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巻頭コラム

逵　親舟 書
会長   堀口 宗弘

　法人会の平成 25 年度もいよいよ最
終の月に入りました。今年度を振り
返ってみますと、昨年５月の総会で
役員の改選が行われ、それぞれの部
署で新しい組織の運営が行われて行
く事となりました。法人会に対する
様々な思い、会の発展と充実を図り
各自が知恵を出し合い、努力して頂
いている事に対し心より感謝してお
ります。本年度は７月より西新井税
務署に多田毅署長様が着任され、８
月の理事会より出席をいただきまし
た。9月 30 日の税制講演会において
は資産課税部門の安達直行統括官様
に講師をお願いして「相続税と贈与
税について」のお話をいただきまし
た。10 月 1 日より 11 月 30 日迄は毎
年恒例の会員増強推進運動を行いま
した。大企業は少しずつ景気回復の
兆しが聞こえて来る所ではあります
が、中小企業の環境はまだまだ厳し
い中での増強運動、本部、支部の役
員、会員の皆様のご協力には、誠に
頭の下がる思いです。そのような中、
10 月２日には組織委員会主催の、役
員研修会に署長様に講師をお願いい
たしました。「広報で出会った思い出
に残る人たち」というテーマで講演
をいただきました。10 月３日より全
法連主催の法人会全国大会が青森市
の「リンクステーションホール青森」
において開催され６名で出席いたし
ました。また 10 月 12 日・13 日には
足立区民まつりが行われ、社会貢献
委員会・青年部会・女性部会が共催
で参加し、税金クイズ等を実施し、

例年の通り参加者に鉢花を、全問正
解者には記念品を贈呈いたしました。
当日は多田署長様をはじめ署の幹部
の皆様に御協力をいただきました。
10 月 23 日には、第 19 回法人会ゴル
フ大会を栃木県あさひヶ丘カントリ
ークラブで開催いたしました。各支
部の厚生委員の働きによって大勢の
参加者を募ることができました。11
月 27 日、税を考える週間の講演会
「こころの時代～人と人とのふれあ
い」というテーマで毒蝮三太夫氏に
講演をしていただきました。複数の
マスコミに取り上げて頂き、記事を
読んだ一般の方々にも多数参加をい
ただきました。12 月に入り租税教室
「知るって楽しい！税金の世界！」
（西新井納税六団体主催、西新井税務
署・足立区役所後援）として開催い
たしました。玉ノ井部屋の力士３名
による税金クイズ等素晴らしい企画
を立てて頂き、日本経済新聞をはじ
め多数のマスコミに取り上げられ、
大いに法人会をはじめ西新井納税六
団体の名を知らしめたと誇らしく感
じました。会員の皆様に御協力をい
ただき、西新井税務署の幹部の皆様
にも御指導を賜り誠に有難うござい
ました。新年度は、法人会カードを
増々充実させ、税に関する知識はも
ちろんのこと、会員相互の理解を更
に深め、会員増強と地域の発展を目
指し、是非入会を希望されるような
法人会となりますよう、今後も皆様
のご協力をお願いいたします。

平成25年度を
　振り返って…
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西新井納税六団体主催

知知るってるって楽楽しい！しい！税金税金のの世界世界！！
玉ノ井部屋から
お相撲さんも参加！

　　
　　ずくめです。
　こども未来創造館で開催されました。
　西新井納税六団体合同の活動は、先の 11 月 10 日
（日）「税を考える週間」での「＝街頭広報＝」などと
ありますが、この度は
①同じ場所にて六団体それぞれの企画を披露する事
②地元玉ノ井部屋のお相撲さんのお力をお借りした事
③報道機関の受付テーブルが設置された事…です。
　まずは土俵を設えた税金教室からの中継です。

　「クイズ」子供も払う税金
の 3択問題です。チョコレー
トを買いました、何の税金で
すか？　旨い税・チョコレー
ト税・消費税、声も手も大き
く小さくと様々でしたがしっ
かりと答えてくれました。「3
番消費税でーす」と。
　大相撲 11 月場所にて勝ち
越しを決めた富士東関、他、

初 東里関、坂口関はクイズの後も四股を踏んだり、腕相
撲をしたり子供達と楽しそうでした。
　また報道関係の名簿も 7社いただきました。毎日新
聞・日本経済新聞・足立よみうり・（株）ロータス
21・NHK・読売・JCN足立様です。
　早速、16 日の毎日新聞には「力士が税の大切さ教
える」の小見出しで紹介していただきました。JCN
足立はテレビで、足立よみうりは 12 月 30 日、ロータ
ス 21 は平成 26 年 1 月 6 日号と各社それぞれの立場と
切り口で報道していただきました。
　法人会青年部会・女性部会の工作コーナーではペー
パークラフトやぬり絵・紙相撲と青年・女性両部会員
のリードもよろしく創作にチャレンジにと大勢の子供
達が楽しんでおりました。
　足立区長の訪問と労いもあり、一日中笑顔と活気の
溢れたイベントになりました。また西新井税務署の皆
様方、黒子として運営の隅々までのご配慮ありがとう
ございました。

（広報委員会　委員長　小川 節子）

自作の紙相撲で挑戦中勝てるかなぁもうひと息！

イータくんの ぬり絵できたよ

日時：平成25年12月15日（日）日時：平成25年12月15日（日）
会場：西新井ギャラクシティ会場：西新井ギャラクシティ
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新年賀詞交歓会平成26年

西新井納税六団体主催

日時：平成26年1月16日（木）
会場：西新井法人会館
　　　2階ホール

午後5時

　日頃より税知識の普及と納税意識を高め合う、六団
体合同による「新年賀詞交歓会」が大勢の各団体会員
参加者と御来賓の皆様方をお迎えして厳かに開会され
ました。
　西新井青色申告会大和専務理事の司会により、開会
のことばは東京小売酒販組合西新井支部長清水様、年
頭のことばは西新井青色申告会会長矢ノ倉様と式次第
に則り粛々と進められました。また会場上座ステージ
前では昨年 12 月 15 日「ギャラクシティこども未来創
造館」でのイベントの様子がプロジェクターで大きく
ビデオを拡大して映し出されていました。六団体合同
による「知るって楽しい！税金の世界！」の企画で玉
ノ井部屋の力士の方々の御協力もいただき、ご好評を

得たものです。この運営にも影からお力添え下さいま
した西新井税務署長多田様を始め、都税事務所長塩田
様、足立区民部長鈴木様のご挨拶に続き、ご来賓の
方々の紹介がありました。
　西新井法人会堀口会長の力強い「乾杯」のご発声に
唱和する参加者の元気な声が会場一杯に響きわたり、
和やかな交歓会の広がりです。
時は楽しく進み賑わう中

　中締めは東京税理士会西新井支部長平田様よりのご
挨拶、続く「三三七拍子」は景気を誘う企業人の思い
を込めた大変元気なものでした。まだまだの感ありき
の閉会を迎えました。

（広報委員会　委員長　小川 節子）

新年挨拶をする矢ノ倉会長
（西新井青色申告会）

祝辞を述べられる多田署長
（西新井税務署）

祝辞を述べられる塩田所長
（足立都税事務所）

祝辞を述べられる
鈴木区民部長（足立区役所）

開会挨拶をする清水支部長
（東京小売酒販組合西新井支部）
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Ario 西新井に掲げられた懸垂幕を背景に
西新井税務署幹部と西新井納税六団体長

Ario 西新井のご協力により西新井駅側入口に
鉢花を置かせていただきました

　西新井税務署並びに、西新井納税六団体では、確定
申告書提出日の初日である 2月 17 日（月）に向けて、
14 日（金）に鉢花の贈呈、懸垂幕及び横断幕の掲示
をしました。当日は前日から降り始めた雪が相当積も
り、猛吹雪の中を各所に訪問しました。
　午前10時、西新井納税六団体の各団体長が西新井税
務署応接室に集い、多田署長に鉢花を贈呈しました。
鉢花は署内に設けられた申告書作成会場や正面玄関に
飾られ、申告に訪れた方々の目を楽しませています。

　午前 10 時 30 分、西新井税務署幹部職員と西新井納
税六団体の各団体長は、Ario 西新井へ赴き、e-Tax
利用推進 PR懸垂幕を確認されました。また今年度は
店舗入口に鉢花を、イベントスペース内にポスター

「確定申告に当たってご注意ください！」を貼らせて
いただきました。
　昨年に引続き、本年もArio 西新井のご好意で正面
入口脇に大型懸垂幕を掲示させていただきました。e
－ Tax と確定申告の PR【確定申告はイータックスが
便利です】という標語が掲載されております。

　その後、西新井大師門前に移動され、同様に掲げら
れた横断幕も確認されました。こちらの横断幕には
【確定申告は e-Tax でお早めに！】という標語が掲
載されております。
　今後も、西新井納税六団体では、e-Tax の利用推進
に向けてＰＲして行く予定です。

（広報委員会　委員長　小川 節子）

西新井税務署・西新井納税六団体共催西新井税務署・西新井納税六団体共催

確定申告早期提出確定申告早期提出
「e-Tax利用推進」街頭PR「e-Tax利用推進」街頭PR

西新井納税六団体から多田署長へ鉢花を贈呈

～ 猛吹雪の中 各団体長がPR ～ 平成26年2月14日（金）
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左から、有賀常務理事、木本社会貢献委員長、鈴木副会長（社会貢献担当）左から 有賀常務理事 木本社会貢献委員長 鈴木副会長（社会貢献担当）

　西新井法人会社会貢献委員会といたしまして昨年
12 月 20 日及び 25 日に社会貢献担当鈴木副会長と共
に足立区役所本庁舎内にある社会福祉法人足立区社会
福祉協議会を訪れ、未使用タオル及び翌年のカレンダ
ーを下記の通り寄贈してまいりました。
　この活動は平成 17 年当委員会発足以来、欠かさず
続けていることであり、同協議会の常務理事の有賀純
三氏によりますと、この後、社会福祉協議会から足立
区内の社会福祉施設に配布され、毎年お年寄りをはじ
め、ホームに集う方々に大変喜ばれているとのお話を
伺い、社会の一員として少しでもお役に立てたことに
安堵いたしました。
　更に、会員の皆様方のご協力があればこそと心より
感謝申し上げます。
　今後とも皆様方の暖かい御支援を賜りたく何卒よろ
しくお願い申し上げます。

（社会貢献委員会　委員長　木本 髙一朗）

寄贈後には今後の社会貢献活動について話し合いました

社会貢献委員会

足立区社会福祉協議会への
未使用タオル及びカレンダー寄贈

寄贈日 タオル（本） カレンダー（本） 総合本数（本）

1 12月20日 558 332 890

2 12月25日 88 169 257

3 計 646 501 1,147

◎来年度もまた年末に回収と寄贈を行う予定です
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　去る 1月 24 日午後 5時より法人会館 2階ホールに
て江北支部、扇支部、合同による税務研修会が行われ
ました。
　始めに塚﨑第 5ブロック長挨拶に続いて金子法人課
税第 1統括官の挨拶。進行役は、司会の川名扇支部長
代行です。
　講演は、小堀法人審理上席から 4月 1日からの消費
税増税についてです。皆さん熱心に耳を傾けていらっ
しゃいました。
　次に会員増強報告がありました。小幡江北支部長よ
り新しく 3社の加入報告、長谷川扇支部長からは、4

社の加入報告がありました。
　続いて、下川総務担当、立沢財務担当、渡辺税制担
当、西山厚生担当、山木研修担当、笹川サービス事業
担当、田中社会貢献担当等の各委員による事業報告が
あり、終了後懇親会が行われました。
　会員増強運動がこれからも行われますがただ思うこ
とは、支部目標に向け未加入社を 1社でも多く加入し
て頂くよう取り組んでいますが、今は厳しい状況を改
めて認識している次第です。

（扇支部 副支部長　渡邉 捷司）

役員税務研修、会員増強報告会 平成26年１月24日（金）
会場：法人会館2階ホール

第５ブロック
江北支部・扇支部
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㈱ 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㈹

　1月 27 日いりふね会議室にて、役員 14 名にて役員
会を開催致しました。
　26 年度新年会も兼ねて今年初めての役員会でした。
　都築ブロック長、青木支部長より年頭のご挨拶を頂
き、本日の議題の中心は会員増強でした。
　昨年の 10 月より始まった増強も、恒例となりまし
た各役員の皆様と行った自転車部隊にての訪問活動が
実り、本日の役員会にて、11 社の新しい会員の皆様
を迎える事が出来る旨を青木支部長より報告を頂きま

した。
　現時点にて 11 社という、素晴しい結果となり、各
役員会報告終了後の新年会が始まりますと皆さん大い
に沸き、とてもおいしいお酒となりました。
　今年始めての役員会は谷在家、皿沼支部のパワーと
団結力を大いに感じた会となりました。
　幸先の良いスタートとなり三本〆にて閉会となりま
した。

（谷在家･皿沼支部　広報委員　久保 和代）

14名で役員会開催 平成26年1月27日（月）
会場：いりふね会議室谷在家・皿沼支部

わが支部の自転車部隊は今年度も大活躍です

ブロック・支部・部会／研修会ブロック・支部・部会／研修会
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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

　平成 25 年 12 月 26 日（木）、鹿浜支部では「大谷会
議室」で支部研修会ならびに増強報告会を開催しまし
た。
　森豊支部長代行の司会で開会あいさつがあり、続い
て、野辺愼一支部長より「増強運動はご苦労さまでし
た。まだ、残す期間はある。これからは、全会員そろ
って常に増強期間だと思って、これからも一年中がん
ばってほしい。さすれば必ず結果はついてくる」旨の
あいさつがありました。
　次に、都築徹藏第 4ブロック長より本部全体の増強
運動の進捗状況の説明があり「本ブロック内で会員数
のバーセンテージが今まで低かった支部もあったが、
その部も動き出し好結果が表われている。鹿浜支部は
これまでも皆さんをはじめ熱心な会員が多い。支部長

のいわれるように、常に増強を念頭に置き活動してい
ただけたらありがたい」といった内容のあいさつがあ
りました。
　各地区委員から増強運動の結果報告があり、あまり
成果は上がらなかったのですが、鹿浜 4丁目の井桁宏
地区委員から 2件の入会が報告されました。この 2件
は、小山豊支部長代行の活躍によるもので、一同拍手
をもって敬意を表しました。
　その後、各部より活動報告がありました。特に北村
美秋更生委員より平成 26 年 3 月 9 日（日）～10 日
（月）の恒例の法人会一泊研修旅行案内があり、多く
の参加を呼びかけました。

（鹿浜支部　支部長　野辺 愼一）

常に増強運動を心がけて
～研修会ならび増強運動報告会～

平成25年12月26日（木）
場所：大谷会議室鹿浜支部

熱心に耳を傾ける支部役員

笑顔の都築第４ブロック長
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平成25年11月6日（水）平成25年11月6日（水）
会場：西新井法人会館会場：西新井法人会館

平成25年分

　毎年恒例の年末調整説明会が開催され、今回も会員
各社の実務担当者を中心に 65 名の方々が熱心に聴講
されました。
　最初に清水源泉部会長からの挨拶、続いて西新井税
務署川上副署長からご挨拶をいただいた後、同法人課
税第二部門奈良統括官から説明の流れ、説明者の紹介
がなされスタートしました。
　まず基本となる「年末調整について」の40分間のビ
デオ説明を視聴し、それに関する補足説明が同法人課
税第二部門の山田上席より40分間、さらに「法定調書」
についてビデオによる説明を視聴しました。25年分の
変更点及び留意点として以下の点が説明されました。
　① 源泉徴収すべき税額は所得税と復興特別所得税の
合計であること。　

　　合計税率（％）＝ 所得税率（％）× 102.1％　　
　② 収入金額が 1,500 万円超の場合の給与所得控除額
は 245 万円の定額となったこと

　③ 役員勤続年数 5年以下の役員の退職所得金額につ
いては 2分の 1控除の措置が廃止されたこと

　次に足立区役所区民部課税課課税第二係・杉田主事
より「給与支払報告書」関係の説明がされました。特
に給与所得者の異動届書の速やか且つ正確な提出につ
いての協力が強調されました。
　年末調整説明会は直近の実務に直結することから例
年参加者も多く、源泉部会の存在価値が実感できる研
修会ですが、近年は年調だけではなく 3回シリーズの
研修会も多くの会員の皆様が参加され高い評価をいた
だいています。源泉部会担当の西新井税務署奈良統括
官を筆頭に積極的な署のご協力を得て、源泉税に限ら
ず税に関する幅広くホットな、関心の強い内容をと心
掛けています。会員の皆様からのアンケートによるご
意見も参考にさせていただいています。今後も源泉部
会活動に積極的なご参加をお願いいたします。

（源泉部会　副部会長　小竹 芳男）

「年末調整説明会実施報告」「年末調整説明会実施報告」

源 泉 部 会源 泉 部 会
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一般財団法人 全日本労働福祉協会　健診センター
本部　〒142-0064　東京都品川区旗の台6-16-11
TEL（03）5767-1714（直通）

くわしい内容等は、ご案内（封書）を
発送いたしますのでご参照下さい。

生活習慣病健診
1日人間ドック型式法人会の法人会の 法人会報では広告を募集しています

①『西新井法人会報』への広告掲載
　（掲載料金・スペース）

  

　　　※掲載は、3回、6回単位になります。

、で上たし議審を容内告広、ていおに会員委報広、はてし関に②① ※
掲載または封入を決定致します。

②『西新井法人会報』への広告フライヤー封入
　（封入料金・フライヤーサイズ）

…￥6［1枚］

。すで金料一同、刷印面両・刷印面片、はーヤイラフ ※　　　
　　　※フライヤーの印刷及び納品は、広告主様でお願いします。

新年賀詞交歓会実施
開催日：平成 26 年 1 月 24 日（金）
会場：清水屋会議室

　新年恒例の女性部賀詞交歓会が清水屋さんの２階会
議室で開催されました。清水女性部会長の新年の挨拶
と梶顧問の挨拶、北澤顧問の乾杯の挨拶でスタートし
ました。
　２部の懇親会では、吉田幹事の『舞扇』と上田幹事
の『梅は咲いたか』新年らしく華やかな舞踊が披露さ
れました。
　つづいて、声楽家の梶千草幹事によります長野県安
曇野の早春を歌った『早春賦』の感動的な生の歌声を
披露していただきました。早口言葉あるいは言葉遊び
として知られる『寿限無』と島崎藤村の『初恋』を参

加者全員で斉唱し、若き日を思い、更に滑舌にも磨き
をかけました。改めて日本語の素晴らしさを再認識し
ました。
　そしてお楽しみの景品くじ引きと、フラダンス、カ
ラオケで大いに盛り上がりました。
　以上のように、盛り沢山の新年会となり、会食、歓
談でも親睦を深める和やかなひと時となりました。
　新たに 1名の会員を迎え、今年度も更なる充実を目
指したいと思います。

（女性部会　幹事　菊池 きみえ）

女性部新年賀詞交歓会　平成 26年 1月 24日　於　門前清水屋

女 性 部 会女 性 部 会



川中美幸さんを囲んで記念撮影

和装から洋装に替えてまた笑顔

NISHIARAI HOJINKAI Vol.22312

新春 明治座観劇会
開催日：平成 26 年 2 月 15 日（土）　
会場：明治座

女 性 部 会女 性 部 会

　２月15日に女性部恒例の観劇に行ってきました。東京
は、めずらしく前日より降り続いた大雪でしたが、女性
部会の皆様は悪天候にも負けず大勢様お揃いになりま
した。座長の川中美幸さんも大変喜んでおられました。
　私はいつもの赤穂浪士の話だからと思いつつも、大雪
でマヒした交通網でしたが何とか乗り継いで来ました。
　川中美幸さんの大石りくの演技はすばらしく、ただ
ただ感激し涙しました（上手い！！）
　私事で恐縮ですが、昨年11月に親友が急逝しまし
た。明治座が大好きで何度か御一緒しました。きっ
と、この舞台を私と一緒に喜んで見ているにちがいな
いと感じながら感動のまま帰路に着きました。

（女性部会　幹事　置栖 みどり）
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第1部  記念講演

「消費税引上げとアベノミクス」
講師／共同通信客員論説委員　後藤 謙次 氏

●安倍内閣の政権運営と今後は？
　2012年12月に発足した安倍内閣は、アベノミクスと
称される経済政策に重点を置き、株価は8,000円から
15,000円台に、また為替レートは80円から105円台を
キープしている。2013年の通常国会の所信表明演説
で、経済再生、震災復興への全力での対応を強調し、
4月に「成長戦略」「骨太の方針」「規制改革実施計画」
を閣議決定して7月の参院選に臨み、自公圧勝を果た
した結果、衆参の過半数を得て“ねじれ”を解消して
自民1強体制を作り、9月の「2020年・東京五輪開催」
決定によって「政治の求心力」を失うことなく、強硬
な政権運営が可能になったと言える。
　しかし12月6日に特定秘密保護法を成立させ、また
沖縄普天間基地問題などにめどが付いたとみられる12
月16日、安倍首相が靖国神社に参拝をしたことに、米
国は「失望した」との声明を出し、中国、韓国からは
Ａ級戦犯合祀を理由に猛反発を受け、外交政策にも影
を落としている。消費税増税を決断したものの、来年
10月の10％政策に対しては今年中に決めるとしている
が、4～6月期のGDP数値の動向がキーポイントであ
り、実施に困難も予想される。
　猪瀬都知事の突然の辞任によって、2月に知事選挙
が行われるが、自民党は出したい人より勝てる人とし
て、舛添氏支持に動いた。脱原発を唱える小泉元首相

は、後継に指名したとの思いがある安倍氏が耳を傾け
ない事への苛立ちからか、脱原発で一致した細川元首
相との共闘によって“脱原発を争点”にした都知事選
挙に突入したと思える。細川氏は政治の危機からの立
候補と言っているが、風と雲の動きを見る政治家であ
り、17年間陶芸に埋もれていた間も政治を捨てていた
のではなく、風を見ていたのである。2016年までは国
政選挙はないが、2015年9月に自民党総裁選挙があり、
安倍氏の対抗者に石破幹事長が取りざたされている
が、石破氏を封じ込める策として、菅幹事長の線も考
えられる。政治は流動的であるから、2月の都知事選
は、舛添VS細川の勝ち方、負け方によって、今後の
政治情勢はガラリと変わる可能性がある。
※2月8日、投開票の都知事選は、舛添氏が当選。

第2部  受章祝典
　平成25年叙勲受章者（春の叙勲6名、秋の叙勲8名）
及び、財務大臣納税表彰者19名、国税庁長官納税表彰
者31名が紹介され、受章の皆様に表彰状が渡された。

第3部  新年賀詞交歓会
　池田全法連・東法連会長の「経済の回復が実感でき
る年にしたい」との挨拶に続き、大橋全法連相談役の
発声で杯を上げた。来賓の祝辞で野田自民党税制委員
長は「26年税制大綱を纏め、消費税増税によって社会
保障の充実を図る」、また海江田民主党代表は「勤労者
の賃金が上がる政策が肝要であり、増税前の駆け込み
消費拡大だけで、終わらせてはならない」と述べた。

新年賀詞交歓会 平成26年1月16日
帝国ホテル

東法連・全法連主催

第 3部では当会からの出席者全員で記念撮影

講演中の後藤謙次氏



■中小企業投資促進税制の拡充
　生産性向上につながる設備を取得した場合
に、即時償却または税額控除が認められます。

■生産性向上設備投資促進税制の創設
　生産性向上設備等を取得して事業の用に
供した場合は、特別償却又は税額控除が認
められます。平成２８年３月末までに取得した
ものであれば即時償却が認められます。

■交際費課税制度の拡充
　大法人は、交際費の額のうち飲食費用の
５０％について損金として認められることにな
ります。なお、中小法人については、従来通り
８００万円までを全額損金算入する方法と、飲
食費用の５０％を損金算入する方法との選択
適用が可能となります。平成26年4月1日以
後開始する事業年度から適用になります。

■復興特別法人税の1年前倒し廃止
　復興特別法人税が１年間前倒しで終了す
ることになります。

■所得拡大税制の延長及び要件の緩和
　平成２５年度の税制改正で創設された所得

拡大税制の適用年度が２年延長され、従来
５％以上とされていた給与支給増加割合が、
平成２７年３月末までに開始する事業年度（平
成25年度・平成26年度）については２％以上
まで引き下げられ、非常に使いやすくなります
（2７年度は3％以上）。現在進行中の年度から、
改正の影響を受けるので注意が必要です。

■民間企業によるベンチャー投資促進税制の
　創設
　特定新事業開拓投資事業計画について認
定を受けたファンドへ投資を行った場合に、
その投資額の８０％までを準備金として積み
立てることで、損金算入が認められます。平
成26年4月1日以後に終了する事業年度か
ら適用されます。

■国家戦略特別区域における税制優遇措置の
　創設
　国家戦略特別区域において機械等を取得
した場合に、特別償却又は税額控除ができる
制度が創設されます。

■給与所得控除の見直し
　平成２５年分から給与収入が１５００万円を

法人税関係

所得税関係

　政府は、平成25年12月24日に平成26年度税制改正大綱について、閣議決
定しました。デフレ脱却・経済再生に向け、中小企業投資促進税制や交際費課
税の拡充に加え、民間投資と消費の拡大、地域経済の活性化等のための税制
措置などが盛り込まれました。また、復興特別法人税が1年間前倒しで廃止さ
れることがうたわれています。主な内容をお知らせします。

中小企業投資促進税制や
　交際費課税の拡充など
　　法人会の改正要望が実現！

税制改正大綱平成26年度
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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。
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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



超えた場合は、給与所得控除の金額は２４５
万円が上限となりました。それが、平成２８年
分は給与収入１２００万円を超える場合、給与
所得控除は２３０万円に、平成２９年以後は給
与収入１０００万円を超える場合、給与所得控
除は２２０万円に上限が引き下げられます。

■ＮＩＳＡの利便性向上
　１年単位でＮＩＳＡ口座を開設する金融機関の
変更が認められるとともに、ＮＩＳＡ口座を廃止
した場合、翌年以降にＮＩＳＡ口座の再開設が認
められます。

■ゴルフ会員権・リゾート会員権等の譲渡損失
　の損益通産廃止
　平成２６年４月以降は、ゴルフ会員権・リゾー
ト会員権等を売却した場合の損失を他の所得
と通算することが認められなくなります。

■医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予
　等の特例措置の創設
　認定医療法人の出資持分を相続又は遺贈
により取得した場合、一定の場合に相続税額
のうちその認定医療法人の持分に対応する
相続税額について、納税猶予が認められます。
また、計画通りに持分のない医療法人に移行
した際には、その猶予額が免除されます。
　認定医療法人について、他の相続人の持
分放棄により課税される経済的利益に対す
る贈与税について、納税猶予を認め、計画通
りに持分のない医療法人へ移行が完了すれ
ば、その猶予額が免除されます。なお、認定を
受けられる期間は、認定制度の施行の日から
３年以内とされています。

■簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
　簡易課税制度におけるみなし仕入率が、従
来の５種類から６種類に変更になります。みな
し仕入率は、第１種は９０％、第２種は８０％、第
３種は７０％、第４種は６０％、第５種が５０％と
従来通りで、新しくできた第６種は４０％とな
ります。この改正は、平成２７年４月１日以後開
始する課税期間から適用されます。

　なお、不動産業は、従来は第５種に分類さ
れていましたが、改正後は第６種事業に分類
されることになります。また、金融保険業は、
従来は第４種に分類されていましたが、改正
後は第５種に分類されることになります。

■車体課税の見直し
 ・自動車重量税
　　平成26年４月からエコカー減税が拡充さ
れ、経年車に対する課税が強化されます。
 ・自動車取得税
　　平成26年4月から自動車取得税の税率が
引き下げられます。
 ・自動車税
　　環境負荷の大小による自動車税の特例措
置（いわゆる自動車税のグリーン化）が拡充
のうえ2年延長されます。
 ・軽自動車税
　　平成27年4月以後に新規取得される新車
について、軽自動車税が引上げられます。
　　平成28年4月から経年車重課制度が導入
されます。

■国際課税原則の見直し
　非居住者・外国法人に対する課税原則が、
総合主義から帰属主義へ変更になります。

■地方法人課税の見直し
　法人住民税法人税割の税率が引き下げら
れ、新たに「地方法人税（仮称）」（国税）が創設
されます。地方法人特別税（国税）については、
規模が縮小され法人事業税に復元されます。
「地方法人税」はその全額が地方交付税の原
資に繰り入れられ、地域間の税収偏在の是正
に充てられます。

☆記事内容についてのお問合せは…
ＴＳＫ税理士法人
税理士　飯田 聡一郎
TEL: 03-5363-5958
FAX: 03-5363-5449
HP: http://www.iida-office.jp/

相続税関係

消費税関係

その他

東京法人会連合会
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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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わが社も法人税・消費
税の確定申告だけでな
く法廷調書の作成・提
出もe-Taxで、しよう！
でも、会社でやるのは
チョット大変だなァ。

大丈夫！
e-Taxを利用しての確
定申告・法廷調書の作
成は私に任せて下さい。

らくらく作成・提出。

一般社団法人 西新井法人会　e─Tax 推進協議会からのご案内

わが社も法人税・消費
税の確定申告だけでな
く法定調書の作成・提
出もe-Taxで、しよう！
でも、会社でやるのは
チョット大変だなァ。

大丈夫！
e-Taxを利用しての確
定申告・法定調書の作
成は私に任せて下さい。
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東日本大震災から3年を踏まえて
～今わたしたちが出来ること～

　平成 23 年 3月11日（金）の午後 2 時 46 分に発生
した東日本大震災では、日本における観測史上最大規
模のマグニチュード 9.0 を記録しました。地震後まもなく
発生した津波災害や原子力災害、首都圏では帰宅困
難者の問題が浮き彫りになりました。
　3 年後の現在、被災地復興は未だ完了すら見えない
状態です。

　また、平成 24 年 1月23日の東京大学地震研究所の
発表によれば「マグニチュード 7 級の首都直下地震が、
今後 4年以内に、約 70％の確率で発生するという試算」
とのことです。今、わたしたちが出来ることは何か？本項
では、災害に備えての事前準備という観点で、まとめて
みました。

（広報委員会　委員長　小川 節子）
ふく そう

【電話会社・災害時サービス】

【社員用・災害時連絡票】作成例

【NTT東日本】「災害用伝言ダイヤル（171）」
https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171/index.html

【NTT東日本】「災害用伝言板（web171）」
https://www.ntt-east.co.jp/saigai/web171/index.html

【NTTドコモ】「災害時の安否確認と備え」
https://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/index.html

【KDDI：au】「災害用伝言板サービス」
http://www.au.kddi.com/mobile/anti-disaster/saigai-dengon/

【SoftBank】「災害用伝言板／災害用音声お届けサービス」
http://www.softbank.jp/mobile/service/dengon/

【イー・モバイル】「災害用伝言板サービス」
http://emobile.jp/service/dengonban.html

【ウィルコム】「災害用伝言板サービス」
 http://www.willcom-inc.com/ja/info/dengon/

◎災害時は、電話がつながりにくい状態（電話網の輻輳）になりますので、ご自身が利用されている電話会社
　「災害時サービス」についての理解を深め体験版等（毎月1日と15日）も利用しておきましょう。

◎災害時に社員が帰宅困難者になった場合を想定して、「災害時連絡票」を社員に携帯させましょう。
　また会社内において、連絡網を構築しておきましょう。会社最寄りの避難所名を確認し、どのくらい時間がかか
　るのか実際に歩いてみましょう。

社員氏名
会社名
会社住所
会社TEL

生年月日 年　　月　　日
血液型 型　RH
アレルギー等
自宅住所
自宅TEL 携帯

名所 時間的距離
人間の平均的な歩行速度は、時速4～5km
～事前に避難所まで歩いて行けるか確認しましょう～

氏名 （続柄）
TEL  携帯
E-Mail    ＠

【会社内・連絡網】 【家族等の連絡先】

【会社最寄り避難所】

災害時連絡票

社員名
TE L 携帯
E-Mail @

第１順位

社員名
TE L 携帯
E-Mail @

第２順位

社員名
TE L 携帯
E-Mail @

第３順位

NISHIARAI HOJINKAI Vol.22322
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広報委員会研修会のご案内

経営に活かすスマートフォンによる

 SNS入門講座

（（一社）東京法人会連合会が負担します。）

◇お問い合わせ先　（一社）東京法人会連合会　TEL：03－3357－0771

（1） （一社）東京法人会連合会 事業課あて電話で申し込んでく
ださい。
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 東京税理士会　西新井支部

 税理士 ● 田村 麻美

予実管理の大切さ～数字で業績を管理する～

東 京 税 理 士 会

　お正月も終わり慌ただしい時期も少し落ち着い
てきた頃でしょうか。さて、新年に気持ち新たに
立てた今年の目標・計画の進捗度合はいかがでし
ょうか。
　「今年は、5kg 痩せたい！週 3日はジョギングし
よう！」　宣言通り実行されていますか？　週 3日
ジョギングしていますか？
　目標・計画は立てただけでは全く意味がありま
せん。ダイエットは個人的なプライベートの目標
ですが、同じように会社の目標・計画も立てられ
ていますか？
　会社で立てる計画のことを「経営計画」と一般
的には言われます。経営計画と言うと、なんとも
堅苦しくて立派なものをイメージしてしまいます。
経営計画も上記のダイエットと同じです。将来ど
んな自分になりたいか決めるように、まず将来ど
んな会社になりたいかを考えます。
　そして、どうやったらそのような会社になれる
のかを検討して、計画を立てます。会社にとって、
どの道を進むことが一番適切かということを考え
ながら計画を作るなんてワクワクしませんか。
　しかし、経営計画は作るだけでは意味がありま
せん。せっかく作った計画を実行しなければ、計
画作成に使った時間は全く無駄なものとなってし
まいます。
　「毎年、計画を作って、きちんと実行している

よ！」大変すばらしいことです。ちなみにどのよ
うに計画の実行を管理されているでしょうか？　
管理の方法はいくつもあると思います。
　一つは、数字で把握するということでしょう。
毎月、経理の方、もしくはご自分で試算表を作ら
れているかと思います。
・毎月、どれだけの売上があるのか。
・計画でたてた売上が達成できたのか。
・コストはどうか。
　など、数字で計画の達成具合を確認することが
できるのです。しかし、なかには毎月、試算表を
作成していない方もいらっしゃいます。
　決算の時にまとめて入力して申告されている方
もいらっしゃいます。
　どうでしょうか。これでは、実行の管理などで
きません。確かに、毎月試算表を作成するという
ことは手間がかかると思います。しかし、数字と
いう見える形で実行が本当に達成できたのかどう
かを毎月確認しないと、将来の目標達成はできな
いと思います。今まで、毎月、試算表を作成して
いなかった方。手間がかかるとは思いますが、是
非、毎月試算表を作成してみてください。数字と
いう見える形で自社の実績を定期的に把握してく
ださい。それによって今後の立ち回り方、行動の
仕方というのが今までとは飛躍的に変わってくる
かと思います。

に就任し、その後、事業委員会（現：サービス事業委員会）委員を
務められ、 54年５月に常任理事として婦人部（現：女性部会）運営
委員長、 56年５月には第３組織委員長と歴任され、 62年５月から
は、初代の青年部会及び女性部会担当副会長に就任されました。
その後も平成４年５月まで税制委員会及び広報委員会担当副会長
としてご尽力されました。
　改めて、氏の生前の法人会へのご功績並びに各界へのご功績に
対しまして感謝申し上げますとともに謹んでご冥福をお祈り申し
上げます。

　清水多吉氏は、去る平成26年１月25日にご逝去されました。
　清水多吉氏は、昭和51年の当会の社団化後、理事（組織委員会）

〈訃報〉
一般社団法人西新井法人会
元副会長・相談役
清水多吉氏　ご逝去　享年 84 歳
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３月 ４月

表紙のことば Vol.223
 芝桜が彩るフラワーアート

 広報委員会

　春、新荒川大橋緑地に、赤紫と白の芝桜で描かれた
『KITA-CITY』の巨大な文字が現れる。季節感あふ
れる彩り豊かな景観を創出しようと、北区が平成 22
年と 23 年の 2ヶ年で約 64,000 株の芝桜を植栽したも
ので、堤防法面に全長 500m、幅 20m（面積は 7,144
㎡）に敷きつめられた芝桜は、都内で最大規模のフラ
ワーアート。東京の北の玄関口で、荒川に架かる鉄橋
を走る JRの乗客や、東北、信越からの訪問者を歓迎
してくれる。濃いピンクの芝桜は、荒川赤羽桜堤緑地
のソメイヨシノと共に、春の風物詩として河川敷を散
歩する人に愛されている。

編　集　後　記
☆ ビ ビ ッ ド カ ラ ー ☆

　春物商戦が始まりました。女性服の春物はここ何年
も淡い色が主流でしたが、今年は明るくビビッドな色
が流行のようです。
　「ビビッド」とは、活力にあふれて鮮やかな生き生き
とした赤、オレンジ、黄色、青、などの色合いで、
1980 年代のバブル期にも「ビビッドカラー」がはやっ
たそうです。
　「そういえば私も着ていたわ」と思い当たる女性もい
るのではないでしょうか。
　その時代の過剰なまでの経済状況は望みませんが、
私たちみんなが「景気が少し良くなった」と実感でき
て、心の中もビビッドカラーのように明るくなるとい
いですね。 （入谷支部　広報委員　福田義和）

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 223 号 平成 26 年３月５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

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
3月19日㈬ 14：00～16：00 法人会館
4月　8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
３月18日㈫ 15：00～17：00 法人会館
５月13日㈫ 14：00～16：00 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、行なわれています。

日付 内容 場所
  6 日㈭ サービス事業委員会 法人会館
9㈰～10日㈪ 第 36回一泊研修会・親睦会 静岡県
12日㈬ 源泉部会役員会 法人会館
13日㈭ 社会貢献委員会「婚活パーティ」 法人会館
14日㈮ 広報委員会 法人会館
20日㈭ 第 160回定例理事会 法人会館

日付 内容 場所
  4 日㈮ 厚生委員会 法人会館
6㈰～7日㈪ 女性部会　春一泊研修会 新潟県
  9 日㈬ 源泉部会役員会 法人会館
11日㈮ 総務委員会 法人会館
16日㈬ 源泉部会役員会 法人会館
16日㈬ 源泉部会第 39回定時総会 法人会館
21日㈪ 青年部会第 35回通常総会 法人会館
21日㈪ 財務委員会 法人会館
22日㈫ 女性部会第35回通常総会 法人会館

『西新井法人会報』の表紙を飾る━風景画・風景写真を
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