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静岡労働局長は、地域別最低賃金である「静岡県最低賃金」を、

静岡地方最低賃金審議会の答申どおり改正決定し、公示しました。

これにより、静岡県の最低賃金（時間給）は、令和 3 年 10 月 2 日

より 913 円となります。 

この機会に、最低賃金についての基礎的な事項の確認をしていきたいと思います。 

ご存知の方も多いと思いますが、最低賃金には 2 種類のものがあります。「地域別最低

賃金」と「特定（産業別）最低賃金」です。最低賃金といった場合に、ほとんどの方がイ

メージされるのは「地域別最低賃金」です。こちらはそれぞれの地域で働かれる全ての方

が対象となるもので、業種や雇用形態に関係なく適用されます。 

一方で、特定最低賃金は、産業別最低賃金とも呼ばれ、それぞれの地域

（一部全国）で定められた一定の業種に勤める「基幹労働者」の方を対象

♦ 10月の行事  

・最低賃金引き上げ 

全国平均 28円アップで 930円 

静岡県は 28円アップで 913円 

 

・社会保険定時改定月 

 （翌月徴収の場合） 

 

・労働保険料 2期 納期限 

 

♢今月のテーマ♢               Pegasus     

♢1．最低賃金について♢             Pegasus 
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としたもので、地域別よりも高い水準で設定されています。 

なお、最低賃金については、障害により労働能力が著しく低くなってしまっている方な

どについて、都道府県労働局長の許可を受け、個別に最低賃金を減額をすることのできる

特例があります。 

次に、しっかり賃金を支払っているつもりでも、気付かな

いうちに違反となってしまうケースを 2 つご紹介します。 

一つ目のケースは、日給者や月給者が最低賃金に違反して

しまうケースです。時間給者は、そのままズバリ時間給と比

較する為、最低賃金以下で払ってしまったといったケースは

稀ですが、日給や月給で支払っていると、見落としてしまう

ケースもあります。 

日給や月給で支払っている賃金が、最低賃金額をクリアしているかどうかは、次の計算

式で時間給を算出して判断をすることができます。 

【日給の場合】日給÷1 日の所定労働時間  

【月給の場合】月給÷1 か月の平均所定労働時間数  

日給や月給、時間給が組み合わさっている賃金についても、上記の計算式で日給や月給

を時間割りした金額の合計が、最低賃金以上であれば、クリアしたことになります。 

二つ目のケースは、支払った賃金が最低賃金の対象になっていないことで、違反となっ

てしまうケースです。最低賃金をクリアしているかどうかを判断する際に、計算に含める

ことができない賃金が、次の通り決められています。 

① 結婚手当など臨時に支払われる賃金   ② 賞与など  

③ 残業代などの時間外労働に対する手当 ④ 休日出勤手当などの休

日出勤に対する手当 ⑤ 深夜手当などの深夜勤務に対する手当  

⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

これらの中でも、特に固定残業代として③～⑤を支払っていたり、6 番目の手当を複数

支払っていたりして、全体的にはそれなりの金額を支払っている場合でも、最低賃金に違

反してしまうケースもありますので、ご注意ください。   （粟津） 
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 突然ですが、税務調査ってどういうイメージを持たれています

か？ 

「ネチネチ細々調べられて、たくさん税金を取っていこうとす

る・・・」 

「何か見つけるまで絶対帰らない・・・」などなど・・・ 

あまり良いイメージを持っている方は、少ないのではないでしょう

か。 

当グループの税理士法人では、名古屋国税局 OB で在任時は法人課税部門に

て、税務調査の最前線にいた堀仁税理士が特別顧問として在籍しております。そ

んな堀顧問は「どんな会社でも基本的には税務調査の対象となる可能性があると

思っておいてください」と言います。 

今の調査対象企業の選出は、国税庁内のシステムから、過去の推移からみて急

激な数字の変化であるとか、業界平均値から大きくはみ出しているというような

企業が自動的にピックアップされるそうです。要するに「何か普通じゃない数字

の動き」があると、調査対象に上がっていくということですね。 

いざ、税務調査になった際に、見られる基本的なポイントは、次の３点です。 

「売上」 「仕入」 「在庫」 

そのほかでは人件費（役員報酬・賞与）などもよく見

られますし、多額の交際費や福利厚生費、固定資産では

現物の確認をされることもあります。 

あとは実調査の中で、気になったところを掘り下げて

いくという感じです。もちろん、前回の調査があった場

合は、その時に指摘した箇所も必ず確認されます。 

今月号ではこれら基本的なポイントの内、「売上」に

ついてお話しさせていただき、次月号では、「仕入」「在庫」などについてのお

話しをさせていただきます。 

売上でのポイントは、“期ずれ”と言われるところです。 

内容は、いつの売り上げなのか？、正しく会計期間に対応しているか？です。 

よくある例が、３月決算の会社で毎月２０日に締めて請求書を発行している場

合、３月２１日～４月２０日の期間で売り上げを集計していることになり、4 月

末発行の請求書に 3 月分に対応する売上が含まれる可能性があります。 

♢２．税務調査について ♢    Pegasus 
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そうすると年度の切り替わる３月２１日～３月３１日と４月１日～４月２０日

で売り上げをきちんと分ける必要があります。 

ここが正しく計上されているかは必ず見ています。 

決算をまたぐ長期間の工期などの場合も、金額が確定し

ていなくても、どの程度進捗しているかを割合で把握し、

売上として計上しておくことが求められます。 

他にも、誤って売上を次年度に繰り延べていないかとか、事前調査の中で売上

の計上漏れの可能性がないかなどを調べています。 

繰り延べや計上漏れの場合、故意に行った時と、単純な計上漏れでは結果が全

く異なります。いずれも加算税と言われる普通に税金を納めるよりも多くとられ

ることになりますが、故意の場合は「重加算税」と言われるさらに高い税率が加

算されます。 

「期ずれ」は割とありがちなことなので過少申告加算税という加算税だけで終

わることが多いですが、売上の繰り延べや計上漏れなどは故意に行ったと見なさ

れやすいため特に注意が必要です。 

 

最後に、税務調査でこういったことが指摘された際に、どれだけ税金が増える

のかについて、具体的な例を挙げてご紹介させていただきます。 

例）法人で当期利益 1,000 万・消費税 160 万の会社で売上除外が 500 万円

あった場合 

           単位：万円 

 当初税

額 

 追徴税額 加算税額 合計 

法人税 183.5  127.9 44.8 172.7 

消費税 160.0  50.0 17.5 67.5 

法人事業税 67.4  47.9 16.7 64.6 

法人市県民

税 

18.7  8.1 ＋α 8.1 

源泉所得税 17.0  ＋α ＋α ＋α 

個人市民税 27.5  ＋α ＋α ＋α 

 474.1  233.9+α 79.0+α 312.9+α 

 これにプラスされ更に延滞税が入ってきます。特に法人税関係は、当初の税

額にせまる金額を納付しなければならなくなります。   （小木） 
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以前からお伝えしている通り、従業員数 101人以上の企業は、1年後に一部のパート・アルバイト

の方の社会保険加入が義務化されます。特に、雇用保険しか加入していない様なパート・アルバ

イトの方を多く使われている会社にとっては、非常にインパクトのある改正内容かと思います。 

会社として、対象者の今後の活用方法を検討するだけでなく、対象者ご自身も、社会保険に加

入したい方、加入したくない方がいらっしゃるかと思いますので、面談等を行なって、どのような働

き方を希望されるのかも勘案しながら、契約内容の変更等、早めに対応していく必要があります。 

なお、従業員数の考え方として、直近 12ヶ月の内 6ヶ月で基準を超えたら適用対象となり、一度

対象となると被保険者の 3/4以上の同意がないと対象外とはなれませんので、ご注意下さい。 

■対象企業 

 

            

 

・従業員数とは、現在の厚生年金保険の適用対象者を指します。そのため、従業員数が多くても、

現時点で、社会保険に加入されている方が少ない会社は、対象にならない可能性がありますので、

ご注意ください。 

 従業員数は、次の○イ ＋○ロ の合計（現在の厚生年金保険の適用対象者） 

 

 

た 

 

 

 

■ 新たな加入対象者は、次の条件を全て満たすパート・アルバイトの方です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは各担当者へお問い合わせください。  （安間） 

 ♢３．パート・アルバイトの社会保険の 

加入条件が変更されます！  ♢Pegasus     

現在 

従業員数５０１人 

以上の企業 

 

2024年１０月から 

従業員数５１人 

以上の企業 

企業 

２０２２年１０月から 

従業員数１０１人 

以上の企業 

企業 

○イ  

フルタイムの従業員数 

○ロ  

週労働時間がフルタイムの３/４以上の従業員数 

♦従業員は、パート・アルバイトを含みます。 

① 週の所定労働時間が２０時間以上 

② 月額賃金が８．８万円以上 

③ ２ケ月を超える雇用の見込みがある 

④ 学生でない 
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セミナーのご案内 

 令和 3 年 11 月 9 日 14 時から、焼津文化会館にて、育児介護休業法の改正に関連し

たセミナーを開催させていただきます。詳しくは、同封のチラシをご覧下さい。 

増加が予想される男性育休への対応、関連する助成金など、実務はもちろんのこと、経

営にかかる部分も含めて、様々な角度から、法改正への対応をお伝えさせていただきます。

そのため、実務担当者だけでなく、経営者の方にも、是非ともお勧めの内容です。 

不肖、私、粟津もお話をさせていただきます。「情報誌はコラムしか読まないよ！」とい

う方でも楽しめるように工夫していきたいと思いますので、どうぞ、ご参加の程、よろし

くお願い致します。それでは、力が入りすぎてしまった今月のコラムをどうぞ！（粟津） 

コ ラ ム 

引き続き、粟津がコラムのコーナーをお送りします。最近になって

少しだけワインを飲むようになりましたが、その中で、思わぬ出会い

がありましたので、お伝えしたいと思います。 

唐突ですが、皆様は「シャトレーゼ」をご存知でしょうか。洋菓子

店のあのシャトレーゼです。甘いものが好きな方は、当然の如くご存

知かと思いますが、シャトレーゼに「樽出しの生ワイン」が売っている

ことをご存知でしたでしょうか。（ちなみにチーズも売ってます⇒） 

生ワインということで、非加熱であることはもちろん、無濾過で造られています。商品ラインナップとして

は、赤と白の 2 種類しかなく、赤は（おそらく）フルボディのしっかりしたタイプ、白は（おそらく）辛口のスッキ

リしたタイプで、どちらも非加熱ということで、（おそらく）香り高い様に感じました。 

あとは何と言っても、国産ワインとしては非常にお手頃なところも、ポイントが高いです（ワイン自体は

720ml税込 754円で、初回のみ瓶の購入で税込 157円が別途かかります）。なお、賞味期限は驚異の 2

週間です。お酒で賞味期限が２週間とは、恐れ入ります。 

そもそも調べてみたところ、シャトレーゼは、ワイン造りが盛んな山梨県甲府市勝沼町が発祥で、シャトレ

ーゼの由来も「ぶどうの城」というほどに、ワインやぶどうとの関係性が強い会社だったんですね。ただ、残念

なことに、9 月現在、静岡県中部の店舗では、樽出し生ワインの取扱いはありません（静岡市の石田街道店

では、対応を予定しているとのことです）。つまり、地元以外のシャトレーゼに寄ることがなければ、このワイン

の存在を知らずに過ごしてしまう可能性が高いということです。私自身、たまたま地元の友人と初めて立ち

寄ったシャトレーゼで発見することがなければ、一生、縁がなかったかもしれません。弊所の近隣地域であれ

ば、掛川店が最も近いと思われますので、ご興味のある方は掛川店へお立ち寄りください。 

正直なところ、ワインの良し悪しが判断できるほどの経験値はありませんが、私は美味しいと感じましたの

で、ご存じでなかった方は、是非お試しください。 

 ♢４．セミナー開催のご案内♢   Pegasus 
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ペガサスコンサルティンググループ 

伊藤社会保険労務士事務所 

(有)静岡経営労務管理センター 

社会保険労務士法人ペガサス 

税理士法人ペガサス 

〒426-0061 静岡県藤枝市田沼 3 丁目 23-35 

TEL：054-637-3131FAX:054-636-3399 

HP：http://www.roumu-110.co.jp/ 

 


