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巻頭コラム

逵　親舟 書

第５組織委員長

齊 藤　 実

　お菓子を味わいながら、お茶を飲み、
友と談話している時は心が和みます。
　お菓子には、そんな役割と働きがあり
ます。
　現在、私は父から受け継いで菓子づく
りに携わり、汗を流しております。
　最近、やっとそんな役割があるお菓子
をつくれることに、小さな喜びと誇りを
もつようになりました。
　菓子工房　大江戸も亡き父が創業して
以来、68年。父が「大江戸」に大変に
こだわっていたことに、当時はよくわか
りませんでしたが、今さらながら、尊敬
と感謝の気持ちでいっぱいです。
　それは、あの稀代の大作詞家　西条
八十（さいじょうやそ）先生に「大江戸
の唄」の詩を贈って頂いたこと。また、
歌舞伎絵の大家　第八代目　鳥居清忠
（とりいきよただ）画伯に花川戸助六の
絵を画いて頂いたこと。また、菓子パン
第 30類で「大江戸」の登録商標を取得
したことです。
　これこそ、わが社の宝であり、何もの
にも代え難い財産だと思っています。　
そんな「無形の財産」「のれん」を守り
ながら、維持していくのにも苦労は絶え
ませんが、菓子づくりの喜びを身に体
し、お客様に喜んでいただけるよう毎日
の努力が欠かせません。
　材料は、砂糖、小豆、小
麦粉などが主原料です。菓
子に合った材料の品種は何
かを選定。また、菓子づく
りに大事なのは熱（火）加
減、混入する順序、タイミ
ング、時間等々。間違える
とすべて台無しになること
もあります。油断すると焦
げたり、生煮えだったりす

ることもあります。一瞬一瞬が勝負で
す。
　また、食べ物は「お客様の命をお預か
りしている」ことも忘れてはなりません。
体内に入れて頂くものですから、当然、
食品衛生にも細心の注意を払わなければ
なりません。異物混入・腐敗・表示問題
等々、最近マスコミを賑わしている問題
にも神経をとがらせます。一つひとつ確
実に、確認・確認の連続です。
　しかし、お客様から「この味は素晴ら
しい」「美味しかった」「また、食べた
い」という声に出会ったときは「本当に
菓子屋になって良かったな」とほっとし
ます。今は、三代目、娘夫婦にバトンタ
ッチするよう準備をしております。
　どんな仕事でも様々な技術と苦労はつ
きものです。法人会活動をとおして様々
な異業種の方々と出会い、その道、その
道のプロフェッショナルのお話を伺うと、
大変に勉強になります。素晴らしい人々
に出会い、苦労を共にすることにより人
間として成長できると思います。法人会
の最大のメリットは、研修会等の行事に
参加して会員の皆様と出会うということ
だと思います。これからも、たくさんの
素晴らしい出会いを通して豊かな人生を
歩んでいきたいと思います。

お菓子は心の潤い
推 進 運 動

消費税期限内納付
法人会
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新年賀詞交歓会平成28年

西新井納税六団体主催

　爽やかな青空が広がり、大安吉日にも恵まれた小正
月の佳日、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。
　西新井納税貯蓄組合連合会土屋会長による開会のお
言葉、六団体を代表して西新井青色申告会矢ノ倉会長
による年頭挨拶、またご来賓からは西新井税務署齋藤
署長、足立都税事務所塩田所長、足立区近藤区長代理
鈴木区民部長の皆様より、昨年中の各種イベント協力
に対する御礼のお言葉やそれぞれの団体を取り巻く情
勢のお話し等を頂戴致しました。
　今年の干支は丙申ですが、齋藤署長からは、「確定
申告の時期が近づいておりますが、干支の“申”は申
告の“申”です！」とのお言葉に会場からは笑いが溢
れ、声も高らかに行われた鈴島法人会長による乾杯の

ご発声。和やかな雰囲気の中、親睦の輪が広がって行
きました。
 「飲ミュニケーションは日本の文化だ！」と語ってく
れた会員様、生き生きとご自身の取り組みを語られた
女性部の皆様、また鈴島会長からは各支部の活性化が
法人会全体の活性化に直結するとのお言葉も印象的で
した。
　名残は尽きませんが、東京小売酒販組合西新井支部
清水支部長より商売繁盛、無病息災を願う三本締めに
より、中締めと相成りました。
　ご参加いただきました会員の皆様、本当にありがと
うございました。

（島根 ･ 栗原支部　広報委員　名取 鉄朗）

日時：平成28年1月15日（金）
会場：西新井法人会館
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　この度、広報委員会において編集会議を行うことに
なりました。
　メンバーの構成は、各ブロックより（1B～8B）1
名ずつ、記録係 1 名（写真等）、次号担当印刷会社よ
り 1 名、委員長、副委員長で活動してまいります。
　その設立目的と主とする活動は以下の通りとしま
す。
①会報誌のマンネリ化を防ぎ、執筆者の分散を図る

② 法人会本部及び西新井納税六団体との合同活動、行
事に対しての取材行動を周知いただく

③ 会員企業様と地域町会等の行事企画のお知らせ等計
り、リンクすることで支部活動の強化に繋げたい

④ 取材活動の育成から広報委員のキャリアを高めスキ
ルアップを目指す

⑤ 編集委員会開催は広報誌発行後 10 日前後を召集日
とし、次号についての方針を検討

　以上の主旨をご理解、ご賛同いただきまして、
鈴島会長　鈴木広報担当副会長よりご承認をいただき
ました。

（広報委員会　委員長　小川 節子）

広報委員会
編集会議報告

TOPI
C

日時：平成28年1月12日（火）　　会場：西新井法人会館

召集者である小川広報委員長（写真右）と鈴木広報担当副会長

初顔合わせの編集会議にて
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～メットライフ生命のご案内～
サービス事業委員会からのお知らせ

　サービス事業委員会では、平成 26 年度より、メットライフ生命保険（株）
との提携による「特別団体保険」事業を推進しております。メットライフ生
命は、日本で 40 年以上という長い歴史と、保険財務力格付けAA-（S ＆ P
社）の評価を得ている大変有力な生命保険会社です。
　また、その親会社である米国メットライフも、世界で約 150 年の歴史を持
つと同時に、米国No.1 の総資産を保有する強大な生命保険グループです。そ
の商品力と提案力で、きっと皆さんのお役に立てるものと考えております。
　以下の推進員がご挨拶させていただく機会も多いかと思いますが、何卒よ
ろしくお願い申し上げます。

（サービス事業委員会　委員長　金子 俊二）
金子 俊二

柏原 研一

尾上 尊信

田島 健一

山本 孝三

川原 速人

鈴木 孝昌

渡邊 龍也

北村 晋次

山下 祐太

川口 勝豊

～私たちは確かな仕事をします～推進員紹介

◎事業保障資金の準備 ◎死亡退職金の財源確保

◎節税対策 ◎生存退職金の財源確保

◎福利厚生の充実 ◎事業承継の資金対策

お客様のあらゆるニーズにお応えします



　西新井法人会社会貢献委員会といたしまして昨年12
月17日に社会貢献担当塚田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）

〔平成27年の寄贈数〕

寄贈日 タオル
（本）

カレンダー
（本）

12月17日 553 387
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左から、足立区社会福祉協議会の有賀常務理事、塚田副会長、木本社会貢献委員長

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

社会貢献委員会
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ブロック・支部・部会／研修会
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　毎年恒例となりました『第 2ブロック 4支部合同税
務研修会・賀詞交歓会』（古千谷 ･伊興、西伊興、伊
興第一、伊興第二全 4支部）が、平成 28 年 1 月 27 日
（水）、四川菜苑会議室において、会員 64 名の参加で
開催されました。
　第 1部の税務研修会では、福永法人審理上席より
　①法人税関係法令の改正
　②消費税法改正
　③地方法人税の創設
　④マイナンバー制度について
　上記の４項目について、わかりやすくご説明をいた

だきました。
　続いて、法人会カード特別委員の前田様より西新井
法人会による店舗・企業紹介「あだち企業紹介サイ
ト」の説明と各会員企業への登録のお願いがあり、法
人会カードの活性化を促しました。
　第 2部の賀詞交歓会では、ご来賓を代表して本部よ
り鈴島会長のご挨拶をいただき、その後は各支部の、
のど自慢によるカラオケ大会やジャンケン大会が行わ
れ、会員相互の親睦を深められた、楽しいひと時とな
りました。

（伊興第二支部　広報委員　大田 晃司）

４支部合同税務研修会・
賀詞交歓会

日時：平成28年1月27日（水）
場所：四川菜苑会議室第２ブロック
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（03）5767-1714（直通）
〒143-0016 東京都大田区大森北1-18-18

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

　平成 27 年 12 月 11 日西新井第一、西新井第二、島
根・栗原、栗原・栄町の４支部合同 36 名が参加して、
ワールド観光バスにて福島の「スパリゾートハワイア
ンズ」で日帰り研修を行いました。
　朝から生憎の雨模様でしたが、スパリゾートハワイ
アンズでは、昼食のバイキング料理、温泉大浴場、プ
ール、ハワイアンショーと天気に関係なく、長時間に
わたり楽しむことが出来るので、外の天気など気にも
ならず
♪♪雨、雨ふれふれもっと降れ♪♪
　そんな気分で出発し予想通りハワイアンズを満喫す
ることが出来ました。

　帰路での車中ではビンゴゲームを行いましたが、個
人戦の他に４支部団体戦を企画し、1番、2番にビン
ゴになった人の支部全員に賞品が当たりました。その
結果…
1番は西新井第二支部で、新潟こしひかりのお餅
2番は栗原栄町支部で、干支の金杯
金杯はブロック長の（株）バース金属高際様から提供
していただきました。
　参加された方々から「大変楽しかった」「来年も楽
しみにしている」と喜んでもらえて和やかで楽しい一
日を過ごすことが出来ました。

（栗原・栄町支部　支部長　齋藤 正）

日帰りバス研修旅行 日時：平成27年12月11日（金）
場所：スパリゾートハワイアンズ第３ブロック
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　平成 27 年 12 月 16 日（水）、入谷支部では横矢支部
長のもと天府楼入谷店に於いて参加者 38 名にて税務
研修会を開催致しました。
　当日は西新井税務署より吉村法人課税第 1統括官、
小金井第 1ブロック長がご出席されご挨拶をいただき
ました。
　続いて福永法人審理上席により、マイナンバー（社
会保障・税番号制度）に関して分かりやすくご説明を

していただきました。
　研修会終了後、同会場にてご参加いただいた皆さん
との懇親会へと移り 2時間程食事を楽しみながら会員
相互の親睦を深めることが出来ました。
　最後に「平成 28 年がより一層良い年になりますよ
うに」と参加者全員で願い閉会となりました。

（入谷支部　夏目 徹）

　12 月 11 日（金）午後 6時より滝野川信用金庫江北
支店の会議室において役員会を開催いたしました。
　青木第４ブロック長に出席いただきました。

　各担当委員より各部の事業報告が行われました。
　サービス事業部からは法人会のメリット説明があ
り、厚生からは年度終わりの法人会一泊研修について
お話がありました。
　その後、会員増強についての意見交換が行われ年の
近い人や懇意にお付き合いのある法人の方々を何とか
取り込んでいけるように話し合いました。
　そして、質疑応答や収益事業各社より説明があり収
益事業でのプラス面などの説明を受けました。
　次回、役員会、本年度の予定について橋本支部長よ
りお話があり小澤副支部長の閉会のことばがあり続い
て場所を移して、親睦会を執り行いました。
　親睦会の中でもいろいろな意見が出て充実した役員
会、親睦会を執り行えました。

（加賀・鹿浜支部　古田 正彦）

税務研修会 日時：平成27年12月16日（水）
場所：天府楼入谷店会議室入谷支部

事業報告も活発に、支部役員会 日時：平成27年12月11日（金）
場所：滝野川信用金庫会議室加賀・鹿浜支部
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　1月 25 日（月）マーブル梅島店会議室にて、梅島
支部役員会を兼ねた新年会を開催しました。
　櫻井総務委員の司会で議題に沿い進行され、直井総
務委員の開会挨拶で役員会が始まりました。
　牛込支部長より新年のご挨拶並びに増強運動中間報
告があり、「皆さんの活躍と特に城北信用金庫さんの
ご尽力で、目標 10 社増強に対して、現段階で 13 社の
新規入会が決まり、まだ 3社ほど入会を検討中の企業
があるので、更なる会員増強を目指し、皆で頑張りま
しょう」とのご報告がありました。
　続いて、本部から「あだち企業紹介サイト」の開設
のご案内と「第 3回プチ街コン」開催のご案内、各委

員会の担当役員より委員会出席報告があり、全ての議
題が無事終了しました。
　その後、同会場にて新年会に移り、江川ブロック長
のご挨拶、和知顧問の乾杯で、新年会がスタート。美
味しいお食事をいただきながら、お互いの親睦を深め
和やかな雰囲気の中、会が進行し、ビンゴ大会やカラ
オケ大会があり大いに盛り上がりました。
　最後に福永研修委員の中締め、「皆さん本年も一年
間よろしくお願いいたします」。盛況のうちに御開き
となりました。

（梅島支部　広報委員　坂巻 義一）

役員会（増強運動中間報告会）
及び新年会

日時：平成28年1月25日（月）
場所：マーブル梅島店会議室梅島支部



源泉部会
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日時：平成27年11月11日（水）
会場：西新井法人会館

平成27年分

　源泉部会主催の平成 27 年分「年末調整説明会」が開
催されました。
　今回も昨年同様に、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、清水源泉部会長より主
催者の挨拶が行われ、続いて、西新井税務署　三澤副
署長のご挨拶があり、年末調整の趣旨・目的等が述べ
られました。
　説明会では、最初に DVD の上映が行われ、まず、平
成 28 年から適用される以下の主な改正事項が説明され、
・マイナンバー制度の導入
・ 国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合

の書類の添付等義務化
・源泉徴収税額表の改正
　次に、冊子「平成 27 年分年末調整のしかた」に沿っ
て、年末調整の手順とそれぞれの手順の内容が説明さ
れた。
　尚、年調年税額の計算に於いて復興特別所得税の計
算を確実に行うようにとの注意点が挙げられた。
　続いて、署法人課税第 2 部門の古屋調査官より、同
DVD の補足説明が行われました。
　調査官より、まず“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あり、次
に、翌年からの上記改正事項についてのそれがありま
した。
　時刻が PM3 時を回ったところで再度 DVD の上映が
行われ、冊子「平成 27 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、法定調書
についてのポイントを絞った具体的な説明がされた。
　尚、翌年 1 月以降新たに導入される「財産債務調書
の提出制度」と「マイナンバー制度」についての説明も
行われた。
　最後に足立区役所課税第四係田口主事より、配布資
料に基づいて「給与支払報告書」関係の説明が行われ、
住民税についての、直近年度における幾つかの改正内
容等が示され、「平成 28 年度給与支払報告書」につい
ての注意点が挙げられました。
　平成 29 年度からの個人住民税の特別徴収の徹底につ
いての説明もありました。
　以上、2 時間にわたる説明会でありましたが、会員の
皆様、最後まで熱心に聴講されました。
　終わりに、跡部副部会長より閉会の挨拶があり、本
説明会は終了しました。

（源泉部会　幹事　中村 信夫）

年末調整説明会



女性部会
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　冷たい雨の降る日、平成 28 年女性部会の新年賀詞
交歓会が行われました。全員揃って新年の笑顔を記念
撮影。始めに清水女性部会長の年頭のご挨拶をいただ
き、続いて梶顧問様の乾杯の音頭で始まりました。清
水部会長より新入会員、西新井本町支部、川中由利子

さんの紹介がありました。余興タイムに入り吉田様、
上田様の優雅なお二人の日舞を披露していただき、続
いて華麗なフラダンスに魅せられ、お正月にふさわし
いおどり等を楽しませていただいて私たち女性の忙し
かったお正月の疲れを吹き飛ばしてくれました。清水
屋さんのおいしいお料理も堪能いたしました。また、
ソプラノで澄んだ響きわたる声でステキな歌を唄って
いただきました梶千草さんに感動しました。そして大
いに盛り上がったお楽しみの抽選会。和気あいあいの
中、鈴島副部会長の閉会の挨拶を以て終了いたしまし
た。外は寒かったけれど気持ちはとてもあたたかくな
りました。

（女性部会　笹川 里美）

開催日：平成28年1月29日（金）
会　場：清水屋会議室

新年賀詞交歓会

丁寧かつ流暢なご挨拶をいただきました
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【第１部】新春記念講演会

【第 2 部】受章祝典
【第 3 部】新年賀詞交歓会
　平成 28 年 1 月 20 日に帝国ホテルにおいて開催され
た「新年賀詞交歓会」に、当会からは鈴島会長、都築
副会長、後藤副会長、小倉副会長、私の計 5名で出席
させていただきました。講師は日本創成会議座長で東
京大学公共政策大学院客員教授も務められている増田
寛也先生の講演を拝聴しました。その中で、幾つか印
象に残った点をまとめてみました。

【フランスと日本の人口問題】
　増田先生は冒頭、昨年発生したパリ同時多発テロに
触れられ、フランスの人口問題と移民政策、とりわ
け、事実婚や入籍せずに生まれた子どもの権利が保障
される等のフランス独特の婚姻制度や社会保障制度に
ついても言及されました。フランスでは早くから自国
の出生率の低さを問題視し、婚姻制度を改定して事実
婚を認め、移民を受け入れました。そうしてやっと出
生率 2.0 に回復しました。それに比べて、今までの日
本はいかに子どもの数が増えないような施策をして来
たか。諸外国に比べ、現在の日本の出生率の低さにつ
いて危惧されました。

【今後の日本の未来予想】
　団塊の世代が 20 年後には、後期高齢者となり、医
療介護制度がどうなるのか？　現在、政府は「介護離
職ゼロ」という政策に向けて検討しています。来たる
1月 22 日には、第百九十回国会において安倍首相に
よる一年間の施政方針演説が予定されており、おそら

く「介護離職ゼロ」や「地方創成と一億総活躍の行
方」、また本年は「伊勢志摩サミット」が予定されて
おり、これについても織り込まれると思います。
　聴講者全員に配付された資料「日本の総人口の推移
と推計」のグラフを指し示し、日本は 2008（平成 20）
年が人口のピークだったのではないでしょうか？　加
えて、2100 年には、人口 5,000 万人を下回り、高齢化
率は実質 40％を超えると考えられます、と将来の日
本の厳しさをお話しされました。
　これに対し、閣議は「2060 年に人口 1億人を維持
する」と表明し、併せて「2030 年には出生率を 1.8 ま
で上げる」と付記しました。人口問題の話は、自治体
ごとに話さないと進展しない問題であります。将来的
には全市町村の半分である 800 が消滅市町村になるで
しょう。今しなければならないことは、「東京一極集
中を改める」。東京は将来、老齢都市になるでしょう。
地方自治体が地方経済を発展させ、若い世代が働ける
ような環境を整備し、その若い世代が結婚を経て、次
の世代を生んで行く、この好循環をいかに繋げて行け
るかに掛かっていると思います。
　結びに、増田先生は聴講者全員に対し、2つのお願
いをされました。「若い世代こそ、長時間労働から解
放してほしい」、「正規雇用という安定性を与えて欲し
い」。本年が皆様にとって良い年となることを祈念し
て講演を終えたいと思います。ご清聴ありがとうござ
いました─と、ご降壇されました。

（副会長　土屋 勝重）

新年賀詞交歓会
全法連・東法連主催

平成28年1月20日（水）　帝国ホテル

●演題

「地方創生と一億総活躍のゆくえ」
●講師　野村総合研究所　顧問　増田寛也先生
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■法人実効税率のさらなる引き下げ
　昨年に引き続き、法人実効税率がさらに引
き下げられます。法人税の税率が、平成28年
4月1日以後に開始する事業年度については、
現行の23.9％から23.4%に引き下げられ、さ
らに、平成30年4月1日以後開始する事業年
度については、23.2%まで引き下げられます。
地方税を含めた法人実効税率は平成28年度
には、目標とされていた20％台に到達します。

■外形標準課税の拡大
　大法人（資本金1億円超の法人）の外形標準
課税については、所得割を縮小、資本割と付加
価値割の割合が増加します。なお、所得割が
縮小されることにより、所得割に対する地方法
人特別税率が引き上げられます。基本的には
内訳の変更ですが、所得割の縮小に伴い、赤
字法人に対する税負担が増すことになります。

■減価償却制度の見直し
　平成28年4月1日以後に取得する建物附属
設備及び構築物について、定率法を廃止し、
定額法が採用されることになりました。なお、
鉱業用の建物、建物附属設備及び構築物につ
いては、定額法又は生産高比例法の選択が認
められます。

■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
額について、平成27年度改正において、段階
的に引き下げられることになっていましたが、
その取扱について下記のとおり変更となりま
した。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月から平成28年3月までに

開始する事業年度　65%　⇒　65％
・ 平成28年4月から平成29年3月までに

開始する事業年度　65%　⇒　60％
・ 平成29年4月から平成30年3月までに

開始する事業年度　50%　⇒　55％
・ 平成30年4月以後開始する事業年度

50%　⇒　50％
　また、繰越欠損金の繰越期間が現行の9年
から10年に延長される措置については、施行
時期が1年遅れ、平成30年4月以後に開始す
る事業年度に生じた欠損金から適用されます。

■生産性向上設備投資促進税制の廃止
　非常に多く利用されてきた生産性向上設備
投資促進税制は、平成29年3月31日に取得さ
れた資産までで、制度が廃止されます。また、
即時償却と税額控除率の上乗せ措置につい
て、平成28年3月31日までとされている適用
期限は延長しないこととされました。

■企業版ふるさと納税制度の創設
　地方再生法の改正を前提として、青色申告
法人が、平成32年3月31日までに、地方再生
法の認定地域再生計画に記載された地方創
生推進寄附活用事業に関連する寄付金を支
出した場合に、法人税の５％を上限として一定
の税額控除が受けられます。

■空き家に係る譲渡所得の特別控除制度
　相続の開始の直前に被相続人の居住の用
に供されていた一定の家屋及び、その敷地の

法人税関係

所得税関係

　政府は、平成27年12月24日に平成28年度税制改正大綱を閣議決定しました。
　平成28年度には、法人実効税率が29.97％となり、成長志向の法人税改革が実現し
つつあります。また、社会保障の充実・強化を実現するために、平成29年4月の消費税
率10%への引き上げと同時に、低所得者への配慮として軽減税率を導入することが盛
り込まれました。

法人税率２０％台への引き下げ、
消費税に軽減税率の導入盛り込まれる

平成28年度 税制改正大綱
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社団法人西新井法人会



用に供されていた土地等を、相続により取得
した個人が、平成28年4月1日から平成31年
12月31日までに、一定の要件で譲渡した場合
には、居住用の財産の譲渡所得の3千万円の
特別控除が適用されます。

■住宅の三世代同居改修工事等に係る特別控
　除制度

　所有する居住用の家屋について一定の三
世代同居改修工事を含む増改築をして、平成
28年4月1日から平成31年6月30日までの間
に、居住の用に供した場合に、ローン残高に応
じた税額控除又は自己資金で増改築した場合
の税額控除が適用されます。

■セルフメディケーション推進のための医療費
　控除の特例

　健康の維持増進及び疾病の予防への取組
として一定の取組を行い、平成29年1月1日か
ら平成33年12月31日までの間に、自己及び
生計を一にする親族に係る一定のスイッチＯ
ＴＣ医薬品の購入した場合に、その年中に支
払った対価の額の合計額が1万2千円を超え
る時は、その超える部分の金額（上限8万8千
円）について、その年分の総所得金額等から控
除されます。
　なお、一定の取組とは、特定健康検査、予防
接種、定期健康診断、がん検診等であり、一定
のスイッチＯＴＣ医薬品とは、要指導医薬品及
び一般医薬品のうち、医療用から転用された
医薬品です。

■消費税率の軽減税率制度の導入
　消費税率の軽減税率制度が、平成29年4
月1日から導入されます。軽減税率は、現行の
消費税率と同じ８％であり、対象品目は下記
の通りです。
①飲食料品（食品表示法に規定する食品で酒

税法に規定する酒類を除きます。また、外食
サービスは除きます。）

②定期購読契約が締結された週2回以上発
行される新聞

■適格請求書（インボイス）保存方式の導入
　平成33年4月1日から適格請求書保存方式
が導入されます。仕入税額控除の要件として
適格請求書の保存が必要となります。
　適格請求書とは、適格請求書発行事業者の

登録番号、適用税率、消費税額等の一定の事
項が記載された請求書、納品書等の書類です。
　適格請求書を交付するためには、適格請求
書発行事業者の登録が必要で、平成31年4月
1日から申請できます。なお、免税事業者は、
適格請求書発行事業者として登録できませ
ん。適格請求書を発行する必要がある場合
は、課税事業者を選択して、適格請求書発行
事業者の登録を行う必要があります。

■適格請求書等保存方式導入までの措置
　課税仕入が軽減税率対象品目である場合
は、帳簿にその旨を記載します。また、軽減税
率対象品目に係る請求書には、軽減税率対象
品である旨と税率が異なるごとに合計した対
価の額を記載する必要があります。

■クレジットカード納付制度の創設
　国税の納付手続について、クレジットカード
によって納付することができるようになりま
す。この場合に、クレジット会社が、委託を受け
た日に納付があったものとみなして、延滞税、
利子税が計算されます。なお、クレジットカード
の利用手数料は、納税者の負担となります。

■マイナンバーの記載対象書類の見直し
　マイナンバーを記載しなければならいこと
とされていた所得税の青色申告承認申請書、
消費税簡易課税制度選択届出書、給与所得
者の扶養親族申告書、退職所得申告書など
多くの書類にマイナンバーの記載が不要とな
ります。

■固定資産税の軽減措置
　中小企業の生産性向上に関する法律の制定
を前提に、平成31年3月31日までに、認定生産
性向上計画に記載された生産性向上設備のう
ち一定の機械及び装置を取得した場合は、固定
資産税の課税標準を最初の3年間は２分の１と
する措置が講じられます。

☆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/

消費税関係

その他

東京法人会連合会
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ゴミとして焼却処分されると
キャップ430個で3,386g
のCO2が発生します。

ペットボトルのキャップで世界
の子どもにワクチンを届けます。

キャップは430個で10円になります。

キャップ860個で一人の子どもの命が救えます。
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東京税理士会　西新井支部
税理士 ● 土屋 紀子

平成28年度税制改正の概要

東 京 税 理 士 会

　平成 28 年度の税制改正大綱が、平成 27 年 12 月 16 日に
正式決定されました。主な改正点について全て列挙したい
ところなのですが、改正点を挙げるだけで紙面が埋まってし
まいそうなので、まずは皆さまに身近なところで、今年度か
ら適用があるものに限り、ご紹介させて頂きます。
　１．法人税率の引き下げ
　　   現行 23.9％の法人税率が、以下のように引き下げられ

ます。
　　 平成 28 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日の間に開始す

る事業年度…23.4％
　　 平成 30 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度…23.2％
　２．減価償却制度の見直し
　　   平成 28 年 4 月 1 日以後に取得する建物付属設備、構

築物の減価償却方法について、定率法が廃止され、定
額法のみとなります。

　３．地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の創設
　　   地方公共団体に対する寄附金は全額損金算入ができ

ますが、平成 28 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度よ
り、地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対して
寄附を行った場合には、更に法人事業税、法人住民税
の税額控除が認められるようになります。

　４．通勤手当の非課税限度額の引上げ
　　   平成 28 年 1 月 1 日以後に受けるべき通勤手当の非課

税限度額が、月 100 千円から月 150 千円に引上げられ
ます。

　５．空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例創設
　　   相続により取得した家屋（昭和 56 年 5 月 31 日以前に

建築された家屋で、被相続人以外に居住をしていなか
ったもの）及び土地を、平成 28 年 4 月 1 日から平成 31
年 12 月 31 日までに譲渡した場合に、居住用財産の譲
渡所得の 3,000 万円控除を適用することができます。

　６．住宅の三世代同居改修工事等に係る特例創設
　　   平成 28 年 4 月 1 日から平成 31 年 6 月 30 日までの間

に、三世代同居改修工事等をして、居住の用に供した
場合に適用されます。

　今年度から適用される改正点は以上のようなものがありま
すが、何と言っても今回の税制改正の最大の柱であり、皆
さまの最大の関心事となっているのは、平成 29 年 4 月 1 日
に導入される、消費税の軽減税率制度でしょう。
　消費税の税率は平成 26 年 4 月 1 日に 8％に引上げられ、
当初は平成 27 年 10 月 1 日に 10％に引上げられる予定でし
たが、平成 26 年 11 月の衆院解散の際に、一旦は引上げが
延期されました。しかし、その後は経済状況によって税率引
上げが再延期されることなく、昨年 3 月 31 日の参院本会議
で可決されておりました。その中で今回の税制改正では、
軽減税率制度における対象品目をめぐって、最後まで紛糾
しました。
　税率が 8％に据え置かれるのは、以下の二項目です。
① 飲食料品の譲渡（食品表示法に規定する食品（酒税法に

規定する酒類を除く）の譲渡をいい、外食サービスを除く）
② 定期購読契約が締結された週 2 回以上発行される新聞の

譲渡
　消費税は、税収が景気に左右されにくく、勤労世代に負担
が集中しない等の性質から、わが国にとって安定した財源と
なり得る長所を有しています。しかしその反面、逆進性（低
所得者ほど税負担が重くなること）という問題があります。
　消費税には逆進性があるから軽減税率が必要、という議
論が出る訳なのですが、減税の絶対額で低所得者層より高
所得者層にメリットが出てしまうので、軽減税率を採用して
も、逆進性緩和には繋がらないという意見も出ています。ま
た、事務手続きが煩雑になるため却ってコストがかかる、と
いう批判もあります。
　消費税率引上げと軽減税率導入まで、あと約一年。消費
税増税が何のために必要なのか、「軽減」という二文字に囚
われることなく根本から考え直し、動向を注意深く見守る必
要がありそうです。
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　藤沼政信氏は、去る平成28年2月5日にご逝去されました。
　藤沼政信氏は、昭和58年5月に理事（梅田第二支部長）に就任
し、4期8年に亘り支部の組織基盤の充実に尽力され、平成3年5
月には、常任理事（第七組織委員長）、平成5年5月には監事に就
任し、本部の運営並びに組織基盤の強化にご尽力されました。
　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。

〈訃 報〉
一般社団法人西新井法人会
元常任理事・元監事

藤沼 政信氏　

ご逝去　享年 92 歳
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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.235
　別れの三月、出会いの四月、そのシチュエーションに
必ずや桜あり。
　その桜の姿は辺りの野山とともに春を告げ、幹はむろ
ん枝えだを大きく広げ花弁を誇る。また散るを芳と夜桜
と輝き、風に漂う。
　この表紙の桜は一つ一つの花弁が自己を主張し、かつ
お互いを称えながら美しさを放っている「桜そのものの
花びら」…昨年の足立区井堀北公園の桜です。
　さてこの度、念願叶いまして、広報委員会において編
集会議を開催することができました。メンバー個々の力
はさまざまですが、この表紙の桜の花びらのように「集
結の美」を持ってお互い忌憚のない意見と共に活動に繋
げ、支えあいながら、広報誌の充実に傾注して参りたい
と思います。
　会員の皆様方には、今後とも広報誌の発展にお力添え
いただきますようお願い申し上げます。

（広報委員会　委員長　小川 節子）

編　集　後　記
　箱根駅伝で多くの人に感動を与えた青山学院大学。そ
れまでは、出場することすら難しかった大学が、ここ数
年でとても強くなりました。監督の原さんが長い時間を
かけて指導した成果なのですが、取り組んだことの一つ
に「あたりまえの事をあたりまえに」ということがあり
ました。
　原監督は、次のように言っています。「選手にとって何
より大切なのは『規則正しい生活』です。朝早く起きて、
栄養バランスのとれた食事を三度とり、しっかり睡眠を
とる。もちろん、質の高い練習やプレッシャーに負けな
いよう精神を鍛えること、本番に向けて自分の身体を調
整する管理能力なども大事な要素ですが、それらはすべ
て日々の生活が支えているのです」。
　そうして、選手自ら目標を立てて、進んで練習に取り
組む姿勢に変わった結果が、2 年連続優勝につながったの
です。「あたりまえの事」を「あたりまえにできるよう
に」我々の社会・会社・仕事においても言えるのでは！

（梅田第二支部　支部長　松本 一郎）

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

第 235 号 平成 28 年 3 月 4 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
4 月 21 日㈭ 14：00～16：00 法人会館
6 月 23 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 17 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
9 日㈬ 源泉部会役員会 法人会館

10 日㈭ 女性部会幹事会 法人会館
11 日㈮ 広報委員会 法人会館

13日㈰～14日㈪ 第 38 回一泊研修会 ･ 親睦会 福 島 県
16 日㈬ サービス事業委員会 法人会館
18 日㈮ 第 166 回定例理事会 法人会館

日付 内容 場所
1 日㈮ 研修・厚生合同委員会 法人会館
6 日㈬ 総務委員会 法人会館

10日㈰～11日㈪ 女性部会「春 一泊研修会｣ 山 梨 県
14 日㈭ 源泉部会役員会 法人会館
14 日㈭ 源泉部会第 41 回定時総会 法人会館
18 日㈪ 財務委員会 法人会館
22 日㈮ 女性部会第 37 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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