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01
確定申告とは
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1.1 そもそも確定申告とは？

■確定申告とは

When

Where

Who

What

Why

How

毎年2月16日から3月15日までに

自分で

（もしくは税理士が代理で）

税務署に対して

1月1日から12月31日の1年間の所得の
金額と、それに対する税金を

ペナルティを課されないために、

または得をするために、

所得証明のために、

紙or電子（e-Tax）で

１年間の所得（売上ー経費）から納税金額を確定し、税務署に申告・納税する制度

本日のセミナーで以下の疑問を解消したいと思います！

詳細は次ページ以降で

詳細は次ページ以降で

詳細は次ページ以降で
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1.2 確定申告の概要

When いつ何をすればいいの？

1月～10月 11月 12月 1月 2月 3月

何もしない。とりあえず領収書だけは
取っておこう！

そろそろ領収書の整
理ぐらいやった方がい
いけど、まだ2ヶ月ある
しいいや！

やばい！！
あと1ヵ月しかないのに、結局
まだ何もやってない。。
自分で記帳やってみたけど、
よく分からない汗

ギリギリセーフ
or

諦める

・会計ソフトの導入
・日々の取引の記帳
・税理士探し

M
ust

Better

・1年間の所得見込み計算
・来期法人成りの検討

・決算対策
（ふるさと納税・保険加入etc）
・来期消費税対策の検討

・社会保険料控除証
明書等の資料の準備

・決算を振り返り、次年度
以降の事業に活かしていく

・申告書の作成
・申告、納税 ・余裕を持って申告完了
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1.3 確定申告の概要

Who

個人事業主の場合

サラリーマンの場合

原則対象
※所得が０により支払う税金がない場合、個人事業主でも確定申告は不要となります。

サラリーマン（給与所得者）における、主な確定申告の対象者は以下のとおり。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 給与所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人

誰が対象なの？

Why 何でやるの？

メリット①
所得の証明書になる!

確定申告書は転職先、不動産契約、
ローン契約など様々な場所で今後求め

られる可能性があります。

メリット②
赤字を翌期以降に繰越!
（青色申告の場合）赤字を翌期以
降に繰り越すことができ、将来の税金

負担を軽減することができます。

メリット③
税金還付の可能性!

1年間の所得計算の結果、源泉徴収
による税金の払い過ぎが判明した場合、

税金還付を受けることができます。

申告をしない場合、後々の調査により
無申告加算税や延滞税が発生し
不要な税金を払う可能性があります

納税は義務で面倒だけど、メリットもあります！

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm
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1.4 確定申告に関するよくある疑問

白色申告or青色申告どっちがいい？Q
皆さんご存知の通り、青色申告には、いくつか税制優遇があります。

1 最大65万円の特別控除が受けられる

2 赤字を繰り越せる

3 30万円未満の資産を取得した場合、一度に経費に計上できる 等です。

でも、青色申告って大変だし難しいんじゃないの？と思われている方もいるかもしれません。
青色申告をするための要件は、以下の通りです。

1 青色申告承認申請書を提出する

2 複式簿記で記帳する

3 発生主義で記帳する

4 青色申告決算書（貸借対照表と損益計算書）を添付する

5 申告期限内に提出する
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1.5 確定申告に関するよくある疑問

従来、会計ソフトは買い切りのものも多く、高額で、
個人で会計ソフトを導入するハードルが高かったことから、
複式簿記での記帳や帳簿の整備が難しく（エクセルでするのは大変。。）、
止むを終えず白色申告をしている方もいたかと思いますが、
今は個人でも簡単に安価で導入できるので、青色申告が断然おススメです！
参考に流行りのクラウド会計ソフトの利用料は以下の通りです。

やよいの青色申告オンライン

8,000円/年

freee

11,760円/年

MoneyForwardクラウド

9,600円/年

年間10,000円程度で、青色申告特別控除65万円が取れれば、
税率を30%とすると、約180,000円もお得ですね！
さらに業績の管理・分析もしやすくなるので、いいこと尽くしだと思います。
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1.6 確定申告に関するよくある疑問

申告方法は、紙or電子どっちがいい？Q
令和2年度の確定申告より、一部税制が変わります。
その中でも多くの方に影響があるのが以下の2点です。

1 基礎控除が最大48万円に引上げ

令和2年(2020年)分から最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、
電子帳簿保存またはe-Taxによる申告が必要

2

基礎控除は、全員が対象の基礎控除が引上げられたので、ラッキーですね！
それと引き換えに、青色申告特別控除で最大65万円受けるのに、条件が加わりました。
ただ、e-Taxによる電子申告を行っていれば、従来103万円だった控除が、113万円になるので、
有利な改正となります。
そもそも、電子申告は、郵送等の手間がなく、自宅から申告できることや、添付書類の省略、還付が
早いなど便利な仕組みなので、今回の税制改正を踏まえても、電子申告が断然おススメです！
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02
所得構造と節税
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2.1 所得とは

皆さんは確定申告で計算される”所得”を正しく理解していますか？
【サンプル 国税太郎さんの令和1年分の確定申告書第１表】

国税太郎さんの令和1年の(課税)所得 3,120,000円
☝この金額はどのようにして計算されるのか。。。

 売上とは違うの？
 経費を引いたもの？
 生命保険を払うと節税できると聞いたことあるけど

本当？
 今年ふるさと納税したけど所得にどう影響するの？

この章の目的 所得がどのように算定されるか理解し、正しい理解のもと節税を行うこと
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2.2 所得構造の理解

【サンプル 国税太郎さんの令和1年分の確定申告書第１表】

”節税”をするには”所得”を正しく理解することがまず第一歩です!!

A.収入

B.各所得

C.所得控除

（所得控除前）

A.収入

B.各所得（所得控除前）

C.所得控除

ここには売上、1年間に稼いだ金額が入り
ます

ここには利益、1年間に稼いだお金から
経費を差し引いた金額が入ります

ここには所得控除、本業以外で国が政
策的に認めている所得から差し引か
れる金額が入ります

具体例
 商品を販売した金額
 不動産賃料収入の金額
 会社からの給与金額
 補助金収入の金額

Aから下記金額を引いたもの
 商品を仕入れた金額
 接待飲食費の金額
 旅費交通費の金額

 国民年金の支払額
 生命保険料の支払額
 医療費の支払額
 ふるさと納税の寄付額

”所得”は、次のように計算されます

(=売上)

収入 経費 所得控除 所得ー ー ＝

青色控除は
ここに入ります

持続化給付金の収入
もここに入ります



13

2.3 所得を下げる方法

”節税”をするには”所得”を下げる必要があります!!

収入 経費 所得控除 所得ー ー ＝
①収入を下げる

×

収入 経費 所得控除 所得ー ー ＝
②経費を上げる

収入 経費 所得控除 所得ー ー ＝
③所得控除を上げる

×

×

税率

税率

税率

納税額＝

納税額＝

納税額＝

節税
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2.4 収入を下げる

収入 経費 所得控除 所得ー ー ＝
①収入を下げる

× 税率 納税額＝

ダメ絶対！！

結論：収入を下げて所得を下げることは得策でない

 事業の業務量を抑えて
収入を下げる

自身の事業の発展を否定
することになるので本末転倒

 税務調査が入った場合、通帳や帳簿だけでなく、パソコン内のデータやメール等あらゆる情報が調べられます
 調査で脱税が分かるケースは、ご自身の調査だけでなく、取引先の調査から判明することもあります
 過去の調査対象は原則5年ですが、脱税のような悪質の場合は過去7年間まで調査対象となります
 脱税と判断された場合は延滞税(14.6%/年)及び追徴税(10%~40%)がかかります ☞ 悪質の場合は逮捕も。。。

収入を少しくらいごまかして申告
してもバレないんじゃない、、、？
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2.5 経費を上げる

収入 経費 所得控除 所得ー ー ＝
②経費を上げる

× 税率 納税額＝

 事業経費の網羅的な把握

• 1年分の短期債務の前払い

結論：税制度を理解し、経費計上できるものは最大限計上する

• 事業用の固定資産の購入

【その他】税務制度を利用した節税テクニック!
（例）家賃の前払いなど

（例）耐用年数の短い中古資産の購入など

支出した

項目の把握

事業に関連

するか判断

事業とプライ
ベートと混同す
るものは按分

経費は必ずキャッシュアウトを
伴っています。そのため、事業
経費を網羅的に把握する第一
歩は、ご自身の支出項目を把
握することにあります。

支出した項目を、事業に関連
するかどうか判断し、事業に関
連するものは全て経費計上し
ます。

支出項目が事業とプライベー
トと性質が混在するものについ
ては、事業使用割合に応じて
按分計上します。例えば、自
宅の家賃・水道光熱費、携帯
電話料金など。

１ 2 3
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2.6 所得控除を上げる

収入 経費 所得控除 所得ー ー ＝
③所得控除を上げる

× 税率 納税額＝

 寄付金控除

 生命保険料控除

 小規模企業共済等掛金控除

対象：ふるさと納税、NPO法人、日本赤十字社など

対象：生命保険、医療保険、個人年金保険

対象：小規模企業共済、iDeCoなど

結論：社会貢献や自身のライフプランに合わせて所得を下げることが可能

いわゆる
個人事業主の退職金

の積み立て

※上記の他、所得控除には次のものがあります
社会保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生・障害者控除、扶養控除、配偶者控除、雑損控除、基礎控除
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2.7 税率を下げる

収入 経費 所得控除 所得ー ー ＝
More：税率を下げる

× 税率 納税額＝

詳細についてはこの後の『法人化のメリット・デメリット』で

節税

所得税の税率は所得に応じて所与となっていますが、
ある方法をとることにより税率を低くできる場合があります
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03
個人事業主の法人化



19

3.1 法人化のメリット・デメリット

メリット

デメリット

株式会社の設立に当たっては公証人の手数
料5万円と登録免許税15万円が必ず必要に
なります。

年間の利益が赤字であっても必ず納付しなけ
ればならない法人住民税の均等割という税
金が年間７万円かかります。

法人化すると、毎年会社の決算を組んで
法人税申告書を作成する必要が生じます。
加えて、社会保険関係の書類提出を求め
られます。
また、申告書及び決算書の作成が複雑な
ため、税理士に業務を委託するコストがか
かります。

法人化することで信用力が増加し以下のよう
なメリットが想定されます。
 取引先からの信用力増加

取引がスムーズに進む
 金融機関に対する信用力増加

借入が行いやすい
 求職者の信用力増加

従業員採用の可能性が増加

一般的に個人事業主の年間利益が700万
円以上ある方は、法人化することでほとんどの
方が節税効果を得ることができます。
また、法人化することで2年間消費税が免除
される可能性があります。

法人であれば使える税務メリット多数。
 赤字の繰越9年間可能(個人3年)
 生命保険支払の一部経費計上
 補助金等の各種支援制度の活用

法人化した時の”メリット”・”デメリット”理解して法人化を検討しよう！

メリット①
信用力の増加

メリット②
節税効果

メリット③
税制度

デメリット①
設立費用が掛かる

デメリット②
赤字でも毎年7万円の税額

デメリット③
事務負担増加
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3.2 法人の年間スケジュール
年間スケジュール(12月決算)を把握して法人化による負担増加を検討しよう！

 6月：住民税の税額通知(特別徴収の手続)
 7月：源泉所得税の納付、算定基礎届の提出
 8月：法人税・消費税の中間納付

 12月：年末調整
 1月：源泉所得税の納付、給与支払報告書の提出
 2月：法人税申告・消費税申告

〇法人化した際に増加する主な手続一覧とスケジュール

作業は広範なため専門家へ依頼した方が安心！
専門家への費用と法人化メリット(主に節税メリット)と比較して法人化すべき！！



21

3.3 法人化のメリット①

税金 ※

社会保険料 ※

所得税・・・累進課税 (所得↑税金↑)
住民税・・・所得の10%+5,000円
事業税・・・業種によって所得の0~5%
消費税・・・利益の10%

→売上1,000万超の2年後から

国民年金・・・年間約20万円
国民健康保険・・・所得の約11%

 法人税・・・15% (所得800万超は23%)
 住民税・・・所得の7%+70,000円
 事業税・・・所得の3.5~7%
 消費税・・・利益の10%

→売上1,000万超の2年後から

 厚生年金・・・役員報酬の18%
 健康保険・・・役員報酬の10%

個人事業主 法人

※税率・保険料率については、東京都の事業所を想定し簡潔に表現しております。

想定ケース

 1年目の売上：1,200万、所得：400万円（実績）
 2年目の売上：1,300万、所得：600万円（実績）
 3年目の売上：1,500万、所得：800万円（見込）

Aさんの売上・所得
 個人事業主Aさんは開業3年目のITコンサルタント
 事業は順調に推移し3年目の所得は800万となる見込
 所得が増えてきたことから、法人化を検討している
 法人化した場合の月々の役員報酬は50万円を想定

Aさんの概要

上記の想定ケースでは個人事業主の方がお得か？法人化した方がお得か？

税金等負担



22

3.4 法人化のメリット②

社会保険料 ※ 社会保険合計：101万円

個人事業主 法人

※ 税率・保険料率については、東京都の事業所を想定し算定しております。

面倒な事務手続きは税理士が対応可能！
税理士費用を比較してもお得であれば、法人化がおすすめ！！！

法人化した方が年間135万お得になります
Aさんの結論

Aさんの税金・社会保険料の金額

税金 ※ 税金合計：316万円

社会保険合計：169万円

税金合計：113万円

※ 法人化した場合の消費税免税期間の1年間の算定額となります。
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3.5法人化手続の手順

１ 開業の準備

３ 登記書類の作成

２ 定款の作成・認証

 会社名（商号）を決める
 印鑑をつくる
 役員報酬の額を決定する

４ 登記申請

６ 会社設立完了!!

５ 各種届出書の提出

• 定款の作成
• 公証役場で認証

• 各種登記書類のフォーマットに記入
• 資本金を払い込む

 銀行（口座開設）
• 税務署
• 地方税務署

• 法務局で登記申請、代表印を提出
• 登記事項証明書等をもらう

• 労働基準監督署）
• 年金事務所
• 健康保険組合

※会社設立までの期間は２週間程度となります。

黒字：ご自身が実施する事項
赤字：ご自身又は税理士法人が実施する事項
茶字：司法書士が主導で実施する事項
灰字：社労士又はご自身が実施する事項

法人化するための”手順”を理解して法人化を進めよう！！
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04
ケーススタディ
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4.1 ケーススタディ
本当に節税になるの？？

計算例

銀座ホステスの同僚AさんとBさん
年収は同じ900万円のクラブの中堅どころを務めている。
2人ともそこまでお金使いは荒くなく、年間の経費は300万円程度である。
2人とも数字は苦手だが、Bさんは税金や節税について勉強し、月7万円の掛金で、
小規模事業共済に加入している。

毎年の税金
所得税：552,500円
住民税：502,000円

毎年の税金
所得税：398,500円
住民税：418,000円

退職金受取時の税金
所得税：462,002円
住民税：440,000円

20年間の
所得税・住民税の合計

21,090,000円

20年間の
所得税・住民税の合計

17,232,002円

セミナー時間や対象者などから
ケーススタディの内容を検討します
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05
Appendix
セミナー補足情報
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Appendix①
所得控除 BlueWorksサポート事項

収入 経費 所得控除 所得ー ー ＝

所得控除を上げることにより節税が可能ですが、弊社では次のようなサポートを行っています。

× 税率 納税額＝

 寄付金控除

 生命保険料控除

 小規模企業共済等掛金控除

対象：ふるさと納税、NPO法人、日本赤十字社など

対象：生命保険、医療保険、個人年金保険

対象：小規模企業共済、iDeCoなど

BWでは

BWでは

BWでは

税務顧問のお客様に関し
て、ふるさと納税の上限額
を算定します

保険代理店資格を有して
おり、信頼できる保険プラ
ンナーをご紹介します

いわゆる
個人事業主の退職金

の積み立て

制度の内容、毎月の掛金
の金額より、節税効果を
試算します

※上記の他、所得控除には次のものがあります
社会保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生・障害者控除、扶養控除、配偶者控除、雑損控除、基礎控除
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開業届設立手続

事業の廃止

税金

赤字の繰越

信用力

会計・経理

社会保険

開業届の提出（０円）

廃業届の提出（０円）

・経費に認めらる範囲が狭い
・赤字の場合税金負担なし

３年繰越

比較的低い

個人の確定申告（負担 少）
→税務顧問料の負担も少

会社負担なし、全額自己負担

定款作成・認証、登記申請（約20万円）

解散登記・公告が必要（数万円）

・経費に認められる範囲が広い
・赤字でも税金負担在り(東京都の場合７万円)

１０年繰越

比較的高い

法人決算書・申告（負担 大）
→税務顧問料の負担も大

会社負担あり

個人事業主 法人

【その他】 法人化した最初の2年間は消費税を納めなくていい場合があります

事業財産 事業の利益は個人の財産 事業の利益は法人の財産
→個人への支払は役員報酬による

メリット

Appendix②
個人事業主と法人の違い
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個人
～ 顧問サービス ～

1人会社
～ 顧問サービス ～

料金
8,000円/月 月額顧問料(①) 15,000円/月 月額顧問料(①)

96,000円/年 年合計(①×12) 330,000円/年
年合計(①×12)
+決算料15万円

サービス
内容

 確定申告書作成
 記帳業務
 税務相談・助言
 税務関係書類 作成・申請
 所得見込み計算

 確定申告書作成
 記帳業務
 税務相談・助言
 税務関係書類 作成・申請
 給与計算
 労務関係書類 作成支援

お支払い
タイミング 毎月28日 毎月28日

期の途中でご契約された
方につきましては、9ヶ月
分の報酬を最低報酬とし
て頂いております。

Appendix③
BlueWorksの料金・サービス内容
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06
税理士法人BlueWorksTaxの紹介
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BlueWorksグループは、東京・大阪に拠点を持ち、若手公認会計士・税理士を擁して、会計・監査・税務の専門性を活
かし、サービスを提供するプロフェッショナル集団です。
個人税務から、上場会社への会計コンサルに至るまで、さまざまなフェーズの会社に対する支援実績を活かし、身近な専門
家として支援いたします。

法人名の由来
私たちは、仕事と生活を対立軸として捉えるのではなく、「Work」と「Life」を統合的(Integrated)に充実することを是とす
る「Work-life Integration」の姿勢に賛同します。
自らの生活を犠牲にするのではなく自らの人生を豊かにするために、メンバー全員が Blue-collar（青い襟の作業者）
のごとく、手足を動かし汗をかき、汚れを厭わない姿勢で全力で働くことで周囲を笑顔にする。これが『Blue Works』の由
来です。

Blue Works
メンバー全員が Blue-collar（青い襟の作業者）

のごとく、手足を動かし汗をかき業務を行う

BluwWorksグループについて

5.1 BlueWorsグループについて
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 大手監査法人で上場企業監査、

アドバイザリー業務及びIPO業務を経験

 2018年9月にBWA(会計)設立

 2018年12月にBWT(税務)設立

 2020年8月にBWD(IT)設立

 設立2年目でグループ売上7千万円達成

 2017年7月に俣野公認会計士事務所設立

グループ概要

所在地

東京本社：渋谷区千駄ヶ谷三丁目16番3号

大阪支店：東淀川区東中島二丁目8番8号

在籍数 公認会計士 6名
公認会計士試験合格者 1名

平均年齢 34歳

Contact contact@blueworks.co.jp

HP https://blueworks.co.jp/

・・・

・・・

・・・

沿革

BlueWorks
株式会社

設立日：2018年4月17日

事業内容
・セミナーの企画・運営
・保険代理店業務
・他社アライアンス管理

BlueWorksAccounting
株式会社

設立日：2018年9月25日

事業内容
・会計コンサルティング

税理士法人
BlueWorksTax

設立日：2018年12月19日

事業内容
・税務代理業務
・税務コンサル
・記帳代行

BlueWorksDigital
株式会社

設立日：2020年8月7日

事業内容
・ITコンサルティング

公認会計士事務所

設立日：2017年7月

事業内容
・監査業務

 2018年4月にBW設立

・・・

・・・

5.2 BlueWorsグループ概要



33

Audit（監査）
 許認可監査
 会社法監査
 任意監査

Accounting（会計）
 IPOコンサルティング
 決算支援
 連結決算支援
 開示支援
 内部統制構築支援
 経理支援
 会計顧問
 社外監査役

Tax（税務）
 所得税申告（フリーランス申告）
 法人税申告（1人会社申告含む）
 消費税申告
 相続税申告
 補助金申請
 融資支援
 記帳代行
 給与計算
 ふるさと納税問い合わせ窓口
 記事の監修

IT（システム）
Teams導入支援
システムAPI連携支援
システム最適化支援
会計ソフト導入支援

BlueWorks
グループ

 BlueWorks株式会社
 BlueWorksAccounting株式会社
 税理士法人BlueWorksTax
 BlueWorksDigital株式会社
 個人会計事務所

公認会計士/税理士グループとして、会計・税務・監査の専門領域から、関連するITまで、
ワンストップで支援する体制を整えています。

5.3 事業領域
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Tax（税務）

法人 58

上場子会社

上場準備会社

株式会社・合同会社
（上記会社を除く）

社会福祉法人

個人事業主 236

合計 294

クライアント数 主な提携先

「フリーランス白書」の発行等を手掛けるフリーランス業界のインフラ、「一般社団法人プロフェッショナル＆パラレ
ルキャリア・フリーランス協会」とアライアンスを提携し、協会の会員に向けたベネフィットプランを提供しています。

フリーランス向け無料クラウド請求管理サービス「INVOY」を運営するFINUX株式会社と業務提携し、
「INVOY」利用者向けにクーポンを提供しています。

ファッション、コスメ、家電、食品、生活雑貨等を扱うショッピングサイトで、新たにふるさと納税に関するサービス
を立ち上げ、その税務専門窓口として支援しました。

税務サービスの設計

業務管理ツール
を活用して一元管理

効率的な業務フローの構築によるクライアント獲得と提携先増加

電子契約書
による契約の締結

クラウド会計
の活用

フリーランス向けメディアの「個人事業主メモ」等を運営するアイエックス株式会社と提携し、自営業がとことん
分かるメディア「自営百科」の監修をしています。

（2020年8月末現在）

Accounting（会計）
 IPOコンサルティング
 決算支援
 連結決算支援
 開示支援
 内部統制構築支援
 経理支援
 会計顧問
 社外監査役

IT（システム）
 Teams導入支援
 システムAPI連携支援
 システム最適化支援
 会計ソフト導入支援

BlueWorks

グループ

融資支援
記帳代行
給与計算
ふるさと納税窓口
記事の監修

Audit（監査）
 許認可監査
 会社法監査
 任意監査

所得税申告
法人税申告
消費税申告
相続税申告
補助金申請

5.4 支援実績（税務のみ）
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俣野和仁 Kazuhito Matano 1984年5月2日生まれ/大阪府大阪市出身

公認会計士・税理士

関西大学法学部卒

2013年有限責任 あずさ監査法人入所

現在では、日本公認会計士協会東京会の活動や、株式公開準備中企業の社外監査役も務める

山﨑隆行 Takayuki Yamazaki 1987年11月18日生まれ/群馬県高崎市出身

公認会計士・税理士

早稲田大学商学部卒

2013年有限責任 あずさ監査法人入所

現在では、上場会社の開示支援、内部統制構築支援、クラウド会計導入支援、企業再生支援を行っている

寺田真之 Masayuki Terada 1987年5月9日生まれ/大阪府吹田市出身

公認会計士・税理士

東京理科大学工学部卒

2013年有限責任 あずさ監査法人入所

現在では、財務調査(レビュー)、会計業務効率化支援、経理規程作成支援、会計・税務教育を行っている

5.5.1 弊社専門家の紹介1/2
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吉川青磁 Seiji Yoshikawa 1983年1月18日生まれ/大阪府池田市出身

公認会計士/基本情報技術者

大阪教育大学教育学部卒

EYアドバイザリー株式会社、有限責任監査法人トーマツを経て渡英。欧州日系企業に対するITコンサルティングに従事。

現在では欧州及び日本で、DX推進のプロジェクト、会計・業務コンサルティング業務等に従事

片野圭 Kei Katano 1988年7月13日生まれ/京都府京都市出身

公認会計士・税理士

立命館大学経済学部卒

2013年新日本有限責任監査法人入所

現在では、税務業務サポート、会計業務サポート、補助金申請サポートのほか中小企
業の取締役を務める

渡部建 Tatsuru Watabe 1986年8月20日生まれ/千葉県船橋市出身

公認会計士

法政大学キャリアデザイン学部卒

2014年有限責任 あずさ有限責任監査法人入所

現在では、上場会社の開示支援、会計業務サポート等を行っている

5.5.2 弊社専門家の紹介2/2



37

5.6.1 弊社利用ツール1/2 

オンラインでの
面談の実施

振替納税による
納税

電子契約書による
契約の締結

ビデオ会議ツールのZoomを使用します。

面談の日時が決まり次第、弊社から普段お使いのメールアドレスにURLをお送りします。

アカウント登録等不要で、PCまたはスマートフォンでURLをクリックするだけで使用できます。

また、従来のテレビ会議ツールよりも通信料が少なく、通信も安定しています。

クラウド契約ツールのクラウドサインを使用します。

サービス内容に合意いただけた場合、弊社から普段お使いのメールアドレスにメールをお送りします。

アカウント登録等不要で、書類を確認するボタンをクリックするだけで契約書が閲覧でき、

捺印署名等は不要で、合意するボタンをクリックすることで契約の締結ができます。

また、契約締結の方式は、書面でなくとも、口頭、Eメールのような方式の他、

クラウド上で契約締結することも認められており、適法性も問題ありません（契約方式の自由）。

納税については、納付書を作成せず、振替納税での納付とさせていただきます。

口座振替依頼書を提出するだけで、納付日に口座から自動的に引き落としがされます。

振替納税には、納付の手間が省けるほか、一度手続きをしておけば、納付の度に自動で口座振替になる

ことや、1カ月納付を遅らせることができるメリットもあり、国税庁も勧めている納付方法です。

3月15日までに、口座振替依頼書を税務署又は金融機関に提出する必要があることご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm
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クラウド会計の
活用

Salesforceによる
業務管理

達人による
電子申告

クラウド会計ソフトのfreeeを使用します。

弊事務所で所有する会計事務所向けアカウントを使用するので、

使用料は発生しません。

クラウド会計特有の「口座連携機能」や画像共有＆OCR機能の「ファイルボックス機能」を活用します。

申告書作成・電子申告ソフトの達人を使用します。

NTTデータと税理士協会によって共同開発されたソフトで信頼感もあり、

税制改正や細かい各種証憑の作成が可能です。

クラウド会計ソフトにも申告機能は付いていますが、まだまだ網羅的な開発は行われていないため、

税務リスクを低く抑えるため、弊事務所では達人を使用しています。

個人の確定申告は、申告時期が決まっているため、

限られた時間の中で、期日までに漏れなく業務を遂行する必要があります。

品質を担保するため、大手業務管理ツール会社”Salesforce”の顧客管理により、

効果的・効率的に業務を行っています。

5.6.2 弊社利用ツール2/2 

Teamsによる
コミュニケーション

コミュニケーションツールはTeams（Microsoft）を使用します。

チャット、ファイル管理などの多くの機能を使用することができ、煩わしい定型的なコミュニケーションは不要です。

また、テーマごとに「チーム」というチャットルームを作成でき、議論が入り乱れることを防ぎます。



39

最後までご視聴いただきございました。
我々BlueWorksはフリーランスの皆様を応援しています。

弊社のサービスについて興味がある方がいらっしゃいましたら、
個人事業主の確定申告サービス資料お渡しします。

【お問い合わせ】
contact@blueworks.co.jp

【HP】
https://blueworks.co.jp

【事務所】
渋谷区千駄ヶ谷三丁目16-3

mailto:contact@blueworks.co.jp
https://blueworks.co.jp/
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