりました。政府は増税に対する方策として

『キャッシュレス決済によるポイント還元』を打ち出していますが、キャッシュレス決済をあまり使ったことが無い方も

多くいると思います。そこで、今回はキャッシュレス決済について触れてみようと思います。

　キャッシュレス決済とは、その名の通り「現金を使わない支払い方法」を指します。クレジットカードや電子マネー、

デビットカードなどを用いることで、現金を使わずに決済できるシステムです。キャッシュレス決済の代表的なメリット・

デメリットは以下の通りです。

キャッシュレス決済のメリット

1.現金（あるいは財布）を持ち歩く必要がない

2.カードやスマホ・ケータイに入れたアプリで
　支払いができる

3.利用金額に応じてキャッシュバックポイントがある

4.現金決済でのミスが発生しない

キャッシュレス決済のデメリット

1.前払型はチャージ限度額があるので定期的な
　チャージが手間になる
2.即時決済の場合、残高がなければ使えない
3.お金を使っているという実感がわきにくい
4.ブランドが数多くあるため、複数のカードや
　アプリを保持する場合は、使い分ける必要がある

　また、キャッシュレス決済にも異なる種類があり、大きく分けて『前払型』『後払型』『即時決済型』の 3種類があり

ます。前払型の代表例は電子マネーやＳｕｉｃａ等、後払型の代表例はクレジットカード、即時決済型の代表例はデビットカー

ドになります。

　消費税増税のタイミングは消費者側にとってはキャッシュレス決済に切り替えるよい機会になりえますが、その反面

企業側としてはキャッシュレス決済に対応できるよう設備の導入を検討しなければなりません。消費税増税まであまり

時間はありませんが、消費者側・企業側の両面からキャッシュレス決済について考えてみるとよいかもしれません。

（監査部　飯野）

経営者が認知症になったら……　

会社経営にどのような影響を及ぼすかご存知ですか？

経営者が認知症になったら……　

会社経営にどのような影響を及ぼすかご存知ですか？

　認知症の約 20％は、脳梗塞や脳出血など、脳の血管障害によって起こります。転倒し、頭を強

打して脳出血を発症する場合もありますし、生活習慣病が原因で脳の血管障害を引き起こすこと

もあります。つまり、特別な病気の人が認知症になるわけではなく、誰でもなる可能性がある病

気なのです。

　では、経営者が認知症になったら、会社経営にどのような影響が出るのでしょうか。

1

2

契約が結べなくなります。

　代表社印を他の人が押印した場合、文書偽造に該当します。もし、社長が認知症になり、そのことを知って

いる方が、自分の不利益になる契約になっていた場合、文書偽造で訴えてくる場合もあります。

自社株式を過半数以上持っていたら、株主総会を開催して議決することができなくなります。

　これにより、認知症の社長に代わって後継者である息子さんを社長にしたいと思っても交代ができなくなり、

経営に支障をきたします。

　個人ではどのような不都合が生じるでしょうか。

1

2

財産が凍結されます。

　夫が認知症になり、妻が銀行の窓口で夫の口座からお金を引き出そうとした場合、銀行側は本人の意思確認

ができないので口座を凍結します。昔はできたから大丈夫！と思われるでしょうが、「犯罪による収益の移転防

止に関する法律」により、「10 万円を超える現金振込」や「200 万円を超える現金などの入出金取引」など、一

定の取引については、本人確認書類の提示や意思確認が必要となりました。

　その確認を銀行側が怠って、その後亡くなり、認知症を発症していたことを知っていた他の相続人が、「認知

症のときに口座からお金が出金されている。これは勝手に誰かが引き出したお金だ！」と言って、本人確認を怠っ

た銀行側を訴える場合もあるので、今は昔に比べて銀行側も厳しくなってきたようです。

契約が結べない。

　本人名義や共有名義の自宅や土地等の建て替え、売却、賃貸等ができなくなります。

　上場株式などの換金価値の高い財産は、解約などの売却処分ができなくなります。

　このように、認知症になるといろいろな不都合が生じます。相続対策や事業承継対策が万全でも、認知症になってし

まうと大きく計画が狂ってしまいます。万全を期すならば、認知症になった場合を想定した対策も同時に講じておくと

よいかもしれません。

　参考文献：認知症の親の介護に困らない「家族信託」の本（著者　杉谷範子氏）より一部抜粋 （ＦＰ事業部　北守）
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風疹の予防接種はされていますか風疹の予防接種はされていますか

　風疹に罹る人が急増しています。2018 年の累計患者数は 2017 年の約 30 倍となり、首都圏を中心に感染が広がってい

ます。そもそも風疹とは、どんな病気なのでしょうか。

　風疹は、水ぼうそうやおたふく風邪と同様に、幼少期にかかることで免疫を獲得できる病気です。感染してから 2～

3週間後に、発熱や発疹、後頭部や頚部・耳介後部にリンパ節の腫脹をきたします。一般に、子どもが感染すると症状

は比較的軽いといわれていますが、大人は発熱や発疹といった症状の期間が長く、重症化しやすいといわれています。

妊婦が感染するとおなかの中にいる赤ちゃんも風疹ウイルスに感染してしまいます。する

と難聴や心疾患、精神・身体の発達の遅れなどの症状を伴って赤ちゃんが生まれてきてし

まいます。これを「先天性風疹症候群」といいます。

　風疹の唯一の予防策が、風疹ワクチンの接種です。ですが、ワクチンを接種すること自

体が、先天性風疹症候群を発症するリスクになるため、妊娠中は風疹の予防接種を受ける

ことができません。妊娠を考えている人は、妊娠前に免疫獲得に十分な 2回予防接種を受

けましょう。また、20 代から 30 代前半男性の 10 人に 1人は風疹の免疫を持っていないこ

とがわかっています。風疹の流行で最も要注意なのは成人男性なのです。女性だけでなく、

男性も予防接種を受け、風疹対策を万全にしましょう。 （監査部　土田）

消費税 実務対策セミナー開催のご案内 ～消費税率 10％へ引き上げ及び消費税の軽減税率制度導入～

　2019 年 10 月 1 日から消費税率が 10％へ引き上げに伴い、一定の商品・サービスについて消費税率を 8％に据え置く「軽

減税率制度」が導入されます。そこで、弊社では消費税の軽減税率制度導入の実務対策セミナーを開催いたします。

　当セミナーでは、制度の概要や軽減税率の導入に伴い事前に対策が必要となるシステムや補助金などを、最新の情報

を取り入れながら、実務に即して分かりやすく解説

いたします。

　申込については、後日弊社よりセミナー申込書を

ＦＡＸにて送付させて頂きます。お電話での申込も

受け付けております。皆様のご参加をお待ちしてお

ります。

開催日時

会　　場

2019 年 3 月 28 日（木）　10 時 00 分～ 11 時 30 分

富山県高岡文化ホール　多目的小ホール

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

　あけましておめでとうございます。今年は平成のラストイヤーと

なり、平成元年生まれとしては感慨深い思いです。元号が変わり、

消費税率が変わり、大きな変化の一年となりそうですが、本誌での

情報提供をはじめ皆様のサポートに精一杯努めてまいりますので、

どうぞよろしくお願い致します。 （ＣＯＭ委員　奥野）
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