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〔わ が 町 〕

全国85万社の仲間がみんなのために活動しています
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時義 ¬完成 !東武動物公園西口駅前広場

宮代町が誕生してから60年月の節日となる言己念すべき年(H27年 2月 )に、町の新

しい顔となる駅前広場が完成しました。新しく整備された広場のコンセプトは、わが町

「宮代らしさ」。鉄道施設のあった土地の記憶を後世に残すため、それを連想させるレ

ールをイメージした舗装や実際に使用されていた線路のポイント切り替え機 (転轍機)

のオブジェを設置。また、東武動物公園にいる動物の足跡

をかたどった鋳物舗装を配置しました(4種8箇 所 )。

「農Jのあるまちづくりをイメージし、バスシェルターの大

屋根部分のルーバーには県産材の木材が使用されていま

す。さらに、駅前広場入「¬部分は町へのゲート空間として、

宮代の特産品でもある巨峰の色をイメージした宮代カラー

(紫 )の 景観照明で演出されています。町の玄関口として

宮代の特徴を活かし知れば知るほど笑顔になるような発

見や遊び心の温れた広場として生まれ変わりました。

支部だより 19～20
内山選手が電子申請にチャレンジ ‐  2]
決算期別説明会/新設法人説明会    21
法人会の基本的指針

新入会員のこ紹介

想うがまま

法人会会員の皆様へ       24
厚生だより

※税制改正アンケートを同封いたしました。5月 9日までにご回答ください。

公開セミナー「一日でわかる経理のすべてJ「中小企業のための税務調査の基礎知識」

「総会記念公開講演会 :蔦信彦氏」のご案内・申込書は、12～ 14ベージです.
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相続税の申告の準備は
〓

■

口

■

相続税は、個人が被相続人 (亡 くなられた人のことをいいます。)

得した場合に、その取得 した財産に課される税金です。

1 相競税の申告が必要な人

被相続人から相続などによって財産を取得した人それぞれの

壼とが、           を超える場合に、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要
があります。

「遺産に係る二腱控患額J= 3. 000万 円 +(600万 円 X法定相餞人の数 )

(x tE ritar:{5a{€ngl rt. +E 2r t 1 F r E utt:€Nrizr:} !J titt5t'tr:tt.brtaltt:2rr<o!oat.)
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① 相鶴財産や債務の籠要の把握

相続税の仕組みや相続財産 。債務
の概要を確認します。

② 相続財産や使濁の群錮の把握

相続税の申告が必要か どうかを
確認するため、相続財産や債務の辞
細を把握 します。

③ 相続税の 申告薔の作成

相続税の申告が必要な場合は、相
続税の申告書を作成 します。

と 器 付 |

(例)平成 27年 4月
平成 28年 2月

適用件数の多い「小規模宅地害の
特例」や「配偶者の税饉軽澪」の道

円を受ける事例について、相競税申
告書の協llの仕方を分かりやすく解
説していま寃

相読税の申告書を作成するときの
誤りやすい項目について事腐形式で

説明したもので●.

※ 撼●In所については、

をご覧ください。
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凛面の「口税庁ホームページの

'相

●■ ‐|1与税竹集濃』
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日

日

６

６

に亡 くなられた場合
が相続税の申告と納税の期限にな ります。

国税庁  この社会あなたの税がいきている

相続税の仕組みを分かりやすく麟
説していま,

【遺産分田協鵬●の作成】
遣■■がない●合には、相輌人全員で遺壺

の分割について協饉 し、選菫分割協綸書を作

成 します。

なお |1続 湧の申告■の提出期餞までに選

産分●|に ついての協饉が壺わないときには、

民鷺の規定によるIB曖分■の自合に従 つて財

産 を取 ,し た もの と して相榜税 を計算 しま

す .



平成28年 4月 号 法 人 春 ‖ 部 (3)

1 国税庁ホームページの「相織税・贈与税特集」

● 相続税等の関連情薇を集||した『相続税・■与税特集」を是非ご覧ください !

「国税庁ホームページ」(http://w nta go」 p)ト ップ画面

C機
響 響 塚 剛 騎 為 、lweb_TAX TV鶴 に出するm憎 介灰 いまmで 、

建非ctください。

③ 「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」を適用した相続税申告書の記載例

④ 相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集

⑤ 各種様式等 (相続税の申告手続 (申告■)、 48続税の申告のためのチェックシート) など

|「相続税についてのご相談」は

● 電籟相談センターをご利用ください :

最寄りの税務署へ電話していただき、自動音声によりご案内しますので、「 1」 を選択した後、相

談内容に応して番号を選択すると、電話相談センターにつながります。

● 税務署でのご相談は、電話での事前予約をお■いします。

申告のための具体的な計算方法等について、税務署での面接による個別相談を希望される場合は、

事前予約制とさせていただいております。あらかじめ税務署に電話で面接日時をご予約ください(自

動音声に従つて「2」 を選択してください。)。

|『税理士をお探 しの方Jは

日本税理士会連合会ホームページ内の「税理士情報検索サイ ト」

(h自笑 /ゞ/― zeiおhike―kujo)_で税理士や税理士法人

(以下「税理士等」といいます。)の検索が可能となつています。

なお、税理士業務である①税務代理、②税務書類の作成、③税務相談

は、たとえ無償であつても税理士等でない者は行つてはならないとされ

ています。

税理士等でないにもかかわらす税理士業務を行ういわゆる「ニセ税理士」にご注意ください !

鵬 S鯉 鐸

.relr {$rr-'rrr
※ この日面は、平成 27年 :1月 現在のものです。
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申告書や申請書等には

個人番号の記載が
｀
必要ですII

社会保障・税番号制度 (マ イナンバー制度)の導入に伴い、
平成28年 1月 からは、

国秘守ホームベージのトッフヘーシ上「資の誕醤驚

"現

雪蜃翼よJPIO
http//WWW nta gojp/mynumbennfo/ndex htm

嬌新情幕蹟は、随時更新しますので、お矢nらせコーナーをご覧ください。

国税局・税務署
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社会保障 。税番号制度 (マイナンバー制度)の導入により、

平成28年 1月から Π回人番号」を記載した申請書・届出書が

税務署に提出された際には、以下の書類で本人確認 (番号確認

と身元確認)を行うことが義務付けられました。

働瞬国税庁
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春日部法人会新年の恒例となっている.t演会が、多数

の会員 -11の 方の参加の中で開催されました。

今回の講師は、「行列のできる法律相談所J(日 本テレ

ビ系)を 始めとする人気番組にも出演中のアムール法律

事務所代表弁護士の大測愛子氏です。講演では、育児

体BFx会 社の愚痴 パワハラなどの「仕事に役立つ法律J、

ローンの滞納 ご近所トラブル財産管11な どの「生活に役

立つ法律知識」、つきまといなど「男女関係に役立つ法

律Jの 3分野について、様々な事例を挙げながらわかりや

すく解説していただきました。講演の最後には質疑の時間

が設けられ、会場の参加者からはほ

えましい感想や質‖lが 出されました。

この講演会では、今年度から女性

部が取り組んだ「税に関する絵はがき

j

春日部税務零長を始め、日頃より法人会を支え、ご指導

いただいている各界の方々をご来賓としてお迎えし、「｀
「

成28年賀詞交歓会Jを 開催され、約10071の ご来賓 役

員 会員の皆さまの和やかな懇談の輪が会場いっぱいに

広がりました,

平成28年 2月 5日 (金 )

於 :春田部市民文化会館 」ヽホール

コンクール」の人選作IL掲示、春日部税務署から提供さ

れた税資料の配布や本会が20年にわたり継続して取り組

んでいる「花と緑いっぱい運動」「緑のトラスト募金Jも 実

施しました。今年度、各支部の活動などで募った募金の

総額は、221,987円 (3月 15日現在)となりました。

平成28年 2月 5日 (金 )

於 :春日都市民文化会館 大会議室

■由 出 11■ 織 督 1
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平成 28年2月 16日 (火 )

於 :八イアットリージェンシー東京

■第1講座:「平成28年度税市1改正について」

講師 :則 務省主計局審議官 井上 裕之 氏

■第2講座 :「わが国の財政・税制の課題」

講師
'コ

ト央大学法科大学院教授 森信 茂樹 氏

公益財団法人 全国法人会総連合が主催する「平成

28年 度税制セミナーJが開催され、本会から、山田税制

委員長など税制委員が参加しました。

講演は3時間半に渡り、平成28年 度税制改革・法人税

改革のポイントや日本の税制改革の課題などについて学

びました。セミナーの内容は8ページ以降をご覧ください。

法人会では、企業に役立つ

「税制改正に関する提言」を

国・地方自治体に行つています

公平公正な税flの実現を‖指して会

員企業の意見や要望を反映しながら、

税のあるべき姿や将来像を見据えて建

設的な提言を行っています。

法人会会員の皆様ヘ

税制改‐正アンケ甲 ご協力を:お願いします.

皆様の貴重なこ意見が国の税制改正に反映されます ※アンケート用紙を同封しています

全国法人会総連合では、全国の法人会

の税制委員を対象に税制改正に関するア

ンケートを実施しています。

埼玉県法人会連合会では、これに加えて

すべての会 llを対象としたアンケートを独自

に実施しています。

会員の皆様が税制について日頃お考え

になられているご意見を反映させる機会で

す。ぜひアンケートにご協力くださいますよう

お願いします。

Ｔ
』
・

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一　　　一

ト

1アンケート用紙は、この広報誌に同封しています

2調査期間(締切 )¨・5月9日 (月 )

3送付先…埼玉県法人会連合会

※インターネットの場合、

ホームベージhttpノ/www satamakenhoren net/(一 般法人埼玉県法

人会連合会)を検索して、表紙の「税制アンケートにこ協力下さい」をクリック

してください。

※FAXの場合、FAX番号050・3156・ 0305へ、回答用紙は表紙をつけずに

そのままこ返信ください。

・4月 ～5月  税制改正要望アンケート

・6月 上旬  県連 :提言事項の取
'り

まとめ

中旬～ 全法連 :提言の審議。原案作成

。9月 上旬  全法連 :提言書を決定

・10月 8日  全国大会 (徳島大会)で周知

国・県・市町村に要望活動
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●●平成28年度政府税制改正大綱の概要 ●●
平成27年 12月 24日 に平成28年度税制改正の大綱が閣議決定されました。このページでは、全法連税制セミナーで

提供された資料により、概要を報告しま丸 なお、全法連作成の速報を、総会や各支部のつどい (会員会議)などにおい

て配布するほか、詳細な冊子を広報誌 7月号に同封しま丸 更に、各支部で開催される「税務研修会」では、税務署の

方の解説がありますのでぜひご参加ください。

現下の経済情勢等を踏まえ、経済の好循環を確実なものとする観点から成長志向の法人税改

革等を行うとともに、消費税率引上げに伴う低所得者への配慮として消費税の軽減税率制度を

導入する。あわせて、少子化対策・教育再生や地方創生の推進等に取り組むとともに、グローバ

ルなビジネスモデルに適合した国際課税ルールの再構築を行うための税制上の措置を講ずる。

このほか、震災からの復興を支援するための税制上の措置等を講ずる。具体的には、次のと

おり税制改正を行うものとする。

1.成長志向の法人税改革

～法人実効税率200/O台 の実現～

「課税べTスを確保しつつ税率を引き下げる」という考

えの下、法人課税をより広く負担を分かち合う構造へと

改革し、「稼ぐ力」のある企業等の税負担を軽減。

→収益力拡大に向けた前向きな投資や、継続的・積

極的な賃上げが可能な体質への転換を促丸

・法人実効税率の引下げ :目標としていた「20%台」を

改革2年目にして実現。

従前 3462%→ 平成27年度改正 32H%
→ 平成28年度改正 2997%。 平成30年度29740/O

。課税ベースの拡大等 (平成28年度改正):「財源なき

減税Jを重ねることは、現下の厳しい財政事情や企業

部門の内部留保 (手元資金)の状況等に鑑みて、国民

の理解を得られない。制度改正を通じた課税ベース

の拡大等により、財源をしっかり確保。

一租税特別措置の見直し (「生産性向上設備投資促

進税制」の縮減 廃止等。期限切れ措置の全てに

ついて、廃止 縮減。)

一減価償却の見直し (建物附属設備 構築物の償却

方法を定額法に一本化)

一 法人事業税の外形標準課税の更なる拡大 (平成

28年度に5/8に拡大。中堅企業への影響には十分

配慮 (激変緩和)。 )

一欠損金繰越控除の更なる見直し (改革の加速化に

伴う企業経営への影響の平準化)

2.消費税の軽減税率制度の導入

・税制抜本改革法第7条 に基づく消費税率引上げに伴

う低所得者対策として、平成29年 4月 に、軽減税率

制度を導入。

・軽減税率の対象品目:①酒類及び外食を除く飲食料

品、②新間の定期購読料

・軽減税率 :8%(国 分 :624%、 地方分1176%)

標準税率 :10%(国分 :78%、 地方分 122%)

。平成33年4月から適格請求書等保存方式 (イ ンポイ

ス制度)を導入。

一適格請求書及び帳簿の保存が仕入税額控除の要

件。適格請求書の税額の積上げ計算と、取引総額

からの書り戻し計算の選択制。

《適格請求書等保存方式導入までの経過措置》

現行の請求書等保存方式を維持しつつ、区分経

理に対応するための措置を講ずる。売上・仕入税

らx θ奥
らX
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額の計算の特例を設ける。

《適格請求書等保存方式導入後の経過措置》

適格請求書等保存方式の導入後6年 間、免税事業

者からの仕入れについて、一定割合の仕入税額控

除を認める。

・財政健全化目標を堅持し、「社会保障と税の一体改

革」の原点に立つて安定的な恒久財源を確保。(28

年改正法案に以下を規定)

0平成28年度末までに歳入及び歳出における法制上

の措置等を講ずることにより、安定的な恒久財源

を確保する。

②平成30年度の「経済 財政再生計画」の中間評価

等を踏まえ、歳入及び歳出の在り方について検討

し、必要な措置を講ずる。

・軽減税率制度の円滑な導入・運用のため、万全の準

備を進める。(28改正法案に以 ドを規定)

①政府に必要な体制を整備するとともに、事業者の準

備状況等を検証し、円滑な導入 運用のための必要

な措置を講ずる。

②適格請求書等保存方式に係る事業者の準備状況、

軽減税率制度導入の簡易課税制度への影響等を検

証し、必要な措置を講ずる。

3.少子化対策・女性活躍の

推進 。教育再生等に向けた取組

○三世代同居に対応した住宅リフオームに係る税額控

除制度の導入

世代間助け合いによる手育てを支援する観点から、

三世代同居に対応した住宅リフオームに関し、借人

金を利用してリフォームを行った場合や自己資金で

リフォームを行った場合の税額控除制度を導入。

○個人の寄附税制の包括的な見直し

国立大学法人等への寄附

・意欲と能力のある者が希望する教育を受けられる

ようにする観点から、国立大学法人等の行う学生

の修学支援事業のために充てられる個人寄Fllにつ

いて税額控除制度を導入。

公益法人等への寄附

公益活動を促進する観点から、一定の公益性が担

保され、個人寄附に係る税額控除が認められてい

る法人について、税額控除の対象となるために必

要な寄附者数の要件を事業規模に応じて緩和。

※平成27年度税制改正においては、学校法人等ヘ

の個人寄附に係る税額控除の要件緩和を実施。

○スイッチOTC薬控除 (医療費控除の特例)の導入

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を

進める観点から、検診、予防接種等を受けている

個人を対象として、いわゆるスイッチOTC医薬品

の購入費用についてセルフメディケーション推進

のための所得控除制度 (医療費控除の控除額計

算上の特例措置)を導入。

(参考 :平成28年度与党税制改正大綱)個人所得課

税の見直しに向けた検討

個人所得課税について、税収中立の考えの下、少子

化対応、働き方の選択に対する中立性の確保等

の観点から、各税控除や税率構造の総合的・一体

的な見直しを丁寧に検討。

4.地方創生を推進するための取組

○東京圏への人口集中の是正。各地域での住みよい

環境の確保

・企業版ふるさと納税 (地方創生応援税制)の創設

官民挙げて地方創生のために効果的な事業を推進

できるようにするため、地域再生法の改正 (地方公共

団体 (東京都除く)が行う「効率の高い地方創生事

業」を国が認定)を 前提とし、当該枠組みに基づく認

定事業に対する企業の寄附について、通常の損金

算入 (約 3割の負担軽減)に加え、税額控除 (約 3割

の負担軽減)を創設。(合計約6割の負担軽減)

○ 外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充

・好調に拡大する外国人旅行者による旅行消費の経

済効果を地方に波及させる観点から、外国人旅行

者向け消費税免税制度の更なる拡充として、免税販

〆
ヽ
．

´
し
〆 財
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売の対象となる一般物品の購入下限額を引下げ (1

日1店舗当たりΠO,000円超」→「5,000円以上」)。

○ 空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除の導入

・空き家の発生を抑制し、地域住民の生活環境への

悪影響を未然に防ぐ観点から、相続により生じた

空き家であって旧耐震基準しか満たしていないも

のに関し、相続人が必要な耐震改修又は除却を

行つた上で家屋又は土地を売却した場合の譲渡

所得について特別控除を導入。

○ 地方法人課税の偏在是正

・消費税10%へ の引上げに伴い、地方法人特別税を

廃止するとともに、地域間の税源の偏在性を是正

し、財政力格差の縮小を図るため、①地方法人税

(法人住民税の一部交付税原資化)を拡充、②法

人事業税交付金を創設。

5.グローノやレなビジネスモデルに適合した

国際課税ルールの再構築等

O BEPSプロジェクト関係

G20ア ンタフレヤ・サミットにおいて「BEPSプロ

ジエクト」(現代のグローバルなビジネスモデルに

適合するよう国際課税ルールを再構築し、租税回

避を防止する取組)の成果が報告され、各国にお

ける今後の実施面での取組の重要性を確認。これ

を踏まえ、本プロジェクトの勧告を踏まえた必要な

国内法整備を、今後、段階的に実施していく。

平成28年度改正においては、多国籍企業情報の報

告制度 (多国籍企業のグローバルな活動・納税実

態把握のため、各国が協調して情報収集・共有す

る枠組)等を構築。

※平成27年度改正においては、国境を越えた役務

の提供に対する消費税の課税の見直し、外国子

会社配当益金不算入制度の適正化等を措置。

O「日台民間租税取決め」

日台間の投資交流を促進するため、「日台民間租

税取決め」 (租税条約に相当。法的効力は無し。)

を取り結び (平成27年 11月 に署名)。

本取決めに規定された内容 (日 台間で支払われた

配当等の、源泉地における課税税率の引下げ等)

を日本で実施するための国内法を整備。

6.復興を支援するための取組

平成28年度以降の「復興・創生期間」においても、復

興の進捗状況を踏まえつつ、しっかりと支援をするた

め、以下の措置等を講じる。

O期限が到来する復興特区の税制の延長

・復興特区の税制について、一定の見直しを行いつ

つ、適用期限を5年延長 (そ の際、被災地の実情

等を踏まえ、一部要件緩和)

○高台移転事業の移転元地の利活用のための土地交

換に係る特例の創設

復興整備事業の実施区域内の民有地の地権者

が、その土地を区域外の公有地と交換した場合の

登録免許税を免除する措置を創設。(平成28年度

より5年間の時限措置)

7.その他

○ 車体課税の見直し

消費税率10%段階の車両課税の見直しについて、

①自動車取得税 (地方税)を廃止、②自動車税等

(地方税)の環境性能害Jを導入。

O納税環境整備

国税の納付手段の多様化を図る観点から、イン

ターネット上でのクレジットカードによる国税の納

付を可能とする制度を創設。

当初中告のコンプライアンスを高める観点から、短

期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われ

た場合の加算税の加重措置等を導入。  等

予 満下 候 ρや メ滴呻
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0女 性部会

法人会は、公益法人として様々な社会貢献活動を行っ

ています。埼玉県法人会連合会女性部会連絡協議会東

部プロックに所属する川日 西川日 本日部 越谷の女性部

会では、越谷市を会場に、社会貢献事業「税の話とバンド

演奏と伝統工芸Jを行いました。

第1部 は、越谷税務署・田村百J署 長による「コラボレー

ション」と題した講演。『産業 文化など幅広い分野で、組

J r+me

平成28年3月3日 (木 )

於 :越谷コミュニティセンター

ポルティコホ■ル

合せによる新しいアイデイアが生まれている。法人会にお

いても異業種交流による新たな発想が期待できる。』との

お話しをいただきました。

第2部は、越谷法人会大野会長がキーボードを担当す

るバンド「オージンズ」の演奏c誰もが知っている懐かしい

名山の演奏が繰り広げられ、手拍子、日ずさむ姿が多数

見られました。第3部 は、越谷市に占くから伝わる染物の

原板を再活用した1け 界

に二つとない籠染灯篭

の魅惑的な光の中で、

ハナブサデザイン代表

の花房茂氏から製作秘

話を伺いました。

平成28年2月 13日 (土 )

於 :富代町コミュニティセンター

進修館 」ヽホール

会員会議では、今年度当初から役員による検.・lを進めてきた●「活IIJ指 針

2015」 (肯年部会の課題を踏まえ、次年度以降の活動方針、事業内容、組織、予

算などについてまとめたもの)と、②部会員数の差異が大きい支部を共に文えあい

ながら、自ら精力的に事業の実施をしてい

くための活動費の一部である負担金の増

額が協議され、全員一致で可決しました。

また、永年、青年部会を導いていただいた

先輩役員の皆様に感謝状を贈りました。

午後からは、坂巻実行委員長(宮代支部)の統括の下、公

開講演会が開催されました。今回の講師は、那須塩原市の

小さなベーカリーから出発し、「パンの缶詰」という画期的な

商品を生み出し、非常食と世界の剣t餓救済を結び付けたプ

ロジェクトを展開。以来マスコミにもたびたび登場する(株 )パ

ン・アキモトの秋元義彦氏をお招きしました。

「小さなパン屋の大きな挑戦Jと題した講演で

は、何度かあった危機への対応、人とのつな

がり、社会を味方にする商売、社会貢献、企業

経営者の′しヽ構えなどについて熱く語られまし

た。謝辞で、山口部会長は、「自分自身が突き当たっていた壁

に解決の糸口が見つかった

ような思い」と感想を述べま

した。平成28年 度の公開講

演会も、6月 幸手市開催の

予定で準備が進んでいま

す。ぜひご参加ください。
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●定時総会・配念購演会●

今回の春日部法人会定時総会・記念講演会では、ジャーナリストの蔦 信彦氏をお招き致し

ます。少子化が急速に進行し、人口減少社会を迎える今後の日本の情勢など大局的なお話

の中で、企業の置かれる状況などについてお話を頂きます。この機会に、是非ご参加ください。

■平成28年 5月 27日 (金)14oo～ 1330
■会場:書日都市文化会館 Jヽホ…ル

春日都市柏壁2‐8-61(TEL 048-761‐ 5811)
■申込 :下記申込書によりFAX(048‐ 752‐8244)春日部法人会事務

局へお申し込みください。定員を超えた場合はご連絡します。

■主催 :公益社団法人 春 日部 法 人 会 にEL.048-761‐ 3551)
※15:45～ 定時総会を開催します。(会員の方には別途こ案内します)

※申込み用紙は切らずにそのまま送信してください

ジャーナリスト。1942年生まれ。慶応大学経済学部卒業後、毎日新聞社入社。大蔵省、通産

省、外務省、日銀、財界、経団連倶楽部、ワシントン特派員などを経て、87年からフリーに。TBSテ
レビ「ブロードキャスター」のコメンテーター、BS TBS「 グローバルナビフロント」のキャスターを約
15年務める。現在は、TBSラジオ「森本毅郎 スタンバイJ「蔦信彦 人生百景『志の人たち』」、
BS‐ TBS「週刊報道 Bレ StreetJ等 レギュラー出演。
NPO「日本ウズベキスタン協会」会長、会計検査院「会計検査懇話会」、総務省「NHK海外

情報発信強化に関する検討会」の委員などを務める。著書に「日本兵捕虜はシルクロードにオベ

ラハウスを建てた」(角川書店)、「日本人の覚悟～成熟経済を超える」(実業之日本社)、「ニュー
スキャスターたちの24時間」(講談社α文庫)など多数。

(公社)春田部法人会事務局行

事業所名
□ 会員

□ ―般

TEL

FAX

受講者名

※申込書にご記入いただいた個人情報は、適切な管理を図り、参加者名簿の作成及び本講演会に関する連絡の目的にのみ使用します。
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●実務セミナーのこ案 内● ※お申込みはこのページをそのままこ使用ください

★経理 簿記の知識は、経理担当者だけではなく、全社員が亡́ヽ得ておくべきビジネス社会の常識です。本セミナーでは、基本的な知識はも

ちろん、経理実務の流れや決算書を理解する能力をわかりやすく説明致します。新人の経理trl当 者、経理事務に携わっている方でもう ‐

度基礎をじっくり勉強したい方、簿記を基礎からマスターしたい方、管理者営業担当者で決算書の読み方が必要とされている方まで、多

くのご参lJllを お待ちしております。

1.経理の役割と仕事について

2.経理のルールについて

3.原始記録の整理及び保管方法について

4.具備すべき帳簿について

5.簿記の仕組み

6.4■DRについて

7.試算表の作成

8.決算整理

9.決算書の作成

10.日 々の経理のポイント

■時間

■会場

■申込

■主催

■後援

W成2鉾 6月 15日 (水 )

10:00～ 16:00(※昼食は各自でご対応ください)

春日部市商工振興センター 204会議室
春日都市粕壁東 1‐20-28

下記申込書によりFAX(048-752-8244)春 日部法

人会事務局へお申し込みください。

公益社団法人 春 日部 法 人 会 ⊂EL 048‐761-3551)

春日部税務署管内各商工会議所。商工会

※申込み用紙は切らずにそのまま送信してください

(公社)春田部法人会事務局行 申込日:平成28年 月

人事管理、経営管理等各社の経営相談を行う傍

ら社員研修実務セミナーの講師として全国各地で人

気の講師。リビートも非常に多い。近著にF若手OLがいきなり会社の経理

をまかされる』・『一日でわかる経理1(いずれもKKベストブック)がある。

◆会 員 :受講料無料
◆一 般 :テキスト代のみ

負担願います
(1,200円 +税 )

事業所名

E会員 □ 一般

TEL FAX

所在地

受講者名

※申込書にご記入いただいた個人情報は、適切な管理を図り、参加者名簿の作成及び本講座に関する連絡の目的のみ使用します。
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●実務 セミナーのこ案 内● ※お申込みはこのページをそのままこ使用ください

中小企業のための

税務調査の基礎知識

会社を経営している以上、税務調査は避けて通ることはできません。税務当局の現状を知り、税務調査の

目的、調査のターゲット、調査手法を理解することで税務調査に対する不安をまず払拭することが肝心です。

このセミナーでは国税OB税理士が税務調査の基礎知識、調査の実態、対策について解説します。

.+n2e+7 n22E (if;)
■時間 :14:00～ 16:00

■会場:春日都市商工振興センター204会議室
春日都市粕壁東1‐ 20‐28

■申込 :下記申込書によりFAX(048‐ 752‐8244)春日部法人会事務

局へお申し込みください。定員を超えた場合はご連絡します。

■主催 :公益社団法人春 日部法人会 (TEL 048‐ 761‐3551)
■後援 :春日部税務署管内各商工会議所。商工会

※申込み用紙は切らずにそのまま送信してくださしヽ

1.税務署の概要

2.調査の概要

3.調査ターゲットを知る

4.調査の入回のおける諸問題

5。 調査の出回戦略

6.調査結果に

納得出来ない場合の救済策

7.セミナーまとめ

申込日:平成28年(公社)春田部法人会事務局行

税理士
 野りII

1965年 生まれ。国税庁課税部課税総括課、国税庁課

税部法人課税課、国税局課税二部法人課税課、国税局

課税二部資料調査課などを経て、東京都品川区で税理士

登録。「免税店のはじめ方J(税務経理協会 )、「印紙税実務Q&A」 (大蔵財務

協会)等の書籍の執筆のほか、税務調査対策等の講演を行っている。

事業所名
□ 会員 □ 一般

所在地
TEL
FAX

受講者名

※申込書にご記入頂きました個人情報は、適切な管理を図り、参加者名簿の作成および本講座に関する連絡の目的のみ使用します。
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平成27年度 税に関する絵はがきコンクール主な入賞者

0女性部会】園EE萎菱蚕日□1麗里ヨZ日1回|||||||||||||||||
法人会女性部会では、小学生への租税教育活動とし

て、新たに「税に関する絵はがきコンクール」を実施しまし

た。これは、「中学生の税の作文募集事業」同様、児童に

“税の大切さ"や“税の果たす役割"に ついて学んでいただ

き、その知識や感想を“絵はがき"に することで、税に対する

理解をより深めてもらおうとする取り組みです。

今年度は、管内各文部で1校を基本に試行実施し、12校

の6年生から712点の作品の応募をいただきました。

審査会は、専門審査員として学校教育関係者 (埼玉県

美術教育連盟常任理事)、 春日部税務署代表もお招きして

行い、優秀作品14点 (別 表)と 佳作42点を選考しました。

大変多くの作品で、何れも甲乙つけがたく、審査にあたった

役員はうれしい悲鳴を上げ、「税の勉強の跡が十分うかが

主催 :公益社団法人春日部法人会 女性部会

後援 :国税庁、春日部税務署管内租税教育推進協議会

埼玉県内の小学校では、約76%(平成26年 度実績)の

小学校が、このような租税教育に取り組んでいます。

税に関する絵はがきコンクールは、今後、管内全校に募

集の輪を広げていぐ予定ですので、ご協力をお願いします。

※本会から県連に推薦した作品は、県連の最優秀作品に

選ばれました。なお、入選された優秀作品は、春日部法人

会の各種事業の際に掲示するほか、広報誌やホーム

ベージでも公開しています。(裏表紙に一部作品を掲載)

えるJと感心していました。



(16) 法 人 春 ‖ 部 ]´ 成28年 4月 号

平成27年度

中学生の「税についての作文」優秀作品
卜1税庁と納税貯蓄組合・I合会が 卜1催する「税についての作文」募集事業について、中学41の時期に、

移よこついて考えることは大変意義のあることと捉え、春H部法人会でも積極的に協力して推進してきました.

今年度は春H部税務署管内45校から7176編 (昨年6583)の応募があり、優秀作品には各賞が1曽

られました。管内の受賞者は1月号でお知らせの通りです.今 けでは、
~春

H部税務署長賞J及び募集

に特に功績のあった学校に贈られる「支部長賞_の贈呈の様子と、優秀作品をごftt介します.
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平成27年度埼玉県納税貯蓄組合総連合会優秀賞 応をして、病院まで運んでくれるのは本当にありがたい。もし、こ

んな時に救急車がこなかったらと思うととても怖い。

熱中症注意の放送も救急車も私たちの税金で運営されて

いる。海外では日本とは違うようで、救急車を一度呼んだら利用

した人に百万円を超えるような単位でお金が請求されると聞い

たことがある。そんな状態では具合が悪くて緊急事態になって

もお金のことを考えると救急車を呼ぶことも迷ってしまって、助

の危険があるので、日差しが強い時間帯はたびたび注意を呼び かる命も助からないのかもしれない。日本のようにお金が多額

にかかるようなことはないとわかっていれば安心して緊急時に力
'す

る放送がされる。中には「まさか、自分たちは大丈夫だろう。J

位に考えてあまり意識しない人もきっと多いので、「暑い中で運動 救急車をお願いすることができる。

するの危険なんだ。Jと感じさせるような注意放送はありがたい。 だからこそ、それに甘えずに余計なことで救急車を利用する

先日もそんな放送が何度となく流される中、僕たちはサッカー ようなことにならないように気を付けなくてはならないと思う。

の試合を朝から夕方までやっていた。あまりの暑さに午前中の一 僕たちが毎日安心して快適に暮らしていられるのは、税金に

| | 1身 1近 な1税 1金| | |

春日部市立春日部中学校 3年3組 関野 和泉さん

暑い日差しの下で行う夏休みの部活動。熱中症などによる命

てしまった。

春日部市立武里中学校 3年2組 諌山 咲希さん

先日、母と一緒に出かけたときのことです。母がどうしても欲し

た学校生活を送ることが大切だと思う。たくさんの税金を使っ

試合が終わった時点で、いつもとは明らかに疲れ方が違う。また よるところが大きい。ちょっと周りを考えても、道路の補修、ゴミ処

日が強い中で長時間いるので、日焼けもひどく余計に肌が熱く感 理、警察や消防などの活動、それから僕たちが毎日通う学校な

ど、たくさんのことに税金が使われている。じる。今日はキツイな、と思っていると、足の筋肉がけいれんする

人、頭が痛いと言い出す人など、「これって熱中症の症状だよ 今のまま暮らしやすい社会を続けるためには、税金は欠か

ねPJと思われるような状態を訴える友達が出始めた。普段ならそ せない。だから僕たちは税金について正しく理解して、将来は

んなことはないので、ちょっと気になっていたが、そのまま午後の しっかり働いて税金を納めなくてはならないと思う。

試合が続行されたところ、とうとう救急車が出動する事態になっ そのためにも、今はとにかく一生懸命勉強して、しっかりとし

緊急の時に連絡をすれば、救急隊員が駆けつけて適切な対 て教育してもらっているのだからで

平成27年度埼玉県納税貯蓄組合総連合会優秀賞 くれています。

便利な図書館ですが、わたしたちの父や母が、みんなが少

しずつ出し合った税金で作られ、運営されています。図書館は

わたしたち人間が作りLげた知識を集大成した知識の宝庫と

いうべき貴重な施設といえるでしよう。

もし、わたしたちが税金を納めなかったら図書館はできませ

ん。本が読みたかつたら、買わなければなりません。それ以外に

い本があるというので、近くの図書館に寄りました。二人で本を探 も考えたら沢山あります。本から得られる沢山の役に立つ知識

しましたが、見つかりませんでした。 なしに生活をしなければなりません。

「こんなに沢山の本が置いてある。この図書館ならあると思った 多くの人から集めたお金で、みんなの役に立つ施設を作っ

んだけどなあJと、少し残念そうでした。私は、その本をどうしても たり、サービスを提供したりするのが税金ということは知ってい

手元に置いておきたかったんだろうなと思いました。 ました。しかし、身近なところで税金がどのように使われている

母は、本が好きで図書館から本を借りてきて家で読んでいま のかを意識することもありませんでした。図書館のようにわたし

たちが使う施設やサービスも税金から成り立っていると考えるす。最初は、おばあちゃんが、図書館をよく利用していたから母も

図書館を利用するようになりました。母は「古くても、良い本が置 と、税金が身近な存在に思えてきます。

いてあるのが魅力よね」と話してくれます。 お金は大切です。わたしたちが生活できるのも、学校に通え

図書館はとても便利です。なぜなら、一年中、快適な温度に調 るのも、父や母の収入のおかげです。しかし、お金は個人が好

整されていて、本を読むだけでなく、勉強もできて、視聴覚室で音 き勝手に使っては、ムダ遣いが増えてしまいます。税金という形

楽や映画などを鑑賞することができます。 で、みんなから公平に集め、計画的に使うと、いいと思います。

しかし、図書館にはもっと大切な役割があります。「古くても良 わたしは税金について考え始めたばかりです。知らないこと

い本が置いてあるJと母が言ったように、本の専門家である司書 も沢山あります。これから少しずつ税金のことを勉強し、将来は

の人たちが、古い本をきちんと修理してくれて新しい本のようにき みんなの役に立てるように、きちんと納税する大人になりたいと

思います。れいな状態で読めるようにしてくれます。良い本をわたしたちの

代わりに選んでくれます。見つけやすいように本を分類整理して
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か払わないといけないんだJと怒りをもつ人がいる。

て、働き、そして新しい家族を築いていく。もし、自分の子どもが

思いを持ってしまうのだろうか。私の頭に浮かんだ素朴な疑問。 小学生になったときに、税金によって教育を受けさせることが

国民には三つの義務がある。「教育」、「勤労」、そして「納 できること。そしてそれは、自分が働いて国に納税しているお

税」の義務。国民が働き稼いだお金の一部を国に納め、その納 かげだというこを感謝してくれる。子どもに胸を張って誇れる。

められたお金で教科書を買い、子どもたちが学校で勉強する。 やがて年をとり、働けなくなると「イl:金」が支給される。年金も、

この三つの義務の一つでもなくなってしまうと、国は成り立つこと 税金によって補われている。そのときに感じてはしい。今働けな

ができなくなってしまう。 くなっても生活できるのは、日本の未来を背負った若者たちが

私は中学三年生。義務教育最後の年である。九年もの間、身 働いているからだということを。

近にあった教科書の裏表紙にはこう書かれている。「この教科 税金を理解していても、否定的な考えを持つことは誰にだっ

書は、これからの日本を担う皆さんへの期待を込め、税金によっ てあること。普段の何気ない生活の中で、「税 金があってよ

て無償で支給されています。大切に使いましょう」私はこれを見 かった」と思えることがとても大切である。そしてそれは感謝を

て、私たちは将来、日本を支えるために高校や大学、そして就職 伝える輪となり、私たちの生活をよりよいものにしていくだろう。

へと人生を歩んでいく。そのために必要な知識を税金が補って

くれていると思い、改めて税金に感謝の気持ちでいっぱいに

平成27年度埼玉県納税貯蓄組合総連合会優秀賞

1理1全lri伝 1と|ぅ__盛1謝121強 :__

春日都市立大沼中学校 3年2組 村井 舞さん

誰もが理解しているはずなのになぜ、税金に対して否定的な

なった。

平成27年度埼玉県納税貯蓄組合総連合会優秀賞

11lIII誕||:I=「亘IIII
さいたま市立桜山中学校 3年2組 吉田 栞さん

私は小学校三年生のくらいの時、百円ショップの物は全て百

円だと思っていました。でもお会計の時、金額を見ると百五円と

表示されていました。私はその時とも不思議に思いました。学年

が上がるにつれて、その謎の五円は消費税だということが分かり

ました。でも、名前だけは分かっても消費税とは具体的に何なの

しかし、社会に出て働き始めると、一人暮らしを始め、家賃

や光熱費、消費税が引き上げられたことなど、出費が増えてく

る。だんだん生活に余裕がなくなってくると、「なんで税金なん

しかしそんな人に考えてみてほしい。「人生」を。社会に出

出すゴミの収集や処理、国民の安全を守る警察や消防なども

全て税金で動いています。私達学生があたりまえのように学校

に通うこと力`できているのも税金に支えられているからです。

この夏、私はさいたま市の中学校国際交流事業でニュー

ジーランドに行きます。この事業はさいたま市からの補助金が

十万「 l以上出ます。これも税金から出ています。市民が一生

懸命働いて稼いだお金の中から集められた税金をこんなにも

たくさん出してもらって私はとても恵まれていると思います。だか

らこそ、この交流事業を通して、一分一秒を大切に、しっかりと

学び、楽しんで、色々な力を身につけて帰ってきたいと思いま

たったの五円でも積み重なれば、こんなにも姿を変えて、私達

のために使われます。だからこそ、みんなで出し合った税金で

働いている公共施設、警察や消防などは、みんなで大切に利

用していきたいです。税金についての知識を得て、一皮むけた

私は、二学期からの授業に今まで以上に力を入れてがんばっ

ていきます。

か、何に使われているのかなどは、よく分かりませんでした。そし す。それが私に任されたことだと思っています。

て、中学校三年生になり、公民の授業で税について学びました。

消費税とは、いくつも種類のある税の中の一つで、物を買う時に

納める税だということ、国や市の運営費、政府を動かすためのお

金として使われていることが分かりました。それと同時に今まで直

接関わっていなかった税や、よく知らなかった税についても学び

ました。今、私が直接関わって払っているのは、消費税くらいだけ

私が小学校三年生の時に不思議に思っていたあの謎の五

円は、国を支える、私達国民を助ける役に立つ五円でした。

れど、これらの税があることによって、私達の社会は、安心安全で

住みやすいということが分かりました。

私達がいつも何気なく通っている道路の整備、毎日みんなが
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■法人会では、税制改正提言・租税教育。税の啓発・企業支援活動などのほか、

税とお金の教育事業
第8回「親子マネー講座」
H28年 2月 27日 (■ )

・親睦事業を行っていま魂

桜川小学校
H28年 2月 i日 (月 )

tH#trfr{E Hea+r eaee tf r
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女性部会新春研修会
「丘里のひとづくり」

中村康彦氏 会員研修会

|¨ 脚 ‐    H2841胴 帥

   |

雪雫‐ _ J

女性部会 ガーデニング
H27年 12月フ日(月 )

自百合幼稚園

H28年 2月 ]フ日(水 )

青年部会交通安全教室
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平成28年2月‐15日 (月 )

於 :書田部税務署

全国の税務署で平成27年 度分所得税及び復興特別

所得税の確定申告の受付開始日を控えた2月 15日 (月 )

に、WBA世界スーパーフェザー級チャンピオン、かすかべ

親善大使の内山高志さんが昨年に引き続き、「確定中告

の早期提出J、 自宅に居ながら申告書の作成ができる国

税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナーJを体

験しました。当日は国税庁のイメージキャラクター Fイ ータ

君」も応援に駆け付け、報道陣に囲まれました。2回 日と

なった内山さんは、当初緊張の面持ちでしたが、時折職

員のサポートを受けながら、申告書をスムーズに完成させ、

「思ったより簡単にできました。皆さんも利用しましょう。」と

感想を述べました。

場所や時間の制約を受けずに何時でも申告書の作成

ができるe Taxは 、大変便禾Jな ものです。ぜひご利用して

みてください。

決算及び申告をFrtえ た法人を対象に、法人税及び消費税等の説明会を

開催しています。開催は、毎年4月・7月 10月・1月で、講師は、関東税理士会

春日部支部の税理士さんと春日部税務署法人課税第一部門の調査官で

す。対象となる法人には、春日部税務署から案内が届きます。

0
新しく設立された法人を対象に、「記帳と申告J「 知っておき

たい日常の法人税」「源泉所得税及び消費税の仕組みと納

付Jなどについての説明会を開催しています。開催は、毎年9

月・3月で、講師は、関東信越税理士会春日部支部の税理士さ

んと春日部税務署法人課税第一部門の調査官です。対象とな

る法人には、春日部税務署から案内が届きます。

法人会の基本的指針

一一―全国法人会総連合 ―――
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1/19(火 )

3ノ28(月 )13:30

3/29(メ ()  ~16:00 春日部市民文化会館
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●春 日部支部

会員名

(株 )アイエフ物流サービス

(有 )シグシステム

(株 )雄喜オートファクトリー

(株 )クリアサポート

(株 )森商店

日下技研 (株 )

(有 )ページマントレーディング

(株)そわか

NKクリエイト(株 )

所在地

春日部市豊野町2191
春日都市大場 129018
春日部市増戸8081
さtlたます禄区下野950センター

'′

―ル際和桑園弐雷街帥

春日部市中央557101
春日部市小渕 19331
春日部市大場 ]11
春日部市金崎9878
宮代町東 18

ヴィクトリーステージ

渡遷和哉税理士事務所

美容室シア

(株 )松紅

(株 )一翔建設

(株 )常光

スタークリーン

●幸手支部

(有 )エムアンドエムトレーデング

(有 )真花園

(株 )高田商事

(株 )ユーシンツール

(株 )エイト建設

●宮代支部

(株 )ミヤシロ

● 白 岡 支 部

(株)エヌティー タクト

土橋管I里 (株 )

(株)関田農園

(有 )メ ディア八ンズ

● 菖 蒲 支 部

(株 )岸電気工業

(株 )竹 内建工

●栗橋支部

合同会社福成

村松塗装

(株)アクアガーデン

(株 )中央ネット

● 鷲 宮 支 部

ジェイエス技研(株 )

(株 )リ アライズ

●杉戸支部

柴崎プレスエ業 (株 )

協和精機 (株 )

●庄和 支部

(株)ADVANCE
(有 )大不口住建

(株)橘建設

さいたま市岩槻区城南 131
蓮田市蓮田4165
桶川市南1220マルイチビルlF

蓮田市馬込24メ ゾンAT8 B 107

北足立郡伊奈町寿卜1801
1鴻巣市常光 16461
1上尾市東町 1625

1幸手市東 1248
1幸手市中 ]626
1幸手市幸手25331
1幸手市南 14]]
1幸手市南 1420

1富代町和戸827‐5

1白岡市新自岡3275
白岡市小久喜9471
春日都市中央327
白岡市千駄野31

‐久喜市菖蒲町小林3781‐ 1

久喜市菖蒲町三箇62119

1久喜市栗橋東 1522
‐久喜市間鎌4897
1久喜市栗橋東 11919
久喜市島川361

久喜市栄 1-2-2-202

久喜市桜田225116

杉戸町本郷484
杉戸町本郷529]

1春日部市東中野135010
1春日部市大表5752ダイワビル2F

I春 日部市米島82057

● 岩 槻 支 部

大京建設 (株 )

大栄企業 (株 )

(有 )増田紙器製作所

マルナカフーズ(株 )

(株 )桑原商店

(株 )新晃電機

(株 )ヤマシタ

(株 )きさらぎ

キムラ司法書士事務所

K&K Eng合 同会社

ギフトのこぐれ

(株 )ミナシア

産業活動支援互助会

悠和電機 (株 )

ぶ、とんのみつみね

美容室′ヽツミ

北の丸造園

(株)MS加工

合同会社高栄鍛設

(株 )小田切電気

日本健康科学教育 (株 )

●久喜支部

(有 )ベルアール

(株 )渡辺機械サービス

(株 )レクシー

小松 智子

(株 )ダイバーシティ

倉持政宏税理士事務所

● 蓮 田 支 部

(株 )ユアサポート

美たよ

さいたま市岩槻区愛宕町318
さいたま市岩槻区鹿室207‐ 5

さいたま市岩槻区太田卜1‐22

さいたま市岩槻区加倉3106
さいたま市岩槻区鹿室1146
さいたま市岩槻区古ケ場600‐ 1

さいたま市岩槻区西町55‐41

久喜市南栗橋31626
さしヽたま市岩槻区本町65221F
さいたま市岩槻区本町2731
春日都市増戸3841
さいたま市岩槻区南平野1291

自岡市太田新井6812
さいたま市北区植竹町1680
1さいたま市岩槻区諏訪2224
1さいたま市岩槻区加倉42913
1さ しヽたま市岩槻区釣上 1899
さいたま市岩槻ERI釣上268
.さ しヽたま市岩槻区西原3335
さいたま市岩槻区岩槻54673
‐北佐久郡軽井沢町軽井沢東2卜3310

久喜市栗原4127
幸手市平須賀25132
久喜市南5117
久喜市吉羽 13525
久喜市西18711須永ビル2F

久喜市南 1フ 24

‐蓮田市御前橋2‐5‐27
.蓮田市閏戸2282
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圏央道とまちの移り変わり

自田支部 0斉藤金型製作所

代表取締役 斉藤 俊明

昨年10月 31日 に桶川北本IC～ ri岡 菖蒲ICが開通し、

圏央道の埼玉区間が全通しました。白lYl菖 蒲インターの

付近に弊社があることから交通量も去ることながら、走っ

ている車両の種類が様々であることに驚いています。

R122で最近見たトラックは鈴鹿ナンバーでした。かなリレア

だと聞きます。都内から放射線状に交通網が張り巡らされ

ている関東地方は東西を結ぶ流通手段が少ないと長年

の課題でした。しかし東名、中央、関越、東北と4本の高速

道路を連絡できる今の環境は夢が現実になったようです。

弊社は、創立以来40年、一貫してゴム金型にこだわっ

てきました。主にカメラ部品、医療用品の金型設計、製造

を生業としています。ニッチな産業である中で、更に同業

他社との差別化を図ったことから、技術力に定評がありま

す。そんなある日、厚木の部品関連メーカーさんから突然

電話がかかってきました。lfll外で稼働している生産工場を

縮小し、この日央適用辺での新 li場 を立ち 11げるための

調査として金型メーカーを探しているとのことでした。

一部区間が開通すると常磐道、東関道まで6高速が交

差することになります。するとその中間点が自岡インター付

近になるようで直結するR122沿線も含めて期待がJFtい

そうです。短納期等、様 な々お客様の要望に対応できるよ

う、さらなる安定供給体制を整えなければなりません。今年

は、事業継承も最終段階となります。法人会での研修、交

流を生かし、企業価値を高めるよう努める所存です。

平家の里 湯西川を訪ねて

杉戸支部 帥落合工業所

落合 喜彦

天候も良く続き紅葉シーズンの真っ只中、平成27年 10月

3011(金 )女房と紅葉狩りに出掛けた。久喜から高速道を走

り、先ず立ち寄ったのが日光霧降の滝、相当下りに下りて行

くので Lからlutめ 写真も撮った。次、霧降高原道路を通り抜

け大笹牧場レストランで昼食にした。ここでは人気のジンギ

スカン定食が有名。マトン1肉 をジュウジュウ焼き久 の々ジンギ

スカン昼食に舌づつみ満足だった。さあ出発、山をドリ五「
湖ダムを左右に眺めながら湯西川道の駅に到着、ここで旧

本でも数少ない水陸両用のダックツアーバスに乗った。道の

駅を出発、40人乗り満席で平成23年に完成したばかりの湯

西川ダムに到着、ここは、一般の方は入れない。このバスを

利用した方だけ観光見学が出来る。ヘルメットを被リエレ

ベーターで150mも下リダム底の見学場所に着いた。下から

ダムの_Lを眺めるなんて生まれて初めての体験、それは見

事だ素晴らしい。しばらく眺めて又エレベーターで上に昇り

再度ダックツアーバスに乗車し、今度は湯西川ダム湖にバス

が入る。いよいよジャプンとバスの前が見えない程波を被り

いよいよバスが湖をゆうゆうと泳ぐcく
・るりと15分位湖を廻り

素晴らしい湖面からの紅葉を満喫し、バスは湖i“ から地上

に昇り道の駅へと約 1時間30分コースのめずらしい楽しい

コースが体験出来た。さて車に乗って湯西川温泉郷に行こ

う。途中の景色は以1サと全く違う。ダム建設で総ての住宅や

施設が新築されている。温泉郷を通り過ぎいちばん奥の方

に平家の里、落人集落の記念館が有る。人館料を支払い

門を入ると別世界だ。昔造りのカヤ葺屋根の大きい建物が

9棟も建っており、昔の農家の勝手場とか平清盛像が鎮座

した建物とか青使った物 ll:が各棟に飾ってある。庭も植木

場もされい真中に清らかな小川も流れており、今の世の中を

タイムスリップした感じを充分満喫し今H一 Hはなんにも忘

れ素敵な日帰りの旅を味わってきた。皆さんもいかがです

力、たまには常日頃の疲れを癒してみては。

こ造鉄骨建築 板金専門工事

傘 l■l落合工業所
杉′i町大学 ド高野265(和戸 4r.・ 際 )

TEL 0480‐ 32‐ 2108(代 , FAX 0480‐ 35‐ 0635
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■法人会つてどんなことをやつているの?

毎年の税制改正や法人税 本目続税などを、解説した税のテキストや経済、経営、法律、労務などの重要テーマ

を取り上げた小冊子は、解りやすいと好評です。こうした冊子は、広報誌と一緒に直接送付するほか、様々な研

修会会場や各支部事務局で配布しています。こ希望の方はお申し出ください。

税制改正のあらまし

源泉所得税

実務のポイント

法人会員の皆様に関係のあ

る改正のポイントを解りやす

く解説。毎年発行。

A4判 32ベージ

会社の

税金ガイドブック

新設法人のために、特に法人

税 現前所得税等の基本的な

知識を説明。毎年発行。

源泉徴収の仕組みや実務上

よくある項目を解説。

毎年発行。

A4判 32ベーシ

会社役員のための

確定申告実務ポイント

会社役員の確定申告や会社

役員間取引等について解説。

毎年発行。
、、コ

`p.

A4判 32ベージ I  A4判 32ベージ

会社の

決算・申告の実務

決算と申告に関する基本的に

重要な事項を要約した実務手

引書。毎年発行。

会社取引
をめに0

税務 Q誤 |

会社取引をめぐる

税務 Q&A

会社にかかる税金や収益、資産、

会社経営をめぐる税務を様々な

視点から整理。毎年発行。

A4判 32ベージ B5判64ベージ

※内容の一部は、全国法人会総連合のホームベージからこ覧いただけます。

～ホームベージで

活動写真をご覧いただけます～■「目で見る春日部法人会J

春日部法人会で |よ 、講演会 セミナー 説明会、小学生 中学生へ税の役割や大切さを知つ

ていただく活動、様々な社会貢献活動、会員の親睦 交流のための事業、音楽や舞台芸術に親

しむ活動、税制に関する活動などを毎年実施しています。また、支部活動でも多様な事業を実

施しています。こうした活動は「法人春日部」で毎号お知らせしていますが、更にわかりやすく、迅速に日で見て感じ

ていただくために、ホームページで写真を中心にこ紹介します。4月 から随時掲載いたしますのでc~期待ください。

)香日部法人会のホームベージは http:〃 kasukabehojinkai.jp/

公益社団法人春日部法人会では、会員企業の皆様への事業や

広く地域社会や地域企業を支援する様々な活動を行つています。

今回は、税関係の資料 (全国法人会総連合発行)をご紹介します。

Itllotoo (il
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事業承継対策を考える 卜で、先ず上げられるの と書き、親族の争いと言われるくらいに身内の揉

が後継者の決定と育成ではないでしょうか。その め事が大半で九

後継者には必ずといっていいほど事業承継にお そうならないための手段の一つが「譲歩相続

ける譲る立場の方々がおりま丸 人の権利を守る」方法です。具体的には後継者の

この譲る立場の方々を筆者は、譲る相続人「譲 手元に自由に使える資金を準備し、その資金を譲

歩相続人へ渡すという方法です。歩相続人」と呼んでいます。

この譲歩相続人と後継者との揉め事が、事業 これを「代償分割Jと言いますが、後継者が会社

承継を進める上で大きな障害になることが意外に を含む多くの事業用資産を受け継いで事業を承継

+,,,d)T1" する代わりに譲歩相続人に償うという方法で丸

スムーズな事業承継を進めるためには、この譲 通常現金を渡せば贈与になりますが、代償分常」

歩オH続人の権利に手厚く対応することが重要で は相続とされ税負担の軽減にもつながります

す。何故ならば、相続人には民法で定められた この場合の資金準備には生命保険の活用が有

「遺留分Jの権利があり、財産の一部を確保する 効です。生命保険金は、受取人の
「

1有の財産として

とされていますが、後継者に財産が集中するあま 他の相続財産から切り離して考えることができます

り譲歩相続人に財産が渡せないと、そこに揉め事 ので、後継者の手元に自[Hに使える資金が準備で

の火種が出来てしまうからです。 きるので丸 生命保険を使つた代償分割は、残され

例えば、事業用財産が大半で後継者に集中し た相続人FH5の 揉め事を無くし、事業承継を穏便な

ないと事業継続が困難というようなケース、他に 形で実施するには有効な手段なので丸

分ける財産が無いために遺言で後継者に集中し 経営者のリスクマネジメントの一つとして是非押

たところ、譲歩相続人から遺留分減殺請求の裁 さえておきたいポイントではないでしょうか。

判を起こされたという事例は意外に多いです。

よくあるのが、「我が家の子供達は仲がいいか 著者 プロフィール :島津 悟 民

大同生命提携講師 PHPビジネスコーチ ファイナンシャ

ルプランナー 年全プランナー 春曰部法人会合員.新潟

県出身。大同生命支社長を経て研修部門。平成24年

同社退職を機に研修講師として独立。同社職員や管理

者の育成に,わる。また 全国の法人会 納税協会の経

営者セミナー lll理士会向けのセミナーで活躍中。

らJと の親心、誰しも信じたいところですがこれ

が意外 にもろい。相続が発生すれば、お金の価

値観も生きていくベクトルも変わるため、揉め事に

つながる例は少なくないのです。相続とは「争族J

法 A会 は、様々な事業を行つていますが、大きな柱の一つが福利厚生制度で、全国法人会総連合では、この制度

を「大同生命保険株式会社」「AIU損害保険株式会社」「アフラツク(アメリカンフアミリー生命保険会社)」 の3社と

提携しています。会員でなければ加入できない保障制度、集団取扱いによる割安な保険料、法人契約にすれ|」ll■険料

が損金処理できる保険などがあります。詳しくは各社「法人会福利厚生制度推進員」におたずねください。

大同生命保険株式会社 埼玉支社春日部営業所………………… 電 話 048‐ 734‐ 3371

AIU損害保険株式会社 埼玉支店 ……… …… …… …… …… 電 話 048‐ 650‐ 7670

アメリカンフアミリー生命保険会社 埼玉総合支社 …………… 電 話 048‐645‐0861
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■第4回 定時総会記念講演会 ■公開セミナー停前申込制)

平成28年 5月27日 (金)

■ 14:00～ 15:30 ■ 入場無料

■ 春日都市民文化会館 Jヽホール

■ 定員400名 (事前申込の方優先入場)

「これからの10年」
～元気になる企業と地域社会～ 中小企業のための
ジャーナリスト鳥 信 彦 氏 税務調査の基礎知識

一日でわかる!経理のすべて
～基礎から学ぶ、経理業務の仕組み。流れ・知識・心構え～

■ 平成28年 6月 15日 (水)10:00～16:00

■ 春曰都市商工振興センター204 ■ 定員50名

■ 受講料 :無料 ※一般の方はテキスト代 (1,200円 +税 )

～正しい理解で不安を解消 !対策・事前準備のポイント～

■ 平成28年 7月 22日 (金)14:00～ 16100

■ 春曰部市商工振興センター204 ■ 定員50名

■ 受講料無料

●自動振替手続き済みの会費及び青年部会負担金引落しは、平

成28年6月 6日 (月 )となります。

2自 動振替の手続きを頂いていない場合

後日お送りする会費納入依頼書 (請求書)及び銀行振込用紙で銀行

の窓口にて、又は郵便局備え付けの用紙で郵便局窓口にて振込みの

手続きをお願いするか、自動振替の手続をお願いい

たします。自動振替の手続用紙は同封いたします。
jこれから自動振替 の手続 きをする場 合

自動振替手続後、翌々月5日 に、平成29年度以後の

分については毎年6月 5日 に自動引落しになります。

(引落し日が休日の場合は翌営業日となります。)

0
らY`

■ 同日開催
/A・益社団法人春日部法人会 定 ]寺総 会

■ 15:45～ ■ 春日部市民文化会館 3階 大会議室

■ 会員限定 (会員の皆様には別途往復はがきでこ案内致します)

平成28年度会費
青年部会負【盤の

童EOHこ

平成28年度会費並びに青年部会負担金の自動

引落し日は、6月 6日 (月 )です。

平素より当法人会活動につきましてこ理解こ協

力を賜り厚く御礼申し上げます。新年度を迎え、平

成28年度分の会費や青年部会負担金を納入頂く

わけですが、その手続きとして自動振替のシステム

を導入いたしております。会員の皆様には手数料

はかからず、以後の手数はなくなりますので事務の

合理化、経費の節減が図れます。是非会費自動振

替の手続きを頂きますようお願いいたします。

編集 :春日部法人会 広報委員会 染谷 林 (茂)橋本 小暮 林 (明 )・ 須賀 浜田・真中 明野 進藤・中島・中野


