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「長所進展」̶ ̶自院の良い面を伸ばす

　多くの院長は、自身の医院経営について考え
る際には、良い面よりもマイナス面の改善に目
を奪われがちです。
　たとえば、誰よりも笑顔でしっかりと挨拶の
できるスタッフについて、「○○は、出勤がい
つもぎりぎりだ」「セミナーに参加したがらな
い、成長意欲が低いスタッフだ」、医院経営に
ついても「自費率が低いんです」と、良い面よ
りも悪い面に目がいきがちです。
　今回は「長所進展」の重要性の事例として、
Ａ歯科医院から届いた質問について、私の見解
を示しながら、患者さんのハートをつかむポイ
ントを紹介していきます。

＜Ａ歯科医院からの質問＞
　Ｂコンサルタントに当院の経営診断を依頼し
ましたが、その経営診断レポートの内容につい
てご相談したいのです。
　歯科専門コンサルタントの客観的視点から
の診断レポートというかたちになっているので
すが、そこにはあまりにも、当院の足りない部
分ばかりが書かれています。
　ミーティング時に討論しようと思いますが、
自分たちが取り組んできたことを否定されて
いるようで、素直に受け取れないスタッフが出
てくるのではないかと危惧しています。

　寳谷先生にも、レポートを送付させていただ
きますが、何か前置きしてからスタッフに渡す
必要があること、渡した後に、どのようにこの
診断レポートを活用すればよいのか迷っており
ます。良いお知恵があればうかがえたらと思い
ます。よろしくお願いいたします。

＜寳谷の見解＞ 
　まずメンバーみんなで、何のためにＢコン
サルタントに経営診断レポートを依頼したの
かを共有する必要がありそうです。
　現状、メンバーみんなが頑張っていること
が前提であることを伝え、あえて改善部分を
提示してもらうために、診断レポートを提出し
てもらったことを伝えましょう。
　本来良い組織をつくっていくためには、マ
イナス面の改善以上に、自分たちの良い面
（自分たちの中核的価値）を伸ばすことに焦
点を当て、自分たちの差別的優位性をアピー
ルすることが重要です。
　悪い点を改善したとしても、多数ある標準
的な歯科医院の中のひとつになるだけで、来
院者に感動を与えることのできるような差別
的優位性を発揮することはできません。
　１人ひとりのスタッフが持っている強みを活
かすこと、医院全体としての強みを活かすこ
とに焦点を当てる医院経営に取り組むことが
重要です。

　その強みは、院長だけがわかるような難解
ものではなく、メンバー全員がわかる言葉で
中核的価値とは何かを考え、導きだして、全
員で共有することが重要です。

＜わかりやすい歯科医院の中核的価値＞
　・地域で一番、元気な挨拶ができる歯科医院
　・地域で一番、笑顔あふれる歯科医院
　・地域で一番、５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・
躾）が徹底されている歯科医院

　・地域で一番、患者様、メンバー間への思
いやりの心あふれる歯科医院

＜経営がうまくいかない歯科医院の特徴＞
　・医院の欠点に焦点を当てて、その部分を
改善しようとする

　・院長主体で院長の指示のもとで改革を
推進する

　・スタッフがワクワク楽しく仕事に取り組
んでおらず、やらされ感がある

　・自分たちの良い面がわかっておらず、ど
の方向に向かって医院がすすんでいるの
かがわからない

　医院改革や増患対策のスタートは、１人ひ
とりの強みや自分たちの中核的価値をみんな
で考え、どのような医院に目指していくのか
（ゴール設定）を検討することからはじまりま
す。そうすれば、患者さんのハートをつかむ歯
科医院になります。

寳谷 光教

今から始めよう  歯科医院の節税対策：その5 デンタルクリニック会計事務所 代表税理士
http://www.dentalkaikei.com

貸倒引当金の活用
　　̶̶キャッシュを使わない最高の節税！

１　未収金があったら貸倒引当金を設
定しよう

　貸倒引当金とは、期末に未収となっている
売上などについて、「もしかすると回収できな
いかもしれない」という理由から、その未収
の金額に一定の割合を乗じた金額を経費にで
きるという税法上の制度です。
　たとえば、歯科医院の場合、平成24年11月
の社保・国保は平成25年1月に、12月の社保・
国保は平成25年２月に入金になりますが、会
計上は「権利確定主義」といって、「もらえる
ことが確定しているものは売上とする」とい
う規定があります。
　そのため、この平成24年11月、12月の社
保・国保は、期末に入金はされていませんが、
平成24年の収入にしなければなりません。
　税法では「もしかしたら入金されないかも
しれない」という理由から、この金額に対して
一定額を経費に計上できます（実際には社
保・国保は間違いなく２ヵ月後に入金されるの
ですが）。
　個人の歯科医院の貸倒引当金は、期末の未

収金額の「5.5％」と決まっていますので、期
末で未収になっている未収入金に、5.5％をか
けた金額を経費とすることができます。
　具体的には、平成24年11月の保険の請求
分が300万円、12月の保険の請求分が400万
円あったとすれば、
　（300万円＋400万円）×5.5％＝385,000円
で、この385,000円を今期の経費とすること
ができます。
２　貸倒引当金は設定した１年目は大
きく節税になる

　ただし、貸倒引当金は、設定した年の翌年
以降については、あまり節税効果が見込まれ
ません。
　なぜかというと、設定した貸倒引当金は
「貸倒引当金戻入」として、翌年には収益にし
なければならないからです。
　平成25年の貸倒引当金が385,000円でし
た。そして、平成25年末の11月の保険の請求
分が400万円、12月の保険の請求分が350万
円だったとしましょう。
　この場合、翌平成26年分の経費にできる金
額は、次のとおりです。
　（400万円＋350万円）×5.5％＝412,500円
　しかし、前期の貸倒引当金385,000円は、

「貸倒引当金戻入」として収入に計上しなけ
ればなりませんから、385,000円が収益とし
て計上され、412,500円が経費として計上さ
れます。そのため、差額の27,500円に対する
税金だけが節税となります。
３　物を購入する節税よりもずっとメ
リットがある

　ただ、この貸倒引当金は、キャッシュが出て
いかない節税ですので、何か物を購入して節
税をするというのとは、大きな違いがありま
す。
　たとえば、利益か出そうだからといって、医
院の車を新しく買ったとしても、その車代が
そっくり経費になるわけではありません。車の
耐用年数は６年で、減価償却費として、６年に
わたって経費として処理するのですから、車
を買ったために、医院のキャッシュフローが悪
くなるだけです。
　貸倒引当金が設定されているかどうかは、
決算書の「貸倒引当金」という欄に、数字が
入っているかどうかで確認できます。
　貸倒引当金をまだ設定していない先生は、
ぜひキャッシュが出ない、この「貸倒引当金」
の節税を実行してみましょう。

山下 剛史
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　・院長主体で院長の指示のもとで改革を
推進する

　・スタッフがワクワク楽しく仕事に取り組
んでおらず、やらされ感がある

　・自分たちの良い面がわかっておらず、ど
の方向に向かって医院がすすんでいるの
かがわからない

　医院改革や増患対策のスタートは、１人ひ
とりの強みや自分たちの中核的価値をみんな
で考え、どのような医院に目指していくのか
（ゴール設定）を検討することからはじまりま
す。そうすれば、患者さんのハートをつかむ歯
科医院になります。

寳谷 光教

今から始めよう  歯科医院の節税対策：その5 デンタルクリニック会計事務所 代表税理士
http://www.dentalkaikei.com

貸倒引当金の活用
　　̶̶キャッシュを使わない最高の節税！

１　未収金があったら貸倒引当金を設
定しよう

　貸倒引当金とは、期末に未収となっている
売上などについて、「もしかすると回収できな
いかもしれない」という理由から、その未収
の金額に一定の割合を乗じた金額を経費にで
きるという税法上の制度です。
　たとえば、歯科医院の場合、平成24年11月
の社保・国保は平成25年1月に、12月の社保・
国保は平成25年２月に入金になりますが、会
計上は「権利確定主義」といって、「もらえる
ことが確定しているものは売上とする」とい
う規定があります。
　そのため、この平成24年11月、12月の社
保・国保は、期末に入金はされていませんが、
平成24年の収入にしなければなりません。
　税法では「もしかしたら入金されないかも
しれない」という理由から、この金額に対して
一定額を経費に計上できます（実際には社
保・国保は間違いなく２ヵ月後に入金されるの
ですが）。
　個人の歯科医院の貸倒引当金は、期末の未

収金額の「5.5％」と決まっていますので、期
末で未収になっている未収入金に、5.5％をか
けた金額を経費とすることができます。
　具体的には、平成24年11月の保険の請求
分が300万円、12月の保険の請求分が400万
円あったとすれば、
　（300万円＋400万円）×5.5％＝385,000円
で、この385,000円を今期の経費とすること
ができます。
２　貸倒引当金は設定した１年目は大
きく節税になる

　ただし、貸倒引当金は、設定した年の翌年
以降については、あまり節税効果が見込まれ
ません。
　なぜかというと、設定した貸倒引当金は
「貸倒引当金戻入」として、翌年には収益にし
なければならないからです。
　平成25年の貸倒引当金が385,000円でし
た。そして、平成25年末の11月の保険の請求
分が400万円、12月の保険の請求分が350万
円だったとしましょう。
　この場合、翌平成26年分の経費にできる金
額は、次のとおりです。
　（400万円＋350万円）×5.5％＝412,500円
　しかし、前期の貸倒引当金385,000円は、

「貸倒引当金戻入」として収入に計上しなけ
ればなりませんから、385,000円が収益とし
て計上され、412,500円が経費として計上さ
れます。そのため、差額の27,500円に対する
税金だけが節税となります。
３　物を購入する節税よりもずっとメ
リットがある

　ただ、この貸倒引当金は、キャッシュが出て
いかない節税ですので、何か物を購入して節
税をするというのとは、大きな違いがありま
す。
　たとえば、利益か出そうだからといって、医
院の車を新しく買ったとしても、その車代が
そっくり経費になるわけではありません。車の
耐用年数は６年で、減価償却費として、６年に
わたって経費として処理するのですから、車
を買ったために、医院のキャッシュフローが悪
くなるだけです。
　貸倒引当金が設定されているかどうかは、
決算書の「貸倒引当金」という欄に、数字が
入っているかどうかで確認できます。
　貸倒引当金をまだ設定していない先生は、
ぜひキャッシュが出ない、この「貸倒引当金」
の節税を実行してみましょう。

山下 剛史
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