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　令和4年8月1日に国税庁から所得税の基本通達の改正について、意見公募が開始されました。近年、広まって

いるサラリーマンの副業などに大きく影響する改正になりますので、内容をご紹介します。

Ⅰ　改正の背景は？

　近年、フードデリバリーやシェアリングエコノミーなどの浸透により、サラリーマンでも副業がしやすい環境が整っ

ています。そのため、副業収入を確定申告する方が増えていますが、曖昧な基準を逆手にとって、社会的に事業

といえる規模ではないにもかかわらず有利な事業所得として申告したり、本来は生活費に該当するものを必要経

費として赤字の申告をしたりする例が散見されたことが、今回の改正の背景と考えられます。

Ⅱ　売上300万円以下は事業ではない？（改正内容）

　今回の改正案は、「その収入が主たる収入でなく（副業）であり、かつその収入金額が300万円を超えない場

合には、特に反証がない限り、雑所得とする」とされています。つまり、副業の収入が300万円以下であるときは、

原則として事業所得としての申告は認めないという改正です。副業の収入を事業所得として申告する場合と、雑

所得として申告する場合の違いは以下の通りです。

Ⅲ　事業所得から雑所得に変更すると、どんな影響があるの？

　今までは事業所得となるかどうかには、明確な基準がありませんでした。そのため巷では、税務署に開業届を

出せば事業所得であるという間違った解釈がなされることがありました。今回、副業で300万円という一つの基準

が示された形になります。では、Ⅱの事業所得と雑所得の違いが税金に与える影響はどの程度なのか、以下で

計算をしてみました。所得税はすべての収入を合算しての累進課税となりますので、サラリーマンとしての給与収

入を500万円と仮定して計算すると、副業が150万円の黒字の場合、①税額が18.4万円増加することとなり、副

業収入が50万円の赤字の場合には、②税額が9.5万円増加することになります。

Ⅳ　その他、副業を取り巻く環境について

　令和5年10月からは消費税のインボイス制度が始まることに伴い、小規模事業者の請求書では発注した相手側

が消費税の控除ができなくなります。インボイス制度開始後は、小規模事業者が受注を受けることができなかった

り、消費税相当額の値下げ要求を受ける可能性が指摘されています。これはBtoBで副業をしているサラリーマン

なども影響を受けることとなり、今回の300万円基準と相まって、よりサラリーマン副業に厳しい環境となりそうで

す。※上記の所得税基本通達の改正案は令和4年分の所得税から遡って適用される予定です。

事業所得 雑所得

青色申告特別控除 最大65万円を控除できる 適用できない

損益通算 赤字を他の所得と相殺できる 赤字は他の所得と相殺できない

損失の繰り越し 翌年以降、最大3年間繰り越し 損失の繰り越し不可

少額減価償却資産の特例 30万円未満の資産は必要経費 10万円以上の資産は減価償却が必要

給与収入500万円の
サラリーマン副業

事業（雑）が黒字の場合
収入250万円－経費100万円＝150万円

事業（雑）が赤字の場合
収入250万円－経費300万円＝△50万円

改正前（事業で申告） 改正後（雑で申告） 改正前（事業で申告） 改正後（雑で申告）

給与所得 　356万円 　356万円 　356万円 　356万円

副業収入 　250万円 　250万円 　250万円 　250万円

副業経費 △100万円 △100万円 △300万円 △300万円

合計所得（給与＋事業or雑） 441万円 506万円 306万円 356万円

所得比較 65万円控除あり 青色申告控除なし 赤字相殺あり 赤字相殺不可

所得税・住民税 54.6万円 ① 73.0万円 28.0万円 ② 37.5万円

サラリーマン副業は事業なのか！？



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、中央最低賃金審議会は8月2日、令和4

年度の最低賃金の引上げの目安「全国加重平均で31円引上げ」を取りまとめ、昭和53年に目安制

度が始まって以来の最高額となりました。この目安額を基準に決められた、都道府県別の最低賃金

が10月より適用となります。今一度、最低賃金について確認しましょう。

①なぜ過去最高の引上げなのか
 「できる限り早期の全国加重平均1,000円以上の実
現」は、令和4年6月7日に閣議決定された「経済財
政運営と改革の基本方針2022」や「新しい資本主
義実行計画工程表」に盛り込まれたものです。中央
最低賃金審議会で、使用者側は新型コロナウイルス
や円安の進行、原材料費の高騰などの影響を受けて
いる中小企業の経営状況を考慮し「生計費、賃金、
賃金支払い能力」に基づく水準の決定を強く訴えて
きました。令和4年8月2日に公表された「目安に関
する公益委員見解」は、消費者物価指数の急激な伸
びを背景に特に生計費を重視した目安を提示すると
ともに、中小企業が継続的に賃上げしやすい環境整
備の必要性について、助成金による生産性の向上支
援、下請け取引の適正化等を強く要望する内容の答
申となりました。

②最低賃金とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき各都道府県
ごとに賃金の最低額を定め、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（50万円以下の罰金）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4年度最低賃金の目安について
各都道府県の引上げの目安額について、中央最低
賃金審議会から発表がありました。
（令和4年8月2日）

目安額を踏まえ、地方最低賃金審査会の決定後、
10月1日以降労働分から適用となる見込みです。

⑥最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

【例】東京都 最低賃金が1,072円になると仮定
所定労働日数 2０日、 所定労働時間 8時間
①基本給170,000円、②住宅手当10,000円
③家族手当10,000円 ④通勤手当 5,000円

月給195,000円から最低賃金の対象とならない
③家族手当、④通勤手当を除くと、対象額は
180,000円になります。

180,000円÷160時間＝1,125円＞1,072

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、是非ご相談下さい。

第69号 令和4年 9月26日発⾏

対象の都道府県
（一部抜粋）

令和4年
最低賃金見込み

目安
引上げ額

東京 1,072 +31円
神奈川 1,071 +31円
埼玉 987 +31円
千葉 984 +31円
栃木 913 +31円
茨城 910 +31円
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コロナ禍で加速した中小企業のDX化は待ったなしの状況です。通常、ITツールやシステムを導入す
る際にはまとまった資金が必要となりますが、IT導入補助金を活用すると導入にかかる経費が一部補
助されます。今回のIT導入補助金2022は、来年10月からスタートするインボイス制度を見据え企業
のデジタル化を一挙に推進するための支援として「デジタル化基盤導入枠」が新設され、高い確率で申
請が通っています。まだ対応出来ていない、何をしてよいかわからない中小企業は、国が後押ししてく
れる今が、ITツール導入のチャンスです。 
 
IT導入補助金2022の拡充内容(デジタル化基盤導入枠) 
■会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトに補助対象を特化、補助率を引き上げ 
 ・補助率を通常の1/2から3/4に引き上げ(補助額 ~50万円以下) 
 ・補助率を通常の1/2から2/3に引き上げ(補助額 50万円超~350万円) 
■クラウド利用料を最大2年分まとめて補助 
■PC・タブレット、レジ・券売機等の購入費用も補助対象に追加 
・PC・タブレットについては、補助上限額10万円、補助率1/2で支援 
・レジ・券売機については、補助上限額20万円、補助率1/2で支援 
 
 
Q.具体的には、どのようなソフトを導入すればいいのでしょうか。 
→インボイス制度への対応、または電磁的記録による保存が可能なソフトが対象になります。例えば… 
■会計ソフト ■受発注ソフト(販売管理ソフトメイン) ■決済ソフト(入金管理) 
・弥生会計 
・勘定奉行 
・マネーフォワード 
・Freee 

・弥生販売 
・楽楽販売 
・マネーフォワード 
・Freee 

・V-ONE（入金消込サービス） 
・invox（受取請求書データ化） 

※ソフトなどの検索は「IT導入支援事業者及びITツール」で可能。 
Q．しかしITツールの操作や設置方法に不安を感じ、二の足を踏むという方も多いと思います。 
→IT補助金の特徴として、システム導入にかかる経費も一部ですが認められます。つまり操作指導料
や設定費用も経費で認められますので、導入のハードルも低くなると思います。また、これまで一
括払いのソフトしか認められませんでしたが、今年からはクラウドの月額制ソフトも対象になり、
最大2年分の補助が受けられるようになりました。 

Q.PC購入も対象になりますか。 
→今回導入するソフトを使うためにパソコンを買いたいという場合は、使う人数に応じて申請が認めら
れます。PC、タブレット、プリンターなどの消耗品機器の購入が認められたのも今年からです。 

 
■申請期限 
通常枠、デジタル化基盤導入枠ともに、10月3日(月)まで申請ができます。※延⻑の可能性あり 

 

IT導入補助金2022は、ＤＸをはじめるビッグチャンス！ 

教えて！今年のトレンド 



  

 

今回のテーマは「資金繰り表について」です。会計事務所から、毎月試算表が送られてきて、「今月の売上・利益

はどうなっているか」この点については把握されている社長様は多いと思います。しかし、自社の資金繰りとなる

といかがでしょうか。今回は経営の判断にも役立つ資金繰り表についてご説明させていただきます。 

【資金繰り表とは…】 
資金繰り表とは簡単に言うと、「会社のお金の出入りを表す推移表」です。銀行の借入申込の際にこの資料を提出

するように言われた方もいらっしゃるかと思います。基本的にはお金の入出金の額が分かれば作成することができ

ます。具体的には「現金売上」、「受取手形・売掛金の入金」、「支払手形・買掛金の支払い」、「人件費や家賃などの販

管費」、「固定資産の購入」、「借入金の借入・返済」等の入出金が必要になります。損益計算書は売上・仕入を基に会

社の損益を表すものですが、資金繰り表は会社のお金の流れを表すものです。日々の取引において「売上・仕入の

計上」と「入金・支払のタイミング」はズレることは多くあります。このズレによって、損益の動きと現預金の増減

は一致しないということになります。例えば、9月に行った材料仕入の代金を翌月 10月に支払う場合です。損益が

マイナスでも資金繰り表上はプラスとなることもありますし、逆に売上の入金が翌月になれば、損益では利益が出

ていても、資金繰り表上はマイナスとなることもあります。このことにより、利益は出ているのに手元のお金が足

りなくなり、黒字でも倒産する原因となります。会社が倒産するのは、赤字で利益が出ていないからではなく、現

預金が無くなることによって起こります。このようなことを未然に防ぐためにも資金繰り表の作成が重要になりま

す。 

【資金繰り表の活用方法について】 
① 銀行借入の際の根拠資料として活用する。 

資金繰り表を作成するメリットは、資金が不足するタイミングをシミュレーションすることができることです。

そのため、借入金などの資金調達の対策を早めに打つことができます。銀行に借入の相談をする際に、根拠資料と

して資金繰り表を提出することでスムーズに進む可能性があります。銀行が借入の際に気にすることとして、「資金

使途」という項目があります。設備資金の場合は機械の購入など、お金の使い道が明確となっているので、その購

入代金が借入額となるかと思います。しかし、運転資金の場合は借入額を決めるのに明確な数字はありません。で

きるだけ多く借りられれば良いという考え方は間違いです。借りたらその分返済の額も大きくなりますし、無駄な

利息を支払うことになります。また、銀行の担当者から「この社長は自社の数字が分かっていないな」と思われて

しまいます。その点を解決するためにも資金繰り表を使って、「いつ、どの時点で、いくら不足する」ということを

明確にして、融資相談に臨みましょう。 

② 銀行の返済が問題なく行えるかを確認する。 

コロナ融資が始まり、間もなく 3 年が経とうとしています。もうすぐコロナ融資の返済が始まるという会社様も

多いのではないでしょうか。コロナ融資の借入がある会社様は返済が自社の資金繰りに影響がないか確認すること

をお勧めします。資金繰り表を使ってシミュレーションしてみて、今後資金がショートしてしまうのであれば、事

前に借換制度の利用や追加融資の相談。それも難しいようでしたら、リスケの相談を進めておきましょう。 

【経営のもう一つの指標として】 
会社の存続のためには損益も重要ですが、もう一つの指標として資金繰りも重要です。いくら損益計算書上で利

益が出ていても、現預金の不足によって会社は倒産します。重要なのは儲けた利益がどこに消えているのか確認し、

その不足分を借入金等で補う対策を打つことです。正しい経営判断をするためには、損益と現預金のズレを理解す

ることが大切です。是非この点を理解して顧問先の会社様の経営に役立ててください。 

資金繰り表について 
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採用活動は総力と接近戦で行いましょう。

 中小企業が採用をするときの理由としては、主に退職

した人の補充や、業務の拡大に伴う人材補充であること

が多いと思います。 

退職に伴う補充であれば、退職者の都合次第では事

前準備ができませんが、業務拡大の補充であれば、事

前に準備はしていきたいものです。 

会社の中期事業計画を立てる際に、売上、経費、利

益以外にも人員計画も立ててはおりますでしょうか。 

労働集約型の会社様であれば、人の数が売上に連

動することもあり、人員計画をたてられているとは思いま

すので、事業計画と人員計画は切っても切り離せないも

のと言えます。 

 その会社の事業計画に影響がある、採用活動ですが、

貴社ではどれだけ力を注げておりますでしょうか。 

 

【採用活動について】 

 採用活動といえば、中小企業では、総務経理などの

管理部門の方もしくは社長が採用担当となり、既存業務

を行いながら採用活動を行うことが多いかと思います。 

 既存業務＋採用業務ですから、どうしても片手間で行

うことになるかと思います。 

 確かに、採用はお金をかけて、採用広告を打つわけで

すから、払った分の採用効果は期待したいところですが

しかし、それは他の会社様も同じです。 

 他の会社様も人が欲しくて採用広告にお金をかけます。

その場合、他の会社とうちの会社の違いって求職者に

明確に伝わっているのでしょうか。 

 金額の大小によっては広告が目につきやすい、とかは

ありますが、そういうことではなく、内容の話です。 

 採用活動とは、お金を払って、求職者がくるのを待つ

のではありません。むしろどのような求職者にどのように

伝える為に打ち出すのかという準備段階から始まってい

ます。 

 人の採用とは基本的にはそのまま求人広告を出せば

ライバルの多いレッドオーシャンです。それをブルーオー

シャンにしないといけないわけです。 

 そのためには、営業活動と同じく、差別化する必要が

あり、会社の理念、魅力、特徴などを打ち出して求職者

に理解していただく必要があります。 

 給与などの条件面ではありません、会社の目指す方

向性や、理念、価値観などを求職者にほかの求人広告

と違うものを打ち出しているかどうか。ということになりま

す。 

 そのための行動や打ち出しはしっかり考えて対応でき

ていますでしょうか。打ち出してだけでなく、連絡のやりと

りや、面接、その後のフォローも大事です、つまりある程

度は採用活動に注力する必要があります。 

 求職者目線で考えて頂く為にひとつ、ご質問です。 

「自社の求人情報で同業他社との魅力の違いは何でし

ょうか？」 

 

【総力戦と接近戦での活動】 

 採用活動で差別化するために注力をすることをお伝え

しましたが、とはいえ現実的には採用担当として時間を

多く割けない会社様は多いと思います。 

理想は、中期事業計画に沿って、人員を計画的に採

用して育てていくこと、採用費は未来費用として考え、今

の仕事の改善ではなく未来の仕事の改善を考えること。 

 現実は、欠員の補充、売上増加の為の補充であること。

計画的に対応ができないのであれば、まずは採用担当

だけでなく、社内で協力しながら総力戦で採用活動をす

るように仕組みを作ってみましょう。 

 例えば、中途であれば中途採用専門のプロジェクトチ

ームを作る（ターゲットに近い年代の社員） 

パート採用であればパートさんによる採用プロジェクト

チームを作るなどです。同じ境遇の人であれば、伝える

こと、共感できることが増え、求職者目線でのフォローを

することができます。求職者1人1人と接近戦で対応す

ることで他社との違いを求職者に認識して頂けます。 

なお、既存社員が会社の業務内容、価値観を理解し

語る必要があるので、自社の魅力を社員が再認識してく

れるというメリットもあります。 

  第 39号 2022年 9月 26日発行 



       
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

数値化の鬼 
「仕事ができる人」に共通する、たった一つの思考法 

 
安藤 広大 

ダイヤモンド社 

（2022/3） 

 

【感想】  

タイトルに掲げられている『数値化の鬼』とは、「仕事ができる人」「急成長する人」の共通点を 

「物事を数字で考えられること」と定義付けをし、「物事を数字で考えられる」方法として、 

「現在不足している状況を知り、その不足を埋めるための行動をとること」としています。 

 

本書では、上記のような数値化の鬼としての行動に至る思考法を掲載しています。 

その中でも、最も注目したい方法が「仕事ができる人になる５つのステップ」です。 

 

仕事ができる人になる５つステップ 

ステップ① 「行動量」を増やす  

ステップ② 「確率」のワナに気をつける  

ステップ③ 「変数」を見つける  

ステップ④ 「真の変数」に絞る  

ステップ⑤ 「長い期間」から逆算する  

 

各ステップの説明が全５章に割り振られていて、具体的にどうすればいいかまでが、 

きちんと書かれていますので、自分がデキる人になるだけでなく、マネジャーとして、 

部下に適切な数値目標を与えられるようになるまでをフォローしており、実に有用な一冊です。 

 

【以下引用】 

・昨今のSNSをのぞいてみればわかるように、「言葉」のほうが過剰になりすぎています。 

それは誰でも簡単に使えるからです。一方で、世の中には「数字」が圧倒的に足りていません。 

 

・数字は、「不足を見るためのもの」です。不足を埋め、次の行動を考えるための材料です。 

つまり、未来のための「手段」です。 

 

・上司と部下の関係を正しく機能させるためには、「公平性」がとても重要です。 

誰が見ても公平で明らかな評価を、上司は部下に対して下す必要があるからです。 

それを可能にするのが、「数値化」です。売上が「いくら」なのか。改善行動が「何回」あったか。 

期限を「どれだけ」守ったか。 

 

・KPIが多すぎたり、社内の変数が多かったりすると、余計なことを考える時間が 

増えてしまうのです。そこで必要なのが、「変数を捨てる」という考え方です。 

 Book review
 

仕事を売上や成約件数だけでなく、ミスした回数や業務改善回数を数値化することの重要性に

ついて語られているので、若手やベテラン問わず読んでいただける一冊です。 

ｖｏｌ．134 
 

2022.9 

累計 3000社以上が導入した「いま、最も人を成

長させるマネジメント法」の識学メソッドが 

たっぷり詰った注目の一冊です！ 
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