
事務所'、・信

今月のことぱ

何もかも最初から

依きない」ありきて

結果を決めつけるのは思考停止だ
さわだたかし

擇田貴司
(ファミリーマート社長)

KC会員事務所可弓

2019年

経営

消費税

目標は"コーヒー1杯"1こ置き換えて考えてみよう!

増税前に確認しておきたい消費税計算の基本

個人事業者の事業承継を税制面から支援

経営りスクを防ぐ社長の未病対策コラム

表紙天使の散歩道・エンジエルロード(香川県・土庄町)

引き潮のときに現れる砂の道。その神秘さから「大切な人と手

をつないで渡ると願いが叶う」といわれている。

とのしょうちょう

2
4

6
8



経

目標は'コーヒー1杯"に置き換えて
考えてみよう!
セールスでは「コーヒー1杯分の料金で~できます」といったトークがよく使われます。これは「1

つの身近なもの」に置き換えることでイメージがしゃすくなるからです。この発想と同じで、「1日あ

たり・1人あたり・1時問あたり」などに細分化していくことで、一見、難しい数値目標であっても、対

策が考えやすくなります。

大きな数値は「1」の単位に
細分化してみよう

「市乃庵」は、そば粉と汁にこだわったそ

は'と、旬の素材を使った天ぷらが評判のそば

屋で、昨年、銀行からの借入れで店舗を改装

したばかりです座席数は30席と中規模で、

1日の来客数は120人程度です。

当期の売上は、 3,600万円となりそうです

が、経営計画の策定にあたり、来期の売上目

標について、顧問会計事務所の所長からアド

バイスを受けました

そぱ屋「市乃庵」の概要

●年間売上

●]か月の営業日数

●顧客]人あたりの売上

●]日の来客数

年間の

売上目標

@ニ、
ぐ嶌゜
所長

3,600万円

25日

1,000円

120人

当期の売上は3,600万円になりそう

ですが、借入金返済や社長の役員報酬

を踏まえて、来期は4,000万円を目標

にしないと、資金繰りがきつくなります

400万円もアップするのは、とても無

理ですよ・ーー。そう簡単にお客様を増や

すことはできません。

はじめから無理と言わずに、一緒に

いろいろ考えてみましょう。

400万円というと漠然とした数字で

すが、これを月や営業日、来客数など

/"＼

・1日あたりの売上

・1日あたりの来客数

・顧客1人あたりの売上

で割り算して、 1か月あたりゃ1日あた

り、顧客1人あたり、などの数字に置

き換えてみると考えやすくなります

保険のセールスなどで「1日あたり

コーヒー 1杯分の保険料になります」

といったトークがよくありますね。あ

れも、コーヒー 1杯という小さな単位

に落とし込むことで、わかりゃすくし

ているのです

社長

ーノーーー

゛兵当ブ0
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まずは、現在の売上を 1か月あたり、

1日あたり、顧客 1人あたりに、小さ

くして見てみましょう

売上(年間3,600万円)は、 1か月平

均300万円です。営業日は月25日なの

で、 1日あたりだと12万円の売上にな

ります。 1日の来客数は、 120人です。

すると、顧客1人あたりの売上(客

単価)は、 1,000円ということですね

では、仮に客単価を1,000円から1,100
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円に上げることができれば、 1日の売

上は、 13万 2 千円(1,100円 X 1日の

来客数120人)になります

@倫 1 か月だと330万円(13万2,000

曾

円X25日)。 1年間だと、 3,960万円

(330万円X 12か月)になりますから、

目標の4,000万円にあと少しで届きそう

ですね。

「顧客1人あたり100円」を増やせぱ

よいと考えると、そんなに難しい目標で

もないような気がしてきました。

単品メニュー

"、
4 'ι',,

先ほどは、顧客1人あたりの売上でし

たが、例えぱ、1日の来客数で考えるこ

ともできるわけですね。

セットメニュー

1日の来客数が何人になれぱ、売上目標

4,000万円を達成できるか?

4,000万円÷02か月X25田)÷1,000円

=]34人

例えば、メニューの見直しや工夫、

価格の見直し、自慢の逸品メニューの

強化、閑散日の来客数の増加策など、

考えるテーマはたくさんあります

客単価のアップ策であれぱ、そぱや井

物の単品よりも、そぱとミニ井のセット

メニユーを増やすことで単価を上げる、

高齢者やお子様向けのメニユーを増やし

て、家族客の来店を増やす、といった方

法が考えられますね。

消費税率10%を見据えてメニューの

充実と価格の改定、表示の仕方を早急

に検討しましょう。

出前の場合、軽減税率8%が適用さ

れることから、出前の二ーズにも対応

しましょう

1日の来客数力η34人になれぱ、つま

り、あと】4人増やせぱ、目標達成ですね。

実際に、客単価を上げたり、来客数

を増やしたりすることは、そうたやす

いことではありませんが、小さな単位

に置き換えれば、現場レベルで実践で

きることが見えてくるはずです

@
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目標設定は、経営者の役目
行動を考えるのは従業員の役目

^

客単価を上げる、来客数を増やすには

どうすれぱいいか、どんな方法があるの

か、これらを早速、従業員と話し合って、

思いつく方法を考えてみます。私よりも、

良いアイデアを持っているかもしれませ

んから。

それがいいですね。目標を立てるの

は、経営者の役目であり、目標達成の

ための具体的は方法やアイデアを考え

るのは、従業員の役目といってもいい

でしょう
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増税前に確認しておきたい
消費税計算の基本
消費税の計算には、原則的な方法(本則課税)と簡易課税があり、それぞれ計算方法が異なる

ため、納税額にも差異が生じます。10月からの10%への税率引き上げや、将来のさらなる税率引

き上げによっては、その差異も大きくなる可能性があります。増税前に、消費税の計算について、

基本を確認しておきましょう。

消費税の計算方法による
納税額の差異に注意

消費税の納税額は、「課税売上に係る消費

税額」から「課税仕入れ等に係る消費税額」(仕

入控除税額)を差し引いて計算します

そのため、課税・非課税・不課税のいずれ

の取引に該当するかを判断し、分類し、記録

する必要があります。分類された取引の金額

をもとに、課税売上、課税仕入れ等、消費税

額を計算します。これが、本則課税といわれ

る消費税の原則的な計算方法です

仕入について、取引を分類する必要のない

簡便な方式として、簡易課税による方法が認

められます

等の発生時に事業者が負扣した消費税額を全

額控除することができます

この95%ルールが適用できない場合は、

個別対応方式か、一括比例配分方式のどちら

かで仕入控除税額を計算することになります

本則課税

(1) 95%ルール

年間の課税売上高が5億円以下、かつ、課

税売上割合が9500以上の場合は、売上時に

顧客から預かった消費税額から、仕入や経費

(2)個別対応方式

事業者が負担した消費税額を、課税売上高

のみに対応するもの、非課税売上高のみに対

応するもの、課税・非課税の両方に共通する

もの等、その内容によって区分し、課税売上

高から控除できるものと、控除できないもの

等に分けて、仕入控除税額を計算します(図

表 1 ・ 2 1)

取^課税仕入高の内容とTKCシステムにおける課税区分

内容

①課税売上高のみに対応する課税仕入れ

②非課税売上高のみに対応する課税仕入れ

③課税売上高及ぴ非課税売上高の両方に対

応する課税仕入れ又は区分不能

(3)一括比例配分方式

事業者が負扣した消費税額の全額に課税売

上割合を乗じて仕入控除税額を計算します

(図表 2(2))

課税仕入れ等を区分する必要がないため、

経理の負担が小さくて済みますが、この方式

を選択した場合、 2年間は継続適用しなけれ

ばなりません

20]9年5月号

課税区分 消費税額の控除可否

全額控除できる

控除できない

課税売上割合を乗じて得た金額

のみ控除できる

7
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(4)適切な日々の会計処理が不可欠

消費税率の引き上げに伴い、計算方法の違

いによる納税額の差異が大きくなる可能性が

あり、見直しも必要になります。

しかし、個別対応方式、一括比例配分方式

の納税額を正しく判定するには、前述(2)

のように課税仕入れ等について、内容別に区

分する必要があります

日々の会計処理において、請求書等に基づ

き正しい区分を記録し、月次決算を行い、早

い段階で消費税の納税額の判定が行える体制

を整えることも必要です

また、 95%ルールを適用する場合であっ

ても、課税売上高が5億円以下かどうかは、

当該課税期間の課税売上高で判定されます

そのため、売上が増加して5億円を超えるこ

とも考えられ、適切な課税区分による会計処

理が必要です

売上時の

消税

納税額

簡易課税制度

簡易課税制度は、課税売上高が5,000万円

以下の経理負扣に配慮した特例で、課税売上

高に「みなし仕入率」を乗じて、納税額を簡

易に計算することができます

みなし仕入率は、業種によって異なるため、

複数の業種を取り扱う事業者は、業種ごとに

課税売上を区分する必要があります

外食事業の場合、軽減税率の導入によって、

80。で仕入れ、 10%で売る取引が増えるこ

とから、本則課税と簡易課税を選択した場合

の納税額を比較検討してみましょう

取^個別対応方式と一括比例配分方式のイメージ

仕入時の

消費税

<二>

①個別対応方式

①課税売上高に対応する

課税仕入高

控除対象

(「①十②X課税売上割合」部分

②一括比例配分方式

課税売上高

②共通に対応する
課税仕入高

控除対象

(課税仕入高全体に対して課税売上割合を乗じる

課税売上高

非課税売上高

③非課税売上高に対応する
課税仕入高

課税仕入高

控除対象外

非課税売上高

控除対象外
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個人事業者の事業承継棚齢値から支援
~事業用資産の相続税唄曽与税が実質ゼロに!~

中小企業の自社株承継時の相続税・贈与税の負担を実質ゼロにする「特例事業承継税制」で

は、昨年だけで4,000件に及ぶ申請が行われました。平成31年度税制改正では、その個人事業

者版といえる事業承継税制が創設され、後継者への事業用資産の相続、贈与に係る納税額の

全額が納税猶予(実質負担がゼロ)されます

病院・診療所、農業の承継に役立つ

個人事業者の事業承継においては、相続税

の基礎控除、、事業用小規模宅地の特例、相

続時精算課税制度などが活用されてきまし

た。新たに創設された「個人版事業承継税制」

は、経営承継円滑化法の認定を受けることで、

事業用の士地に加えて、事業用資産である機

械・装置、車両運搬具などの一定の減価償却

資産を対象に、それらに係る相続税や贈与税

の全額を納税猶予とする制度です(既存の事

業用小規模宅地の特例との選択制)

この制度は、 10年問の期間限定で、 2019

年1月1日から2028年12月31日の間に行わ

れる相続又は贈与が対象になります。

病院・診療所や農業、酒蔵、税理士などの

士業をはじめ、士地・建物・機械設備が高額

な事業者が活用しゃすいといわれてぃます

※相続税の基礎控除額の計算

3,000万円十6去定相続人数X600万円)

冒 k
にコ C:コ

C:コ ^

後継者の要件と承継バターン

後継者は、原則として、先代経営者が営む

事業に係る事業用資産のすべて(1000。)を

取得し、事業を継続することが必要です

ケース0

父(先代経営者功η00%所有

→後継者力η00%を承継

.、'」』

翻

.

承継

対象となる事業用資産

●士地(40orrfまで)

●建物侶oorrfまで)

●機械・器具備品

(診療機器、工作機械、パワーショベル等)

●車両・運搬具

●生物(乳牛等、果樹等)

●無形償却資産(特許権等)

囲いずれの資産も青色申告書の貸借対照表に計上

されているものに限ります。 70%を所有

() 100%を承継
先代経営者士1也建物

2019年5月号
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父の持ち分(100%)の一部(709'0)を承継

^

^1'
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畢

●■

機械

>く70%分のみ承継

100%を所有

先代経営者 土地・建物

後継者

畢
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ケース@

0子2人へ共有持ち分として承継

先代経営者士j也建物
60%分を承継

X

^

●別々の土地で製造業と小売業を営んでおり、

事業ことに子2人へ承継

長男

共有

納猶予を受けるための手続の流れ

40%分を承継

1承継計画の作成

2019年4月1日から2024年3月31日までの

5年以内に、「承継計画」を作成し、都道府

県に提出します「承継計画」には、税理士

などの認定経営革新等支援機関の指導・助言

を受けて、事業用資産の承継前後の経営見直

し等を記載する必要があります

2青色申告の承認

先代事業主は相続開始前において、後継者

は相続開始後において青色申告の承認を受け

ていなけれぱなりません

3相続・贈与の実行

2028年12月31日までに、実際に相続又は

贈与を行います

相続税の申告期限から3年毎に「継続届出

書」を税務署に提出します

4猶予税額の免除

後継者が亡くなるまで、承継した資産を保

有し、事業を続ければ納税が免除されます。

経営悪化などによって廃業する場合には、

その時点の資産額で贈与・相続税額を再計算

し、納税することになります(承継時との差

額は免除される)

0

畢
^

長男

畢

事業用小規模宅地の特例とは?

①事業用小規模宅地の課税価格を80%減額

被相続人が事業に使用していた宅地(特定事業用宅地)について、面積の40orrfまでの部

分について相続税の課税価格の80%が減額されます。ただし、事業承継(継続)要件を満た

している必要があります。

②制度の見直し~平成31年度税制改正

特定事業用宅地等に係る小規模宅地等についての改正が行われ、20]9年4月]日以後

の相続等により取得する特定事業用宅地等について、相続開始前3年以内に事業の用に供

された宅地等が除外されます。

ただし、当該宅地等の上で事業用として使用されている減価償却資産の価額が、当該宅地

等の相続時の価額の15%以上である場合は、特例の対象になります。

2019年5月号
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^ ,営りスクを防ぐ

社長の未病対策

中小企業にとって社長の病気は経営りスクに直結すると言えます。人生忠00年時代とい

われる今は、特に病気になる前の予防医療も重視されて小ます。自分の体をチェックし、未

病の段階で対策をうち、健康と会社を守ることが大切です。

「未病」段階で病気の芽を摘む

病気はある日突然なるわけではなく、発病前には未病という段階があります。未病とは、「病気では

ないが健康でもない状態」を指します。約2千年前の中国最古の医学書『黄帝丙経で「聖人不治己

病治未病(病気になってから治すのではなく未病の時期をとらえて治すのが名医)」と記されたのがこ

の言葉の最初。健康診断などで自分の体の数値を定期的にチェックし、未病の段階で生活習慣を見直

すなど、病気の芽を早めに摘むことが重要です。

未病を見つける検査を知っておこう!^自律神経検査、遺伝子検査

近年、医学の進歩で、検査によって未病が見える化できるようになり、疾患として表れていない自

分の体の不調の原因等を知ることができます。また、遺伝子検査等では将来自分がかかるりスクの高

い疾患などを調べることができ、注目を集めています。

自律神経による不調も見える化

疲労を感じやすくなった、よく風邪をひく

などの体調不良やイライラ、集中力低下な

どのメンタルの不調は、交感神

経と副交感神経のバランスが崩

れ、全身に症状が表れたためか

もしれません。自律神経検査は

3分程クリップを指に挟むだけ

で簡単に検査できます。

自分に合ったオプションを人問ドック1-

人間ドックのオプション検査は全員に必要ではありませんが、特定の性別や年代によっては行

うべきものがあり、賢く選べぱ、未病を調べるのに役立ちます。

@脳ドック、肺ドックなど 家族にそれらの病気になった人がいる場合や、めまいや

息苦しさ等の症状に疑いを感じた人は受けると良い。

圃がんりスクスクリーニング検査・・まだ症状が出ていない人に対して、部位別にがんりスク

の可能性を調べる。

自分がかかりやすい病気が分かる!

最新の遺伝子検査では、がんや生活習慣病

などの疾患の発症りスクや自分の体質に

あった副作用が小さい薬

などが明らかになります。

血液または唾液を採取しくD

て解析することで、約3

~4か月後に結果が出る

ものが多いようです。

衝 そういえば最近
立ちくらみが

あったな

【今月のことι幻何もかも最初から「できない」ありきで結果を決めつけるのは思考停止だ澤田貴司け,ミリ,ト社長)

24時間営業を止めると言えば「売上が落ちる深夜の品出しができないという反論が出る。本当にそうなのか、実験してみないこ

とには影響はわからない「最初からできないと結果を決めつけては、そこから何も生まれない」ど翠田氏はいう実験によって

「立地によっては24時間営業しなくてもよい店はある」との結果を得た

令

曝▼
9余'緊、

さわだた"、 L

次の巡回監査は

月

日() 頃の予定です。資料整1里準備をよろしくお願いします。


