事業を始めたら税務署にも手続きが必要なの？
■個人で事業を始めたとき
対象

届出の名称

提出先

提出期限

個人事業の開廃業等の届出書

納税地の所轄税務署

開業の日から１か月以内

所得税のたな卸資産の評価方法の届出書

納税地の所轄税務署

最初の確定申告書の提出期限まで

所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 納税地の所轄税務署

最初の確定申告書の提出期限まで

青色申告で申告したい人

所得税の青色申告承認申請書

納税地の所轄税務署

青色事業専従者給与を支払
う場合

青色事業専従者給与に関する届出書

納税地の所轄税務署

開業の日が1月1日から1月15日ま
での場合は3月15日まで、開業の
日が1月 16日以降の場合は、開業
の日から2か月以内

従業員に給与を支払う人

給与支払事務所等の開設届出書

給与支払事務所等の
所在地の所轄税務署

給与支払事務所等を設けてから
1か月以内

源泉所得税の納期の特例を
受ける人

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申 給与支払事務所等の
請書
所在地の所轄税務署

事業を始めるとき

随時（給与の支給人員が常時10人
未満の場合）

■法人を設立したとき
対象

届出の名称

提出先

提出期限

法人設立届出書

納税地の所轄税務署

法人設立の日から２か月以内

棚卸資産の評価方法の届出書

納税地の所轄税務署

最初の事業年度の確定申告書の提
出期限まで

減価償却資産の償却方法の届出書

納税地の所轄税務署

法人を設立したとき

役員や従業員に報酬給与を 給与支払事務所等の開設届出書
支払うとき

給与支払事務所等の
所在地の所轄税務署

給与支払事務所等を設けてから１
か月以内

源泉所得税の納期の特例を
受けるとき

源泉所得税の納期の特例の承認に関する
申請書

給与支払事務所等の
所在地の所轄税務署

随時（給与の支給人員が常時１０
人未満の場合）

青色申告で申告したいとき

給与支払事務所等の開設届出書

納税地の所轄税務署

法人設立の日から３か月を経過し
た日又は最初の事業年度の終了日
のいずれか早い日の前日まで

資本金の額又は出資金の金
額が1,000万円以上のとき

消費税の新設法人に該当する旨の届出書

納税地の所轄税務署

速やかに

当社の運営サイトのご紹介
◆ 経理・会計の情報ポータルサイト
らくらく経理事務！ http://keiri－jimu.srv7.biz
◆ スタッフブログ更新中！
経理請負人の日々 http://blog.plus-management.jp
◆ 当社の最新情報が満載！
プラスマネジメントホームページ

http://www.plus-management.jp

「羽の情報便」メルマガ版も以下サイトからお申し込みいただけます。“羽の情報便”で検索してください。
■まぐまぐ！（http://www.mag2.com/） ■melma！（http://melma.com/）

取締役兼営業部長に昇格しました。
役員給与が三十万円、営業部長
としての給与五十万円です。
雇用保険に加入できるでしょうか？

法人の経営者は原則として雇用保
険には加入できませんが、使用人兼
務役員は、役員給与が使用人給与
を上回らなければ、使用人部分の
給与についてのみ雇用保険に加入す
ることができます。
今回のご質問の場合、営業部長と
しての五十万円部分のみ、雇用保険
の資格があることになります。
但し、ハローワークに使用人兼務
役員としての届出を忘れないように
してください。

税金まめ知識（第44回）個人事業と会社形態の比較
個人事業と会社形態の一般的なメリット、デメリットは以下のように言われています。
項目

個人事業

会社形態

容易

煩雑

特になし

資本金＋手数料

登記

不要

設立時及び必要に応じて

記帳

簡易な方法も可

慣れるまで時間要

自由に使用可

個人で自由に使えない

対外的信用力

弱

個人よりは強

運営上の負担

軽

重

無限

基本的に有限（個人保証だと無限）

事業開始手続き
設立費用

可処分所得

責任

次に税金面から有利不利を判断してみます。
項目

内容

個人事業（青色申告）

会社形態

全額経費

一部又は全部が損金にならない

全額経費（届出要） 自分への給与はなし

役員賞与以外は基本的に損金

事業用部分のみ経費

事業用部分のみ経費

保険料控除

全額損金になる場合もあり

社会保険

所得控除

個人と法人で半分ずつ負担し、
法人負担分は全額損金

減価償却

強制

任意

損失

損失の繰越

3年

７年

税率

所得税率と法人税率

所得に応じて増減

基本税率30％（軽減有）

不動産譲渡時の税率

所得に応じて増減

法人税率

最初の2年間は納税不要（選択可）

資本金1000万円以上の会社は
設立期から納税

交際費
支払給与
経費

家賃
支払保険料

消費税

納税義務

上記のように両者にはそれぞれメリット、デメリットがあります。
また、規模や形態等によっても税金は異なる為一概にどちらが有利と結論づけることはできません。

市町村の条例で定める日
固定資産税（都市計画税）の第4期分の納付
2月10日（木）
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2月28日（月)
12月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税＞
6月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税＞（半期分）
3月、6月、9月、12月決算法人の３月ごとの期間短縮に係る
確定申告＜消費税・地方消費税＞

毎月お使い頂いている電気の使用量・使用時間・方法等を適切な使用の契約に見直すサービスです。
電力会社への複雑な申請作業は、弊社が全て代行しますのでご安心ください。

合理化前
年間の電気料

合理化後

1,606,613円／年

年間の電気料

1,422,101円／年

とにかく電気代削減診断（無料）だけでも弊社にお任せください。
その後、契約変更するか否かは、お客様のご判断です。

ちよっとコーヒーブレイク！ 知ってるようで知らないお話。

似ているけれど・・・違いは何？
■ 「賠償」 と 「補償」
違法な行為によるものが「賠償」であり、適法な行為によるものが「補償」です。
■ 「二期作」 と 「二毛作」
「二期作」は、1つの田で1年に2回米を作ること。「二毛作」は、1つの田で米を収穫した後、別の農作物を
作ることです。
■ 「召集」 と 「招集」
どちらも「集まって下さい」という意味では、同じです。一般的に使われる場合には「招集」といい、
特に偉い人が「集まりなさい！」と命令されるのを「召集」といいます。
■ 「辞職」 と 「退職」
「辞職」は、もともと労働組合に加盟していない役職者（具体的には課長以上の職にある人）が使います。
「退職」は、労働組合員が辞める場合に使われてきました。

◆記帳代行サービス料金

法人 ： 入会金 １０，５００円～ 月額 １５，７５０円～ 決算月 ５２，５００円～
※個人・法人ともに入会金は初年度のみ頂戴いたします。

◆伝票貼付サービス料金

月額 ３，１５０円～
◎ 領収書、レシート等の貼り付け

※ 領収書等を整理・貼付し、ファイルにまとめます。

今年もいよいよ確定申告の時期がやってき
－記帳作成・決算処理からカウンセリングまで、事業をサポートし、確定申告の負担を解消いたしますー

ました。平成二十二年度分は、二月十六日か
ら三月十五日までの ヶ1月となります。当社に
とっては一年で最も忙しい繁忙期となります。
そんな時期と合わせて毎年のことですが、インフ
ルエンザが猛威を振るい、今年もスタッフの何名
かが既に自宅待機してお休み中です。但し、彼

セントオフィス秋葉原８Ｆ

ら、彼女達は、もう抗体を持ち合わせています

光熱費削減に関するコンサルティング

のでこれで安心！（
超ポジティブ？）
、今年もお

生命保険の募集に関する業務

客様のバックサポートは安心して当社に

経理事務派遣業務

お任せ下さい。

経理・記帳代行業務

また毎年、私を悩ませるあの花粉が飛びはじ

・業務内容 ：

めています。事前にお医者さんからお薬をもら

１０００万円

い、マスクも買い込んで花粉対策には余念があり

・資本金 ：

ません。最近では、ずいぶん花粉対策グッズも進

平成17年7月

化いや浸透してきていて、化粧崩れを防ぐマスク

・設 立：

が通常品の２倍の売れ行きになったり、花粉の

プラスマネジメント株式会社

確定申告をお忘れなく

・会社名 ：

決算月 １０，５００円～
月額 ７，３５０円～
個人 ： 入会金 １０，５００円

付着を抑えたコートでは細身のデザインの商品
が前年の３倍も売れているとか。ここ五年間では
最多の飛散量になるとの予想もありますが、何
とかこの時期を無事乗り越えていきたいと思って
います。
寒さも少し緩み、春が待ちどおしい季節です。

電話0120-979-987 / Fax03-5818-3766
info@plus-management.jp
http://www.plus-management.jp

・連絡先 ：

〒110-0016 東京都台東区台東1-33-6

・住所 ：

外出からもどったら手洗い・
うがいを欠かさずに
健康には十分留意してがんばっていきましょう。

会計経理事務コストを大幅カット！

