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＜今回の内容＞ 

1. 売上目標をどうやって

立てれば良いか .... P.1 

2. 社宅を使った節税につ

いて ............................. P.3 
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前回のニュースレターの問い

合わせが思いの外多かった

ので、調子に乗って今月もお

金のブロックパズルについて

の記事を書いてみました。今

回は、ブロックパズルを活用

した売上目標の立て方です。

細かな計算の仕方というより

も、こういう流れで売上目標

を立ててみませんか？と言う

提案ですね(^-^)。もう一点

は、本当によく聞かれる社宅

の取扱についてです。 

売上目標の立て方 
朝晩はようやく過ごしやすくなりました 

■ 先月から、僕の中で急に盛り上がっているお金のブ

ロックパズルですが、僕が盛り上がっているからか（笑）、

巡回の時に質問されることが結構ありました。 

これって、とっても嬉しいですね。時間をかけて調べたこ

とを、ちゃんと興味を持って目を通してもらっているという

ことですから。 

もちろん、みなさんにとってメリットのあることだと信じて

書いていますが、それでも、読んでもらえなければ意味

がないですし、多少なりともメリットを感じていただいてな

ければ、質問されることもないですもんね！ 

■ ということで、先月紹介したブロックパズルで、さらに

重要なことを学びましたので、今月はこの内容について、

紹介させてください。 

皆さんの中には、期末になったら翌期の売上目標や利益

目標、先月紹介した労働分配率など、しっかりと計画を立

てる方もいらっしゃると思います。 

事業規模が小さな方、自分自身のビジネスにおける自分

の影響力が大きい方（ざっくり言うと一人で仕事している

人など）は、もしかしたら「計画なんか立てなくてもなんと

かなるよ」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。 

逆に、自分の影響力がものすごく低い（と思っている）方

の中には、例えば「元請けがどれくらい仕事をくれるかに

よって売上が決まるので、計画なんか立てられない」って

思う人もいると思います。 

しかし、それでも計画表を立てて常にその目標を頭にしっ

かりイメージできている会社は、少しずつであっても、確

実にその計画に近づいていっていることを感じることがで

きていると思います。 

もし翌期の計画書を立てていないのであれば、ぜひ計画

を立てることをお勧めします！ 

■ 今回は、その

目標の立て方に

ついてです。 

私がお手伝いを

したクライアント

はほぼ100%、翌

期の計画について以下の２つの方法のどちらかで売上

目標や利益目標を決めています。 

１つは前期比較。「去年の売上が1億円だから、（当然去

年と同じだとかっこわるいので）今年は1億1千万円にしよ

う。」と、このような方法で目標を立てることを前期比較と

言います。 
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もう一つは、他社比較。「Ａ社の売上が5,000万円だから、

（うちも今年はＡ社に負けるわけにはいかないので）今年

は6,000万円にしよう。」と、このような方法で目標を立て

ることを他社比較と言います。 

計画を立てている会社のほぼ100%が、このいずれかの

方法で計画を立てています。 

もちろん、さっき説明したとおり、計画を立てることはとて

も良いことだと思います。 

計画を立てないと、どこに向かって登っているのか分から

ない山登や、いつまで走れば良いのか分からないマラソ

ンのようなものですもんね。 

さらには、ぼんやりとその目標を考えていても、考えてい

るだけなのと、紙に書いたりするのとでは、その効果は

違ってくると思います。 

■ ここからさらに一歩進んで考えてみます。前期比較や

他社比較のような方法で立てた売上目標は、どれくらい

のこだわりが持てるでしょうか。 

例えば、前期比較で立てた1億1千万円の売上目標につ

いて、期首から既に3ヶ月経ちましたが3ヶ月とも前年度

割れをしていて、このままだと当初の目標である1億1千

万円を達成できないことが分かってきました。 

そこで、社長であるあなたと営業部長との間で、こんな会

話を想像してください。 

営業部長「社長、今期の目標ですが、このままだと達成

できません。計画の見直しをお願いします」 

社長「いや、目標はあくまで目標だからこのままでいく。ま

だ３ヶ月なのに、ここで目標変更なんてできないだろう」 

営「でも、このままだと営業部の社員のモチベーションが

保てません」 

社「でも、去年1億円だったんだから、去年を下回ったら

かっこわるいだろう？」 

営「…(-_-)。」 

■ これを、営業部長の立場から想像したら分かりやすい

と思いますが、営業部長の心の中では『かっこわるいと

か知らんし！』もしくは、『ほな1億円でいいやん！』だと思

います(^^;)。 

そうですよね。1億1千万の売上目標は、単に前期の10%

アップ！って言うだけなので、営業部長の立場からすると

そこにこだわりなんかありません。 

もちろんその目標を達成すると営業部長としては評価さ

れるはずですので、達成したい気持ちはあるでしょうが、

『なんで前年比5%ちゃうねん！』と心の中では（大阪弁

で）叫んでるかもしれません。 

逆に、社長も、この売上が厳しいなと思っている場合は、 

営「社長、今期の目標ですが、このままだと達成できませ

ん。計画の見直しをお願いします」 

社「そうだな。では前年と同じで1億円でいこう。」 

営「(^∀^)ノ」 

となるかもしれません。 

つまり、前期比較や他社比較で立てた目標は、予定通り

いかなかった場合にそこにこだわりを持ちづらいんです

ね。 

今回の例では、営業部長が別の人だからこんな会話に

なりますが、多くの中小企業では営業部長の役割を社長

自分自身が担っていますので、もしかしたら、もっと甘え

がでるかもしれません。計画を見直しても、誰にも文句を

言われませんから。 

■ そこで、先月紹介したお金のブロックパズルを活用し

て、翌期の目標を考えてみます。下の例を元に一緒に数

字を追ってください。 

例えば、上の様な構成になっている会社が、「3年後には

200の資金を貯めて新しい事業を立ち上げたい！」と考え

ているとします（⑦の利益からは30%の税金が引かれて、

手元にお金が残ったのは35とします）。 

と言う事は、この3年間で200－（35×3）＝95の追加の資

金が必要になります。追加で単純に95÷3年＝31/年だけ

余分に税引後の利益が必要です。税引前の利益で考え

ると（35＋31）÷70%＝94。つまり⑦の数字が94になりま

す。 

④固定費の数字が変わらないとすると、③粗利は、
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94＋250＝344。粗利率が毎年同じだとすると、344÷60%

＝573。つまり、①売上が573必要です。 

ってことは、前年度比10%アップどころか、14.6%アップで

すね。さらに厳しい数字です。 

しかも、この数字だと、労働分配率は43%まで下がりま

す。労働分配率は、先月のニュースレターで説明したと

おり、前年度が50%で、今年が43%だとかなり少ないと考

えられます。 

売上を14.6%上げても、給与が全く増えない、従業員も全

く増やさないという経営をしていかなければなりません。

これでは従業員も納得しませんし、業種によっては、現実

的には不可能な数字ですね。 

そこで、労働分配率を50%にするとすると、なんと①売上

が646になります。前年度比29%アップです。 

■ しかし、営業部長は①の数字しか責任がありません

が、経営者であるあなたは、他の数字も見直しができま

す。 

例えば、 

 ⑥の固定費を3下げる努力をしてみる（不要な会費

をやめるなど）。 

 ⑤の人件費の内、社長の報酬をこの3年間は10下

げた結果、労働分配率を3%下げてみる。 

 ②変動費を、仕入業者を相見積を取るなどして変動

費率を2%減らす工夫をする。 

 必要な資金のうち、50は融資を受けることで資金が

必要な時期を変える。 

 新規事業の立ち上げを、3年後ではなく、3年半後に

する。 

 新規事業に必要は資金を、190にまで圧縮してみ

る。 

などの工夫が考えられます。 

そうすることで、現実的な売上目標が立てられた結果、

偶然前年度10%アップの550となったとします。 

結局同じやん！？と思うかもしれませんが、先ほどの営

業部長との会話をもう一度思いだしてください。 

営「社長、今期の目標ですが、このままだと達成できませ

ん。計画の見直しをお願いします」 

社「しかし、我が社は3年半後に新規事業を立ち上げよう

としているのは君も知っての通りだと思う。そのために、

固定費も3下げ、私の報酬も減らしている。購買部の方で

も相見積をとって変動費を下げる努力をお願いしていて

実際に2%下げることに成功している。新規事業の立ち上

げの資金についても、190でできるよう、最善を尽くすつも

りだ。君たちもしんどいと思うが、もう一踏ん張り、頑張っ

てくれないか？」 

どうでしょう？先ほどの「かっこわるいだろう？」と比べ

て、どちらが説得力があるでしょうか。 

自分自身が営業部長の役割も担っている場合、これだけ

考えた結果の10%アップだと「かっこわるい」よりも、売上

目標にこだわりが持てるのではないでしょうか。 

■ もちろん目標の数字にこだわりを持つためには、数字

がどのようにできているかを理解する必要があります。そ

して、現状目標と比べてどのように推移しているのか、実

績の数字も確認する必要があります。 

実績の数字は試算表を見れば分かりますが、実績が、

目標と比べてどれくらい多いか、もしくは少ないかをみる

には、別の工夫が必要です。この辺りについても、先月

同様、巡回時に是非ご相談ください(^-^)。 

社 宅を使 った 節税について  

■ 「せんせー、家の家賃って経費になるんやろー？」 

インターネットで「節税」について少し調べると、社宅で節

税！みたいな言葉がうたいますので、個人事業主、法人

であっても、ほぼ100%聞かれます。 

今までまとめていなかったのですが、ちょうど良い機会で

すのでまとめました。 

念のために説明しておくと、「社宅」と、「家の家賃を経費

にする」ことは別のことです。 

自宅の一室を、事務所という形で仕事をしている方は、

たくさんいらっしゃると思います。賃貸の場合は、家主さ

んに払っている家賃の一部を経費にすることは可能です

が、持ち家の場合は、持ち主が自分自身ですので、結局

自分が自分に払っているだけですので、住宅ローンの返
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[取扱業務] 

 事業計画、キャッシュフローコ
ンサルティング 

 税務申告・相談・記帳代行 

 税務調査対策 

 法人設立 

 各種セミナー 

 ITコンサルティング、HP作成、

SEO対策など 

- 

済分を経費にするというのは難しいです。 

その場合は、住宅ローン部分と言うよりも、事業に係る水

道光熱費部分だけ経費することをお薦めします（住宅

ローン控除の適用を受けている場合は注意してください

ね！）。 

■ では、社宅で節税するとはどういうことでしょうか。 

法人名義で社宅を契約し、法人が従業員にその社宅を

貸し出すことで節税になりそうです。 

法人では、社宅の家賃が増え、それが経費になります。

例えば家賃が10万円だとします。 

逆に、その社宅家賃を従業員から徴収すると、収入にな

りそうだから、無料で貸してあげる。 

年間で120万円の経費が増えて節税なりそうですね。 

しかし、税法の考え方では、「従業員にただで貸してあげ

るのはずるい！ただで貸すのは勝手やけど、それは給

料をあげたことにします！」と、従業員に対して源泉所得

税が課され、住民税も社会保険料も増えます。 

つまり、家賃が10万円だとすると、 

会社：10万の経費が増加 →法人税が減る 

個人：10万の給与として扱われてしまう→所得税・住民

税・社会保険料が増加する 

■ 「ほな、社員に給料あげたんと同じですやん？！」と思

われるのではないかと思います。そこで、節税の効果を

上げるためには、実際に、その社宅に住んでいる人から

月々「一定額の家賃」以上を徴収すれば、給与として課

税されなくなりますので、この「一定額の家賃」を従業員

から徴収しておく必要があります。この一定額の家賃は、

固定資産税評価額を基に計算するのですが、実際の家

賃と比べてかなり低い金額になることが多いです。10～

20%程度ということもよくあります。例えば、家賃10万円

だったとしても、固定資産税評価額から計算した「一定額

の家賃」が3万円だったとします。 

すると、3万円以上を徴収すれば給与として課税されない

ことになります。これは個人の立場からすると、実質的に

手取り金額が7万円増加です（家賃負担が10万から3万

になるため）。通常、給与を7万円増加させると、所得税・

住民税・社会保険料もそれに合わせて増加しますので、

手取りの増加は7万円より少なくなってしまいます。しか

し、社宅とすることにより、追加の税負担なしで手取りを

多くすることが可能となるのです。 

と言う事は、3万円が「一定額の家賃」だとすると、 

会社：10万円の経費増加＋3万円の家賃収入→トータル

7万円の利益減少（法人税が減少する） 

個人：3万円の負担で10万円の家賃に住める→実質的に

7万円の手取りの増加（税金・社会保険料は変更なし！） 

■ そして、 「一定額の家賃」とは、その社宅を従業員に

貸し出すか、役員に貸し出す場合であっても、床面積が

132㎡以下（耐用年数が30年超の場合は99㎡以下）の場

合は以下の方法によって計算します 

1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×

0.2％ 

2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)／3.3

(平方メートル)) 

3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×

0.22％ 

この合計額の50%以上を家賃として受けとっている場合

は、給与として課税されません。 

特に役員の社宅の取扱については、もう少し細かな取り

決めがありますので、実際に社宅を役員に貸し出す場合

には、事前にご相談くださいね！ 


