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今年の漢字は何でしょう？

私的には　新　押しです

発表は12/14です

新型コロナウィルス
新しい生活様式
新　総理大臣etc

新たな価値観で
新しい世界や時代を作る
新しい感覚の人たちを

信じたいですね



青申 会今日の漢字は
　　　　　　　　　　　　　決算の「決」

①「切る」、「切れる」、「さける」、「堤防などが切れて水があふれ出る」 
(例：決壊)
②「あふれる」、「あふれ出る」
③「傷つける」、「えぐる」
④「きめる」
　ア：「是非善悪を判断する」(例：判決)
　イ：「きっぱりと定める」、「決断する」
　ウ：「覚悟する」(例：決死)
⑤「きまる」
⑥「別れる」(例：決別)
⑦「必ず」、「確かに」、「けっして」
⑧「思い切って」、「勢いがよい」、「勇敢に」(例：決起、決然)
⑨「ゆがけ(弓の弦を引くとき、手にはめる道具)」⑩「きまり」



決算とは？　分けることなり

l決算とは？
今年のものか？否か？を
　　　　　　　　　分けるものなり

l決算とは？
事業か？否か？を
　　　　　　　　　分けるものなり



決算書作成までの書類作成の流れ

1. 12/31棚卸　　　　農産物受払帳

各帳簿を〆る

2. １月下旬まで補正　収支総括表

3. １月下旬まで減価償却

　　　　　　　　　　固定資産台帳

4. ２月上旬まで 　決算書作成

5. 確定申告書の作成



　①　帳簿の〆、棚卸

12/31大晦日は、決算の始まり

現金出納帳を〆る
預金出納帳を〆る
棚卸の実行　記録　保存
棚卸表の作成
農産物（収穫、未収穫）

貯蔵品（種苗、肥料、農薬、諸材料）など



　②　帳簿の点検　修正

帳簿の点検

記帳に間違いは、ないか？

平年と比べて大きく違った点があったら、
もう一度調べてみよう！！

計上漏れがないか？
• 直売、現金売り上げでもれているものはないか？
• 未払、未収は、ないか？　
• 前払、前受は、ないか？



　③　経営実態に合った補正

帳簿を〆たら、一年間の経営
実態に合うように補正する!!

　　                              補正が必要な科目は？
• 家事関連費用をマイナス

自動車、電気、水道、電話、固定資産税など

• 土地改良区費
　　　是認額を超えた部分をマイナス

• 補正が出来れば　総括表が完成
決算書P1のベースです　



④決算書　書き始めは2ページ

総括表　雑収入

棚卸表

総括表　専従者給与

棚卸表

総括表　雇人費

農産物受払帳



⑤決算書作成　3ページ目

固定資産台帳から　本年分を計算し記入
　減価償却計算は手引き参照

耐用年数切れ、計算間違いに注意



決算書作成⑤　次は4ページ目

青色申告特別控除

複式簿記、貸借対照表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
e-Taxで65万円控除
書面提出は５５万円控除

その他は　10万円控除

　*平年と違うような
　　特殊事情あれば記入



決算書の〆は　1ページ目

これまで作成してきたもの
の集大成が損益計算書

①②③⑤⑥は、
決算書P2 減価償

却費は
P3

青申特別控除はP4

雇人費、専従者
給与はP2

育成費用はP3

農産物以外の
棚卸高もP2

経費のほとんどが総括表から



大事ポイント

　棚卸　期首1/1　期末12/31
農産物受払帳ができていれば

決算書２ページ目は楽勝！



年末棚卸の記録、保存　



農産物受払帳を
使いこなす

期首棚卸⑤
+受入決算書P2　収穫高

-販売①

-家事消費②

-事業消費②

=期末棚卸⑥
○番号は、決算書の番号

期首棚卸10

期末棚卸10

本年受入
20+10=30

家事+事業消費
=10+20=30



これで簡単!決算書P2収入金額の内訳

期末棚卸10

本年受入
20+10=30

期首棚卸10

家事+事業消費
=10+20=30

販売　0

期首10+受入30-販売0-家事、事業30=期末10
　となって、12/31の在庫とつじつまが合う。



ここで問題です！
家事消費金額はいくら？
　期首単価10600円/60ｋｇ
　期末単価11400円/60ｋｇ
　　収穫量　150ｋｇ

飯米 150ｋｇ 120ｋｇ 21600 22800120ｋｇ

？



答えです！
家事消費金額はいくら？
　期首単価10600円/60ｋｇ✖2＝21600　①

　　収穫量　150ｋｇ　11400✖2.5＝28500　②

　　期末単価11400円/60ｋｇ✖2＝22800　③

　　家事消費量＝①+②ー③　27300

飯米 150ｋｇ 120ｋｇ 21600 22800120ｋｇ

？



大事ポイント　

帳簿　総括表の補正　
事業か？家計か？

個人の実情に合った　補正を



家事関連費　事業か？家事か？それが問題だ！

合理的な根拠を
持って分ける

　その経費、
　　だいじょうぶ?

この他に動力光熱費
　電気代、灯油代など
雑費のうち水道、電話代な
どの家事関連費を「農外そ
の他支出」「家計費」へ



例　電気料　どれだけ事業に使う?　　　

育苗に
温床線
を使用

野菜の
予冷に
冷蔵庫



宅地部分の事業分比率　手引き10P

宅地面積 300坪

項目 農業分 家計費分

住宅 3 57

稲倉 30 0

物置 15 15

畑地 65 0

空地 65 50

合計 178 122

比率 59％ 41％

空地115坪

住宅
60坪

稲倉
30坪

物置
30坪

畑
65坪



土地改良区費の補正



大事ポイント　

法人の経理
中間管理機構事業の経理



農事組合法人組合員の
　会計処理について

農事組合法人から決算収支計算書が
届きますが、税金の申告には使用できません

法人から支払いは

すべて　農業収入の雑収入です



農地中間管理事業
　交付金　地代の会計処理について

地域集積協力金　　 ➡　農業収入　雑収入

経営転換協力金　➡　農外収入　確定申告書雑所得その他

出し手農家が受け取る賃借料　➡　不動産収入



大事ポイント　

減価償却費の計算

農機具の耐用年数

　　　　　　　　すべて7年！ですが

取得年月日で計算が違う

平成19/3/31取得と19/4/1取得で
a 償却の基礎になる金額 　ｂ償却率が違う



減価償却　定額法　耐用年数7年　（基本パターン）　



問題です！今年の償却費、未償却残高はいくら？



答えです！今年の償却費、未償却残高はいくら？



国税庁ホームページなら　年度途中の購入でも
　　　　　　　　　　　　　　めんどくさい計算なしでOK！



やれば意外に簡単！決算書も！確定申告書も！

　　コロナ禍の今だから、国税庁ホームページ　確定申告書作成コーナー



一番大事なことはコロナ感染予防！
今年からパソコンやスマホで

　決算書、申告書を作ってみよう

e-Tax　だけでなく　印刷して提出もできます



年末調整事務と源泉税の納付

専従者給与を支払っている場合は
　年末調整を行い源泉税を納付する
注意ポイント
• 給与支払報告書
• 　　　3　　の用紙を使用してください

• マイナンバー　の記入が必要です
　　1　支払者　
　　2　支払を受ける者　
　　3　扶養親族



個人番号
記入欄が
追加され
ています

源泉税の
納付は

1/20まで



給与支払報告書のつづり方
提出は

１/３１まで
必着



マイナンバー　青申会の対応

給与支払報告書の提出は
個人対応➡
1/31まで各市町村税務課に提出、郵送

源泉税の納付書（税額￥0）は
上の一枚だけを　

青申事務局　JA各支店長に提出

確定申告書は、マイナンバー記載なし
の下書きで相談を受けます
清書後封入したものを集めて税務署へ



マイナンバー　ここに注意！

給与支払い報告書
確定申告書の提出時に必要なものは

控除対象者、事業専従者のマイナンバーは、必要ありません!!



記帳に関して　　　（消費税の軽減税率制度）
　　



消費税率ごとに区分して　記帳お願いします


