繰延資産

開業のための市場調査費・交通費等（準備期 繰延資産となり、償却は任意償却
間が長期の場合前年以前の支出も含む）
※開業時に全額償却可

原則、上記同様
建築費・内装費・医療機器等

法定耐用年数で期間按分による経費計上。
建築費以外で定率法使用の場合は届出要

２ 事業所得の
計算ポイント
《総収入金額》
ポイント１ 医療関係
の収入は、その性格から
①保険診療収入②自由診
療収入③上記以外の医業
関連の収入の３つに区分
し集計します。
ポイント２ 収入計上
時点は診療終了時であ




合、保険診療収入は点数
換算により計上すること
になります。
《必要経費》
ポイント１ 経費計上
時期も収入計上時期と同
じく財または役務提供が
あった時ですので、未払
金計上を正確に行うこと
が大切です。
ポイント２ 概算経費
額（措置法 条）について
2
6

総収入金額から控除す
る必要経費の計算にあた
り、社会保険診療報酬の
年間合計額が５千万円以
下である場合、社会保険
診療収入に関する必要経
費については通常の実額
による方法のほか、４段
階による概算経費率で計
算することも選択により
認められています（自由

診療がいくらあってもＯ
Ｋ）。
なお、 確定申告書に
「措置法 条」と記載する
ことが要件です。また、
実額経費での確定申告を
修正申告で概算経費に切
り替えはできません。
※具体的な計算方法、
記載方法は本紙２月 日
号 確定申告特集 で解
説。

ポイント３ その他注
意すべき経費処理等を一
覧表示しましたので、参
考にしてください（表）。

中谷 光之 （税理士）

赤字は３年間、黒字と相殺

り、診療報酬請求時や入
金時ではないため、未収
入金計上を正確に行うこ
とが大切です。なお、保
険診療収入に関しては、
源泉所得税控除前の金額
が収入となり、差し引か
れた源泉所得税は確定申
告により精算されます。
また、措置法 条（４
段階経費）を採用した場

⑱
医療人として ●
憲法９条、 条を守ろう
「おおさか医科･歯科九条の会」

ぬかと思った。もうあん
な恐い思いはしたくな
い。戦争は絶対にしたら
あかん」と、戦後言って
いた。
戦争の拡大に伴い、

３ 青色申告について
個人医療機関の開業初
年度は臨時の経費も多
く、年の中途で開業すれ
ば診療期間も１年に満た
ないことから赤字になる

ケースも多くみられます。
この場合、青色申告者
（青色申告の申請書を所
定の期日までに提出要）
であれば、その年の赤字
を翌年以後３年間繰り越
しでき、以後の黒字所得
と相殺できるので、２年
目以後の節税メリットが
あります。青色申告者に
はこのほか、青色専従者
給与・青色申告特別控除
・医療機器の特別償却等
の各種特典もあります。

４ その他
①個人事業税（地方税）
個人開業医は事業者と
なるため、自由診療に係
る所得から事業主控除額
２９０万円（事業期間が
１年に満たない場合は月
割額）を差し引いた５％
額が、新たに個人事業税
として課税されます。
②消費税
個人の医療機関で消費
税の納税義務が生じるの
は、一般に消費税の課税
対象である自由診療の売

「ほしがりません、勝つ れ、 日に日本はポツダ
ま で は ！ 」「 贅 沢 は 敵 ム宣言を受け入れ戦争は
だ！」などの経済統制が 終わりを迎えた。
僕の育った村でも何人
厳しくなった。特に食糧
不足はひどくなり、母が かの若者が命を落とし
た。父親が亡くなった友
慣れない畑仕事をして、
達がいた。「戦争未亡人」
何とか飢えをしのいだよ
と呼ばれる夫
を亡くした婦
人、息子を亡
くした母親も
いた。
飯道 利幸 （歯科医師）
戦争とは、
父や夫、息子
を亡くすことだったので
ある。こんなことは、も
う沢山だ。死ぬのはいや
や！
昭和 年日本国憲法が
公布され、戦争の放棄が
うである。
昭和 年３月、本土へ
の無差別爆撃が始まり、
多くの街が廃墟と化し
た。８月６日広島に、９
日長崎に原爆が投下さ

「死ぬのはいやや！」

ら、隊伍を組
んで村中を行
進していた。
ついに僕の
父に赤紙がき
た。祖母、母、
子供３人、ど
んなに心細かったことだ
ろう。父は千人針を腹に
巻きつけ入隊した。
極寒の満州へ送られた
父は、「寒いといったも
のじゃなかった。凍え死

上高が１千万円を超えた
年の翌々年からというこ
とになります。
ただし、開業年度等、
多額の設備投資等がある
場合、税務署に「消費税
課税事業者選択届出書」
を提出期限までに提出
し、消費税の還付を受け
ることも可能です。
なお、いったん課税事
業者を選択すると最低２
年間は継続しなければな
らないため、今後の収入
経費を予測（シミュレー
ション）して有利不利を
判断する必要があります。
最後に、医療機関の開
設年度は、
「医院設定～広
告～人材確保等」と事務
手続き以外の業務に振り
回され、税務関係の届出
等が後回しになりがちの
ため、失念や判断ミスに
より税務上不利となるケ
ースも見受けられます。
開業にあたっては、早
期から税理士等専門家に
よるサポートが必要でし
ょう。

うたわれた。
今、戦後 年が過ぎ、
戦争体験者はだんだんと
少なくなりつつある。戦
争のことを次の世代にど
うやって伝えていけばい
いのだろうか。
現在の豊かな生活は、
長い間戦争をしなかった
ことにより得られたもの
である。憲法９条は絶対
に守りたいものである。
◇
「おおさか医科・歯科
九条の会」では、「平和
憲法を守ろう」とのアピ
ールへの賛同を呼びかけ
ています。賛同いただけ
る方は、事務局までご連
絡ください。

                                     

事業所得は前記①②と
は異なり、自分で所得を
計算し申告書に記入しま
す。事業所得の計算は次
のとおりです。
総収入金額 必要経費
＝事業所得の金額
具体的には、申告区分
（白色または青色）によ
り計算書を申告書に添付
します。



ので、確定申告する必要
はありません。しかし、
（平成 ）年中に退職した
場合、定率減税を受けて
いませんので、同減税を
受けるためには確定申告
をする必要があります。
この場合も勤務先より
証明された「退職所得の
源泉徴収票」をもとに申
告書に記入します。
③事業所得








開業初年度 青色で節税
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１

家事関連費 交際費・福利厚生費・ガソリン代・通信費・ 合理的に区分し家事費は院長貸へ振替
建物や乗用車の償却費等
（特に医院と住居が同建物の場合は要注意）



2
6

ら退職に際して支払いを
受ける退職金 （退職所
得）③開業後の医業から
生じた所得（事業所得）
に区分されます。

テナント保証金の消滅金額

0
6

2
5

昭和 年、奈良の田舎
で生まれ育った僕は、す
さまじい戦争の体験はな
い。しかし、山奥の小さ
な村でさえ、 あっちの
家、こっちの家に赤紙が
きて「万歳、万歳」の声
に見送られ、若者が出征
して行った。子供達は戦
争ごっこをしていた。幟
（のぼり） を先頭に
「勝ってくるぞと勇まし
く…」と大声で歌いなが
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１ 各所得と申告

５年（60カ月）の均等償却
初年度は月割計算

①給与所得
勤務先より証明を受け
た「給与所得の源泉徴収
票」から申告書に記入し
ます（年の中途で退職し
た場合は、年末調整が行
われていません）。
②退職所得
「退職所得の受給に関
する申告書」を退職金の
支払者に提出している方
については、源泉徴収だ
けで所得税の課税関係が
終了（分離課税）します
一個または一組の購入金額が10万円以上20万 一括償却資産として個々に管理しないで３年
円未満
間で一括償却（取得価額の1/3）

日から確定申告が始
まる。協会顧問税理士団
から申告にあたってのポ
イントを、３回にわたり
掲載してもらう。
（経税部）

医薬品、診療材料等の仕入原価

1
8

1
3

確定申告は、その年中
に発生したすべての所得
の合計額から所得控除等
を差し引き、納付すべき
税額（源泉徴収税額等差
引）の計算結果を税務署
へ提出、納付（原則翌年
３月 日まで）する手続
きをいいます。
なお、勤務医が独立開
業した年の所得は、一般
に①勤務先の医院から支
払いを受ける給与（給与
所得）②勤務先の医院か

事業に供した日に全額必要経費算入
少額減価償 一個または一組の購入金額が10万円未満
却資産

1
5

2
1

年末未使用の棚卸を差し引いて算出
※棚卸分の消費税加算を忘れずに
売上原価

2
6

2
0

処 理 等



保険医協会・歯科医師会の入会金

減価償却
資産

1
5

1
6

注意すべき経費処理の一覧
表

容
内
科 目

2007年2月5日（５、15、25日発行）
（２）
（第三種郵便物認可）

大阪歯科保険医新聞

