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◎この記事で理解できること…「不良在庫」
を抱えることの様々なデメリットについて／「不良在庫」
を廃棄処分することによるメリット
とは／「不良在庫」
を廃棄処分したときの勘定科目と会計処理／評価損の計上が認められないケース／税務調査に備えて準備して
おくこと／上記テーマに関連して中小企業の経理担当者の心得とは ほか
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リスキー？
にとっては
税理士さん

会社にと
ってメリ
ット大！

﹁書面添付制度﹂
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書面添付制度とは︑おおざっぱに言え
ば︑申告書を作成した税理士が﹁この
申告書は信頼できますよ︒だから税務
調査に入る必要はないですよ﹂と所見
表明した書類を付けて申告書を提出す
る制度です︒書面添付制度を利用した
場合には税務調査の対象に選ばれる可
能性はかなり減ると言われています︒
また書面添付制度を利用している場合︑
税務署は納税者に対して税務調査を通
知する前に︑添付書面に記載されてい
る事項について税理士からの意見聴取
しなければならないと税理士法で決め
られています︒ここでは書面添付制度
の内容と実情︑そして顧問税理士さん
に書面添付お願いするときの心得を解
説します︒
書面添付制度とは︑
書面添付制度
︵税
理士法第 条の ︶
と意見聴取制度
︵同
法第 条︶を総称したもので︑税理士
の存在意義を飛躍的に高めてスタート

それにより︑税務当局は税務調査の事

載した内容の書面を添付することです︒

先から受けた相談事項等について﹂記

料に基づき検討・判断したかや︑顧問

が﹁主要な項目についてどのような資

具体的には︑申告書について税理士

取を行うことになります︒

た書面について税理士に対して意見聴

前通知を顧問先に行う前に︑添付され

それにより︑税務当局は税務調査の事

載した内容の書面を添付することです︒

先から受けた相談事項等について﹂記

料に基づき検討・判断したかや︑顧問

が﹁主要な項目についてどのような資

具体的には︑申告書について税理士

し︑税理士の力量が問われる制度です︒

の存在意義を飛躍的に高めてスタート

やどのような過程で作成されたのか︑

申告書を作成するにあたり︑関与度合

高まることもメリットです︒税理士が

できます︒

質の高い決算・税務申告を行うことが

決算書・税務申告を行うため︑より品

導のもと︑各種留意ポイントに基づき︑

ることにあります︒税理士の監査・指

高い決算・税務申告を行うことができ

リットを納税者自身においても得るこ

記に記載されている事項のようなメ

﹁書面添付制度﹂
のメリットは精度の

そして第 者からの信用・信頼性が

◎この記事で理解できること…そもそも
「書面添付制度」
とはどんな制度なのか／会社(納税者)にはどんなメリットがあるのか／
「書面添付制度」
がなかなか普及しない理由とは／顧問税理士に
「書面添付」
を依頼するときの心得とは／その他、
上記テーマに関連
して知っておきたい知識 ほか
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中小企業の事業承継(後継者への経営のバトンタッチ)で問題になるのが株式譲渡の際の贈与
20

中小企業の事業承継︵後継者への経
営のバトンタッチ︶で問題になるのが
株式譲渡の際の贈与税・相続税の納税
です︒贈与税・相続税の納税というハ
ードルがあるため事業承継がスムーズ
に運ばないケースが少なくないのです︒
そんなとき﹁事業承継税制の特例﹂を
使えば贈与税・相続税が１００％猶予
となります︒ここでは﹁事業承継税制
の特例﹂の内容と手続きについて解説
します︒利用を検討するなら早めの準
備に取り掛かりましょう︒
社長の高齢化が進む中︑中小企業に
おいて事業承継は喫緊の課題となって
います︒事業承継を取り巻く問題は
様々ありますが︑大きな課題の１つが
自社株です︒自社の株価が高いと︑後
継者に贈与するにしても︑贈与税がネ
ックとなって承継が進みません︒
そこで︑２０１８︵平成 ︶年１月
１日から 年間限定で︑事業承継税制

◎この記事で理解できること…そもそも
「事業承継税制」
とはどんなものなのか／
「事業承継税制の特例」
はそれまでの税制とどこが違う
のか／
「事業承継税制の特例」
を利用すればどの程度の節税になるのか／
「事業承継税制の特例」
を利用するための要件とは ほか

ＰＤＣＡサ
イクルを
確立するこ
とで
問題解決に
つなげよう

会社を
発展させる

バルにまかせて経営していては︑変化

川北英貴

﹁経営計画﹂の作り方教えます

の早い経営環境についていけず︑持続

的な成長を維持することは難しいで

しょう︒
経営計画を策定することで︑
限

られた経営資源を有効活用し︑変化に

経営計画は︑その計画期間によって︑

強い事業展開が可能になるのです︒

れます︒一般的には︑長期経営計画が

年〜 年程度︑中期経営計画が３〜

５年程度︑短期経営計画１年とされて

長期︑中期及び短期経営計画に分類さ

少子高齢化による日本市場の縮小が

多くの場合︑中期経営計画は︑ 年か

予想される中︑ IT
技術などの急激な進
展により人・モノ・金・情報のグロー

計画のことをいいます︒

に基づいて策定される︑具体的な行動

経営計画とは︑経営方針や経営戦略

経営計画とは

株式会社グラティチュード・トゥーユー代表取締役

会社にとってゴーイングコンサーン

事
( 業を継続していくこと が
) 何より
大切です︒そのためには経営計画を立

てて目標をクリアしていくことが求め

られます︒いわばＰＤＣＡサイクルを

確立し︑問題を解決しながら会社を成

長していくことが必要なのです︒経営

計画がなければ羅針盤がないまま航海

をするようなもので︑いずれ難破しか

ねません︒ここでは﹁経営計画﹂の作

り方を専門家がアドバイスします︒

長期経営計画は︑設定された経営ビ

います︒

ら 年以内に達成する具体的な数値目

います︒

このため︑長期経営計画は︑その企業

の将来の未来像やあるべき姿を示すに

とどまることも少なくありません︒長

ジョンにもとづき︑今後の経営の方針

期経営計画は︑経営ビジョンに近い位

このため︑長期経営計画は︑その企

営計画に基づき︑事業部別︑部門別の

ほとんどです︒当時︑深刻な経営難に

株主などを含めて広く公開することが

大企業では︑策定した中期経営計画を︑

向性を定めたものが中期経営計画です︒

その企業の中期的に目指す事業の方

しょう︒

置づけになっていると考えてもよいで

標が明示され︑目標を達成するための

短期経営計画とは︑中期経営計画に

方法や方針も定められています︒

おいては︑
長期的な変化を予測して︑
行

基づき︑毎年策定される 年間の具体

や今後事業展開する事業分野を定義し

動計画にまで落とし込むのは難しいの

的な行動計画です︒会社全体の短期経

ます︒事業環境の変化が難しい現代に

が実情です︒

計画が策定され︑最終的には各従業員

産リバイバルプラン﹂は︑ ヵ年の中

業の将来の未来像やあるべき姿を示す

期経営計画でした︒このため︑長期経

短期経営計画を予算と混同する場合

もあるかもしれません︒予算の場合は︑ 陥っていた日産自動車が発表した﹁日

の行動計画にまで落とし込まれます︒

会社の数字的な計画のみを指すのに対

営計画は︑その企業の将来の未来像や

その企業の中期的に目指す事業の方

し︑短期経営計画は数値以外の行動計

にとどまることも少なくありません︒

位置づけになっていると考えてもよい

長期経営計画は︑経営ビジョンに近い

でしょう︒

あるべき姿を示すにとどまることも少

向性を定めたものが中期経営計画です︒

その企業の中期的に目指す事業の方

ると考えてもよいでしょう︒

営ビジョンに近い位置づけになってい

なくありません︒長期経営計画は︑経

向性を定めたものが中期経営計画です︒ 画までを含みます︒短期経営計画に予

算︶は︑月別︑組織別などより細分化

捗状況を測るには有効なものとなって

して設定されていますので︑計画の進

短期経営計画における数値計画︵予

しょう︒

大企業では︑策定した中期経営計画を︑ 算 も 内 包 さ れ て い る と 考 え て よ い で

株主などを含めて広く公開することが

陥っていた日産自動車が発表した﹁日

ほとんどです︒当時︑深刻な経営難に

産リバイバルプラン﹂は︑ ヵ年の中

期経営計画でした︒

◎この記事で理解できること…そもそも経営計画はなぜ必要なのか／経営計画の目的とは／経営計画を作成するための手順／失敗
する経営計画の特徴とは／経営計画を活用するために最も大切なこととは／上記テーマに関連して経理担当者の役割や留意点 ほか

❶﹁ 月 刊 経 理 ウ ーマン ﹂２０２２年１月 号の内 容 紹 介 で す ！

●処分の方法から税務の注意点まで

﹁不良在庫﹂を廃棄する
ときの経理の心得
税理士

畑山裕亮

前通知を顧問先に行う前に︑添付され

意見聴取により疑問等が解決して調査

5

のことが
理解できる
分セミナー
税理士

めることを目的としています︒
また︑
下

た書面について税理士に対して意見聴

が必要ないと認められた場合は︑税理

10

サイクルを確立し、問題を解決しながら会社を成長させていくことが必要なのです。経営計画が

法第 条︶を総称したもので︑税理士

取を行うことになります︒

士に対し﹁現時点では調査に移行しな

3

短期・中期・長期で経営計画を立てて目標をクリアしていくことが求められます。いわばＰＤＣＡ

1

し︑税理士の力量が問われる制度です︒

意見聴取により疑問等が解決して調査

場株式等についての贈与税・相続税の
納税猶予︑免除︶の一般措置を新設し
ました︒
ただし︑一般措置は対象会社の総株
式数の３分の２までしか対象にならず︑
相続税における納税猶予割合も ％と
されたため︑結果的に自社株にかかる
相続税の約半分しか猶予対象にはなら
ず︑一部の中小企業では適用が進んだ
ものの︑幅広く普及には至りませんで
した︒
そこで︑政府は２０１８︵平成 ︶
年度税制改正で事業承継税制を抜本的
に改正し︑新たに 年間の期間限定で
特例措置を設けました︒特例措置では︑
一般措置と違い︑全株式が対象となり︑
納税猶予割合も１００％とされたため︑
事実上︑要件を満たせば︑自社株に係
る税金は最終的に全額免除されること
になりました︒
免除について金額の上限はない︑と
いう画期的制度です︒

会社にとってゴーイングコンサーン(事業を継続していくこと)は何より大切です。そのためには

2
2022年 1 月号

100％猶予となります。特例制度の承認計画の提出期限は2023年3月31日です。利用を検討

経理WOMAN

!!
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30

運ばないケースが少なくないのです。そんなとき「事業承継税制の特例」を使えば、納税が

「事業承継税制の特例」

の特例措置が設けられました︒この特 らぐらいになるか︑ご存知ですか？
例を利用すれば︑贈与税相続税ともに︑﹁えっ︑うちは上場していないし︑誰
自社株に係る税金の１００％が納税猶 も売買しないし︑株価なんてないと思
予され︑最終的に要件を満たせば︑猶 うけど⁝﹂
︒そんなことはありません︒
予税額が免除されます︒これを使わな 冒頭の後継者の方が︑社長から株式の
い手はありません︒
贈与を受けるとすると︑相続税のルー
以下に︑法人版事業承継税制の特例 ルに基づき︑株価の評価をすることに
措置について︑制度の内容や︑実務上 なります︒
の判断ポイントなどについて︑解説し
その金額は︑時に数億円という結果
ていきます︒
になったりします︒すると︑後継者に
株式を渡したくても︑贈与税が高すぎ
て渡すことができません︒株式を後継
自社株に係る税金が
者に渡せないのでは︑結局︑事業承継
全額免除される
も進められず︑にっちもさっちもいか
ないということになってしまいます︒
政府は︑中小企業のこのような事態
に対応するため︑２００８︵平成 ︶
年５月に﹁中小企業における経営の承
継の円滑化に関する法律﹂
︵経営承継
円滑化法︶を制定し︑それを根拠とし
て︑２００９︵平成 ︶年度税制改正
において︑法人版事業承継税制︵非上

10

の
内容と手続きが分かる講座

「事業承継税制の特例」の内容と手続きが分かる講座

10

税・相続税の納税です。贈与税・相続税の納税というハードルがあるため事業承継がスムーズに

村田 直
税理士

を検
討す
そ
る
準備 ろそろ なら
を始
めよ
う!

﹁うちの会社︑次の後継者は決まっ
ているし︑社長も従業員もみんな反対
意見はないし︑なのに︑なぜか事業承
継が進まない⁝﹂
︒そんな場合︑ネッ
クになっているのは自社株かもしれま
せん︒
読者の皆さんは︑自社の株価がいく

なければ羅針盤がないまま航海をするようなもので、いずれ難破しかねません。ここでは、会社

3

80

30

とができます︒

が必要ないと認められた場合は︑税理

行われます︒

決算書の数字の作成根拠や数字に表れ
ないことを記載することにより︑信用

い﹂旨を原則として書面により通知が

行われます︒

の評価は経営内容の適正開示により︑

が高まります︒具体的には︑銀行から
融資担当者からの信頼を獲得できます︒

税理士が申告書を作成するにあたり︑

どの程度の関与度合いがあり︑どのよ

作成根拠や数字に表れないことを記載

うな過程で作成され︑決算書の数字の

することにより︑申告書の信頼性を高

を発展させる「経営計画」の作り方を専門家がアドバイスします。

3

会社を発展させる「経営計画」の作り方教えます

ＰＤＣＡサイクルを確立することで問題解決につなげよう! !

書面添付制度とは︑
書面添付制度
︵税

書面添付をお願いするときの心得を解説します。

!?

33

士に対し﹁現時点では調査に移行しな

と言われています。また書面添付制度を利用している場合、税務署は納税者に対して税務調査

2

ないと税理士法で決められています。書面添付制度の内容と実情、そして顧問税理士さんに

村田 直
税理士

る制度です。書面添付制度を利用した場合には税務調査の対象に選ばれる可能性はかなり減る

35

を通知する前に、添付書面に記載されている事項について税理士から意見聴取しなければなら
3

2022年 1 月号

経理WOMAN

3

35

すよ。だから税務調査に入る必要はないですよ」と所見表明した書類を付けて申告書を提出す
理士法第 条の ︶
と意見聴取制度
︵同
2

不良在庫は様々な要因に
より発生する

計上すれば節税にもつながります。ただし、棚卸資産の評価損は税務調査で問題になりやすい

さて︑不良在庫とはどんなものでし
ょう︒じつは法律や会計上の定義は特
にありません︒一般のビジネス用語と
して︑通常の販売サイクルや製造サイ
クルからはずれた商品や材料を︑正常
な在庫と区分する意味で﹁不良在庫﹂

不良在庫を抱えていては保管のためのコストがかさむばかりです。不良在庫を廃棄して評価損を

30

い﹂旨を原則として書面により通知が

書面添付制度とは、おおざっぱに言えば、申告書を作成した税理士が「この申告書は信頼できま
﹁書面添付﹂とは何か？

❹

２０２２年１月号のオススメ記事

﹁不良在庫﹂は︑頭を悩ますことが
多い項目ではないでしょうか？ 廃棄
する場合には証拠を保管する必要があ
りますし︑
評価損を計上する場合の
﹁評
価﹂も難しいと思います︒そして︑こ
れらの作業は現場との連携が必要不可
欠なので︑経理担当者の説明力も必要
になってきますね︒
ここでは︑そんな﹁不良在庫﹂を廃
棄処分するときの心得についてお話し
していきましょう︒

だから処分するのはしのびない」
「いつか売れるかもしれない」…そんな気持ちは分かりますが、

利用

特例承認計画の提出期限は2023年3月31日
利用を検討するならそろそろ準備を始めよう!

あなたの会社には倉庫で眠っている
﹁売れない商品﹂はありませんか︒
﹁せ
っかく仕入れたのだから処分するのは
しのびない﹂
﹁いつか売れるかもしれ
ない﹂
⁝そんな気持ちは分かりますが︑
不良在庫を抱えていては保管のための
コストがかさむばかりです︒不良在庫
を廃棄して評価損を計上すれば節税に
もつながります︒
﹁不良在庫﹂の具体
的な処分方法や税務の注意点をアドバ
イスします︒

あなたの会社には倉庫で眠っている「売れない商品」はありませんか。
「せっかく仕入れたの

2022年 1 月号
2022年 1 月号

経理WOMAN

CK

を持参したことを思い出します︒その ば︑カメラを生産している工場だとす
後 年ほどで安価なデジタルカメラが ると︑需要が急激に減少して生産をと
普及し始め︑
﹁写ルンです﹂は急速に りやめたが︑材料は契約通りに仕入れ
市場を失っていきました︒
なくてはならなかったというケースで
このように商品そのものには問題が す︒
ないのに時代の変化や新商品の発売に
﹁過剰生産﹂は︑需要が減っている
より︑相対的に価値が失われていくこ ことに気がつかず︑生産量を減らさな
とを﹁陳腐化﹂といいます︒その後︑ かったことで発生します︒
デジカメはスマホカメラの普及により
このように︑不良在庫は︑様々な要
陳腐化し︑
﹁写ルンです﹂はアナログ 因により発生するのが特徴です︒
購買・
の画質の味わい深さが評価を受け︑再 製造・商品企画・マーケティング・在
度脚光を浴びることになりました︒時 庫管理・販売・営業・配送といった多
代の変化というのは面白いものだと思 くの部門に起因するため︑問題解決も
います︒
組織横断的に行なうべきです︒
さて︑
話を本題に戻すと︑﹁棚ざらし﹂
は店頭や倉庫の棚の上で日光や空気に
﹁不良在庫﹂を早めに
より劣化していくことをいいます︒﹁写
処分するべき理由とは
ルンです﹂の人気が落ちていったとき
に︑写真館の店頭で︑パッケージが色
一般に﹁不良在庫﹂は︑早めに処分
あせた商品をよく見かけたものです︒
﹁過剰仕入﹂は単純な発注ミスや需 する必要があるといわれています︒そ
要を見誤ったことで発生します︒例え れはなぜでしょうか？ 一つには会計

会社にとってメリット大！ 税理士さんにとってはリスキー？

「書面添付制度」のことが理解できる３０分セミナー
33

0.0/-//-/0/180/
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するなら早めに準備に取り掛かりましょう。
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「不良在庫」を廃棄するときの経理の心得

経理WOMAN

項目でもあります。
ここでは「不良在庫」を廃棄処分をするときの経理の心得をアドバイスします。
81

STO

と呼んでいます︒
具体的には︑
・汚破損した商品・材料
・陳腐化した商品・材料
・棚ざらし商品・材料
・過剰仕入・発注ミスした商品・材料
・過剰生産してしまった製品
などをいい︑これらが経営に悪影響を
与える場合に︑
﹁不良在庫﹂と呼ばれ
ます︒
汚破損は︑説明が不要かと思います
が︑
﹁陳腐化﹂という言葉は耳なじみ
が薄いかもしれませんね︒商品自体に
問題がなくても︑もっと優れた機能な
どを持つ新商品が発売されたことによ
り︑競争力を失うことを﹁陳腐化﹂と
いいます︒
例えば︑カメラが分かりやすいでし
ょう︒ちょうど私が高校生くらいの時
に﹁写ルンです﹂というインスタント
カメラが爆発的なヒット商品になりま
した︒修学旅行に誰もが﹁写ルンです﹂

処分の方法から税務調査への対策まで

計画の
特例承認 は
提出期限 1日
3 月3
2023 年

❸
２０２２年１月号のオススメ記事

❷
２０２２年１月号のオススメ記事

❶
２０２２年１月号のオススメ記事

