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年以上前から軽減税率を導入しています
⑤ 日本では持ち帰りのほうが軽減税率なので持ち帰

り対応をした上でイートインされると持ち帰り包

装コストが嵩む上にイートインなら発生しないゴ

す。ご多忙のところ恐れ入りますが、ご協

ミが増えてしまう。

上記期間は、夏季休業とさせていただきま

⑥ 長時間労働で多忙な家で食事する時間がない人は

８月 14 日(火)～16 日(木)

外食機会が増えてしまい、軽減税率の対象から外

夏季休業のご案内

れる機会が増える。
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外食で立ち食いうどんや牛丼を利用する人は標準税
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率。自宅で極上魚沼産コシヒカリ、高級神戸牛ステー

8 月の行事・業務案内

キ、デザートに高級メロンを食べる人は軽減税率。

拠出金(7 月分)納付期限

軽減税率の目的って何？与党は「軽減税率は家計に

8 月 31 日(金)

優しい」っていうけれど、実務では効率が悪い上に、

社会保険料・子ども子育て

ヨーロッパでは

7 月分納期限・納期特例分

が、軽減税率を中止する国も増えてきました。それは多くの

8 月 10 日(金)

問題点があるからです。日本の制度に当てはめてみました。

源泉所得税、特別徴収税額

① 軽減税率の導入の減収分を、他の税目や社会保険料など

中間申告(年税額 400 万円超)

で徴収するので庶民の負担が減少するとはいえない。

決算応答日

② 軽減税率の主な対象は食品だが、利用するシーンによっ

8 月中の

3,9,12 月決算法人の消費税

て税率が異なるため、正確な税率判断は難しい。

12 月決算法人の中間申告

③ 軽減税率が適用されても、商品の価格は販売者がきめる

6 月決算法人の確定申告

理屈も合わない悪法と考えます。

クールビズ実施中です。ノーネクタイ、軽装でご対応しております。ご理解・ご協力をお願いします

8 月の税務・労務

ものであり、コストが上がるため価格が下がるとはいえ

225769

ない。

京阪総合会計事務所通信
税理士
税理士 中 冨
強
税理士

④ 低所得者対策といわれているが、食品は所得に関係なく

納税者の権利と利益の擁護

消費するものであり、たくさん、しかも高額食品を購入

基本理念

できる高所得者ほど有利。
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軽減税率制度を考える

暮らしを守る「軽減税率」というけれど、やっぱり納得できない

うちあわせぜいむまい
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力賜りますようお願い申し上げます。
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になる？ ○健康診断不要の生命保険が流行っています。 ○償却資産税が３年間半額～経営力向上計画
Ｑ＆Ａクレジットカードの利用明細は消費税の課税仕入の証拠書類となる？
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【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

（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

８月の税務・経理・
労務

連絡ください。税務職員には税理士に連絡取
れるまで外で待たせてください。

夏は、帰省や旅行など家庭のイベントが多

● パートタイマーやアルバイトのシフト管理

夏祭りや地域の納涼イベントなどが開催さ

く予定されるため、予定把握をしておかない

● 夏祭りへの寄付の処理
れた場合、その支払いにかかる処理に注意が

と業務が滞ることもあります。十分注意して
ください。
● 夏場の健康管理

場合の連絡方法など多くの課題があります。

携帯電話もつながらない場合の判断基準、出勤

できなかった場合の給与の計算方法、出張中の対

応など多くの課題が出てきます。

従業員などとも相談しながら、必要な対策を検

討しましょう。

また、災害発生時は７日分の待機できる状況を

用意するよう指導されています。勤務時間中の場

合で家に帰れない場合、職場などで避難生活とな

ることもあり得ます。水や非常用食料、衛生品、

簡易トイレなどの用意が必要といわれています。

近年、節電対策から冷房の設定温度を

にされている事業所も多いようですが、最近

① オフィス・工場での水漏れ対策

す。台風情報に対する出勤・退勤の基準、通
勤途上で電車の運行停止や道路寸断があった

年８月から高所得のサービス利用者の

万円です。

限が設定されています。基準となる所得は２２０

りました。ただし、月額４万４４００円の負担上

自己負担を２割から３割に引き上げることにな

平成

● 介護保険改定について

ご検討されてはいかがでしょうか。

年末清掃の負担を軽くする目的もあるようです。

を行う企業も増えています。夏季にも行うことで

によって事情は異なるため、夏季休業前に大掃除

年末は多忙すぎて時間が取りにくいなど、会社

● 夏季休業前の大掃除

全額経費となります。

なお、非常時必需品の整備は、整備した時点で

● 台風等の災害対策

間労働を控えるような注意をしてください。

就労環境への配慮に加え、適度な休憩や長時

うっかりミスや思わぬ事故に結びつきます。

が多発しています。身体の疲労が蓄積すると

の異常な暑さから室内でも熱中症になる事故

度

必要です。
【広告宣伝費となる場合】
社名や屋号等の入ったタオルやうちわなど
を配る、プログラムや提灯などに協賛として
社名等が掲載されるなど不特定多数にアピー
ルする場合。
【交際費となる場合】
取引先の納涼イベントに、ビンゴ大会の景
品を提供する、協賛金を支払うなど、特定の
相手を対象に支払う場合。
【寄付金となる場合】
社名などを一切掲載せずに現金の寄付や人
なる寄付金額は法人の場合は資本金やその年

② 緊急時の行動基準の明確化と周知徹底

地震や台風などの災害が多発しています。

の所得によって限度額が異なります。個人事

③ 非常用医薬品、非常時必需品の整備

員を派遣する場合寄付金となります。経費と

28

合、保険も含め対策を検討する必要がありま

想定外の雨量による水没の危険性のある場

⑤ 緊急連絡網・体制の整備

④ 緊急時持ち出し書類などの表示

業主の場合は経費になりません。

月まで税務調査が本格化しま

● 税務調査への備え
８月から

予告調査には、慌てず、すぐに事務所までご

特に、税理士に連絡もなく調査を始める無

合せをしてください。

す。書類の保管状況など、担当者と十分に打

11
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相続分野の規定を約

プロ野球球団を企業が持つことは、企業
のステータスを高めることができるなど

様々な影響がありますが、税制上の優遇措

置もあるのをご存知でしょうか。親会社が
以下の支出をしても損金処理できます。
1. 球団に支払った広告宣伝費相当額
2. 球団の欠損金を補てんする金銭

通常、親会社が子会社の欠損金を補てん
するために金銭を負担したとしても、子会

の保護が図られる。

さらに、相続された預貯金債権

偶者居住権」の創設や、遺産分割におけ

にも払戻しが受けられる「仮払い

払、相続債務の弁済などの資金需

について、生活費や葬儀費用の支

る配偶者保護のための方策（持戻し免除 無償で住み続けることができる権利を
の意思表示の推定規定）などの見直しだ。 確保する。

制度 」の創設や、相続開始後に共

与または遺贈した場合に、持戻し免除

ずる不公平を是正する方策を設け

一部を処分した場合に、計算上生

要に対応できるよう、遺産分割前

遺産分割規定の見直しでは、婚姻期

相続人となった高齢の配偶者保護に重点

同相続人の一人が遺産の全部又は

現行制度でも配偶者は住居の所有権を

の意思表示があったものと推定し、配

ることにより、処分がなかった場

を置いたものである。
取得すればそのまま住み続けられるが、

偶者に贈与等した住居は遺産分割から

協議に代わる処分を請求できる。

特別寄与者は家庭裁判所に対して

するが、協議が調わないときは、

支払については、当事者間で協議

払を請求できることとする。その

の特別に寄与した者の寄与分の支

をした場合は、相続人に対し、そ

の財産の維持や増加に特別の寄与

や看病などをしたことで被相続人

も、被相続人に対して無償で介護

所有権を取得すれば預貯金などのその他

間

年以上の夫婦間で住居を生前贈

相続人が所有していた住宅に配偶者が

年ぶりに見直す民法改正法案など関連法が７月６日成立

具体的な内容としては、配偶者居住権、
預貯金の仮払い制度、自筆証書遺言保管制
度の創設等が盛り込まれた。相続人以外の
親族が被相続人の介護等をした場合、「特

日までに施行予定。ただし、

別寄与料」を請求できる規定も設けられ
た。
来年７月

になるよう進めてもらいたいものです。

合と同じ結果を実現できるように

スポーツに対する支払いが同様の取扱い

除かれて、相続の対象とはならない優

出であれば、プロ野球のみならず、文化や

の遺産の取り分が少なくなり、生活資金

もあります。しかし、国民に夢を与える支

配偶者居住権及び自筆証書遺言保管制度

識を削いでいるのではないかという批判

する財産処分案などがある。

この通達の存在が、球団の経営努力の意

遇措置を設ける。この結果、現預金や

た現在も生きている通達です。

に困る可能性がある。配偶者居住権は売

いう条件で球団経営する企業に認められ

40

日までに施行予定。

の娯楽を支えるために、「当分のうち」と

は、２０２０年７月

プロ野球の球団経営で節税？

20

この取扱いは昭和 29 年、終戦後の国民

ほかでは、相続人以外の者の貢

られた特権的優遇取扱いです。

不動産などの財産を相続人で分ける際

りません。したがって 11 球団にのみ認め

却する権利がないため、相続税評価が低

会社を持たない広島カープにも適用はあ

配偶者居住権

ーツチームには適用されません。また、親

献を考慮するため、被相続人の親

た取扱いで、Ｊリーグなどの他のプロスポ

に、配偶者の取り分は実質的に増える

この取扱いはプロ野球にだけ認められ

くなり、その分預貯金などの他の遺産の

もなりません。

12

相続法改正の柱は、残された配偶者が亡

とはありません。100％子会社なら損金に

族で相続の対象にならない人で

金額は変わりますが、全額が損金となるこ

ことになり、残された配偶者の生活へ

と、親会社の経営状態によって損金になる

取り分が増える。被相続人の死亡後も被

にならず寄付金となります。寄付金となる

12

くなるまで今の住居に住み続けられる「配

社が危機的な状態にある場合を除き損金
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中小企業が機械装置を取得した場合

(

)

の固定資産税 償却資産税 が、次の
要件を満たす場合、３年間償却資産
税は半額になります。
条件は下の通り
年７月１日～平成

年３月

年以内に販売開始されたものに限り

② 生産性が年１％以上向上する設備等

（

31

① １６０万以上の新品の機械装置が対象
（平成

31

日に取得した資産に限ります。）

28

① 対象は中小企業者（資本金一億円以下、大企
業の子会社を除く）

② 工業会の証明書を取得すること

③ 経営力向上計画書を作成・申請し、認定され
ること

④ 機械装置取得後に上記計画書を提出する場合

特徴は、①全額損金、②最高で

％を超

別によって異なる）③解約返戻金のピーク

える高額の解約返戻金がある。（年齢や性

90

社で同種の保険を販売しはじめました。

日本生命が最初に販売を開始し、以後各

知のみで加入することができます。

額な生命保険に必要な健康診断が不要で告

定されているのが特徴です。このため、高

保険金給付の死亡原因が事故や災害に限

命保険が販売されています。

でも加入できる法人向け給付原因限定の生

既往症があって、生命保険に入れない方

（年末までに計画が認定されない場合は減税
年で来る。

は、取得日から６０日以内に受理されること

書と計画の認定書を添付すること

領収書がない場合はクレジット
カードの利用明細だけでＯＫ？

コーナー

が通常です。

産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているの

クレジットカードサービスを利用した時には、利用者に対して課税資

は問題はありませんが、消費税法では条件が異なります。

ード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等です。法人税で

利用明細には２種類あります。利用店舗で受け取る分とクレジットカ

法人税ではＯＫでも、消費税ではＮＧの場合も

もでますからこれで大丈夫ですか？

書をもらえないところもあります。クレジットカード会社から利用明細

クレジットカードを利用した場合は、店によって利用明細だけで領収

当社は法人カードで商品仕入れや経費の支払いにあてています。

Q&A

また、事故死亡ではなく要介護３以上

書類であれば消費税法に規定する請求書等に該当することになります。

る者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような

役務の内容、④課税資産の譲渡等の対価の額、⑤その書類の交付を受け
の状態になった場合に保険金が給付され

が必要になります。

税率の違いは出ません。したがって、確実に税区分の判る領収書の保存

ところで、来年から軽減税率が導入されるとクレジット利用明細には

消費税法に規定する請求書等には該当しません。

資産の譲渡等を行った事業者が作成・交付した書類ではありませんから、

クレジットカード会社がカード利用者に送った請求明細書等は、課税

相談ください。

ご興味のある顧問先様は担当者までご

様もいらっしゃいます。

短期の資金運用目的で利用される法人

類も豊富になってきました。

る生存型の生命保険も販売されるなど種

会社によって特徴が変わります。

この「ご利用明細」等には、①その書類の作成者の氏名又は名称、②

⑤ １月末の償却資産税の申告時に工業会の証明

解約返戻率は後発の保険会社の方が高

期間が 2 年になります）

課税資産の譲渡等を行った年月日、③課税資産の譲渡等に係る資産又は

15

く、若年者向け、中高齢者向けなど保険

が契約から５年～

健康診断が不要な生命保険が流行っています

詳しくは職員までお尋ねください。

ます。）
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