はじめに
今回の確定申告にあた
り︑税務調査で所得の計
算上問題になりやすい医

いか注意する︒
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〜２月の自費入金をチェ

を忘れることがある︒１

される場合には未収計上

場合や翌年に受領が延期

約内容等に基づき︑収入

については︑患者との契

数年の治療を要するもの

︵５︶矯正治療など通常

いようにする︒

等の売却収入や国保の乳

収入には︑歯科用貴金属

売収入等が含まれる︒雑

ス等の口腔衛生材料の販

作成料︑歯ブラシやフロ

療︑予防接種料︑診断書

︵４︶事業所得と他の所

はできない︒

の所得から差し引くこと

いようにする︒

︵未収計上を含む︶のな

な ど が 含 ま れ る︒ 漏 れ

護保険の認定調査委託料

幼児医療協力手数料︑介

を計上することになる︒

また︑自賠責等の報酬

ハ．その他の自由診療

ックしておく︒

間を経てから入金される

は︑請求してから相当期
で管理する︒収入明細表

その他の自費収入に

ク等を入れ︑整合性を確

税理士

確定申告における収入計算の留意点

保護﹂の金額を合計する︒ チェックする︒

は︑健診費用︑自賠責診

収入及び雑収入

は請求日の確認を忘れな

ため︑年度がずれること

見られて︑調査で自費漏

があるので︑診療日また

①領収書控え︑②窓口

れを指摘されるケースが

等で管理している場合

日計表︑③歯科における

ある︒

は︑現金管理が不十分と

委託技工料やインプラン

認しておく︒

﹁振込通知書﹂を元に点

ト等の仕入︑産婦人科に

税 務 調 査 で は︑
﹁支払

数に基づく収入金額と︑

︵３︶院長家族や親戚︑

調書﹂
﹁合計表﹂ 月々 の

実額計算に基づく収入金

︵２︶実額による所得

一部負担金の窓口収入

保険診療収入が５千万

険・自費・雑収入の合計

については︑実際の入金

おける麻酔薬︑ピル等の

スタッフ等に対して無償

円を超える場合又は︑保

が７千万円を超える場合

額との差額を収入漏れと

仕入など診療科目特有の

計算の注意点

業収入とそれ以外の収入

には︑措置法は適用され
金額で計算する︒一部負
して問題にすることがあ

２．その他収入

について解説する︒

ず実額で所得計算をする
担金をもらわない﹁診療

るものの検討︒

ことになる︒計算もれが

雑所得の収入金額となり

得の赤字で損益通算でき

個人の場合︑医業所得

で自費治療を行った場合

①一定の居住用財産の買

に は︑
﹁原価相当分﹂ を

換え等︑特定の居住用財

自由診療に直結する仕入

経費︵書籍代︑交通費実

産の譲渡損失︒

や外注費の請求書︒その

費など︶を差し引くこと

②ゴルフ会員権︵ゴルフ

る︒差額の原因を把握し

とそれ以外の所得は区分

ができる︵赤字となって

ておく︒

して計算する仕組みとな

も他の所得との通算はで

値引﹂については︑値引

家事消費や現物給与とみ

る︒

後の金額を収入として集

なされて︑自由診療収入

︵１︶校医や嘱託医とし

収入は発生主義で計算

他︑アポイント帳に治療

の計上漏れと指摘される

ないよう注意する︒

内容が記入されているケ

ことがある︒

計する︒

ースもあるので︑記載方

月

法については注意する︒

する︒税務調査で︑
翌年に一部負担金をも

︵１︶税務調査で特に問

の年間﹁支払調書﹂及び
中に診療しているが保険

題になるのが︑自由診療

ロ．自由診療収入

国保連合会﹁合計表﹂の
ら う 分 に つ い て は︑﹁ 窓

場が倒産するなどして︑

口未収金﹂として今年度

きない︶
︒

請求が遅れた分につい

て支払を受ける手当及び

て︑﹁ 未 請 求 ﹂ 分 の 収 入

︵４︶自費収入の代金受

生活保護収入は︑支払

︵２︶窓口収入等の現金

プレー権が消滅したその

収入の計上漏れである︒

会員権の譲渡等は除かれ

の収入にあげておく必要

︵３︶保険医年金その他

として指摘され︑５千万

の生命保険契約等に基づ

調書の点数に入っていな

緊急センター等において

点数によって計算する︒

１．医業収入の計算

イ．保険診療収入
︵１︶
措置法 条適用
︵四段階経費率︶
者の注意点

休日︑祭日または夜間に

管理については︑日々残

領は現金が原則とされる
高記帳のある窓口日計表

が︑ローン等分割払いの

自費収入の確定には︑次

保険収入は︑支払基金

の資料から事前にチェッ

る︶及び医業用車両等の

が あ る︒ ま た︑
︵ １︶ の

譲渡損失︒

﹁未請求﹂分も漏れがな

いて支払いを受ける一時

③不動産所得の損失など

円を超えてしまったケー

金などの収入は︑一定の

︵ただしゴルフ会員権は

スがあるので︑しっかり

緊急診療等を行うことに

計算方法により求めた金

い︒月々の支払基金﹁当

より支給を受ける委託料

額が一時所得となる︒な

座口振込通知書﹂の﹁生活

等︒これはいずれも給与
は︑労務の対価として相

所得の収入金額となる︒
当であると認められる金

課税対象となる収入金額

げられた︒そこで︑売上

が５％から８％に引き上

特にゴルフのプレイ

には︑次のようなものが

に係る消費税額及び仕入

⑥修繕費

求められる︒

れた技工料でもそれに対

費である︒

応する収入が翌年に計上

④家事関連費

の判断はまず納税者自身

所得税法上の必要経費
が決め︑仮に納税者の判

は︑別段の定めがあるも

代︑飲食代︑商品券の贈

修繕費は資産の通常の

貸付は除かれる︒

の収入︒ただし土地の

貸付による土地資料等

４月１日以降不可︶
︒
自宅兼医院の場合や乗

維持管理または原状維持

お︑一時所得の損失は他
額で︑事前に税務署に届

答等については︑接待の

回復費用であるので︑そ

︵２︶原稿料︑講演料は

されるものは︑今年の経

目的︑相手先等︑業務上

断が誤っていれば是正す

用車を使用している場

の費用であることが分か

のを除き︑総収入金額に

け出た範囲内の金額が必

合︑固定資産税や︑自動

費にはならない︒

車 税︑ 地 代 家 賃︑ 修 繕

るという制度であるか

要経費とされる︒増額改

対応する売上原価のほ

定した時は︑遅滞なく変

３．消費税の申告について

年４月より消費税率

分︵基準期間︶の課税売

ある︒

２０１２︵平成 ︶年
一時の費用とすることが

上高︵事業所得︑不動産

減価償却の対象となり︑
単 な る 個 人 的︵ 私

出来ないので注意が必要

経費に係る消費税額の計

るように心がける︒

的︶な費用について

①医業の自費収入等︵非

と新税率分との区分が必

算については︑旧税率分

所得などで消費税の課税

②事業用の建物︑車両︑

要となる︒１月１日から

課税分を除く︶
︒

である︒

１千万円︵免税事業者で

備品等の売却収入︒

対象となる収入金額︶が

は否認されるので気

あった場合には︑税込み

をつけたい︒
その他福利厚生費につ

タクシー代や電車など

哲夫
却費等について事業利用

いては︑スタッフの歓迎

税理士 黒岩

医業所得における経費のポイント

り︑水増し等の架空人件

税務調査では名義借

②従業員給与

ら︑自らが業務上の経費

の範囲をこえる部分につ

であることに自信を持っ

るよう︑領収書等にメモ

か︑その総収入金額を得

費︑損害保険料︑水道光

いては資本的支出として

るために直接要した費用

更届出書を税務署へ提出

しておくなど説明ができ

て主張できるようにした

熱費︑支払利息︑減価償

の額およびその年の販売

する必要がある︒

い︒
今回は︑税務調査

費︑一般管理費︑その他
これらの事業所得を生ず
で問題となりやすい
主な必要経費につい

べき業務について生じた
費用の額とするとある︒

てそのポイントを見
ておきたい︒

この場合の売上原価
は︑医業収入に直接対応

等で︑在庫計上を行った

⑦旅費交通費
税務調査においては勤

割合等︑合理的基準によ

いては旧税率で︑４月１

３月 日までの取引につ

費がないかチェックされ

する薬品︑材料︑技工料

務実態等より過大給与に

の賃貸料︵保証差益等

③店舗及び事務所用建物

るので︑
タイムカード︑源

金額︶を超える場合は︑

な会食が含まれているの

妥当性を主張できるよう

入し︑税務署に対しその

要となる︒

年分の消費税の申告が必

算することになるので注

引については新税率で計

意する︒

居住用住宅の賃貸料収

④駐車場︑その他施設の

入は除かれる︒

31

①売上原価

消費税の課税事業者とな

あたると指摘される場合

の領収書を入手できない
があるので︑専従者の業

場合は出金伝票などに行

泉徴収簿︑給与台帳︑履

会やミーティングなどの
歴書︑扶養控除等の申告

会食費が含まれるが︑こ

薬品や材料を年末近く

ではと疑いの目を持つの

にしておく︒

12

後の金額となる︒

必要経費の中でも税務

で︑前述と同様の対応が

なお︑上記の消費税の
調査でよく問題となる経

日までの取

り十分説明できるように
多めに仕入れても期末の

務について︑対価の妥当

しておく必要がある︒

経費はその年の業務に

書の保存が必要である︒

日から 月
在庫︵費消されていない

うにしておくことが大切
である︒

⑤接待交際費

含む︶収入︒ただし︑
もの︶ として残るもの

り︑２０１４︵平成 ︶

ついて生じた費用である

は︑翌年以降の原価とな

先や利用者︑用件等を記

かどうかがポイントとな

の場合も税務署は︑私的

る︒申告納税制度のもと

る︒また︑年内に支払わ

性を毅然と主張できるよ

必要経費であるかどうか

③青色専従者給与

14

31

12

青色事業専従者給与

24

26

26

２０１５年２月２５日（５、15、25日発行）第1195号（４）
（第三種郵便物認可）

大阪歯科保険医新聞

