
 

 

 

 

 

Plaza 財務会計のユーザ様へ 

昨年 10月からサポート期間の更新を迎える

Plaza 財務会計のユーザの皆様にご案内してお

ります通り、Plaza シリーズのサポートが残す

ところあと 2 年（2 回の年次更新）となりまし

た。 

数多くのお客様が既に Plaza-i へマイグレー

ションしていただいておりますが、Plaza 財務

会計を一人で利用しているというお客様が、移

行しきれずにいらっしゃいます。 

スタンドアロン版－低価格モデル 

Plaza-i はバイリンガル、多通貨という特徴

を持つ中小・中堅企業向け ERP システムとして

既に 150 社以上の会社でご利用いただいており

ますが、今回、上記のような Plaza 財務会計を

一人で利用しているお客様の為に、Plaza-i のス

タンドアロン版を用意しました。 

このスタンドアロン版は、機能的にはPlaza-

i と同じですが、一台のコンピュータで利用する

ことを前提に、ライセンス価格を従来の Plaza

並に押さえた低価格モデルです。Oracle も

Personal Edition（PE）という 4 万円でご提供可

能なライセンスを使用します。 

最新環境で稼働する Plaza 財務会計 

スタンドアロン版で提供する Plaza-i はバー

ジョン 2 という、.NET Framework という最新

の環境で動作するプログラムです。 

Plaza-i バージョン 2 はバイリンガル、多通

貨、マッチング等の Plaza 財務会計の便利な機

能はそのままに、しかし、ERP を強烈に意識し

たバージョン 1 のようにマスター管理、ユーザ

管理などに分かれておらず、1 つのプログラム

から全てのメニューを起動することが出来る Pl 

aza 財務会計のユーザ様にも違和感なくご

利用いただけるシステムです。 

また、Plaza 財務会計は Access2000 までし

かサポートしていないため、Vista 等では動作し

ませんが i は、Office2007 も含む、最新のコン

ピュータ環境で動作します。但し、Plaza-i はコ

ンピュータのリソースを多めに必要としますの

で、XP（SP2 以上）であれば 2GB 以上、Vista

であれば 3GB 以上のメモリーを推奨していま

す。 

また Plaza 財務会計では総勘定元帳照会並

びに印刷で、期を跨いだ出力が出来ませんでし

たが、Plaza-i では期を跨いで会計期間を指定し

出力することが可能になりました。 

また、Plaza-i は、四半期財務諸表対応、PDF

への出力、グリッド画面のエクセル転送、消費

税の伝票別税抜き処理による消費税申告書の出

力、電子帳簿保存法への対応等、最新の会計シ

ステムが備えるべき機能を備えています。 

従って、Plaza 財務会計のユーザの皆様には、

Plaza のデータがコンバージョン可能で、なお

かつ、最新コンピュータ環境で稼働する、機能

的にも進化した Plaza 財務会計が登場したとお

考えいただければ幸いでございます。 

Plaza-i 給与計算－3 月リリース 

固定資産につきましては、既に、減損会計並

びにリース会計に対応した Plaza-i 固定資産を

ご利用いただいておりますが、給与計算につき

ましても、.NET Framework 環境に対応した

Plaza-i給与計算を本年 3月にリリースいたしま

す。 

Plaza-i 給与計算は、給与台帳、賃金台帳で、

「ゼロ金額を印刷しない」オプションをサポー

トし（無駄な項目を印字しなくなりました）、ま

た、暦年を超えた年月を範囲指定して印字でき

るようになりました。 

また、Plaza-i 給与計算モジュールのみ、移

行期間中については当面 Access2000 の MDB

をサポートします。但し、他の Plaza-i モジュー

ルと同じく、近い将来 Oracle に一本化していく

予定ですので、この機会に Personal Edition も 
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新年は 7日より、通常営業を致します。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

【 ＢＡ 】12/29(土) ～1/6(日) 

28日の営業時間は 17：00迄とさせて頂きます。 

【 あいわ 】12/29(土) ～1/6(日) 

28日の営業時間は 12：00迄とさせて頂きます。 
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Wi-Fi 6 （IEEE802.11ax） 

「Wi-Fi 6」 は、現在、規格策定中の次世代

無線 LAN です。従来、「IEEE802.11ax」の名前

で呼ばれていましたが、10 月 3 日、名称を「Wi-

Fi 6」とすることが、Wi-Fi Alliance から発表さ

れました。末尾の数字の「6」は、第六世代の無

線 LAN 規格であることを示します。また、現行

規格の「IEEE802.11ac」は、名称が「Wi-Fi 5」

に変更になります。 

 

Wi-Fi 5 と Wi-Fi 6 の比較 

  
Wi-Fi 5 

(IEEE802.11ac) 

Wi-Fi 6 

(IEEE802.11ax) 

電波 5GHz 帯のみ 
5GHz 帯、および 

2.4GHz 帯 

通信速度 

(80MHz 幅、1

ストリーム) 

433.3Mbps 600.4Mbps 

最大通信速度 

(160MHz 幅、

8 ストリーム) 

6933Mbps 9607Mbps 

MU-MIMO 
下り通信のみ 

最大 4 ユーザ 

上り・下り、両方 

最大 8 ユーザ 

 

電波 

Wi-Fi 6 は、2.4GHz 帯の電波もサポートさ

れます。2.4GHz 帯の電波は、無線 LAN 以外に

も、多くの機器（電子レンジなど）が使用してお

り、混雑しているため、あまり使い勝手がよく

ありません。 

しかし、周波数の低い電波は、周波数の高い

電波よりも、遠くまで届き、かつ、障害物による

電波の減衰が相対的に少ない特徴があります。

状況によっては、2.4GHz 帯の使用を検討しても

良いでしょう。 

 

通信速度 

Wi-Fi 6 の通信速度は、現行規格の Wi-Fi 5 よ

り、概ね 1.4 倍ほど高速になります。 

上記表の 80MHz 幅、160MHz 幅とは、通信

に使う電波の帯域幅です。広い帯域を確保でき

れば、一度に多くのデータを流せるため、高速

な通信が可能になります。Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 とも、

規格上の帯域幅は最大 160MHz です。 

ストリームとは、通信に使うアンテナの本数

のことです。多くのアンテナを搭載した機器で

あれば、より高速な通信が可能になります。Wi-

Fi 5、Wi-Fi 6 とも、規格上は、最大 8 ストリー

ム（アンテナ 8 本）まで対応しています。 

最大通信速度の数字に注目すれば、1000Mbps

の有線 LAN（1000baseT）よりも高速なように

見えます。 

しかし、人口密集地や空港に近い地域等では、

160MHz の帯域幅を確保することは困難と思わ

れます。アンテナの設置場所や消費電力の問題

から、無線 LAN 子機のストリーム数は 2～3 の

端末が多くを占めています。現在、販売されて

いる無線 LAN 親機は、ストリーム数は 2～4 程

度です。上記のストリーム数は、Wi-Fi 5 の話で

すが、Wi-Fi 6 でも、アンテナ設置場所や、スト

リーム数を増やすことによる消費電力の増加の

問題は同様ですので、Wi-Fi 6 でも同じ傾向にな

ると思われます。 

Wi-Fi 6 は、80MHz 幅、3 ストリームの場合、

1801Mbps の速度になりますが、無線 LAN の通

信は、有線 LAN の通信よりもオーバーヘッドが

大きいため、 1801Mbps の無線 LAN は、

1000Mbps の有線 LAN と、あまり変わらない実

効通信速度になると想定されます。（詳細は

2017 年 11 月のニュースレターをご参照くださ

い。） 

 

MU-MIMO 

MU-MIMO とは、複数台の端末が同時に通信

する場合におけるレスポンスの低下を抑制する

技術です。電波の帯域を分割することにより、

複数のユーザと同時に通信を行います。帯域を

分割して通信する関係上、ユーザ 1 人あたりの

通信速度は低下しますが、順番待ちの必要がな

くなるため、レスポンスの低下を抑制する効果

があります。 

Wi-Fi 5 では、MU-MIMO を適用できるのは

下り方向の通信のみでしたが、Wi-Fi 6 では、上

り・下り、両方の通信に MU-MIMO を適用でき

るようになり、さらに、最大 8 ユーザの同時通

信が可能になります。  
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AIoT 家電の力で家事の生産性改革 

はじめに 

最近、オリエンタルラジオの中田さんが「良

い夫やめた」と宣言してネットでは話題になっ

ていましたが、その中で、「自分でやらなくても

家事はアウトソーシングすれば良い」というよ

うなことを言っていました。特に子供がいる家

庭では、生活における家事の負担は大きいです

が、費用面を考えると、なかなかアウトソーシ

ングという選択はできません。しかし、最近の

賢い家電であれば、少し頑張れば一般的な家庭

でも手が届きます。今回は、実際に使ってみて

家事の生産性向上に効果があると感じた家電

「ヘルシオ ホットクック」をご紹介いたしま

す。 

ヘルシオ ホットクックでできること 

筆者は 3 人の小さい子供がいる 5 人家族で

す。子供がいると家事の量が多くなるだけでな

く、特に子供が小さい場合は、家事に集中でき

る時間が取れません。何とかして家事の負担を

減らすことができないかと思い、勝間和代さん

の「勝間式 超ロジカル家事」という本を読んで

みました。その中で、これは使えるかも、と思っ

たのが「調理家電をフル活用」という内容でし

た。それをきっかけに知ったのが、シャープの

「ヘルシオ ホットクック」（以下、ホットクッ

ク）という家電でした。アマゾンで 6 万円弱だ

ったので、決して安いものではありませんが、

思い切って購入してみました。 

ホットクックは、食材を入れておけば、自動

で調理をしてくれる家電です。ホットクック用

のメニューがあり、そのメニュー通りに切った

食材と調味料を準備します。準備した食材等を

ホットクックの鍋に入れて、メニューを選択し

て調理をスタートすれば、ホットクックが加熱

してくれます。火加減を自動でコントロールし

てくれるだけでなく、「まぜ技ユニット」という

かきまぜ機能が付いており、加熱中のかきまぜ

も自動でやってくれます。そのため、ほったら

かしでも、鍋に焦げ付いたりすることはありま

せん。 

このように、食材を準備すれば、あとはホッ

トクックが作ってくれますので、確実に時短に

なります。ホットクックがすごいのは、時短に

なるだけではなく、誰でもおいしくできる点に

あります。怒られるかもしれませんが、料理が

得意な人を除けば、ホットクックの方がきっと

上手だと思います。更に、ホットクックは水な

しで調理できるので、食材本来のおいしさが凝

縮し、栄養素が通常の料理よりも多く残ります。

「ヘルシオ」という名前の通り、おいしいだけ

でなく、健康にも良いそうです。また、最長 12

時間保温ができるので、直前まで保温しておけ

ば、温かい状態で食べられます。油がはねたり

しないので、周りが汚れない点もメリットです。 

無線 LAN 対応版のホットクックでは、新し

いメニューをホットクックにダウンロードする

ことができますので、メニューが少なくて困る

ということもありません。豊富なメニューのお

かげで、普段なら自分では作らないであろう料

理も手軽にでき、料理の幅が広がるのも良いと

ころだと思います。 

予約機能も付いており、出かける前にホット

クックに食材をセットしておけば、帰宅後にす

ぐに出来立ての状態で食べることができます。

最大で 15 時間の予約調理設定が可能なのです

が、最初に加熱して食品が腐敗しやすい温度を

避けて保温してから、最後に仕上げるので、食

中毒などを心配せずに予約することができます。

無線 LAN 対応版では、「COCORO KITCHEN」

というスマホアプリと連動でき、帰宅が遅くな

ってしまった場合なども、スマホで出来上がり

時間を変更できます。 

安くはなさそうですが、ヘルシオデリという、

メニューに合わせて下ごしらえをした食材と調

味料などがセットになった料理キットを宅配し

てくれるサービスもあるようです。ここまでく

ると、買って、鍋に入れて、食べた後にホットク

ックを洗うだけ、になります。 

シャープは、AIoT という AI と IoT を組み合

わせた造語を提唱しています。IoT でインターネ

ットに家電を繋いで情報を集め、AI で最適な提

案をするそうです。ホットクックも、「今日の料

理は星いくつですか？」と聞いてきて、料理の

好みを集計しています。また、集めた過去の履

歴や季節などのデータを参照して、今日のおす

すめメニューを提案してくれます。AI 機能は進

化の過程にあると思いますが、将来的には、「献

立を考える」という作業の負担も減らしてくれ

るかもしれません。 
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おわりに 

人口が減り共働き世帯が増えている日本で

は、生産性革命は、仕事だけではなく家庭でも

求められています。うちは専業主婦だから大丈

夫だと思う人もいるかもしれませんが、専業主

婦は休みがゼロであり自分の時間がなく逆に大

変だ、仕事をしている方が楽だ、という意見も

あります。仕事だけではなく、家事についても

生産性の向上は、現代の大きな課題と言って良

いのではないでしょうか。 

ホットクックが利用者に評価されるのは、時

短と同時に、健康的でおいしい食事が家庭でで

きる、という点にあるようです。仕事でも家庭

でも、生産性改革のポイントは、やはり、単に時

間が短くなるだけでなく、アウトプットの質も

向上するという点にあるのだと思います。 

                            

組織階層別財務諸表のススメ     

はじめに 

「いつも、仕訳明細照会をエクセルに出力し

て、ピボットして部門長に送付する業務が面倒

なんですよね」 

サポート対応がひと段落して、近況をお話し

されている時に、ユーザ様から聞いた言葉でし

た。 

何故、ピボットする事が必要？ 

「組織別財務諸表」を利用せず、仕訳明細照

会からエクセルを出力して、しかもピボットを

利用して作成しているかの理由を紐といていく

と、“入力組織”と“管理組織”の単位が、導入

当初と異なっていることがわかりました。 

Plaza-i 導入時は、基幹側の入力組織の単位

と管理会計の組織の単位は同じでした。 

つまり売上伝票に“販売課”と入力したら、

管理会計上でも“販売課”で利益を確認できれ

ば要望を満たせており、売上組織が売上仕訳明

細の組織になる事から、仕訳明細の組織の単位

で横展開する「組織別財務諸表」のみの利用で

問題ありませんでした。 

月日は流れ従業員が多くなり、それに伴って、

組織体系の階層が深くなりました。以前の“販

売課”が“販売 1 課”と“販売 2 課”のように

細かくなりました。但し、管理会計では、以前と

同じ階層で管理したい、つまり、“販売課”とい

う単位で確認したいという要望でした。 

仕訳明細の組織を横展開する「組織別財務諸

表」だと“販売１課・販売 2 課”とデータを集

計するので細かすぎます。よって、仕訳明細照

会をエクセルに落とし、“販売 1 課・販売 2 課”

を“販売課”にして手動で部門別損益計算書を

作成されていました。 

組織単位が違う場合は・・・ 

仕訳明細上の組織と、管理したい組織の単位

が異なる場合、Plaza-i では「組織階層別財務諸

表」を利用をお奨めしております。 

「組織階層別財務諸表」は、組織コード順に

単純に横展開した組織別財務諸表でなく、任意

の複数の組織を集計して表現する事が可能です。 

つまり、部レベルの組織体系や課レベルの組

織体系で組織別財務諸表を出力することが出来

ます。 

また、組織階層別財務諸表で表現する組織体

系はいくつも登録可能ですので、今期の組織体

系に基づき、過去の組織コードを出力したい各

コラムの内容として定義することにより、過年

度の会計期間を指定しても、今期の組織体系で

財務諸表を出力することも出来ます。 

セットアップして試してみましょう 

「組織階層別財務諸表」を利用するには、階

層構造定義マスターの設定が必要です（詳細な

セットアップ方法は、ユーザズガイド、USR、

セットアップ（章）、階層構造定義マスター（節）

をご覧下さい）。 

Plaza-i のマスターのセットアップは、取引

データが作成される前、つまり、入力する前に

適切にセットアップしておくべきですが、階層

構造定義マスターは、組織階層別財務諸表を出

力する度に、組織階層別の横カラムを階層構造

定義マスターより決定する構造ですので、セッ

トアップが間違ったからといってデータが壊れ

る類のマスターではありません。 

是非、セットアップを行い、どのよう組織階

層別財務諸表を出力されるか体験して頂ければ

と思います。 
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Windows Server 重複除去機能について 

Windows2012 以降からデータ重複除去機能

が追加されました。データ重複除去機能とは簡

単に言うとデータの重なる部分を見つけて纏め、

効率的にディスク容量を使用することができま

す。データ重複除去機能はデータ用の NTFS ボ

リュームでサポートされます。主に NAS やファ

イルサーバなどの大容量ディスクを必要とする

環境で一般的に使用されます。ZIP 圧縮や NTFS

圧縮よりもはるかに圧縮率が高く、最大で 50%

以上のディスク領域の節約を行うことができま

す。2016 からは機能が追加され最適化処理が向

上されたことや、最大で 64TB までボリューム

の重複除去がサポートされるまでになりました。

実際にどの程度圧縮されるのか、またサーバへ

の負荷はどの程度か検証を今回行いました。 

 

設定自体は容易に行うことができます。役割

の追加→ファイルサービスから「データ重複除

去」を追加し、ボリュームを作成した上で適用

したいボリュームにデータ重複除去のタイプを

選択します。一般的なファイルサーバで使用す

る場合には汎用ファイルサーバを選択します。

次に対象とする期間を設定します。また除外し

たい、拡張子やフォルダを登録することで除外

対象から外すことが可能です。 

 

 

どの程度圧縮されるか確認したところ、約

75%程度の除去率を記録することができました。

弊社がテストしたのは主に Plaza-i のデータで

数年分保管し検証いたしました。保存されるデ

ータや種類によって結果は異なりますが、いず

れにしても今回の結果から高い圧縮率を記録す

ることができるとみて取ることができます。な

お今回は使用していませんが、事前に容量を見

積もることができる ddpeval.exe コマンドも提

供されております。 

 

 

最適化処理はバックグラウンドで行われる

ため、ユーザが意識することはありません。実

際にファイルサーバとして使用する分には機能

の劣化はほぼないとみて取れます。 

 

ARCServe などのバックアップソフトウェ

アでバックアップを行うことが可能です。ただ

し、バックアップソフトウェアによっては非対

応の可能性もあるため、詳細は各メーカーに確

認する必要があります。メリットばかりの機能

ですが、デメリットとしては、リストアする際

に容量を見積もることが困難な点が上げられま

す。実際のバックアップデータよりも、十分な

ディスクを用意しリストアを行う必要がありま

す。 

 

ファイルサーバ以外で使用する用途のサー

バ、特にレスポンスを重視する基幹サーバなど

には極力避けた方が無難です。近年、ファイル

サーバをクラウドに移行する流れではあります

が、コストを抑え容量を効率的に使用したい会

社には有効な技術であるといえます。またクラ

ウドの二次バックアップ先として使用する運用

も考えられる使用方法と上げられます。Window 

Server 2008 R2 のサポート期限ももうじき 1 年

を残すのみとなりました。ファイルサーバのリ

プレースをご検討されておりましたら、検討材

料の一つとして加えて頂ければと存じます。弊

社からも NAS 装置などのご提案が可能ですの

で、必要があれば技術サポート部までご用命く

だされば情報等をご提供、ご提案させて頂きま

す。（技術サポート部：内線 73） 
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Plaza-i 機能ご紹介 

施工プロジェクト機能 
                      

はじめに 

今回は物販を扱う SOE販売管理システムか

ら施工プロジェクト機能をご紹介致します。こ

ちらは、PRJ プロジェクト管理システムで発生

した原価を販売管理システムへ連動できる機能

で、販売管理システムで商品の納品だけではな

く、導入、据付の原価管理を詳細に行うことが

できます。 

原価を詳細に管理する 

これまで販売管理システムで受注伝票など

の明細の原価の積上げの方法としては、受注伝

票の調達指示を展開してからの仕入、在庫から

引当により仕掛の投入を行い、仕掛から完成品

を計上して売上原価とする機能がありました。 

施工プロジェクト機能では調達指示からの

入力は行わず、プロジェクト管理システムから

実行予算を作成し、実行予算のタスク明細の単

位で原価を連動させます。 

連動する原価 

実行予算のタスク明細は受注伝票の商品集

計と実行予算のタスク集計を連動させ作成しま

す。タスク集計の設定の方法で、社内人件費も

しくは外部費用(外部発注、資材投入、諸経費)に

分けます。社内人件費は作業者が業務日報もし

くはタイムレポートを入力し、作成するプロジ

ェクト取引と連携します。原価金額は、事前に

設定した原価単価×時間で算出します。外部費

用については、外注を行う場合に発注伝票を作

成する外部発注、入出庫依頼を利用してパーツ

等作業に必要な資材を在庫から投入する資材投

入、仕入付随費用から諸経費を入力し、受注伝

票に原価として取り込むことも可能です。 

外部帳票への対応 

受注明細ごとに社内人件費、外部発注、資材

投入、諸経費を設定しますが、お客様への見積

書や請求書には細かい内訳を表示させずに１行

にまとめて出力したい、という場合には、セッ

ト品入力機能を利用して、１行でまとめること

も可能です。また、セット品入力で入力したい

わゆる親行(タイトル)と社内人件費などの子行

(内訳)を出力することも可能です。 

機能を発揮できる業態 

商品の販売だけではなく、設置、据付など作

業まで行う業態で効果を発揮します。 

機械等の設計・据付工事のように、機械の販

売だけではなく、自社で設置や据付けを行うと

いう業務が挙げられます。例えば、工場のライ

ンを構成する機械を納品後に据付作業を行う、

IT 分野であれば、サーバなどハードだけではな

く、ソフトウェアの納品や、セットアップの作

業まで行う場合の原価管理が挙げられます。後

述のプロジェクト管理を単独で使うかどうかに

も関連しますが、作業タスクが定型化しており、

かつなるべく少ないということが望ましいです。 

プロジェクト管理を単独で使う場合 

PRJ プロジェクト管理システムにも売上計

上、請求作成等、販売に関連する機能がありま

すが、使い分けについて紹介します。施工プロ

ジェクト機能は受注明細行ごとに実行予算のタ

スク明細を作成しますので、作業に関するタス

クが多い場合はその分受注明細が増えますので、

受注明細が多くなり、販売側の管理が煩雑にな

る恐れがあります。受注明細と実行予算のタス

クが一対多となる、実行予算のタスクの数が多

い、という場合はプロジェクト管理システムの

みで管理した方が管理しやすいです。また、施

工プロジェクト機能は明細行ごとに入出庫確認

を行うことによって計上を行い、分納はできま

せん。つまり、明細ごとの完成基準となります

ので、進行基準で計上する場合は、プロジェク

ト管理システムのみの管理となります。 

終わりに 

今回は施工プロジェクト機能をご紹介させ

て頂きました。これまで受発注や原価の内訳を

詳細に管理したい。といったこともまずは弊社

サポートにご相談下さい。 

ここでご紹介させて頂いた機能の利用の検

討はもちろん、様々なプランをご提案させて頂

きます。 
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Plaza-i 機能ご紹介 

商品マスター外部データ取込 
                      

はじめに 

V2.01.58（2018 年 5 月リリース）で新たに

追加された、商品マスター、及び関連マスター

の外部データ取込機能をご紹介いたします。 

今回ご紹介する取込機能を利用することで、

USR データ受入での一括取込に比べて、安全か

つ効率的なデータ取込が可能となります。 

商品マスターの取込 

受注伝票外部データ取込や得意先マスター

外部データ取込等と同様に、CSV ファイル、

Excel ファイル等からデータを一括で取り込み

ます。 

商品マスターは取込すべき項目（フィールド）

が非常に多いマスターですが、商品管理区分マ

スターにディフォルト値を登録しておくことで、

取込ファイルの定義をシンプルに保ちます。 

取り込むデータの中に Plaza-i に登録済みの

商品がある場合、システムは外部データの値で

マスターを更新するかどうかを選択可能です。 

また、取り込むデータの中に同じ商品が重複

している場合も、システムは事前にチェックを

行います。 

関連マスターの同時取込 

商品マスターの取込と同時に、調達商品ファ

シリティマスター、商品単価マスター、商品拡

張情報マスターも同時に取り込むことが可能で

す。 

調達商品ファシリティマスターは、商品マス

ターと同様に、ディフォルト値を事前に登録し

ておくことで、調達先取引先（仕入先）、購買担

当者等、各商品によって異なる項目のみ、外部

ファイルから取込を行います。 

新しい商品の登録だけでなく、登録済みの商

品の単価改定も 1 回の取込で同時に行うことが

できます。 

商品の画像や仕様、用尺情報等、プライスリ

ストやカタログに記載する商品の拡張情報も商

品マスターの一部として、同時に取り込むこと

が可能です。 

ジョブスケジュールによる夜間取込 

以上の機能は、他の多くの取込機能と同様に、

Plaza-iのメニューから取込みを行うだけでなく、

Oracle スケジューラジョブによる夜間自動取込

に対応しています。 

おわりに 

ご不明な点や、より詳細な説明を聞きたいと

いう場合は、弊社コンサルタントやサポート担

当（内線 72）へお問合せください。 

 
 

Plaza-i 消費税改正に向けて 

（2019 年 10 月 10%施行予定）2 

                    

はじめに 

いよいよ 1 年後、2019 年 10 月より消費税

10％・軽減税率制度が施行されます。 

2018 年 5 月 NL Vol.183 では「Plaza-i 消費

税改正に向けて（2019 年 10 月 10%施行予定）」

というタイトル（以下、「前回号」）で、経過措

置対象外となっている保守契約ビジネス

（Plaza-i サービス業販売管理システム）を例に

紹介しました。 

前回号を少し振り返りながら、1 年後に控え

た 2019 年 10 月消費税改正、さらにその次に控

えた 2023 年 10 月適格請求書等保存方式（イン

ボイス方式）への準備に向けて、国税庁の公開

資料などを参考にご案内します。 

概要 

●前回号より施行前チェックの振り返り 

保守契約ビジネス（主に Plaza-i サービス業

販売管理システムを利用している場合）の運用

では、以下のような方針を事前にチェックし決

定しておく必要があります。 

①未請求分契約に対する新税率請求書発行方針 

②請求済契約に対する消費税差額の請求方針 

③消費税差額請求する場合の会計処理方針 

④消費税差額請求しない場合の会計処理方針 

⑤消費税差額更新時期 

⑥新税率のマスター登録時期（消費税率マスタ） 

https://www.ba-net.co.jp/news/20180528/
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⑦その他処理手順 

・消費税差額の請求書発行処理手順？ 

・消費税差額の会計処理手順？ 

・消費税改正に向けたロードマップ？ 

など。 

詳細については、前回号をご参照下さい。 

●2023 年 10 月も視野に計画しましょう。 

★請求書記載事項の比較 

 請求書の様式 

記載事項 

現行 

請求書等

保存方式 

区分記載

請求書等 

保存方式 

適格請求

書等保存

方式 

①請求書発行者の氏名

又は名称 
〇 〇 〇 

②取引年月日 〇 〇 〇 

③取引内容 〇 〇 〇 

④取引金額 〇 〇 〇 

⑤請求書受領者の氏名

又は名称 
〇 〇 〇 

⑥軽減税率の対象品目

である旨 
  ● 〇 

⑦税率毎に合計した対

価の額及び適用税率 
  

● 

税込 

〇税抜 

又は税込 

⑧税率毎に合計した消

費税額 
    ● 

⑨適格請求書発行事業

者の登録番号 
    ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★施行スケジュールの比較 

 

→詳細はこちら（出展：国税庁 消費税軽減

税率制度の手引き 平成 30 年 8 月版 6 頁） 

★2023 年 10 月からの適格請求書発行事業者に

なるための登録手順について 

 

 

 

 

 

https://www.ba-net.co.jp/news/20180528/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01-1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01-1.htm
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→詳細はこちら（出展：国税庁 消費税軽減

税率制度の手引き 平成 30 年 8 月版 64 頁） 

 

★帳簿及び請求書等の記載事項の比較 

 

→詳細はこちら（出展：国税庁 消費税軽減

税率制度の手引き 平成 30 年 8 月版 65 頁） 

 

★軽減税率制度への対応に向けて次のチェック

をしてみましょう。 

 
→詳細はこちら（出典：国税庁 軽減税率制

度への対応には準備が必要です！（リーフレッ

ト） 平成 30 年 7 月版 4 頁） 

おわりに 

2019 年 10 月消費税率 10%・軽減税率制度

の施行（Do 実行）まで、後１年となりました。

前回 8％時の対応を振り返り（Check 評価→

Action 改善）、余裕をもって準備（Plan 計画）

されることをお勧めします。本件に関するご意

見、ご相談などございましたら、是非弊社サポ

ート担当もしくは弊社 HP からお問い合わせ下

さい。 

尚、税法上の判断は、貴社内もしくは貴社顧

問税理士にご相談の上、決定していただく性質

のものであることを、ご了承下さい。 

 

出典：国税庁 https://www.nta.go.jp/ 

 

 

最新の Plaza-i バージョン情報 

平成 30 年 11 月 20 日現在までリリースし

ております最新のバージョン情報をお届けしま

す。 

 

Plaza-i.NET  V2.01.61.06  

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01-1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01-1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01-1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01-1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/06.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/06.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/06.pdf
http://www.ba-net.co.jp/
https://www.nta.go.jp/
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国内投資（賃上げ・設備投資） 

の加速化に向けて 

                    

現在、法人税では中小企業者等（注 1）以外の

法人（大法人）で国内投資（賃上げ・設備投資）

に積極的な法人とそうでない法人に対し、アメ

とムチの税制が存在します。 

 

〈賃上げ及び投資促進税制〉 

アメにあたる税制の代表例は賃上げ及び投資

促進税制（所得拡大促進税制の改組）です。 

青色申告書を提出する大法人は、平成 30 年 4

月 1 日から平成 33 年 3 月 31 日までの間に開始

する各事業年度において国内雇用者の給与につ

いて、下記①及び②の要件を満たすことで、給

与増加額の 15％（教育訓練費等の人材投資を増

加させた場合には、20％）相当額（法人税額の

20％を限度）の税額控除が認められます。 

 

要件 

①継続雇用者給与等支給額（注２）が継続雇用者比

較給与等支給額（注３）よりも 3％以上増加してい

ること（賃金要件） 

②国内設備投資額が減価償却費の総額の 90％

以上であること（設備投資要件） 

 大法人に対する本税制は、以前の所得拡大促

進税制に設備投資要件が加わったイメージとな

ります。なお、以前の控除割合は 10％でしたが、

15％（又は 20％）へ割合が増加しました。 

 

〈研究開発税制〉 

 一方、ムチにあたる税制の代表例は研究開発

税制（試験研究を行った場合の税額控除制度）

です。 

 青色申告書を提出する大法人は試験研究費の

増減率に応じて、試験研究費の総額の 6％から

10％相当額（法人税額の 25％を限度）の税額控

除が認められます。 

以前は青色申告書の提出さえあれば適用が可

能でしたが、平成 30 年 4 月 1 日から平成 33 年

3月 31日までの間に開始する各事業年度におい

ては、下記①又は②のいずれかの要件を満たさ

ない限り、大法人は税額控除が適用できないこ

とになりました。 

要件 

①継続雇用者給与等支給額（注２）が継続雇用者比

較給与等支給額（注３）を超えること（賃金要件） 

②国内設備投資額が減価償却費の総額の 10％

を超えること（設備投資要件） 

 なお、適用事業年度の所得の金額が前期の所

得の金額以下の事業年度にあっては、上記の要

件を満たす必要はありません。ただし、所得が

拡大している状況において、賃上げや設備投資

に積極的でない大法人については、今までほぼ

無条件で認められていた試験研究費の税額控除

が適用できないことになりました。 

 

〈終わりに〉 

 大法人向けのアメとムチの税制は、平成 30 年

度税制改正において創設されました。創設の趣

旨は、大法人に対して企業収益の増加を生産性

向上のための設備投資や人材投資に向かわせ、

持続的な賃上げを税制から後押しするためのも

のと言えます。時限的な税制で経済の好循環を

作り出すことができるでしょうか・・・ 

 

〈用語の解説〉 

（注１）中小企業者等とは資本金の額又は出資

金の額が 1 億円以下である法人（大規模法人の

子会社、一定の関連会社は除く）をいいます。 

※大規模法人とは、資本金の額若しくは出資金

の額が 1 億円超の法人等をいいます。 

（注２）継続雇用者給与等支給額とは、法人の

適用年度及び前事業年度の期間内の各月におい

てその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者

(雇用保険法の一般被保険者に限られ、一定の高

年齢者を除くこととされています。)に対する適

用年度の給与等の支給額をいいます。 

（注３）継続雇用者比較給与等支給額とは、法

人の適用年度の前事業年度の給与等の支給額を

いいます。  
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所得税の確定申告 

１．はじめに 

今年も残すところ 1 ヵ月となり、所得税確定申

告の時期も近づいてきましたので、今回の申告

より変更された制度と近年変更されものでまだ

馴染みの薄いと思われる制度をご紹介します。 

 

２．H30 年分の申告より適用される制度 

①配偶者控除、配偶者特別控除の見直し 

平成 29 年度改正により、配偶者控除及

び配偶者特別控除の見直しが行われ、本

年より適用されています。 

従来、給与所得者の収入金額に制限はあ

りませんでしたが、本年からは 1,220 万

円を超える場合の配偶者控除及び配偶

者特別控除の適用がなくなりました。 

配偶者特別控除の控除は、対象となる配

偶者(給与所得者)の収入金額が従来は

103 万円超 141 万円以下でしたが、改正

により 103 万円超 201 万円以下となり

ました。  

 

②e-TAX 手続き簡略化 

e-TAX による電子申告について従来

のマイナンバーカードの取得をし、利用

開始届出書を提出の上、ID･パスワード

を取得して申告書の提出を行っていま

したが、マイナンバーカードと IC カー

ドリーダで申告書を提出できるように

なりました。 

また、マイナンバーカードが無くても

税務署で職員の対面により本人確認に

より交付を受けた e-TAX 用の ID・パス

ワードを用いて申告書の作成・送信がで

きる様になり、スマートフォンで申告ま

で行えるようになります。 

３．既に適用されている制度 

①医療費控除の提出書類の簡略化 

平成 29 年分の確定申告から医療費控

除を受ける場合に、「医療費控除の明細

書」を提出することにより、医療費の領

収書の提出又は提示は不要となりました。

経過措置として平成 31 年分の確定申告

までは、従来通り領収書の提出又は提示

によることもできます。 

なお、明細書は国税庁の HP の「確定

申告書等作成コーナー」で作成すること

ができます。 

 

②セルフメディケーション税制 

平成 29 年の確定申告より「セルフメデ

ィケーション税制」が始まっています。 

「セルフメディケーション税制」とは、

スイッチOTC医薬品の購入が12,000円

を超えた場合、超えた部分(上限 88,000

円)に対して、医療費が 10 万円を超えな

い場合においても医療費控除が受けら

れる制度です。 

この制度は、健康の保持増進及び疾病

の予防として「一定の取り組みを行って

いる者」を対象としていますが、勤務先

で実施されている定期健康診断の受診

で要件を満たすため大半の方が該当し

ていると思われます。 

 

③上場株式等の譲渡所得と配当所得におけ 

る所得税と住民税の課税方式の選択 

上場株式等の譲渡所得について、申告

不要制度、申告分離課税、総合課税(配当

所得のみ)のいずれかの課税方式を選択

した上で、所得税で選択した方式が住民

税でも適用される運用となっていました

が、平成 29 年度の税制改正により、平成

29 年分の確定申告から所得税の確定申

告書とは別に住民税の確定申告書を提出

することで、所得税と住民税で異なる課

税方式の選択ができる様になりました。

これにより、 

・ 配当所得について、年金生活者など

で課税所得金額が少額な方は、所得
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税で総合課税を選択し配当控除を受

け、住民税は申告不要制度を選択す

ることにより、従来申告することに

よって課されていた10%の住民税が、

源泉徴収される 5%となり納税額を

少なくできる可能性があります。 

・ 給与所得者以外の国民健康保険･後

期高齢者の被保険者については、上

場株式等の譲渡所得・配当所得につ

いて、所得税は申告分離課税(損益通

算等)、住民税は申告不要制度を選択

することで、住民税の申告を基に算

出される国民健康保険料なども増加

せず税金以外のメリットを受けるこ

とができる可能性があります。 

 

４．おわりに 

税の世界においてもペーパーレス化、電子化

の動きが取り入れられつつあります。納税者に

とっては年一回のことですので慣れることは無

いかも知れませんが、スマートフォンで完結で

きる点など手軽になりつつあります。 

今回、確定申告によって税の恩恵が受けられ

る方が拡大しましたので、対象となる方は是非

節税を図ってみてはいかがでしょうか。                              



 

 

  

  

Visit our web sites at 

http://www.ba-net.co.jp 

http://plaza-i.net 

http://www.aiwa-tax.or.jp 

 

 

http://www.aiwa-tax.or.jp 
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