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人手不足に悩む企業が多いなか、採用内定者に

就職支度金を支給して人材を確保する企業も少な

くないと思われる。例えば、転職に際し、転職先

から支給される就職支度金は、本来、その転職に

伴って転居するための引越代などの費用を弁償す

る性格のものとされている。したがって、そのよ

うな性格を有する支度金であれば、その就職者に

利益があったとは考えられず、所得税法上も非課

税とされる。

しかし実際には、そのような実費弁償としての考

え方ではなく、実際の金額を考慮せずに概算払い

や一律いくらといった契約金的な性格のものとし

て支払われることが多いと思われる。このような

性格の支度金は、一時に受け取るものではあるが、

労務の対価としての性格もあるため、一時所得にはならず、また、雇用契約を前提として支給されるものなので給与所得ではな

く雑所得として取り扱われる。

このようなケースでは、「契約金に係る源泉徴収税額」として、１回に支払われる金額が100万円までは支払額の10.21％、100万円

を超える場合はその超える部分の金額については20.42％を支払者が支払いの都度、源泉徴収する必要がある。

なお、その支度金が、転職に際し、転居のための費用も含まれて支払うということであれば、契約金に相当する部分と転居に伴

う費用に充てるための部分とが明確に区分して支払われ、かつ、その転居のための費用として通常必要と認められる部分の金額

は非課税として取り扱われる。

一律支給のケースのものは「雑所得」
就職支度金の税務上の取扱いに注意

税理士の

就職・転職等に際し支給される一時金は、支度金・準備金・契約金等いろいろあります

が、所得税の課税対象となるかどうかは名目ではなく、実質で判断することが必要です。

支払者は、このことを理解したうえで、実費負担分なのか、それ以外なのかを区分し、

源泉徴収して支払い、給与・退職所得以外の所得合計額が20万円を超える場合は確定申

告する必要がある旨を本人に伝えてあげるのがベストだと思います。

ヘッドハンティング・高額所得者の場合等は特に気をつけましょう。
大阪事業部　三宮達也
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企業は、職場の規律を確保し、従業員が職務に集中できる組織秩序を保つ必要があります。以下は、職場規律が乱れる傾向です。

定期的に管理者がチェックし、１つでも該当するものがあれば注意信号ととらえ、あたりまえの習慣にならないように注意喚起

していく必要があります。

■職場規律チェック

職場規律が低下していく原因は、企業と従業員の認識のギャップや規律の乱れの放置が考えられます。職場の乱れを見逃さない

規律正しい職場にするには、ルール違反があったときは、適切に注意、指導する体制を整える必要があります。最終的には、従

業員がこの会社で「働きたい」、「安心して働いていける」と感じることができる職場に繋げていくことが重要です。以下は、「企業」、

「管理者」、「従業員」別の対応法です。

社労士の

就業規則や服務規程に職場における禁止事項や遵守事項など、一定のルールを定められているケースはよくあ

ります。しかし、ルールはよくできているが、従業員への教育や指導が疎かになり、全くルールが機能してい

ないケースがあります。

従業員が持つ能力を十分に発揮させ、経営目的を達成するためには、職場規律の維持は必要不可欠です。規律

が少しでも乱れたときに放置、又は黙認してしまうと、もとの状態に戻すためには非常に労力を費やします。

一度規則や規程の内容と職場実態の相違がないか確認してみてはいかがでしょうか。

社会保険労務士

山内洋佑

管理者の規律チェックを通し従業員の変化に気付く

遅刻や欠勤する従業員が増えてきた

自分勝手に昼休憩をとる従業員が増えてきた

従業員の言葉遣いや態度、身だしなみが悪くなってきた

挨拶をしなかったり、不適切な挨拶が目立つようになってきた

職場内が整理整頓されなくなってきた

経費削減を意識しなくなってきた

業務の引継ぎを無視した突然の退職の申し出を受けた

職場のルールや決め事が守られなくなってきた

パワハラ、マタハラ、セクハラ等の相談を受けた

●職場規律を多く盛り込んだ「就業規則」に改定する

●基準行動を定め明文化する

●クレドを策定し組織人としての心構えを共有させる

●職場の規律チェックを通して従業員の変化に気付く

●職場のルールを整理する

●問題従業員に対する指導・改善

●社員が相互に内部牽制する職場風土を築かせる

●職場のルールを周知し、理解させ、守らせる

●時には制裁を科す（始末書等）

●社内研修・勉強会への参加

企業としての対応

管理者の対応

従業員への対応
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