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＜今回の内容＞ 

1. 「げんせん」についてこ

の際理解しておこう

 ...................................... P.1 

2. 儲かってるって言うけ

ど、お金ないで（キャッ

シュフロー計算書につ

いて）？ ..................... P.3 
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そろそろ生命保険のはがき

が届き始めると思います。年

末調整のシーズンが到来す

る前に、一度「げんせん」につ

いておさらいしておきましょ

う。と言う事で、今回は源泉

所得税についてと、お金を管

理するのに知っておいて欲し

いキャッシュフロー計画書を、

さわりだけ紹介します。 

源泉所得税について 
年末調整のシーズンがやってきます！ 

■ もう少しで年末調整のシーズンです。この時期から私

たち税理士はどんどん忙しくなっていきます。 

そこで、年末調整シーズンの前に、今回は、よく「げんせ

ん」と言われる、源泉所得税について、ざっくりと説明い

たします。 

税務の話なので、じっくり読まないと難しいかもしれませ

んが、「うちの会社やったらなにやろ？」と、想像しながら

読み進めてみてくださいね。 

■ まずはじめに、「所得税」について説明します。 

所得税とは、「個人」がその年の１月１日から１２月３１日

の１年間に得た「所得」に対して課税される税金のことを

言います（これが「法人（企業や会社など）」なら法人税に

なります）。 

けれど、そのまま課税されるわけではありません！ 

所得税にはそれぞれの事情（扶養する家族や親族の人

数・医療費・保険料など）に応じて税の負担を調整するた

めの「控除」も設けられています。この控除を差し引いた

所得が、所得税の課税の対象になっています。 

そして、所得税の計算から納付までの流れは、大まかに

分けて次のようになっています。 

《パターン1》会社員の場合…勤務先が所得税の計算・天

引き・納付・年末調整まですべて行ってくれるが、住宅を

購入してローンを組んだときや高額の医療費を支払った

ときなどは自分で手続きを行わなければならない場合も

ある。 

《パターン2》自営業者・会社を退職した人の場合…所得

税の計算から申告（確定申告）、納付までのすべてを自

分で行う。 

■ 今回取り上げていく「源泉所得税」とは、所得税のう

ち、自らが申告して納付までを行う申告所得税に対して、

上に挙げた《パターン1》の中の、給与の支払者である会

社が、会社員の代わりに、事前に給与から差し引いて

（天引きして）納めている所得税のことです。 

ちなみに、会社員本人が負担する税金については、勤務

先は会社員に代

わって事務作業

（手続き）をして

いるだけなの

で、会計上、天

引きした源泉所

得税を「預り金」

などの勘定科目
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で処理しています。 

■ 源泉徴収が必要なのは、給与以外にもいくつかありま

す。わかりやすい例で言うと、税理士に対する報酬です

よね！そこで、源泉徴収の対象とされている所得の種類

をみていきましょう。 

細かいものもありますが、主なものを挙げてみます。 

 利子等 

 配当等 

 給与等 

 退職手当等 

 公的年金等 

 報酬・料金等… 

そしてこのうち、報酬や料金として支払われるものには、

源泉徴収の対象となるものと、ならないものがあります。 

なんだかややこしいですね(>_<)この辺りもさらっと読み進

めて下さい。 

○源泉徴収の対象となるもの 

 原稿料や講演料 

 弁護士・会計士・司法書士などの特定の資格を持つ

人に対して支払われる報酬や料金 

 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 

 プロスポーツ選手・モデル・外交員などに支払われ

る報酬や料金等… 

○源泉徴収の対象とならないもの 

 原稿料のうち、懸賞応募作品入賞者などへ支払わ

れるもので一人に対して１回に支払う金額が５万円

以下のもの 

 旅費や宿泊費のうち、報酬や料金の支払者が直接

支払ったもの 

■ 預かった源泉所得税の納め方 

このあたりから、事業所の年末調整に関係してきます。

そこの社長さん、居眠りしてませんか(^-^)？ 

さて、預かった源泉所得税の納付方法には、次の２つの

方法があります。 

○原則…毎月の給与や報酬から天引きした所得税を、

給与等を支払った月の翌月１０日までに、税務署に納付

書を添付して納める方法 

○特例…給与を支払っている従業員が１０人未満の場合

に限り、半年に１回（１～６月の所得税は７月１０日まで・

７～１２月の所得税は翌年１月２０日まで）納付する方法 

どちらも納付期限が土日祝の場合は休日明けが納付期

限になっていますが、ここで注意したい重要なことがあり

ます！ 

特例については、対象となるものが 

 給与や退職金から源泉徴収を行った所得税 

 弁護士、税理士、司法書士などの報酬や料金から

徴収した所得税等 

に限られてしまいます。 

なので、それ以外の源泉所得税については、原則となる

「所得が発生した翌月１０日まで」に納付を行う必要があ

ることに気をつけてくださいね！ 

■ また、特例を受けたい場合には、あらかじめ、従業員

から預かった「源泉所得税の納期の特例の承認に関す

る申請書」を所轄税務署長に提出し、承認を受けなけれ

ばなりません。 

提出時期は特に定められておらず、原則として、提出し

た日の翌月に支払う給与等から適用されます。 

ということは…提出したその月の源泉所得税は、毎月納

付の扱いになるので、開業したばっかりの会社は注意が

必要ですね！ 

■ ペナルティは？ 

以前、平成27年10月号に詳しく書いたので、今回はざっく

りですが、国に税金を納める納期限までに支払い漏れが

あると 

 不納付加算税 

 延滞税 

が自動的に課されることがあります。 

■ 不納付加算税とは、１日でも納付が遅れたら遅れた

日数に関わらず課される、いわゆる罰金で、算出方法は

次の通りです。 

① 誤りに気づき、自主的に納付した場合 

納付すべき源泉所得税の金額×５％ 

② 税務署から通知を受けたあとに納付した場合 
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納付すべき源泉所得税の金額×１０％ 

…自主的に納付したほうがまだマシっていうことになりま

すね(^^;; 

ただ、不納付加算税には免除されるケースがあります！ 

① 不納付加算税の金額が５，０００円未満の場合 

② 源泉所得税の納付月の直前１年間に納付の遅延が

ない場合 

これらの場合には、不納付加算税はかかりません(^^;; 

■ 延滞税は、いわば利息みたいなもんですね。延滞税

の算出方法は次の通りです。 

① 法定納期限の翌日から２月以内 

納付すべき金額×２．８％×延滞日数 

② 法定納期限の翌日から２月以降 

納付すべき金額×９．１％×２か月経過以降の延滞日数 

完納期限から２か月を超えると急激に高くなっていること

が分かります…Σ（・□・；） 

ちなみに、延滞税は、本税の額が１０，０００円未満の場

合には切り捨てて計算されます。 

■ 逆に、源泉徴収した所得税を間違って納めすぎた場

合、税務署は指摘してくれません。 

これって、不親切ですよね(>_<) 

もし多く納付したことに気付いた場合には、「源泉所得税

及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」を提出する

ことで、払いすぎた所得税の還付請求をすることができま

す。 

■ 税金、特に源泉所得税の話は細かくて、気をつけるこ

とがなんだかいっぱいあるように感じてしまいます。この

記事で少しでも仕組みが分かっていただけたら嬉しいで

す。 

儲かって るって言うけど、お金ないで（ キャッシュ フ ロー計算書について） ？  

■ ここ何回かお金のブロックパズルについてニュースレ

ターで書いたので、巡回に行く度にみなさんに直接説明

させていただいています。 

そのときに、さらに突っ込んだ話題になるのが、「なんで

お金ないのに儲かってることになってるの？」です。 

そこで、今回は、キャッシュフロー計算書について、その

基本について説明しますね。 

■ 「なんで儲かってんのに、お金がないんか？！」 

こんな会話のときは大阪弁がしっくりくるのが気になりま

すが、あえてこのキャラで通します。 

例えば、右の様な損益計算書

の株式会社があるとします。 

儲かってますね。 

社長の給料は人件費の中に

入ってますから、社長の給料を

取っても500千円残ってます。 

ここから30%の税金を取られて

も、350千円最終の利益が残り

ます。 

でも、この会社は、実は期首

1,000千円あったのに、終わってみたら200千円減って800

千円しかなかったとします。 

普通に考えたら、 

1,000千円＋350千円＝1,350千円になると思いません

か？ 

でも、蓋を開けてみたら800千円。この差ってなんや？！

と、疑問に思ったら、「あーもう会計分からん」となってし

まいます。 

■ ここで、もう少し頑張って理解しましょう。 

利益とお金の差異については、本当はたくさんの違いが

ありますが、理解しておいて欲しい項目はまずは以下の

３点です。 

1) 借入金 or 借入の返済 

2) 棚卸（在庫 or 仕掛品） 

3) 資産の購入 and 減価償却費 

これだけ分かったら、もうほぼ９割分かったも同然です。

さて、ここから少しずつ説明していきますね。 

■ 実はこの会社、日本政策金融公庫から期中に1,000千

円借りてたんです。 

借金は売上になりません。売上になったら、1,000千円借

売上高 10,000千円 

変動費 4,000千円 

粗利 6,000千円 

経費 5,500千円 

利益 500千円 

損益計算書 

税金 150千円 

税引後利益 350千円 
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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 

- 

りたら税金で30%持っていかれるなんてアホなことありま

せんよね。その逆も同じで、この会社はそのうち100千円

を返済していました。これも経費になりません。 

と言う事は、1,000千円ー100千円＝900千円だけお金が

増えていて、利益よりずれます。これが、利益とお金のず

れパート１です。でも、ここまで読んだ方から、 

「ほな、残りが350千円やから、最終のお金は最初の

1,000千円に、350千円＋900千円をたして2,250千円にな

るんとちゃうんかいな！？金は減ってますねんで？！」 

と怒られそうですが、怒らずに次を読み進めて下さい。 

■ 実はこの会社、当期に4,100千円仕入をしたうち、100

千円だけは売れずに、棚卸として残ってます。 

これを、在庫って言ったりしますね。在庫は当期の経費に

なりません。建設業だと仕掛品って言ったりしますが、そ

れも同じことで、今期のうちに支払ってもこの仕掛品分だ

け経費にはなりません。 

だから、変動費を見ると、4,100千円じゃなくて4,000千円

になっています。 

と言う事は、払ったお金は4,100千円なのに、経費になる

のは4,000千円。100千円減ってます。このずれが、利益

とお金のずれのパート２です。 

「ほな、残り350千円とのずれは、借金の900千円－在庫

の100千円＝800千円やな。」 

■ ここまできたらもう一息です。さらにこの会社、1,800千

円のプリウスを買いました。 

「あ、全部経費にでけへんやつやろ？減価償却費っちゅ

うやつや。知っとる知っとる。」 

このプリウスは、1,800千円払ったうち、経費にできるのは

減価償却費の300千円とのこと。 

と言う事は、この支払った1,800千円と、減価償却費の

300千円の差額である1,500千円だけ利益とお金の差が

あります。 

これで、借金の900千円－在庫の100千円－プリウス

1,500千円＝▲700千円。 

それと、この会社、中古のハイエースを３年前に買ってい

て、これも減価償却費を計上できます。つまり、さっきの

プリウスの反対で、お金を払ってないのに経費として計

上できちゃいます。今期に関して言うとお得ですね！ 

このハイエースの減価償却費が150千円。 

これで、借金の900千円－在庫の100千円－プリウス

1,500千円＋ハイエース150千円＝▲550千円。 

最終的に、この550千円だけ利益とお金がずれるというこ

とになります。 

と言う事で、お金の計算は、期首1,000千円＋利益350千

円－調整550千円＝800千円。ぴったり合いました。 

■ 「ややこしいなー。これって一枚の表にしてくれたらわ

かりやすいのに…。これやから会計とかは（ごにょご

にょ）。」 

という要望にお応えして作

成されたのがキャッシュフ

ロー計画書という表です。

あるんです。既に。右にあ

るような表を使ってキャッ

シュの流れを管理します。

一度御社のキャッシュフ

ロー計算書を眺めてみて下

さい。お金が残らない理由

については他にもあります

ので、社長の会社からも、

様々なものが見えてくると

思います。 

利益 350千円 

減価償却費 450千円 

借入金の増加 1,000千円 

借入金の返済 ▲100千円 

資産の購入 ▲1800千円 

CF計算書 

キャッシュフロー ▲200千円 

期首残高 1,000千円 

棚卸資産の増加 ▲100千円 

期末残高 800千円 


