社長からの借入で利息を払う必要はある？ 社長に無利息で貸し付けても大丈夫？

「役員からの借入」
「役員への貸付」にまつわる税務の知識Ｑ＆Ａ

「役員への貸付」にまつわる税務の知識をＱ＆Ａで解説します。
トラブルを未然に防ぐためにも

にまつわる

坂本千足

本誌９月号の﹁改正電子帳簿保存法
の内容がスラスラ理解できる講座﹂で
もご紹介してたように︑来年１月から
電子データの保存ルールが大きく変わ
ります︒皆さんの会社でもメール添付
で取引先から請求書が送られてきたり︑
Ｗｅ ｂサイトから領収書をダウンロー
ドするケースは多いのではないでしょ
うか︒今後はこうした電子データの保
存方法に注意する必要があります︒こ
こでは﹁電子保存の義務化﹂の内容を
Ｑ＆Ａで分かりやすく解説します︒

児休業・介護休業の取得要件が緩和さ

れます︒
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今年６月に育児・介護休業法が改正さ

れ︑２０２２年４月１日より段階的に

施行される予定です︒改正の目的は従

業員が育児・介護を理由として離職す

ることを防ぎ︑男女ともに仕事と育児︑

介護の両立を可能にする労働環境をつ

くることにあります︒具体的な内容と

しては︑
男性版産休制度の創設や育児・

介護休業を取得しやすい環境整備の義

務化等が目玉となります︒
﹁育児・介護

休業法﹂が改正されることで会社とし

ても新たな対応が求められるでしょう︒

改正﹁育児・介護休業法﹂の内容と会

今回の法改正では︑特に育児休業に

社としての対応策をアドバイスします︒

﹁父親・母親が希望すれば仕事や育児

焦点が当てられています︒

を両立するために柔軟に休業すること

月 日から︑以下の３点が改正され

ができる状態をつくる﹂ことを目的に

ることになっています︒

有期雇用労働者について育児・介護休

別の周知・意向確認をする

・子どもが１歳６ヶ月までの間に契約

・引き続き雇用された期間が１年以上

ありました︒

方法はこれから企業に周知されること

ことが義務付けられます︒︵※具体的な

談窓口を設置したり環境の整備をする

復帰後についての研修を行ったり︑相

くなるように上司や本人に育休取得や

まず会社は︑育児休業が取得しやす

業の取得要件が緩和される

有期雇用労働者について育児・介護休

今までは以下の２点を満たす必要が
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月 日からは﹁引き続き雇用され

働者︵本人または配偶者︶に対して個
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満了することが明らかになっていない

会社はこんな責任を負う

業の取得要件が緩和される

満了することが明らかになっていな

た期間が１年以上﹂の要件が撤廃され︑

や周知・意向確認をすることを義務化

介します︶
︒事業主に対して︑
環境整備

になるので︑公表されたら改めてご紹

妊娠や出産について︑申し出をした労

復帰後についての研修を行ったり︑相

くなるように上司や本人に育休取得や

以上﹂の要件が適用される場合があり

いる場合は﹁引き続き雇用期間が１年

ただし︑労使協定など別途締結されて

同様の取得条件になるということです︒

業の取得要件が緩和される

有期雇用労働者について育児・介護休

別の周知・意向確認をする

ます︒妊娠や出産について︑申し出を

知・意向確認をすることを義務化され

ます︒事業主に対して︑環境整備や周
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談窓口を設置したり環境の整備をする

復帰後についての研修を行ったり︑相

くなるように上司や本人に育休取得や

して個別の周知・意向確認をする
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また︑
有期雇用労働者
︵たとえばパー

介します︶

方法はこれから企業に周知されること

つまり︑無期雇用で働いている人と

い﹂ことだけが条件になります︒

﹁子どもが１ 歳６ ヶ月までの間に契約
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になるので︑公表されたら改めてご紹

まず会社は︑育児休業が取得しやす

4

令和４年から電子帳簿保存法が大幅
に変わることにより︑その保存方法に
改めて注目が集まっています︒とくに
﹁電子取引﹂に関する電子データにつ
いては︑紙に出力しての保存が認めら
れなくなるため︑実務上の対応が求め
られます︒本稿では﹁電子取引﹂につ
いての知識と対応をわかりやすく解説
します︒

事業主に対して︑環境整備や周知・

意向確認をすることを義務化

妊娠や出産について︑申し出をした労

介護の両立を可能にする労働環境をつくることにあります。具体的な内容としては、男性版産
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◎この記事で理解できること…育児・介護休業法改正内容と今後のスケジュール／男性版産休制度の
創設／妊娠・出産の申し出をした従業員への個別の周知・意向確認の義務化／有期雇用従業員の育児・
介護休業取得要件の緩和／その他

「育児・介護休業法」

の内容と会社の対応ポイント

休制度の創設や育児・介護休業を取得しやすい環境整備の義務化等が目玉となります。改正

労務担当
者はここ
を
押さえて
おこう
!!

改正の目的は従業員が育児・介護を理由として離職することを防ぎ、男女ともに仕事と育児、
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分かりやすく解説します。
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の内容が分かる

注意する必要があります。2022年1月から施行される「電子保存の義務化」の内容をQ&Aで
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◎この記事で理解できること…そもそも
「電子取引」
とはどんなものですか?／「電子取引」については紙
での保存が認められなくなると聞いたのですが本当ですか?／今後メール添付で送られてきた請求書等
はそのままフォルダに保存すればいいということですか?／「電子保存」の要件について詳しく教えてくだ
さい／その他

令和 4 年）
2022 年（
り
4 月 1 日よ
予定！
順次施行

今年６月に育児・介護休業法が改正され、
２０２２年４月１日より段階的に施行される予定です。

「電子保存 の 義務化」
2022 年 1月から施行される

ものです。今後は、メール添付で取引先から送られてきた請求書等の電子データの保存方法に

印刷・保存は認められなくなる !?

スキャナ保存の要件緩和等ですが、なかでも身近な改正が「電子取引」の保存方法に関する

税理士

経理WOMAN

3

メール添付の請求書等の

来年１月から電子データの保存ルールが大きく変わります。改正の内容は承認制度の廃止や
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◎この記事で理解できること…社長から借入をするとき利息を払う必要はあるか／社長に貸付をする
場合、利息を取る必要はあるか／コロナ対応の緊急融資で借りた無利息の資金を社長に無利息で貸
し付けても大丈夫か／社長への貸付が税務調査で否認されるケースとは／膨れ上がった社長への貸付
を上手に解消する方法／その他

中小企業においては︑代表である社 ありませんし︑いつの間にか借入金や
長が︑自分の会社からお金を借りたり︑ 貸付金の金額が一度では精算しきれな
逆に︑会社にお金を融通したりという いほど大きくなっていたということも
ことがよく行なわれます︒お金を借り 決して珍しい話ではありません︒
本稿では︑役員と会社のお金の貸し
る場合も︑社長が会社の金庫からまと
まった金額をもっていく場合もあれば︑ 借りにまつわる経理・税務の知識をＱ
社長の個人的な費用の立替払いを︑や ＆Ａで解説します︒
むを得ず貸付金として処理する場合も
Ｑ 資金繰りの都合で社長から借入を
あります︒
いずれにしろ︑会社と代表者とのお する予定です︒この場合︑社長に利息
金の貸し借りは︑会社の本来業務では を払う必要はありますか？ また契約
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メール添付の請求書等の印刷保存は認められなくなる! ?

2022年1月から施行される「電子保存の義務化」の内容が分かるＱ＆Ａ

2022年4月1日より順次施行予定！ 労務担当者はここを押さえておこう！
！

改正「育児・介護休業法」の内容と会社の対応ポイント

月 号の内 容 紹 介 で す ！

の社長貸付については税務調査で問題とされることがあります。ここでは「役員からの借入」
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社長からの借入で利息を払う必要はある？
社長に無利息で貸し付けても大丈夫？

ます。社長からの資金の借入についてはそれほど大きな問題はありませんが、逆に会社から

会社が社長から借入をする︑あるい
は会社が社長に貸付をするといったケ
ースは案外多くあります︒社長からの
資金の借入についてはそれほど大きな
問題はありませんが︑逆に会社からの
社長貸付については税務調査で問題と
されることがあります︒ここでは﹁役
員からの借入﹂
﹁役員への貸付﹂にまつ
わる経理・税務の知識をＱ＆Ａで解説
します︒トラブルを防ぐためも︑あら
かじめ知識を頭に入れておきましょう︒

あらかじめ知識を頭に入れておきましょう。

2021年12月号

﹁役員からの借入﹂ 経理・税務の知識
﹁役員への貸付﹂

会社が社長から借入をする、あるいは会社が社長に貸付をするといったケースは案外多くあり
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◎この別冊付録で理解できること…年末調整の基本知識／今年の年末調整の注意点／年末調整の
手順／税額計算と過不足計算のやり方／税額納付と納付書の書き方／年末調整の電子化の方法／
実務でよくある疑問に答えます／その他

社会保険労務士

「育児・介護休業法」の内容と会社としての対応策をアドバイスします。

書は交わしたほうがよいでしょうか？ は︑ほとんどないと言えるでしょう︒ 理由というのも︑実際のところ︑こう
税務上も︑決算書にずっと役員借入金 いうやり方の結果という場合が多いの
たとえば︑銀行からお金を借りた場 が残っていたとしても︑それが会社規 ではないでしょうか︒
合は︑当然︑金銭消費貸借契約という 模等から見て︑よほど大きな額になっ
ただし︑これはあくまで税務上の話
契約を結んで︑利息も契約通りに支払 ていない限り︑これも問題となること です︒会社のお金と個人のお金を峻別
います︒これは︑本来︑会社と代表者 はあまりないでしょう︒
して︑会社の収益力をよりシビアに見
との間のお金の貸し借りにおいても同
支払利息も契約書がなければ︑そも ようと思えば︑たとえ︑社長からの借
じのはずです︒ところが︑それをやっ そもいくら計上すればいいかがわかり 入であっても︑そこは契約をしっかり
ていないケースが実際には多いですね︒ ませんが︑それは別として︑会社が支 結んで︑規則正しく元本を返済し︑利
契約書がないということは︑いつま 払利息を計上しないということは︑会 息も借入額に見合った額を計上するの
でにいくら返済しなければならないか 社の利益がそれだけ増えるわけですか が本筋といえます︒
が決まっていないということです︒利 ら︑その点も税務署が問題にすること
役員借入金で一番気をつけなければ
息の支払いも同様で︑こちらも何も決 はありません︒
いけないのは︑貸主である役員が亡く
まっていないということになります︒
中小企業では社長の給料は︑社長自 なった時に︑役員の側から見れば︑そ
もちろん︑紙の契約書でなくても︑口 身によって決められます︒ですから︑ れは会社に対する貸付金ですから︑被
約束を取り交わしていれば︑契約は契 その決め方によっては会社の利益をゼ 相続人︵死亡した役員︶の相続財産に
約ですが︑何かあった時には︑やはり︑ ロに近づけることもできます︒すると︑ なってしまうということです︒
言った︑言わないでもめる原因ともな 役員報酬を多めに支払っておいて︑会
相続財産になってもそれが債務者で
ります︒
社の資金が足りなくなったら︑社長が ある会社から回収できればいいですが︑
では︑契約書がないことが会計上問 受取った役員報酬の中から︑会社に資 もともと︑会社の資金が足りないため
題かというと︑大企業は別にして︑少 金を貸し付けるということができると に︑代表者が貸付けたものですから︑
なくとも︑中小企業で問題になること いうわけです︒役員借入金が発生する 回収といってもおいそれとはいきませ
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ビギナーにも分かるようにレクチャーします。ぜひお役立てください！

付録

押印欄の廃止等に注意が必要です。本付録では年末調整の基本知識から改正ポイントまでを

For Accounting Staff

月刊経理ウーマン 二〇二一年十一月二〇日発行

せんが、年末調整申告書を電子データ等で提供する場合の税務署長の承認廃止や各申告書の

࠰ᛦૢ
ộỦẦẳụ

今年も年末調整の時期がやってきました。今年の年末調整では昨年ほどの大きな改正はありま
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