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日銀短観を考えてみる 

4月から 6月まで相当厳しい景気が続きそうだ。

 注）日銀短観とは日本銀行が 3月・6月・9月・12月に行うアンケート調査です。大企業、中
堅企業、中小企業、ならびに製造業、非製造業に区分し約 1 万社強の会社から景気の状況等を
『良い・さほど悪くない・悪い』の３つから選択させるものです。

 この判断調査では、『良い』と回答した企業の割合（％）から『悪い』と回答した企業の割合

（％）を差し引きして出すものです。日銀短観の調査は次のようになっています。

現在の景気状況 予想

H25.12月 H26.3月 H26.6月
大企業

 製造業 16 17 8 
 非製造業 20 24 13 

中堅企業

 製造業 6 12 3 
 非製造業 11 17 5 

中小企業

 製造業 1 4 △6 
 非製造業 4 8 △4 

 おそらく平成26年3月は３ヶ月前の平成25年12月に比べ消費税の増税前の駆け込み等もあ
り景気が良いと判断する会社の数が増えているのでしょう。

 しかし、注意しなければならないのは消費税が上がった後の 6 月の予想では良いと予測して
いる会社の比率が減り、悪いと予測している会社の比率が増えていることです。

 特に中小企業では悪いと判断している会社の比率が良いと判断している会社の比率よりも上

回りマイナスの数値となっています。

 この消費税が引き上げられたあと３ヶ月間はどこも覚悟している事でしょうが、問題はその後、

9月までの間に回復するかどうかということです。

 もともと会社の経営者は強気の人が多いものですから、楽観的に考えていらっしゃるようです

が、中小企業は体力がないだけに厳しい状況に陥らないように設備投資等抑え気味に考えていき

たいものです。

 日銀短観には、資金繰りの状況判断もあり、平成 26年 3月でも中小企業は『わずか良い』と
いう会社が『わりと悪い』という会社より１しか上回っていません。しかもこの状況は横ばいで

す。



2 

パソコン会計 ～どこの会社が売れているか～ 

主要なパソコン会計ソフト・ベンダー公表出荷本数（調査：H25.09.30）

ベンダー 弥生 OBC PCA 大塚商会 オービック

製品名 弥生会計 勘定奉行 PCA会計 スマイル OBｉC7 
出荷本数 3,600,000 560,000 不明 28,500 13,000 

年商

50億円以上 ○ ● ●

年商

5億円－50億円 ○ ● ○ ○

年商

1億円－5億円 ● ○ ●

顧

客

層

年商

1億円以下 ●

                                   ● 主に使っているユーザー層

                                   ○ 使っているユーザー層

年商 5億円以下は弥生会計、5億－50億円は勘定奉行という形のようです。50億円以上だと
他の仕入・販売管理や人事のソフトとの連動の関係があり大塚商会やオービックのソフトの売れ

行きがよいようです。

 私どもの事務所でみていても勘定奉行がしっかり作ってあるという印象ですが、経理をよく知

らない人でも使いやすいのは弥生会計かなと感じています。

[ビックカメラでの料金] 
ソフト料金 年間保守契約

弥生会計

（スタンダード）

34,765円（税込）
定価：39,960円（税込） 32,420円（税込）

勘定奉行ｉ８

（Βシステム）

162,000円（税込）
定価：216,000円（税込） 43,200円（税込）

 なお、当事務所経由で購入されると、勘定奉行会計のサポートメンバーになっているため、上

記より少し安く購入できます。

 消費税率が１年半後にはまた上がりますので、パソコン会計はますます広がっていくでしょう。

年間保守契約を忘れないでください。
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セーフティネット保証について 

保証協会の保証は、万一、会社が銀行借入を返済できないとき、借入金の 100％ではなく 80％
を保証するのが原則です。

従って、銀行は万一、貸倒れがでたときは 20％の被害をこうむります。そのため、保証協会
の保証付きでも銀行融資をしたがらないという傾向があります。

これに対して特例としてセーフティネット保証制度があります。セーフティネット保証制度と

は、取引先企業の倒産、自然災害などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資

金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で 100％保証を行う制度で
す。

セーフティネット保証にも色々種類がありますが、５号保証（全国的に業況の悪化している業

種の中小企業への保証）というものがあり、これに該当すると 100％保証になります。
つまり、銀行が融資をしやすくなります。

【認定要件】

セーフティネット保証の認定を受けるには指定業種を行っており、かつ、最近 3 か月の売上
高等が前年同期比マイナス 5％以上の中小企業者であることなど、一定の条件があります。
セーフティネット保証の認定は、商工会議所等で行われます。

また、認定を受けられたら必ず融資が実行されるわけではなく、金融機関・保証協会の審査が

あります。

セーフティネット保証の業種の縮小に伴い、対象外の業種の融資について、金融機関は 20％
のリスクを負って貸出することになるため、融資が厳しくなる可能性があります。

また、消費税引き上げ後、売上が低迷してしまい、資金繰りが悪化することも予想されます。

今まで以上にしっかりと資金計画を立て、資金繰りに注意しながら経営していく必要がありま

す。
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クレジット販売の場合の印紙税 

現在、キャッシュレスということで、買い物をするときにクレジットカードを利用する人が増

えてきました。

 もし、買い手のお客様に５万円以上のクレジット支払でクレジット利用伝票のほかに領収書を

求められた場合（領収書はお断りするということも考えられますが）には、印紙はどうしたらい

いのでしょうか？

 この事については、国税庁のホームページの印紙税に関する質疑応答事例に載っております。

【回答要旨】

第 17号の 1文書（売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書）は、金銭又は有価証券の受領
事実を証明する目的で作成されるものです。クレジット販売の場合には、信用取引により商品を

引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんか

ら、表題が「領収書」となっていても、第 17号の 1文書には該当しません。
なお、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しないと、第 17
号の 1文書に該当することになります。

回答を要約すると、『クレジット販売の領収書は課税文書とならないため、印紙を貼付しなく

ていい』との旨が書かれております。

ただ、この場合注意しなければならないのは、領収書の但し書きに「クレジットカード利用」

と記載しなければならないことです。

また、デビットカード取引の場合は、クレジットカード利用と違い即時決済を前提としており

ますので、「口座引落確認書」と別に領収書を発行した場合には、印紙の貼付が必要となります。
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贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A 

̃扶養義務者（父母や祖父母）から「生活費」または「教育費」̃

国税庁が、扶養義務者から生活費や教育費の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&Aを公表
しました。

平成 25年 4月 1日から開始した「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税
の非課税制度」（限度額 1,500万円）と違い、もともとあった贈与税の取り扱いを明確にしたも
ので、新たな取り扱いを示したものではありません。

国税庁のＱ＆Ａは税法的な表現で分かりにくいですが、次のようなものです。

Ⅰ 生活費又は教育費の全般に関するＱ＆Ａ

Q  扶養義務者（注）から生活費又は教育費の贈与を受けましたが、贈与税の課税対象とな
りますか。

A  扶養義務者間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けて「通常必要と認め
られるもの」については、贈与税の課税対象となりません。

 （注）

 １ 「扶養義務者」とは、次の者をいいます。

  ① 配偶者

  ② 直系血族及び兄弟姉妹

  ③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族

  ④ 三親等内の親族で生計を一にする者

 なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。

 ２ 「生活費」とは、通常の日常生活を営むのに必要な費用をいい、怪我・病気の治療費や

養育費などを含みます。

 ３ 「教育費」とは、通常必要と認められる学資、教材費、文具費などをいい、義務教育費

に限られません。

Q  数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合、贈与税の課税対象
となりますか。

A  贈与税の課税対象とならないのは、生活費又は教育費として必要な都度直接贈与を受け
た場合です。したがって、数年間分の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合に、

生活費又は教育費に充てられず預貯金となっている場合は、その充てられなかった部分に

ついては贈与税の課税対象となります。
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Ⅱ 結婚費用に関するＱ＆Ａ

Q  婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。

A 婚姻に当たって、通常の日常生活に必要な家具などの贈与又は金銭の贈与を受け、その

全額を家具等の購入に充てた場合には、贈与税の課税対象となりません。

 なお、贈与を受けた金銭が家具等の購入に充てられず預貯金となっている場合や株式や家

屋の購入費用に充てられた場合には、家具等の購入に充てられなかった部分については、贈

与税の課税対象となります。

（注）結婚祝金の金品について、贈与者と受贈者との関係からみて一般的に妥当と認められる 

ものは、贈与税の課税対象となりません。

Ⅲ 教育費に関するＱ＆Ａ

Q 贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、どのようなものをいいますか。

A 贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、子や孫（被扶養者）の教育上通常必要と認

められる学資、教材費、文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等をいい、

義務教育に係る費用に限りません。

 （注）入学祝等の金品について、贈与者と受贈者との関係等からみて一般的に妥当と認められ

るものは、贈与税の課税対象となりません。

Ⅳ その他の生活費に関するＱ＆Ａ

Q  子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合、贈与税の課税対象となりますか。

A  子が居住する賃貸住宅の家賃等を自分で負担する資力がないなどの事情があり、親が一般
的に妥当と認められる範囲の家賃等を負担している場合には、贈与税の課税対象となりませ

ん。

 結論をまとめると、父母、祖父母は、子や孫に色々援助してあげても贈与税はかからない、た

だし、預金として翌年に繰越したら贈与税を取るということです。

 贈与税は、相続税の調査時に過去にさかのぼる預金の調査で発覚することが多いようです。
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おもしろ川柳 

・居場所なし ルンバにさえも ジャマにされ

・すぐキレル 妻よ見習え ＬＥＤ 

・妻の目は 防犯カメラを 上回る 

・いい夫婦 今じゃどうでも いい夫婦 

・節電を 理由に残業 しない部下

・安い値の ガソリン探し 遠出する

・無駄省け 実行したら 仕事なし

・残り物 「これもエコよ」と 妻は食う

・へそくりを 内部告発 する息子

・シニア割 顔で通され 泣き笑い

・人生に カーナビあれば 楽なのに

・上司より 人事詳しい 呑みやママ

・辞めてやる 会社にいいね！ と返される 

・アイパッド 目に貼る物かと 聞く親父

・テレビより まずは部長を デジタル化 

・スマートフォン 使う妻とは 不話不音

・元部下の 指示に従う 再雇用

・電話口 何様ですかと 聞く新人

・定年の 延長決まり 妻元気

・「さあやるぞ」 区切りのコーヒー ７杯目

仕事編 

夫婦編 

エコ編 

モバイル編 

その他 


