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表紙●山中湖の紅富士

巻頭コラム

逵　親舟 書

がんばる  
 西新井法人会

サービス事業委員長

 茂木　繁

　弊社日成商事は平成 11 年に西新井
法人会に入会致しました。
　入会時は現在、西新井彰友会会長
の渡邉守章様が活躍中でした。
　平成 15 年５月には、現在の西新井
法人会顧問の野口節様に引き継がれ
平成 23 年５月には現在の堀口宗弘会
長に引き継がれ３代の会長の下で法
人会活動をさせて頂いております。
　私は西新井本町支部（第６ブロッ
ク）に在籍し、入会時の支部長は現
在副会長の渡辺正昭様でした。
　当時、渡辺支部長が会員増強では
毎年素晴らしい成績を残しており、
私は誇りに思い支部活動を行ってお
りました。
　平成 12 年 12 月 10 日頃に当時の渡
辺支部長から「次はお前がやれ」と
声がかかり一度は辞退いたしました
が、引き受けることとなり、渡辺支
部長が築き上げた業績を維持できる
か不安とやる気が交錯しながら、３
期６年間、支部役員の皆さんと共に
支部活動を頑張ってきました。
　渡辺支部長の足元には及びません
でしたが、自分で立てた目標には近
づけたと自負しております。
　平成 21 年には現在副会長を務めら
れております秋山サービス事業委員
長（当時）の時に、私は秋山委員長
の下で指導を受け、サービス事業の
ノウハウを伝授して頂きました。
　サービス事業委員会は西新井法人
会の収益事業の要でもあり、力の配
分も重要ではないかという所に着目

し、副委員長の職を行ってまいりま
した。
　平成 23 年５月には秋山前サービス
事業委員長の後を受け、サービス事
業委員長という重い役を引き受ける
事となりました。秋山前委員長が手
掛けてまいりました、とうきょう共
済及び会員向け複合機導入サービス
の新収益事業も順調に推移しており
ます。
　今年度は一般社団法人西新井法人
会として新たに走り始めました。走
り出しと共に堀口会長の発案により
一般社団法人ならではの会員へのサ
ービス提供と法人会及び地域経済の
活性化を図る会員カード事業に取り
組むことになり、平成 24 年 10 月よ
りスタート致しました。サービス事
業委員会は土屋担当副会長を始め委
員会一丸となって取り組んでおりま
す。

　この会員カード事業は会員企業が
参加（加盟）することにより、自社
のＰＲにつながると思います。
　また会員のみ格安料金での取引
（売買）が利用でき、メリットが生じ
ると思います。

　私は理事に就任して９年目になり
ますが、この９年間に感じた事、得
た事を振り返りますと、西新井法人
会が年間全国No. 1 を維持できている
という事は役員皆様の頑張りと会員
皆様の頑張りが全てだと感じました。



新
年
の
ご
挨
拶
　

H
a
p
p
y
 
N
e
w
 
Y
e
a
r

NISHIARAI HOJINKAI Vol.216 3

　新年あけましておめでとうございます。

　平成 25 年の新年を迎えるにあたり謹んでご

挨拶申し上げます。

　会員の皆様に於かれましてはご家族とご健勝

の内に新年をお迎えになられている事とお慶び

申し上げます。

　日頃より会員の皆様にはご支援ご協力を賜

り、あらためて厚く御礼申し上げます。

　西新井税務署・對馬署長をはじめ川上 昌
あきら

、

並びに三浦賢二両副署長、幹部職員の皆様の適

切な指導により諸事業は滞りなく遂行させてい

ただいております。

　この事は全て署の皆様の法人会活動へのご理

解とご協力によるものであります。心より感謝

申し上げます。今後も引続きお支え戴きます様

にお願い申し上げます。

　東日本大震災・リーマンショック・大企業の

吸収合併・安売り価格破壊など新年を迎え新鮮

な気持ちを半減させるような言葉や報道がつき

まとっており、その負のスパイラルの中で経営

活動はいよいよ困難なものになっております。

皆様も業種は違えども同じ悩みや苦しみをお持

ちの事と思います。

　昨年末に伊那食品工業の会長であられる塚越

寛氏の著書に触れる機会がありました。その中

で深く感銘を受ける部分がありましたのでご紹

介したいと思います。安定した企業活動をする

上で必要な事は「忘己利他」だと述べられてい

ました。これは天台宗の開祖、最澄の「自分の

事は後回しにして人の役に立ち喜んで貰える様

にする事こそ幸せである」という教えだそうで

す。なるほど企業の財産である社員の幸せを思

う企業理念がゆくゆくは周りも幸せにし、消費

の促進や国全体の景気の底上げにつながる。小

さな積み重ねが会社の安定になるのだ、と思い

ました。併せて地域貢献も共存共栄の関係であ

り地域を良くする事で、会社もその恩恵に預か

れるのだと。足立区の経営者である私達はこの

事を胸に今年一年、それぞれの経営に頑張りま

しょう。

新 年 の ご 挨 拶
H a p p y  N e w  Y e a r

忘己利他の志で

 一般社団法人 西新井法人会 会長　堀口　宗弘
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　新年明けましておめでとうございます。
　一般社団法人西新井法人会会員の皆様方に
は、健やかに新年をお迎えのことと心からお
慶びを申し上げます。
　旧年中は、堀口会長はじめ役員並びに会員
の皆様方には、法人会活動を通じまして税務
行政全般にわたり、格別のご理解とご協力を
賜り、厚く御礼申し上げます。お蔭様で、当
署の事務運営も順調に推移しております。こ
れもひとえに皆様方のお力添えの賜物と、心
から感謝申し上げます。
　昨年の貴会の活動を振り返りますと、「あ
だち区民まつり」では税金クイズの実施と鉢
花の配布、「税を考える週間」においては街
頭広報の実施、また、税に関する絵はがきコ
ンクールや講演会の開催など、会員及び地域
の皆様方の期待に応える充実した活動を実施
されるとともに、税知識の普及や納税道義の
高揚にも積極的に取り組まれました。
　また、組織の拡充につきましては、大規模
単位会の加入割合「13 年連続の日本一」を目
指して、新たに「会員カード」を導入される
など、役員並びに会員の皆様方が一丸となっ
て取り組まれました。
　これも、堀口会長はじめ役員並びに会員の
皆様方の法人会活動に対する並々ならぬ熱意
と連綿と続く良き伝統の力であり、心から敬
意を表しますとともに、大変心強く感じる次
第であります。
　ところで、税務行政を取り巻く環境は、経
済・社会構造の変化に加え、職員数の減少、
半世紀ぶりの国税通則法改正による税務調査
手続の法定化などにより、取り組む課題も増
して、更なる効率化への要請も高まっており

ます。
　このような中、国税庁に課された使命を果
たすべく、私ども税務行政に携わる者といた
しましては、その立場を十分認識し、納税者
の皆様の更なる利便性の向上と事務の効率化
を図るため、e-Tax の普及拡大などを通じ
て、環境の変化や時代の要請に的確に対応す
ることにより、皆様方の理解と信頼をより一
層得られるよう最善を尽くして参る所存でご
ざいます。
　e-Tax の普及に当たりましては、これまで
も貴会のお力に負うところが大きかったわけ
ですが、更なる利用拡大のため、法人税等の
確定申告にとどまらず、法定調書、ダイレク
ト納付、あるいは従業員の方の確定申告につ
きましても、顧問税理士へ「代理送信」を依
頼していただくなど、より一層のお力添えを
賜りますようお願い申し上げます。
　昨年４月に貴会は一般社団法人へ移行さ
れ、監督官庁は東京都になりましたが、着任
のご挨拶でも申し上げましたとおり、これま
で築いてまいりました相互の協調・信頼関係
はいささかも揺らぐことはありません。適
正・公平な税務行政を円滑に推進していくた
めには、皆様方のお力添えが必要不可欠でご
ざいますので、今後とも税務行政の良き理解
者として、また、協力者として一層のご支援
を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
　結びに当たり、一般社団法人西新井法人会
のますますのご発展と、会員の皆様方のご健
勝並びにご事業のご繁栄を心からお祈りいた
しまして、新年のご挨拶とさせていただきま
す。

新年のご挨拶

 西新井税務署長●　對馬　清貴
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　新年明けましておめでとうございます。
　一般社団法人西新井法人会の皆様方には、晴
れやかに新春をお迎えのことと、心よりお慶び
申し上げます。
　旧年中は、納税意識の向上や地域社会への貢
献活動を通じて、区政全般にわたりご理解とご
協力を賜り、心から御礼申し上げます。
　さて、区内経済は、緩やかではありますが上
向き始め、雇用情勢についても回復の過程をた
どってまいりました。しかしながら、根強い欧
州危機への懸念などにより、予断を許さない状
況にあり、引き続き注視が必要です。さらに、
施策展開の基礎となる区財政は、扶助費の伸び
などにより、厳しい運営を強いられております。
　区民税の均等割額を平成 26 年度から 10 年間
500 円増額することによって生み出す、いわゆ

る復興税を財源とする事業につきましては、区
の防災減災対策のみに活用し、解体除却や耐震
改修助成の増額、さらに区立公園には防災井
戸、災害緊急トイレ及びソーラーLED照明灯
を設置していく予定です。なお、執行状況につ
いては、広報やホームページでお知らせしてま
いります。
　一方、税務行政では平成 25年６月から、税
証明書等のコンビニ交付サービスが開始されま
す。
　一般社団法人西新井法人会の皆様方には、引
き続き税務行政へのご協力を賜りますよう、お
願い申し上げます。
　最後になりますが、年頭にあたり、皆様方並
びにご家族のご健勝とご多幸を心からお祈り申
し上げます。

　新年明けましておめでとうございます。一般
社団法人西新井法人会の皆様方には、健やかに
新春をお迎えになったことと心よりお慶び申し
上げます。昨年中は、堀口会長様をはじめ役
員、会員の皆様方には、東京都の税務行政に対
しまして深いご理解と多大なるご協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。
　貴会におかれましては、区民まつりにおける
税金クイズの実施や税に関する絵はがきコンク
ールの開催、税を考える週間での街頭広報な
ど、税知識の普及と納税意識の高揚に積極的に
取り組まれており、特に eLTAXの普及につき
ましては、西新井税務署所管区域の利用状況
は、都内でも屈指の利用率となっております。
皆様方の御協力に感謝申し上げますとともに、

更なるご利用をお願い申し上げます。
　さて、我が国の経済情勢ですが、欧州債務危
機、中国を始めとする新興国の景気減速、収束
する目処の立たない円高等に見舞われ、企業を
取り巻く環境は依然として先行き不透明な状況
です。平成 24 年度の都税収入も、都政史上初
となる５年連続の減収が見込まれています。
　このような状況の中においても、歳入所管局
である主税局は、各種施策の財源を確保するた
め、税収の確保に全力で取り組んでいるところ
でございます。
　最後になりましたが、一般社団法人西新井法
人会の益々のご発展と会員の皆様方のご健勝と
事業のご繁栄を心からご祈念申し上げまして、
新年のご挨拶とさせていただきます。

新年のご挨拶

 足立都税事務所長●　大隈　雅英

新年のご挨拶

 足立区長● 近藤　やよい
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　例年のように「七・五・三」日和りとはなり
ませんでしたが西新井税務署より對馬署長他各
署員西新井納税六団体各担当役員合同にて今年
も街頭広報を積極的に展開致しました。
　西新井大師門前にて記念写真。揃いのハッピ
姿に色取りどりの風船と配布物を手にし、午後
１時より繰り出しました。
　まずは酒販組合主催の「きき酒クイズ」会
場、光明殿へ、参道を行き来する人々にも
PR、「七・五・三」祝いの子供達にも風船は大
いに喜ばれました。
　広報会場を「Ario 西新井」店頭に移し、新
たなパンフレットを国税庁 e─Tax キャラクタ
ーのイータ君と一緒に手渡し。

　家族連れの子供達には人気絶大のイータ君、愛らしいキャラクターと緑のボディは店内でも奮闘。２階では「税
に関する絵はがきコンクール」で税務署長賞・都税事務所長賞・区長賞等々表

※
彰を受けた絵はがきが、また同じよ

うに中学生による税の作文も掲示され多くの店内のお客様を釘付けにしておりました。
　税理士会先生方も「税金相談会」を、間税会も「税金クイズ」と多彩な活動による、キャンペーン週間の始まり
でした。
 （広報委員会　委員長　小川節子）
※  11月 7日に足立区役所庁舎ホールにて開催した、西新井・足立両法人会女性部会主催による「絵はがきコンクール」表彰式

對馬署長以下、署幹部と西新井納税六団体の各団体長の皆様

日時：平成24年11月11日（日）日時：平成24年11月11日（日）

街頭広報─西新井納税六団体街頭広報─西新井納税六団体街頭広報─西新井納税六団体

出発前、大師門前にて記念撮影

税を考える週間「街頭広報」税を考える週間「街頭広報」
～街頭広報はイータ君と一緒～～街頭広報はイータ君と一緒～

税を考える週間「街頭広報」
～街頭広報はイータ君と一緒～
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堀口会長（写真左）と
對馬署長［Ario 西新井にて］

風船配布中の
對馬署長と未来の納税者

光明殿にて開催された「きき酒」会場にて

街頭広報─西新井納税六団体

子どもたちからの質問に答える
小泉間税会長（写真左）と
平田税理士会支部長（写真右）
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　平成 24 年度「税を考える週間」では、慶應義塾大
学の岸博幸先生をお招きし、「政治の混迷と日本経済
の展望」と題して講演をしていただきました。
　ここでは、広報委員会においてまとめたものを掲載
しております。

初めに

　皆さんこんにちは。慶應義塾大学の岸でございます。
　今日はお招きいただきまして有難うございます。
　実は今日の講演は、あまりやりたくなかったので
す。先週の衆議院解散がありタイミングも良くないと
いう事のほかに、１つの理由として法人会の主催であ
ることです。
　法人会の大事な活動目的の１つとして、正しい納税
知識を身につけ、ちゃんと税金を納めて行こうという

事で、地元税務署との連携した活動が多いと思います。
　テレビでの発言でもわかるように、私は税務署の親
玉でもある財務省の悪口を言っている人間で尚かつ消
費税増税は間違っていると唱える人間です。そんな自
分を講師として呼ぶのは、おかしいかな～と思います。
　２つ目は関東地方、特に東京方面では講演をしたく
ないのです。東京でのテレビ出演では、私自身かなり
上品に振る舞っています。東京のテレビ局は与党や霞
ヶ関との関係を気にして、激しい言葉遣いもあまり好
まない、これが関西、特に大阪のレギュラーで出てい
るテレビ局だと何でもありで、非常に伸び伸び、元々
の汚い言葉遣いのままやれるので気が楽なのです。
『TVタックル』の私だけを知る皆さんの前では上品
にやらなければいけないかなと思うと非常に面倒な気

平成 24 年度「税を考える週間」講演会

政治の混迷と日本経済の展望
平成 24 年 11 月 21 日（水）

西新井法人会館　於
●講師　岸　博幸 先生
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が……でも東京も近いし、時間も空いているからと受
けたら国会の解散です。
　普段は講演のテーマに全く関心がなく、その時々の
自分が問題と思う事を話していますが、今回のタイト
ルは「政治の混迷と日本経済の展望」であり、投票日
が 12 月 16 日で※１政党がたくさん出来て、本当に政
治が混迷してしまいましたね。こういうタイミングも
何かの縁だと思います。
　各政党が耳障りのいいことを言い、また日本経済は
今後どのような経済政策が必要なのか？　いろいろと
言っています。３年前の投票の結果と経過を見て、今
度こそ間違わないようにする為には、自分に入って来
る情報から、見える状況を説明させていただこうと思
います。
　私は小泉政権時代に経済政策に関わっていた為、与
野党他いろんなところと繋がっている延長で、今も出
馬要請を固辞しているわけです。

いよいよ本題に

　最初に経済政策を考える場合、今の経済状況はどう
なのだろうか？　という事から復習をしますが、日本
全国、西新井に限らず何処へ行っても不景気です。で
は、いつから悪くなったのか？、1990 年代からずう
っと悪いのです。
　ではその根源は？　と言えば「デフレーション」です。
　物の値段が下がる事、これが一番の原因です。日本
の場合、もうすでに 20 年も続いている。例えば牛丼
が２割も３割も安くなって消費者にメリットがあるよ
うに見えるが、経済全体ではマイナスが多い。
　要は物の価格が下がると思うとお金を使わなくな
る。企業も設備投資をしない、家計も大きな出費をし
なくなる、銀行の貸し渋りもしかり、そして現金を持
ち続ける事が一番合理的になる。そういう状態がずっ
と続いている。そこにリーマンショック、ユーロ危

機、その延長で円高が続き、加えて震災、電気料金が
上がり、外的ショックが起きてデフレが続いてる現状
です。このような悪い状況を認識する必要があるので
す。
　そう考えると、民主党政権がやってきた政策は正し
いのだろうか？
　結論から言えば、残念ながら間違っていると言わざ
るを得ない。
　民主党のこの 1年間でやった事は消費税増税くらい
です。ちなみに消費税増税は絶対に必要です。これは
もう当たり前の事でして、日本の借金は１千兆円、日
本の経済規模、GDP は 470 兆円ですから、日本の借
金はこの２倍を超えてしまった。ここまで借金が増え
ると、借金を返すのに、多分 100 年近くかかります。
経済に影響なく返すには、やはり経済成長を高めて税
収を増やすだけでは限界があります。加えて言えば、
日本の税制は少し直接税（法人税や所得税）に偏って
いまして、間接税の割合が低い。これを直さざるを得
ませんから、また、いろいろな観点から見ても消費税
増税は必要なのです。
　今回、財務省が決めた消費税増税、それ自体も財務
政策という観点からは否定出来ないのです。これは正
しい。ただ財務政策も経済政策の一つとして考えた場
合に正しいかどうかというと、別の問題になってしま
うのです。現実、デフレが続いてる中での経済政策は
どうすべきか考える時には、原点に返って考えるのが
一番です。
　では経済政策が達成すべき目的は何かと考えると、
簡単です。皆様のお仕事、生活を良くする事、要は景
気を良くする事なのです。
　このデフレの克服を最優先とする一策に金融緩和を
させる事が大いに必要になるわけです。
　この点につきましても、民主党はもとより、小泉政

主催者代表挨拶をする堀口会長開会の挨拶をする小泉副会長 司会の亀井研修委員長 講師紹介を行う
榑
くれ

林
ばやし

研修副委員長

※１　初の 12政党乱立、12 月４日公示



NISHIARAI HOJINKAI Vol.21610

権時代もこの部分はなかなか出来なかったから、自己
反省も込めて言えば、やはり日銀がやりたがらない、
そこを政府が無理やり金融緩和させるべきであった。
これは反省すべき点だし、民主党政権についても非難
すべき点なのです。
　今、選挙に向けて非常にアグレッシブに頑張ってい
る自民党の安倍総裁、金融緩和を一番に主張してい
る。そこは正しいのだけれども、建設国債引き受けま
でも言い出すのはちょっと問題が大きいと言わざるを
得ない。ついでに法人会ですので、消費税増税の問題
について一つだけ言っておきますと、増税は間違って
いる可能性が大きいのです。
　世界の財政再建の歴史を研究したヨーロッパの学者
の成果によりますと、財政再建に成功した国々は、ま
ず先に政府の無駄な歳出削減を十分にした後で増税を
する。
　民主党はマニフェストに約束した、無駄を切る事が
出来なかったにもかかわらず、約束したバラマキをし
た結果、一般会計予算が 81 兆円台から 95 兆円台にな
り、14 兆円も増えてしまった。結果、２割も予算規
模を広げてしまった。
　この無駄を切らないで、増税して本当に大丈夫でし
ょうか？　これはやはり厳しいです。今回の増税は、

民主党政権が３年間ばらまいて予算が大きくなり、足
りないから消費税増税に入った。それを正直に言うと
国民が怒るから「社会保障と税を一体改革します」
と、社会保障という名目をつけてやっているとしか言
えないです。経済政策として、デフレの中での増税は
駄目ですね。実際、金融緩和と財政再建だけでは日本
経済は復活しません。
　昨日、イギリスの新聞「フィナンシャル・タイム
ズ」も、いま日本が抱えている問題点は金融緩和一つ
で対応できるほど甘っちょろくはない、いろいろな問
題があると言っているのです。
　経済復活に必要な事は、日本の一番の強みを活かす
事です。つまり「現場の力」です。民間とか、地方の
現場の力です。
　３週間前の出来事から、すごく実感しました。
　アメリカのニューヨークに※２「ハリケーン・サンデ
ィ」が上陸し、５日経っても停電したまま、信号も点
かず、地下鉄も止まって、郊外からの通勤者が多いマ
ンハッタンはバスで代替輸送する。停電しているバス
停にバスを待つ人の列が２キロ以上続いている。どこ
の発展途上国だよ！？　という感じでした。日本の台
風で言えば、風速 40 メートル、日本ではよくある台
風です。
　ときは丁度アメリカ大統領選の最終盤、オバマ大統
領はこのハリケーンの対応をしっかりこなしたのが評
価され、再選が叶った要因の一つと言われています。
アメリカは大統領とか連邦政府、「エリートの人の力」
がしっかりしている、でも現場の力は弱いので、日本
でよく来る台風の一つが通過しただけで大混乱になっ
てしまう。比べて日本、大震災があった後１ヶ月も経
たずに、ほとんどの工場が操業を再開、政府は何もや
っていませんが「民間の現場の力」が凄いと証明され
ました。地元の自治体の職員・警察・消防・自衛隊の
応援・バス会社の社員、みんなが現場で出来る力を持
ち寄って、震災から６日後にはバスも動き、震災の翌
日でも新幹線は動いていました。日本の現場の力は、
ずば抜けて強いが、アメリカと正反対で「エリートの
力」が弱い。
　日本経済を再生させるには、この強い「現場の力」
をもっと活用すべきです。それにはまず先にデフレの
克服が絶対に必要です。
　次に東京だけでなく、地方都市も景気が良くならな
いと駄目ですので、地方分権を進めて行く事が大いに

日本の政治経済について説明する岸先生

※２　10月 25 日「ハリケーン・サンディ」がニューヨークを襲う。
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「現場の力」を活用する事になります。
　でも、それを活かすリーダーシップが不十分な部分
もあるのかなという気がするのです。
　私はエイベックスというレコード会社の役員をやっ
ています。
　具体例として、私が関わっている音楽業界の話をし
ましょう。こちらも非常に景気が悪く、皆口々にイン
ターネット上の違法コピーがあるのが悪いのだと言っ
ています。私はそれを聞く度に、嘘をつけ、言い訳ば
かり言うなよと思っています。本当にそれが原因で悪
いなら、業界みんなどこも総倒れのはずです。でもち
ゃんと売り上げを毎年伸ばして儲かっているアーティ
ストもいるのです。その典型例がAKB48 です。日本
の CD売り上げはだいたい 2,400 億円くらいです。そ
の中でAKB一発で 100 億円以上売っているのです。
デビューして３年くらいです。これは冷静に分析する
と、変化して来た社会環境に合わせ、音楽の売り方に
イノベーションを持ち込んだから成功したのです。イ
ノベーションは、凄く日本では難しくとられますが、
イノベーションの定義は技術革新に限定されません。
ものの売り方、生産の仕方、商品とサービスの組み合

わせ方、または PRの仕方、全てイノベーションなの
です。このように新しい事をすれば全体が悪くても売
り上げは増えて来る。そう考えると、やはり国の景気
は当然必要です。しかし、残念ながら日本の国全体の
稼ぐ力、国の力というのは、人口に比例します。人口
減少のもとでは、なだらかに、穏やかに低下して行か
ざるを得ない。
　振り返り、民主党政権３年間の経済政策で一番の罪
は、民間が困るとすぐ政府が介入した事です。結果、
民間企業側も何かあるとすぐに甘えるようになった。
日本航空も東京電力も、最近では※３ルネサスエレク

トロニクスも政府系ファンドからの資金で再生してい
る。政府の財政に余裕がない今の状況で、かつ国際競
争が厳しくなっている中で、政府系金融機関から融資
を続けるというのはあり得ないことです。
　次の選挙です。多分、自民党が勝つであろうが、日
本を復活させるには消費税やデフレ克服が大事です。
原発問題やTPP いろいろあるけれど、民間や地方が
自分の所の強みを強化出来るようになるか、また政府
がそれを変に甘やかさないように出来るかどうかが、
一番大事なポイントになるのかなと思っています。

大勢の方が聴講に訪れました

※３ 　平成 24 年５月、東日本大震災以降の業績悪化を受け、鶴岡工場

（山形県鶴岡市）と子会社のルネサスモバイル（東京）などを売却

し、従業員１万人の削減計画を検討。
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　東京は日本の中心です。東京は
もっと強くならなければいけな
い。その中で、この足立区でも、
この法人会の皆様のように頑張っ
ている企業がたくさんある。今後
どう生き残って行くか。これから
も難しい構造変化がある中で、政
治家の正しい政策、成長の為には
絶対に必要です。
　足立区の強みを力強く引っ張っ
てくれる政治家は誰なんだろう？
　という観点から考えてみるのも
大事なのかなと思っています。

質疑応答

　だらだらと話しましたが一問だけ
質問にお答えします。

（質問者）　今円高で非常に苦しんでいます、例えば
90 円にするにはどうしたらいいのでしょうか。
（岸先生）　デフレの克服で金融緩和を徹底的にやる。
実体経済で需要を増やす事も大事ですが、通貨安競争
の金融緩和を思い切って行う。同じ意味で安倍さんの
言っている事は、「建設国債引き受け」以外は正しい
と思います。ご静聴ありがとうございました。

　岸先生降壇にて、閉会となりました。
 （広報委員会　委員長　小川節子）

主催者と岸先生

当日はスタッフとして活動された研修委員の皆さん

◆岸博幸先生プロフィール
【経歴】
　昭和 37 年  9 月 1 日東京都に生まれる
　昭和 61 年  3 月、一橋大学経済学部卒業
　昭和 61 年  4 月、通商産業省入省
　平成  2 年  7 月、コロンビア大学ビジネススクール留学
　平成  7 年 11 月、朝鮮半島エネルギー開発機構出向
　平成 10 年  6 月、通商産業省資源エネルギー庁に復職
　平成 12 年  8 月、内閣官房 IT担当室に出向
　平成 13 年  9 月、経済財政政策担当補佐官
　平成 14 年  9 月、金融担当大臣補佐官を兼任
　平成 16 年  9 月、経済財政政策担当大臣・郵政民営化

担当大臣秘書官
　平成 17 年  9 月、総務大臣秘書官
　平成 18 年  9 月、経済産業省退官、慶應義塾大学 

DMC統合研究機構助教授
　平成 20年  4 月、慶應義塾大学大学院メディアデザイン

研究科教授
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　涼しい秋風が吹く 10 月の栃木に、総勢 28 組 110 名
のプレイヤーが集い、第 18 回法人会ゴルフ大会が盛
大に開催されました。
　当日は快晴にも恵まれ、陽光に照らされたフェアウ
ェイはとても綺麗でした。
　全組スタート後にご挨拶も兼ねて、後藤厚生委員長
と共に「筑波」「日光」「富士」の３コースを視察させ
ていただきました。その際にプレイヤーの方々の真剣

日時 : 平成24年 10月 24日（水）日時 : 平成24年 10月 24日（水）
会場 : あさひヶ丘カントリークラブ会場 : あさひヶ丘カントリークラブ

な面持ちや、和気藹々
とした笑顔等をお見受
けし、開催して良かっ
たなぁと感じました。
視察された後藤委員長
も同じ気持ちだったと
思います。
　全組がプレイを終え
た後、午後４時からは
表彰式を兼ねた懇親会を行い、配付された順位表を各
人様々な思いで見つめておられました。
　【男女総合】優勝は松崎顕治氏（サービス事業副委
員長）、準優勝は渡邉浩氏（青年部会長）、第３位は櫻
井要一郎氏（梅島支部）でした。
　【女子の部】優勝は金本美恵子さん（女性部会）、準
優勝は鈴木貞子さん（同）、第３位は高際テル子さん
（島根栗原支部）でした。
　100 名を超える方が参加され、怪我等もなく無事に

幕を閉じることが出来たの
は、この上もない喜びです。
　ご協力をいただきました各
界・関係者の皆様に対し、
心から御礼申し上げます。誠
にありがとうございました。
 （厚生委員会　副委員長

　辻内紘一）

▲男女総合優勝の松崎顕治氏
 女子の部優勝の金本美恵子さん▶

男　女　総　合 女　子　の　部
順位 氏名 グロス 計算ＨＤ ネット 順位 氏名 グロス 計算ＨＤ ネット
優勝 松崎　顕治 92 20.4 71.6 優勝 金本美恵子 95 18.0 77.0
準優勝 渡邉　　浩 85 13.2 71.8 準優勝 鈴木　貞子 100 22.8 77.2
３位 櫻井要一郎 89 16.8 72.2 ３位 高際テル子 95 16.8 78.2
４位 瀬田　安弘 93 20.4 72.6 ４位 鈴島　朱実 93 14.4 78.6
５位 関　　隆志 93 20.4 72.6 ５位 高橋　光子 109 27.6 81.4
６位 小林　　満 79 6.0 73.0 ６位 栁　　和子 125 40.0 85.0
７位 奥山　　勢 72 ＋ 1.2 73.2 ７位 緒方スミ子 114 28.8 85.2
８位 熊谷　邦人 90 16.8 73.2 ８位 川俣のり子 118 31.2 86.8
９位 高際　保夫 88 14.4 73.6 ９位 片倉真由美 146 40.0 106.0
10 位 山﨑　浩之 88 14.4 73.6 10 位 影山　淑子 162 40.0 122.0

表彰式開会の挨拶をする堀口会長

第18回法人会ゴルフ大会
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　秋冷の清々しさが西新井法人会館会場を包み込む
中、「平成 24 年度　納税表彰式」が厳かに盛大に挙行
されました。
　国歌斉唱に始まり、順次進行。
　西新井税務署長表彰状・感謝状の贈呈に続き、今年
の租税教育推進校「足立区立第六中学校」にも西新井
税務署長感謝状が贈られました。
　司会は笹方総務課長から三浦副署長の紹介に移り、
国税庁長官賞・国税局長賞等々の披露がなされ、また
對馬署長による式辞に続き、大隈足立都税事務所長、
近藤区長代理、西新井納税六団体代表・青色申告会矢
ノ倉会長等の御祝辞に御来賓の紹介、受彰者代表挨拶
は一般社団法人西新井法人会常任理事・加藤勝久氏が
壇上に立たれ、最後に全員揃い記念撮影を行いました。
 （広報委員会　委員長　小川節子）

当会から９名が受彰されました

平成 24年度納税表彰受彰者
 （敬称略）

西新井税務署長表彰状
加藤　勝久　　第２組織委員長
金子　俊二　　源泉部会長
久保田正志　　監事

西新井税務署長感謝状
塚﨑　文夫　　第５組織委員長
岡　　健次　　第８組織委員長
木村　公平　　税制委員長
松本　浩明　　宮城支部長
白井　　護　　財務副委員長
榑林　一雄　　研修副委員長

写真左から、松本宮城支部長、塚﨑第５組織委員長、久保田監事、金子源泉部会長
對馬署長、堀口会長、加藤第２組織委員長、木村税制委員長、岡第８組織委員長、白井財務副委員長

平成24年度　納税表彰式

平成24年11月 15日（木）平成24年11月 15日（木）

は
壇上
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「西新井税務署長表彰状」受彰者

「西新井税務署長感謝状」受彰者

ご用命の際は、西新井法人会会員であることをお伝え下さい。
優遇価格で承ります。

スクールアルバム・学校案内・写真による自分史
一般商業印刷物／会社案内・会社周年記念誌・ＤＭ・名刺など

株式会社トーコロ
〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目32番9号

スクールアルバム・学校案内・写真による自分史
般商業印刷物／会社案内 会社周年記念誌 ＤＭ 名刺など

03-3852-1211

URL ● http://www.tocollo.co.jp　E-mail ● webmaster@tocollo.co.jp

お問い合せ
本社 営業部
千葉まで

SCHOOL ALBUM
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　研修旅行としてはチョット遅い取組になったが、舎
人支部もどうやらまとまった。
　町内の行楽や各種イベント、コンペ等行事の多い季
節だけに一人でも多くの会員さんの参加を願いたく、
小委員会を何度も重ねて決められた本日、秋晴れの味
方は無かったが、集合時間前には一同勢揃い、36 人の
心も一つとみて世話役一同有々晴れの気分、感謝です。
　いつもの顔馴染みを乗せて賑やかなバスは高速道に
入り安定速度 80km。これで良し。まずまずのスター
ト、後は今日一日の天候を願うばかりです。
　ところで運転手さん、朝迄の飲酒フラフラだなんて
大丈夫 ??（ジョークで～す）
　昨今のニュースを思うにつけ皆さんの笑顔を最後迄
運んで下さい。
　さて、支部長の御挨拶を頂戴しようとマイクを使っ
た時でした、ちょっと制動が掛かった瞬間、マイクの
声は「ウゥ部長」になってしまい「部長じゃないよ
～」「俺は舎人支部長だよ～」と言わせてしまって、
失態申し訳ありませんでした。
　気を取り直されての挨拶は本日の研修旅行の主旨説
明や役員への労い、又笑いも誘うお話を頂きました。
　東海林委員のコース案内も判りやすくバスの進行共
滑らかでした。
　本日の予定は榛名山ロープウエイを使い山頂からの
紅葉を眺め、沼田市原田農園でリンゴ狩り、夢みた秋
の爽快空中散歩は曇り時折小雨に打ち消されました。
　残る楽しみは昼食「本格釜めしの時代屋」。
　その名の通り、門構えの茅葺き屋根は草だらけ、ノ
レン（暖簾）を押しくぐった先に下足番、梁の太さや

回りの板の厚さ等、造作をみているとタイムスリップ、
「タノモー」の気分。水から焚く本格釜めし「蓋はあ
けるな」、「みつ葉は入れて３分待つ」との注文の多い
料理でしたが、お酒も入って皆さん楽しんでいただけ
たようで、岩野さんはじめ関係者も気分は晴れでした。
　ここで記念写真「ハイチーズ」。
　午後は「伊香保おもちゃと人形・自動車博物館」山
のように展示されたおもちゃの迷路の先の 2 階はクラ
ッシックカーが並べられ、車と共に若い頃の懐しい思
い出話にそれぞれが楽しみ、リンゴを始め、折々で土
産を買い、最後は上州物産館でショッピング。
　帰路は夕方の渋滞を回避できず予定の７時を回った
が無事帰宅。有意義な研修旅行を終了出来ました。
　皆様お疲れ様でした。
 （舎人支部　副支部長　鈴木武志）

ブロック・支部・部会／研修会ブロック・支部・部会／研修会ブロック・支部・部会／研修会

やっと決行・日帰り研修会 開催日：平成24年10月 28日（日）舎人支部

ガンバレ！　気になる数字！
　西新井第二支部

開催日：平成24年11月 22日（木）
場　所：西新井北野神社西新井第二支部

　“０”からのスタートです
　足立支部長の挨拶と司会進行で 18：00 スタート。
　第 36 次会員増強中間報告を参加者 11 人でおこない
ました。
　会員の方々が毎日歩いて未加入の方々を、勧誘しま
したが残念なことに今のところ

4 4 4

“０”です。こんなこ
とは・じ・め・て。
　重い空気と緊張感たっぷりの中間報告会でした。

 （西新井第二支部　広報委員　中橋 奈保子）

昼食後全員で記念撮影
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　11 月 19 日 14 名、会員増強中間報告も含み役員会
が行われました。本日は西新井法人会会員カードを、
青木支部長より一人ずつに手渡して頂きました。前か
らお話にはでておりましたが、カードを手にとってみ
ると新しい第一歩が始まったのだなあという思いと、
会員の皆様と一緒に是非盛り上げていきたいという、
気持ちになりました。
　こちらも、会員増強の心強い味方にもなり色々な方
にお話をしていきたいと思います。

　会員増強も 11 月に入り、本日は青木支部長より現
在７名の加入の発表がありました。新規獲得の役員の
方からアドバイスを頂き、情報交換となりました。目
標は７名でしたので、大いにわき、都築ブロック長よ
りお褒めの言葉も頂きながら、懇親会も随分と盛り上
がり、もうひとがんばりを誓い、一本〆にて終了とな
りました。
 （谷在家・皿沼支部　広報委員　久保和代）

ブロック・支部・部会／研修会

会員増強中間報告 開催日：平成24年11月 19日（月）
場　所：いりふね会議室谷在家・皿沼支部

会員増強出陣式 開催日：平成24年10月 11日（木）
場　所：大勝会議室新田支部

がありました。
　第２部の懇親会では、増強の話に終始し、
82％を達成するために、まずは新田の未加入
法人を 10 月中に３日間かけて挨拶に行くス
ケジュールが決められ、その中で可能性のあ
る法人を２ヶ月かけて交渉することとなりま
した。
　まだ意見の余韻が覚め遣らぬ中、午後８時
になり、諏訪社会貢献委員の気合の入った一
本締めで散会となりました。
 （新田支部　広報委員　安藤勇三）

　10 月 11 日午後６時より新田の大勝会議室にて、叶
野第一統括官をお招きし、役員会を兼ねた会員増強出
陣式を開催しました。
　川上支部長の挨拶では、新
田支部の目標 82％を達成し
よう！　と、岡第８ブロック
長からは『年一度の仲間作
り』を楽しくやろう！　と、
又、叶野第一統括官からは西
新井法人会の目標である
79％に向け頑張って欲しいと
の激励のお言葉を頂きまし
た。
　叶野第一統括官が他用の
為、退席されました後議事に
入り、土井厚生委員から来年
の一泊研修の下見実施報告及
び各委員から本部報告の発表 川上支部長（中央起立）からは推進目標について説明がありました

ご挨拶をされる叶野法人第１統括官 説明中の岡第８組織委員長
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　平成 24 年 11 月２日（金）第 26 回法人会全国青年
の集い宮崎大会が宮崎シーガイア「シーガイア・コン
ベンションセンター」にて行われました。全国各地か
らおよそ 2,000 名の青年部員がスローガンである「新
価値創造」のもと集い、会場は活気で溢れていまし
た。
　西新井法人会からは渡邉部会長を団長に野口副部会
長・瀬田副部会長・新藤事務局長はじめ総勢９名の参
加となりました。
　当日は朝 6：30 羽田集合と少し早く、皆眠そうでし
たが誰一人遅れることなく、いざ宮崎へ。
　宮崎空港へ着くと絶好の天気で南国特有のフェニッ
クス（ヤシ科の樹）と眩しい陽射しが我々を出迎えて
くれテンションが上がりました。宮崎県が「太陽と緑

の国」と言われるのも頷けます。
　大会式典前にまずは観光ということでレンタカーで
日南海岸沿いを走り青島を見学し、その後鵜

う

戸
ど

神
じん

宮
ぐう

を
参拝しました。青島での「鬼の洗濯板」・鵜戸神宮か
らの景観にすっかり魅了された一行は次は胃袋という
ことで地元宮崎法人会の方おススメの宮崎牛を堪能し
ました。
　そうこうしていると時間になり会場へ。
　式典では租税教育活動のプレゼンや事例発表が行わ
れ、他地域では様々な活動をされていることを知り大
変参考になりました。
　またワタミ創業者の渡

わた

邉
なべ

美
み

樹
き

氏による記念講演では
「夢をカタチに！　新価値創造への挑戦」との演題で
“自分は将来、社長になる”そう決めてから現在に至

　　平成 24 年 11 月２日（金）実施

「宮崎大会見聞録」

写真左から、瀬田副部会長、野口副部会長、高際幹事、
小倉幹事、渡邉部会長、田中部会員、堀口部会員、白井部会員

第26回　法人会全国青年の集い第26回　法人会全国青年の集い

申告書に、このシールを切り
取って必ず貼付してください。

キ リ ト リ

一　　般
社団法人西新井法人会

キ リ ト リ

一　　般
社団法人西新井法人会

会場であるシーガイア ･コンベンションセンターにて会場であるシーガイア ･コンベンションセンターにて
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るまでのストーリーは自身の実体験からのエピソード
のため迫力があり“なるほどそうか”と気付けること
が多かったです。
　その後の大懇親会では「宮崎牛・宮崎地鶏・チキン
南蛮・海の幸など」の料理と本場ご当地焼酎を美味し
く頂き大変満足な夜でした。
　翌日はエクスカーションということでゴルフ組と観
光組にわかれて過ごしました。ゴルフは足立法人会青
年部会との親睦コンペが行われ、日頃なかなか交流で

きない方々と会話ができ充実した時を過ごせました。
　最後になりましたが今回の全国大会を大変有意義な
研修にエスコートしてくれた瀬田副部会長はじめ事務
局の方々に感謝したいとおもいます、「ありがとうご
ざいました」。来年は「広島大会」ということで今か
ら楽しみです。
 （青年部会　幹事　小倉哲也）

鵜戸神宮にて

申告書に、このシールを切り
取って必ず貼付してください。

キ リ ト リ

一　　般
社団法人西新井法人会

キ リ ト リ

一　　般
社団法人西新井法人会
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二重橋での幸せな顔・かお・カオ

西新井第１支部　19 名
西新井第２支部　26 名　 　

バス１台にて西新井 8：30 出発

　平成 24 年 12 月２日（日）２支部合同の見学研修会を開催しました。

西新井─東京スカイツリー・大展望台─二重橋・皇居前広場─
 東京ゲートブリッジ─お台場（昼食）─東京駅─西新井

・上りは銀のエレベーター
・下りは金のエレベーター
・ 迷子になってバスまでもどれなかった人がいたよ（笑）
・ スケルトンが恐くて足を床につけれなかった藤川さん 
（人は見かけに…）　　　　　　　　　 ＊……ガラス床
＊＊

東京スカイツリー、高～い！！

美味しさで満足な塚田ブロック長（写真左）、
足立支部長（同右）

まだ食べれるの？　河野支部長？

・赤レンガ駅舎復元
・ ドーム天井は干支や花飾りといったレリーフが施され 
大正ロマン彷彿

往路の車内では河野支部長・足立支部長からの
ご挨拶をいただきありがとうございました

研修会（西新井第一支部・西新井第二支部合同）研修会（西新井第一支部・西新井第二支部合同）

世
界
一
高
い
研
修

世
界
一
高
い
研
修

世
界
一
高
い
研
修

　今回も有意義な研修会になりました。来年はもっと沢山の方々のご参加をお待ち申し上げております。皆様の貴
重な一日大変ありがとうございました。 （西新井第二支部　広報委員　中橋 奈保子）

平成24年12月２日（日）
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源泉部会源泉部会源泉部会

財団法人　全日本労働福祉協会　健診センター
本部〒143-8790 東京都大田区大森北1-18-19 NJビル3階　TEL（03）5767-1714（直通）

生活習慣病健診
1日人間ドック型式 ◆総　合

◆基　本
◆若年者コース

法人会の法人会の

　平成 24 年度の第二回源泉部会税務研修会「源泉徴
収のポイントⅡ」が 10 月 10 日（水）午後３時から西
新井法人会館にて開催されました。
　参加者は 32 名で、金子源泉部会長の開会のことば
の後、西新井税務署法人課税第二統括官奈良光男殿よ
りご挨拶をいただき、税務研修へと移りました。
　研修Ⅰとして「入門財務諸表シリーズ①財務諸表と
は」のビデオ上映、その後研修Ⅱとして「改正税法に
ついて」の演題で、西新井税務署法人課税第一部門上

席審理官小堀博司殿より、法人税関係法令の改正の概
要・源泉所得税実務のポイント・復興特別税等につい
て多くの資料にもとづき説明が行われました。
　最後に小竹副部会長の閉会のことばで午後４時 30
分、充実した内容の税務研修会を終了致しました。
　今後とも、部会員企業の各研修会への積極的なご参
加をお願いするとともに、源泉部会未加入企業の当源
泉部会へのご加入をお待ちしております。
 （源泉部会　副部会長　山下 義己）

平成24年10月 10日（水）
西新井法人会館

税制改正について税制改正について～源泉徴収のポイントⅡ～～源泉徴収のポイントⅡ～

開会の挨拶をする金子部会長 講師を担当した小堀法人審理上席官ご挨拶をする奈良法人課税第 2統括官
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女性部会女性部会女性部会

応募総数 1,200 枚　13 校参加
　女性部会は、今年も足立法人会女性部会と共催で
「税に関する絵はがきコンクール」を実施いたしまし
た。今年は参加校が 13 校に増え、応募総数は 1,200
枚で昨年の約３倍の枚数となりました。
　西新井税務署管内では、西新井第一小・高野小・栗
原小・栗原北小・伊興小・梅島小の６校から参加ご協
力をいただきました。

表彰式
　11 月 11 日～17 日までの「税を考える週間」に先がけて 11 月７日（水）、区役所庁舎ホールにおいて、
1,200 枚の中から選ばれた優秀作品の表彰式を開催いたしました。西新井法人会清水女性部会長の開会の言葉、
主催者を代表して西新井法人会堀口会長のご挨拶ののち、表彰状の授与に移りました。
　足立・西新井各税務署長賞、東京都足立都税事務所長賞、足立区長賞、足立区教育長賞の表彰状が、それぞ
れ受賞した児童一人ひとりの前で読み上げられ、手渡されました。
　最後にご来賓を代表して西新井税務署對馬署長、足立都税事務所大隈所長、足立区近藤区長の３名様からお
祝辞をいただきました。応募作品全体に対する講評も含めて、税金に対する児童の理解の深さと表現力を讃え
てくださいました。
　近藤区長は「将来、税金を払えるような立派な大人になってください」と児童達にエールを送りました。
　尚、優秀作品は、東京法人会連合会女性部会連絡協議会へ出品されます。

今年もアリオ西新井に展示
　入賞作品がアリオ西新井の２階ロビーに５日間展示され、来店する多くの方々に見ていただきました。
　最後になりましたが、参加ご協力いただきました各学校関係者及びご後援いただきました関係機関の皆様、
また、お忙しい中を表彰式にご臨席賜りましたご来賓の皆様方に、感謝するとともに厚く御礼を申し上げます。
 （女性部会　副部会長　小倉 雅榮）

主催者を代表して挨拶をする堀口会長 開会の挨拶をする清水部会長

日程：平成 24年 11 月７日　　場所：足立区役所庁舎ホール
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女性部会

受賞された児童の皆さん　おめでとうございます

伊興小学校の皆さん 梅島小学校の皆さん 栗原北小学校の皆さん

弘道小学校の皆さん 弘道第一小学校の皆さん 渕江小学校の皆さん

保木間小学校の皆さん 弥生小学校の皆さん 西新井法人会長賞を授与する堀口会長

㈱ 双 葉 企 画 安心価格！
寝台車完備

代表取締役　大 谷 和 幸

〒123-0873　東京都足立区扇 3-19-5-311

FAX 03-3857-9710  携帯電話 090-1606-4332

葬儀全般
（社葬、団体葬、一般葬、神葬祭、家族葬、友人葬）

24時間受付　03-3857-9711㈹
会員
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　平成 24 年 10 月 30 日、恒例の西新井優申会会員研
修会が開催された。参加者は 23 名。
　本年の研修会は、東京臨海広域防災公園（有明）で
の防災体験学習と東京ゲートブリッジ遊歩道見学を実
施した。
　東京臨海広域防災公園は、首都圏で大規模な地震災
害等が発生したとき、国や地方公共団体等の緊急災害
現地対策本部が設置され、公園全体が広域的な指令機
能を受け持つ場所となる。公園内の防災体験学習施設
では「東京直下 72h ツアー」に参加して被災直後の
街並みを想定した現場セットの中でクイズに答えなが
ら首都直下地震発災から非難までの一連の流れを体験
した。また、「東京マグニチュード 8.0～東京直下 72h
～」と言うアニメーション映画が上映され、地震発生
直後の 72 時間を生き抜くヒントをリアルな臨場感の
中で学ぶ事が出来た。

　本年２月に開通したばかりの東京ゲートブリッジ
は、江東区若洲と中央防波堤外側埋立地を結ぶ約
2.6kmの橋梁で、恐竜が向かい合うような特異な形状
がシンボルとなっている。車道に併設された歩行者専
用の遊歩道からは東京タワーやスカイツリーなどの都
心の摩天楼、またブリッジの下を行き交う船舶や上空
を飛び交う航空機を間近に眺める事が出来た。また、
橋の上から東京湾の水面を見ていると大きな魚が空中
に飛び跳ねる場面が頻繁に見えた。
　見学後の懇親会は汐留にあるコンラッド東京ホテル
内の「チャイナ・ブルー」にて大きな窓ガラスの向こ
うに広がる東京湾の夜景をバックに、『ミシュランガ
イド東京』で５年連続１ツ星を獲得している洗練され
た広東料理を堪能した。
 （西新井優申会　副会長　渡邉　浩）

「東京臨海広域防災公園・東京ゲートブリッジ見学会」「東京臨海広域防災公園・東京ゲートブリッジ見学会」
平成 24年 10 月 30 日（火）平成 24 年 10 月 30 日（火）

西新井優申会　会員研修会



NISHIARAI HOJINKAI Vol.216 25

足立区栗原３足立区栗原３─1010─1616
TEL 3852TEL 3852─2511　FAX 38522511　FAX 3852─47954795

申込用紙は以下URLからダウンロードできます。申込用紙は以下URLからダウンロードできます。
http://www.tohoren.or.jp/nishiarai/file/card.pdf

足立区栗原３─10─16
TEL 3852─2511　FAX 3852─4795

申込用紙は以下URLからダウンロードできます。

一般社団法人一般社団法人一般社団法人

西新井法人会西新井法人会西新井法人会
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平成 24年分の法定調書は、
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☎
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『西新井法人会報』制作に関する
印刷会社見積り参加のお願い

　西新井法人会では、年６回（奇数月発行）『西新井法人会報』を発行しております。このたび、下記によ
り、印刷会社選定のために見積りを募集します。会員企業の中には、多数の印刷業の方々が活躍されている
と存じますので、ご参加くださいますようお願い申し上げます。

記
制作期間：第 206 号〔平成 23 年５月発行〕～第 217 号〔平成 25 年３月発行〕 （奇数月発行）全 12 回
応募資格：社団法人西新井法人会の会員企業であり、西新井税務署長管内に本店を有すること。
業者選定：広報委員会で審議の上、決定させていただきます。
発行部数：各号 5,500 部位。
応募方法：募集要項を本年１月 24 日まで配付しておりますので、お電話の上、ご来館ください。
　　　　　※募集要項に従って、提出期限までに見積りを提出願います。
お問合せ：社団法人西新井法人会　広報委員会
　　　　　〒 123─0842　足立区栗原 3─10─16　　　TEL 3852─2511　FAX 3852─4795

第 218 号 25 第 229 号 27
一般社団法人西新井法人会の会員企業であり、西新井税務署管内に本店を有すること。

31

一般社団法人西新井法人会　広報委員会

必ずお電話の上、ご来館ください。
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平成25年にスタートする税制の改正点
 東京税理士会　西新井支部

 税 理 士 ● 土屋 紀子

東 京 税 理 士 会

　法人会員の皆様、新年おめでとうございます。
　一年の計は元旦に、ならぬ正月に…。という事で、
今回は平成 25 年にスタートする税制の改正点のうち身
近なものについて、ごくごく簡単に紹介しておきたい
と存じます。詳細な改正内容について触れるものでは
ありませんが、法人会の皆様が一年の計画を立てるに
当たり、備忘録代わりにでもなれば幸いです。
１．法人税関係
　 　平成 24 年４月１日から開始する事業年度につい
て、適用されます。（下記（1）及び（2）について
は、以後、平成 27 年３月 31 日までの間に開始する
事業年度に適用されます。）

　（1）法人税率

 

改正後の法人税率
年所得 800 万円以下 年所得 800 万円超

大法人 25.5％
中小法人 19％（15％） 25.5％

　（2）復興特別法人税（新設）
　　 　各事業年度の課税標準法人税額に 100 分の 10 を

乗じた金額が、追加で課税されます。
　（3）欠損金の繰越控除
　　 　繰越欠損金の控除限度額が、その事業年度の所

得金額の 80％までとなります（中小法人について
は、現行の 100％のまま）。また、これまで７年間
繰越が可能であった税務上の欠損金については、
９年間繰越できるようになります（平成 20 年４月
１日以後に終了した事業年度の欠損金より適用）。

２．消費税関係
　 　平成 24 年４月１日以後に開始する課税期間から、
①当課税期間の課税売上高が５億円を超える場合、

または②当課税期間の課税売上高が５億円以下であ
っても課税売上割合が 95%未満の場合には、個別対
応方式か一括比例配分方式のいずれかの方法により、
仕入税額を計算することになります。つまり、当課
税期間の課税売上高が５億円を超える法人は、課税
売上割合が 95％以上であっても、これまでのように
全額控除をすることはできなくなりますので、注意
が必要です。またこの判定は、基準期間における課
税売上高ではなく、当課税期間の課税売上高で行い
ますので、その点にもご注意下さい。
３．復興特別所得税
　 　平成 25 年から平成 49 年までの 25 年間（！）、基
準所得税額の 2.1%が、追加で課税されます。平成 25
年分の所得税の確定申告は平成 26 年（来年）です
が、月々の給与等の金額から源泉徴収される所得税
額については、１月から既にスタートしております。
「源泉徴収税額表」の金額も、今年から税額に若干の
変更がされていますので、昨年までの税額表を使用
しないよう、ご注意下さい。また、税理士等の顧問
料から源泉徴収される税額についても、同様の取扱
いとなります。
４．役員退職所得の計算方法
　 　平成 25 年１月１日以後に支払われる退職手当等に
ついて適用されます。これまで、退職所得の金額は、
勤続年数に関わらず（退職手当等－退職所得控除額）
× 1/2 という算式により計算されていました。しか
し改正後は、勤続年数５年以下の役員等については、
退職手当等－退職所得控除額が退職所得の金額とな
り、２分の１を乗じる計算は致しません。これは、
実質的な税率が倍になるということですから、注意
が必要です。
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表紙のことば Vol.216
 山中湖の紅富士 広報委員会

　厳冬の山中湖から富士を望む時、御殿場方
向（富士山の左）からの朝日を浴びて富士の
白雪が紅に染まる。そしてその紅が山中湖に
映る静寂な美しさが、ほんの数分の感激をも
たらしてくれる。
　山中湖は風が強く逆さ富士には殆ど会えな
いが、僅かに波立つ湖面に数 10 羽の白鳥が
趣を添えて…。近年、湖の周囲に氷が張るこ
とは少なく、富士の紅と白鳥と湖畔の薄氷
は、寒さを我慢した者だけに与えられたご褒
美と思える。

編　集　後　記
イノベーション普及学

　私たち経営者の殆どが自社の商品、サービス、アイディア
を多くの消費者に普及（売る）したいと思っています。その
様な思いに大変参考になる書籍を紹介します。
　アメリカの社会学者E・ロジャーズは、『イノベーション普
及学』で、イノベーション（新しい商品など）がどのように
普及していくのかを解明した。簡単に説明すると、商品など
を新しく採用する早さの度合いに基づき、採用者を５つのカ
テゴリーに分類。１．イノベーター（導入者 2.5%）、２．アー
リーアダプター（初期採用者 13.5%）、３．アーリーマジョリ
ティ（初期多数派 34%）、４．レイトマジョリティ（後期多数
派 34%）、５．ラガード（出遅れ 16%）。分布は鐘形曲線。１
～５の順番に普及する。当法人会でも、カード会員のサービ
スが始まりましたので、参考になることは多いと思います。
　末筆ではございますが、明けましておめでとうございま
す。会員の皆様、従業員様、ご家族がこの一年も健康で有意
義にお過ごしなされることを心よりお祈り申し上げます。
 （伊興第二支部　広報委員　荒井秀樹）

法人会員の税務無料相談室
　法人会では、東京税理士会西新井支部にお願いして、会員のあらゆる税の
相談、記帳指導の相談室を開設いたしております。お気軽にご利用ください。
　毎週一回、予約制により、待ち時間のないよう実施しています。
あらかじめ電話で予約してください。
栗原３丁目 10 番 19 号　東武大師前サンライトマンション 103 号
東京税理士会西新井支部（西新井税務署隣り）

TEL（３８８９）４６０８～９

催 し も の イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

第 216 号 平成 25 年 1 月 9 日
発　　行　 一般社団法人 西新井法人会
 足立区栗原 3丁目 10─16
 TEL（3852）2511
 http://www.tohoren.or.jp/nishiarai/
編　　集 広報委員会
印 刷 所 株式会社のべる出版企画
 足立区鹿浜 3丁目 4─22
 TEL（3896）6506

会員の皆様から

 募集中！！『西新井法人会報』の表紙を飾る『西新井法人会報』の表紙を飾る━風景画・風景写真を風景画・風景写真を『西新井法人会報』の表紙を飾る━風景画・風景写真を

日付 １　月 場　所

15日㈫ 西新井納税六団体主催
新年賀詞交換会 法人会館

16日㈬ 広報委員会 法人会館
17日㈭ 財務委員会 法人会館
21日㈪ 厚生委員会 法人会館
22日㈫ サービス事業委員会 法人会館
24日㈭ 総務委員会 法人会館
30日㈬ ブロック長会 法人会館
30日㈬ 支部長会 法人会館

日付　 ２　月 場　所
 4 日㈪ 研修委員会 法人会館
 6 日㈬ 源泉部会役員会 法人会館
 6 日㈬ 源泉部会研修会 法人会館
 7 日㈭ 第 157回定例理事会 法人会館
12日㈫ 財務委員会 法人会館
13日㈬ 三部会合同研修会 法人会館
14日㈭ 社会貢献委員会 法人会館
15日㈮ 税制委員会 法人会館
18日㈪ 厚生委員会 法人会館

決算法人説明会
　法人税、消費税の決算時のチェックポイントを
東京税理士会西新井支部の税理士が説明します。

★受講料、テキスト代は無料です。★

月　日 時　間 場　所
2月　5日㈫ 14：00～16：00 法人会館
3月19日㈫ 14：00～16：00 法人会館

新設法人説明会
　法人設立時の税務手続、源泉徴収のしかた、

及び消費税等について、西新井税務署の担当者が説明します。

★受講料、テキスト代は無料です。★

月　日 時　間 場　所
1月16日㈬ 15：00～17：00 法人会館
3月18日㈪ 15：00～17：00 法人会館

※上記日程については、急遽変更になる場合もありますので、ご了承ください。

御存知ですか？　こんな有意義な説明会が、行われています。
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内

毎日オールナイト営業・年中無休毎日オールナイト営業・年中無休

http://www.tokyo-jumbo.co.jp/http://www.tokyo-jumbo.co.jp/
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