〒110-0016 東京都台東区台東４-13-20 ハクセンビル４階
tel：03-6231-7314
fax：03-6735-4608
検索
あした 会計
URL：https://ashitak.com/

経営を最適化する
『予算策定と管理』
予算の作り方と活かし方を解説
日々の業務が忙しいと、なかなか予算関連まで手が回らないこともあるかもしれません。しかし、
予算の策定と管理は会社の発展のためにも重要です。今回は予算策定や管理において、実際に
何をするのか、どのような効果があるかについて解説します。

予算とは経営するうえで必要な
『 あらかじめ決めた数字 』のこと

予算管理は継続が大切
社内共有でよい効果も

予算とは、企業の活動の目安として、あらかじめ
決めた数字（支出の予定や計画など）を指します。
一般的な企業では、活動のために使う『経費予算』
のほかに『原価予算』『利益予算』『売上予算』な
どがあり、自治体であれば『歳入予算』『歳出予算』
など、さまざまな種類の予算を策定します。
これらの予算は、経営計画をもとに、基本的には
短期・中期・長期目標を定めて、年ごとや月ごとの
数字を決めていきます。これらの数字を出していく
ことは、企業活動の指針となります。予算通りに利
益が出ず、損失がかさんできたなどということにな
ると、なぜ計画通りに行かなかったのかを再検討し、
企業活動を修正していくことになります。これが予
算管理です。
小規模な会社では、予算管理を必要ないと判断し
ているケースもあります。特に、経営者の頭のなか
に、取引先や仕入れ先、大まかな売上額の見通しな
どがすべて入っている場合には、わざわざ予算化し
なくても、だいたいのことはわかっているから大丈
夫だと考えがちです。しかし、予算とは単なる達成
目標ではなく、うまくいった要因や、予定通りに行
かない要因を考えることで、経営を最適化すること
ができる、大切な経営ツールなのです。

予算を策定するにあたっては、まず、目標である
利益に対して、売上予算と経費予算を決めていきま
す。 そして、全体と部門ごとの予算が決まったら、
各部門で予算や目標を共有し、その金額を目安にし
ながら営業活動をしていきます。 週ごとや月ごとに
予算の目標数値と実績を比較し、その結果をフィー
ドバックしながら予算管理を行います。このような
使い方ができる正確な目標を立てるためには、過去
の経営データや、将来的な経営計画が必要です。
小規模な会社が初めて予算管理をするのであれ
ば、そこまで厳密に管理する必要はなく、まずは管
理を継続することに重点を置きましょう。 数値を明
確にし、立てた予算を放置せずに追いかける、予算
と実態でギャップが出たときには原因を突き止める
といったことを継続していくうちに、自然と経営課題
が浮かび上がってきます。
予算の達成状況などは、経営陣が把握するだけで
はなく、社内でも共有し、現場の担当者が『自分ごと』
として予算をしっかり把握するようにしましょう。
社員が日々の仕事のなかで予算を意識すれば、自然
と会社の業績にもよい影響が出てくるはずです。
予算の策定では、ぜひ現場の声を取り入れてみてく
ださい。社員も巻き込んで会社を盛り上げましょう。
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2020年のネット広告売上高は8,085億円
今後も需要が高まる見通し
2020年はコロナ禍による経済活動の萎縮により、広告業界も大きな影響を受けました。そのよ
うななか、他メディア広告にはない需要の高さを見せたのがインターネット広告です。経済産業
省のデータから、2020年におけるインターネット広告の受注動向をのぞいてみます。

４大マスコミを押して
売上増を続けるネット広告

今後も社会から
求められ続けるメディアの強さ

経済産業省が発表した『特定サービス産業動態統
計調査』によると、インターネット広告の売上高は、
2018 年 は 7,776 億 2,200 万 円、2019 年 は
8,343 億 7,700 万円で、2020 年は 1 兆 1,008
億 1,700 万円でした。 業務種類別にみると、４大
マスコミといわれた新聞・テレビ・雑誌・ラジオ広告
が年々減少しているのに対し、新形態のインターネッ
ト広告は増加傾向にあるのがわかります。
2020 年はコロナ禍の影響で広告主の経営状態
が悪化したことなどにより、広告業全体の売上高は
2019 年の 85.9％とかなり冷え込みました。しか
し、そんななかでもインターネット広告は、月ごと
の売上高では５月～７月に前年より大きく落ち込ん
だものの、10 月に前年同月比 107.8％まで回復し、
以降は拡大を続けています。

インターネット広告が大きな売上減に至らな
かった理由は、外出自粛やリモートワークの促進で
Web 観覧をする人が増え、ほかの広告媒体より早
期回復できたからにほかなりません。特に、着実な
成長を続けるネット広告の回復力には、他メディア
も追随できなかったといえます。
インターネット広告については、GAFA をはじ
めとする巨大IT 企業の影響力の大きさが問題視さ
れており、不当な競争や無断でユーザーのデータを
収集してしまうケースがあることなど、多くの課題
が提示されています。しかし、インターネット広告市
場の環境整備も着々と進められている今、インター
ネット広告のリテラシー向上は、必ずクリアすべき
課題といえるでしょう。

広告業の業務種類別売上高（一部抜粋）
（単位：100万円）
年

売上高
合計

新聞

雑誌

テレビ

ラジオ

屋外
広告

交通
広告

折込み・
ダイレク
トメール

海外
広告

ＳＰ・ＰＲ・
催事
企画

インター
ネット
広告

その他

2018 5,952,002 292,517 77,991 1,502,485 46,773 62,870 201,955 623,221 55,629 744,332 777,622 1,566,608
2019 5,910,623 277,612 69,598 1,461,282 44,966 63,390 201,036 587,535 51,153 721,419 834,377 1,598,257
2020 5,358,309 225,830 46,696 1,274,432 39,686 47,919 153,839 428,678 27,987 523,173 1,100,817 1,489,252
前年比
（％）

2018

99.2

91.0

90.3

98.7

93.6

97.7

101.7

95.4

110.4

94.6

107.0

101.6

2019

99.2

94.7

89.1

97.5

95.6

98.1

99.5

94.7

92.1

96.9

104.9

102.5

2020

85.9

81.3

67.1

87.2

88.3

75.6

76.5

73.0

54.7

72.5

99.3

92.7

出典：経済産業省『特定サービス産業動態統計調査』
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非課税・不課税・免税
消費税の会計区分について
非課税と不課税は消費税が課されず、免税は消費税が免除されます。その理由も異なるため、申
告や納税時には区分を間違えないよう注意が必要です。そこで今回は、この３つはどのように
違うのか、会計処理の際にどのように区別すればいいのかという基本を説明します。

まずは不課税と非課税の
違いを知ることが大切

それぞれ異なる
消費税がかからない理由

法律によると、消費税の課税対象は『国内におい
て事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、
貸付及び役務の提供と外国貨物の引取り（輸入取
引）』となっています。この消費税の会計処理はな
かなか複雑です。
たとえば、私たちは日本国内で何かを買ったりサー
ビスを受けたりしたときには消費税を支払います。
そして代金を受け取るお店は、その消費税を国に納
付する必要があります。
本来であれば、事業者は預かった消費税を国にそ
のつど申告して納税するべきなのかもしれません。
しかし、そのために毎回、処理を行うのは、あまり
現実的ではありません。そこで、日本では１年など
の一定期間でまとめて消費税の額を計算し、国に申
告・納付することになっています。
ただし、一定期間分まとめて申告・納付するとな
ると、今度は計算する項目も多くなりやすく、預かっ
た消費税の額と支払った消費税の額を間違えて計上
してしまった結果、受けられるはずの還付が受けら
れなかったり、逆に後から間違いを指摘され、ペナ
ルティを受けたりするケースもあります。また、会
社として受け取るお金の全てに消費税が課税される
わけではありません。全ての支払いに消費税が課税
されるのであれば、複雑な計算は必要ないでしょう。
しかし、種類によって消費税がかかるものとかから
ないものがあるため、消費税の計算は複雑になりが
ちです。
消費税がかからないものについても『非課税』と
『不課税』があり、経理処理の際に頭を悩ませる要
因といえます。どんなものに消費税がかからないの
か、かからない場合でもそれが非課税なのか不課税
なのかを把握しておくことがとても大切です。

消費税は『国内において事業者が事業として対価
を得て行う資産の譲渡等と輸入取引に対してかかる
税金』のため、これに当てはまらないものは不課税
となり、消費税がかかりません。たとえば、海外で
EC ショップを運営して海外の消費者に商品を販売す
るときには不課税となります。また、対価を得ない
寄附や財産の贈与についても不課税となります。こ
うした取引を行うときは、不課税としての処理をす
る必要があります。
一方、『国内において事業者が事業として対価を
得て行う資産の譲渡等』であっても、消費に負担を
求める税という意味合いになじまないものや、社会
政策的な配慮を理由として消費税が課税されない取
引もあり、これは非課税として取り扱います。
たとえば、土地の譲渡や１カ月以上の貸付、切手
や印紙などのほか、預貯金の利子や社会保険の給
付などが該当します。これらは非課税取引としての
処理が必要となりますが、非課税取引は種類が多く
煩雑になりやすいため、経理処理をするときには注
意が必要です。
消費税がかからないものには、不課税や非課税の
ほかに『免税』もあります。本来ならば課税対象で
ありながら消費税が免除されるもので、免税店での
取引や輸出取引などがこれに当たります。非課税と
免税の違いの一つは、その取引のために行った課税
仕入れについて、仕入れ税額を控除できるかどうか
という点です。仕入れの際にかかった消費税につい
て、非課税取引では控除できないのが原則ですが、
免税取引では控除することができます。
誤申告を防ぐためにも、消費税について理解して
おきましょう。
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デメリットだらけのハラスメント！
企業に定められた対策の義務とは
2019年5月に
『パワハラ防止法』
（ 労働施策総合推進法）が成立し、2022年4月から中小企業に
も適用されます。ハラスメント防止は企業の義務であり、社内の雰囲気の良化や人材の定着に
もつながります。今回はハラスメント防止について説明します。

社員のみならず会社にも
デメリットの大きいハラスメント

パワハラを防ぐために
事業主は何をすべきか

「自分の会社からハラスメントをなくしたい」と思っ
ている経営者は多くても、撲滅するのは簡単ではあ
りません。なぜなら、被害者になるのは力関係が下
の人が多く、上司との関係を悪くしたくないがため
に泣き寝入りしてしまったりと、表面化しにくいとい
う事情があるからです。
また、ハラスメントには、会議中に一方的に叱り
飛ばす、人格否定をするなど、ほかの社員がいる前
で公然と行われるものもあります。こうしたハラスメ
ントは、業務時間の無駄になるだけではなく、居合
わせた社員の士気も下げてしまいます。結果として
職場の雰囲気がどんどん悪くなり、全体に悪影響を
及ぼすのです。
会社側の対策がないまま、そうしたハラスメント
が横行すると、被害者だけでなくほかの従業員まで
もが会社に対して失望してしまい、人材流出のきっ
かけになるなど、経営的な視点でもデメリットが大き
いといえます。
加えて、企業の対応が不十分となれば、使用者
責任（民法 715 条）や安全配慮義務違反・職場環
境配慮義務違反（民法 415 条）として民事上の責
任が問われるおそれもあります。
こうしたハラスメントにまつわる問題を減らすた
め、2019 年にパワハラ防止法が成立しました。
この法律では、企業に対してパワハラをはじめと
するハラスメント全般への対策義務を負わせており、
相談窓口の設置や再発防止策を求めるほか、対策を
とらないどころかパワハラの事実を隠蔽するなど悪
質な場合には、勧告および企業名の公表もあり得る
としています。

パワハラ防止法では、以下を事業者の責務として
います。
（１）職場におけるハラスメントを行ってはならない
ことや、ハラスメントに起因する問題に対する
自社の労働者の関心と理解を深めること
（２）労働者に対して、社内や取引先の労働者に対
する言動に注意を払うよう、研修やその他の
必要な配慮をすること
（３）事業主や法人役員自身も、ハラスメント問題に
関する理解と関心を深め、自社や取引先の労
働者に対する言動に必要な注意を払うこと
しかし、なにをどこまでハラスメント行為というの
か判断が難しい場合もあります。
厚生労働省のパンフレットによれば、『優越的な
関係を背景とした言動であること』『業務上必要か
つ相当な範囲を超えたもの』『労働者の就業環境が
害されるもの』のすべてを満たすものがハラスメン
ト行為であると紹介されています。ただし、さまざ
まな事情があるので一概にいえるものではありませ
ん。パンフレットには、パワハラには該当しない例に
ついても、具体的にあげられています。
たとえば、人格否定はパワハラにあたりますが、
再三注意しても問題行動が改善されない社員に対し
て強く指導をすることはパワハラには該当しません。
ただし、自分の行為がハラスメントに当たるかどう
かを客観的に判断できる人は少なく、ハラスメント
をしていることに加害者本人が気づいていないケー
スもあるため注意が必要です。
よりよい職場環境づくりのためにもパワハラ防止
は大切です。冷静に見極め、しっかり対処しましょう。
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公正かつ自由な競争を行うために！
独占禁止法の目的と規制を再確認
市場において企業間の競争がなくなってしまうと、より安い商品やよりよい商品を選ぶことがで
きなくなるなど、消費者のメリットが奪われる可能性があります。そこで、公正かつ自由な競争を守
るために、
『独占禁止法』が存在しています。今回は、その概要について説明します。

公正かつ自由な競争を
実現するための規制

事業者単体だけではなく
市場への阻害も防ぐ規制

公正取引委員会によれば、独占禁止法の趣旨は
『公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な
判断で自由に活動できるようにすること』にありま
す。
たとえば、車のエンジンを製造するＡ社が国内の
エンジンのシェアを７割占めているとします。車のエ
ンジン製造事業に参入したいほかの会社もいるわけ
ですが、Ａ社としてはできるだけシェアを明け渡した
くはないはずです。そこで競合他社に、Ａ社の価格
よりも低い価格で販売させないように圧力をかけた
り、取引先に取り入って自社以外と取引をしないよ
うに求めたりして、競合他社の参入を邪魔しようと
考えるかもしれません。
こうした行為が認められてしまうと、自由な競争が
できない市場ということになります。 独占禁止法で
は、このような公正かつ自由な競争を妨げる行為を
規制しています。具体的には以下のものがあります。
●私的独占の禁止
市場に新規参入しようとする競争相手を排除した
り妨害したりすることを禁止しています。 競争相手
の会社の株式を取得して子会社化する・競争相手が
とても実現できないような、不当に低価格の商品を
販売するなどがその例です。
●不当な取引制限の禁止
カルテルや入札談合のような、不当な取引制限を
禁止しています。カルテルとは、本来は各事業者が
自由に決めるべき価格や生産・販売数量などを、複
数の事業者が共同して取り決めてしまうことをいい
ます。また、入札談合とは、主に公共工事の入札の
際、競争入札に参加する企業同士が事前に話し合っ
て入札金額を決め、協定することをいいます。

●事業者団体の規制
カルテルや入札談合などの違法な行為が、２つ以
上の事業者で構成される社団や財団、組合等の団
体で行われることもあります。独占禁止法では、事
業者団体のこうした行為を禁止しています。
●合併や株式所有などの企業結合の規制
ある商品について国内で高いシェアを占める企業
同士が合併などを行うと、市場の価格や販売量をコ
ントロールし、実質的に競争を制限することができ
るようになる場合があります。 そのようなことを阻
止するため、一定要件に該当する企業結合を禁止し
ています。
●独占的状態の規制
50％超のシェアを持つ事業者などがいる場合で、
市場への弊害が生じていると認められるときには、
その事業者に営業の一部譲渡を命じるなど、独占的
状態を解除して市場の自由な競争を回復するための
措置がなされることがあります。
●不公正な取引方法の禁止
『競争手段が公正とはいえないこと』『自由な競争
の基盤を侵害するおそれがあること』などの観点か
ら、公正な競争を阻害する恐れがある取引を禁止し
ています。たとえば、正当な理由なくある事業者に
対して供給を拒絶したり、差別的な取り扱いで事業
活動を困難にしたりするなどの行為が当たります。
そして、以上の規制にあわせて知っておきたいの
が『下請法に基づく規制』です。 下請法は、立場
が弱くなりがちな下請事業者の取引の公正を守るた
め、下請事業者の利益の保護について定める法律
です。
独占禁止法の規制内容を把握し、常に公正かつ自
由な取引をするように心がけましょう。
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オンライン商談を成功させよう！
ツールを使う前に確認するポイントは？
最近では、商談をオンラインで進めることが増えてきました。オンライン商談では画面越しにコ
ミュニケーションをとらなければならないため、直接会って行う商談とは違った準備や心構えが
必要です。オンライン商談前の準備とそのポイントについて解説します。

初めて使う場合は
まず予習とカメラテストを

画面の向こうでどう見える？
印象をよくする重要ポイント

Zoom や Google Meet など、オンラインで商
談ができるツールが普及してきました。これらは手
軽さが魅力ですが、ビジネスならば、それを意識し
た準備も大切です。まずは商談の前に準備するとき
のポイントを説明します。

●映りこみにも注意
実際に会うことができないオンライン商談では、
画面越しの映り込みは、気をつかうべきポイントで
す。基本的なことですが、ビジネスシーンに不適切
な映り込みはないかチェックしましょう。

●その日に使うツールの基本的な使い方を予習
取引先が普段使っていないツールを指定すること
もあります。 録音の仕方、背景の変え方、チャット
機能の使い方、通信が途切れたときの再接続方法な
ど、商談が開始してから慌てないように基本的な使
い方を予習しておきましょう。

●リアクションは大きく
画面を通すと、対面より細かい反応が分かりづら
くなります。全身の動きが見えないので、普段通り
に反応していたつもりでも淡々として無反応に見え、
印象が悪くなる可能性があります。オンライン商談
では、相手の言葉に大きく頷くなど、大きめのリア
クションがおすすめです。

●必要に応じて機器を用意する
内蔵カメラがついている場所がディスプレイの下
側で、画面に顔がアオリ状態で映ることもあります。
パソコンを載せる台などを用意し、カメラと目線の
高さを合わせます。 映像が不鮮明であったり、内
蔵マイクの音声が聞き取りにくいこともあるので、
万一の場合に備えて、外部カメラやマイクを準備し
ます。
●画面映りを確認する
画面が明るく画質がきれいだと、
『きちんとした人』
という印象をもってもらえ、よい雰囲気を作ること
ができます。事前にその日使うツールでの映りを確
認し、明るい画面で商談に臨みましょう。
そのほか、音声もしっかり相手に届く音量か、遅
延がないかなどを確認します。 音声の送受信がス
ムーズにいかないと、相手が会話に集中できず、商
談そのものがスムーズに進まなくなる可能性もあり
ます。音声と映像については、別のパソコンとつな
いで、テストをしてみるとよいでしょう。

●画面共有をうまく使う
オンラインツールのよいところは、画面共有など
の機能が使えることです。商談の際に資料を配付し
たり、タブレットでわざわざ画面を見せる必要があり
ません。画面共有の機能でプレゼンをし、資料を示
しながら説明することも可能なので、使いこなせる
ように練習しましょう。
慣れてしまえば、オンラインツールは頼もしい相
方です。しっかり準備し、オンライン商談の上級者
になりましょう !
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なにかと非効率的な経費精算
経理関係の生産性を上げるには？
当社では営業社員が多く、領収書の精算などで経理の業務が圧迫されて負担が
かかっています。経理には予算管理などのより生産性の高い業務をしてほしいと
考えているのですが、今の状況では作業に忙殺されてしまい、なかなか時間を割
くことができません。何かよい方法はないでしょうか。
領収書の精算に関する工程を短縮し、経理担当者に任せるのは最終的なチェック
と照合だけにすることができれば、効率化が計れるのではないでしょうか。会計
ソフト等を活用し、クレジットカードからのデータ取り込みや、スマホでの領収書
データ取り込みなどをうまく活用してみるとよいでしょう。

手作業は非効率的
社員のためにも精算をスマートに

法人カードやスキャナ保存
経理の効率をよくするヒント

社員が仕事がらみで何らかの出費をした場合、そ
れは会社の経費になります。まずは領収書を持ち帰
り、精算申請書を作成、領収書と一緒にまとめて上長
に提出して決裁をもらった後、経理担当者に回す、
と
いう手順で、経費精算をしている会社が多いのでは
ないでしょうか。
ただ、
このような経費精算フローは営業社員の手
間も多くなるため、後回しにしているうちに領収書を
なくしてしまったり、締め切りギリギリになってまとめ
て精算に持ってくる社員がいたりと、あまり効率的な

経費精算の工程を短縮するための方法として考え
られるのが、社員に法人向けのクレジットカードで決
済してもらうという方法です。
クレジットカードであればオンラインで明細を管理
できるため、領収書を受け取ったり、現金で精算する
ための手続きが省けます。最近では、
クレジットカー
ドと会計ソフトを連動できる機能もあるので、手入
力で項目を埋めていく手間も省け、
ミスも少なくなり
ます。ただし、社員が私的利用をしないように監視や
チェックが必要なので、その点には注意しましょう。

方法とはいえません。
まずは、普段から会社の経費をよく使っている社員
の負担にならない方法を考えてみましょう。

また、領収書の原本ではなく、
スキャンしたデータ
を保存すればよいという
『スキャナ保存制度』
を活用
するという手もあります。これは、解像度や画像につ
ける記録データなどのルールがあり、税務署への申
請も必要ですが、効率化には非常に役立ちます。
この制度を導入すると、社員はスマホで領収書を
撮影し、サーバにアップすれば、作業は完了となりま
す。経理担当者もアップされたデータをもとに清算
処理を行うので、紙の領収書や精算申請書が溜まら
ず整理も簡単です。契約書や請求書もスキャンで保
存できるので、活用してみてください。
経費精算をスムーズにして、会社の生産性を上げ、
より効率的な事業環境を目指しましょう。
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