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理念

ニュース
〒

1． 中小事業者の事業の発展を支援します。
2． 社員は社会に役立つ人間になります。
3． よりよいサービスを創造し提供します。
4． 納税者の生活と権利を擁護します。

こんにちは。いつもご愛読ありがとうござ
います。早いもので、今年最終のニュース
になります。みなさまにはご愛読ありがと
うございました。新年を想う前に、まず今
年を振り返ると、私は思い半ば感が満載で
す。いえ、半ばまで進んだと考えるべきか
もしれませんね。みなさまはいかがでしょ
うか？ では、今月もお届けする情報が、み
なさまのお役に立ちますように。(き)

年の瀬の寒さが身に染みる季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、今回の年末調整は昨年と比べいくつか変更点がございます。
大きな変更があったのは以下の３点です。
①年末調整に必要な書類
②配偶者控除の金額
③配偶者特別控除の金額と適用範囲
この３つの項目を平成２９年と比較しつつ掘り下げてみようと思います。

①年末調整に必要な書類

③配偶者特別控除の金額と適用範囲

年末調整時に作成する書類の様式と種類が変更さ
れています。

配偶者特別控除の適用を受けることのできる所得
金額の範囲が拡大されました。

≪平成２９年≫

≪平成２９年≫

「扶養控除等申告書」と「保険料控除申告書兼配
偶者特別控除申告書」の２種類でした。
≪平成３０年≫
作成書類が１枚増え、
「扶養控除等申告書」
「保険
料控除申告」
「配偶者控除等申告書」の３種類とな
りました。

配偶者特別控除の適用範囲
⇒ 配偶者の所得金額が 38 万円以上 76 万円未
満（収入が 103 万円以上 141 万円未満）の
範囲かどうか。
配偶者特別控除の金額
⇒ 配偶者の所得金額に応じて変動。
≪平成３０年≫
配偶者特別控除の適用範囲
⇒ 配偶者の所得金額が 38 万円以上 123 万円以
下（収入が 103 万円以上 201 万円以下）の
範囲かどうか。
配偶者特別控除の金額
⇒ 控除を受ける納税者本人の所得金額 及び
配偶者の所得金額により判定。

②配偶者控除の金額
配偶者控除の金額が納税者の所得額に応じて変動
するようになりました。
≪平成２９年≫

適用の有無の判定
⇒ 配偶者の所得金額が 38 万円以下かどうか。
配偶者控除の金額の判断
⇒ 12 月 31 日時点の年齢が 70 歳以上かどうか。
≪平成３０年≫
適用の有無の判定
⇒ 配偶者の所得金額が 38 万円以下かどうか。
（変更なし）
配偶者控除の金額の判断
⇒ 控除を受ける納税者本人の所得金額 及び
12 月 31 日時点の年齢が 70 歳以上かどうか。

控除金額の詳細は Web にて説明
しております。
年末調整には所定の書類と控除を受ける場合には
控除証明書をご準備いただく必要がございます。
各担当者から資料収集をするうえで指示をさせて
いただくこととなりますが、円滑な業務運営のため
にご協力をよろしくお願い致します。
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会社にはたくさんの帳簿や書類があります。
例えば帳簿には現金出納帳、仕訳帳、総勘定元帳、売上帳や仕入帳、売掛金元帳や買掛金元帳
など、書類には貸借対照表や損益計算書、領収書、契約書、注文書などがあります。
さてこれらの書類はいつまで残しておく必要があるのでしょうか？下記に原則としての保存期
間を説明いたします。

会社の帳簿・書類の保存期間は？

個人事業の帳簿・書類の保存期間は？

法人の場合：事業年度の確定申告書の提出期限の
翌日から 7 年間
しかし、平成 23 年 12 月税制改正により青色申告
書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が 9 年と
なったので、平成 20 年 4 月 1 日以後に終了した欠損
金の生じた事業年度においては、帳簿書類の保存期
間が 9 年間に延長されました。
また、平成 27、28 年度の税制改正により、平成
30 年 4 月 1 日以後に開始する欠損金の生じる事業年
度においては、帳簿及び書類は 10 年間保存すること
となっています。
その他注意点として、電子取引をした場合は原則
としてその電子データをその事業年度の確定申告書
の提出期限の翌日から 7 年間保存する必要がありま
す。ただし、その電子データを出力し紙で保存して
いる場合は電子データを保存する必要はありません。

個人事業は下記の通りになっています。
「青色申告」と「白色申告」とで保存期間がちが
いますのでご注意ください。
そして基本的に個人で事業や不動産貸し付け等を
おこなう場合は記帳が義務づけされています。必ず
帳簿や書類を作成し記帳をしてください。

【青色申告】
保存が必要なもの
帳
簿

書
類

上記はあくまでも税法上のきまりで会社法では
「会計帳簿及びその事業に関する資料」と「計算書
類及びその付属明細書」は 10 年間保存することと定
められています。
よって、会社の帳簿・書類の保存期間は 10 年間と
いうことになります。

会社の帳簿・書類の保存方法は？
原則、帳簿・書類の保存は紙になります。会計シ
ステムで作成した帳簿も原則としてアウトプットし
て、紙で保存する。
電子帳簿保存法におけるスキャナ保存をする場合
には、電子データの保存により書類の保存に代える
日の 3 カ月前の日までに「申請書」を提出する必要
があります。

編集後記

今回は帳簿や書類の保存期間など
を特集しました。大量の書類を長期
間保管するには大変です。書類の保管場所も、毎日作
業する場所も必要です。限られた空間をいかに効率よ
く使うかがポイントになります。それにはまず身の回
りの物や書類などを整理する必要があります。物が溢
れてから捨てたり整理するのは✖。溢れないように
印刷やコピーする書類の考え方、使用後の書類の保存
ルールなどをキッチリ守りながらスッキリと仕事を
したいですね(>_<)
（り）

仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売・
買掛帳、固定資産台帳など
損益計算書、貸借対照表、
決算関係
棚卸表など
現金・預金 領収証、預金通帳、小切
関係
手控、借用証など
請求書、見積書、契約書、
その他
納品書、送り状など

保存
期間

7年
7年
7年
5年

【白色申告】
保存が必要なもの
帳
簿

書
類

収入金額や必要経費を記載した帳簿
（法定帳簿）
業務に関して作成した上記以外の帳簿
（任意帳簿）
決算に関して作成した棚卸表その他の
書類
業務に関して作成し、または受領した
請求書、納品書、送り状、領収証など
の書類

保存
期間

7年
5年
5年
5年
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