2018 年 10 月 － 1

指

うちあわせぜいむまい

年末調整に必要な書類を集めてください

① 生命保険料・地震保険料証明書

が分かるもの（領収書など）

年目以降の住宅借入金等特別控除書類

2

④ 小規模企業共済等掛金の額を証明する書類

⑤
税務署から送付された「住宅借入金等特別控除

〒573-1192 大阪府枚方市西禁野２－４－１７第 5 松葉ビル 3 階
072（805）5252 FAX072(805)5253 info@kskj.jp
チャットワークＩＤ：hikita
http://kskj.jp
【対応業務】
税務申告・相談・代理、事業承継・相続全般業務
経理・給与・経営コンサルタント

30

年分）」と、金融機関から送付さ

30

申告書（平成

○年末調整の準備をしてください ○配偶
者控除はどう変わったか ○年末調整の様
式が変わります ○働き方関連法の概要
○マイナンバー取り扱いに伴う料金につい
て
Ｑ＆Ａはずれ馬券は必要経費？

年中の給与をも

今号の紙面

⑥ 中途入社した方で、他所で平成

法の日
都市景観の日
国際協力の日
体育の日 寒露
目の愛護デー
国際防災の日
鉄道の日
貯蓄の日
統計の日
霜降
国連の日
読書週間（～11 月 9 日）
世界動検（動物検疫）デー

らっていた方がいる場合は、前職の源泉徴収票

1(月)
4(木)
6(土)
8(月)
10(水)
13(土)
14(日)
17(水)
18(木)
23(火)
24(水)
27(土)
31(水)

【年末調整にご用意いただく書類】

10 月の行事・業務案内

11

月末までに作業準備が終えるように手配します。しか

月に従業員の手元に届きます。また、地震保険料な

10

年末調整は

し、必要な書類は

② 国民年金・国民年金基金の控除証明書

拠出金(9 月分)納付期限

どは契約直後に送られる場合もあります。従業員には早めに告知し、必

10 月 31 日(水)

③ 国民健康保険・介護保険などの社会保険料の支払額

社会保険料・子ども子育て

要書類を亡失しないように注意喚起を始めてください。

9 月分納期限・納期特例分

年の途中での扶養親族等の増減や、住所などに変更があった場合など

10 月 10 日(水)

30

年分給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の訂正をお

源泉所得税、特別徴収税額

は、「平成

中間申告(年税額 400 万円超)

願い致します。

決算応答日

個人番号の取扱について

10 月中の

11,2,5 月決算法人の消費税

従業員から提出される年末調整関係書類に、はじめて個人番号が記載

2 月決算法人の中間申告

れた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証

8 月決算法人の確定申告

された書類を預かる場合は、番号確認と本人確認が必要です。預かる場

10 月の税務・労務

明書」

225769

合は番号が記載された書類や情報の安全管理義務が発生します。

京阪総合会計事務所通信
税理士 疋 田 英 司
税理士 中 冨
強
税理士 風 間 慎 一

前年以前に番号を記載している場合、２年目以降は番号記載が不要で

納税者の権利と利益の擁護

す。現実には記載がなくても税務手続きは進めることができますので、

基本理念

年末調整が複雑になります
記載の際には注意を呼びかけてください。

指針

針

（提携・取次先）
（生命保険）大同生命、ＮＮ生命、ソニー生命 他
（損保）ユナイテッド・インシュアランス㈱ 他
（ビジネスソフト）ミロク情報サービス、弥生会計、
Freee、ビズアップ総研
（不動産）スマイシア不動産販売

配偶者控除はどう変わったのか？

万円の控除を受

万円以

配偶者控除は控除対象配偶者がいる場合に適用される
控除です。今までは、配偶者の年間合計所得が
下（給与年収１０３万円）であれば、

38

額が変更になりました。
９００万円超９５０万円以下の控除額は

万円

同
９５０万円超１０００万円以下の控除額は

万円

同
１０００万円を超えた場合、控除がなくなります。

26 38

同

合計所得金額９００万円以下の場合、控除額は

万円

改正後、納税者本人の合計所得金額によって配偶者控除

けることができました。

38

合計所得金額が多くなるにつれ段階的に控除額が減り、

13

76

すと配偶者特別控除の対象となります。
万円超

38

つの条件を満たしている場合に、控除金額は最高

38

円から１万円となります。

所得※」が変更となり、所得額に応じて控除金額は

万

改正により「納税者の合計所得要件」と「配偶者の合計

でした。

万円

円以下（給与年収１２２０万円以下）であること」この２

ること」、また「給与所得者本人の合計所得が１０００万

以前は「配偶者の合計所得が

万円未満であ

配偶者控除の対象にならない場合で、一定の条件を満た

配偶者特別控除の改正点

は本人の所得に関わらず適用できます。

なお、同一生計配偶者が障害者である場合、障害者控除

は所得金額の制限はありませんでした。

１０００万円を超えるとゼロになります。改正前の制度で
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38

※改正後は、配偶者の合計所得金額は
１万６千円未満になります。

万

円超１２３万円以下、年収１０３万円超２０

38

この改正により、今年の年末調整から給与所

得者の配偶者控除申告書が増えました。従業員

にお渡しする書類が増えましたので留意してく
ださい。

今年の年末調整用の申告書類は、昨年までの２枚から、３枚
の新しい様式に変わります。従来、兼用様式であったものを「給
与所得者の配偶者控除等申告書」「給与所得者の保険料控除申
告書」の２枚にしました。
夫婦の個人番号や所得状況
などを記載します。それぞれ
の所得状況によって控除額が
異なるため、自分で計算しな
くてはなりません。事業所得
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など確定申告が予定されている所得まで記
入する必要があります。
保険料控除申告書部分は、
従前と記載内容

は変わりません。

マイナンバー記載欄も増えるなど様式が

変更しましたので、慣れない点もありましょ

うが、事前の周知と早めのお手配をお願いし

ます。

本人確認書類の写し

500 円／人

管理費用

1,000 円／人

される際に、マイナンバーの記載を希望される場合は、特定個

人情報（マイナンバーが記載された個人情報）を扱うこととな
ります。管理費用は下表のとおりになりますのでよろしくお願
いします。

マイナンバー取扱費用

競馬のはずれ馬券は必要経費に
なる？ならない？

コーナー

最高裁平成
東京高裁平成

年
年

月
月

9

12

日判決、馬券購入の態様や利益発生の状況等

日判決（最高裁平成

29

15

年

29

月

12

日上告棄

から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する

29

ご質問の判断は２通りありますので、その規模によって決まります。

馬券購入の回数や規模により判断されます。

はずれ馬券が多いので、払戻金の申告は不要ですよね

業規模に該当するため、はずれ馬券は必要経費になると聞いています。

競馬予想システムを開発して、反復継続して馬券を購入する場合は事

Q&A

20

事業所得には該当しないとしています。

方を示したうえで、当たり馬券は役務の提供による対価でないことから、

得て継続的に行う事業であり、役務の提供に伴うものであるという考え

なお、事業所得ではないかとの考えについては、事業とは「対価」を

に該当せず一時所得と判断されるので申告は必要と思われます。

お尋ねの場合、ほぼ全レースの購入ではないようですので雑所得基準

し、これに該当しない場合は一時所得になると考えを示しています。

馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当

回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として１００％を超えるように

を購入し続け、年間を通じて多額の利益を上げ、これらの事実により、

するなど、年間を通じて利益が得られるように工夫しながら多数の馬券

の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入

国税庁は、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して、偶然性

いと２つの考え方が示されています。

却）は、一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しな

28

働き方の改革関連法の概略

ちでない場合

当面の留意事項は、有給休暇

個人番号通知カードの写し

の取得義務化です。計画的付与

マイナンバーカードをお持

など、経営者に取得のための工

（両面）

夫が求められます。

ちの場合

次いで、労働時間の管理責任

マイナンバーカードの写し

です。長時間労働の削減など、

マイナンバーカードをお持

健康管理とともに経営者に管

年末調整や給与支払報告書、確定申告等の税務手続きをご依頼

理義務が課せられます。

更新費用

最低 5,000 円（年間）

1,000 円／人

最低 5,000 円（初回限り）
初期設定
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※ 初期費用はマイナンバーをお預かりして PC 上に初回設
定し、本人確認書類、個人番号確認書類を厳重に保管
するための費用です。追加の場合も同様です。
※ 更新費用は住所等内容変更の際の費用です。

※ 管理費用は、上記書類等や増えていく特定個人情報フ
ァイルを紙形式、画像形式のいずれかでもお預かりす
る費用です。毎年 1 月の法定調書等の手続きの後にご

請求します。

お預かりする書類

