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資金使途違反とは 
 今回のテーマは、「資金使途違反」です。 

会社が借入を行う際は、資金使途（資金の使い道）

を明確にしなければなりません。借入にて調達した

資金は金融機関と約束した資金使途通りに使用し

なければ「資金使途違反」となり、借入の一括返済

を求められたり、今後の融資にも悪い影響が出る可

能性があります。また、保証協会の保証付きの場合、

今後保証協会を利用した借入ができなくなる場合

もあります。 

【借入の資金使途】 

事業用の借入の資金使途として大きく分けると

「設備資金」と「運転資金」の 2 種類があります。 

「設備資金」とは、工場や事務所・店舗などの建

築や購入、機械や車両など、事業に利用する設備を

購入するための資金です。実務的には、この借入を

行った際は借入した日にその金融機関から支払先

に振込することなどが条件となる事が多く、資金使

途違反が起こりづらいといえます。 

一方で「運転資金」は、商品の仕入れや材料の購

入、外注先への支払い、諸経費の支払いなど、事業

を運営していくための資金です。設備資金に比べて

比較的自由に使える資金ですが、金融機関はその資

金を使い切るまで通帳の移動を確認して、資金使途

通りに使われているかをチェックしているケース

が多いです。 

【資金使途違反の例】 

 基本的に金融機関は、投資用有価証券の購入資金

や、個人や関連会社への転貸資金などにはお金を貸

しませんので、借入で調達した資金をそのようなこ

とに流用したりすると、資金使途違反となります。 

また、資金使途違反をしているつもりがなくても、

知らず知らずのうちにしてしまっているケースも

あります。下記は代表的な例です。 

◆購入する設備の金額が値引きにより設備資金の

申込金額よりも下回ってしまった◆ 

→よくあるパターンです。設備資金を申し込みした

後に、値引きなどが発生した場合は速やかに銀行に

報告する必要があります。上記の場合、購入金額以

内の申込金額に変更の手続きなどを行う必要があ

り、更に審査に時間がかかる可能性があります。 

また、設備資金として申し込む際は、見積もりの金

額ではなく、確定させた金額にて申し込みをすると

スムーズに融資実行までこぎつけるでしょう。 

◆設備資金の融資実行前にその設備を購入してし

まう◆ 

→設備資金は、その資金で設備を購入するという契

約になっているため、先に支払いをしてしまうとそ

れに該当しなくなってしまいます。また、頭金の支

払いなども同じで、注意が必要です。 

◆融資金を返済資金に使ってしまう◆ 

→借入をすると資金残高が増え、今まで毎月行って

いた返済のための資金移動などをやめてしまうこ

とがあります。融資金での返済は実行時の返済条件

（借換え）以外は認められません。 

◆借入をした期の決算書で、役員貸付金が増えてい

る・役員借入金が減っている◆ 

→どちらも極端に増減していると、借入した資金を

個人に流用したのではないかと疑われますので、注

意が必要です。 

【なぜ銀行は資金使途違反を嫌うのか】 

・資金使途以外に使われることは約束違反であり、

違う使い道の場合、返済できない可能性が高くなる 

・資金使途違反の場合、保証協会などの保証付きの

融資は、債務者が返済できない時に保証協会などが

保証してくれない 

 上記が銀行の本音の一部です。銀行は融資金を回

収できなくなることや、社会的信用を失うことを懸

念します。そのためにも資金使途を明確にし、融資

を行っています。 

【借入申し込み時に再度注意を】 

 資金使途違反を防ぐには借入を申し込む側も注

意が必要です。銀行には正直に資金使途を伝えるこ

と、変更などがあった時には速やかに銀行に報告す

るなど、真摯に対応すれば資金使途違反になる可能

性も低くなります。会社を守るためにも原理原則通

りの融資取引をしましょう。 
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　巷を騒がすインボイス制度の実施まで、あと約2年となりました。制度実施に先立ち事業者の登録制度が始まり

ますので、今月は制度のスケジュールと適格請求書等の要件について確認していきます。

Ⅰ　インボイス制度登録申請とは？

　令和5年10月1日よりインボイス制度が開始されます。今年の10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請

が開始されます。開始当初より消費税額等を記載した請求書（適格請求書等）を発行するためには、原則として

令和5年3月31日までに申請書の提出が必要となります。申請もれのないようご注意ください。

Ⅱ　適格請求書等とは？

　適格請求書等とは、以下の要件を備えた請求書等をいいます。適格請求書発行事業者の登録後、自社の請

求書発行システムやレジが要件を満たすか、改修が必要か、ご確認ください。適格簡易請求書は、発行できる

業種が限れられ小売、飲食、タクシー業など相手先が不特定多数の場合で、いわゆるレシートが該当します。適

格請求書等に求められる登録番号は「T+法人番号（13桁）」となります。

11月分　131,200円 ××年11月30日

※軽減税率対象

いずれも消費税の端数処理は税率ごとの合計額につき1回限り

Ⅲ　免税事業者の対応は？

　免税事業者の対応については、次回以降ご紹介していきます。消費税は原則として2年前（基準期間）の課税

売上高が1,000万円以下か、否かで納税義務が決まりますので、早めの検討が必要です。

※軽減税率対象

10,000円

11/2 タオルセット 2,000円

…

日付 品名 金額

合計　120,000円　　　　　消費税11,200円

11/1 魚　※ 5,000円

11/1 豚肉　※

ヨーグルト ※

カップラーメン ※
ビール

合計 ¥874

¥108
¥216
¥550

お預り ¥1,000
お釣 ¥126

インボイス制度 登録申請が開始されます！

①適格請求書発行者の氏名又は名称・登録番号

②取引年月日

③取引内容（軽減税率の対象品目である旨）

④税率ごとに区分した合計額（税込・税抜）・適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

請求書

△△商事㈱
登録番号 T012345・・・

①

㈱○○御中

8％対象 40,000円
10％対象 80,000円

消費税 3,200円
消費税 8,000円

××年11月30日

①適格請求書発行者の氏名又は名称・登録番号

②取引年月日

③取引内容（軽減税率の対象品目である旨）

④税率ごとに区分した合計額（税込・税抜）

⑤税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率

領収書

スーパー〇〇
東京都・・・

登録番号 T012345・・・

適格簡易請求書

１

１
１

8％対象 ¥324
内消費税額 ¥24

10％対象
¥550

登録申請開始 インボイス制度開始

適格請求書

令和5年3月31日 令和5年10月1日

①

②

②

③

④

④ ⑤

⑤

⑥

令和3年10月1日

③
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〇経営力向上計画の A類型と B 類型の申請を忘れずに 
補助金を使う場合でも使わない場合でも、設備投資の際には経営力向上計画を忘れずに申請するようにしま

しょう。これを申請することによって設備投資金額の最大 10％を税額から控除できます。また、そのほかにも
所得拡大促進税制での優遇措置もあります。さまざまな優遇を一定期間受けられることから経営力向上計画は
「経営のパスポート」と表現されることもあります。しっかりと制度を活用できているか、今一度ご確認され
ることをお勧めします。 

その他にも日本政策金融公庫での低利融資や各種補助金での加点・優先採択の効果もあります。 

若原会計事務所では経営力向上計画の作成支援を行っています。以下に当てはまるお客様は弊社担当者、
もしくは認定支援推進プロジェクトにお声かけください。 

☑ これから実施する設備投資がある
☑ 500 万円以上の設備投資があり、工業会の証明書をメーカーから入手できる   → Ａ類型
☑ 工業会の証明書は入手できないが、1000 万円を超える設備投資だ → Ｂ類型
※金額は作成支援する場合の目安です

補助金を使えなかった場合でもできることがあります！ 

補助金・税額控除 NEWS



最低賃金の改定について
新型コロナウイルスの流行以降、多くの企業が奮闘する中、厚生労働省の中央最低賃金審議会は7

月14日、2021年度の最低賃金を「都道府県に関係なく、一律28円引き上げ（平均時給が930

円）」することを決定しました。今年も10月から全国の最低賃金が改定される見込みです。平成

29年に発表された「毎年3％程度を目途として、全国平均1,000円を目指して」に従い、今後も最

低賃金が増加していく予定です。今一度、最低賃金について確認しましょう。

①なぜ今！コロナ禍で28円も上げるのか
多くの企業経営者から「なぜ今なのか？」と質問を
受けることが多くあります。2021年の上げ幅（予
定）は3.1%で過去20年間では最大の伸び率です。
7月14日、加藤勝信官房長官は「新型コロナウイル
ス禍でも最低賃金を引き上げてきた諸外国の取り組
みも参考にして、より早期に全国加重平均1,000円
とすることをめざす」「中小企業や小規模事業者が
賃上げしやすい環境整備が不可欠だ。また支援強化、
下請取引の適正化を進めていきたい」と説明しまし
た。このような経緯が今回の引き上げの要因となっ
ております。

②最低賃金とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の
最低を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を
支払わなければならないとする制度です。仮に最低
賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の
上で定めても、法律によって無効とされます。した
がって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場
合には最低賃金額との差額を支払わなければなりま
せん。最低賃金額以上を支払わない場合には、罰則
（50万円以下の罰則）が定められています。
※例外的に、管轄の労働基準監督署へ最低賃金の除
外申請をすることで免除できる制度もあります。

③最低賃金の適用される労働者の範囲
地域別最低賃金は、産業や職種に関わりなく、都道
府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者
に適用されます。（パートタイマー、アルバイト、
臨時社員、嘱託社員などの雇用形態の如何を問わず、
全ての労働者に適用されます。）派遣労働者につい
ては、派遣先地域の最低賃金が適用されます。

④最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的
な賃金です。具体的には、実際に支払われる賃金から
次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

(1)臨時に支払われる賃金（結婚祝金等の労務の対価
にならないもの）

(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる臨時の賃金
(賞与など)

(3)時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
（定額時間外手当等のみなし残業）

(4)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
（基準が曖昧で一律に支給されるものは最低賃金に
含んで計算します）

⑤令和３年度最低賃金の改正について
各都道府県の引上げ額の目安について、中央最低
賃金審議会から発表がありました。（令和3年7
月14日）

この最低賃金額は地方最低賃金審議会の決定後、
10月1日労働分から適用となる見込みです。

⑥低賃金額以上かどうかを確認する方法
(1) 時間給制の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額

(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額

この時期に今一度、社員、時給者等が最低賃金を
上回っているか給与の確認をお願い致します。
お困りごとがございましたら、ご相談下さい。

第57号 令和3年 9月27日発行

北海道 889 滋賀 896
青森 821 京都 937
岩手 821 大阪 992
宮城 853 兵庫 928
秋田 820 奈良 866
山形 821 和歌山 859
福島 828 鳥取 820
茨木 879 島根 820
栃木 882 岡山 862
群馬 865 広島 899
埼玉 956 山口 857
千葉 953 徳島 824
東京 1,041 香川 848
神奈川 1,040 愛媛 821
新潟 859 高知 820
富山 877 福岡 870
石川 861 佐賀 820
福井 858 長崎 821
山梨 866 熊本 821
長野 877 大分 820
岐阜 880 宮崎 821
静岡 913 鹿児島 821
愛知 955 沖縄 820
三重 902 全国 930

令和3年　各都道府県最低賃金（見込み）
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求職者に働くイメージを事前に知っていただく方法 

 採用 CX という言葉をご存知でしょうか。 

『Candidate（＝候補者） Experience（＝体験）』の略で

『候補者体験』のことです。 

つまり、採用 CX とは、候補者（求職者）が企業を認知し

てから選考〜採用されるまでに起こる求職者の体験を

想定することになります。 

求職者目線で考えることで、求職者がどこで判断を下

し、どのように求人情報をみて感じるかを想定できます。

また、そのポイントを押さえ、どこで魅力を伝えていくかを

検討することができます。 

 

【求職者の体験の流れ】 

求職者は基本的に下記の流れで入社を決めていきま

す。 

① 認知（転職を決意・企業を探す） 

② 応募（面白そう、気になる会社、話を聞きたい） 

③ 選考（会社を理解・働くイメージができる） 

④ 内定入社（他社と比較・家族理解・入社決意） 

 

この中で、特に会社側の対応次第で求職者の捉え方が

大きく変わる場面があります。 

<1 つ目：②応募の段階> 

求人情報を探していて、求職者に刺さる内容になってい

るかです。会社が側は人物像を具体化しており、ターゲ

ットを絞って求人情報を記載しているかになります。 

求職者に「私のことだ」と思って貰える内容かどうかで

す。 

<2 つ目：③選考の段階> 

一番求職者に訴求したい段階になります。 

求職者が何を知りたいか。 

それはつまり、会社での自身の働くイメージを持てること

です。そして、仕事を通じて自身の未来が見えるかどう

かになります。その為にはどうすれば良いのか。 

会社を理解して頂く為に、選考中にとる行動として多

いのは、面接時に仕事内容を語る、魅力を熱く語る、 

採用ＨＰに仕事の流れを記載しておく、動画を撮って仕

事を説明する、メールに記載する、ＳＮＳで発信する等

ではないでしょうか。 

私たちも求職者の理解頂く為に色々と試してきました

正直、会社の説明は面接時にするのが一番手っ取り早

いのですが、面接官によって説明も違いますし、求職者

の捉え方も変わってきます。 

つまり、選考中に会社理解や働くイメージを深めてい

きたいのですが、こちらの伝えたいと思っていることと求

職者に伝わっていることに齟齬を感じることがあります。 

 そこで私たちは選考の段階の面接前と面接中の段階

で選考の役割を変えるようにしています。 

  

【選考中の求職者の体験】 

<面接前> 

 この段階では、等質等量の情報を予め求職者に伝え

るようにしています。 

 どのようにしているかというと、求職者用に採用ページ

を作成し、入社してからどのような経験をしてお客様の

お役にたてるか、成長できるかというストーリーをスライド

にして、求職者にお送りしています。 

つまり、面接前に、仕事を通してどのような体験ができ

るのかを理解して頂くことをしています。 

 また、会社概要もスライドにし、経営計画書等も見て

頂きたいポイントを添えてお送りしています。 

<面接中> 

 面接中は、自社の説明というより、求職者の不安を解

消すること、そして、求職者の求める未来像と会社の未

来像の擦り合わせをすることに重点をおきます。 

 つまり求職者と会社の価値観の擦り合わせになります。

事前に情報をお送りしているので、会社理解がどこまで

されているかも確認してフォローします。 

 

 求職者に選んでいただく為には、求職者に入社後の働

くイメージ、求職者の未来像を持って頂けるかが重要で

す。求職者に働くイメージをもってもらうことを選考過程

に取り入れてみてはいかがでしょうか。 
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「ワーケーションの教科書 

創造性と生産性を最大化する『新しい働き方』」 

長田 英和 

（2021/7） 

1,650円 

 

【感想】 

本日ご紹介するのは、民泊を中心とした宿泊施設を貸し出す Airbnb Japan の執行役員が、 

ワーケーションを実施することで、想像性や生産性を引き出すメソッドについて書かれている本で

す。 

 

ワーケーションとは Work（仕事）と Vacation（休暇）を組み合わせた言葉です。 

今後テクノロジーや AI が人間の労働力を上回ると言われている時代の中で、私達が今後 

求められるのは創造性ではないでしょうか。 

創造力を引き出す仕掛けとして、休暇と仕事を混在させた時間を意識的に作り出すことができる

ワーケーションを推奨しています。 

 

テレワークは業種的に出来ずに、あまり関係がないと思われる方も、非日常の場所をターゲット

としたワーケーションであれば、ライフライン整備や観光地の発展の観点から読み進めていくと 

新しい市場の開拓のヒントとなる一冊なのではないでしょうか。 

 

【以下引用】 

・ワーケーションとは「休暇と仕事を混在させた時間を意識的に作り出す」ことで、 

想像力＝クリエイティビティを引き出す一種の「仕掛け」なのです。そして、絶え間なく変わる 

市場環境の中で、新しい価値を生み出し続けるためには、この仕掛けをどう活用していくかが 

とても大事になるのです。 

 

ワーケーションを取り組む自治体の事例 

 佐賀県嬉野温泉 

 和多屋別荘では、温泉旅館でワーケーションを行う新しい試みを開始。 

 余剰客室をオフィス化し、また館内全体でWi-Fiが繋がることで様々な場所で仕事が出来ます。 

 サテライトオフィスも構え、専用コンシェルジュサービスの特典がついた「温泉ワーケーション」 

 月額会員プランの申し込みも開始。 

 →休暇によるリフレッシュを大事にする自然型ワーケーション 

 

 神奈川県東部エリア(鎌倉・逗子・横須賀) 

 建長寺で行われている「寺ワーク in 鎌倉」です。利用者が Wi-Fi 完備の境内で庭園を 

 眺めながら仕事をしたり、座禅の指導を受けられたりと、非日常体験できる。 

 →街の文化に触れることでセレンディピティを産み出す都市型ワーケーション 

 

ワーケーションが広がると、ワーケーションで事業を実施する側と、仕事の作業を行う側の

２つの視点で市場を捉え、事業を展開していくことができるのではないでしょうか。 
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Airbnb japan執行役員が国内外の先進

的な事例から導入までのワーケーション

を紹介しています。 
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