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招かれざる客 

 
 
 
 
 
                                     

 

 

 

 

 

 

申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには、 

「更正の請求」という手続により、訂正を求めることができます。 

平成２３年度税制改正において、この「更正の請求」ができる期間が延長されています。 

 

 

○所得税・消費税・相続税の更正の請求ができる期間 

〔従前〕法定申告期限から１年 ⇒ 〔改正〕５年に延長  

 

○法人税の更正の請求ができる期間 

〔従前〕法定申告期限から１年  

⇒ 〔改正〕５年（純損失など赤字が過少だった場合は９年）に  

 

○贈与税の更正の請求ができる期間 

〔従前〕法定申告期限から１年 ⇒ 〔改正〕６年に延長  

 

 

他方、これに併せ、税務当局側が税金を増やす処分（増額更正）ができる期間（≒税務調査の対象 

期間）についても、原則として５年まで延長されることになりました。 

 

 

○所得税・消費税・相続税の増額更正ができる期間 

〔従前〕法定申告期限から３年  ⇒ 〔改正〕５年に延長 
 

※法人税の増額更正できる期間は従前から原則５年のまま。贈与税も６年のまま。 

脱税等不正がある場合も従前から７年のままです。 

 

 

いずれも平成２３年１２月２日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。 
 

この改正は、納税者側から税金を減らしてもらう請求期間が 1 年であったのに対し、税務署側から 

税金を増やす処分ができる期間が３年や５年であったというアンバランスを是正することが目的で 

した。 
 
従来なら、期限切れで諦めていた税金の還付が救済される一方、税務調査の対象期間が長くなる 

ことで、申告漏れがあった場合の過少申告加算税や延滞税が増加するというリスクが高まること 

になります。 
（大寺） 
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「招かれざる客」を久しぶりに見た。黒人の青年（シドニー・ポワチエ）の突然の訪問を

受けた娘の父（スペンサー・トレーシー）の動揺ぶりが身に沁みた。実は、私の娘もこの３

月１０日結婚した。相手は、好青年である。アルバイトをしながら大学を卒業し、公認会計

士試験に合格している。人柄も悪くない。文句は無いはずだが、気分は少し落ち込みがちだ。

世に言う「花嫁の父」の心境なのだろう。 

 

 



 

労労働働保保険険  年年度度更更新新ののおお知知ららせせ  

① 労災保険料率改定（平成24 年４月１日） 

今年は、労災保険料率の３年ごとの見直しの年です。 

平均で0.6/1000引き下げ（引き上げの業種もあります） 
 
 

※主なもの 

卸売・小売業、飲食又は宿泊業： 4/1000 ⇒ 3.5/1000 

交通運輸事業： 5/1000 ⇒ 4.5/1000 

建設業（建築事業、その他建設事業）：変わらず 

労務費率改定（平成24 年４月１日） ⇒  ０～１％減

② 年度更新事務 

平成23 年度分の確定申告 ⇒ 改正前の労災保険料率 

新年度分の概算    ⇒ 改正後の労災保険料率 
 

雇雇用用保保険険料料率率変変更更ののおお知知ららせせ  

平成 24 年４月分から、雇用保険料率が変更になります。 

（吉田） 

 
 

 ４月の社会保険労務 

 
10 日 一括有期事業開始届＜概算保険料 160 万円未満：請負 

金額 19,000 万円未満の工事＞（労働基準監督署） 
30 日 労働者死傷病報告書の提出＜休業４日未満１月～３月分＞

（労働基準監督署） 
健保・厚年の保険料納付（郵便局または銀行） 
預金管理状況報告（労働基準監督署） 

 

健保印紙受払等報告書・雇保印紙保険料納付（使用）状況 
報告書提出（年金事務所・公共職業安定所） 
支給事由を同一にする被用者年金の受給権を有する基礎年金 
受給権者（誕生月を迎える者）現況届 
旧国民年金（老齢・通老）受給権者（誕生月を迎える者）現況届 

※ 世界保健デー（７日） 

 
 

 

中小会計要領② 

今回から、「中小企業の会計に関する基本要領」（以下「中小会計要領」。）と「中小企業の会計に関する 

指針」（以下、「指針」。）の異同点を詳しくご説明します。 

第１回目は有価証券について、です。 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ｑ．有価証券とは？ 

Ａ．株式、出資金、債券、投資信託等を指します。 
 

Ｑ．取得価額とは？ 

Ａ．有価証券を購入した時の値段。手数料等を含み 

ます。 

Ｑ．時価とは？ 

Ａ．期末日における取引所の取引価格の終値等（市場価格） 

市場価格がない場合には、比準価格や理論価格方式による算定値等。 

※「その時点での一般的な売買金額」のようなもの、と思って頂ければ…。 

 

 
繰り返しになりますが、指針は難しすぎる、もっと簡単な基準を！との現場からの声を反映したのが今回 

公表された「中小会計要領」です。次回は棚卸資産についてご説明します。          （渡邊） 

 

事業の種類 

平成 23 年度（確定保険料の計算に使用） 平成 24 年度（概算保険料の計算に使用） 

 被保険者 

 負担率 

 事業主 

 負担率 

①＋② 

保険率 

 被保険者 

 負担率 

 事業主 

 負担率 

①＋② 

保険率 

一般の事業 6/1000 9.5/1000 15.5/1000 5/1000 8.5/1000 13.5/1000 

農林水産 

清酒製造の事業 
7/1000 10.5/1000 17.5/1000 6/1000 9.5/1000 15.5/1000 

建設の事業 7/1000 11.5/1000 18.5/1000 6/1000 10.5/1000 16.5/1000 

項目 要領 指針 

有価証券 原則として取得価額で計上。 保有目的の観点から 4 つに分類する。 

売買目的の有価証券は時価で計上 
市場価額のある株式を大量に保有してい

る場合は時価評価 

著しく下落した時は回復の見込みがある

と判断した場合を除き、評価減を計上 
同左 

     

 

① ② ① ② 



 

 
 

贈与税についての疑問 part２ 
    ～離婚により受け取った財産～ 
 

Ｑ）離婚により相手方から受け取る財産に贈与税は 

かかりますか？ 

Ａ）原則として、贈与税はかかりません。 

 

離婚により受け取るものには、慰謝料、財産分与、子 

供の養育費等がありますが、その受け取る財産が不動産、

金銭等の財産の種類にかかわらず、原則として贈与税 

その他の税金は課税されません。これらは、贈与を受 

けたものではなく、慰謝料請求権や財産分与請求権に 

基づき給付を受けたものであるためです。ただし、分 

与された財産が不当に多すぎると認められる場合や、 

離婚が相続税や贈与税を免れるために行われたと認め 

られる場合には、贈与税が課税される場合があります。 

 

（参考） 

その財産分与等が不動産で行われた場合には、不動産 

を渡した者に対して所得税が課税されます。これは、 

その財産分与等が不動産の譲渡と判断されるためです。 

通常の譲渡と異なり、金銭は受け取っていませんが、 

不動産を渡すことにより離婚に伴う慰謝料や財産分与 

の義務が消滅していますので、その時の不動産の時価 

相当額の収入があったものとされます。 なお、その 

不動産が居住用財産である場合には、居住用財産を譲 

渡した場合の 3,000 万円の特別控除を受けることが 

できます。 

                   （坂田） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校医報酬は事業所得？給与所得？ 

院長先生の収入には様々なものがあると思います 

が、その中でも学校医報酬はどのような取り扱いに 

なるのでしょうか？ 

 市町村は、学校保健安全法により毎年定期に児童 

生徒等の健康診断が義務付けられ、そのため学校医、 

学校歯科医および学校薬剤師を任命し委嘱しなけれ 

ばなりません。 

 学校医の報酬は、各市町村の条例で定められ、そ 

の業務は保健指導、健康相談、健康診断、疾病予防 

措置等となっています。 

① これら業務の指示は市町村の教育委員会による 

② 自院の医療器械を使用せず、看護師を一緒に 

連れて行く必要がない 

③ 月額、年額報酬が条例で定めた定額である 

などを考慮すれば、給与所得に該当します。 

（後藤） 

 

 

 
 

建設業許可⑥ 

許可を受けるためには、下記の資格要件も必要と 

なってきます。 

＜誠実性＞ 
法人、法人の役員、個人事業主が請負契約に関し 

て、「不正な行為」又は「不誠実な行為」をする恐れ 

がない者｡ 

不正な行為とは・・・ 
請負契約の締結又は履行に際して、詐欺・脅迫・ 

横領・文書偽造等法律に違反する行為をいいます。 

不誠実な行為とは・・・ 
工事内容・工期等について請負契約に違反する行為 

をいいます。 

 

建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」 

または「不誠実」な行為を行ったことにより免許等 

の取消処分を受け、あるいは営業停止等の処分を受 

けて５年を経過しない者は誠実性のない者として扱 

われます。また暴力団の構成員である場合にも許可 

はできないとなっています。 

                                       （待田） 

４ 月 の 税 務 
 

1 給与支払報告に係る給与所得者異動届出 
４月１日現在で給与の支払を受けなくなった
者があるときは４月１６日までに関係の市町村
長に要届出 

2 公共法人等の道府県民税及び市町村民税
均等割の申告  
申告期限･･･５月１日（道府県及び市町村） 

3 軽自動車税の納付 
(1) 賦課期日･･･４月１日 
(2) 納期限･･･４月中において市町村の条

例で定める日 
4 固定資産税（都市計画税）の第１期分の 

納付 
納期限･･･４月中において市町村の条例で 
定める日 

5 ３月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額
の納付 
納期限･･･４月１０日 

6 ２月決算法人の確定申告＜法人税・消費
税・地方消費税・法人事業税・（法人事業所
税）・法人住民税＞ 
申告期限･･･５月１日 

7 ２月、５月、８月、１１月決算法人の３月ごとの
期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消
費税＞ 
申告期限･･･５月１日 

8 法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係
る確定申告＜消費税・地方消費税＞ 
申告期限･･･５月１日 

9 ８月決算法人の中間申告＜法人税・消費
税・地方消費税・法人事業税・法人住民税
＞（半期分） 
申告期限･･･５月１日 

10 消費税の年税額が 400 万円超の５月、８月、
１１月決算法人の３月ごとの中間申告＜消費
税・地方消費税＞ 申告期限･･･５月１日 

11 消費税の年税額が 4,800 万円超の１月、２月
決算法人を除く法人の１月ごとの中間申告 
（１２月決算法人は２ヵ月分）＜消費税・地方
消費税＞ 
申告期限･･･５月１日 

12 固定資産台帳の縦覧期間 
４月１日から２０日又は最初の固定資産税の
納期限のいずれか遅い日以後の日までの期
間 

13 固定資産課税台帳への登録価格の審査の
申出の期間 
市町村が固定資産の価格を登録したことを公
示した日から納税通知書の交付を受けた日
後６０日までの期間等 
 

 

 

 

 



当文書に掲載された記事の無断での使用・転載・引用などは一切禁止しております。内容には万全を期

していますがその内容を保証するものではありません。万一、当文書の情報に基づいて損害を被った場合

についても、一切責任を負いかねます。また特定の商品を奨励または中傷するものではありません。 

 

 

リスクマネジメント（企業防衛）とは・・・ 

企業経営者はたくさんのリスクを抱えています。 
万一に備えると、大きく分けて２つの資金が必要になってきます。 

      企業防衛 
      のための資金 

 
     円滑な事業継承の 

     ために 
     運転資金 

 
     後継者に 

      負担を残さないために 
      借入金返済資金 

 
 

      保険金で準備資金を 
     不足なくカバーするために 

     納税準備資金 

 
  
 
 
 
 

経営者が 
万一の場合に必要な 

２つの資金 
 
 
 
 
 
 

家族を 
守るための資金 

 
 

役員退職金 
 
 
 
 

功労加算金 
 
 
 
 

弔 慰 金 

 
 

それぞれの資金について、来月より解説や計算方法を掲載予定です。 
来月は…企業防衛のための資金 ①運転資金 を掲載します。                （井村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

いちごのおいしい季節がやってまいりました。買うことも頂くことも最近よ

くあることと思います。そのまま食べてもおいしいですが、ちょっとアレンジ

して食べるのもいいですよね。お料理上手な当事務所職員がレシピをご紹介☆ 

ぜひ試してみてください！                  （平野）  

                      

まずは、いちごジャムを作っておきましょう。 

いちごジャム 

＜用意するもの＞ 

いちご 

砂糖 （いちごの半分の量） 

レモン汁 少量 

☆レシピ☆ 

① いちごを洗って水気をきり、ヘタをとる 

② 深めの耐熱容器に全ての材料を入れてレンジで３分！ 

③ 一旦取り出してかき混ぜてレンジで１分！ 

この繰返し２回程で出来上がり 

（加熱処理はいちごの量、大きさにもよりますので様子を見ながら） 
 

上記のジャムを使って簡単デザートを作ってみては？ 

（例） レンジで簡単 苺のブランマンジェ 

餃子の皮を使った苺のミルフィーユ 

餃子の皮を使った苺のミルフィーユ 

＜用意するもの＞ 

餃子の皮  

ホイップクリーム 

いちご 

揚げ油 

いちごジャム 

粉糖（練乳でも可）＜お好みで＞ 

☆レシピ☆ 

①餃子の皮を、２００度の油で、こんがりきつね色に 

  なるまで揚げ、冷ます。 

②間に挟むいちごをスライスする。 

③餃子の皮、クリーム、いちご、いちごジャム、皮、 

  クリーム、いちご、いちごジャム･･･好きなだけ重ねる。 

④一番上にいちごを飾り、お好みで粉糖をかけてもＯＫ！ 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
  

  
 

 

 

さくら通信をご覧になって、ご意見ご感想がございましたら、 

お電話･FAX･ﾒｰﾙ等でご連絡下さい。  
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〒770-0025 徳島市佐古五番町２番５号 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ ：http://www.skr39.co.jp/ 

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   ：kimutake@js4.so-net.ne.jp      

TEL：０８８－６２５－２５５６      

FAX：０８８－６５４－１１８１ 

 

春のおいしい果物 いちごを使った簡単デザート 

 


