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１．このセミナーを始めようと思ったきっかけ



１．このセミナーを始めようと思ったきっかけ

ある朝、事務所の電話が鳴りました

税務調査は通常、何日か前に税理士に電話があります

調査官から無理やり取られないため

⇒知識を身につけましょう

今日はおもちゃ売り場休みなんだって



１．このセミナーを始めようと思ったきっかけ

調査官は２人でやってきました

⇒調査官の手には

⇒社長の名前の検索データが

⇒しっかりと握りしめられていました

⇒ＩＴ関係のビジネスの調査は始まっています

税務署からしてみれば

⇒年々増加するＩＴ関係のビジネス

⇒税法を知らない納税者

+ＩＴ関係のビジネスを分かっていない税理士

⇒絶好のカモ



１．このセミナーを始めようと思ったきっかけ

ビジネスの形態⇒日々変化

このような現状に税務署も対応

⇒最近のＩＴ関係のビジネスに対する税務調査

⇒従来の調査官に加え、情報専門官が同行

一般の調査官

⇒ＩＴ関係のビジネスの知識が乏しい

⇒情報専門官

⇒ＩＴ関係のビジネスの陥りやすいミスを指摘

⇒その結果、対応も規則性



１．このセミナーを始めようと思ったきっかけ

一般企業の営業マン

⇒売上が多い人ほど出世

税務署の調査官

⇒より多く実績を上げた人が評価され

⇒出世する

絶対買ってくれる or 買うかどうか分からない

税金が必ず取れる or 税金が取れるか不明



１．このセミナーを始めようと思ったきっかけ

売掛金：HP作成会社･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ･ﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟ他

⇒税務調査のポイントの一つ

情報専門官

⇒ＩＴ関係のビジネス独特のお金の流れを把握している

⇒たとえば、ＡＳＰの締日･入金日

インフォトップ

⇒集計期間：2010/12/1-2010/12/31

⇒支払日：2011/2/5

⇒売掛金は２か月分必要





１．このセミナーを始めようと思ったきっかけ

翌週火・水2週間毎アマゾンインク

翌月末日末日カ）ボネティカ

翌月末日末日カ）フルスピード

翌々月10日末日カ）アンカットテクノロジー

翌々月末日末日カ）インターネットマネー

翌々月10日末日カ）ギブリー

翌々月5日末日カ）インフォトップ

翌々月15日末日カ）アドウェイズ

翌々月15日末日カ）ファンコミュニケーション

翌月末日末日カ）インターファーム

翌月末日末日カ）ガクー

翌月末日末日カ）フォーイット

翌々月10日末日カ）モーション

翌月末日末日カ）ジェイブリッジ

翌々月25日末日ホケンマンモス（カ

翌々月20日末日リンクシェアジャパン

翌々月15日末日カ）インタースペース

翌々月15日末日バリューコマース（カ

支払日締め日A S P



１．このセミナーを始めようと思ったきっかけ

「私は利益が少ないからばれないよ・・。」

「税金を申告するべきかわからなかった・・。」

⇒というような考えでいると危険です

申告が間違っている

≠申告していない



１．このセミナーを始めようと思ったきっかけ

無申告

⇒世の中のルールに反している

⇒対策が出来ていない

⇒調査によって払う税金は最大

私のクライアントさんの場合

⇒税金を一切払わなくて済むことも可能

⇒本来、納める必要のなかった

⇒約150万円の追徴課税



１．このセミナーを始めようと思ったきっかけ

申告漏れを指摘されたら

⇒修正申告

申告漏れを指摘されたからと言って

⇒税務署の言いなりになる必要はありません

税務署との交渉が可能

but無申告では‥。

申告の意思ある⇔申告の意思ない



１．このセミナーを始めようと思ったきっかけ

サラリーマン

⇒源泉徴収・年末調整

⇒その責任は会社任せ

ＩＴ関係のビジネスの利益

⇒税務申告

⇒その責任は皆さん

無申告

⇒対策が出来ていない

⇒税務調査：不利

相談者の申告書

⇒なぜこんな不利な処理が‥。



２．申告をしないといけない人とは



２．申告をしないといけない人とは

ＩＴ関係のビジネス

⇒年間２０万円の利益までは確定申告不要

年末調整のみで完了する人

⇒雑所得２０万円まで確定申告不要

確定申告する人

⇒雑所得１円でも申告



２．申告をしないといけない人とは

①給与98万円＋ＩＴ関係のビジネス所得20万円(合計118万円)

②給与75万円＋ＩＴ関係のビジネス所得30万円(合計105万円)

③給与65万円＋ＩＴ関係のビジネス所得38万円(合計103万円)

① ⇒×

② ⇒○

③ ⇒×



２．申告をしないといけない人とは

会社員でＩＴ関係のビジネスの利益が

30万円くらいの人

⇒経費10万円計上できれば申告しなくてもＯＫ

⇒雑所得20万円までなら申告不用です

⇒領収書を10万位貯めましょう

（念のため）



３．税金のカラクリ



３．税金のカラクリ

消費税消費税国税(売上)

事業税事業税地方税(所得)

住民税住民税地方税(所得)

法人税所得税国税(所得)

法人個人

４年間消費税がかからない
ようにすることも可能です



３．税金のカラクリ

その複雑怪奇さ⇒訳もなく複雑

食パン⇒総合課税 ・ 菓子パン ⇒分離課税

バター⇒所得控除 ・ マーガリン ⇒税額控除

新しい社会の仕組が出てくる度

⇒税制は、その場しのぎの対応

⇒そんなつぎはぎを繰り返してきた

日本の税制の戦略

⇒取りやすいところから目一杯取る

⇒個人の税金には細工を施してある
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４．個人の確定申告



４．個人の確定申告

所得税は自分で計算

⇒１年に一度税務署へ申告

確定申告

⇒「事業所得」or「雑所得」

⇒収支を確定した決算書を添付書類として提出

青色申告と白色申告

⇒記帳の方法や特典等に違い

⇒どちらの方式にするかは選択



４．個人の確定申告

青色申告承認申請書
専従者給与の届出書

申請手続

65万円の特別控除
家族への給与が経費
損失を３年間繰越

特典

「収支内訳書」「損益計算書」

「貸借対照表」

決算書の作成

事業所得300万円超
記帳の義務が発生

正規の簿記の原則記帳の義務

白色申告青色申告

帳簿がなければ
税務署から推計
課税され、文句が

言えなくなる



４．個人の確定申告

×特別償却減価償却費

×６５万円青色申告特別控除

×棚卸資産低価法

×貸倒引当金等引当金

×可不服申立て

更正通知書に不用更正通知書に付記更正の理由付記

推計による更正帳簿に基づく更正推計課税の禁止

×還付可純損失の繰戻還付

変動所得・被災資産翌年以降3年間純損失の繰越控除

×前々年300万円以下現金主義

86万円or50万円原則全額必要経費専従者給与

白色申告の場合青色申告の場合青色申告のﾒﾘｯﾄ



４．個人の確定申告

従業員が副業⇒良く思わない会社は多い

⇒会社には内緒でＩＴ関係のビジネス

ＩＴ関係のビジネスの収入は

自分で確定申告すれば会社にばれない？

⇒それは大きな間違いです！

⇒興味がある方はお問い合わせ下さい



４．個人の確定申告

所得≒利益

利益＝売上－経費

売上・・・売上金額

経費・・・収入を得るために必要だったお金



４．個人の確定申告

セミナー参加費：それにかかる交通費・宿泊費

ＩＴ関係のビジネスに関する書籍：レシートや領収書

パソコン購入代金：合理的な割合

支払手数料：振込手数料等

通信費：電話代等

事務用品費：プリンターのインク等

その他：ＩＴ関係のビジネスに使っている場合は経費

必要経費：収益を上げるために要した費用

⇒合理的な理由が必要



４．個人の確定申告

ＩＴ関係のビジネスの利益

⇒売上－経費

⇒経費↑・おさめる税額↓

領収書＝お金

２万円の領収書＝１万円札

テーブルやゴミ箱に‥

確定申告で損をしない⇒領収書は、捨てない！



５．青色申告は必要？



５．青色申告は必要？

税金関係のホームページやノウハウ本

⇒必ず青色申告を勧めています

本当に青色申告にした方が良い？

⇒ ×

青色申告：条件にしたがって帳簿をきちっとつけた人

⇒税金が減る制度

条件にしたがって帳簿をキッチリとつける

⇒くせもの



５．青色申告は必要？

青色申告

メリット ⇒税金が減る

デメリット⇒帳簿をｷｯﾁﾘつけるのが大変

白色申告

メリット ⇒帳簿をｷｯﾁﾘつけなくて良いのでﾗｸ

デメリット⇒税金が減らない



５．青色申告は必要？

白色申告のメリット

⇒お客様活動に集中できる

青色申告のデメリット

⇒お客様活動に集中できない

複式簿記は勉強しなくて良いと思います！

⇒青色申告のメリットは無視 (注)

⇒お客様を喜ばせることに力を集中！！



５．青色申告は必要？

どちらが成功する可能性は高いでしょうか？

Ａ⇒お客様：100

Ｂ⇒お客様： 70 + 簿記の勉強：30

成功しておられる弊社のお客様

⇒私に簿記会計は丸投げ

⇒お客様活動に全力

Cf．運転免許の実技と学科

ﾊﾝﾃﾞｷｬｯﾌﾟ無



５．青色申告は必要？

期日が気になってやりたいことがやれなかった

⇒チャンスを逃すと感じた

申告が終わるまで頭がリラックスできなかった

⇒常にカリカリしている状態

⇒これでは良いアイデアが生まれない

年始から3/15までは、70：30どころじゃない

⇒頭の中の90％はとられていた



５．青色申告は必要？

今は厳しい時代です！

簿記の勉強をしながら、片手間にお客様活動

⇒生き残っていける？？？

簿記会計が分からない人は、経営が上手くいかない

⇒そんなことはありません！！

事業の利益が増えてきたら

⇒税理士を使って青色申告

⇒実はデメリットは無いです！！



５．青色申告は必要？

１）青色申告特別控除 65万円

２）家族従業員の給料

①白色申告： 86万円(妻)+50万円(父)+50万円(母)＝ 186万円

②青色申告：240万円(妻)+96万円(父)+96万円(母)＝ 432万円

③：①－②＝246万円

３）IT節税お任せﾊﾟｯｸ(個人ﾀｲﾌﾟ)：547,400円(年額合計)

４）合計3,657,400円が余分に経費に出来ます

５）課税所得3,657,400円

税金 707,400円 ⇒ 0円



５．青色申告は必要？

168,000円(給与分)+547,400円＝715,400円

≒707,400円(3,657,400円)

所得 400万円の場合減税額 776,200円

500万円 〃 976,200円

600万円 〃 1,156,600円

700万円 〃 1,281,800円

800万円 〃 1,311,800円

900万円 〃 1,341,800円

1000万円 〃 1,471,800円



６．法人はなぜ有利なの



６．法人はなぜ有利なの

個人の実効税率は50％

⇒法人の実効税率は40％

10％しか変わらない

⇒個人のままで良いや！

ん？

んんん？

本当？



６．法人はなぜ有利なの

ＩＴ関係のビジネスを法人でされる方が増えています

⇒ネット上での信用度

⇒税金も有利に

⇒法人を作ればそれで良いわけじゃない！

法人化はゴールではなくあくまでスタート

⇒法人化した後
⇒どれだけ効果的な節税ができるか

⇒そこが重要です！
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＝ －１００

個人の場合

法人の場合

税金：(２００－１００)×４０％＝４０

財産： ２００－１００ － ４０ ＝６０
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税金： ２００×５０％＝１００

財産： ２００－１００－１００＝０

＊：税金４０を０にすることも可能



６．法人はなぜ有利なの

利益＝売上－経費

売上・・・売上金額

経費・・・収入を得るために必要だったお金

個人：利益≒所得

法人：利益≠所得

個人：売上－経費

法人：売上－経費－自分の給料etc.



６．法人はなぜ有利なの

１．個人 ２．法人

利益 ３０００万円

所得 １３００万円

－１７００万円

実効税率 約４０％

税額
法人２２７万円

個人４０７万円

合計６３４万円

約２１％

３０００万円

３０００万円

約５０％

１３５５万円

約４３％

利益

所得

実効税率

税額



６．法人はなぜ有利なの

個人

所得

利益

法人

税金

利益

税金

所得



６．法人はなぜ有利なの

個人（白色）だと、事業で損が出ても繰り越せず

⇒その年も、翌年も何事もなかったかのように税金が

⇒個人（青色）でも３年間しか繰り越せません

これが会社だと、損が７年間繰り越せます

⇒事業で、大きな損失が出た場合

⇒７年以内に取り返せば良い

⇒繰越欠損金は貯金と同じ



６．法人はなぜ有利なの

損失

個人(青)

法人

損失

１ ２ ３

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

個人(白)

損失



法人 個人

利
益

損
失

経費

経費

役員報酬

利
益

損
失



６．法人はなぜ有利なの

①法人化の手数料がかかります。
例)株式会社約33万円・合同会社約12万円

②約７万円の地方税

地域によって違う

③株式会社は2年-10年ごとに役員変更登記

合同会社は不要

④個人の確定申告よりも複雑

税理士のアドバイスを受けることに

このデメリットが受け入れられるなら

⇒法人のメリットは多い

サラリーマンでも法人を作ることは可能



７．法人の節税対策



７．法人の節税対策

節税を・・・と考える人のほとんどが

⇒既に利益が出た人

⇒小手先の節税しか出来ない

税金対策の常識

⇒利益が出てからでは遅い！

利益が出る前にやる⇒節税

利益が出てからやる⇒脱税



７．法人の節税対策

節税をしたい！と思うのであれば

⇒事前の知識が必要です

節税は利益が出た後から行っても意味はなく、

事前に税金や節税の知識を学んでおく事が大切

ＩＴ関係のビジネスをする：すべて自己責任

税務署で有利・不利のアドバイスはしてくれません



７．法人の節税対策

法人＝自分に給料（個人≠自分に給料）

法人：売上－経費－自分の給料

個人：売上－経費

給与：所得税

給与所得

⇒給与所得控除

⇒領収書の要らない見せかけの経費(最低６５万円)



７．法人の節税対策

所得金額 給与所得控除額

１８０万円以下

１８０万円超３６０万円以下

３６０万円超６６０万円以下

６６０万円超１０００万円以下

１０００万円超

収入金額×４０％ （６５万に満たない場合には６５万円）

収入金額×３０％＋ １８万円

収入金額×２０％＋ ５４万円

収入金額×１０％＋１２０万円

収入金額× ５％＋１７０万円

Ex.役員報酬1200万円(月額100万円)払った場合

1200万円×5％+170万円＝230万円



経 費

額

金

入

収

経 費

個人の

所得

７．法人の節税対策

みせかけの
経費⇒

＜法人の場合＞＜個人の場合＞

控除

給与 個人の

所得

法人の

所得

個人の所得



７．法人の節税対策

月額100万円給料を払った場合

法人税等⇒12,000,000×40%＝4,800,000

所得税等⇒(12,000,000-2,300,000-380,000)

×43%-1,536,000＝2,471,600

領収所の要らない経費

節税額

⇒ 4,800,000 - 2,471,600 ＝2,328,400

領収所の要らない経費+税率のメリットで

232万円の節税になります。



７．法人の節税対策

１９５万円以下

１９５万円超３３０万円以下

３３０万円超６９５万円以下

６９５万円超９００万円以下

９００万円超１８００万円以下

所得金額× ５％

所得金額×１０％－ ９７，５００円

収入金額×２０％－ ４２７，５００円

収入金額×２３％－ ６３６，０００円

収入金額×３３％－１，５３６，０００円

所得金額 給与所得控除額

１８００万円超 収入金額×４０％－２，７９６，０００円



5％
10％

20％
23％

33％

40％

195万円0 695万円330万円 1800万円900万円



５％

２３％
３３％

４０％

０ １８００
万円

個人

∞

∞

２０％

１９５
万円

３３０
万円

６９５
万円

９００
万円

１０
％

０ １８００
万円

∞１９５
万円

３３０
万円

６９５
万円

９００
万円

１０％



６．法人はなぜ有利なの

個人の税金(国税＋住民税) (≠事業税)

会社の税金(国税＋住民税＋事業税)

所得 400万円以下 ⇒ 約２４．８７％

所得 800万円以下 ⇒ 約２６．７８％

所得 800万円超 ⇒ 約４０．８６％



１５％

３３％
４３％

５０％

０ １８００
万円

個人

∞

２６．４８％

４０．８６％

０ ∞

法人

４００
万円

３０％

１９５
万円

３３０
万円

６９５
万円

９００
万円

２０
％

８００
万円

２４．８７％





７．法人の節税対策

自分に退職金を支払うことができる
⇒法人の経費
≠個人の場合

受取った個人
⇒退職所得（所得税：優遇）

2,000万円の退職金を払った場合(cf.25年勤務)
法人税⇒ 20,000,000×40%＝8,000,000
所得税⇒(20,000,000-11,500,000)×1/2×30% -427,500＝847,500

節税額⇒ 8,000,000 - 847,500 ＝7,152,500

退職金を毎年に分散させる方法
妻・父・母にも出せる



７．法人の節税対策

会社にすれば

⇒税金が安くなる

⇒自動的に税金が安くなるわけではない

会社にすれば

⇒節税方法が増える

⇒上手く使えば、個人よりも税金は減少

法人ならではの節税手法

⇒税額をコントロール



納税シミュレーション

個 人

所 得 30,000,000

所得控除 ▲1,000,000

課税所得 29,000,000

所得税等 11,704,000

法 人

所 得 30,000,000

役員報酬 ▲12,000,000

節税対策 ▲8,000,000

課税所得 10,000,000

法人税等 4,086,000

給与所得 12,000,000

給与控除 ▲2,300,000

所得控除 ▲1,000,000

課税所得 8,700,000

所得税等 2,235,000

個人 11,704,000
法人 6,321,000
差額 5,383,000





本屋に無い節税対策

世の中には節税を目的とした商品があります

⇒金融庁等の問題で具体的には言えません

⇒他にも効果的な節税法がたくさんあります

私の事務所には情報が集まってくる

⇒その人の状況に合った節税法を

⇒オーダーメイドで提案できることが大事



ＷＥＢビジネス会計株式会社

ＵＲＬ：http://web-b-tax.com/

・電話やメールでの御相談

・東京・大阪での無料面談会

・無料節税シミュレーション

詳しくはHPをご覧下さい



富を生み出す資源を維持し

IT・ネットビジネスの存続を可能とする

税金のコントロールは

将来のリスクに備えるための保険である！

堀 龍市

最後に・・・


