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消費税率10%への引上げに伴う
賃貸借・請負契約等の注意点
2019年10河から、消費税率10%への引上げが予定されています。賃貸借、リース取引、請負など

については、3月31日までの契約であれば、10月1日以後の引渡し等であっても8%の税率が適用

できる経過措置があります。契約日に注意しましょう。

務所の賃貸借や

ノースは契約日に注恵

(1) 2019年3月31日までの

賃貸借契約は8%

事務所や店舗、倉庫、工場の賃貸借契約や

リース契約゛などの資産の貸付けに係る一定

の契約については、 2019年3月31日までに

契約し、 9月30日までに貸付けを開始した

場合には、10月1日の税率10%への引上げ以

後であっても、 8%の税率が適用される経過

措置があります。咽表D

※税法上、売買(資産の譲渡)として取り扱われるりース

契約については、この経過措置は適用されません。

(2) 2019年4月1日以後の契約

2019年4月1日以後に契約し、 9月30日ま

でに貸付けを開始した場合は、 9月30日ま

では800の税率が適用されますが、 10月1日

以後は10%の税率が適用されることになり

ます咽表2)

ニ~＼毛、 ^,唾、 4!!室i
ψ^

契約

(3)自動更新は、更新日に注意

家賃やりースの契約が自動更新の場合は、

契約更新日に注意が必要です。

2019年3月31日までに契約が自動更新さ

れた場合は、経過措置の対象となり、次の更

新日まで8%の税率が適用されます。咽表3)

4月1日以後~9月30日までに自動更新

された場合は、経過措置の適用対象外となり、

9月30日までは 8 %、 10月1日以後は10%

の税率が適用されます咽表り

事や製造などの請負は

契約日と引渡し日に注意

工事

(1) 3月31日までの請負契約は8%

建築工事などの請負契約による代金の消費

税率は、 2019年10月1日以後に引渡した場

合は、原則として引渡し時の税率1000が適

用されます(図表5)

ただし、経過措置として、請負契約が3月

31日までに行われた場合は、 10月1日以後の

引渡しであっても、 8%の税率が適用される

ため、契約日に注意が必要です(図表0)

引渡し

2018年12月号

●対象となる請負契約の範囲

@建築請負契約(住宅のリフォーム、修繕、改

修工事を含む)

@製造請負契約

0測量、地質調査、工事の施工に関する調

査、企画、立案及ぴ監理並ぴに設計

回映画の制作*

0ソフトウエアの開発*

圃その他の請負に係る契約(運送、保管、印

刷、広告、仲介、情報提供、検査・検定等の

事務処理、市場調査)*

※完成までに長期間を要するなど一定の契約が対象になります



(2)追加工事によって金額が増加したとき

2019年3月31日までに請負契約を結んだ

場合でも、 4月1日以後に工事等が追加され

たことで、当初の契約金額より増加してしま

うことがあります

このような場合は、増加分(当初の契約金

額を超えた分)の金額については、100。の

税率が適用されます(図表力

亜^賃貸借契約・リース契約・請負契約の経過措置

20]9年 4/1

.

消費税率

怒過措置の適用を受ける場合の

務上の注意点

経過措置の適用を受けた事業者は、契約の

相手方に対し、「消費税法経過措置の適用に

より消費税率が8%」である旨を書面(契約

圭二 請求書、通知書など)で通知する必要が^、

あります

賃貸借契約・リース契約

①

2019年3月3]日までの

賃貸借・リース契約

②

20]9年4月1日以後の

賃貸借・リース契約

③
20]9年3月31日までの

自動更新

④

2019年4月]日以後の

自動更新
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⑤

原則は引渡し時の税率

⑥

20]9年3月31日までの
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年末調整事務はここに注意
~配偶者控除等申告書の様式変更~

配偶者控除及び配偶者特別控除晒酎風者控除等)の大幅な見直しによって、今年の年末調整

では、申告書の様式が変更され、記載事項が変わります。経理担当者は、従業員への注意喚起

と、提出された申告書に記載もれや不備がないか、よく確認しましょう。本欄では、新しくなった「配

偶者控除等申告書」をはじめ、年末調整の注意点を説明します。
※なお、本欄では、説明上、配偶者控除を受ける人を「夫」、その配偶者を「妻」として説明しています。

今年の年末調整の注恵点

今年は、配偶者控除等の改正に伴い、以下

の点に注意が必要です

^

@「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告

書」が、「保険料控除申告書」と陌三偶者控除

等申告書」の2枚に分かれました。

@配偶者控除の適用を受けるには、晒引風者控

除等申告書」の提出が必要になります。(配偶

者がいる方は必ず提出しましょう。)

@新しくなった晒引寓者控除等申告書」には、給

与所得者本人とその配偶者の所得の見積額

と、所得の区分判定を記載します。

i-、

.

、<>

注意点①~③の詳細は次のとおりです

注意点@

「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告

書」が、Π呆険料控除申告書」と陌引風者控

除等申告書」の2枚に分かれました

様式変更によって、従来の陌酎昌者特別控

除申告書」は廃止され、新たに陌引禹者控除

等申告書」佑頁図表2)となり、記載事項に

つぃても、配偶者控除等の控除額を求めるこ

とができる内容に変更されました。

「保険料控除申告書」の記載項目について

は、従来と特に変更はありません。例年どお

り、保険等の種類、保険金等の受取人、支払っ

た保険料の金額に注意しましょう

ノー^

j主意点@

配偶者控除の適用を受けるには、陌引寓者控

除等申告書」の提出が必要になります。(配偶

者がいる方は必ず提出しましょう)

納税者本人に、配偶者がいる場合の所得税

の優遇として、配偶者の年収炉市尋)に応じ

て、配偶者控除と配偶者特別控除があります。

昨年までは、配偶者特別控除を受ける場合

にっいてのみ、陌ι偶者特別控除申告書」の

提出が必要でした。

今年からは、配偶者控除又は配偶者特別控

除のいずれかを受ける場合には、陌酎禹者控

除等申告書」の提出が必要になります

例えば、配偶者控除と保険料控除を受ける

場合、「扶養控除等(異動)申告書」と合わ

せると、提出する申告書は、今年から3枚に

なります。経理担当者は、配偶者がいる従業

員の「配偶者控除等申告書」の提出もれに注

意しましょう佑頁・図表1)

<二>

゛M三.

2018年12月号

.



配偶者控除等について、源泉控除ではなく、

年末調整時に適用を受ける場合は陌酎昌者控

除等申告書」の提出によって適用を受けるこ

とになります

亜^申告書の様式変更と提出内容

保険料控除

申告書兼

配偶者特別控除

申告書

今年から

配偶者控除等

申告皇

+

新しくなった陌引寓者控除等申告書」には、

給与所得者本人とその配偶者の所得の見積

額と、所得の区分判定を記載します

陌酎昌者控除等申告書」には、夫と妻の「本

年中(平成30年中)の所得の見積額」の記

載とともに、夫婦それぞれの所得の区分を判

定し咽表212)、自身が適用を受ける配偶者控

除又は配偶者特別控除の額を記載します

具体的には、給与収入のみの場合、「合計

所得金額の見積額の計算欄」咽表2③)と申

告書裏面の「3 所得の区分の【①給与所得】

にある除合与所得の金額の計算方法」をもと

に、所得金額を計算します

計算した所得金額をもとに、申告書表面の

判定欄に当てはめて、区分1・Ⅱ欄を記載し

ます(図表2,2)

扶養控除等

(異動)申告書

保険料控除

申告圭

取^平成30年分の給与所得者の配偶者控除等申告書
+ 扶養控除等

(異動)申告書

あなたの本卑中の*1

会計所褐金頓の鴇叔

平成30年分 給与所得者の配偶者控除申告書

フりノjナ〕

易なたの氏名

船0,000円訟0.000円

B 320,000円 260,000円

C 160.000円口0,000円

摘要配偶者控畭

20]8年12月号

0

②

配の本卑中の計所褐金些

③

280.000円

260,000円

i30,000円

ヨ5万11"1

90刀11以ト

360,000円

240.000円

100,000円
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配偶者特別控除

ゞ山,鳥

区分

左の貞壱
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次に、「控除額の計算欄」(図表2④)において、

区分1・Ⅱの記載に当てはまる陌ι偶者控除

の額」又は陌酎周者特別控除の額」を計算し、

所定の欄(図表2りに記載します

所得と収入(年収)の違い

配偶者控除等申告書には収入(年収)ではな

くj吊昇を記載することに注意しましょう。

会社など雇用者から受け取る給料・賞与の総

額力圷収入(年収)」で、そこから給与所得控除を

差し引いた金額が炉吊昇」になります。

例えぱ、パートによる収入力η03万円の場

合、給与所得控除は65万円になるため、所得は

38万円になります。つまり収入103万円と所

得38万円は同じ意昧ということです。

収入(年収)]03万円

所得38万円 給与所得控除65万円

23歳未満の人については、「特定扶養親族」

のチェック(/)を確認します(図表3の

16歳未満の扶養親族については、申告書

の最下欄にある「住民税に関する事項」欄の

記載を確認します

②老人扶養親族の「同居老親等」の記載

老人扶養親族(満70歳以上)に該当する

人がいる場合は、「同居老親等」又は「その他」

のいずれかにチェック(/)の有無を確認し

ます。(図表32)

本人又はその配偶者の直系尊属(父母や祖

父母など)で常に同居している人は「同居老

親等」(控除額58万円)になり、それ以外は「そ

の他」(控除額48万円)になります

扶養控除等(異動)申告書を
確認する際の注意点

(1)「源泉控除対象配偶者」欄の確認

「A源泉控除対象配偶者」欄個表3D に記

載される配偶者は、納税者本人と生計をーに

する配偶者で、その年中の所得の見積額が、

納税者本人が900万円以下(給与収入のみの

場合、年収1,120万円以下)で、配偶者が85

万円以下(給与収入のみの場

合、年収150万円以下)の人

です

●ここに注意!

常に同居している老親等が病気で入院し、

別居になった場合は「同居老親等」になり

ますが、老人ホーム等に入所している場合は

「その他」になります。

(2)「控除対象扶養親族」欄

の確認

①特定扶養親族の対象者がい

る場合

控除対象扶養親族欄には、

16歳以上の扶養親族が記載

され、そのうち、 19歳以上

(3)「所得の見積額」に注意

所得の見積額については、年初に見積もっ

た所得額が記載されています

妻や子供のパート・アルバイトの所得の見

積額の記載について、確定額では控除の対象

からはずれてしまう場合があります

取^扶養控除等(異動)申告書(一部)
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取^配偶者控除等の控除額と所得制限(年収ベース)

【平成30年からの配偶者控除】妻の収入力η03万円以下の場合

夫の給与収入(目安)
妻の年齢

1120万円以下 1,170万円以下 1220万円以下

70歳未満 38万円 26万円 ]3万円

70歳以上 48万円 32万円 ]6万円

妻の年収によって
変わる「00の壁」

妻が、夫の配偶者控除や自身の所得税の非

課税の範囲に収まるように年収103万円を超

えないように調整して働くことから、「103

万円の壁」と呼ばれていますまた、このよ

うな年収の壁は他にもあります

妻の収入に住民税が課税される

(自治体によっては、 97万円又は
100万円の壁

93万円から課税対象になるとこ

ろがある)。

103万円の壁妻の収入に所得税が課税される。

妻が社会保険に加入し、自分で保

130万円の壁険料を支払う必要がある(一部は

106万円の場合がある)。

]50万円を超えると配偶者控除

50万円の壁等の控除額(最高38万円)が減額

される。

20]8年12月号

【平成30年からの配偶者特別控除】

.

]03万円超150万円以下

150万円超155万円以下

]55万円超160万円以下

160万円超166.8万円未満

166.8万円以上175.2万円未満

175.2万円以上183.2万円未満

183.2万円以上190.4万円未満

190.4万円以上]97.2万円未満

]97.2万円以上201.6万円未満

20].6万円以上

妻の給与収入
夫の給与収入(目安)

1,120万円以下 1,170万円以下

38万円 26万円

36万円 24万円

3]万円 21万円

26万円 ]8万円

2]万円 14万円

]6万円 Π万円

Π万円 8万円

6万円 4万円

3万円 2万円

0円

設けられました咽表4)

配偶者控除については、

所得制限によって、納税者

本人(夫)の年収が1,120

万円(所得900万円)を超

えると、控除額が縮小し、

1220万円炉市与1,000万円)

を超えると適用が受けられ

なくなりました

配偶者特別控除につぃて

も、配偶者控除と同様の所

得制限(年収1,120万円を

超えると控除額が逓減)が

設けられましたが、妻の年

収が150万円までは、最高

38万円の控除が受けられ

るとともに、さらに年収

201万6千円未満まで控除

枠が拡大しました

この場合、税務署から源泉所得税の不足分

の確認があり、会社は、その従業員から不足

分を徴収し、納めることになりますこの点

は、従業員に特に注意喚起しましょう

.

1220万円以下

13万円

12万円

U万円

9万円

7万円

6万円

4万円

2万円

]万円

配偶者控除等の
控除枠拡と所得制限

例えば、夫婦共働きの場合で、妻がパート

収入のみで年103万円炉市尋38万円)以下で

あれぱ、夫は「配偶者控除」(最高38万円)

を受けることができるとともに、妻も所得税

が課税されません

妻の収入が年103万円を超えると、夫は配

偶者控除を受けることができなくなります

が、代わりに陌ι偶者特別控除」を受けるこ

とができます。

配偶者控除と配偶者特別控除につぃて、税

制改正が行われ、控除額の拡大と所得制限が



ズ掃畷隻の'字'イ"カエ'<
皇理荷

年の瀬に向けて大掃除を行う会社も多いのではないでレようか。、特に、座り仕事の人であ

れば長い時間を過ごすデスクの環境を整えることは大切です。1'忽2か月後にもりバウンド

しない・キレイが続く片付けのコツを紹介します。

デスクのキレイが続く!2つのボイント

大掃除で片付けをしてもすぐに元に戻ってしまうことがあります。そ
空きスペース

れを防ぐためには2つのボイントがあります。

0モノの量は収納の7割まで

"収納の7割"とは"自分で管理しやすい量"のことです。収納の3割は常

に余裕があるように、本当に使うモノとそうでないモノを定期的に仕分

けし、それぞれにアドレス(置き場所)を決めましょう。

.

. .

. ...

②決まった時間にりセットタイムを設ける
リセット!

収納の7割までモノを減らして置き場所を決めておけぱ、散らかって

も5分程度でりセットできます。1日]回のりセットタイム、定期的な

仕分けタイムをつくりましょう。帰る前や出社直後などがおすすめです。 恐.^"畢、1 ・ 1

.゛τ゛'
デスクの上に何もない状態にすることで、気持ちよく仕事がスタートで

きるほか、紛失やセキユリティなどのりスクも軽減します。

散らかりやすいモノの整理術

●名刺・文房具
^^

名刺は一覧できるファイル1こしまうか、スキャンしてデータ

化するのがおすすめです。

ペンはすべて]種炎印本ずつで十分です。あとは必要に応じ

てハサミ、テープ、定規などを]つずつ、横置きではなくぺン

未処理進行中保存立てなどに縦置きにすると省スペースですっきりします。

書類

「1年以内の書類があれぱ99%の仕事で困らない」という統計結果があります。書類の保存期間を

決め、冷蔵庫のように"賞味期限"がきれたモノは捨てるか、データにして保存するようにしましょう。

使用中の書類は、種類別にファイルで管理し、ボックスなどに立てて収納すると探しやすくなります。

その際に「左から重要度が高い順に並べる」などルール化することで作業もはかどります。

.

次の巡回監査は

参考:夢をかなえる7割収納

頃の予定です。資料整理・準備をよろしくぉ願いします

.

にとりあきお

月

奇跡の3日片づけ石阪京子著(講談社)、コクヨ式整理術(学研プラス)

日()

【今月のこど訂順湖なときはあまり差かつかない僕はいつも逆境を待っている似鳥昭雄(ニトリ創業者)

似鳥氏は、売上減少の危機に陥ったとき、経営コンサルタントからできることはするなと教えられた。これは、すぐにできる小さな改善よりも、実現不可能

のような難題に挑戦するほうが、成長できるからだという経営者は、逆境を避けたいが、似鳥氏は、逆境から生まれる危機感こそが、現状を見直し、より

良い方向へ導く力になるという


