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ＬＥＳＳＯＮ1 

「なぜ節税（無駄な税金を払わない）を考える必要があるのだろう」

【ヒント1】目的意識をもって節税を行う 

「税金なんてできるものなら払いたくない」これは多くの経営者の本音だと思います。会

社としては利益が残ればできるだけ税金を少なくして、会社のイザというときのためにお

金を残しておきたいと思うでしょう。 

でも単に「税金を払うのは嫌だ！」という気持ちが強すぎると、誤った行動にでてしまう

ことがあります。 

それは節税ではなく脱税をしてしまうことです。真剣に節税に取り組まない人は手っ取り

早く税金をごまかそうとします。 

売上を隠したり、架空経費を計上したりするわけです。 

しかし不正は暴かれます。税務調査がはいって重加算税や延滞税等のペナルティーを受け

、かえって多額の税金を払うことになってしまいます。 

税金の加算だけなら良いですが、脱税額によっては罰金や懲役刑が課されることもありま

す。こうなったら会社の信用もガタ落ちで一気に業績悪化・破産へ転落してしまいます。 

それから誤った節税のやり方を行ってしまい、かえって損をしてしまうことがあります。 

例えば節税になると思って高級車や不動産などを買うことがあります。 

たしかに税金は減ります。でも高級車や不動産を買うのにローンを組みませんか？高い金

利を払っていませんか？税金を減らすために借金をするのもおかしな話しです。 

何より借金は返済しなければなりません。お金は会社からでていき、会社にお金は残りま

せん。 

「節税なんてめんどう」「節税は税理士に聞けばよい」と思っている経営者の方が多いよ

うに思います。 

しかしちょっと考えてみてください。節税は何のためにするのでしょうか？単に税金を払

いたくないから節税するのではありません。稼いだお金を 1 円でも多く残し、自分の会

社の財務体質を強くして会社をつぶさないように行うものなのです。 

これはただ税金を「払いたくない」ということとは違います。「会社を守る」という【目

的意識】を持って節税することなのです。 

目的意識をもっている方は節税についてのやり方や考え方が違ってきます。 

「どうすれば税金が安くなり、会社にどれくらい利益が計上され、その結果どれくらい手

元にお金残るのか」というように、経営のことを考えながら節税を実践していくようにな

ります。当然このような経営者と単に「税金を払うのは嫌だ！」という理由で節税を実践



する経営者では節税に対する意識が変わり、おのずと結果も変わってきます。 

まず「自分の会社を守る」という強い目的意識をもって節税に取り組んで頂きたいと思う

のです。 

【ヒント2】節税は税理士任せにしない 

（筆者は税理士でありながら、こんなことを言うのもなんですが…）実は税理士はあまり

節税しません。節税対策をしっかりと行っている税理士って意外と少ないように思います

。（ただしあくまで主観です。） 

「税金の専門家なのになぜ？」と思われるかもしれませんが、決算前検討会（決算前に利

益予測・納税予測・節税対策を行う検討会）をしっかり行っている会計事務所は意外と少

ないと感じています。もちろん税理士は税金の専門家です。だから会社の方よりは節税の

ことも良くわかっています。しかし主要業務が税務署に対して間違えのない申告をするこ

となので「どうしたら節税になるか」という意識を持った税理士は意外と少ないです。 

だから会社の経営者や経理担当の方が「積極的に税理士に節税意識をもって接しなければ

、税理士側から節税の提案をすることはない」と思ったほうが良いです。 

一方、税理士には勉強家の方が多いです。毎年の税制改正に対応し、税務に関するセミナ

ーや勉強会に参加したりとても熱心でまじめな方が多いです。ですから会社の方が節税に

ついて真剣に取り組んでいる姿勢が見受けられれば、税理士もちゃんとその思いに答えて

くれると思うのです。 

例えば「この特別控除の制度ですが当社にあてはまりそうでしょうか？」とか「税制改正

で発表されたこの制度のここの部分の解釈が良くわからないのですが…。」とか顧問税理

士に質問してみてください。 

顧問税理士の節税に対する真剣度もきっと変わってくると思います。 

だからこそ、経営者の方や経理担当の方が税理士任せにせずに、節税の勉強をすることは

とても大切なことなのです。  



ＬＥＳＳＯＮ2 

「会社を強くする節税、弱くする節税とは」 

【ヒント3】会社を強くすることとは、会社にお金を残すこと 

「会社を強くする」こととは「会社の財務体質を強くする」ことです。では「財務体質を

強くする」とはどういうことでしょうか？「会社に多くの利益を残すこと？」「うーん、

半分正解。」利益がでているのに資金繰りに苦労していませんか？利益がでているのに税

金を払うためのお金がない、ということはありませんか？ 

会社の利益を上げることは大切です。しかし利益がでても会社にお金が残らなければダメ

です。 

利益がでたのに税金を払えなくて、そのために借入していたら何のために苦労して利益を

あげていたのかわかりません。 

多くのお金が会社にあれば、例えば千載一遇のチャンスにお金を投資して、さらに多くの

お金を会社に残すことができるでしょう。 

逆に会社がピンチになったときに、会社に多くのお金があれば持ちこたえることができる

でしょう。 

多くのお金が会社にあればチャンスを掴む確率は高くなるし、ピンチを乗り切る確率も高

くなります。こうして会社はどんどん強くなっていきます。 

つまり会社を強くする節税とは、「会社に1円でも多くのお金を残すために行う節税」な

のです。 

【ヒント4】5Ｗ1Ｈを考える 

「では会社を強くする節税を具体的に教えてください！」 

いえいえ、その前に遵守してほしいことがあります。やみくもに節税を実行したところで

失敗する確率が高くなります。 

節税を実行する前に考えて頂きたいことがあるのです。 

それが「5Ｗ1Ｈ」です。 

5Ｗ1Ｈとはご存知のように「いつ（When）、どこで（Where）、だれが（Who）、な

にを（What）、なぜ（Why）、どのように（How）」という 6つの要素をまとめた

、情報伝達のポイントのことです。 
5Ｗ1Ｈに沿って整理し、5Ｗ1Ｈにあたる内容を相手に伝えるようにすると情報をわかり

やすくもれなく伝達することができると言われています。ビジネスの場面では報告書・メ

ールの作成時や、口頭で状況を説明する際に応用されます。 



この 5Ｗ1Ｈを節税時によく考えて実践しないと節税効果は半減してしまいます。 
では具体的に節税の 5Ｗ1Ｈを見てみましょう。 

When「いつ」節税を行うのか？ 

当期に行ったほうが良いのか、来期にしたほうが良いのか、早い段階で行ったほうが良い

のか期末まで様子をみて行ったほうが良いのか等を検討します。 

Where「どこで」節税を行うのか？ 

子会社や関連会社を複数持っていた場合、どの会社で節税を行ったほうが良いのか検討し

ます。 

・Who「誰」が節税するのか？ 

基本的には会社が節税するのですが、経営者をはじめとする役員の方の節税や、従業員の

方のために行う節税もあります。 

・What「なにを」節税するのか？ 

法人税なのか、消費税なのか、はたまた個人の所得税や住民税にまで視野にいれる節税な

のか検討していきます。 

・Why「なぜ」節税するのか？ 

これの答えは明白です。単に税金を払いたくないから節税するのではありません。会社の

財務体質を強くして、会社を守るために節税することをしっかりと心に刻んでおきましょ

う。 

・How「どのように」節税を行うのか？ 

具体的な節税方法です。一般的にはこのHowだけがクローズアップされますが、そうで

はありません。順番をみてもわかるように「いつ（When）、どこで（Where）、だれが（

Who）、なにを（What）、なぜ（Why）」節税するのかを固めてから「どのように（How

）」節税するか判断していきます。 

むやみに節税を行っても、その効果は半減しますし、全くもって意味のない節税に終わる

こともあります。節税は計画的に行わなければ会社を強くする節税にならないのです。 

【ヒント5】節税の種類を理解する 

「『5Ｗ1Ｈ』についてはよくわかりました。ではいよいよ具体的な節税方法を教えてくだ

さい！」 

いえいえ、まだ早いです。節税にはいろいろありますが、いくつかの種類に分けることが

できます。会社を強くする節税がどのような種類に分類される節税なのか把握したうえで

、節税を実践することが大切です。 

ではどのような種類に分類されるのか、列挙してみましょう。 



まず一般的に言われている節税の種類は次の 4種類です。 

①お金が不要な節税 

②お金が必要な節税 

③税金そのものを減少させる節税 

④税金を先送りにする節税 

今回はもう少し細かく、以下の 9種類に分類してみました。 

①お金が不要な節税 

②お金が必要な節税 

③税金そのものを減少させる節税 

④税金を先送りにする節税 

⑤お金を投資する節税（リターンあり） 

⑥お金を投資する節税（リターンなし） 

⑦お金を消費する節税 

⑧当期しか使えない節税 

⑨毎期使える節税 

意味がわかるものと、いまひとつわからないものがあると思いますのでもう少し詳しくみ

てみましょう。 

①お金が不要な節税 

これは字のとおりですが、節税すること自体にお金がかからない節税のことです。 

②お金が必要な節税 

これも字のとおりですが、節税すること自体にお金が必要な節税のことです。 

③税金そのものを減少させる節税 

これは節税することで当期の税金が減額され、当期に実行した節税が来期以降の税金につ

いては影響を及ぼさない節税のことです。 

④税金を先送りにする節税 

③に対し、当期については税金が減額されたのですが、来期以降には減額された税金の全

部又は一部が増額されてしまう節税です。「課税の繰り延べ」という表現を使うこともあ

ります。 

⑤お金を投資する節税（リターンあり） 

これはお金を何かに投資して行う節税です。「リターンあり」なので基本的に投資したお

金は全額戻ってくるか、さらに収益を生んで戻ってくる節税です。 

⑥お金を投資する節税（リターンなし） 



これは⑤と同じく何かにお金を投資する節税ですが、そのお金が戻ってこない節税です。

ただし投資金額は直接戻ってこないですが、投資したことで会社に利益を生み出す効果が

ある節税のことです。 

ですから直接のリターンはありませんが、間接的にはリターンがある節税になります。 

⑦お金を消費する節税 

これは単にお金を使うだけの節税です。投資目的でお金を使うのではなく、単にモノを買

い、飲み食いに使うだけの節税です。 

⑧当期しか使えない節税 

当期に実行すれば当期については節税できるのですが、来期以降の節税効果は大きな期待

ができない節税です。 

⑨毎期使える節税 

毎期同様の節税効果が発揮される節税です。 

以上、すべての節税は上記のいずれかに該当し、かつ複数の項目に該当します。 

例えば「機械を購入して特別控除を受ける節税」は機械を購入することにお金は必要です

が、特別控除という節税を実践するのにお金は使わないので「お金が不要な節税」になり

ます。また、特別控除という制度により法人税が減額されますが、来期以降に税金が増額

される影響は無く、当期に税金が減額し完了しますので「当期に税金減額が完結される節

税」になります。さらに機械を購入することについては、生産性が向上し売上が増加する

可能性が高くなりますので「お金を投資する節税（リターンなし）」にもなります。そし

て来期、新たに機械を購入すれば特別控除を受けることが可能ですので「毎期できる節税

」にもなります。 

このように個々の節税には様々な特徴がありますので、実践する節税がどのような種類に

分類され、どのような特徴があるのかよく理解して実践することが大切です。 

【ヒント6】節税の優先順位を守る 

「なんだか節税の種類もいろいろあって、ややこしくてめんどうだな。」と思われるかも

しれませんが心配いりません。 

「会社を強くする節税」がどの種類に分類されるか把握してそれを最優先に実践していけ

ばよいのです。 

ところで「会社を強くする」こととは何でしょうか？そうでした。「会社を強くする」こ

ととは「会社に1円でも多くのお金を残す」ことでした。 

会社にお金を残すには、お金を使わなければ残りますよね？答えは単純ですが明快です。 

つまり最優先する節税は「お金が不要な節税」になります。まずこれを真っ先に検討して



いきましょう。 

ところで【ヒント 5】では節税を 9種類に分けましたが、二つに大きく分けると「お金が

不要な節税」と「お金が必要な節税」に分けられます。必ずどちらか一方にあてはまるは

ずですので、まず「お金が不要な節税」を最優先に実践し、それから「お金が必要な節税

」についてもう少し細かく検討していきます。 

「お金が必要な節税」のうち優先してほしい節税は「お金を投資する節税」になります。 

リターンあり・なしについては特に優先順位はありません。確実にお金を残したいのであ

れば「リターンあり」、間接的でも良いから将来を見込んで先行投資したいというのであ

れば「リターンなし」の節税を選択すればよいと思います。「お金を投資する節税」は【

投資】から連想されるように、金額的に大きく、期間的にも中長期にわたり実行されるも

のが多いです。また投資が失敗するリスクもありますので計画性を持って判断すべき節税

といえます。 

最後に行う節税は「お金を消費する節税」です。必要なものを買う、というだけで何も発

展性がない節税です。もちろん「必要なもの」という意味では全く無意味とは言えません

が最後の最後に検討しても間に合います。ただ買うだけですから。 

しかし、たいていの経営者の方は「消費する節税」から行います。「それ、ほんとに必要

ですか？」というものを購入する方多いですね。ものを買うだけでなく、飲み食いに消費

したりとかも。「その接待、ほんとに必要ですか？」ちょっと考えてから使うようにして

みてくださいね。 

では整理してみましょう。 

節税の優先順位は以下のとおりになります。 

（1）「お金が不要な節税」 

（2）「お金を投資する節税」 

（3）「お金を消費する節税」

まずこの3つに絞った優先順位を頭にいれて節税を実践していきましょう。 



ＬＥＳＳＯＮ3 

「財務体質を強くするための『会社の節税』－法人税編」 

【ヒント7】「お金が不要な節税」は決算書のチェックから 

ここでようやく「会社を強くする節税」を具体的にみていきます。 

「お金が不要な節税」については、まず自社の決算書（貸借対照表と損益計算書）と法人

税の申告書をご用意ください。決算書と申告書に節税すべきヒントが載っています。 

（1）お金が不要な節税①「不良債権を貸倒処理する」 売掛金等の債権に注目 

売掛金、受取手形、貸付金等の債権の残高で回収できそうにないものをチェックしましょ

う。回収不能であれば貸倒損失として費用計上します。 

ただし税法上貸倒損失の計上はかなり厳格に規定されていて、貸倒損失として経費計上が

認められる場合は下記の場合です。 

①会社更生法、民事再生法等の法律の規定に基づいて債権が切り捨てられた場合 

②相手先の資産状況、支払能力等から債権の全額が回収できないことが明らかになっ

た場合 
③相手先と取引がなくなって1年以上経過した場合 

しかし相手先の会社が潰れそうな状況で債権回収が滞っているケースでは、上記のいずれ

にも該当しないこともあると思います。 

このような場合は思い切って債権を放棄してしまうのもひとつの方法です。 

どうせ戻ってこない債権ならば放棄すれば債権の税率分は節税できます。 

この場合は自社の決算日までに債権放棄の通知書（内容証明郵便がベター）を送るように

してください。 

（2）お金が不要な節税②「在庫評価損を計上する」 棚卸資産に注目（その1） 

在庫を多く抱えている会社は棚卸資産（商品、材料、仕掛品等）をチェックしましょう。 

棚卸資産については基本的に評価損の計上は認められませんが次の場合には認められま

す。 

①災害で著しく損傷したこと 

②著しく陳腐化したこと 

③破損、型崩れ、たなざらし、品質劣化などにより通常の方法によって販売することがで

きないようになったこと 

このような場合に該当する棚卸資産があるかチェックしてみましょう。 



ただし評価損を計上する場合は、客観的にみて通常価格では販売できないことを証明しな

ければ認められない場合がありますので、写真をとっておくことや、時価を証明できる書

類を用意しておくこと等が必要になります。 

（3）お金が不要な節税③「貯蔵品を消耗品費に振替する」 貯蔵品に注目 

作業用品や包装資材等を貯蔵品に計上している場合、これを消耗品費に振替計上します。 

事務用品、作業用品、包装資材、広告宣伝用の印刷物等は「貯蔵品」として計上するのが

原則ですが、毎期同じくらいの量を購入して継続的に使用していれば購入した日に経費計

上しても認められます。 

（4）お金が不要な節税④「有価証券評価損を計上する」 有価証券に注目 

会社で株などの有価証券を保有している場合、時価が下落したときは評価損を計上するこ

とができます。ただこの場合も棚卸資産と同様に次の場合に限られます。 

①上場有価証券の価額が帳簿価額の 50％相当額を下回り、近い将来その価額の回復が見

込まれないこと 

②非上場有価証券及び上場有価証券のうち企業支配株式について、その発行会社の資産状

態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと 

③会社更生法による更正手続きの開始決定等があったこと 

④②又は③に準ずる特別の事実があったこと 

この条件にあてはまる有価証券がないかチェックしてみましょう。 

（5）お金が不要な節税⑤「固定資産評価損を計上する」 固定資産に注目（その1） 

建物、機械装置、車両などの固定資産についても下記の場合には評価損が認められます。 

①災害や事故により著しく損傷したこと 

②1年以上にわたり遊休状態にあること 

③本来の用途に使用することができないため、ほかの用途に転用されたこと 

④固定資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと 

⑤やむをえない事情により、取得時から 1 年以上事業に使用されないためその価額が低

下したと認められること 

このうちのどれかにあてはまれば固定資産の評価損も計上することができますのでチェ

ックしてみましょう。 

（6）お金の不要な節税⑥「ゴルフ会員権を売却する」 ゴルフ会員権に注目 

バブル時代に高値で購入したゴルフ会員権が当時の価額のまま資産計上されている場合



があります。しかしゴルフ会員権については有価証券や固定資産のように評価損の計上が

できません。このような会員権は売却して売却損を計上します。 

（7）お金の不要な節税⑦「在庫を廃棄処分する」 棚卸資産に注目（その2） 

棚卸資産は評価損を計上することは可能ですが、もう売り物にならない場合は思い切って

廃棄処分するのもひとつの方法です。 

（8）お金が不要な節税⑧「固定資産を廃棄処分する」 固定資産に注目（その2） 

棚卸資産と同様に使用していない、又は使用できないような固定資産は廃棄処分するのも

ひとつの方法です。 

（9）お金が不要な節税⑨「未払費用を計上する」 未払金、未払費用に注目 

当期中に発生した費用であるものの、支払いをするのが来期であるものについて当期中に

費用計上します。 

例えば電話代、水道光熱費、広告費、事務用品費、リース料、保険料等かなりの経費が該

当します。 

また特に金額的に多くなるものに給料、社会保険料、労働保険料の計上があります。 

給料については例えば 3月決算の会社で給与の締め日が 15日の場合、4月 15 日に支給

される給与のうち、3 月 16 日 3 月 31 日までの半月分の給料相当額を未払給与として

計上することができます。 

4 月支給給与が 400 万円であれば半分の 200 万円は未払い計上できることになります。 

ただし役員報酬については日割計算という概念がありませんので対象外です。従業員分の

み未払い計上できます。 

社会保険料（健康保険料と厚生年金保険料）については通常の会社は当月分の保険料を翌

月末に支払います。例えば 3月決算法人ならば3月分の保険料は 4月末に支払います。 

ですから 4 月に支払われる保険料のうち、会社が負担する保険料分（大まかに言えば半

分）は未払い計上できます。 

労働保険料については概算保険料が 40万円以上（労災保険・雇用保険の両保険に加入し

ている「一元適用事業」の場合）の場合は分割での納付が認められています。これについ

ては支払時に経費計上しますが、労働保険料の申告書を提出した時点でも全額を計上する

ことができます。 

分納の場合の納付日は第1期が 7月 10日、第 2期が 10月 31 日、第 3期が 1月 31日

になりますので、例えば 6 月決算の会社が労働保険料の申告書を 6 月中に提出して分納

を選択すれば第 1期 第 3 期の概算保険料を全て経費計上することができます。 



ただしこの場合も経費計上できるのは会社が負担すべき部分になります。具体的には

労災保険料の全額、一般拠出金の全額、雇用保険料の会社負担分になります。 

（10）お金が不要な節税⑩「減資して法人住民税の均等割を減額させる」 資本金等に

注目 

会社の資本金が 1千万円を超えている場合は 1千万円以下にする減資を検討します。 

法人住民税の均等割とは、利益が出ていなくてもその都道府県もしくは市区町村に事務所

等を置いているだけで負担しなければならない税金です。 

その負担額は、資本金等の額で決まります。 

例えば東京都の場合は資本金等の額が1千万円以下（かつ特別区内の従業者数が50人以

下）の普通法人については 7万円の均等割が課されますが、1千万円を超えた場合（かつ

1億円以下）は18万円になります。 

取引規模の割には資本金の額が大きくて、毎期の均等割の負担がもったいないと思われる

会社を時々見かけます。 

お金が不要な「無償減資」の場合、昔はこのやり方で減資をしたとしても実質的な資本金

等の金額は変わらないため、均等割について減額することはできませんでした。 

しかし平成 27年度の税制改正においてこれが変わりました。 

無償減資のうち、欠損填補に充てられた部分は資本金等から減額することとなり、資本金

等の金額が減少し均等割の金額が小さくなる可能性があります。 

資本金が1千万円を超えていて欠損金があるような会社は検討の余地があります。 

（11）お金の不要な節税⑪「売上の計上基準を見直す」 売上高に注目（その1） 

売上を計上する時期は「引渡しがあった日」なのですが、その引渡しの日をいつの時点で

捉えるかで売上を計上する時期が違ってきます。 

例えば現在の売上計上基準を「出荷した日」にしていたものを、取引先が「検収した日」

に変更するだけで売上が来期回しになる金額が増えていきます。 

売上の計上基準は業種によって異なりますので以下整理してみます。 

「商品や製品を売る場合の売上計上基準」 

・出荷基準…商品等を出荷したときに売上を計上する基準です。 

商品等を出庫したとき、トラックや船に積み込んだとき、得意先の指定した場所に搬入し

たときなどに売上を計上します。 

物販業でよく採用されている基準です。 

・納品基準…商品等を納品した日に売上を計上する基準です。商品、製品等を納品する



場合に広く採用されている基準です。 

・検収基準…相手方が検収を完了した日に売上を計上する基準です。 
納品は受けたが、依頼した仕様と違い修正が必要になるといった場合が多くあるような業

種で採用される基準です。製造業等で多く採用されています。 

使用収益基準…相手方がその商品等を使用でき、収益を獲得できるような状態になっ

たときに売上を計上する基準です。土地・建物を販売する不動産業などで採用されてい

ます。 

・検針基準…検針等により販売数量を確認したときに売上を計上する基準です。電気

・ガス・水道等の販売で採用されます。 

「請負の場合の売上計上基準」 

請負には物の引き渡しが必要なもの（建築請負等）と、物の引き渡しが必要でない役務の

提供だけのもの（運送、設計、エンジニアリング等）とがあります。それぞれ計上基準は

次のようになっています。 

（物の引渡しが必要な場合） 

・完成引渡基準…目的物の全部を引き渡した日に売上を計上する基準です。

・部分完成基準…建設工事等の全部が完成しないときにおいても、その事業年度にお

いて引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事収入を売上に計上

する基準

（物の引渡しが必要でない場合） 

役務完了基準…設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供を行ったこ

とにより受ける報酬の額について、その約した役務の全部の提供を完了した日に売上

を計上する基準

部分完了基準…その技術役務の提供について、その支払を受けるべき報酬の額が確定

する都度その確定した日に売上計上する基準。 

大事なことは自分の会社がどの売上計上基準がもっとも合理的であるか検討し、毎期

継続して適用することです。一度決めた計上基準は合理的な理由がなければ変更すること

ができませんのでご注意ください。 

（12）お金が不要な節税⑫「事業年度を変更する」 売上高に注目（その2） 

法人税の申告書と一緒に提出する「法人事業概況説明書」の月別の売上高の状況を過去3

年分ほど確認してみてください。 

これを見て毎期決算月やその直前に集中して売上が増加する傾向が見られる場合は事業

年度の変更を検討すべきです。 



また、決算直前に大きな契約が成立し期末に売上が一気に上がる場合もそうです。 

期首に売上が大きく計上されたとしても、期末まで約 1 年の期間あるため早い段階で節

税の手を打つことができます。 

逆に期末に売上が一気に上がってしまうと、かなり強引な節税を行うことになり、かえっ

て会社の財務体質を弱くする結果を招いたりします。 

事業年度の変更は株主総会の議事録と税務署等への届出書を提出するだけで簡単に変え

ることができますので検討してみましょう。 

余談ですがキーエンスという上場企業が過去に事業年度を変更して40億円もの節税に成

功したことがあります。 

事業年度の変更理由は売上とは直接関係はありませんでしたが、税制改正で法人税率が約

2％引き下げられたときに、新税率のメリットをできるだけ早い時期から享受するために事業年度

の変更を行ったのです。その結果40億円もの節税に成功しました。

キーエンスがこのようなことを行ったのは税率が下がることを知っていて、事業年度の変

更を行えばより早く低い税率が適用になることに気づいたからです。 

節税は知らなければ損をします。そしてその節税を実践する時期や効果に気づかなければ

やはり損をします。 

目的意識を持って真剣に節税に対し取組む人が得をするのです。 

（13）お金が不要な節税⑬「3月決算法人は事業年度を変更する」 純資産に注目 

日本の上場企業は 3 月決算の会社が多いですが、中小企業については 3 月決算にこだわ

る必要はありません。3月決算は決算を担当する会計事務所も繁忙期になりますので、決

算対策等の作業が雑になることは絶対無いとは言えません。また会計事務所だけでなく、

自社の閑散期に決算月を設定したほうが、密度の濃い決算対策を行える可能性が高まると

いうものです。 

そして 3 月決算のデメリットをもう一点あげると、銀行の決算月が 3 月であることです

。 

これは節税とは直接関係ないことですが、3月になると銀行としては実績を上げるために

お金を貸したがります。「3ヶ月たったら全額返済してくれれば良いので…。」と営業担当

に頼まれ、付き合いのために融資を受けることがよくあります。 

ところが 3 月決算法人が 3 月に融資を受ければ、当然決算書には借入金という「負債」

が増えます。一方で預金という「資産」も同額増えるので問題は無いように思えますが、

そうではありません。 

例えば総資産 1 億円・純資産 3 千万円・自己資本比率 30％（3 千万円÷1 億円）の会社

が 3月に 2千万円の融資を受けたとします。これにより総資産は 1億 2 千万円に増えま



すが、純資産は 3 千万円で変わりませんので、自己資本比率は 25％（3 千万円÷1 億 2

千万円）に下がります。自己資本比率が下がれば対外的な評価は下がり、銀行評価も下が

ります。（融資させた銀行は事情が分かっているので良いでしょうが、他の銀行評価は下

がってしまいます。） 

なんとなく 3 月決算にしている中小企業は多いと思いますが、これらのデメリットにつ

いては認識しておくべきです。 

（14）お金が不要な節税⑭「欠損金の繰戻還付を受ける」 法人税申告書（別表1）に注

目 

「欠損金の繰戻還付」とは、前期が黒字で当期が赤字なった場合、前期に納税した法人税

の全部又は一部が還付される制度です。 

「欠損金の繰越控除」という制度がありますが、これは 9 年間（平成 30 年 4 月以降は

10年間）赤字を繰越し、来期以降の黒字と相殺できる制度です。 

「欠損金の繰戻還付」は「欠損金の繰越控除」との選択になりますので、資金繰り状況を

良くしたいのであれば「欠損金の繰戻還付」を選択すればよいし、来期以降に黒字と相殺

できる赤字をより多く繰り越したい場合は「欠損金の繰越控除」を選択すればよいです。 

ただし還付されるのは法人税のみです。法人住民税や法人事業税は還付されません。 

（15）お金が不要な節税⑮「期限切れの繰越欠損金を利用する」 法人税申告書（別表

7）に注目 

繰越欠損金は 10 年間で黒字と相殺できなかった場合には切り捨てられてしまいますが、

貸借対照表上は残ってしまいます。ですから、その後に黒字が出たとしても切り捨てられ

た赤字とは相殺できずに債務超過の原因になることもありますので、過去の繰越欠損金が

いつ切り捨てられてしまうか注意が必要です。 

そして当期において切り捨てられてしまう繰越欠損金がある場合は、何とか利益を捻出で

きないか検討する必要があります。 

本業の利益では追いつきそうにない場合、下記の方法を検討してみます。 

・解約返戻率がピーク（に近い）生命保険を解約する。 

・倒産防止共済を解約する。 

・役員からの借入金を債務免除してもらう。 

これらの方法により意図的に利益を捻出して切り捨てられる繰越欠損金と相殺します。 

一方、切り捨てられた繰越欠損金は税務調査がはいって否認事項が出たときの修正金額と

相殺することができます。ですから税務調査がはいりそうな時期には、期限切れの繰越欠

損金をあえて切捨てする選択も検討してみましょう。 



（16）お金が不要な節税⑯「税額控除制度を受ける」 

最後に掲げるのは各種の税額控除の制度です。 

これについては非常に多くの制度があります。また税制改正も頻繁に行われるので、昨年

は適用があったのに今年は廃止になってしまった、ということもよくあります。 

ですから気になる制度を目にしたら顧問税理士に「この○○税制はウチの会社は使えます

かね？」と聞いてみてください。 

どのような税額控除の制度があるかは中小企業庁の「中小企業税制パンフレット」等を参

考にしてみるとよいでしょう。 

今回は比較的良く使われている代表的な税額控除の制度を二つご紹介しておきます。 

①中小企業投資促進税制 

中小企業者が以下の設備を購入したときに取得価額の7％を税額控除できる制度です。 

（又は取得価額の30％を減価償却費として追加計上することもできます。） 

対象資産は以下のとおり。 

・1台 160 万円以上の機械 

・1台 120 万円以上の測定工具、検査工具 

・70万円以上のソフトウェア 

・車両総重量3.5 トン以上の貨物自動車 

・内航船舶 

②所得拡大促進税制 

従業員への給与を前年比 2％以上賃上げした場合は、前年度からの増加金額の 22％を税

額控除できる制度です。 

この制度は判定基準がかなり複雑な制度ですので顧問税理士に必ず確認してください。 

以上、「お金が不要な節税」についてご紹介しました。まずは最優先でこれらの節税につ

いて検討してみましょう。 

【ヒント8】「お金を投資する節税」は投資対象を「ヒト・モノ・カネ」で考える 

では次に「お金が必要な節税」のうち「お金を投資する節税」についてみてみましょう。 

投資は大きな利益を生む可能性がありますが損失を被る可能性もあります。 

そこで節税については、投資金額が確実に回収できる節税を「リターンあり」と呼び、節

税が将来利益を生む可能性があるけれど、損失を被る可能性もあるものを「リターンなし

」と呼ぶことにします。 

まず「確実に回収できる」節税と「将来利益を生む」節税をバランスよく実践するのがよ

いのではないでしょうか。 



さらに、具体的な投資対象を3つの視点「ヒト・モノ・カネ」から検討するとよいでしょ

う。 

「ヒト」は人材投資ですので非常に重要な投資です。ですから積極的にお金を使うべきで

す。一方で役不足な人材しか集まらないようなリスクもありますので、「ヒト」は「リタ

ーンなし」の投資節税です。 

「モノ」は機械、自動車などの設備投資です。設備投資が必ずしも利益に貢献するとは限

りませんが、設備投資をすることで作業効率があがり収益性が上がる可能性があります。 

一方で設備投資したものの思うような効果がでない場合もありますので、「モノ」は「リ

ターンなし」の投資節税です。 

最後に「カネ」ですが、「カネ」と言ってもお金をお金に投資するわけではなく、例えば

生命保険とか解約すれば確実にお金が戻ってくるものをさします。 

ですから「カネ」に対する投資だけが「リターンあり」の投資節税になります。 

「お金を投資する節税」についてはこの 3つの視点で具体的にみていきましょう 

（17）お金を「ヒト」に投資する節税①「給与を2％以上増額する」 

これは「お金が不要な節税」でご紹介した「所得拡大促進税制」を利用する方法です。 

所得拡大促進税制は従業員への給与が前年度より増加し、かつ一定割合以上増加している

場合、前年度の増加金額の 10％ 22％の税額控除が受けられる制度です。 

節税自体にお金はかかりませんが、前提として給与を増額しなければ適用が受けられない

ので厳密に言えばお金が必要な節税になりますので「お金を投資する節税」としてご紹介

しておきます。 

お金は出ていきますが「ヒト」は企業の宝です。競争力を高めるためにも人材投資は良い

のではないでしょうか。 

（18）お金を「ヒト」に投資する節税②「決算賞与を支給する」 

決算賞与は節税ができ、かつ従業員のモチベーションも高まる、お勧めの節税です。

利益が残って節税を考えなければならないという嬉しい悲鳴は、従業員の方が頑張ってく

れたという面もあるはずです。 

また従業員の方は「頑張って利益を出せば、会社は社員に還元してくれる」という気持ち

になりますので、モチベーションも高まり、更なる増収増益につながるというものです。 

なお決算賞与を支給するときは決算期後 1 ヶ月以内の支給であればＯＫなのですが、こ

の場合は従業員さんに期末までに賞与金額を事前に支給通知しなければなりませんので

注意が必要です。 



（19）お金を「ヒト」に投資する節税③「日当を支給する」 

出張が多い会社は出張手当（日当）を支給します。日当は全額が経費になり、もらう側は

所得税、住民税がかかりません。 

この出張日当を経費にするためには、まず「旅費規程」を作成する必要があります。

そして日当支給時には「出張旅費精算書」等を作成して管理するようにします。 

ここで日当をいくらに設定するかが問題になりますが、一般的には「1万円 2万円くら

いであれば問題なし」という人が多いようですが、これはあくまでも無難な設定です。 

実際にはこれ以上の金額に設定している会社はいくらでも存在します。会社の規模や給与

額等のバランスで決定していけば良いと思います。 

また、代表者・役員・一般社員で金額の差があることに問題はありませんが、代表者の日

当だけ特別高いのは問題です。 

例えば毎月の役員報酬が 10 万円しかないのに日当が毎月 50 万円以上あったら税務調査

で否認される確率は高くなります。 

税務上「いくらまでならＯＫ」という規定はありませんが、会社の規模、出張における業

務内容、役員報酬や給与とのバランスを考えて設定する必要があります。 

（20）お金を「ヒト」に投資する節税④「社宅を活用する」 

役員の自宅を社宅にすることで自宅の家賃の 50％以上を経費として計上することが可能

です。 

賃貸の場合は賃貸借契約を会社名義に変更し、所有している場合は会社が個人から自宅を

買い取り、個人に賃貸します。 

社宅にすれば今まで役員報酬や給与から支払っていた家賃（賃貸の場合）や固定資産税、

修繕費、火災保険などの経費が会社の経費となります。 

（21）お金を「ヒト」に投資する節税⑤「中小企業退職金共済（中退共）に加入する」 

中小企業退職金共済（中退共）とは、「中小企業退職金共済本部（中退共）」という国の運
営する機関に毎月掛金を支払えば、従業員が退職したときには会社に替わって中退共が退職

金を支払ってくれるという制度です。 

掛金は従業員ごとにいくら掛けるか決めることができ、その金額は５千円から３万円まで

１６種類の中から選ぶことができます。この掛金は全額が経費になり節税になります。 

また、初めて加入する会社には 1年間、国が掛金の半分を助成してくれるという、うれし

い特典もあります。 

ただし加入するのに注意すべき点が三点あります。 

①従業員全員を加入させなければならないこと 



②役員は加入できないこと 

③退職金は直接退職者の口座に振り込まれること 

①についてはアルバイト等の一部の短期労働者等は加入させなくてもＯＫですが、基本的

に全従業員を加入させなければなりません。これについては従業員ごとに16種類の中か

ら掛金を設定できますので雇用期間、年齢、給与額に応じて個々に設定すればよいでしょ

う。 

②についてですが役員は同じ国の制度で「小規模企業共済」（後述）がありますのでこれに

加入することをお勧めします。なお、この制度は個人で加入する制度ですので会社の節税

にはなりません。 

③については一番のポイントですが、従業員が退職したときに支払われる退職金は会社に

振り込まれず、直接退職者の口座に振り込まれる、ということです。例えば会社に多大な

損害を与えて会社を退職する従業員に対して退職金の減額ができるわけでもなく、規定ど

おりの金額が本人に支払われますので、会社の基準で退職金を調整することが難しくなり

ます。 

（22）お金を「モノ」に投資する節税①「中古資産を購入する」 

「ヒト」の次は「モノ」に対する投資です。「モノ」については機械、車両、備品、ソフ

トウェア等に設備投資する場合や、収益を目的とする不動産等に投資する場合があります

が、まず設備投資についてみてみましょう。 

設備投資の場合、その対象資産が中古である場合は耐用年数が短くなります。 

モノによっては耐用年数が 2 年かつ定率法で償却すれば全額 1 年で経費として落とせま

す。 

「4年落ちのベンツを買え」とか言いますが、車の耐用年数は新車で 6年ですので、4年

落ちの車を期首に購入すれば耐用年数は 2年になり、定率法の償却率 1.000 で計算する

ことで全額経費として計上できます。 

ただし、減価償却費は取得した月に応じて月数按分して計上されますので、期末に購入し

ても大した節税効果はありません。 

「当期は間違いなく利益が残るはず」と確信していればすぐに買うのが得策といえるでし

ょう。 

（23）お金を「モノ」に投資する節税②「30万円未満の資産を購入する」 

1 個 30 万円未満の資産ならば期末に買っても全額経費で落とせます。パソコンやソフト

ウェアなどが対象候補です。 

ただし注意点が二点あります。 



一つは年間総額 300万円の上限があること。 

もう一つは消費税込みの経理をしている会社は消費税込みで 30万円未満、消費税抜きの

経理をしている会社は消費税抜きで 30万円未満 

であることです。 

（24）お金を「モノ」に投資する節税③「中古の土地建物の按分」 

中古の土地建物を購入した場合、購入金額を土地と建物に分けて計上するわけですが、土

地と建物の金額区分が明確に分かれていない場合は合理的な方法で土地と建物を按分し

なければなりません。 

このときに建物の金額をなるべく多く計上したほうが節税になります。 

なぜなら建物は減価償却費を計上できますが土地はできません。また消費税の観点からも

建物は消費税を控除できますが土地はできませんので、なるべく建物の金額を多くしたほ

うが節税になるわけです。 

ではどのように按分するかですが「時価で按分する」のが原則となります。 

その按分方法には以下の 4 つの方法がありますので、これらを計算してみて 4 つの方法

のうち最も建物が高くなる方法を選択すればよいのです。 

①建物について「建物の標準的な建築価額」を基に計算して建物の価格を確定させ、残り

の金額を土地の価格とする方法 

②土地について路線価÷0.8（路線価は通常時価の 8割と言われているため）で計算して

土地の価格を確定させ、残りの金額を建物の価格とする方法 

③購入金額の総額を固定資産税評価額で按分する方法 

④不動産鑑定士に評価してもらう方法 

最もよくやる方法は③です。また、この方法で按分した場合は税務調査で否認されるリス

クはほとんどありません。 

しかし、他のやり方がダメというわけではありません。④については不動産評価の専門家

が決めるので最も確実な方法と言えますが、鑑定評価のコストが数十万円かかるのがネッ

クです。 

また、①②については地域によっては格差が生じる方法なので正確性にかけた方法です。 

しかし、いずれも根拠のある「合理的な計算方法」ではありますので、できれば 4つの方

法を比較した上決定するのが良いでしょう。 

（25）お金を「モノ」に投資する節税④「経費の前払いを行う」 

家賃や保険料、サーバー代、リース料など毎月支払いが継続することが決まっている経費

は期末に翌一年分を前払いすることで全額を経費にすることができます。つまりその事業



年度については二年分を経費に計上できることになります。

どうせ支払うものだから支払いを先に済ませて前倒しで経費計上するということです。 

ただしこの節税を実行するには三つ注意点があります。 

ひとつは一年分の経費を前払いするので、資金繰りが期末に悪化することです。 

節税に有効だという側面ばかりを意識していると、逆に思わぬ資金繰りの悪化に陥る可能

性があるので注意が必要です。

次に一年分前払いを毎年継続しなければいけないということです。

つまり翌年は利益が出ていなかったり資金繰りが苦しかったりしても、同じ時期に一年分

を「継続的に」前払いしなければなりません。 

「継続的に」とは通常3年 5 年といわれていますが、最低この期間は継続しなければ税

務調査で否認される確率が高くなります。 

三つ目はこの経費の性質が「等質等量」かつ「重要性の乏しいもの」でなければならない

ことです。 

「等質等量」とは具体的には家賃や保険料等の支払いが該当します。 

一方、例えば顧問税理士の報酬を前払いにしたとしても、その顧問税理士の相談内容や相

談料は毎期違いますので「等質等量」には該当せず、当期の経費にすることはできません

。 

また「重要性の乏しいもの」については明確な基準はありませんが、金額の大きいもの（

これもいくらだからダメ、という基準はありませんが、過去の判決例では当期の経費と翌

期の経費の合計額が売上の 2割になっていた事案が否認された例があります。）について

は注意が必要です。 

また、例えば不動産を転貸している場合に受取家賃を収益計上しておきながら、支払い家

賃のみ前払計上しているような場合は、完全に収益との対応関係が崩れることになってし

まうので認められません。 

（26）お金を「カネ」に投資する節税①「中小企業倒産防止共済制度に加入する」

最後に必ずお金が戻ってくる「カネ」に投資する節税を見てみましょう。 

「中小企業倒産防止共済制度」は毎月一定の掛金を払っていれば、得意先が万一倒産とな

ったときに支払った金額の１０倍までのお金を貸してくれるという制度です。そしてこの掛

金は全額経費になり節税になります。１２ヶ月以上払っていれば解約しても支払った掛金

の８０％、40 か月以上払っていれば支払った掛金の全額が戻ってきます。 

しかもこの掛金については経理処理としては資産計上した上で掛金を損金算入できます。 

どういうことかというと、経費として計上しないので利益自体は下がらず、しかし、税金



を計算するときは掛金を控除した上で税金を計算します。ですから財務諸表上は純資産が

減らずに財務体質を強く見せる効果があるのです。 

ただし法人税の申告書に適用額明細書と別表 10（6）を添付することが要件となっていま

すのでご注意ください。 

（27）お金を「カネ」に投資する節税②「生命保険に加入する」

生命保険を会社で加入することでその保険料の半分 全額を経費に計上することが可能

です。特に社長に万が一のことがあれば売上が激減することが想定されます。このような

リスクヘッジのために生命保険は必ず加入するべきです。 

生命保険についてはいろいろな種類がありますので、加入検討するときは専門家によく相

談した上で判断しましょう。 

【ヒント9】「お金を消費する節税」はお金が残らない節税 

最後に「お金を消費する節税」についてみていきます。お金を使えば節税になりますが、

前述したように無意味な消費は避けなければなりません。 

「税金を払うなら使ったほうがいい。」と思われるかもしれませんが、ちょっと考えてみ

てください。 

例えばたいして意味の無い接待を1ヶ月間、金額にして 100万円支出したとします。 

この支出で最終利益が500 万円→400万円となり、税金が（実効税率30％として）150

万円→120 万円になったとします。30 万円の節税ですね。 

会社に残ったお金は 400万円－120 万円＝280万円残りました。一方、もしこの100万

円の接待費を使わなかったらどうでしょうか。会社には 500 万円－150万円＝350万円

のお金が残ります。 

接待費を 100 万円支出することで確かに税金は 30 万円減ったのですが、会社に残るお

金は逆に70 万円少なくなってしまいました。 

もちろん、この接待が功を奏し大きな受注をもらったならば意味があったということにな

るのですが、お金を消費すれば節税にはなりますが、お金は残らないのです。 

「会社を強くする節税」とは「会社に 1 円でも多くのお金を残す節税」だということを

改めて心に留めておきましょう。 

【ヒント10】節税のその他の特徴を理解する 

以上、具体的な節税方法についてご紹介しました。 

この他にも節税方法はありますが紙面の都合で特に重要なものに絞ってご紹介しました。 

これらの節税について以下の特徴についてもできれば把握しておきましょう。 



①税金そのものを減少させる節税 

②税金を先送りにする節税 

③当期しか使えない節税 

④毎期使える節税 

以下にご紹介した節税についてその他の特徴についても触れておきます。 

なお③と④については状況によってはどちらもあてはまる場合があります。 

（1）「不良債権を貸倒処理する」①④ 

（2）「在庫評価損を計上する」①④ 

（3）「貯蔵品を消耗品費に振替する」①③ 

（4）「有価証券評価損を計上する」①④ 

（5）「固定資産評価損を計上する」①④ 

（6）「ゴルフ会員権を売却する」①③ 

（7）「在庫を廃棄処分する」①④ 

（8）「固定資産を廃棄処分する」①④ 

（9）「未払費用を計上する」②③ 

（10）「減資して法人住民税の均等割を減額させる」①③ 

（11）「売上の計上基準を見直す」②③ 

（12）「事業年度を変更する」②③ 

（13）「3月決算法人は事業年度を変更する」②③ 

（14）「欠損金の繰戻還付を受ける」①③ 

（15）「期限切れの繰越欠損金を利用する」③ 

（16）「税額控除制度を受ける」①④ 

（17）「給与を2％以上増額する」①④ 

（18）「決算賞与を支給する」①④ 

（19）「日当を支給する」①④ 

（21）「中小企業退職金共済（中退共）に加入する」①④ 

（22）「中古資産を購入する」①④ 

（23）「30万円未満の資産を購入する」①④ 

（24）「中古の土地建物を購入する」①④ 

（25）「経費の前払いを行う」②③ 

（26）「中小企業倒産防止共済制度に加入する」①④

（27）「生命保険に加入する」①④ 



ＬＥＳＳＯＮ4 

「財務体質を強くするための『会社の節税』－消費税編」 

【ヒント11】消費税の節税は最優先でやるべき 

消費税の節税は一般的には難しいといわれています。難しいとは「節税効果があまりなく

節税自体が難しい」ということと「消費税の仕組みが複雑なため理解して実行するのが難

しい」ということです。 

しかし消費税は規模の小さい会社でも赤字の会社でも納税額は多額になります。ですから

法人税の節税以上に節税できることはするべきなのです。 

【ヒント12】自社の消費税の課税状況を確認する 

最初に自分の会社の消費税の課税状況について確認しておきましょう。 

（1）「原則課税か簡易課税か」 

消費税の課税方法について確認します。 

前々期の課税売上高が5千万円以下の場合は簡易課税制度を選択することができます。 

まず原則課税か簡易課税かどちらの制度で課税されているのか、そしてその制度で計算し

ているほうが本当に節税になっているか確認します。 

確認の仕方は顧問税理士に確認するのが一番早いです。通常は会計事務所でどちらが有利

かシミュレーションはしているはずですが、それを懈怠している場合もあります。 

簡易課税を選択している会社は必ず年 1 回決算月に比較シミュレーションを行い、顧問

税理士と来期は簡易課税を継続するのか、原則課税に変更するのか、打合せをしたほうが

良いでしょう。 

①簡易課税を選択している会社の節税 

簡易課税は課税売上を 6 つの業種区分に区分し、業種区分ごとの売上高に対して掛け率

を乗じて消費税を計算する計算方法です。 

つまり仕入や経費にかかる「支払った消費税」は一切関係ありません。売上にかかる消費

税だけが関係してきます。 

ですから自社の売上が 6 種の業種区分のうち、より掛け率の低い業種区分に分類できな

いかを検討します。同じ仕事内容でも実は違う区分に分けられる場合もあります。 

これについては顧問税理士に売上区分を細分化できないか相談してみましょう。 

②原則課税を選択している会社の節税 

原則課税は簡単にいうと課税売上にかかる消費税から課税仕入にかかる消費税を差引い

た消費税を納税する方法です。 



また前々期の課税売上高が 5千万円を越えると自動的に原則課税となります。 

ところで消費税には売上でも仕入でも消費税がかかるものとかからないものがあります。 

したがって売上については消費税がかからない売上を多くし、仕入については消費税がか

かる仕入を多くしたほうが納税額は少なくなることになります。 

しかし、売上げについては消費税がかからないものは輸出売上や不動産のうち土地の売上

等に限られるので調整は難しいです。 

調整しやすいのは仕入についての消費税です。 

つまり、消費税のかかる仕入（経費）を多くし、消費税のかからない仕入（経費）を少な

くすれば良いことになります。 

ではいくつか事例をあげてみましょう。 

・社員を外注に変える 

人件費（給与）には消費税はかからないので消費税を控除することができませんが、外注

にすれば消費税は課税扱いになるので消費税は控除できます。 

また外注にすれば社会保険も加入する必要がなくなるのでこれについても節減できます。 

しかし、人件費を外注費に替えることはこれ以外の諸問題があるため、簡単に替えること

はできません。 

給与と外注費については税法上明確な線引きはなく、また消費税についてはかなりの金額

が減額されるので税務調査で問題視されることが非常に多いです。 

また、従業員から外注に替わった場合、もらう側とすれば給与でもらったほうが、税金が

安くなることが多いです。また社会保険についても自己負担となりますので、支給金額に

ついて会社と協議する必要がでてきます。 

・収入印紙は金券ショップで買う 

収入印紙は郵便局で購入すると非課税扱いですが金券ショップで購入すると課税扱いに

なります。 

・慶弔関係はカネでなくモノで送る 

冠婚葬祭の祝い金、見舞金、香典等についてはお金を包んで渡す場合は非課税ですがモノ

を購入して渡した場合は課税扱いになります。 

（2）「税込経理か税抜経理か」 

消費税の会計処理については内税で経理を行う税込経理と外税で経理を行う税抜

経理があります。
基本的に消費税の処理を税込経理にしても税抜経理にしても利益が変動することはない

ので損得は発生しません。 



しかし、他の事情とリンクした場合に有利不利が生じる場合があります。 

①税込経理が有利な場合 

・特別償却、特別控除の資産判定では「購入資産○○万円以上」という要件が多いので、

税込経理の方が有利です。 

・税込経理の方が売上金額は大きく見えるので銀行から融資を受けるのに有利です。 

・税込経理の場合、消費税を経費として計上する時点を「決算時点」又は「申告時点」（

つまり、当期か翌期か）に選択できるので利益調整することができます。（ただし、継続

して行う必要があるのでコロコロ変えると否認されますのでご注意ください。） 

②税抜経理が有利な場合 

・交際費の損金不算入額が少なくなるので有利です。 

・30万円未満の少額減価償却資産の判定で購入金額が大きくなるので有利です。 

・高額な設備投資等をした場合は税抜経理の方が利益は少なくなり有利になります。これ

は減価償却費の限度額計算が長期にわたって影響を及ぼすためです。高額な固定資産を購

入した場合は注意が必要です。（別途「参考資料」の【3.経理処理による影響が大きい事

例】参照） 

以上、消費税は普段の節税については限定的で大した節税にならないものが多いのですが

、簡易課税と原則課税の比較計算、設備投資時の税抜経理等、特殊な場面で大きな影響を

受けることがあります。しかもこの場面での選択ミスや懈怠による損失は数百万円規模に

なることもあります。ですから、消費税の節税については消費税の仕組み、課税方法、届

出の期限、経理処理等を理解しておくことは大きな損失を未然に防ぐことになるのです。 

本来は会計事務所がその責務を果たすべきですが「税理士任せ」にすると痛い目にあうこ

とがあります。 

実は税理士がクライアントから税賠訴訟を受けることが一番多いのが消費税に関する訴

訟です。簡易課税選択届出書を期限内に提出することを忘れたり、原則課税と簡易課税の

比較シミュレーションを懈怠したため不利な課税方法で消費税を納税することになった

り等消費税に関する会計事務所のミスは意外とあるのです。 



ＬＥＳＳＯＮ5 

「財務体質を強くするための『会社の節税』－その他」 

【ヒント13】小規模な会社はまず最適な役員報酬を検討する 

今回のテーマは「会社の節税」ですが、私は「会社の節税」を検討するときは「個人の節

税」も同時進行で考えるべきだと思っています。 

なぜなら実際に会社の舵を取る経営者の方の財務体質が強くなければ、会社の財務体質を

強くさせることは不可能だと思っているからです。 

ですから「個人の節税」は会社を強くするために大切な節税ですのであわせて見ておきた

いと思います。 

中小企業の大半はオーナー社長の同族会社です。社長とその奥さん、息子や親族が役員に

なっている会社は非常に多いです。 

このような会社は、まず最適な役員報酬はいくらなのかを真っ先に検討すべきです。 

一昔前は会社の利益額をそのまま役員報酬額に設定して会社の利益は 0 か少しの赤字に

して申告するやり方が主流でした。 

なぜなら会社にかかる税金の税率は個人にかかる税金の税率より高かったからです。法人

の利益はなるべく低くし、逆に社長の給与を高くしたほうが節税になっていたわけです。 

しかし、昨今では法人税の税率が下がり、個人の税率が上がっているため、この論理は通

用しなくなりました。 

社長の給与を低く抑え、会社に利益を残して税金を払ったほうがトータルで見ると節税に

なることが多いです。 

今までなんとなく役員報酬を決めていて、しっかりとしたシミュレーションをしていない

場合は、まず一度自社の役員報酬を見直す作業をしてみてください。 

【ヒント14】確実に節税できる個人の節税 

個人の節税は会社の節税に比べると限られますが、その中でも確実に節税になるものを二

つご紹介しましょう。 

①小規模企業共済に加入する 

小規模企業共済は中小企業基盤整備機構による制度で、国が作った経営者の退職金制度で

す。掛金全額が所得控除対象となるので節税になり、退職時に受け取れる共済金は税負担

が大幅に軽くなる「退職所得」として課税されるので節税になり、ダブルで節税になる制

度なのです。 

例えば役員報酬 100 万円の方が月額掛金 7 万円で加入し、20 年後に引退して退職金を



受け取ったとします。 

毎年の所得税と住民税の節税額は352,700 円になります。20年間で 352,700円×20＝

7,054,000 円もの節税効果があります。 

また受け取れる退職金は掛金の積立金が 7万円×12ヶ月×20年＝1,680 万円ですが、こ

れが 18,611,600 円に増えて受け取れます。これにかかる所得税と住民税の合計は

1,177,303 円で、税率 6.3％の低水準です。 

この制度は非常にメリットが大きい制度ですので役員の方はぜひ小規模企業共済の加入

を検討しましょう。 

②「ふるさと納税」を活用する 

ふるさと納税は自治体に寄付することで所得税・住民税が節税になる制度です。寄付する

ことで様々な自体の特産品がもらえるので非常にお得な制度です。 

例えば年収 1 千万円の方なら年間 156,000 円の寄付した場合、154,000 円所得税及び

住民税が減額されます。つまり 2 千円の負担で様々な産地直送品がもらえる制度なので

す。 

以上、個人の節税についてはまず最適な役員報酬を検討し、少なくとも小規模企業共済と

ふるさと納税については検討したほうがよいでしょう。 



ＬＥＳＳＯＮ6 

節税に関して経理担当者は日頃からここに留意しよう 

【ヒント15】ヒント1 ヒント14の見直しを！ 

以上「会社の節税」についていろいろと見てきましたが、経理担当の方にはまずヒント1

 ヒント 14 のタイトルをもう一度見直して頂きたいと思います。 

その上でまず【ヒント7】の決算書のチェックから始めてみるとよいと思います。自社の

状況を確認し「お金が不要な節税」で実践できるものがないかチェックしてみましょう。 

そして【ヒント 6】のとおり、節税の優先順位を守って実践していきましょう。 

【ヒント 4】の 5Ｗ1Ｈを考える、では計画的に節税を行うことに触れました。決算ぎり

ぎりに行える節税は限られています。10 ヶ月前、6ヶ月前、3ヶ月前、2ヶ月前、1ヶ月

前とその時点での利益状況を確認しつつどのような節税が自社にとってベストなのか検

討していきましょう。 

最後に【ヒント 2】では「節税は税理士任せにしない」と述べましたが節税を効果的に行

うにはやはり税理士の存在が欠かせません。特に消費税の節税については専門家でないと

重大な判断ミスを行う可能性がありますので積極的に顧問税理士とコミュニケーション

を取って節税のアドバイスを受けるようにしていきましょう。 



1

2

2 6 4 1 2 7 3 3 1 7 ,0 0 0

1 0 ,0 0 0

7 ,0 0 0    1 0 , 0 0 0

5 6 0     8 0 0

1

 7 ,0 0 0

 5 6 0

 7 ,5 6 0

  1 0 ,8 0 0  1 0 ,0 0 0

 8 0 0

 8 0 0  5 6 0

 2 4 0

2

 7 ,5 6 0  7 ,5 6 0

 1 0 ,8 0 0  1 0 ,8 0 0

 2 4 0  2 4 0

3

26 3 31  No.286 

,

,

, ,

,

, ,

, ,

,

参考資料



3

3

,

,

,

,

,

, ,

,

◎


