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信用保証料率割引制度が
創設されます

記帳・帳簿等の保存制度の
対象者が拡大されます

平成２５年４月から、「中小会計要領」（中
小企業向けの会計ルール）を採用する中小企業
に対して、信用保証料率を割引く制度が開始さ
れます。
信用保証制度を利用する中小企業が、同要領
に従って計算書類を作成している旨の税理士等
による確認書類を信用保証協会に提出すると、
保証料率が０．１％割引かれる制度です。
同割引は、平成２８年３月末までに申し込ん
だ分について適用されます。
なお、本制度の対象となる信用保証制度は、
一般の保証などの責任共有制度対象かつ料率弾
力化された保証（特定社債保証、一括支払契約
保証を除く。）で、セーフティネット保証等、
特定の政策目的により設けている保証制度は対
象外となります。
詳細は、長崎県信用保証協会（電話８２２－９１
７１（代））にお問い合わせください。

平成２６年１月より事業所得、不動産所得又は
山林所得のある全ての方が、記帳・帳簿等の保
存制度の対象となります。
対象者は売上、仕入や経費に関する事項につ
いて、取引の年月日、取引先の名称、金額を記
帳することになります。なお、記帳に当たって
は、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金
額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載
してもよいことになっています。
また、青色申告にすれば、青色申告特別控除
（簡易の簿記・１０万円、正規の簿記・６５万円）
や専従者給与の経費算入、純損失の繰越し・繰
戻し等、いろいろと有利な特典を受けることが
できます。今まで白色申告だった方も、この機
会に青色申告に変更することをおすすめします。
なお、平成２６年より青色申告をする為には、
平成２６年３月１５日までに「所得税の青色申告承
認申請書」を税務署に提出する必要があります。

ＡＢＬ（動産・売掛金担保融資）の
積極的活用について
ＡＢＬ（Asset Based Lending）とは、企
業が保有する「在庫」や「売掛金」などを担
保 （「動産・売掛金担保」）と す る 融 資 手 法 で
す。
現在、金融機関の融資担保は、「不動産担
保」が中心であり、あまり活用されていない
のが実情です。
一方で、中小企業等が経営改善等を図るた
めの資金はもとより、新たなビジネスに挑戦
するための資金を確保することが、現下の重
要な課題となっており、「動産・売掛金担
保」の一層の活用が図られれば、このような
資金がより円滑に確保され、中小企業等の経
営改善や事業の拡張等に資することが期待さ
れます。
こうした状況を踏まえ、金融庁では、金融
機関によるＡＢＬの積極的な活用を推進して
います。
ＡＢＬの活用を希望される方は、お取引先
の金融機関へお問い合わせください。

帳簿等の保存期間については、下記の表のとおり
です。
【帳簿・書類の保存期間】
保存が必要なもの

帳
簿
書
類

保存期間

収入金額や必要経費を記載した
帳簿(法定帳簿)

７年

業務に関して作成した上記以外
の帳簿(任意帳簿)

５年

決算に関して作成した棚卸表そ
の他の書類
業務に関して作成し、又は受領した請求
書、納品書、送り状、領収書などの書類

５年

個人事業主の方については、すでに確定申告
をお済みのことと思いますが、そのうち振替納
税をご利用の方については、振替日は下記のと
おりとなっています。前日までに預貯金残高の
ご確認をお願いします。
万一、引き落としできなかった場合は、延滞
税がかかる場合がありますので、ご注意ください。

●所得税
消費税及び
●
地方消費税

４月２２日（月）
４月２４日（水）
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