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税のページ

令和３年分の年末調整の変更点は
国税庁ホームページに「令和３年分 年末調整のしかた」が、公表されています。
昨年と比べて変わった点は、以下３点です。
（１）税務関係書類における押印義務の改正
扶養控除申告書などの年末調整の際に使用する書類も押印が不要になりました。
（２）源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る改正
年末調整の電子化にあたり、税務署長の事前承認が不要になりました。
（３）e-Tax による申請等の拡充
一部書類について、書面による提出に代えて電磁的記録を送信することが可能になりました。

◆ 扶養控除申告書等の年末調整の際に
使用する書類に押印が不要になったことで、
様式も変更になりました。
新様式では、氏名の後の「印」の文字が
消えています。

◆ 令和３年分年末調整のしかたに掲載されている年末調整 Q&A には、新型コロナウイルス感染症に
関連した Q&A もあります。

出典：国税庁 「令和３年分 年末調整のしかた」

◆ 新型コロナウイルス感染症の影響により、勤務先から支給される「休業補償」には所得税が課税されるため、
年末調整の対象となる給与の総額に含めて計算する必要があります。
なお、勤務先から休業手当を受け取っていない場合に、雇用保険法の臨時特例法に基づき支給される
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」については、所得税は非課税となるため、年末調整の対象と
なる給与の総額に含めて計算する必要はありませんので注意が必要です。
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経営のページ

BUSINESS REPORT
従業員の意識を変える

インナーブランディング
企業における重要なマーケティング戦略のひとつである「ブランディング」。ブランディングと言えば、顧客や消費者な
どの外部に向けて行う「アウターブランディング」のイメージが強いですが、近年、自社の従業員に対して行う「インナ
ーブランディング」も組織づくりにおいて重要な役割があるとして、注目されています。

インナーブランディングとは
インナーブランディングとは、従業員に自社を理解してもらう啓蒙活動です。より良い製品やサービスを提供するた
めに、自社の経営理念や方向性、企業ブランド価値などを明確に定義し、従業員に理解と共感を促すことを目
的としています。
インナーブランディングを行うことで、従業員一人ひとりが経営理念やビジョンに基づいた行動や対応を取れるように
なっていき、その結果、顧客や消費者などの社外に向けたアウターブランディングにも繋がっていくとされています。

インナーブランディングを行うメリット・デメリット
インナーブランディングを行う上でのメリット・デメリットをみていきます。
✔企業風土を醸成する
従業員が自社の方向性や価値観を深く理解し共有することで、自社の経営理念や経営方針が明確にな
ります。さらに、組織に一体感が生まれ、企業風土が醸成・強化され、組織力も向上していきます。
メリ ット

✔従業員のモチベーションアップや離職率低下に繋がる
企業理念への理解が深まると、自社に対する共感や愛着が増しやすくなります。また、自分の行いが自社
に貢献しているという実感を得ることで、従業員の満足度やモチベーション向上、離職率低下にも繋がりま
す。
✔アウターブランディングとの相乗効果
インナーブランディングによって自社に対して誇りや愛着を持った従業員は、貢献意欲が高まり、社外への広
報活動も積極的になりやすいです。その結果、アウターブランディングにも繋がっていくことでしょう。
✔効果が出るまでに時間とコストがかかる

デ メリ ット

インナーブランディングは、セミナーや社内報などの様々なツールを使って自社の価値観や組織風土を全体
に浸透させるため、それなりに時間やコストがかかります。
✔多様性の排除
価値観の共有を求めすぎると、合わない従業員が排除されてしまう恐れがあります。また、異なる価値観を
持つ人材を排除してしまうと、組織としての多様性が失われ、硬直化する危険性があります。
✔企業理念や方向性が不明瞭であれば、逆効果になる
企業理念やビジョンが不明瞭であると、従業員から共感を得ることが難しくなるばかりか、反感や不信感とい
ったネガティブな感情を抱かせてしまう可能性があります。
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代表的な施策・ツール
ここでは、実際にインナーブランディングに取り組む場合の代表的な手法をご紹介します。
社内報・社内 SNS 等
経営層からのメッセージや社員紹介、社会貢献活動の報告、お客様からの声などが掲載される社内報は、自
社のビジョンや社風、社外からみた自社のイメージなどを共有することができるため効果的とされています。近年
は、紙媒体ではなく、従業員向けの Web サイトや SNS 等を利用する企業も増えています。
ポスター・動画作成
企業理念や方向性、自社ブランドの価値を分かりやすくまとめたポスターや動画を作成するのも効果的です。た
だし、ポスターをあちこちに貼るなど過度な行動は、押しつけがましく思われることもあるので、注意が必要です。
社内イベント・社会貢献活動等
表彰式や、創立記念イベント、社会貢献活動などの場を設けることで、自社の企業理念や方向性の理解を深
めることができますし、従業員同士のコミュニケーションの場にも繋がります。
クレドカード・ハンドブック作成
クレドとは、ラテン語で「信条」を意味し、企業においては方向性や経営理念のことを指します。これらを記載した
カードやハンドブックを従業員に携帯してもらい浸透させるとともに、現場で何らかの判断を求められた際の行動
指針としても機能するとされています。

企業イメージは、従業員一人ひとりの行動や対応によって決まっていくものであり、そのためにも企業理念
や行動指針等といった自社の価値観を従業員に浸透させることはとても大切といえるでしょう。
一方でインナーブランディングはすぐに効果がでるというものではなく、時間がかかる活動です。長期戦にな
るため、こまめに PDCA（Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)）サイクルを繰り返しなが
ら継続的に取り組んでみる、というのはいかがでしょうか。
インナーブランディングで得た効果がアウターブランディングにも良い影響を与え、きっと企業イメージ向上に
繋がっていくことでしょう。
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MONEY TREND

マネーのページ

クレジットカードとは違う？

Ｂ Ｎ Ｐ Ｌ （後払い決済サービス）
近年、キャッシュレス化の進展にともない、さまざまな決済方法が普及していますが、国内外で新たに“BNPL”とい
う後払い式の決済手段が特に若い世代で人気となっています。従来からあるクレジットカード払いも同じように後
払い決済と言えますが、BNPL とはどのような違いがあるのでしょうか。

B N P L とは
BNPL とは、「Buy Now，Pay Later」の略で「今買って後で払う」という意味の通り、商品やサービスの提供を先に
受けてから、後で代金を支払う、後払い決済サービスのことです。主に EC（電子商取引）の決済で利用されてお
り、クレジットカードや銀行口座がなくてもネットショッピングができるため、若年層を中心に市場が広がりを見せてい
ます。
小売店側は、販売の機会損失を防ぎ、幅広い顧客を獲得しやすくなるメリットがある一方、未回収リスクが保証
されているプランなどを選択すると BNPL 事業者へ支払う手数料が高くなる場合があります。
購入者側としては、クレジットカードと比べて信用調査が厳しくないことや、クレジットカード情報を入力する必要が
ないため簡便ですが、支払能力以上に利用してしまい、延滞損害金の発生などが問題視されています。
<BNPL とクレジットカードの主な違い>
ユーザーの手数料

BNPL

クレジットカード

原則不要

年会費等の負担が必要な場合あり

小売店側の手数料

BNPL ＞クレジットカード

信用調査

不要 or 簡便（AI も利用）

クレジットスコア等で審査

利用枠

当初は小枠

事前審査に基づき利用枠を設定

（利用限度額）

利用状況（返済履歴）に基づき、利用枠を増枠

（BNPL 対比限度額は大きい）

B N P L の流れ
①ユーザー（消費者）がオンラインなどで商品を購入する際に「BNPL」での支払いを選択し、商品を購入
②BNPL 事業者が支払い方法（一括、分割や支払時期など）を提示し、ユーザーが決定
③BNPL 事業者が小売店（加盟店）に立替払いする（決済事業者が与信を行う）
④BNPL 事業者は商品価格から差し引く形で決済手数料を小売店から徴求
⑤決済確認後に小売店がユーザーに商品を発送
⑥定められた条件でユーザーが BNPL 事業者に代金を支払う
（日本総研『拡大する Buy Now, Pay Later（BNPL）市場の動向と今後の展望』より引用）

国内の BNPL の市場規模は高い成長率を見せており、2019 年度で 6,870 億
円、2024 年には 1 兆 8,000 億円に達すると予想されています（矢野経済研究所
「EC 決済サービス市場に関する調査」より）。コロナ禍で EC サイトの利用が急増する
中、日本でもさらなる広がりを見せそうです。
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RISK MANAGEMENT

保険（リスクマネジメント）のページ

令和 4 年 4 月の「年金制度改正法」について
2020 年 6 月 5 日に公布された年金制度改正法が、2022 年 4 月に施行されます。
今回の改正では、主に 4 つのポイントが挙げられます。
＜2022 年 4 月施行の年金制度改正法のポイント＞
①社会保険（健康保険、厚生年金保険）の適用範囲拡大
②在職中の年金受給の在り方の見直し
③受給開始時期の選択肢の拡大
④確定拠出年金の加入可能要件の見直し
＜①社会保険（健康保険、厚生年金保険）の適用範囲拡大＞
■多様な就労を年金制度に反映する為、社会保険の適用範囲が拡大されます。
現在

2022 年 10 月～

2024 年 10 月～

従業員数 501 人
以上の企業

従業員数 101 人
以上の企業

従業員数 51 人
以上の企業

■新たな加入対象者は、次の全てに当てはまるパート・アルバイトの方です。
①週の所定労働時間が 20 時間以上
②月額賃金が 8 万 8 千円以上
③2 ヶ月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない
＜②在職中の年金受給の在り方の見直し＞
■在職老齢年金制度の見直し
在職老齢年金制度とは、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給する 60 歳以上の方
に対して、老齢厚生年金と給与の金額に応じ、老齢厚生年金を全部又は一部支給停止す
る仕組みです。支給停止開始となる基準額が下記のように緩和されます。
現在

2022 年 4 月～

60～64 歳 28 万円
65 歳以上 47 万円

60～64 歳 47 万円
65 歳以上 47 万円

■在職定時改定の導入
在職定時改定とは、毎年 1 回（10 月分より）直近 1 年間の保険料の納付実績を加味した老
齢厚生年金の額に改定する制度です。
これまでは、65 歳以上の厚生年金被保険者は保険料を納めたとしても、退職又は 70 歳に
到達しない限り、老齢厚生年金の額は改定されませんでした。
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＜③受給開始時期の選択肢の拡大＞
■公的年金は、原則として 65 歳から受け取ることができますが、現行制度では、希望すれば
60 歳から 70 歳の間で自由に開始時期を選ぶこともできます。
65 歳より早く受け取り始めた場合には減額（最大 30％減額）した年金を、65 歳より遅く受け
取り始めた場合には増額（最大 42％増額）した年金を、それぞれ生涯を通じて受け取ることが
できます。
■今回の改正では、60 歳から 70 歳まで自分で選択可能となっている受給開始時期について、
その上限が 75 歳に引き上げられます。繰下げ増額率は 1 月あたりプラス 0.7％（最大プラス
84％）となります。
なお、現在 65 歳からとなっている年金支給開始年齢の引き上げは行われません。
＜④確定拠出年金の加入可能要件の見直し＞
■確定拠出型年金（DC）とは、公的年金制度に上乗せして、拠出された掛金とその運用収
益との合計額をもとに、将来の給付額が決定する年金制度で、掛金を事業主が拠出する企
業型 DC と加入者自身が拠出する個人型 DC（iDeCo）があります。
■高齢期の就労が拡大する中で長期化する高齢期の経済基盤を充実できるよう、また中小
企業を含むより多くの企業や個人が制度を活用して老後所得を確保することができるよう、以
下の改正が行われます。
内容
企業型 DC
の加入要件
iDeCo
の加入要件

変更前
65 歳未満

60 歳未満
の国民年金・厚生
年金被保険者
iDeCo
60～70 歳までの間
の受給開始時期
で選択可能
確定給付企業年金
60～65 歳までの間
（DB）の支給開始時期 で設定

変更後
70 歳未満
※企業によって異な
る
65 歳未満
の国民年金・厚生年
金被保険者
60～75 歳までの間
で選択可能
60～70 歳までの間
で設定

いつから
2022 年 5 月

2022 年 5 月

2022 年 4 月
2020 年 6 月 5 日
公布日より

※確定給付企業年金（DB）とは、事業主と従業員があらかじめ給付の内容を約束し、従業
員が将来においてその内容に基づいた給付を受ける企業年金制度です。

様々な法改正により、70 歳まで働ける環境が整ってきました。
少子高齢化が急速に進行し、人口が減少する中で、経済社会の活力を維持する為、
働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるようにしていく
必要があります。今後は、より一層柔軟な働き方ができる雇用制度の構築が求められ
ていきそうです。
（社会保険労務士 今原裕介）
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What’s figure?

ニュースな数字

大法人の電子申告義務化対応、44.3％が業務改善につながると回答
中堅・大企業向けに法人税の電子申告システムを提供する株式会社ＴＫＣは、資本金１億円を超える大法
人の経営者・役員、会社員（財務・会計・経理部門所属）のうち、令和2年4月から開始した電子申告義務
化対応を終えた（3月決算企業）629人の企業担当者を対象に「大法人の電子申告義務化対応結果の実
態調査」を実施しました。電子申告を推進して良かったと思うポイントでは、「書類の削減につながった」「押印
作業がなくなった（楽になった）」という回答が上位2位を占め、業務効率化につながる内容が評価されました。
電子申告は業務改善につながるかという質問についても、「とてもつながる」「ややつながる」の合計は44.3%と「ほ
とんどつながらない」「あまりつながらない」と答えた合計の12.6％を大きく上回っています。
【出典】株式会社TKC「大法人の電子申告義務化対応結果の実態調査」令和3年9月30日

消費者の73.6％はプライバシー保護に関して、高い関心を示す
経済産業省と総務省は、企業向け・消費者向けのプライバシー取り組みに関するアンケートを実施
し、その結果を公開しました。消費者に対する調査では、17.2％がプライバシー保護に「非常に関心
がある」と回答、「やや関心がある（56.4％）」をあわせると、73.6％と約4人に3人がプライバシー保護
に関して関心を持っていることがわかりました。また、消費者の70.4％は、金銭的利益やポイントの有
無に関わらず、個人に関する情報の提供に関して慎重であると回答しています。企業側の回答で
は、58.7％の企業が、企業自身がプライバシーへの取り組みを発信することで、少なからず消費者の
消費行動に影響を与えることができると考えています。
【出典】経済産業省、総務省
「プライバシーガバナンスに関するアンケート結果（速報版）」令和3年10月18日

「パートナーシップ構築宣言」宣言を周知している企業は55.5％
企業の大小に関わらず、企業が「発注者」の立場で自社の取引方針を宣言する取組であるパートナーシップ
構築宣言の公式ポータルサイトを運営する公益財団法人全国中小企業振興機関協会が、去る6～7月にか
けて同宣言企業（1,115社）に対して実施した調査の結果が公表されました。宣言したことが取引先等関係先
に周知・情報発信されているかの問いでは、「ややしている」が42.9％と最も多く、「おおいにしている」12.6％と合
わせて宣言周知している企業は55.5％でした。また、宣言を検討した際に、魅力となった項目については、「共
存共栄の精神に賛同した」が65.5％、次いで「取組姿勢を発信できる」48.2％、「ポータルサイト上に公表され
る」39.1％と続きます。宣言前と比べ、下請中小企業の振興を図るために定められた「振興基準」遵守の意識
変化についてでは、「変わらない」が46.2％、「やや意識するようになった」が43.8％、「おおいに意識するようにな
った」10.1％となっています。
【出典】公益財団法人全国中小企業振興機関協会
「パートナーシップ構築宣言登録事業者向けアンケート調査集計結果」令和3年9月30日

日本の気候変動対策は61カ国中45位
独環境NGOジャーマンウォッチは、温室効果ガスの排出削減目標など気候変動対策を評価した「気候変動
パフォーマンス・インデックス（CCPI）2022」を発表し、日本は61カ国・地域中45位でした。順位は対策が十分な
国・地域はないとして、1～3位は今回も「該当なし」となり、最高位の4位はデンマーク（スコア76.92）、5位スウェ
ーデン（同74.46）、6位ノルウェー（同73.62）と再生可能エネルギー比率の高さなどが評価された北欧諸国が上
位に入りました。日本は45位（同48.94）で、5段階評価で下から2番目の「低い評価」のグループ（34～49位）と
なり、昨年の48位から順位は上げたものの、2030年度までの温室効果ガスの排出削減目標の大幅引上げは
評価された一方、実現の具体策の欠如がマイナス要因となった模様でスコアは昨年と同スコアでした。
【出典】独環境NGOジャーマンウォッチ「気候変動パフォーマンス・インデックス（CCPI）2022」令和3年11月9日
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Eco LIFE

エコのある暮らし
循環型社会の実現のために

現在の豊かな暮らしは地球温暖化や環境汚染、ゴミ問題など多くの環境問題も引き起こしています。美しい
環境を取り戻し、未来へとつなぐためにも、わたしたちはこれまでの「大量消費社会」から、限りある資源を有効に
活用する「循環型社会」への転換を求められています。この循環型社会をつくるうえでの基本となる考え方が
「3R」です。今回はわたしたち一人ひとりが毎日の生活の中でできる「3R」についてご紹介します。
「3R」とは？！
「3R」とは、ごみそのものを減らす「Reduce（リデュース）」、ごみとして捨てずに何回もくり返し使う「Reuse（リユー
ス）」、ごみをもう一度資源として再利用する「Recycle（リサイクル）」の 3 つの頭文字の R を表した環境配慮・廃
棄物対策に関するキーワードです。この中で先ず優先されるのは、ごみを減らす、ごみになるようなものを減らす
「Reduce」です。次に、使えるものは繰り返し使う「Reuse」。そしてどうしても使えなくなったものは、再び資源として
使えるように再生利用「Recycle」することが大事です。わたしたちの生活の中ではどのようなことに気をつければい
いのでしょうか。
☑買い物のときはマイバック（エコバック）を持参してレジ袋をもらわないようにする
☑使い捨てのプラスチック（スプーン、フォーク、ストロー）などはもらわない
☑過剰な包装は断る
☑食品ロスを削減するため、使う分だけ、必要な分だけを買う
☑製造する段階から長寿命製品や修理が容易な製品など、ごみになりにくい製品を選ぶ
☑ビール瓶、一升瓶など、くり返し使える「リターナブル容器」を選び、
空き瓶はお店に引き取ってもらう
☑シャンプーや洗剤などは、容器を再利用できる詰め替え商品を選ぶ
☑家庭で使わなくなった服や日用品、家具などは人に譲ったり、リユース
ショップやフリーマーケットを活用する
☑分別収集の対象となる古紙や空き缶、空き瓶、ペットボトルなどの資源ごみをきちんと分けて
出す
☑スーパーマーケットでの食品トレーなどの店頭回収に協力する
☑「エコマーク」や「グリーンマーク」などを目印に再生品を選んで買う
ごみを出さないことが一番ですが、どうしても出てしまうごみは、きちんと分別してリサイクルし、資源に戻して、有
効に再利用できるようにしましょう。循環型社会を実現するために、環境にやさしく資源を大切にする暮らしを目
指したいですね。
出典：岩手県「循環型社会の形成と 3R の推進」
出典：北海道「3R の推進 北海道～Reduce Reuse Recycle～」
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ＨＥＡＬＴＨＹ ＴＡＢＬＥ
毎日の食事を見直して

「健康寿命」という言葉をご存じの方も多いかもしれませんね。「健康寿命」は、健康上のトラブルによって、日
常生活が制限されずに暮らせる期間と定義されています。健康寿命を延ばして「健康長寿」を目指すには毎日
の食事が大事だそうです。いろいろな食品を食べることで、栄養状態を良好に保つことができ、フレイル(加齢に
伴う健常な状態と要介護状態の中間にあたる虚弱な状態のこと)予防にもつながるといわれています。今回はバ
ランスのよい食事をとるために、毎日の食事にとり入れたい 10 の食品群をご紹介します。
主食と一緒に毎日食べよう！１０の食品群
忙しいときや外出の際には、食事を丼ぶりものや麺類だけで済ませてしまうことはありませんか？単品では栄養
バランスが偏りがちになりますね。また、高齢になると、食事の量が少なくなるうえに、あっさりしたものを好むようにな
り、たんぱく質やエネルギーなどのからだに必要な栄養が不足することがあるそうです。下の表を参考に主食・主
菜・副菜を組み合わせて、適切な量の食事をバランスよくとりましょう。
合言葉は「さあ、にぎやかにいただく」※
多様な食品を毎日きちんと食べ、栄養不足にならないことが健康長寿へとつながるそうです。からだの機能の
維持や筋肉・体力の維持には、主食以外に、以下の 10 の食材のうち、毎日できれば 7 種類以上を食べることが
目標とされています。毎日の食事作りの参考にしてくださいね。
さ 魚介類：動物性たんぱく質やカルシウム、ビタミン D が豊富です。
あ 油脂類：油脂は細胞などを作る材料です。植物性と動物性の
油脂をとり入れましょう。
に 肉類：たんぱく質が豊富です。鶏肉、豚肉、牛肉などをバランス
よくとりましょう。
ぎ 牛乳・乳製品：たんぱく質やカルシウムが豊富です。

主

食

や

や 緑黄色野菜：ミネラルやビタミン、食物繊維が豊富です。淡色野
菜や根菜類も。
か 海藻類：カリウム、カルシウムなどミネラルが豊富です。少量でも
毎日とるといいそうです。
い いも類：炭水化物だけでなく、ビタミンＣやビタミン B1、食物繊維
も豊富です。
た 卵：必須アミノ酸を理想的なバランスで含みます。
だ 大豆・大豆製品：たんぱく質が豊富です。納豆や豆腐など大豆
加工食品を上手に取り入れてみましょう。
く 果物：ビタミンＣ、ミネラルが豊富です。
※10 の食品群の頭文字をとったもので、ロコモチャレンジ！推進協議会が考案した合言葉

出典：東京都福祉保健局「東京都介護予防・フレイル予防ポータル」「東京フィフティアップ BOOK」
出典：東京都医師会「フレイルって何？」
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など

毎日元気に過ごすために主食・主菜・副菜とバランスの良い食
事をとるように心がけたいですね。体の機能を維持するためには、
多様な食品から栄養を補うことが大切だそうです。今回は魚や野
菜、肉や海藻といったたくさんの食材を使ったレシピをご紹介しま

おいしいレシピ

す。

＜材料＞2 人分 １人分 334kcal
2 切れ（約 200ｇ）
・ さば（切り身）
（下味：しょうが汁・・小さじ 1、塩、こしょう・・各少々）
1/4 個
・ 玉ねぎ
1/4 本
・ にんじん
1個
・ ピーマン
・ 水溶き片栗粉（片栗粉、水・・各小さじ 1）
・ 片栗粉、サラダ油、ごま油
＜作り方＞

【合わせ調味料】
・ 鶏ガラスープの素
・ しょうゆ
・
・
・

砂糖、酢
塩、こしょう
水

小さじ 1/2
大さじ 1
各大さじ 1/2
各少々
3/4 カップ

① 玉ねぎは 5mm 幅のくし形に切り、にんじんは細切りにします。ピーマンは縦半分に切り、縦の細切りにします。
さばは 3 等分のそぎ切りにして下味をすり込み、片栗粉を薄くまぶします。
② フライパンにサラダ油大さじ 1/2 を熱し、さばの皮目を下にして並べ入れます。約 2 分焼き、こんがり焼き色がつ
いたら上下を返して弱火にし、ふたをして 4～5 分蒸し焼きにして器に盛りつけます。
③ ②のフライパンをキッチンペーパーなどでさっとふき、サラダ油大さじ 1/2 を足して熱し、玉ねぎ、にんじんを炒めま
す。玉ねぎがしんなりしたらピーマンを加えてさっと炒め、合わせ調味料を加えます。煮立ったら水溶き片栗粉
を加え、とろみをつけます。最後にごま油少々を回し入れ、②のさばの上にかけて出来上がりです。

＜材料＞4 人分 1 人分 359kcal
2合
・ 米
1/2 枚
・ 鶏むね肉
50g
・ ごぼう
1/4 本
・ にんじん
20g
・ ひじき（乾燥）
大さじ 1
・ ごま油

【A】
・ しょうゆ
・ みりん

大さじ 1 と 1/2
大さじ 1

適宜
・ 青のり
＜作り方＞
① 米はといでザルに上げ、30 分ほどおきます。ひじきは水につけて戻し、洗って水気を切っておきます。
② 鶏肉は 2ｃｍ幅のそぎ切りにします。ごぼうは皮をこそげてささがきにし、2 分ほど水にさらして水気をきります。に
んじんは薄いいちょう切りにします。
③ フライパンにごま油を熱して②の鶏肉をさっと炒め、ごぼうとにんじん、ひじきを加えて炒め合わせて【A】で調味
し、汁気がほとんどなくなるまで炒めます。
④ 炊飯器に①の米を入れて目盛りまで水を注ぎ、その上に③をのせて普通に炊きます。炊き上がったら器に盛り
つけ、好みで青のりをふりかけて出来上がりです。
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THE ACCOUNTING SECTION

新・経理実務のページ２５

こんにちは。山田花子です。
令和 5 年 10 月 1 日からインボイス制度が導入されることが決定しています。
インボイス制度とは、インボイスと呼ばれる書類を使い、消費税率や消費税額を
相手方に正確に伝える制度のことです。
インボイスは、消費税法上は「適格請求書」と呼ばれ、これまで使用されてきた
請求書とは記載内容が変更になります。
前回、インボイス制度の概要とそのねらい、導入後の変化について勉強しました。今回は、導入にあたって
必要な準備について、確認したいと思います。
１．インボイス制度 準備
令和 5 年 10 月 1 日から導入されるインボイス制度は、導入するまでには準備期間が設けられています。
それは、事業者が適格請求書を発行できる登録事業者になるための期間です。

令和 3 年
10 月 1 日

令和 5 年
3 月 31 日

制度スタート
令和５年
10 月 1 日

登録事業者になるための準備期間

令和 3 年 10 月 1 日より、登録事業者になるための準備期間とされています。
適格請求書を発行することができる登録事業者になるために必要な手続きの受付が開始されるということです。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を管轄の税務署に提出すると、税務署から事業者ごとに登録
番号が通知されます。法人番号を有する事業者は「T＋法人番号」が登録番号となり、それ以外の事業者は、
「T＋13 ケタの数字」が登録番号となります。
インボイス制度開始の日から適格請求書を発行できるようにするためには、令和 5 年 3 月 31 日までに
手続きをしなければいけないということになっていますので、令和 3 年 10 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日の
1 年半の間に登録申請書を税務署に提出する必要があるということになります。
２．買い手側がやるべき事
商品を購入したりサービスの提供を受けたりした買い手側は、帳簿と売り手から交付された書類を保存する
必要があります。作成する帳簿には、課税仕入れの相手方の氏名・名称や取引年月日、取引の内容、
対価の額を明記しなければなりません。
また、売り手から交付される書類には、適格請求書のほか、相手方の確認を受けた仕入明細書などが
含まれます。なお、請求書などの書類の交付を受けることが困難な場合などは、帳簿のみを作成して保存
しておくこととされています。

~ 11 ~

３．売り手側がやるべき事
商品を販売しサービスの提供を行った売り手側の事業者は、買い手事業者の求めに応じ、適格請求書を
交付しなければなりません。また、交付した適格請求書の写しは保存しなければなりません。
適格請求書には、売り手事業者の氏名・名称と登録番号、取引年月日、取引内容、対価の額と税率、
消費税額等を記載します。
ただし、事業内容によっては適格請求書を交付することが難しい場合があり、以下にあるような事業者に
ついては、適格請求書を買い手に交付する義務が免除されます。
① ３万円未満の公共交通機関（船舶、バス又は鉄道）による旅客の運送
② 卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡（出荷者から委託を受けた受託者が 卸売の業務
として行うものに限る）
③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売
④ ３万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス（郵便ポストに差し出されたものに限る）

４．インボイス制度・まとめ
インボイス制度が始まると、買い手側の事業者として仕入税額控除の計算を行うためには、適格請求書の
交付を受けなければなりません。
売り手側の事業者は、適格請求書を発行できる事業者になるための申請書を提出しなければなりません。
この申請書は、登録事業者になろうとするすべての事業者が提出しなければならないものです。
インボイス導入当初から登録事業者になるためには、遅くとも令和 5 年 3 月 31 日までに申請しなければ
なりません。忘れずに手続きをするようにしましょう。

新・経理実務の頁をお読みいただき、ありがとうございます。
新・経理実務の頁は今回の 25 にて終了とさせていただき、
来年の次号からは、広く経理について考えていけるような
頁となるように、リニューアルをする予定です。
引き続き、どうぞよろしくお願い致します。
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ESPRIT OF WORK

仕事のエスプリ

褒めて伸ばそう

自分の仕事に対して上司や先輩からフィードバックをもらったり、部下や後輩の仕事に対してフィードバックを行
うことがあると思います。今回はフィードバックの手法のひとつである「ポジティブフィードバック」についてみていきます。

ポジティブフィードバックとは
ポジティブフィードバックとは、今までの発言や行動の中の良い点を取り上げ、褒めながら成長を促す評価方法で
す。部下や後輩へのフィードバックは、失敗や不足している部分に対して自覚や反省を促すことが多くなりがちで
すが、ポジティブフィードバックは、明るく前向きに捉えられるような角度でフィードバックを行います。
ポジティブフィードバックの定義
ポジティブフィードバックには、2 つの定義があります。
1） 被評価者（部下や後輩等）にポジティブな影響を与えるフィードバック
2） 被評価者の視点で内容が望ましいフィードバック
和やかな雰囲気を演出しつつポジティブに伝えるため、良い関係性を継続していくことができますが、一方で場合
によっては安心感ばかりが増幅し、逆に成長の機会を奪うことになりかねません。フィードバックを行う際は、被評価
者のタイプを見極めることも重要です。
ポジティブフィードバックの方法
以下の流れで行うと効果的といわれています。企業や被評価者のタイプに合わせて進めていきましょう。
①目標に対しての行動における評価
まずは、目標設定に対する評価を行います。目標設定に対してとった行動や言動を挙げ、具体的に「何が良かっ
たのか」を伝えましょう。曖昧な言葉は伝えず、具体的にわかりやすい表現を心がけましょう。
②行動や言動による影響や結果
①を踏まえ、目標達成に向けた行動や言動の中で、本人が意図せずに生まれた好影響や結果を伝えます。その
原因を考察することで新たな気づきや今後の可能性を見出すことができるようになるかもしれません。また、被評
価者からすると「よく自分を見てくれている」という安心感にも繋がります。
③今後の目標や期待について
最後に全体を総括し、今度どのような状態を目指してほしいのかを伝えます。客観的な視点で企業として被評
価者に対してどのような人材を想定し、成果を期待するのかを深く掘り下げます。具体的な数値などで伝えるとイ
メージが持ちやすく、モチベーションの向上がより期待できるでしょう。

ポジティブフィードバックは、「自分の行動や成長が認められた」という事実が、被評価者の精神
安定や自信に繋がり、チームワークの向上や離職率の低下にも良い影響がでるそうです。ポジ
ティブフィードバックの効果を最大限に高めるためにも、評価する側も目的意識を明確に持ち、
客観的な視点を忘れずに評価を行うことを心がける必要がありそうです。
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