
適格請求書発行事業者の
登録申請開始

社会保険の適用拡大
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　4 月 11 日素晴らしい快晴の中、伏木の「雲龍山勝興寺」で平成 10 年から 23 年間に及んだ

平成の大修理が終了し、その竣工式が行われました。

　勝興寺は本願寺八世蓮如上人が、文明 3 年（1471 年）越中の布教の拠点として、南砺市福

光土山に設けた「土山御坊」が起源で、蓮如の子孫が代々住職を務めました。天正12年（1584年）

に現在の伏木に移ってからは「ふるこはん」と呼ばれ親しまれてきました。藩政時代には加

賀藩前田家と関係を深めるようになり、越中における浄土真宗の触頭として、近代にいたる

まで繁栄しました。約 3 万平米の境内には 17 ～ 19 世紀（江戸時代中期～後期）の建造物が

多く残り、本堂、唐門、総門など 12 棟が国の重要文化財に指定されており、瑞龍寺に続い

て勝興寺の国宝指定を目指しているところです。

　勝興寺は、私の自宅から徒歩 7 分ほどのところにあり、子供のころの慣れ親しんだ遊び場

所であり、勉強の場でもありました。伽藍内の建

造物は 200 ～ 300 年の年月が経過しており、保存

修理が始まる前、見慣れた建物の損傷や破損が増

してゆく姿を悲しい思いで見ていただけに、この

よみがえった姿は江戸時代に入り込んだようで、

感無量のものがあります。

　コロナ禍で重苦しい日々が続く中、久しぶりに

晴れ晴れとした気持ちになれ、笑顔がいっぱいの

竣工式でした。

　竣工式に合わせ、夜のライトアップが行われ荘

厳な姿を映し出しておりました。

　中世の城の名残りと近世の大寺院の様式を今に

残す貴重な文化遺産を、ぜひ訪ねてみてください。
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適格請求書発行事業者の登録申請開始（2021年 10月 1日より）適格請求書発行事業者の登録申請開始（2021年 10月 1日より）

　2019 年 10 月に消費税の軽減税率が導入されてから早くも 2 年が経とうとしており、みなさんも税率 10％と飲

食料品等の 8％の 2 種類の税率に慣れてきたことかと思います。ただ、事業者の立場としては、この軽減税率制度

に加えてこれから対応しなければならない事項があります。それが 2023 年 10 月 1 日より開始される、適格請求

書等保存方式（いわゆるインボイス制度）です。

　インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を受けるためには一定の事項が記載された請求書等の保存が必要

となるという制度です。すべての場合におけるわけではありませんが、簡単に言うと、適格請求書を発行しない

と売上先が仕入税額控除を受けられず消費税分損をする、ということになります。したがって適格請求書の発行

の必要に迫られる事業者もたくさん出てくることかと思います。

　適格請求書を発行するためには請求書が一定の要件を満たすことはもちろんですが、さらに大前提として税務

署に『適格請求書発行事業者の登録申請書』を提出し、登録を受ける必要があります。この登録申請書の受付が

2021 年 10 月 1 日より開始されます（個人事業者の方はスマートフォンからの申請も可能）。インボイス制度の開

始まで２年の猶予はありますが、国税庁のホームページにも登録申請書の審査に一定の時間を要すると記載され

ており、余裕をもった提出を心がけましょう。

2021 年 2022 年 2023 年 2024 年

2021 年 10 月 1 日～ 2023 年 3 月 31 日

『適格請求書発行事業者の登録申請書』受付期間

2023 年 10 月 1 日～

インボイス制度導入

　また、上記適格請求書発行事業者に登録できる事業者は、消費税課税事業者に限られており、消費税免税事業

者（一般に、2年前の課税売上高が 1,000 万円以下の事業者）は、適格請求書発行事業者に登録はできないことになっ

ています。 （監査部　飯野）

社会保険の適用拡大社会保険の適用拡大

　2016 年から従業員 501 人以上の規模の企業では、従来の加入対象者に加え要件を満たすパート・アルバイト等

も社会保険の加入対象となりました。今後、加入対象は段階的に拡大され、2022 年 10 月以降は 101 人以上、2024

年 10 月以降は 51 人以上の企業でも一定の要件全てを満たすパート・アルバイト等は社会保険の加入が義務付け

られます。

従来の加入対象者
① 正規従業員（フルタイム従業員）

② 週の所定労働時間および月の所定労働日数が、正規従業員の４分の３以上であるパート・アルバイト等

適用拡大のスケジュールと要件

2016 年 10月〜

従業員数 501 人以上の企業

雇用期間が 1年以上見込まれる

2022 年 10月〜

従業員数 101 人以上の企業

変更なし（週の所定労働時間 20 時間以上）週の所定労働時間 20 時間以上

雇用期間が 2 か月超見込まれる

変更なし
（賃金月額が 8.8 万円以上（年収 106 万円以上））

賃金月額が 8.8 万円以上
（年収 106 万円以上）

変更なし（学生でないこと）学生でないこと

2024 年 10月〜

従業員数 51 人以上の企業

　従業員数の判断について、2022年10月以降は「正社員＋加入要件を満たすパート・アルバイト等」で判断されます。

一度適用対象となれば、その後基準を下回っても原則として適用は取り消されません。 （監査部　中居）

２



給与と判断されるおそれのある福利厚生費給与と判断されるおそれのある福利厚生費

　従業員の福利厚生のための費用は、会計上は福利厚生費となりますが、特定の条件を満たしていないと、給与

とみなされて従業員に所得税が課税される場合があります。ここでは、給与となるか福利厚生費となるかの違い

について解説します。

　従業員のための支出を福利厚生費として計上するには、下記の基本要件を満たすことが必要とされています。

・従業員の福利厚生のため

・対象はすべての従業員

・社会通念上、妥当な金額

・社内規定などの基準に

　沿っている

内容 福利厚生費とする要件

・食事を食べた役員・社員が、食事代の半額以上を負担している

・1か月の食事代－役員・社員が負担した金額≦3,500円（税抜）

・全従業員が対象

・健康管理上必要とされる常識の範囲内の費用であること

食事代

健康診断
費用

　税務調査で、福利厚生費としていた支出が給与とみなされると、会社に加算税などのペナルティが課されるだ

けでなく、従業員の所得税負担も増えることになります。福利厚生費となるかの判断については、監査担当者に

ご相談ください。 （監査部　土田）

ドライブレコーダー付きの自動車保険の紹介ドライブレコーダー付きの自動車保険の紹介

　自動車運転中に事故が発生した場合、警察はドライブレコーダーが付いているかの確認

をします。無い場合は詳細に聞き取りをしますが、事故の過失割合を決めるときに揉める

ことが多いです。弁護士白書によると、交通事故件数は減少しているにも関わらず、裁判

になる事例が年々増えてきているようです。

　ドライブレコーダーの映像があればそれが証拠となり、過失割合の判定も早く確定でき

ます。しかし、ドライブレコーダーが故障していて、肝心なときに役に立たなかったとい

う話もあります。ドライブレコーダーを付けている方は、定期的にドライブレコーダーが正常に作動しているか

のチェックをお願いします。

　一部の損害保険会社の自動車保険には、ドライブレコーダーが貸与される保険契約もあります。保険会社によっ

ては、後方も撮影され、あおり運転で危険なときは SOS ボタンを押すとオペレータとつながり警察に連絡してく

れる機能も付いています。事故時は自動的に録画された画像が保険会社に送られ、AIが過去の判例と照らし合わせ、

過失割合を判断してくれるので、早く解決できるというメリットもあります。 （ＦＰ事業部　北守）

低コストでホームページを作る低コストでホームページを作る

　インターネット上のサービスが溢れている今、ホームページを作成できるサービスも多くあります。

　パソコンやスマートフォンを使い慣れていて、「自分でやるからコストを抑えたい」「ちょっとした内容だけ掲

載したい」という方向けに、無料で始められるサービスをいくつかピックアップしてご紹介します。

・Jimdo・Google サイト・ペライチ（シンプルで使いやすい）

・WIX（機能が多く自由度が高い）

・BASE・STORES（ネットショップ特化）

・SELECTTYPE（予約システム特化）

※決済機能を利用した売上があった場合に、手数料が別途発生します

　どれも有料プランにすることで高機能化できます。他にも様々なサービスが次々と出てきていますので、希望

に沿ったサービスを探してみてはいかがでしょうか。 （ＩＴ事業部　堀江）
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相続の豆知識相続の豆知識

　相続が起きた場合、銀行預金はいつ凍結されるのか？

　このような疑問をもった人がいらっしゃいます。凍結とは銀行などの金融機関が亡くなった人（被相続人）の口

座から引き出せなくすることです。

　金融機関では死亡の事実を知った時に口座を凍結するようルールを定めています。なぜ凍結する必要があるのか

と疑問に思われるかもしれませんが、亡くなった時点で被相続人の預金は相続人全員の共有財産になりますので、

一人の相続人や家族などから払出しの請求があっても応じることはできないのです。

　銀行が死亡の事実を知る事例を紹介します。
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新聞のお悔やみ欄

相続人や家族から死亡連絡がくる

近所の人が窓口で伝える

自治会などが香典を用意しに金融機関へ来店する

営業担当者が近所から聞いたりする

　上にいくつか記載しましたがほとんどの場合はお悔やみ欄で知ることが多いです。市役所に死亡届が提出され

たら必ず凍結されると思われがちですがそういうことはありません。

　また、土日や祭日など金融機関の休みの前日に死亡した場合も、直ちに凍結されることは少ないと思われます

ので、キャッシュカードを使って ATM で出金することが可能です。金融機関によっては少額であれば引き出しに

応じてくれるところもありますが、多額の現金を引き出すのは相続手続きが必要になります。必要なお金は事前

に準備しておくことが望ましいです。 （資産税　彼谷）

日本人の健康習慣日本人の健康習慣

　「現代人は忙しい」が耳慣れた言葉になった近年ですが、薬用入浴剤を製造販売する花王の調査によると、日

本人の入浴時間は年々減りつつあるとの結果が出ているそうです。コロナ禍では温泉や銭湯に行く機会も減り、

シャワーだけで済ませているといった方も少なくないでしょう。そこで今回は、医学的にも証明されている入浴

の 3つの健康効果をご紹介します。

温熱作用
体が温まることで血流がよくなり、代謝が活性化されて老廃物や疲労物質が排出されます。

また、自律神経を整える作用もあり心身共にリラックスし、疲労軽減につながります。

水圧作用
入浴では体に水圧がかかります。この圧力で下半身に溜まった血液が押し流されて循環を促

進するため、代謝の活性化による健康効果があります。

浮力作用
水中では体重が 10 分の 1程度になります。

関節や筋肉が重力から解放されて緊張がほぐれ、リラックス効果があります。

　一方で健康被害 (心筋梗塞・脳梗塞・ヒートショック等 )のリスクもあります。対策として日常生活はもとより、

入浴前後の水分・ミネラル補給が効果的とされているようです。

　日々の健康習慣として、お気に入りの入浴剤を見つけて入浴時間を嗜んでみるのもいいかもしれません。

（監査部　奥野）

　春になり、ニュースなどで入社式や新入社員を見ると、自

身が新入社員となった十数年前のことを思い出します。あの

頃からどれだけ成長できたのか、どれだけお客様のためになっ

た仕事が出来ているのか、日々成長していきたいと思った今

日この頃です。 （ＣＯＭ委員　山影）

相続まるごと相談センター
株式会社コネスト
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