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夢は実現する
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掲載内容

１．税務情報

２．労務情報

３．相続税の税制改正

４．便利情報

５．お知らせ

私たちはお客様の夢と幸せの実現のために尽くします。

本年は「私たちは、お客様の夢と幸せの実現のために尽くします。」という当事務所の理念を少しでも実践していき

たいと思っています。

皆様の夢は何でしょうか、幸せとは何でしょうか。

困っていること心配していることは何でしょうか。お聞かせ下さい。

従来からの業務をさらに充実するとともに、本年の当事務所の目標は次のとおりです。

1.お客様の夢と困っていることを数値化し具体的な行動計画を作成し、この経営計画を実現化する支援を行います。

お客様の事業が常に利益を上げ、従業員が生き生きと働ける体質づくりに寄与していきます。

2.事業の株式及び財産の継承と経営の継承の相談・指導を行ってまいります。

3.高齢者が安心して老後を過ごせるように、相続税対策だけではなく、老後及び相続後の支援を行ってまいります。

また、個人的な興味ですが「幸運がもたらされるには、どうしたらいいか」の情報提供もできればと思っています。

スタッフ一同、本年も皆様の事業と人生の役に立つよう、笑顔で明るく前向きにワクワクしながら行動していきます。

本年もよろしくお願いいたします。本年の皆様の事業の発展とご健康・ご多幸を祈念いたします。

公認会計士・税理士 林 和 夫

謹賀新年

TEL 0564-57-2559 FAX 0564-58-3811
Email  hayashi-k@r4.dion.ne.jp
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近年増えつつある「多様な働き方」に対応した課税の仕組みにシフトすべく、給与所得控除・公的年金
等控除から基礎控除へ振り替えられるとともに、それに伴う人的控除の金額基準等が改正されます。
以下の改正は令和2年分以後の所得税及び令和3年度分以後の個人住民税について適用されます。

給与所得控除

様々な控除額の見直し

税務情報

一律10万円引下げられます。
給与所得控除の上限が195万円に引下げられ、上限額も適用される給与等の収入金額が850万円に引下げられます。

確認しておきたい研修・教育訓練時の労働時間の取扱い

労務情報

2019年4月より働き方改革関連法の一つとして、改正労働基準法が施行され、大企業に時間外労働

の上限規制が適用されています。いよいよ2020年4月には中小企業にも適用となります。ますます厳格

な労働時間管理が求められる中、労働時間の考え方を理解しておくことの重要性が増しています。

研修・教育訓練については、業務上義務づけられ
ていない自由参加のものであれば、その研修・教育
訓練の時間は、労働時間には該当しないとされてい
ます。なお、研修・教育訓練への不参加について、
就業規則で減給処分の対象とされていたり、不参加
によって業務を行うことができなかったりするなど、
事実上参加を強制されているような場合には、労働
時間に該当します。実際に労働基準監督署へ問い合
わせのあった事例の中から、労働時間に該当しない
例、該当する例を次のページに挙げます。

研修・教育訓練の取扱い

総所得金額から差引くことができる
基礎控除額は、一律38万円でしたが、
所得によって変わるようになります。

基礎控除

10万円引上げられます。

所得控除

労務時間とは

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれてい
る時間のことをいい、使用者の明示または黙示の指
示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間
に該当します。例えば、出社時に交通混雑の回避等
のために、労働者が自発的に始業時刻よりも前に会
社に到着しているようなケースがあります。この始
業時刻までの間、業務に従事しておらず、業務の指
示を受けていないような場合は、労働時間に該当し
ません。

合計所得金額 改正前 改正後

　2,400万円以下 48万円

　2,400万円超2,450万円以下 32万円

　2,450万円超2,500万円以下 16万円

　2,500万円超 なし

38万円

対象 改正前 改正後

　配偶者控除 　38万円以下 　48万円以下

　配偶者特別控除 　38万円超123万円以下 　48万円超133万円以下

　扶養控除
生計を一にする扶養親族の
合計所得金額

　38万円以下 　48万円以下

　勤労学生控除 本人の合計所得金額 　65万円以下 　75万円以下

生計を一にする配偶者の
合計所得金額

　162.5万円以下 　55万円

　162.5万円超180万円以下 　Ａ×40％-10万円

　180万円以下360万円超 　Ａ×30％+18万円 　180万円以下360万円超 　Ａ×30％+8万円

　360万円以下660万円超 　Ａ×20％+54万円 　360万円以下660万円超 　Ａ×20％+44万円

　660万円超850万円以下 　Ａ×10％+120万円 　660万円超850万円以下 　Ａ×10％+110万円

　1,000万円超 　220万円 　850万円超 　195万円

※Ａ：収入金額

改正前 改正後

　180万円以下 　Ａ×40％　（※65万円未満の場合は65万円）
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相続人ではない人へも財産の分配がなされる
「特別の寄与」の創設

これまで、相続人の貢献を考慮するための「寄与」はありました。今回の「特別の寄与」は、相続
人以外の者の貢献を考慮するための方策として設けられた制度です。主として、被相続人の療養看護
や介護に努めた、子（相続人）の配偶者などを救済することを目的としています。

被相続人の療養看護等に携わった相続人以外の
親族は、一定の要件の下、相続人に対して金銭の
支払を請求できるようになりました。
左図の例ですと、従前の制度では、相続人であ

る次男と長女が相続財産を取得することができる
一方で、被相続人の介護に尽くしてきた義姉（兄
嫁）は、相続財産の分配を受けることができませ
んでした。
改正後の現行法（令和元年7月1日以後に開始す

る相続より適用）においても、遺産分割手続き自
体は従前通り次男ら相続人のみで進めます。しか
し、介護に貢献した義姉には、相続人である次男
らに対し、その貢献に応じた金銭を請求すること
が認められるようになりました。
これにより、相続の不公平感が解消されます。

相続税の税制改正

特別の寄与

「特別の寄与」制度の概要

「特別の寄与」については、改正法第1050条に定められています。
事例の義姉のように、無償で被相続人の療養看護等を行い、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与を

した被相続人の親族（相続人、相続放棄者、相続欠格者、被排除者を除く）を、「特別寄与者」といいます。
特別寄与者は、相続開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭（特別寄与料）の支払を請求するこ
とができます。この時、特別寄与料の額の上限は、被相続人の相続開始時の所有財産の価額から、遺贈の価
額を控除した残額になります。相続人が複数いる場合には、各相続人は、特別寄与料の額に、法定相続分を
乗じた額を負担することになります。この特別寄与料の支払について、当事者間の協議が調わなかった場合、
一定期間内であれば、特別寄与者は家庭裁判所にこれに代わる処分の請求ができます。家庭裁判所は、寄与
の時期・方法・程度・相続財産の額・その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます。
なお、「相続人」の寄与分に改正はありません。

被相続人

長女次男
長男

５年前に他界

（代襲相続人なし）

長男の妻

（義姉さん）

長年、被相続人の

介護に尽くしてきた

相続

相続人に対し、金銭の請求ができるようになりました！

労働時間に該当しないとする場合には、上司がその「研修・教育訓練」を行うよう指示しておらず、か
つ、その「研修・教育訓練」を開始する時点において本来業務や本来業務に不可欠な準備・後処理は終了
しており、労働者はそれらの業務から離れてよい状況にあることを確認しておきましょう。この機会に、
適正な取扱いができているか確認しましょう。

労働時間に該当する例

①使用者が指定する社外研修について、休日に参
加するよう指示され、後日レポートの提出も課さ
れるなど、実質的な業務指示で参加する研修。
②自らが担当する業務について、あらかじめ先輩
社員がその業務に従事しているところを見学しな
ければ、実際の業務に就くことができないとされ
ている場合の業務見学。

労働時間に該当しない例

①終業後の夜間に行うため、弁当の提供はしてい
るものの、参加の強制はせず、また、参加しない
ことについて不利益な取扱いをしない勉強会。
②労働者が、会社の設備を無償で使用することの
許可をとった上で、自ら申し出て、一人でまたは
先輩社員に依頼し、使用者からの指揮命令を受け
ることなく勤務時間外に行う訓練。
③会社が外国人講師を呼んで開催している任意参
加の英会話講習。なお、英会話は業務とは関連性
がない。



林会計からのお知らせ ✐ ✐ ✐ ✐ ✐ ✐

確定申告時期の税務署はとても混み
合い大変ですが、2019年1月からスマホ
でも申告ができるようになっています。

2020年1月からは、給与が複数ある方、
公的年金などの雑所得がある方など、
利用できる範囲も広がります。
一度試してみてはいかがでしょうか。

便利情報

スマートフォンで確定申告できるようになりました

税務署窓口でＩＤ・パスワード発行。

※マイナンバーカードがある場合は不要。

スマホから「確定申告書等作成コーナー」へアクセス。

手順に従い、スマホから申告できるかチェックしたり、提出方法

（etaxか書面）を選択し、必要事項を入力していきます。

入力が完了したら、etaxの場合は送信。

書面の場合はプリントアウトして提出。

申告書はデータで保存できます。

本セミナーでは経営計画を中心とした目標達成

のための経営サイクルを公開します。

皆様お誘いあわせの上、ぜひご参加ください。

■第3回 2020年1月21日（火）

17時～18時30分

■第4回 2020年2月 5日（水）

10時～11時30分

※いずれの日程も同内容です。

◆場所：当事務所2階会議室

※詳しい内容は、同封のチラシにてご確認ください。

会社はこうして強くする！！

お仕事カレンダー セミナー情報 ご好評につき
追加開催
決定！

林 公認会計士事務所

公認会計士・税理士 林 和夫

公認会計士・税理士 渡邉 研司
社会保険労務士 鵜飼 靖暢

未 来 が 変 わ る
経 営 サ イ ク ル
公 開 セ ミ ナ ー

スマホで確定申告

2020年1月1日（水）

・還付申告（所得税の確定申告）の受付開始
（～3月16日（月））

2020年1月20日（月）

・源泉取得税（前年7月～12月分）の
納期の特例納付期限

2020年1月31日（金）

・法定調書の提出（税務署）
・給与支払い報告書の提出（市町村）
・償却資産税申告書の提出（市町村）
・従業員へ源泉徴収票の交付

2020年2月17日（月）～3月16日（月）

・所得税確定申告書 提出期間

令和2年2月・3月 土日祝日営業日
2月11日（火）2月22日（土）2月29日（土）3月7日（土）


