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企業存続のために最も大切な「利益」の考え方と1訂

飲食料品業だけで1捻い!軽減税馴対べての事業都こ影響あ脚

明13日から施行!「自筆遺言」が変わります

"平成時代"は消費税の導入から始まった!

表紙慶良問諸島に昇る朝日(沖縄県座問味村)

世界屈指の透明度を誇る"ケラマブルー'の海。日の出も絶景。
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企業存続のために最も大切な
「利益」の考え方とは?
「企業は存続しなけれぱならない。そして、そのためには何をすべきか?」

2019年の年頭にあたって、経営学者P.F.ドラッカーが企業存続のための絶対条件としてあげて

いる「利益」について考えてみましょう。

利は幻想、存在するのは
コストだけ?

事業経営においては、目標とする売上を獲

得すると同時に、しっかりと利益を確保する

ことが重要です

しかし、ドラッカーは「利益は幻想、存在

するのはコストだけだ」と述べています

それはなぜなのでしょうか?

(1)利益=キャッシユではない

私たちは企業の決算書(損益計算書)に表

示されている「利益」を見て「儲かった」と

思いがちですが、この「利益」は計算上、売

上(収益)から費用を差し引いた金額がプラ

スであるという意味で「キャッシュ」(現金'→

が増えているという意味ではありません

例えば、下図のA社のように、売上も費用

も全て現金で取引されれば、利益とキャッ

シュ・フロー(現金の収入・支出)は一致す

るのですが、実際の取引では、売上や仕入が

掛けで取引されることが多いため、利益と

キャッシュ・フローが一致するとは限りませ

ん。 B社やC社の場合、売上時点で利益が出

ているように計算されても、実際に現金が預

金口座に貯まってはいません

^取引条件によって利益とキャッシュ・フローは異なる

例えぱ、

その他の費用_利益売上高仕入
十

(40)ー(30)000)(30)

となっていても、取引条件によって、次のようにキャッシユ・フローは異なってきます。

f ・ その他の費用(淘現金売上

000) (40)
A社

ぜ/

B社

ー'＼

利益*キャッシュ
(現金)

_キャッシユ・フロー

ー(30)
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掛売上

(100)
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(注)「その他の費用」は現金とします。

掛売上

(100)

一詩・
掛仕入
(30)

_キャッシユ・フロー

ー(△70)

_キャッシユ・フロー
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(40)

その他の費用(注)
(40)
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利益に関係なく、会社の血液ともいえる現金

が不足すれば会社は破綻することになります

※現金の他、普通預金・当座預金・現金同等物も含まれる。

(2)会社はコストの塊

ドラッカーは、「およそ企業の内部には、

プロフィットセンターはない。内部にあるの

はコストセンターである技術、販売、生産、

経理のいずれも、活動があってコストを発生

させることだけは確実であるしかし成果に

貢献するかはわからない」 P.F.ドラ"カー創造

する経営者(ダイヤモンド社、2007 P5 と企業活動

の本質をついています

利益は企業の外部からしか獲得することは

できません営業活動を通じてお客様から商

品の注文をいただき、その代金が回収できた

ときに、はじめて利益を獲得したことになる

のですそれまでは、単にコストを消費して

いるにすぎません。

したがって、社員が意識して利益を生み出

す活動に力を注がなければ、社員はただ忙し

いだけで、その活動に要したコストは、利益

として回収されないことになってしまいがち

です

利益の役割は3つ
①事業の妥当性の評価
②りスクへの備え
③資金調達の手段

とらえることもできるでしょう

(2)様々な事業りスクに対する備え

第2は、事業活動における様々なりスクを

カバーする役割です

そもそも経済活動は未来に焦点を合わせて

いるため、不確実性、すなわちりスクは避け

られないものですしかも、経済活動は長期

間にわたるため、そのりスクに備えるには、

毎年、利益を出し、キャッシュを増やし続け

るように、経営努力をすることが必要です

(3)資金調達の手段

第3は、資金調達の手段としての役割です

設備投資のための資金調達の手段として見

た場合、利益は投資資金の源泉となり、また、

金融機関から借り入れを行う際の定量的な評

価の一因ともなります利益が、外部資金導

入の際に有利な条件を引き出す要因となるこ

とで、経営革新と事業の拡大に必要な資金調

達を可能にしますドラッカーは、「未来のりスクを賄うため

の利益、事業の存続を可能とし、富を生み出

す資源の能力を維持するための最低限度の利

益をあげることは、企業にとって絶対の条件

である」 P.F.ドラッカー現代の経営[上](ダイヤモ

ンド社、 2013) P61)として、利益には次の 3 つ

の役割があると述べています

(1)事業の妥当性のモノサシ

第1は、事業の妥当性を評価する役割です

「自社の商品やサービスが、本当に顧客か

ら喜ばれてぃるのか?」その自分たちの仕事

ぶりを評価するためのつの指標が利益だと

これまで利益の考え方について述べてきま

したが、会社は、目指す目標を実現するため

にコスト(お金)を使い、そのコストを十分

に賄えるだけの利益を生み出す活動に力を入

れなければなりません今年を財務体質強化

の年にしていきましょう

@参考文献

P.F.ドラッカー『すでに起こった未来』(ダイヤモンド社)

P.F.ドラッカー「創造する経営者(ダイヤモンド社)

P.F.ドラッカー庇則tの経営[上](ダイヤモンド社)

林總ドラッカーと会計の話をしょう(KADOKAWA)
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飲食料品業だけではない!
軽減税率はすべての事業者に影響あり!!

^

2019年10月1日からの消費税率10%への引き上げと同時に軽減税率制度が導入されるため、

10%(標準税率)と8%(軽減税率)の複数税率となります譚茎減税率制度は、飲食料品を販売す

る事業者だけでなく、すべての事業者において、日々の取引や経理にも影奪があります。予想さ

れる自社への影響や必要な対応について確認しましょう。

軽減税率の対象となる品目は?

軽減税率の対象品目は、次の2つです。

●飲食料品一・食品表示法に規定する食品(酒類

を除く)をいい、テイクァウトや

宅配等は含まれるが、外食やケー

タリング等は含まれない(図表1)

●新聞・一定期購読契約に基づく週2回以上発

1テのもの

すべての事業者の
日常業務に影響がある

軽減税率は、飲食業や小売業、食品卸や食

品製造業など飲食料品を販売する事業者だけ

でなく、ほぼ、すべての事業者に影響します

事業者は、飲食料品・新聞に適用される800

の税率律丕減税率)と、それ以外に適用され

る10%の税率(標準税率)とに分けて、商

品管理や経理処理を行うことになります

亜^軽減税率の対象になる飲食料品とは?

a)飲食料品を販売する事業者

税率ごとに区分した請求書・領収書(「区

分記載請求書等」という)の発行が必要にな

ります。(図表2)

経理処理では、請求書等に基づいて、売上

や仕入(経費)を税率ごとに区分して帳簿等

に記帳しなけれぱなりません。

スーパーやコンビニのように飲食料品や

酒、日用雑貨などを販売する小売業は税率を

分けた領収書・レシートを発行するとともに、

税率ごとに区分して経理処理をします

'、
'd/N'

持帰りのための容器に入れ、

又は包装を施して行う
飲食料品の譲渡

酒類
酒税法忙

規定する酒類

、

BURGE

一体資産
おもちゃ付菓子等で一定のもの

外食
飲食に用いられる設備のある場所

で、顧客に飲食させるサービス

飲食料品
(食品表示法に規定する食品)

Ⅱ

人の飲用又は食用に供されるもの

AKE OUT
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※

邑

『^

ケータリング・
出張料理など

顧客が指定した場所で、

顧客に飲食させるサービス

部分が軽減税率対象品目です。

^

^

有料老人ホーム等で行う

飲食料品の提供、学校給食等

倉

医薬品、
医薬部外品等

=竃

1

ヲ
、



精肉店や青果店のように肉や野菜・果物だ

けを販売する事業者であれば、売上はすべて

軽減税率の対象になるため、税率は8%のみ

となり、区分経理する必要はありません

しかし、肉や果物を入れるトレーやレジ袋

などの包装材の仕入には、1000の標準税率

が適用されるため、仕入控除税額の計算の際、

肉や野菜などの食品と包装材などの食品以外

とを分けて計算しなければならず、区分経理

が必要になります

. (2)飲食料品の販売がない事業者

飲食料品の販売がない事業者の場合は、商

品の仕入、販売のいずれも10%の税率のため、

軽減税率の影礬はないように思われがちです

が、顧客や社員のためのコーヒーやお茶等の

購入費、会議のお弁当代、新聞の講読費など

には、軽減税率が適用されるため、これらを

経費として計上する際に、税率ごとに区分経

理する必要があります

^レシートの例

スーパー00

領収書

20] 9年] 0月] 6日 0拘

飲料(お茶)※ 5

ふせん

3

ポールペン

3

合計

8y0対象

] oq0対象

※軽減税率対象

(3)免税事業者

免税事業者は、軽減税率の導入後も、これ

まで通り消費税が課税されないため、消費税

の申告や納税を行う必要はありません

.

13:30

\8]0

\330

\396

\1,536

\8]0

\726

区分して記載

(注)「区分記載請求書等」1こついては次月号以降

で詳しく解説します。

しかし、取引先・納品先が課税事業者の場

区分記載された請求書の発行を求められ

る場合があります。そのため、免税事業者で

も、対応を検討しなければなりません

ZX
ロ、

軽減税率実施に備えて確認・準備すべきこと

@軽減税率の対象品目があるかどうかを確認する。

●個々の商品についての適用税率を把握し、顧客からの問い合わせへの準備をする。

●飲食料品の販売がない事業者の場合、経費の支払いに対象品目がないか確認する。

@レジや受発注システムが軽減税率にどのように対応するかをメーカー、システム会社等に確認する。

●改修や入替には、「軽減税率対策補助金,の活用を検討する。

※詳細については中小企業庁ホームページ等でで確認ください。

@区分経理等、経理処理の変更に対応した会計システム等の導入、改修、入替が必要かどうかを確認

する。(TKCシステムは、レベルアップ等で対応します)。

0 請求書・領収書の様式の変更について確認する。

●発行システムの改修等は必要かどうかを確認する。

●請求書・領収書などの用品類についてJ励子様式の在庫と新様式への切換に注意する。

軽減税率の実施に備えて
確認・注意すべきこと

消費税率10%への引き上げと軽減税率への

対応には、事前準備に相応の時間が必要とな

ります。早めに当会計事務所に相談いただき、

自社への影響を確認して、準備をしましょう

2019年1月号
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1月13日から施行!

「自筆遺言」が変わります
平成30年7月成立の改正民法(相続法)において、遺言制度が見直され、自筆証書遺言の作成

要件の緩和や、法務局での保管制度の創設が行われました。作成要件の緩和については、他

の改正点に先立ち平成31年1月13日から施行されます。

遺言制度についての主な改正点

1.自筆証書遺言の作成要件の緩和

自筆証書遺言に添付する財産目録は、パ

ソコンでの作成が可能になりました。

ただし、全頁に署名・押印が必要です。

2.法務局での遺言書の保管制度の創設

自筆証書遺言を法務局で保管する制度が

創設されました。

遺言書に添付する財産目録は

パソコン作成が可能になります

遺言とは、人が自分の死後、その効力を発

生させる目的で、あらかじめ書き残しておく

意思表示です。遺言には、自筆証書遺言、公

正証書遺言、秘密証書遺言があり、いずれも、

民法の定める一定の方式に従って作成されな

ければ、法律上の効果は生じません

0遺言書の種類

自筆証書その全文、圖付、氏名を自書し、押印

した遺言遺一

公正証書公証役場において、証人や公証人の立

ち会いのもとで作成される遺言遺言

遺言者が署名、押印の上、封印した遺

言書の存在のみを公証人が証明した遺

全部を手書きするのは

大変だ
＼

改正後は、自筆証書遺言に添付する相続財

産の目録については、パソコンで作成した目

録や通帳のコピー、登記事項証明書など、自

書によらない書面を添付することによって自

筆証書遺言を作成することができるようにな

り、作成時の負扣軽減が図られます

ただし、目録等のすべての頁に署名・押印

が必要です(右頁・図表)

秘密証書

遺言

全文自書

遺言のうち自筆証書遺言は、自分一人でい

つでも作成できるため、広く一般に利用され

ていますが、従来の民法では、自筆証書遺言

を作成するには、添付する財産目録を含め、

全文を自書しなけれぱならず、財産が多数あ

る場合の負担は相当なものでした

+

言

パソコンでの

作成が可能

耐屋目錠

2019年1月号

施行日に注意!

パソコンによる財産目録の作成は、平成

3]年]月13日の施行日以降に行いましょ

う。施行日前のパソコンでの目録作成は、改

正前の民法が適用され、無効となります。

法務局で遺言書が

保管可能になります

従来の民法では、遺言の保管方法について

特に定めがなく、自筆証書遺言は自宅で保管

されることがほとんどでした。

そのため、次のような問題がありました

三
苓

一



●遺言書の紛失や作成したことを忘れて

まう。

●相続人によって遺言書が廃棄、隠匿、改さ

んされてしまう。

●以上の問題から相続争いに発展してしまう

このような問題に対処し、自筆証書遺言を

利用しゃすくするため、新たに遺言書保管法

が創設され、封をしていない自筆証書遺言を

法務局で保管する制度が整備されました。

遺言者本人が、遺言書を法務局に持参し、

本人確認を受けた後、法務局において、遺言

書とともに、画像データとして保管されます

保管後に、遺言者本人は、いつでも、この

遺言の内容を確認したり、新たな遺言を預け

.

直したりすることができます。

遺言者の死亡後には、相続人や受遺者は、

遺言書の閲覧、データ保管された遺言書の画像

情報等を証明する書面の交付を請求すること

ができます

また、遺口書の閲覧がなされた場合、又は

遺言書の画像情報等を証明する書面が交付さ

れた場合、遺言書が保管されている旨が他の

相続人に通知されます

取^改正後の自筆証書遺言の作成例

遺言書本文

(すべて自書)

.

泓ば,私の所有,る列魚目微藁 1北義の子動垂キ,長男Ψ野一岬

(昭゛.0午0月0日生)に和鉄゛せる

2 私ば.私の所有,る剥気目款畢2北銭の預貯会を,ま男甲"吠郎

(昭゛.0午0月0日生)に北蝕゛せる.

施行日に注意!

遺言書保管法は、公布日(平成30年7月

]3日)から2年以内に施行予定です。それま

では法務局への保管申請はできません。

※施行日は政令で公布されます。

3 私ば,上北 1風ぴ2 の献凌以外の預貯会,宥侮証愚そのイと一切の

財金を.妻甲野花子(児゛.0キ0月0日生)にi●条させる

遣

4 私は,この遺含の遺き払行者として,まの竃を非定,ろ

住所 00県00市00町0丁目0'地0

甲野一静武名

生午月日昭◆0年0月0日

宝

手戚31午4月12日

別紙目録

(署名・押印部分以外は自書でなく印字でもよい)

●遺言者が、全文、日付、氏名を自書し、押印する。

●本例では、長男を遺言執行者に指定している。

住所東京都千代田区識小阿1丁目1春/子

第1 不動産

1 土地

所

地

地

2 建物

所在

家屋番号

類

種

構

床面禎

(参考)

法務省法制審議会・民法(相続関係)部会「自筆証書遺言

の方式(全文自書)の緩和方策として考えられる例」

Ψ野太郎

2019年1月号

物件等目録

00市00区00町OT目

0番0

00平方メートル

00市00区00町0丁目0番地0

0番0

居宅

木造瓦芸2階建

1階 00平方メートル

2階 00平方メートル

3 区分所有権

1棟の建物の表示

00市00区00町0丁目0番地0所

建物の名称 00マンション

専有部分の建物の表示

家屋番号 00市00区00町0丁目0番の00

建物の番号 00

0階部分00平方メートノレ

敷地権の目的たる士地の表示

士地の符号]

所在郎地番 00市00区00町0丁目0番0

目宅地

00平方メートル

郎

敷地権の表示

上地の符号

敷地権の額類

敷地権の割合

1

所有権

00000分の000

署名・押印は必要!

※複数枚にわたる場合は、すべての頁に署名・押印が必要

普通預金

甲 野

含

店
0
 
0
0

支
0
 
0
0

0
0
 
0
0

0

行
号

金
号

号
金
銀
番
貯

貯
0
座

常
預
0
口

通
記

番

2
1

第

2

在
番
積



"平成時代"は

消費税の導入から始まった!

今年の5月1日より、平成が終わり新しい元号力独台まります。振り返れば"平成"がスタート

した1989年に消費税も導入されました。その後の2度の税率アップを経て、平成30年度

(予算)の税収構成比では、消費税等が占める割合は32.9%と、所得税(31.5ツ0)や法

人税(215ツ0)を抜いて最も大きくなつています。消費税の税収は、22兆2,648億円、消

費税率1%当たり2兆7β31億円の税収を見込んでいます。

消費税の歴史

平成

平成元年

消費税導入3%

平成3年

簡易課税の適用上限は

5億円から4億円に

みなし仕入率は

2区分から4区分に

平成9年

税率5%ヘ

平成15年

(施行は16年4月)

TAX

回2度の挫折を経て、 3%の税率で消費税が導入

大平内閣が「一般消費税」導入を閣議決定しましたが、総選挙中

に断念。その後、中曽根内閣では「売上税」法案を提出後、国民的

な反対に遭い廃案。2度の挫折を経て、本格的な少子高齢社会の到

来前に直間比率を是正する目的で「消費税」は、竹下内閣によって

導入されました。

簡易課税の

適用上限は局千万円

⑧5%への税率アップは所得減税を先行して

8年間据え置かれてきた税率は、所得減税を2年(平成7年度から)先

行させた後、橋本内閣で引き上げられました。簡易課税の適用上限

を2億円{こ引き下げるなど、益税の縮小が図られました。

平成26年

税率8%ヘ

平成30年
安倍首相、税率10%を表明

圃8%へのアップは社会保障費に使途を明確化

「社会保障・税一体改革」関連法(平成24年成立)に基づき、税率は8%

へ引き上げられましたが、その後に予定していた]0%への税率アッ

プは、安倍内閣により2度にわたり延期されました。

新兀弓

^'^

⑧軽減税率制度の導入で複数税率に

安倍首相は、 20]9年]0月からの税

率10%への引き上げ実行を表明しまし

た。これによつて、消費税導入以来はじ

めて、軽減税率制度が導入され、複数税

率となります。

【今月のことば】仕事をあきらめてはいけない最後のひと押しが成否を決める市村清(リ0一創業劃

市村氏が保険外交員の仕事に就いた頃、2か月たっても1件も契約がとれなかった。しかし、妻にはっぱをかけられ、すでに8度断れた先に、勇気を振り絞

り訪問したところ、「今度来たら、契約しようと決めていた」と言われる。市村氏は、この経験を振り返り、「仕事はあきらめてはいけない最後のひと押しが

成否を決めるのだ。人生は紙一重だ。こちらが根負けしかかったとき、相手はこちらに根負けしかかっているのだ」という

※訂正とお詫ぴ:10月号表紙写真の曽爾高原の仮名表記を「そや」としましたが、「そに」の誤ゆでした。お詫びし、訂正します。

.

次の巡回監査は

月

日()

一番は消費税か

資産

14.1%

消費

32.9%

頃の予定です。資料整1里準備をよろしくお願いします。

所得

31.5%

.

C)

法人

21 5%
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