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白川郷

秋の深まりを感じる今日この頃いかがお過ごし

す。積極的な対策は行わなければなりませんが、

でしょうか。

コロナ後を見据えて具体的な手当てを今こそ真剣

さて、野党が政権選択選挙と叫んで実施された

に考える時です。

総選挙も終わってみれば、大勢に影響のない平凡

既に、アメリカは金融の量的緩和政策の見直し

な結果に終わりました。感想を言えば、自民党は

に入り、欧州諸国もいずれ新型コロナ禍の経済緊

岸田総理に変わり少しリベラルなイメージで議席

急事態対応から平時の体制に移行するでしょう。

減を最小にくい止め、対する立憲民主党は共産党

コロナ禍で疲弊した経済を立て直さなければなり

と組んだことで、現実味のない批判ばかりの党に

ませんが、脱炭素社会を意識した画期的な技術革

なったというイメージが失速につながったので

新・発明がなされなければ、従来型経済社会はや

しょうか。

がて行き詰まるでしょう。持続可能な社会を目指

過去の歴史上、パンデミックは、医学的に対処

すなら地球環境に配慮した一定水準の生活を維持

法が見つからなくても、地域ごとに見れば２～３

する謙虚な生き方をしなければ、明るい未来はな

年をピークに、収束に向かうという史実がありま

いと思います。
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❄ 年末調整の対象者
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した人の

知って ーマ
テ
調整」

うち、主たる給与の収入金額が年間 2,000 万円以
下で、災害による源泉所得税等の納税猶予や還付
を受けていなければ、原則として年末調整の対象

「年末

となります。
また、年末調整の対象となる主な条件は以下の
とおりです。
○1 年間を通して勤務した、あるいは転職後、年

令和 3 年も残り 2 か月となりました。この時期

末まで継続して勤務した人

といえば、「年末調整」ですね。自分は年末調整の

○死亡により退職した、または心身の障害により

対象者なのか、どんな書類が必要なのか…ご説明

年の中途で退職し、本年中に再就職が見込めな

していきますね！

い人
○パートタイムで働いていた人が退職し、本年の

❄ 年末調整とは

給与総額が 103 万円を超えない場

その年に納付すべき所得税額は、「総収入額」

合（退職後本年中に別の勤務先か

や「控除額」が判明する年末に決定します。給与

ら給与を受けた人を除く）

支払時に天引き（仮払）された所得税と、年末に

○海外の支社や子会社に年の中途で

確定した所得税の過不足を精算することを「年末

転勤することとなり、非居住者と

調整」といいます。

なった場合

「年末調整」の時に必要になる書類は、
①扶養控除等（異動）申告書 ②基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書
兼所得金額調整控除申告書 (※1 基配所）③保険料控除申告書 の 3 つあります。下記の質問内容に該当する

場合は、対応事項に従って書類の記載・提出等が必要となります。
質問内容

対応事項

今年、中途入社し、かつ前職の源泉徴収票がありますか？

前職の源泉徴収票を提出

配偶者がいますか？
配偶者以外に扶養する子どもや家族がいますか？

扶養控除等 ( 異動 ) 申告書を記入

あなたを含む家族に障害者がいますか？

※扶養家族に収入がある場合は
金額を必ず記入

婚姻歴の有無に関わらず、子どもを扶養していますか？
働きながら学校に通っていますか？
・生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料
あなたが個人 ・地震保険料、旧長期損害保険料
で直接支払っ ・国民年金 ・国民年金基金
たものはあり ・国民健康保険料 ・介護保険料 ・後期高齢者医療保険料
ますか？

・小規模企業共済 ・企業型 DC( 企業型確定拠出年金 )
・iDeco( 個人型確定拠出年金 ) ・心身障害者扶養共済掛金

住宅ローン控除 ( 住宅借入金特別控除 ) を受けますか？
※

保険料控除申告書を記入
※支払ったことがわかる証明書を
添付

住宅借入金等特別控除申告書を提出

対象は住宅借入金特別控除が２年目以降の方です。
１年目の方は確定申告で控除を受けてください。

「年末借入金残高証明書」を添付

本年中の合計所得金額 ( 見積額 ) は 2,500 万円以下ですか？
( 給与収入のみであれば年収 2,695 万円以下になります )

基配所（※1）の「基礎控除申告書」
を記入

配偶者控除を受けますか？

基配所（※1）の「配偶者控除等申
告書」を記入
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企業の経営実務

～ 電子帳簿保存法の改正～
電子取引の保存要件

令和 3 年度税制改正で、国税

Q. 保存要件を満たすには？

（法人税・所得税）に関する帳

要件①

簿・書類の電子データ保存に関

保存された電子データが改ざんされて

する法律「電子帳簿保存法」の

いないことを示す真実性の確保

大幅な改正が行われました。

例）・タイムスタンプの付与(有料）

その中でもすべての企業・個人事業主が対象にな
．．．
るものが、電子取引の電子データ保存の義務化です。

・訂正削除ができないシステムでの保存
・訂正削除防止のための事務処理規定を定める

要件②

電子取引データの書面保存の廃止と罰則

保存した電子データを検索してすぐに表示できる

令和4年1月1日以後の電子取引については、取引関

ようにする可視性の確保

係書類を紙に出力して保存することが認められなく

例）・検索簿の作成

なり、電子データのまま保存・管理しておく必要が

・電子データ名に規則性をつけて保存

あります。
法律に定める要件に沿った電子保存がされていな

具体的な保存例のご紹介

い場合は、青色申告の承認取り消しの可能性もあり

導入しやすい保存方法の一例をご紹介します。

ます。課税期間の途中であっても、前述日以後は保

① 電子取引の発生

存要件が異なるため注意が必要です。

取引内容の書かれた画面のスクリーンショッ

また保存データの改ざん等により不正計算がされ

トや HP 上からのダウンロードを行う

た場合には、重加算税が10％加重(計45％)されます。

② データの保存
データの保存先は自社 PC 内だけでなく、外付
け HD,DVD,クラウトサーバー等を利用したバッ

Q. 対象となる取引は？

クアップが望まれる

電子取引とは？

③ 索引簿の作成

電子メール(添付含む）
、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｲﾄ、

データ名に規則性をつけて保存する

電子記録に保存する FAX、EDI、電子契約 など

（例：
「20210131 ㈱霞商店 110,000 円」）
取引関係書類とは？

もしくは、エクセルで索引簿を作成する

請求書、領収書、契約書、注文書、見積書、納品書、

索引簿（サンプル）
連番
日付
金額
取引先
備考
①
20210131
110,000 ㈱霞商店
請求書
②
20210210
330,000 国税工務店㈱
注文書
③
20210228
330,000 国税工務店㈱
領収書
④
⑤
⑥③は、消費税の課税売上割合によっては不要になる場
⑦
⑧合もある

送り状などで、取引の証拠となる書類

具体例）
・Amazon で購入した物品領収書のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｰﾀ
・ｽﾏﾎｱﾌﾟﾘ決済で購入した物品明細書のｽｸﾘｰﾝｼｮｯﾄ
・クレジットカード明細のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｰﾀ

④

・複合機の電磁的記録で受信した請求書

事務処理規定の備え付け

「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事

の FAX ﾃﾞｰﾀ

務処理規程」を作成する。
（国税庁 HP 参照）
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今月・来月の税務

お知らせ

11 月
*

年末調整・確定申告に用意する書類
11/1 ～ 15 申請期限

今年も年末調整の季節が近づいてまいりました。
すでに必要書類が届き始めているかと思いますが、
下記の書類を失くさないよう、大切に保管してくだ
さい。

・所得税の予定納税額の減額申請 ( 第 2 期分 )
*

11/30 納付期限

・所得税の予定納税 ( 第 2 期分 )

社会保険料控除

・個人事業税の納付 ( 第 2 期分 )

★ 社会保険料 ( 国民健康保険・介護保険・イデコ
等 ) のお知らせ
★「国民年金保険料控除証明書」

12 月
*

12/27 納付期限

・固定資産税都市計画税の納付 ( 第 3 期分 )

生命保険料控除
★ 一般の生命保険・個人年金保険・介護医療保険
の「生命保険料控除証明書」

ご確認ください
最低賃金制度とは、 最低賃金法に基づき国が
賃金の最低限度を定め、 使用者は、 その最低賃
金額以上の賃金を支払わなければならないとす
る制度です。
最低賃金は、 雇用形態に関係なくすべての労
働者に適用されます。
愛知県の最低賃金は、 10 月 1 日より 955 円と
なっています。 ご確認お願いします。

地震保険料控除
★ 旧長期損害保険料、地震保険料の「控除証明書」
住宅借入金等特別控除
★「住宅取得に係る借入金の年末残高等証明書」
★ 令和３年分給与所得者の ( 特定増改築等）住宅
借入金等特別控除申告書

「体質改善」「睡眠の質がよくなる」「脳への刺激
でストレス発散・メンタル安定」「ダイエット」
いいこと尽くめ！そういえば、散歩を始めてから

まだまだ暑い日もありますが、秋の陽気になっ

よく眠れるようになった気がします。

てきましたね。皆さまいかがお過ごしで

残念ながら体重はまだ変化がみ

しょうか。

られませんけれど…(:_;)

私は夏の終わり頃から散歩
にはまって、時間を見つけ

1 日 30 分でもいいから毎

ては近所を散歩してい

日続けて、健康な体を目

ます。途中で見つけた

指します！

コスモス畑や紅葉し始
めた街路樹、高く青い
空を眺めては秋を感じ、
清々しい気持ちになっ
ているのを感じます。
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散歩にはどんな効果
があるのか、インター
ネットで検索してみた
ら、「代謝がよくなる」
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