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　私は　子供のころ、親からは　何々

しては　だめと言われながら　育って

来ました。

　子供のころは　何の不思議に感じず

育ちました。

　でも　何時のころか、親の目を盗ん

では　自分勝手な行動もし　年ととも

に　少しずつ　わがままになった気が

します。

　そして　早く大人になりたかったで

す。それは　大人になると　自分が自

由に振る舞えると　思ったからです。

　いざ　大人になってみると、本当に

自由にすると　全てが自己責任で始末

し、それでも　やりすぎると　痛い目

に合い　自由のなかにいろいろな制約

があるのに気が付きました。

　そして　結婚をして　感じたことは、

目に見えない　制約があり、それが当

然のようにできないと生活や家庭トラ

ブルの原因になります。

　それならば、かみさんの言うことを

聞いて生活をしたら　どうだろか

　不自由である。その中で　子供のこ

ろのように　かみさんの目を　盗んで

は　自由にしてたほうが　自由なので

は　ないかと思うしだいです。

　話は　横道に逸れますが、旧ソビエ

ト連邦が　崩れたとき　自由になって

　これから色々な服装が　自由に着ら

れると喜んだそうです。

　いざ　自由になると、このズボンに

は　このシャツ　ネクタイはこれ　毎

日悩んだそうです。それならば　制服

のほうが　悩まないですんで　楽だっ

たと　思ったそうです。

　お金も　自由に使える人は　そう多

くはいません。

　もし　自由に使えたら一般常識から

かけ離れた使い方をするでしょう。例

えば、暴飲暴食、ギャンブル、夜遊び。

　自由に使える人が、趣味や考え方が

同じような人がいるでしょうか。

　少ない中から、友人を、探すのは、

難しくなります。

　多くの人は、金が自由に出来ないか

ら、不自由にしているだけです。

　不自由が共通点で、同じような思考

の人が多くいます。

　時間についても、上のような状態で

す。あれば、ろくな考え方をしません。

過ぎたるは　およばざるが如しです。

　食事も　毎日おいしいものばかり食

べると　飽きるし栄養も偏り　不健康

になります。

　家庭料理は　本職の料理人が作るわ

けではないので、まずくて　当たり前

です。

　以上のような観点から、不自由の中

の自由を　探しだして　不自由を楽し

もう。

表 1 ソデ表 4

【修正日】 2015/02/25_13:05
【出力日】 2015/02/25_13:06
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新年賀詞交歓会
日時：平成27年1月15日（木）
会場：西新井法人会館
主催：西新井納税六団体

　冬型低気圧にすっぽり覆われた日本列島、西新井も
朝から冷たい風が吹き昼からの凍てつく雨で足元が心
配されるなか、定刻午後５時西新井納税六団体合同
「新年賀詞交歓会」が開催されました。
　一粒万倍日とも称される小正月に新年を祝い、会員
の、また各団体の発展を願う、年初めの式典です。
　東京税理士会西新井支部平田会長の開会の言葉、六
団体代表挨拶に西新井青色申告会矢ノ倉会長、ご来賓
には西新井税務署田中署長、足立都税事務所塩田所
長、足立区近藤区長、足立消防署深沢副署長、西新井
消防署安藤署長とご臨席賜り、また西新井税務署より
両副署長各関係部門統括官、足立都税事務所宇佐美係
長とご出席をいただきました。
　田中署長は前年の 11 月「税を考える週間」の広報
活動を振り返り、アリオ西新井前や西新井大師門前で

の街頭広報活動は六団体の大きな力と連帯力で行動で
きたことや、ギャラクシティ会場の災害と税金の関わ
りを子供たちに学んでもらうためのイベントなどは必
ずや納税意識の高揚に繋がるはず、期待して行きたい
と話され、会員の数々の活動に感謝とお礼のお言葉を
下さいました。
　堀口会長の挨拶と乾杯のご発声は会場高らかに響
き、促されるように親睦の和が広がって行きました。
　和やかに楽しく進み行く時も、司会者より東京小売
酒販組合西新井支部清水支部長のご指名ありて中締め
と相成りました。
　雪も予報されておりましたので少し早目の散会、終
演会場はまだまだ穏やかな温かさが漂っておりまし
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
（青色申告会）

祝辞を述べられる田中署長
（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
近藤区長

（足立区役所）

開会挨拶をする平田会長
（税理士会）
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税と災害と
わたしたちのくらし

日本救助犬協会から
救助犬も参加 !

　西新井納税六団体合同により租税教育の一環として「税と災害とわた
したちのくらし」をテーマに足立区複合文化施設ギャラクシティにて子
供たちを対象に開催されました。
　会場の「こども未来創造館」は子供たちの創造・躍動・連動を助成、
また体感を促すための会場であり、各スポットが用意されている施設で
す。
　さて、午前中の中庭は日本救助犬協会の協力を得て「結里」（ユーリ）
共々26 頭の来場。大変悲しいことに前日の平成 26 年 11 月 22 日（土）
午後 10 時 08 分頃のこと、長野県北部に震度 6弱の地震が起こり、白馬
村・小谷村を中心に住宅倒壊など多くの被害がありました。早速、自衛
隊・警察署・消防署と共に災害救助犬として活動中のため、NPO法人
日本救助犬協会の救助犬全ての来場は叶いませんでした。

日時：平成26年11月23日（日）
会場：足立区ギャラクシティ
主催：西新井納税六団体

足立区のビュー坊（写真左）と国税庁のイータ君も応援に駆けつけました（ ）

青年部会・女性部会は
ペーパークラフトコーナーを担当しました

青年部会 女性部会は

大勢の児童が参加しました
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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

　平常時は工事現場などで訓練をし、また訪問犬とし
て老人ホームなどへ出向き、癒し犬として親しまれ活
動しております。

会場の子供たちの参加を得て・・・

　倒壊を模擬した家屋の中の子供を助け、閉じ込めら
れた場所を突き止め、クイズの正解カードを出したり
と持てる技の数々を披露してくれました。
　この救助犬協会は人も犬も全てがボランティアで運
営、税金の補助がありません。そこで会場に募金箱。
保護者の方々と子供たちと会場の善意で満たされた義
援金として、納税六団体代表から救助犬協会代表に贈
呈されました。
　また午後には西新井消防署と西新井消防少年団のご
協力をいただき、消火体験・地震体験車・クイズ・初
期のモールス信号と楽しく教えていただきました。キ
ャラクター「消すぞう君」の参加もありました。足立
区内消防署だけの秘蔵っ子だそうです。
　白バイはお馴染みですが、その隣には赤バイも登
場、特別な火災現場の初期消火に 2台 1組で駆け付け
るそうです。
　用意された子供用の制服に着替えた男の子も女の子
も、パトカー・白バイ・ピーポくんと記念写真。将来
の夢に繋げた子供たちも出現？
　これらの体験を得て「消防署も警察署も」税金で維
持されていること、私たちの日々の暮らしが税金で守
られていることを子供たちに理解してもらうことがテ
ーマでした。

楽しみながら税を知る、税を意識する

　ここにもあります。別会場では当法人会の青年部会
と女性部会主催による「ぬり絵とクラフト折り」のコ
ーナーが子供たちから人気を得ておりました。思い思

いの色使いでイータ君もオートバイもぬってました。
クラフト折りのコミュニティバスや救急車やイータ君
などの折りの難しいところは保護者の方々の特にパパ
さんの活躍が目立ちました。
　一生懸命楽しむ子供たちの姿に疲れも癒されまし
た。
　そして足立区近藤区長にも会場ごとにご挨拶をいた
だき、多くの関係団体の快いご協力もいただきまし
た。
　また西新井税務署職員の皆様方の熱いご協力もいた
だきました。田中署長はあちらの会場こちらの会場と
忙しく走り廻られ、他の幹部職員も休むことなく子供
たちにパンフレットなどを配り、声掛けを続けておら
れました。
　ご参加の皆様、子供たちとの楽しい一日をありがと
うございました。

（広報委員会　委員長　小川 節子）

救助犬を労う田中署長
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Ario 西新井において懸垂幕を背景に
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 16 日（月）に向けて、
13 日（金）に鉢花の贈呈、懸垂幕及び横断幕の掲示
をしました。当日は昨年とは打って変わって頗る快晴。
各団体長の皆様も笑顔満面で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、田中署長に鉢花を贈呈し、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。また昨年度に
引続き、店舗入口に鉢花を置かせていただきました。
　また本年も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。

（広報委員会　委員長　小川 節子）

西新井納税六団体から田中署長へ鉢花を贈呈

～ 快晴の中 元気溌剌と!! ～

日時：平成27年2月13日（金）
西新井税務署 → Ario西新井 → 西新井大師前

時 平成2 年2月13 （金）時 平成27年2月13 （金）

西新井税務署・西新井納税六団体共催

確定申告早期提出「e-Tax利用推進」街頭PR
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左から、足立区社会福祉協議会の有賀常務理事、木本社会貢献委員長、鈴木副会長

　西新井法人会社会貢献委員会といたしまして昨年12
月18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。
　未使用タオル・カレンダー以外にも寄贈出来るよう
委員会で協議を重ねて参りたいと思います。
　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ご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）

今後の社会貢献活動について話し合いました

〔平成26年の寄贈数〕

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）

12月18日 420 485

日時：平成26年12月18日（木）
会場：足立区社会福祉協議会
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会員企業の飛躍を願う

　1月 28 日（水）午後 5時 30 分より四川菜苑会議室
において第２ブロック四支部合同研修会並びに新年賀
詞交歓会を開催致しました。
　参加者は 62 名。第１部研修会は伊興第一支部の担
当。山本研修委員の進行により、本日は公務御多忙の
中、西新井税務署法人課税第一部門の田村統括官と小
堀審理上席にお越しいただき、田村統括官には御挨拶
をいただき、引き続き小堀審理上席に「消費税率の引
き上げに伴う中間申告・納付額に関する留意点とマイ
ナンバー制度」を中心に中味の濃い研修に参加者は熱

心にメモを取る等、真剣に拝聴致しました。
　引き続き２部賀詞交歓会は西伊興支部担当。川端支
部長の進行により土屋・鈴島両副会長に御挨拶をいた
だき加藤ブロック長の乾杯により始まりました。ほろ
酔い気味になったところでカラオケ大会開始。プロ顔
負けの熱唱が続き、おどろくばかり。各支部３名ず
つ、計 12 名の方が持ち歌を披露しました。そしてジ
ャンケン大会。最後まで残った方が素敵な商品をゲッ
トしました。楽しい時間は過ぎるのが早いもの。結び
は三本〆めで、今年一年の飛躍を誓いました。

（伊興第一支部　支部長　星野 賢治）

マイナンバー制度とは？ 日時：平成27年１月28日（水）
会場：四 川 菜 苑 会 議 室

第2ブロック
四支部合同

ブロック・支部・部会／研修会

目も耳も傾け真剣に 年始めは田村統括官の挨拶から

《 当 日 配 付 し た 資 料 よ り 》
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役員税務研修及び会員増強報告会 日時：平成27年1月23日（金）
会場：西 新 井 法 人 会 館

第5ブロック
江北支部・扇支部

マイナンバー制度に向けて

　新年を迎え、久しぶりの元気な顔が揃いました中、
塚﨑ブロック長の挨拶の後、田村法人課税第一統括官
に「結束力のあるブロック」と目標達成に向い、力強
いお言葉を頂きました。続いて、小堀審理上席に「平
成 26 年度税制改正について。計画的な納税資金の準
備。消費税率の引き上げに伴う中間申告。納付額に関
する留意点。社会保障・税

マイナンバー

番号制度について」を説明
して頂きました。次いで、会員増強報告、各委員会事
業報告を終了しまして、会場をとなりホールに移し
て、和やかな懇親会も無事終了しました。寒い中、皆
様、お疲れさまでした。

（江北支部　広報委員　神林 京子）

講師を担当した小堀審理上席ご挨拶中の田村統括官

新年初顔合わせも兼ねました
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日時：平成26年11月7日（金）
会場：西新井法人会館

年末調整説明会
源 泉 部 会

　源泉部会主催の平成 26 年分「年末調整説明会」が
開催されました。55 名の会員の皆様の参加をいただ
き、特に、女性の参加者が多かったのが印象的でし
た。
　小泉幹事の司会進行のもと、清水源泉部会長から主
催者の挨拶が行われ、続いて、ご講演いただきます西
新井税務署の三澤副署長よりご挨拶を頂きました。
　司会者より、当日のタイムスケジュール等の説明が
あり、最初に年末調整の解説 DVD40 分の上映が行わ
れました。
　DVD は参加者に配布された冊子「平成 26 年分・
年末調整のしかた」に沿って、男性と女性のキャスト
が、主に Q&A 形式で解説してゆくという流れで、年
末調整の基本ポイントが網羅された、初心者にも分か
りやすい内容になっていました。尚、今年分の年末調
整による年税額算出に於いても、昨年から創設された
復興特別所得税を含める必要あり、との注意点が挙げ
られました。
　続いて、署法人課税第二部門の古屋調査官より、同
DVD の補足説明が約 35 分間行われました。先ず、
配布されたプリント「通勤手当の非課税限度額の引上

げ」の内容説明があり（平成 26 年４月１日以後適用
とのこと）、次に、本題の「年末調整の手順」に沿っ
て作業を行う際の、特に誤り易い点を中心に説明が行
われました。続けて、もう一枚のプリント「社会保
障・税番号制度への対応」の説明がありました。
　時刻が午後３時を回ったところで再度 DVD25 分の
上映が行われ、冊子「平成 26 年分 給与所得の源泉徴
収票等の法定調書の作成と提出の手引」に沿って、内
容説明が行われました。尚「e-Tax」「e-Tax ソフト

（WEB 版）」による法定調書の作成・提出が奨励され
ました。最後に足立区役所課税課課税第二係片山主事
より、配布された諸資料を基に「給与支払報告書」関
係の説明が行われ、住民税の直近年度における幾つか
の改正内容等が示されました。
　以上、２時間におよぶ説明会でありましたが、会場
の皆様、最後まで熱心に聴講されました。終わりに小
竹副部会長より、参加者の皆様へのねぎらいと、これ
からもより良い研修会にして行きたい旨の挨拶があ
り、閉会となりました。

（源泉部会　幹事　中村 信夫）
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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　〒143-0016　東京都大田区大森北1-18-18
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 募  集

「西新井法人会報」の表紙を飾る
風景画・背景写真を

会員の皆様から募集しています。
（お問合せ）事務局TEL 3852-2511

日時：平成27年1月28日（水）
会場：清水屋会議室

　だるまの並ぶ参道の大師門前清水屋会議室に於いて
女性部会の新年会が開かれました。清水女性部会長の
年頭挨拶の前に、長年女性部会で活躍された江川浩子
様がご逝去されたことを報告、一同が動揺する中黙祷
を捧げました。続いて北澤顧問より挨拶の中でこの会
のような女性団体は貴重です。人と人とのつながりを
これからも大切にとのお言葉をいただきました。
　乾杯の後懇談会に入りました。まずお楽しみ抽選会
が始まり各々の番号が呼ばれステキな景品をいただき

ました。その後部員による歌の披露、初春にふさわし
い舞、とても堪能しました。何といっても華やかさで
皆をひきつけるフラダンス。どれもこれも素晴らしい
ものでした。
　新年会にあたり役員の皆様、事業部の方々の準備、
進行、ほんとうにご苦労様でした。
　紙面をお借りしまして江川浩子様のご冥福を心より
お祈り申し上げます。

（女性部会　橋本 ゆり子）

女 性 部 会　新　　年　　会
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第 1部講演終了の後に出席者全員での集合写真

新年賀詞交歓会 日時：平成27年1月13日（火）
会場：帝　国　ホ　テ　ル

東法連・全法連主催

　上記賀詞交歓会、当会
よりは堀口会長、秋山、
鈴島、後藤、鈴木の４副
会長計５名が出席した。
第１部記念講演は、講師
東大教授政府税制調査会
会長中里実氏。演題「今
後の税制改革の課題と展
望」。お固い先生のお難

かた

い話が予想されたが、外れた。先生曰く「演題は無し
だと格好がつかないからつけただけ」。話はあちこち
に跳び漫談に近い楽しいものとなった。しかし内容が
余りにも多岐に渡っているため、私の能力と限られた
紙面では、とてもこの全容を系統立てて活字にできな
い。よって脈絡は無いが印象に残った話の幾つかの紹
介でお許しをいただきたい。
※　税制は本来簡素で分りやすいものでなければなら
ない。今の日本の税制の煩雑さには、納税者は勿
論、税理士、税務署員も手を焼いている。

※　私のような寒村の貧家の出の者でも、国立大学の
教授となり税調の会長もやっている。幕末、同じく
私のような出の者が、明治新政府を作った。日本は
流動性の有る良い国である。これに反して欧州は階
級制社会の名残りが強く、社会の流動性が低い。

※　総じて先進国の中産階級が崩壊しつつ有り、富め
る者と貧しい者との格差が激しくなっている。日本

もこの流れの中にあるが、欧米と比べると随分と穏
やかである。中産階級の健全な発展は社会の安定に
欠かせない。
※　例えばアマゾンから物を購入しても、日本国内に
支店等が無いから日本の税収増には寄与しない。（注）
※　大震災原発事故によって、諸外国からの日本国民
の評価はかえって増加した。政府は無能でも日本国
民は粛々と対応したからである。一度避難した外国
人がすぐ戻って来た事がそれを物語っている。
※　中国は春秋戦国の大昔から賄賂の国である。「管
鮑の交わり」の管仲でさえも賄賂を取ったとされて
いる。中国からそれが無くなる事は期待しない方が
いい。
※　脱税を防ぐ最良の方法は税率を低くする事であ
る。経済活動は原則費用対効果で動く。極論税率零
なら脱税する人はいない。
※　政府税調委員の報酬は１日２万円である。それに
比べて今日の講演料の何とおいしい事か。全法連さ
んにお礼申し上げたい。　等々。
　フランスのピケティ教授の新「資本論」が話題にな
っている昨今、時宜を得た示唆に富む内容であると思
った。
　講演終了後、例年のように第２部受賞祝典が、そし
て第３部懇親会が行われ、新年賀詞交歓会のお開きと
なった。

（副会長　鈴木 勝広）
（注）平成27年度税制改正（平成27年1月14日閣議決定）において、平成27年10月1日以後、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が行われる。

講演中の中里実先生
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■法人税率の引き下げ
　法人税の税率が、現行の25.5％から23.9％
に引き下げられます。これにより法人実効税
率は現行の34.62%から32.11%（東京に所
在する法 人 の 実 効 税 率は3 5 . 6 4 %から
33.10%）になります。平成27年４月1日以後
開始する事業年度から適用されます。

■中小法人の軽減税率の特例の延長
　中小法人の軽減税率の特例の適用期限が
平成28年度末まで2年延長されます。

■商業・サービス業・農林水産業活性化税制の
　延長

　商業・サービス業・農林水産業を営む中小企
業者が経営改善設備を取得した場合に、取得
価格の30%特別償却又は7%税額控除ができ
るもので、その適用期限が平成28年度末まで
２年延長されます。

■欠損金の繰越控除制度の見直し
　大法人（資本金1億円超の法人）の控除限度
について現行の80%から次のとおり段階的に
引き下げられます。なお、中小法人等について
は、従来通り控除限度額の制限は適用されま
せん。

・ 平成27年4月1日から平成29年3月31日まで
  に開始する事業年度　65％
・ 平成29年4月1日以後開始する事業年度
  50％
　また、繰越欠損金の繰越期間が現行の9年

から10年に延長されます。平成29年4月1日
以後に開始する事業年度に生じた欠損金から
適用されます。

■受取配当金の益金不算入制度の見直し
　保有割合の高い支配目的の株式の受取配
当金については、100%益金不算入としつつ
保有割合が現行の25%から１／３超に引き上
げられます。保有割合５％以下の株式は非支
配目的の保有として、受取配当金の益金不算
入割合が50％から20％に引き下げられます。

■所得拡大税制の見直し
　雇用者給与等支給増加割合の要件につい
て、中小企業者であれば平成28年4月1日以
後開始する適用年度から５％以上が３％以上
に、中小企業者以外は平成28年4月1日から
平成29年3月31日までに開始する事業年度
から５％以上が４％以上に緩和されます。

■外形標準課税の拡大
　大法人の法人事業税のうち１／４に導入さ
れている外形標準課税が２年間で１／２に拡大
され、これにあわせて所得割の税率が引き下
げられます。平成27年4月1日以降開始事業
年度と、平成28年4月1日以降開始事業年度
と段階的に実施されます。

■ＮＩＳＡの拡充
　ジュニアＮＩＳＡが創設されます。これにより
未成年者でも口座開設できることになりまし

法人税関係

所得税関係

　政府は、平成27年１月14日に平成27年度税制改正大綱を閣議決定しました。
　法人税率の引き下げをはじめ、課税ベースの拡大等により、法人課税を成長
指向型構造に変え、企業の競争力を高め景気回復を後押しするという方向性を
前面に出しているところが特徴と言えます。
　主な内容をお知らせします。

法人税率の引き下げ 盛り込まれる！
平成27年度 税制改正大綱

法人会の改正要望実現へ
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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。

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



た（年間投資上限額は８０万円）。平成28年以
降利用できるようになります。
　また、現行ＮＩＳＡの年間投資上限額が、平成
２８年から年間１２０万円（現行１００万円）に引上
げられます。

■国外転出をする場合の譲渡所得の特例の創設
　海外へ移住する際に、有価証券等を有する
場合、その含み益について課税する仕組み
で、含み益が1億円以上ある場合に適用され、
富裕層の国外転出対策と位置付けられます。
なお、含み益のある有価証券等が、贈与・相続
等により非居住者に移転した場合にも、含み
益について課税されます。平成27年7月1日
以後の国外転出、贈与・相続等について適用
されます。

■国外に扶養親族がいる場合の取扱い
　日本国外に居住する親族に係る扶養控除等
の書類の添付等が義務化されます。年末調整
や源泉徴収、確定申告の際に、親族関係書類
及び送金関係書類の添付または提示が必要と
なります。平成28年分の所得税から適用され
ます。

■ふるさと納税の拡充
　地方創生を推進するため、個人住民税の特
例控除額の上限を1割から2割に引上げ、確
定申告が不要な「ふるさと納税ワンストップ特
例制度」が創設されます。住民税の控除限度
額の引き上げは平成28年度分以後の住民税
に適用されます。

■事業承継税制の拡充
　贈与税の納税猶予制度の適用を受けてい
る者（２代目）が、３代目に対する再贈与を行な
う場合に、贈与税の納税義務が免除されます。

■住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
　の延長・拡充

　直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を
受けた場合の贈与税の非課税措置について、
適用期限が平成31年6月末まで延長され、消
費税が10％に引き上げられてからの住宅取
得であれば、最大で3,000万円までが非課税
となります。

■結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税
　措置の創設

　20歳以上50歳未満の個人の結婚・子育て
資金の支払いに充てるために、直系尊属が金
銭等を拠出して金融機関に信託した場合に、
一人につき1,000万円（結婚は300万円）まで
は贈与税が非課税となります。平成27年4月1
日以降の贈与に適用されます。

■教育資金の一括贈与制度の延長・拡充
　直系尊属からの教育資金の一括贈与制度に
ついて、その適用期限が平成31年3月31日ま
で延長され、特例の対象となる教育資金の使途
の範囲に、通勤定期代、留学渡航費が加えられ
ます。

■消費税率10％への引き上げ時期の変更等
　消費税率10%への引き上げが平成27年
10月1日から平成29年4月1日へ変更される
ことになりました。それに伴い、転嫁対策措置
法も平成30年9月30日まで延長されます。

■外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充
　外国人旅行者向けの輸出物品販売場の免
税手続について、免税手続カウンターを設置
する事業者に代行させることが可能となりま
す。また、外航クルーズ船が寄港した際に、臨
時販売場を輸出物品販売場とみなす制度が
設けられます。いずれも、平成27年4月1日
以降適用されます。

■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

　国外事業者が国境を越えて行なう電子書籍・
音楽・広告の配信等の電子商取引が消費税の
課税対象となります。平成27年10月1日から適
用されます。

☆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・贈与税関係

消費税関係

東京法人会連合会
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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。

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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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を利用しよう！
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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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。
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

西新井法人会西新井法人会

法人会カードのご使用はもと

▲こちらのカードは次号（平成27年5月発行）より新しいカードになる予定です。
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会費改訂のお知らせ

　平成 23 年 11 月 28 日の臨時総会決議により、会費規程が従来の資本金制度から、以下のとお
りに変更となります。
　平成 24 年４月１日以降に入会された会員は既に新会費適用となっておりますが、平成 24 年３
月 31 日以前に入会された会員は、以下のとおり新会費基準となりますのでご了承下さい。

記

（臨時総会決議事項）
　平成 24 年４月１日以降入会する会員は、新会費を適用する。但し、既存（平成 24 年３月 31 日以前
に入会した）会員については、平成 27 年４月１日より、この新会費基準を適用することとする。

旧 会 費

資本金（万円） 月額（円）

300 未満 500

300（組合含） 800

300 超～500 以下 1,200

500 超～1,000 以下 1,800

1,000 超～3,000 未満 2,500

3,000 以上 3,000

支店法人 1,500

その他（関連会社等） 500

新 会 費
１ ．会費は 1 口 100 円とし、資本金及び法

人形態等により月額 10 口以上 30 口以内
とする。

２ ．会員で以下の項目を満たす関連会社に
ついては、会費を月額 5 口とする。

　⑴ 代表者が同一の者である法人で、その
従たる他の法人

　⑵ 該当法人の株式を次の者が 50％以上所
有しているその法人

　　① 該当法人の主たる法人の代表者及び
その代表者の一親等の親族

　　②その代表者の配偶者

　　③その主たる法人　

㈱ 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㈹
　　　　　　TEL　          FAX
鹿浜店　　　3899-4446　3899-4446
千住店　　　3870-4446　3870-4456
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（（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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警視庁　西新井警察署警 察 だ よ り

 

 

 

 
 
 
 

 

東京消防庁　西新井消防署消 防 署 だ よ り
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東 京 税 理 士 会 　 西 新 井 支 部

税理士 ● 岸田 亜矢子

マイナンバー制度について

東 京 税 理 士 会

　いよいよ、来年（平成 28 年 1 月）からマイナン
バー制度が開始されます。
　個人には個人番号、法人には法人番号が付されま
す。
　今年の 10 月からマイナンバーが個人の住所地又
は法人登記されている所在地に送られてきますの
で、それを紛失しないようにする事が第一です。
　このマイナンバーは税務申告や、行政の手続き
等、あらゆる場面で使う事になります。
　いずれ、病院、金融機関でも統一番号で使用され
ることになりますので、取扱いには充分な注意が必
要となってきます。
　さて、会社側はこの個人の番号（マイナンバー）
を従業員から集める必要があります。更に、従業員
の扶養になっている方の個人番号も集め、源泉徴収
票等に記載をする事になります。
　また、報酬料金（税理士報酬、社会保険労務士報
酬、弁護士報酬等）や、地代、家賃を支払っている
先（個人）等の個人番号も集め、支払報告書を作成
する事になります。
　今までの源泉徴収票や支払調書とはフォームが変
わりますが、これは少し先の話ですね。

　さて、平成 28 年 1 月からこの制度が導入されま
すので、それ以降に提出する各種申請書などにもこ
の番号を記載する必要があります。
　例えば、社会保険の届出等です。毎年 7月に提出
している算定基礎届の提出にも従業員の個人番号を
記載する必要があります。
　手書きでは対応できない時代がやってきますね。

　実は、このマイナンバー制度において企業にとっ
て本当に重要なのは、このマイナンバーを外部に漏
らさないという事です。
　閲覧出来る人を限定する、パソコンで管理する場
合はパスワードを導入する、紙媒体で管理する場合
は鍵付の書庫に入れる等が必要となってきます。誰
もが見られる状態にしたままではリスクが大きい訳
です。
　マイナンバーを申告書などに記載する事は手間さ
えかければ出来ますが、この管理についてはしっか
りと各企業で取り決めをしておく必要があります。

　これを機に、内部管理がどのようになっているか
見直してみては如何でしょうか。
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３月 ４月

催 し も の イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

会員の皆様から

 募集中！！『西新井法人会報』の表紙を飾る━風景画・風景写真を

表 紙 の こ と ば Vol.229

明るい陽射しの春
 広報委員会

　この千曲川河川敷は「創彩会」伊藤鷹晴先生の作品
です。待望の春が一面に描かれ、その緑に魅了されま
した。
　明るい陽射しの春が恋しいあまりに３月号の表紙に
と、お借りしました。手を伸ばせば水はまだまだ冷た
そうな春ですが、残雪に厳しかった時節を預け、迎え
くる春の広がりに会員企業様のますますのご発展を願
いたいと思います。
　「創彩会」は出展会場を東京都美術館とし、年 1回
全国の会員の方々の絵画・工芸作品・写真など幅広く
紹介し、文化発展に貢献されております。

編　集　後　記
　今年何かにチャレンジしようとする人も始動してい
る事と思います。私も去年から勉強しているセールス
レターをさらに深めようと思っていますが、50 も半ば
になるとなかなか頭に入っていきませんね。人は物を
購入するときの動機付けとして、今の生活の中での不
便さから開放してくれたり、より良い生活の質を向上
させてくれたり、サービスに魅力を感じたりしてお金
を払うのですが、そのとき、どのような言葉を添えれ
ば、その動機付けはさらに強くなるかを科学的に明ら
かにしているのがセールスレターです。インターネッ
トで商品を販売しているがイマイチ売り上げが伸びな
いと悩んでいる人や、ダイレクトメールで集客を計っ
ているがあまり反応がないと困っている企業さんは一
度考えてみるのも良いかもしれません。いずれにして
も、この１年、大きな自然災害が起きない事を祈りつ
つ頑張って行こうと思います。
 （宮城支部　広報委員　坂田 和夫）

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。

栗原三丁目 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

第 229 号 平成 27 年 3 月 5 日
発　　行　 一般社団法人 西新井法人会
 足立区栗原三丁目 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
 足立区鹿浜三丁目 4─22
 TEL（3896）6506

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17日㈫ 14：00～16：00 法人会館
4月28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㈬ 14：00～16：00 法人会館
5月12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

1日㈰ 社会貢献委員会主催
「第２回恋活Party」

SALVATORE
CUOMO & BAR 西新井

3日㈫ 厚生委員会 法 人 会 館
4日㈬ 研修委員会 法 人 会 館

8日㈰～9日㈪ 第37回一泊研修会･親睦会 栃 木 県
11日㈬ 源泉部会役員会 法 人 会 館
12日㈭ 広報委員会 法 人 会 館
16日㈪ サービス事業委員会 法 人 会 館
17日㈫ 女性部会幹事会 法 人 会 館
19日㈭ 第163回定例理事会 法 人 会 館

日付 内容 場所
3 日㈮ 研修・厚生合同委員会 法人会館

5日㈰～6日㈪ 女性部会「春 一泊研修会｣ 群 馬 県
8 日㈬ 総務委員会 法人会館

16 日㈭ 源泉部会第40回定時総会 法人会館
20 日㈪ 青年部会第36回通常総会 法人会館
22 日㈬ 女性部会第36回通常総会 法人会館
23 日㈭ 臨時理事会 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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　私は　子供のころ、親からは　何々

しては　だめと言われながら　育って

来ました。

　子供のころは　何の不思議に感じず

育ちました。

　でも　何時のころか、親の目を盗ん

では　自分勝手な行動もし　年ととも

に　少しずつ　わがままになった気が

します。

　そして　早く大人になりたかったで

す。それは　大人になると　自分が自

由に振る舞えると　思ったからです。

　いざ　大人になってみると、本当に

自由にすると　全てが自己責任で始末

し、それでも　やりすぎると　痛い目

に合い　自由のなかにいろいろな制約

があるのに気が付きました。

　そして　結婚をして　感じたことは、

目に見えない　制約があり、それが当

然のようにできないと生活や家庭トラ

ブルの原因になります。

　それならば、かみさんの言うことを

聞いて生活をしたら　どうだろか

　不自由である。その中で　子供のこ

ろのように　かみさんの目を　盗んで

は　自由にしてたほうが　自由なので

は　ないかと思うしだいです。

　話は　横道に逸れますが、旧ソビエ

ト連邦が　崩れたとき　自由になって

　これから色々な服装が　自由に着ら

れると喜んだそうです。

　いざ　自由になると、このズボンに

は　このシャツ　ネクタイはこれ　毎

日悩んだそうです。それならば　制服

のほうが　悩まないですんで　楽だっ

たと　思ったそうです。

　お金も　自由に使える人は　そう多

くはいません。

　もし　自由に使えたら一般常識から

かけ離れた使い方をするでしょう。例

えば、暴飲暴食、ギャンブル、夜遊び。

　自由に使える人が、趣味や考え方が

同じような人がいるでしょうか。

　少ない中から、友人を、探すのは、

難しくなります。

　多くの人は、金が自由に出来ないか

ら、不自由にしているだけです。

　不自由が共通点で、同じような思考

の人が多くいます。

　時間についても、上のような状態で

す。あれば、ろくな考え方をしません。

過ぎたるは　およばざるが如しです。

　食事も　毎日おいしいものばかり食

べると　飽きるし栄養も偏り　不健康

になります。

　家庭料理は　本職の料理人が作るわ

けではないので、まずくて　当たり前

です。

　以上のような観点から、不自由の中

の自由を　探しだして　不自由を楽し

もう。
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