矼TKCコンピュータ会計

事務所通信

今月のことぱ

矢部夫
(元JR東日本テクノハートTESS日おもてなし創造部長)

経営

中小企業経営を応援する最新の補助金等

税務

個人住民税の特別徴収と「決定通知書」の見方

労務

有給休暇についての素朴な疑問

コラム

「無人店舗元年」到来どうなる未来の小売店!?

2468

組織のチャレンジは
トッフダウンで始まり
ポトムアッフで達成される

表紙青の絶景・ひたちなか海浜公園(茨城県ひたちなか市)
4月中旬から5月上旬にかけて、ネモフィラの花が丘一面を
青く染める空の青と溶け合う風景は絶景。
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中小企業経営を応援する
最新の補助金等
毎年、中小企業を応援する様々な種類の補助金制度等が実施されています。自社にマッチする
制度があれぱ、早めに申請しましょう。
※平成29年度補正予算及ぴ平成30年度予算で予定される補助金のー。を紹ノ1。

ITツールの導入を応援する「11導入補助金」
中小企業者等が、業務効率アップや新たな

顧客獲得等(売上アップ)を目指して、 1T

エア業、卸売業、小売業、運輸業など様々な
業種が対象になる補助金です

ツール(ソフトゥエア、サービス等)を導入

この補助金を受けるには、生産性向上計画

する場合に、その費用が補助されます(補助

を作成・提出し、自社の成長戦略(事業課題、

額:15万円~50万円、補助率1/2)。

将来計画等)とIT等の導入設備の必要性を

サービス業(飲食・外食系など)、医療業、
介護事業、宿泊業、児童福祉事業、ソフトウ

明確にし、導入後は、その成果(労働生産性
の向上率等)を報告する必要があります

^
圃個々の顧客の好みや・アレルギー等をITツールで記録・分析して、ニーズにあった料理を提
供することで、りピーターの獲得や、余剰在庫・廃棄費用の削減を可能にした。(飲食業)

⑧顧客が、ネットを通じて、商品の配送状況をりアルタイムに確認
できるようにしたことで、問い合わせを大幅に減少させた。(運輸
業)

0新規顧客の獲得や予約率向上を図るため、予約状況をデータでー
元管理する仕組みを導入した。(宿泊業)

⑧電子カルテで、患者の健康状態や診断結果等の情報を院内で共有
し、突発的な事象にも迅速に対応できる体制を作った。(医療業)

一幽

0商品の在庫管理を一括データ化したことで業務効率の改善を図る
とともに、他店舗との連携が迅速化された。(小売業)

ξ士メ
顧客の槽好

宿泊予約

在庫状況

配達状況

事業承継をきっかけとした経営革新等を支援する「事業承継補助金」
中小企業が、事業承継をきっかけとして、

補助内容】

経営革新や事業転換など、新しい取り組みを

1事業所の廃止・既存事業の廃止・集約を

行う場合に、設備投資・販路拡大・既存事業

伴わない場合:100万円以上~200万円

の廃止等に必要な経費の2/3が補助されます

以内

(新たな取り組みについて、認定経営革新等

支援機関<認定支援機関>の支援を受けること)
2018年5月号

2事業所の廃止・既存事業の廃止・集約を
伴う場合:100万円以上~500万円以内

●事伊」:先代の経営資源と後継者のアイデアを生かして業態を転換

老舗の鮮魚店A社は、スーパーなど競合の増加で業績が低迷するとともに、店舗の老朽化が進み改装が必
要になっていました。事業承継にあたり、後継者の経験とアイデア、先代の経営資源である鮮魚の仕入ルー
トを活かして、鮮魚を提供する創作料理店へ業態転換を図るとともに、店舗の改装に事業承継補助金を活
用しました。現在、地域で評判の料理店となっています。

経営改善計画の作成を応援する
経営改善への取り組みが必要な中小企業

作成する場合に、計画作成費用(モニタリン

が、認定支援機関の助言を受けながら、(1)

グ費用を含む)の2/3が補助されます(上限

経営改善計画及び②早期経営改善計画を

20万円)

(1)経営改善計画策定支援

(2)早期経営改善計画策定支援

借入金の返済負担等の財務上の問題を抱え、
金融支援を含む抜本的な経営改善が必要な
中小企業に対して、認定支援機関が経営改
善計画の作成や金融機関との協議などを支
援します。

資金繰り管理や採算管理など、基本的な内
容の経営改善の取り組みが必要な中小企業
に対して、早期段階において認定支援機関
が簡易な経営改善計画の作成を支援すると
ともに定期的なモニタリングを行います。

イ

その他

(1)ものづくり・商業・サービス経営力向
上支援補助金

①一般型
認定支援機関と連携して、中小企業・小規

模事業者が行う革新的なサービス開発・試作

(2)小規模事業者持続化補助金
経営計画に基づいて実施する販路開拓等に
取り組むための費用が補助されます(補助率
2 3、上限50万円)
計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会

品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投

議所の指導・助言が受けられます

資等の費用の1/2が補助されます(上限1,000

【対象となる取り組みの例】

万円、専門家活用の場合、上限30万円増)。
※先端設備導入計画又は経営革新計画の承認を取得し、
定の要件を満たす場合は、補助率が2/3にアップ。

②小規模型

小規模な額で行う場合は、設備投資を伴わ
ない試作開発等も含まれます(補助率1/2く小

①新たな顧客層を狙ったチラシの作成・配
布(広告宣伝費)

②集客力を高めるための店舗改装(外注費)
③新たな販路を求めて、国内外の展示会・
商談会に出展(展示会等出展費)

④新たな市場を狙い、商品パッケージや包

規模事業者は23>、上限500万円、専門家活

装紙・ラッピングのデザインを変更(開

用の場合、上限30万円増)。

発費)

注意)補助金によっては、審査で採択されない場合や、募集期問が決まっている場合があります(募集期間を第]期:4月、第2期:6月としている補
助金もあります)。

2018年5月号

税

務

個人住民税の特別徴収と
「決定通知書」の見方
5月になると「住民税の特別徴収税額の決定通知書」(以下、決定通知書)が、会社に送られて
きます。決定通知書の内容を確認しましょう。また、所得控除や税額、ふるさと納税の減税分など
について、従業員からの質問(問合せ)はないでしょうか。

個人住民税の特別徴収

申請すれぱ、年2 回

(12月と翌年6月)の

納付が認められます

(納期の特例)

個人住民税は、前年の所得に課税され、当

年6月から翌年5月までの間にその年の1月
1日の住所地の市町村に納付します
実務では、会社(特別徴収義務者)が、従

「決定通知書」の見方咽表惨剛
1 「戸斤得」欄

業員の毎月の給料から納付額を天引きして、

住民税炉形与割)は、前年の所得に対して

翌月10日までに市町村に納めます(個人住

課税されるため、平成30年度の決定通知書

民税の特別徴収)

の「所得」欄には平成29年の給与収入、給

(1)「決定通知書」の確認

与所得の金額が記載されています

「決定通知書」が送られてきたら、記載内
容や税額、特別徴収の対象外の人が含まれて

2 「所得控除」欄
住民税の所得控除は、基本的に所得税と同

いないかなどを確認します。

様で、年末調整手続の際に申告した所得控除

(2)「決定通知書」を社員に渡す

の項目がそのまま反映されますただし、控除

「決定通知書」は、会社用と従業員用(納

額が異なる項目があり、扶養控除や基礎控除

税義務者用)の2通が送られてきますので、

は控除額が33万円です炉后尋税では38万円)

従業員用を切り雛して従業員に渡します

3 税額欄「所得割額」

(3)パート・アルバイトの特別徴収

所得に対して一律10%の税率(原則として、

前年中に給与の支払いを受け、当年4月1
日において、給与の支払いを受けている人は、

^住民税の決定通知害(納税業務者用)の見本

パート・アルバイトであっても特別徴収の対象

平成

従業員が常時10人未満の場合、市町村に
2018年5月号

尿煙

遅れると、延滞金が加算されます。

当

月10日までに市町村に納付します。納付が

与算分

従業員の給与から天引きした住民税は、翌

総所
課

鷆

山林

税 分離短
分離長

準'""゛

控除

(5)天引きした住民税の納付

雑

標株式響

②
所得

収切替届出書」を提出します

営業等

総所得金額①

新たに入社した従業員の個人住民税を特別
徴収に切り替える場合は、市町村に「特別徴

るの

の他の所得計

給合区

与所得

た外得

(4)新入社員がいる場合

与収入

主以所

所得

になります。

年度給与所得等に係る市町村民税道府県民税特別徴収税額の決定

損

陸嘉勤

療費

配偶者

会保険料
規模企業共済

配偶者特別
扶

養

老扶養親族該1
特伺老 16 そ 1
の

命保険料
震保険料

先物

配定老人隅他1

所得控除合計②

盟冒雪皿冒冒皿

都道府県4%・市町村6%"が課税されます。

住宅借入金特別(住宅口ーン)控除を受け

具体的には、所得金額から所得控除を差し

た人で、所得税において控除しきれなかった

引き、残額に税率を乗じた金額から税額控除

控除額の残額がある場合は、この欄で住民税

額を差し引いた金額になります。

額から控除されます

※東京23区の場合は、都民税、特別区民税

6 税額欄「特別徴収税額」

4 税額欄「均等割額」

所得割と均等割を合寸したもので、これが

前年の所得金額が35万円(市町村や扶養

住民税額(特別徴収税額)です他に、控除

の人数によって異なります)以下など定の

不足額や既納付分などがあれば、それらを減

人を除いて、一律に課税されます

額した金額が実際の納付額(差引納付額)に

現在の標準税率(年額)は、都道府県1,500

なります

円、市町村3,500円となっています

7 納付額

5 税額欄「税額控除額」

毎月の納付額を同額にするため、割り切れ
ない部分が初回の6月分に割り当てられ、 6

こ

ふるさと納税を含む寄附金税額控除は、

の「税額控除額」欄で控除されています

月分の納付額が高くなっています

ふるさと納税の返礼品は一時所得
.

ふるさと納税で受け取った返礼品は、所得税では「一時所得」になります。一時所得には、こ
の返礼品以外に、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、懸賞や福引の賞金品、競馬や競
輪の払戻金などがあります。一時所得は下記の計算式で求めることができます。
一時所得の金額=総収入金額一収入を得るための支出金額、一特別控除額(最高50万円)
※支出金額にふるさと納税の寄附金は含まれません。

上記の一時所得のν2の金額を他の所得と合計して所得税が計算されます。

返礼品(B割面)だけで50万円を超えなくても、他に一時所得があれぱ、合計で50万円を超え
る可能性があるため注意が必要です。返礼品の時価が分からない場合には、寄附額の30%相当
額が目安となります。

③、④、⑤、⑥
疉知書(納税義務者用)
名

氏

受給者番号

悦額陸除前所倫割額@

指定排号

3 得渡渡渡叫引

税額控除額⑤
住

所得割額⑥
寸

税

あ允たの特別徴収税額を左記のとおり決定(殺史)したので、地方脱桜第U条及び第321条の4 (第321条の6)の規定によ0て通知しま

税額控除額⑤

異議申立てをナることができま寸、.二の特別徴収税額の決定の取消しき求める訴えは、前記の異議申立てに係る決定の送連を受けた日の翌

所得割額⑥

なお、処分の取捌しの訴えは、前記の異議伽立てに計する決定を怒た後でなけれげ提起することができない二ととされていますが、①異議

均等割額⑦

急の必要が南るとき、③その他決定を荘ないことにっき正当な理由があるときけ、決定を経九いでも処分の取消しの訴えを提起することが

日から起算Lて6ケ月以凶に市(町十"を被告として(市(町・キ"長が被告の代麦老と壮ります.)捉起ナる二とができま寸

できます
日

月

年

@

氏

名

市町村長

付

額

引軸付額 1の一⑪一●@)

更前税額⑫
減額(8 一⑫)

納付額

皿目雪皿冒盟冒邑

⑦

充当額

!」

年

看隙陣婦寡夫生

平成

除不足額⑨

▲特他寡特寡動

宛名番号

税額控徐前所桝割額①

特別徴収税額⑧
本人該当区分'

所

均等割額⑦

6月分

9月分

12月分

3月分

7月分

10月分

月分

4月分

8月分

Ⅱ月分

2月分

5月分

月

更

竒合せ先

出典.総務省ホームページ(第3号様式別表)
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有給休暇についての
素朴な疑問
これまでに有給休暇(有休)に関する法改正が何度か行われていますが、今後さらに改正され
る可能性があります。有休の法制度について経営者の素朴な疑問についてお答えします。

有休は従業員が雇入れ日から6か月以上継

繁忙期

従業員の家族旅行

続して勤務し、その間の出勤率が8割以上あ

"門

/
气ミΣ

れば、最低10日の日数を与えなけれぱなら

〔コ

捗捗

ないとされています以後は、 1年ごとに有
休付与日数が増えていきます
圃有給休暇の付与日数

勤続年数付与日数

勤続年数

付与日数

6か月]0日

4年6か月

16日

1年6か月]1日

5年6か月

18日

&鷲懸1勝""羚飴

2年6か月12日

6年6か月以上

20日

「合理的な期間」のとらえ方は、会社の規

3年6か月14日

模や業種によって異なりますが、少人数の会
社ほど、従業員 1人当たりの負扣・責任も大

ーー

Q柁 A

従業員から有休の取得申請があれぱ、

きいことから、事前申請の期間は比較的長く

繁忙期や人手が足りないときでも、有

なることも想定されます

休を与えなけれぱならないのでしょうか?

「同じ時季に多くの従業員が休む代替要

3

ません。

末消化の有休を従業員から買取っても
3
3

求のあった時季に与えなけれぱなり

倉A

有休は、原則として、従業員から請

よいのでしょうか?

原則として、未消化分の有休を買取
ることは認められません

員の配置が難しい」など、事業の正常な運営

有休は、従業員が休日以外の日に有給で休

が妨げられる場合は、時季の変更を求めるこ

暇を取得することを労働基準法が定めた制度

とができます。

だからです

ただし、単に「日常的に忙しい人手が足
りない」などの理由では、時季の変更を求め
ることはできません。慢性的な人手不足の会
社では、従業員が有休を取れなくなってしま

うためです

倉'

有イを取得した従業員には、皆勤手当

A4

有休取得日以外の出勤日に出勤して

を支払わなくてもよいのでしょうか?

いるならば、原則として皆勤手当は

支給しなければなりません
2

倉

業務や他の従業員との調整が必要なた

皆勤手当や賞与の算定等に際して、有休取

め、有休申請は事前にすることを義務

得日を欠勤や欠勤に準じた取扱いにすること

付けています。それでよいでしょうか?
2018年5月号

は、従業員への不利益な取扱いになります

5

Qぽ A

従業員の有休取得が少ないので、会社

計画的付与制度の導入にあたっては、就業

として、有休の取得を促進しようと思

規則への規定と労使協定の締結が必要になり

います。良い方法はないでしょうか?
5

有休のうち、 5日を超える分につい

ては、あらかじめ有休の取得日を割

ます

なお、労使協定は、労働基準監督署へ届け
出る必要はありません

り振る「計画的付与制度」がありますこれ
を活用してはどうでしょうか

経営者としては、有休の取得が増えると、
その分、業務量が減って、生産性が低下し、

●計画的付与制度
0一斉付与方式
全従業員に一斉に有休を与える。

@交替制付与方式
班・グループ別に交替で有休を与える。

@個人別付与方式
個人別に、夏季、年末年始、ゴールデン
ウィークのほか、誕生田、結婚記念田など

従業員の個人的な記念日などをあらかじ
め指定して有休を与える。

売上が下がるのではないか、という心配があ
ると思います

しかし、そうならないように、業務改善を
進めて、有休取得率を大幅に増加させたとこ

ろ、雜職率が下がり、業績もアップした企業
の例もあります

残業削減を含めて、業務の効率化を図り、

従業員のモチベーションを上げつつ、業績向
上を図る取り組みを行いましょう

労基準法改正で、有給休暇の取得が一部義務化される!?
a) 5日分の有休取得を義務付け

与制度」を活用するとよいでしょう

現在、議論されている「働き方改革」では、

計画的付与制度によって与えた有休分につ

「有休が10日以上付与されている従業員を対

いては、会社が付与すべき義務の日数(5 印

象に、そのうち5日分については、会社が社

から除かれますまた、従業員が自ら取得し

員に与えることを義務付けることが検討さ

た有休も義務日数分から除かれます。

れています(一定日数の年次有給休暇の確実
な取得)
具体的には、年5日の有休については、会

例えば、以下のように、すでに5日以上の
有休取得が進んでいる企業の場合は、取得義
務化の影響はありません

社が、あらかじめ従業員から聞いた取得時季
の希望を踏まえて、「0月 X e」 r0月 X e~
X月0日」と時季を指定して有休を取得させ

ることが義務付けられることになります
(2020年4月施行予定)

@従業員自らが5日以上の有休を取得して
いる。

@会社が有休の計画的付与によって5日以上
の有休を与えている。

@従業員自らが有休を2田取得し、さらに会社

(2)企業側の対応は?

が3日以上の有休を計画的付与によって与
えている。

有休取得の一部義務化への会社の対応とし

ては、前述(A 5)で紹介した「計画的付
2018年5月号

兀綱入店語元年ノ雪4来
とう哀る末"のグ1売店1?
キャツシユレス化の流れや人手不足解消・労働時間短縮を背景とした、無人店舗の導入が
注目されています。従来のセルフレジと違った、レジも店員の姿も無く、現金すら使われて
いない店舗が、世界各国で続々登場しています。

AmazonG0力η月に開店

AmazonG0でのお買い物

アマゾンの本社があるシアトルでは"AmazonGO'力Ⅶ

入店

スマホでタッチして入店

月末にオープンしました。客は、 AmazonG0のアプリに
表示されているバーコードを入口の機械にタッチして入

W

店します。店内では、6,000個にのぽるカメラ、センサー

等のコンピュータビジョン、 AI(人工知能)などを組み
合わせて商品を追跡しているため、棚から商品を取って

ー^

そのまま外に出るだけで会計が完了する仕組みです。簡
単便利な新しい買い物の形に大きな注目が集まってい

区'刃

億

、ぐ

雫

また、中国でも他国に先駆けて実用化を急速に進めて

、

、、

ます。

商品選び商品を棚から取って自分のカバンに

、

^

おり、顔認証での入店・決済が可能な無人コンビニなど
IM"肌

、

、

が登場。ビッグデータを集積・活用して、小売り産業の

dゞ

回復を目指しています。
退店/決済

000

そのまま出るだけ

2025年、コンビニ・ドラッグストアは
カゴをかざすだけで支払いOK?
日本でも、 2017年末にdR東田本が大宮駅け奇玉県)
にて"AmazonGO"型の無人コンビニの実証実験を期尾邪艮
定で行いました。また、経産省は2025年までに大手コ
ンピニ・ドラッグストアへの ICタグを用いた無人レジ
の導入を発表しました。商品に価格情報などを搭載した

退店と同時に通知

スマホに領収書が届く

ICタグを貼り付け、客は買った商品をカゴや袋でと無
人レジにかざすだけで決済が完了するという仕組みを推
進するものです。
^

技術革新によって、日常の当たり前に思っていること

も大きく変化する時代になっています。

【今月のことι釘組織のチャレンジはトッフタウンで始まりホトムアッフで達成される矢部輝夫(元JR東8本テク小ートTESSE1おもてなし創造部易
東京駅に到着した新幹線が、折り返して出発するまでのわずか7分間で車内清掃を終えるTESSE1 その現場力・技術力は「7分問の奇跡」として世界
から称賛される矢部氏は、現場のことは、現場スタッフに任せ、スタッフからの提案は、まず実行することで、提案しゃすい環境づくりに努めたやがて、ス
タッフの意識も変わり始め、現在の姿へと進化を遂げていった参考:矢部輝夫著「奇跡の職場新幹線清掃チームの"働く誇り"」(あさ出版

月

次の巡回監査は

日()

頃の予定です。資料整理・準備をよろしくお願いします。

