
創業オンラインスクール（夜間4日間コース）
４日目

経理の基礎
起業に必要なお金と人材の知識を学ぼう！

創業・ベンチャー支援センター埼玉

開業アドバイザー 古賀 雄子

2022/8/30（火）18:30-21:00

公益財団法人埼玉県産業振興公社

創業オンラインスクールのカリキュラム

•今回のテーマ 財務・人材育成

1 女性創業スタートアップ塾2022 創業・ベンチャー支援センター埼玉
〈無断転載・複製を禁ずる〉



アジェンダ

１．損益計画（収支計画）を立てよう
２．資金計画を立てよう
３．会計と税金について
４．人事・労務について
※ ご参考：創業関連手続き

2 女性創業スタートアップ塾2022 創業・ベンチャー支援センター埼玉
〈無断転載・複製を禁ずる〉
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自己紹介：名前：古賀 雄子（こが ゆうこ）

MailTo：
Info＠koga-tax.jp

【現職】
古賀雄子税理士事務所 URL：http://koga-tax.jp

・税理士事務所代表
・創業・ベンチャー支援センター埼玉開業アドバイザー
・埼玉県・東京都の商工会・商工会議所 専門家・相談員
・立教大学非常勤講師

【職歴】
三菱東京ＵＦＪ銀行（旧東京銀行）、 みずほ信託銀行

金融商品や会計・税務、信託、システム企画、人材育成に従事
ヤオコー（小売業）

管理会計・勤怠・店舗作業割当・社内改革に従事
みずほ総合研究所

税務相談に従事
【保有資格】
✔税理士・中小企業診断士・事業承継士
✔合気道初段

女性創業スタートアップ塾2022 創業・ベンチャー支援センター埼玉
〈無断転載・複製を禁ずる〉



１．損益計画（収支計画）を
立てよう
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■ 1ヶ月の利益をイメージしよう

売上高：商品・ｻｰﾋﾞｽ

の対価

生食パン

400円×100斤

×20日

＝800,000円

売上原価：原材料費・
仕入れ
小麦粉・卵
400,000円

経費：人件費・地代家賃
水道光熱費などの経費
300,000円

利益：100,000円

収入（＋） 支出（ー）
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■損益計画（収支計画）の必要性

損益計画作成の目的

・売上はいくら？ 売上原価や経費はどれだけ必要？
利益を出すことができるの？
➡事業の収支（売上、原価、経費）の計画をたて、利益を出すことが
できる事業なのかを見極める

・利益を出すためには、どうすれば
よいのか戦略を練るためにも必要！

・創業時に限らず、今後の事業の見通しを
たてるためには必要！

➡利益を上げるためには
A) 売上高を伸ばす
B) 売上原価を下げる、原価率を下げる
C) ムダな軽費を削減する
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売上高：商品・ｻｰﾋﾞｽの

対価

（ ）円

売上原価：原材料費・仕入れ

（ ）円

経費：人件費・地代家賃、水

道光熱費などの経費

（ ）円

利益：（ ）円

収入（＋） 支出（ー）

C

B

A

１．損益計画（収支計画）を立てよう
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■損益計画（収支計画）の作成手順

月次で収支の計画をたて、年間の収支の計画を考える

まずは、毎月の売上計画をたててみましょう

月や季節要因なども加味しましょう

１ 売上高の予測

２ 売上原価見積もり

３ 経費の見積もり

４ 利益の算出

創業時に特別にかかる費用も見込んで見積りましょう
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■売上高の見積り

小売業

➡ １日顧客数×客単価×月間営業日数

飲食・理容・美容などサービス業関連

➡ 客単価×席数×回転率×月間営業日数

卸売、製造：

➡ 得意先別売上の合計：商品別月別売上予測

※平日と休日や、曜日ごと、季節的変動などを考慮

※未収（売掛金）でも売れたときに計上すること
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■売上原価（仕入額、外費・加工費などの製造原価等）の見積り
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１．損益計画（収支計画）を立てよう

原価率は業種や商品などによって異なるが、
業界平均値をもとに、販売戦略などを加味し原価率を
算定する

卸売業 80~90％
小売業 70％
建設業 70％
製造業 50％
飲食業 30％
サービス業 0～20％

参考：日本政策金融公庫
https://www.jfc.go.jp/n/findings/sme_findings2.html#tyousa

売上原価＝売上高×原価率
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①まず、計算根拠も明確

にしながら、売上につい

ての計画をたて

②次に、売上原価や経費

を見積りましょう

■収支計画

事業計画書「自己資金」

記入イメージ
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では、以下の「収支計画」のワークシートを使って、創業1か月目の収支計画をた

てていきましょう！

■宿題１：収支計画

※経費の漏れを防いだり、額を調べたりするには、事例を参考

にすると便利！

参考URL J-Net21 業種別スタートアップガイド

https://j-net21.smrj.go.jp/startup/list.html

1ヶ月目 計算根拠
（単価・数量・日数等）

Ａ．売上高
Ｂ．売上原価
Ｃ．売上総利益 （Ａ－Ｂ） 経費　例）
Ｄ．経費 給料

法定福利費
福利厚生費
地代家賃
リース料
水道光熱費
旅費交通費
水道光熱費
通信費
接待交際費
消耗品費

Ｅ．利益 　　（Ｃ－Ｄ）
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ワークと同様に、以下の「収支計画」のワークシートを使って、事業が軌道に

乗ったあとの収支計画（目標）をたてていきましょう！

■宿題２：収支計画

※経費の漏れを防いだり、額を調べたりするには、事例を参考

にすると便利！

参考URL J-Net21 業種別スタートアップガイド

https://j-net21.smrj.go.jp/startup/list.html

軌道に乗ったとき 計算根拠
（単価・数量・日数等）

Ａ．売上高
Ｂ．売上原価
Ｃ．売上総利益 （Ａ－Ｂ） 経費　例）
Ｄ．経費 給料

法定福利費
福利厚生費
地代家賃
リース料
水道光熱費
旅費交通費
水道光熱費
通信費
接待交際費
消耗品費

Ｅ．利益 　　（Ｃ－Ｄ）
女性創業スタートアップ塾2022 創業・ベンチャー支援センター埼玉
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■宿題３：ワーク等の結果を事業計画書に転記しましょう

軌道に乗ったとき 計算根拠
（単価・数量・日数等）

Ａ．売上高
Ｂ．売上原価
Ｃ．売上総利益 （Ａ－Ｂ） 経費　例）
Ｄ．経費 給料

法定福利費
福利厚生費
地代家賃
リース料
水道光熱費
旅費交通費
水道光熱費
通信費
接待交際費
消耗品費

Ｅ．利益 　　（Ｃ－Ｄ）

1ヶ月目 計算根拠
（単価・数量・日数等）

Ａ．売上高
Ｂ．売上原価
Ｃ．売上総利益 （Ａ－Ｂ） 経費　例）
Ｄ．経費 給料

法定福利費
福利厚生費
地代家賃
リース料
水道光熱費
旅費交通費
水道光熱費
通信費
接待交際費
消耗品費

Ｅ．利益 　　（Ｃ－Ｄ）

転記

■事業計画書

「５．月次収支計画 （売上・費用・利益計画）」
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２．資金計画を立てよう
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■資金計画（創業当初に必要な資金の計画）を立てよう

事業計画書

「資金計画」

作成イメージ
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開業資金：開業には多額の資金が必要になる

・何にいくら必要か

・その資金は自己資金で賄えるか

・また、自己資金だけで賄えない場合、いくら借入が必要となるのか

・さらに、事業の利益から借入の返済は可能なのか？

開業に必要な資金：

・まず初めに準備するものとして、「設備資金」と「運転資金」がある

・設備資金：店舗（事務所）の保証金（敷金）、

内装工事費、店内什器費、車両購入費 など ※10万円以上

・運転資金：売上原価（開業に必要な仕入れなども）、仲介手数料・礼金、

店舗（事務所）家賃、水道光熱費、給与、旅費交通費、

広告宣伝費、消耗品費、通信費 など

■資金計画（開業当初に必要な資金の計画）を立てよう

創業準備資金＝設備資金＋運転資金

２．資金計画を立てよう
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■ワーク・宿題：「創業準備資金」あなたが事業を始めるにあたり、

①何が必要なのか

項目を列挙し

②金額を見積り

右のシートに記入

しましょう。

設備資金：例）店舗（事
務所）の保証金（敷金）、内
装工事費、店内什器費、車両
購入費 など

運転資金：例）売上原価
（仕入費）、仲介手数料・礼金、
店舗（事務所）家賃、水道光熱費、
給与、旅費交通費、広告宣伝費、
消耗品費、通信費 など

運転資金は、一般的には、創業から3ヶ月分の

売上原価（仕入）や経費を見込みます

２．資金計画を立てよう

女性創業スタートアップ塾2022 創業・ベンチャー支援センター埼玉
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■宿題４：ワークの結果を、事業計画書に転記しましょう

転記

■事業計画書

３．資金計画（創業当初に必要な資金）

２．資金計画を立てよう

女性創業スタートアップ塾2022 創業・ベンチャー支援センター埼玉
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■ワーク・宿題５：創業準備資金として使える自己資金が

いくらあるか、また、いくら借入が必要なのか考えてみよう
事業計画書「4.調達方法」記入イメージ

２．資金計画を立てよう

４．調達方法        単位： 

項目 金額 備考 

自己資金（現金・預金） 

  ○○銀行○○支店普通預金 

 

親族・友人からの借入や投資 

  夫からの借入 

 

銀行からの借入 

  日本政策金融公庫 

 

 

1,500,000 

 

 

500,000 

 

 

3,000,000 

 

 

合    計 5,000,000  
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■調達資金：創業準備資金をどこから調達するか考えよう

制度融資（創業） 日本政策金融公庫 創業時の補助金

金額 ２，０００万円まで ３，０００万円まで 補助金の種類による

返済 あり
金利優遇

あり
金利優遇

なし（一部返納あり）

手続き・時
間

比較的書類多い
４～６週間

比較的書類少ない
３～４週間

申請～最終支払まで
半年から１年

特徴

事業計画書作成が必須。
自己資金要件なし。
地方銀行、地域信金などか
ら借入。

事業計画書作成が必須。
自己資金が必要。
最大自己資金の９倍まで借
入可能。
借入限度額、借入期間とも
県制度融資よりゆるめ。
女性／若者／シニア優遇融
資あり。

都道府県・市町村の政策に
より応募条件や金額、使え
る経費など制度が変わる。
先に支払った経費について
あとで補助される。
申請書（事業計画書）作成
が難しく、かつ全員が採択
されるわけではない（採択
率は低い）。

創業時の借入（創業融資）、創業時の補助金、
クラウド・ファンディングの利用などがある

２．資金計画を立てよう
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３．会計と税金について
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３．会計と税務について
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■ 会計とは

事業の経営成績や財政状態といった経営状況を、数値（金額）
で表現すること
具体的には、事業活動で生じた取引を記録して、その集大成で
ある決算書を作成し、その決算書が経営の成績表となる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業 

事業計画 

事業活動 

（販売・仕入・・） 

会計 

決算・納税 

会計の結果 取引を記録 

振り返り 
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■ 会計の目的（決算書の役割）

内部
自社の経営状況を把握し、分析することで、経営に活用する

外部
新たな相手先と取引をする際の判断材料とされる
金融機関から融資を受ける際の判断材料とされる
税金の申告を行うための基礎資料になる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業 

事業計画 

事業活動 

（販売・仕入・・） 

会計 

決算・納税 

会計の結果 取引を記録 

振り返り 
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■ 会計の流れ（１／２）

①取引の発生

②取引の記録

• 販売、サービスの提供等、仕入れ、経費支払い等の発生
• 取引の発生を証明する証憑（契約書、注文書、請求書、

領収書など）を保管

会計ソフトに取
引を入力すれば、
以降の帳簿作成
まで自動で行っ
てくれる

③帳簿の作成
• 仕訳帳から総勘定元帳（仕訳帳に

記録した取引を勘定科目ごとにま
とめて記入する会計帳簿）を作成

• 総勘定元帳を集計して試算表（総
勘定元帳から作成する各勘定科目
ごとの集計表）を作成し、月次の
業績や資産状況を確認

• 取引の内容を、証憑に基づき、
簿記のルールに従い仕訳し、
帳簿に記入（仕訳帳作成）

３．会計と税務について
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■ 会計の流れ（２／２）

・記帳した１年間の結果をとりまとめ、1年
の最終的な利益を算出し、決算書（貸借対
照表、損益計算書等）を作成
※決算：記帳した１年間の結果をとりま

とめること

• 帳簿や決算書をもとに、確定申告書を
作成

• 確定申告により納税額が決定

⑤確定申告

④決算処理

個人事業主の場
合、②で会計ソ
フトに取引を入
力すれば、④⑤
もらくになる。

３．会計と税務について
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３．会計と税務について
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■ 決算書：損益計算書（個人事業）
損益計算書

1年間の収入と費
用が記入されてい

る

利益の状況（儲
け）を示す
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■ 決算書：貸借対照表（個人事業）
貸借対照表

お金の集め方と使
い道が記入されて

いる

現金や借金など会
社や個人事業の財
産の状況を示す
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■確定申告書（第1表のみ）

：個人事業

３．会計と税務について
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税金の種類
申告手続き等
（納付期限）

メモ

所得税
翌年2/16~3/15に税務
署へ申告
（3/15）

・個人が得た
1/1~12/31の1年間の
所得に対して課される
税金

・10種類の所得がある

個人住民税
①都道府県民税
②市町村民税

所得税の申告をすれば、
申告の手続きは不要

・均等割と所得割から
なる

個人事業税 ・事業主控除290万円

消費税
地方消費税

翌年3/31までに申告

■ 個人事業にかかる税金

３．会計と税務について
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税金の種類 申告手続き等 メモ

法人税
決算日の翌日から
2ヶ月以内に本店所在の
税務署へ申告

中小法人（資本金1億円以下）
・所得金額年800万円以下15%
・所得金額年800万円超23.2%
（平30.4.1以後開始事業年度）

地方法人税 同上 法人税×10.3%

法人住民税
①都道府
県民税

②市町村
民税

決算日の翌日から
2ヶ月以内に事務所等のある都道府県
および市町村へ申告

均等割と法人税割からなる
・東京都（均等割）：
資本金等1千万円以下かつ
従業員50人以下➡7万円
・埼玉県（均等割）：
資本金等1千万円以下➡
県民税2万円、市町村民税5万円

法人事業税 決算日の翌日から
2ヶ月以内に事務所等のある都道府県
へ申告

消費税
地方消費税

決算日の翌日から
2ヶ月以内に本店所在の税務署へ申告

■ 法人にかかる税金

３．会計と税務について

30
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・所得税や法人税などでは、納税者が自ら、税法に従って所得金額
と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採用

・そのためには、日々の取引の状況を記帳し、書類を保存する必要
がある

・一定水準の記帳（複式簿記に基づいて帳簿を記入）をし、その
記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算
などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度がある

・この申告書類が青色だったので青色申告と呼ばれている
現在も青色の申告書は、法人税の申告書のみ

■ 青色申告とは

３．会計と税務について
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■ 青色申告制度

３．会計と税務について

個人（個人事業） 法人（株式会社）

申 請
手続き

「青色申告承認申請書」を所轄
税務署長に以下期限内に提出
・開業初年度：開業日から2ヶ
月以内（1/15までに開業：
3/15まで）
・開業2年目以降：その年の
3/15まで

「青色申告承認申請書」を所轄税
務署長に以下期限内に提出
・開業初年度：設立3ヶ月を経過
した日と最初の事業年度終了日
・開業2年目以降：適用を受けよ
うとする事業年度の開始の日の前
日まで

特典
( 節 税
効果)

・青色申告特別控除（65万円
55万、10万円）
・青色事業専従者給与の必要経
費算入
・純損失の繰越し:3年と繰戻し
・少額減価償却資産の取得価額
の必要経費算入の特例
・各種特別償却・特別控除制度
他

・欠損金の繰越控除：最大10年
・欠損金の繰戻還付
・少額減価償却資産の取得価額の
必要経費算入の特例
・各種特別償却・特別控除制度
他
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■ 青色申告（法人の場合）

３．会計と税務について

個人（個人事業） 法人（株式会社）

欠損金の繰越控除 3年（青色申告） 10年

■欠損金の繰越控除

令和元年

所得
繰越した

欠損金
➡所得0 所得

繰越した

欠損金
➡所得0 所得

繰越した

欠損金

➡所得

800

400 ▲400 500 ▲500 900 ▲１００

欠損金

▲1,000

令和2年 令和3年 令和4年

女性創業スタートアップ塾2022 創業・ベンチャー支援センター埼玉
〈無断転載・複製を禁ずる〉



34

■ 消費税とは

３．会計と税務について

・商品等の販売（譲渡）やサービスの提供などの取引に対してかかる税金

・モノやサービスが流通していく各段階で、売り上げに対して課される

消費税から、支払った消費税を控除した差額を 納税義務者（課税事業者）

が納めるもので、最終的には消費者が負担しているもの

例）A商店

売上1,500万円＋消費税150万円

仕入1,000万円＋消費税100万円

➡納税額＝①150万円－②100万円＝50万円

（原則）納付すべき消費税額＝売上にかかる消費税額（預かった消費税）

－仕入等にかかる消費税額（支払った消費税）
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■ 消費税の課税事業者

３．会計と税務について

・消費税については、原則、個人事業主は前々年、法人は前々事業年度

（基準年度）の課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税の課税事業者

となり、消費税を納付する義務（若しくは還付を受け権利）が生じる

・但し、1,000万円以下であっても、次の場合には、消費税の課税事業者と

なる

①「課税事業者選択届出書」を提出した場合

②個人事業主は前年1/1~6/30、法人は前事業年度の前半6カ月の課税

売上高が、1,000万円を超えた場合（課税売上高に代えて、同期間中

に支払った給与等の金額により判定することもできる）

・なお、新設事業者は、設立当初２年間は、納税義務は免除される

（ただし、法人で資本金1,000万円以上の場合、納税義務は免除されない）
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４．人事・労務について
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募集条件の明示
・業務の内容
・労働契約の期間
・就業場所
・始業・就業時刻、残業の有無、休憩時間・休日
・賃金（賞与等を除く）
・社会保険・労働保険の適用
各種法令に反しないこと
・男女雇用機会均等法による規制
・パートタイム労働法による規制
自らの募集
・自社のホームページに募集広告を掲載
・新聞や雑誌に募集広告を掲載
他者を活用
・ハローワーク
・民間の職業紹介事業者
・紹介予定派遣

■ 人材の募集
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４．人事・労務について
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書面による労働条件の明示
・「労働条件通知書」や「雇用契約書」で
・賃金は最低賃金を下回らないように！
令和3年10月1日より、埼玉県956円、東京都1,041円（据置）
千葉県953円、神奈川県1,040円、茨城県879円、栃木県882円

法定3帳簿の整備
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿
時間外労働・休日労働に関する協定届（36協定）の締結と届出
健康診断の実施
・雇用時、その後1年以内ごとに1回の健康診断を実施
・「健康診断個人票」を作成し5年間保存

■ 雇用時に必要なこと（労働基準法等）：雇用時の留意点
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■ 社会保険について

公的保険

一般国民の保険

国民健康保険

国民年金

社会保険（広義）

社会保険（狭義）

健康保険

介護保険

厚生年金保険

労働保険

労災保険

雇用保険
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４．人事・労務について
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■ 社会保険の加入

社会保険の加入義務のある事業所

•法人 ➡ 常に強制適用事業所（加入義務あり）
•個人事業者➡従業員5名以上でかつ適用業種（※）

の事業所のみ強制適用事業所
※第一次産業、接客娯楽業、法律業、宗教業

・所轄：年金事務所

社会保険の加入対象者

•強制適用事業所の中で、正社員とそのおおむね3/4
の労働時間を有するパート社員等

女性創業スタートアップ塾2022 創業・ベンチャー支援センター埼玉
〈無断転載・複製を禁ずる〉

４．人事・労務について

41

•保険 ➡ 国民健康保険
または
職場の保険を任意継続

•年金 ➡ 国民年金

•保険料は？
・国民健康保険料の計算
前年（1～12月）の所得に応じて計算される所得割額
＋均等割額

・国民年金保険料：令和4年度 16,590円/月

■ 個人事業主自身の保険と年金
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事業が軌道にのるまでは、社会保険について、ご主人の扶養
のままでいたい。 収入？所得？いくらまでなら大丈夫？

個人事業主は、

ご主人の扶養の条件（社会保険）➡

収入とは？

所得とは？

４．人事・労務について

■ 個人事業主の場合、よくある質問

女性創業スタートアップ塾2022 創業・ベンチャー支援センター埼玉
〈無断転載・複製を禁ずる〉

４．人事・労務について
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•労災保険
➡すべての従業員が加入義務
経営者や個人事業主は特別加入制度
全額事業主負担
所轄：労働基準監督署

•雇用保険
➡1週間20時間以上の従業員が加入義務
1/3従業員、2/3事業者が負担
所轄：ハローワーク

•労働保険料
➡毎年4月（加入）から翌年3月までの概算保険
料を納め、翌7/10までに確定額で精算

■ 労働保険について
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４．人事・労務について
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法定の労働時間
・原則、1日に8時間、1週間に40時間（※）を超えた労働は禁止
※1週40時間の法定労働時間は、常時10人未満の労働者を使用する、

商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の事業では、
1週44時間に緩和。

法定の休憩、休日
・労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は
1時間以上の休憩が必要

・少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日が必要
時間外労働協定（３６協定）
・労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者
との間で、36協定という労使協定を締結し、時間外・休日労働に
ついて定め、労働基準監督署長に届け出た場合には、時間外労働が
認められる

■ 労務管理
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４．人事・労務について
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割増賃金

■ 労務管理

出典：厚労省HP
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４．人事・労務について
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年次有給休暇

■ 労務管理

出典：厚労省HP
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※ご参考 ： 創業関連手続き
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■許認可とは
事業を開始するときに必要とする手続きで、許可や届出をせずに事業を
開始した場合、営業停止や罰金・禁固なのどの処分を受ける場合がある

区分 提出先 事業内容
届出 保健所 理美容業、クリーニング店、マッサージ業

登録 都道府県 旅行業・旅行代理店業
ペットショップ

許可

警察署 古物営業、中古品転売業
深夜営業の飲食店

保健所 飲食店業、食品製造業、薬局・ドラッグストア
ホテル・旅館

都道府県 介護事業
労働局 労働者派遣業・職業紹介業

免許
税務署 酒の製造業・販売業・卸業
都道府県 不動産業
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■創業手続き：お役立ちサイト

〇法人設立関連（法人設立ワンストップサービス）※マイナンバーカード必要

https://app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop/

〇法人設立
・公証人連合会（定款）https://www.koshonin.gr.jp/format
・法務局（定款・申請書）http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html
〇税務関係（国税庁）
・個人事業の開業届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

・新設法人の届出書類
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5100.htm

・その他所得税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/mokuji.htm

〇社会保険関係（日本年金機構）
・申請届出様式 https://www.nenkin.go.jp/

※ご参考 ： 創業関連手続き
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■創業後に必要な手続き：税務関係（個人事業）

届出先 届出書類 提出期限 届出の事由など

個人 税務署

①個人事業の開業届出書 開集の日から1か月以内 個人で事業を始めるとき

②青色申告承認申請書
青色申告しようとする／青色事業専
従者給与額を必要経費に算入しよう
とする年の3月15日まで( 1月16日
以降開設の場合は2か月以内）

青色申告にしたいとき

③青色専従者給与に関する届出書 家族を専従者にしたいとき

④給与支払事務所等の開設届出書 給与支払事務所等を設けた日から
1か月以内 従業員を雇うとき

⑤源泉所得税の納期の特例に関する
申告書（※）

期限なし 給与の支給人員が常時10人
未満の場合翌月から適用

⑥棚卸資産の評価方法の届出書
最初の確定申告のときまで

届出がない場合は、最終仕入
原価法が適用される

⑦減価償却資産の償却方法届出書 届出がない場合は、法定償却
方法が適用される

都税事務
所 事業開始等申告書 開業後15日以内

※ご参考 ： 創業関連手続き
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■創業後に必要な手続き：税務関係（法人）

届出先 届出書類 提出期限 届出の事由など

法
人

税務署

①法人設立届出書 会社設立の日から2か月
以内 登記簿謄本が必要

②青色申告承認申請書
会社設立の日から３か月
以内または最初の事業終
了日の日とのいずれか早い
日の前日まで

青色申告にしたいとき

③給与支払事務所等の開設届
出書

給与支払事務所等を設
けた日から1か月以内 従業員を雇うとき

④源泉所得税の納期の特例に関
する申告書

期限なし 給与の支給人員が常時10
人未満の場合翌月から適用

⑤棚卸資産の評価方法の届出書
最初の事業年度の確定
申 届出がない場合は、最終仕
告の提出期限まで 入原価法が適用される

⑥減価償却資産の償却方法の届
出書

届出がない場合は、法定償
却方法が適用される

都税事
務所 事業開始等申告書 会社設立後15日以内 定款等の写しや登記簿謄本

などの書類が必要

※ご参考 ： 創業関連手続き
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■創業後に必要な手続き：社会保険関係

（注）個人の事業主は、国民健康保険、国民年金の適用となる。届出先は市区町村役場。

• 適用事業所は雇用保険と同じ

• 事業開始から10日以内に提出

• 従業員を10人以上雇用する場合は、

「就業規則届」の提出も必要

【労災保険】

①保険関係成立届

②適用事業報告
労働基準監督署

• 個人、法人とも従業員を雇用するとき

適用事業所となる

• ①は開設後10日以内に、②は雇用し

た翌月の10日までに提出

【雇用対策】

①適用事業所設置届

②被保険者資格取得届

公共職業安定所
（ハローワーク）

• 法人の事業所はすべて強制加入

• 個人の場合（注）

*従業員5人以上はすべて加入

（飲食、娯楽、サービス業の一部等に

ついては任意加入）

*従業員5人未満は任意加入

• 届出は速やかに

【健康保険、厚生年金保険】

①新規適用届

②新規適用事業所現況書

③被保険者資格取得届

④被扶養者（異動）届

⑤国民年金第3号被保険者関係届

社会保険事務所

提出期限・留意点等種類届出先

（注）個人の事業主は、国民健康保険、国民年金の適用となる。届出先は市区町村役場。

• 適用事業所は雇用保険と同じ

• 事業開始から10日以内に提出

• 従業員を10人以上雇用する場合は、

「就業規則届」の提出も必要

【労災保険】

①保険関係成立届

②適用事業報告
労働基準監督署

• 個人、法人とも従業員を雇用するとき

適用事業所となる

• ①は開設後10日以内に、②は雇用し

た翌月の10日までに提出

【雇用対策】

①適用事業所設置届

②被保険者資格取得届

公共職業安定所
（ハローワーク）

• 法人の事業所はすべて強制加入

• 個人の場合（注）

*従業員5人以上はすべて加入

（飲食、娯楽、サービス業の一部等に

ついては任意加入）

*従業員5人未満は任意加入

• 届出は速やかに

【健康保険、厚生年金保険】

①新規適用届

②新規適用事業所現況書

③被保険者資格取得届

④被扶養者（異動）届

⑤国民年金第3号被保険者関係届

社会保険事務所

提出期限・留意点等種類届出先

※ご参考 ： 創業関連手続き



まとめ

損益計画をたて、利益を意識した経営を
心がけましょう！

ヒトや労務問題も正確な知識を
身につけましょう！

資金計画をたて、お金の見積りをした上
で事業を始めましょう！
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宿題

•本日の授業を踏まえ、宿題を順に仕上げていき
ましょう。

•皆様の事業計画のもととなる損益計画（創業何
カ月目に黒字にできるのか）、資金計画（創業
にあたっていくら準備する必要があるのか）が
見えてきます。

•わからないこと、相談したいことなど、是非、
「創べ」窓口相談をご活用ください。

本日は、お疲れ様でした！！
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