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定定例例説説明明会会等等ののおお知知ららせせ

《税務無料相談》
日時　２月13日（火） 午後１時～４時

場所　渋谷法人会館

《税務無料相談》
日時　２月20日（火） 午後１時～４時

場所　渋谷法人会館

《決算法人説明会》
日時　２月22日（木） 午後１時30分～４時

場所　渋谷区立商工会館２Ｆ

該当の会社は是非ご出席下さい。

表紙スケッチ　新宿サザンテラス

新宿サザンテラスは緑豊かな遊歩道です。間

隔をおいて並んでいるショップやカフェはとて

も落ち着いた印象ですが、夕刻になればイルミ

ネーションで彩られ、まったく違った顔に出会

えそうです。

新宿駅南口から代々木方面に向かって「ココ

ロひらく空間」は350メートル続きます。

2月 月 如 

●申告書用紙等発送予定日

法人税・消費税の確定申告書等

決　算　期 発送予定日

19年1月 19年2月27日

法法人人税税申申告告書書のの書書きき方方講講習習会会ごご案案内内

法人税申告書のなかで最も重要な役割を占めて

いる別表４と別表５（１）は、特に難解と言われ

ています。そこで渋谷税務署の後援により、双方

の関連や記載方法を中心に分かり易く指導してい

ただくことになりました。

記

「基礎講座」－３回－

＊２月21・26・27日

「応用講座」－４回－

＊３月１・２・７・12日

各午後１時30分から４時まで

＊会場　渋谷法人会館（神泉町９－10）

＊詳しくは今月号のチラシをご覧ください。

2月実施する主な事業（上記以外）

●２月２日　法人会全国大会

３日　　〃（広島市）
●２月５日　源泉研究部会研修会
●２月６日　青年部会美化活動
●２月６日　事業研修委員会
●２月６日　印紙税セミナー
●２月７日　源泉研究部会役員会
●２月14日　青年部会役員会
●２月14日　第７ブロック税務講習会
●２月19日　正副会長会

19日　常任理事会
●２月22日　東法連第３ブロック会長協議会



法人会の事業活動に参加しよう
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平成18年分の確定申告期間中の税務署窓口での申告相談、
申告書の提出及び納税の期限は
所得税　2月16日（金）～3月15日（木）
贈与税　2月 1日（木）～3月15日（木）
個人事業者の消費税及び地方消費税

1月 4日（木）～4月2日（月）までです。
土日祝日は執務を行いませんが、本年は2月18日と2月

25日の日曜日に限り確定申告書作成のアドバイス及び申告
書の受付を行います。（その他の業務は行っておりません）
確定申告書の自書作成と早期提出に、ご理解とご協力をお
願いいたします。

納税には、安全で便利な口座振替をご利用ください。

平成18年確定申告分の口座振替日は、

所得税………………………………………４月20日（金）

個人事業者の消費税及び地方消費税……４月26日（木）です。

ご希望の方は税務署の管理部門へお尋ねください。

国税庁ホームページで確定申告書等の作成ができます。（http://www.nta.go.jp）

（所得税の申告書・決算書・収支内訳書・消費税及び地方消費税の確定申告書の作成が可能！）
国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成（プリントアウト）した確定申告書等は、そのま

ま税務署へ提出できます。是非ご利用ください。（土地・建物等の譲渡所得のある方など、このコーナーをご利

用できない場合があります。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。）

国税電子申告・納税システム（e-Tax
イ ー タ ッ ク ス

）について（http://www.e-tax.nta.go.jp）
e-Taxでは、①所得税・法人税・消費税・酒税・印紙税の申告、②すべての国税の納付、③申請・届出・法定

調書の提出等に加え、④連結確定申告及び連結納税に係る申請・届出等の手続を電子的に行うことが可能になり

ました。

特に、所得税と消費税の確定申告は、ご自宅のパソコンを使って、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コ

ーナー」で作成した申告書データをそのままe-Taxを使って税務署に提出でき、申告書の作成・提出といった一

連の手続を行うことができますので、是非ご利用ください。

確定申告が必要な人は

会社役員等の給与所得者の方でも次のような方は所得税の確定申告が必要です。

○給与収入が2,000万円を超える方。

○１か所から給与を受けている方で、他の所得金額の合計額が20万円を超える方。

○２か所以上から給与の支払いを受けている方で、年末調整を受けない給与の収入金額と、給与所得や退職所得

以外の各種所得金額との合計額が20万円を超える方。

○なお、同族会社の役員やその家族などで、その同族法人から給与のほかに貸付金の利子、資産の賃貸料を受け

ている場合は、その金額が20万円以下でも確定申告が必要な場合がありますのでご注意ください。



正しい申告、明るい納税

◎所得税・消費税の確定申告書の作成相談を行いますので、申告書作成に必要な書類（申告書・源泉徴収票・収

支内訳書等）をご持参ください。

◎所得金額が高額な方・所得計算等が複雑な方及び譲渡所得・贈与税については税務署でご相談ください。

◎各会場には駐車場がありませんのでお車での来場はご遠慮ください。

問い合わせ　渋谷税務署　個人課税部門　TEL 03-3463-9181

なお、税理士会渋谷支部では２月18日・25日の日曜日に無料で申告相談を行います。

会場：税理士会渋谷支部（桜丘町16－15 カーサ渋谷３階）

受付：午前９時30分～３時30分　〔問い合わせ〕税理士会渋谷支部　TEL 3461-2938
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申告は早めに便利な郵送で

○申告書は郵送や税務署の時間外収受箱への投函による方法でもご提出できます。

○郵送等によりご提出される場合で、申告書の控えに税務署の受付印が必要な方は、返信用封筒を同封してくだ

さい。なお、申告書及び申告書控はボールペンによる記載をお願いいたします。

税理士会が行う年金所得者及び小規模納税者の方などのための確定申告無料相談の開催日程

区立商工会館
（渋谷1-12-5）

恵比寿区民会館
（恵比寿西2-8-1）

初台区民会館
（初台1-33-10）

千駄ヶ谷区民会館
（神宮前1-1-10）

上原区民会館
（上原1-18-6）

勤労福祉会館
（神南1-19-8）

渋谷区役所
（宇田川町1-10）

税理士会渋谷支部
（桜丘町16-15 ３F）
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｝

当社は３月決算の青色申告法人です。以下の概要のとおり支給した事前確定届出給与は職務執行期間の前
半に支給するものですが、民法上の委任契約に基づく報酬は後払いが原則となっていることなどの理由で、
損金とならない額が算出されることはないのでしょうか。

企業とともに歩む法人会
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法人税 ひとくちメモ

Q 役員の職務執行期間の中途で支給した事前確定届出給与

詳しくは、法人課税第１部門審理担当もしくは税務相談室にお尋ねください。TEL03-3463-9181

国税庁ホームページ「http://www.nta.go.jp」もあわせてご覧ください。

１　役員への賞与の支給時期を使用人への盆暮れの賞与と同じ時期とする
かつ

２　毎期継続して同時期に賞与の支給を行っている場合

事前確定届出給与として当該事
業年度の損金の額に算入するこ
ととして差し支えありません。

損金の額に算入することとして差し支えありません。

一般の企業慣行では「使用人への賞与が盆暮れの時期に支給」されることが多く

�
そこで

A
役員に対して同時期に賞与を支給することはあながち不自然なことではないと考えられます

１　役員の職務執行期間は一般的には定時株主総会から次の定時株主総会までの１年間であると解される
２　６月に支給した給与も、12月に支給した給与も翌年５月末まで１年間の職務執行の対価の一部
３　民法上委任の報酬は後払いが原則

【事例の概要】

18年
３／31
決算期末
│

18年
５／26

定時株主総会
│

19年
３／31
決算期末
│

19年
５／25

定時株主総会
│

【定時株主総会の決議事項】取締役Aの役員給与について
１　定期同額給与
２　事前確定届出給与

平成18年５月26日から平成19年５月25日までの役員給与として平成
18年６月30日及びに平成18年12月25日にそれぞれ300万円を支給する

届
出
期
限
ま
で
に

所
轄
税
務
署
に

届
出
済
み

職務執行期間

いずれの支給も、職務執行期間の前半（12月まで）の支給

損金不算入額は生ずるのか

18年６月30日
300万円支給

18年12月25日
300万円支給

定めに従って支給



正しい税知識を学ぼう

年末調整による過納額の還付に2か月以上の
長期間を要する場合の処理

当社では、年末調整により過納額が生じまし

た。しかし、12月の源泉徴収税額及び１月以降

の各月の源泉徴収税額が少ないため、過納額の全額を

還付し終わるまでに３か月以上かかる見込みです。

このような場合、過納額を早く還付する方法はあり

ませんか。

税務署長から直接給与所得者に還付すること

ができます。

【解説】

貴社が年末調整による過納額を還付する場合におい

て、その過納額を還付することとなった日の属する月

の翌月１日から起算して２か月を経過してもなお還付

しきれないときは、貴社が各人別の還付すべき金額及

びそのうち還付しきれなかった部分の金額等を記載し

た「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」

に各人の「所得税源泉徴収簿」（写し）を添付して所

轄税務署長に提出すれば、税務署から還付未済額を直

接社員に還付することになります。

お尋ねのように、年末調整による過納額が通常納付

すべき税額よりも著しく過大であるため、その過納額

を翌年2月末日までに還付することが困難であると見

込まれる場合にも、所轄の税務署長に「年末調整過納

額還付請求書兼残存過納額明細書」と「所得税源泉徴

収簿」の写しを提出し、還付を受けることができます。

（注）「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」

に、過納額のある人についての過納額の請求及び受

領に関する「委任状」を添付して提出されていると

きは、その過納額は給与の支払者に対して一括還付

されます。

※詳しくは、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）

から「税務手続」→「源泉所得税関係」→「17 源泉

所得税の年末調整過納額の還付請求」をご覧になる

か、法人課税第４部門（源泉所得税担当）までお尋

ねください。

TEL 3463-9181（内線 5042）
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自動車取得税が免除になる
場合はありますか？

自動車販売業者から自動車

を購入した場合に、その自動

車の性能が良好でないことや自動車

の車体の塗色等が契約の内容と異なることを理由とし

て、自動車の取得（登録）の日から１ヶ月以内にその

自動車を自動車販売業者に返還する登録をした場合

は、申請により、取得時に発生した自動車取得税の納

付の義務が免除になります。（既に納付されている場

合は、還付されます。）

また、免除の申請をする場合には、次の事項を記載

した申請書を遅滞なく、最寄りの自動車税事務所に提

出しなければなりません。

１．自動車の取得者の住所及び氏名又は名称

２．自動車の取得年月日及び返還年月日

３．自動車の車名、年式及び型式

４．自動車の返還の理由

５．自動車の取得価額及び税額

６．その他知事において必要があると認める事項

（地方税法699条の15、都税条例102条の７、地方税法

施行規則17条の６）

Q

A

Q

A

北方領土
第二次大戦の敗戦後、ロシアに占領されてい

る歯舞、色丹、国後、択捉の北方四島の返還運
動を推進しようと、25年前に２月７日を「北方
領土の日」とすることが閣議決定された。幕末
の1855年、日露通商友好条約が結ばれた日だ。
この条約の締結交渉をしたロシアの訪日使節

団に皇帝ニコライ一世が送り、「シーボルトの意

見を入れて作成された」「択捉と国後の日本の帰
属を認めていい」とする秘密訓令が残っている。
長崎・出島のオランダ商館付医師のシーボルト

は国禁の書を持っていたため追放されたが、日本
の文化や風俗を愛し、蝦夷地にも関心があった。
だから、皇帝に意見を求められた際、日本人が駐
留していた択捉の実情などを説明したのだろう。
歴史は北方四島が日本の領土と教えてくれる。



法律相談を利用しよう
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チャレンジ！
e-Tax
Vol.4

電子証明書（第２回）
今回のチャレンジe-Taxでは、e-Taxの利用に必要な「電子証明書」の取得方法を紹介します。
※電子証明書が何なのかを確認したい方は、先月号（平成19年１月号）を参照してください。

【電子証明書の発行機関認証局】
電子証明書の発行機関を認証局と言い、e-Taxに利用できる電子証明書の認証局は全部で16機関ありますが、

今回は、このうち、比較的利用者が多いと言われる公的個人認証の取得方法を紹介します。

Ⅰ〈公的個人認証〉
公的個人認証というのは、市区町村が本人であることを証明するものですが、その基礎をいわゆる「住基ネッ

ト」において、ICカードの形で電子証明書を発行するものです。
入手の方法は次のとおりです。ただし、発行する市区町村によっては、多少手順が異なる場合がありますので

ご注意ください。（事前に電話で確認しておくことをお勧めします。）

詳しくは、e-Taxホームページ　（アドレス）http://www.e-tax.nta.go.jpをご覧ください。

今年１月４日から、税理士等が納税者の申告等データを作成し、送信する場合は
納税者本人の電子証明書等は省略（不要）になりました。
※どんな手続きでも不要というわけではないことに注意してください。

朗朗 報報 !!!!

ワンポイント・アドバイス

○公的個人認証による電子証明書はICカードですので、ICチップの中に入っている個人情報をICカード
リーダという機器が必要になります。ネット販売や家電量販店で１台３千円程度で購入できます。

何を用意すればいいの？

①住民基本台帳カード交付申請書
（すでに取得している人は不要です）
②電子証明書発行申請書
③身分証明書（官公署発行の顔写真付証
明書で免許など）

④認印（三文判でOKです）
※顔写真付のカードを発行してもらうと
身分証明書としても使えます。

お金はかかるの？

手数料が必要です。
電子証明書は、①住民基本台帳カードとそ
のカードの中に②電子証明書（ICチップの
中に情報が入っているもの）から構成。
住民基本台帳カード発行手数料 500円
電子証明書発行手数料　　　　 500円
※顔写真付の身分証明とする場合は更に
500円が必要ですが、詳しくは市役所
等に確認してください。

必要なものはそろった、どこに行けばいいの？

どのぐらいの時間がかかるの？

自治体でちがいますが、大体30分程度。

※次の点に気をつけてください

○手続きは住基カードの発行と電子証明

書の発行と2つに分かれますが、即日

発行の自治体と2日かかる自治体があ

りますので注意してください。

窓
　
　
口

○住民票交付窓口

○戸籍の登録窓口

※上の窓口が多いようです

が、自治体によっては違

う場合があります。

居住地の区役所・市役所・役場などです。



法人会はよき経営者をめざす者の集り

去る１月11日（木）午後５時45分よりセルリアンタワ

ー東急ホテルに於いて賀詞交歓会を開催した。

当日は渋谷税務署長伊東貞様を始め各界の代表36名

のご来賓をお迎えし、会員（214名）とともに平成19

年の新春を寿ぎました。

まず、宇野澤会長の年頭挨拶「今年は渋谷から元気

を出し活性化し地域に密着した事業活動をし、活力あ

る企業・地域づくりに協力」と挨拶、続いて伊東渋谷

税務署長、桑原渋谷区長、杉浦渋谷都税事務所長、小

野税理士会渋谷支部長様よりご来賓を代表され年頭の

ご挨拶を頂戴した。

特に伊東署長からは、e-Taxの推進に、積極的に取

組まれている事にお礼をいただくとともに今後も引き

続き協力をお願いされた。又、法人会の基盤である、

会員増強も頑張って下さいと述べられ、最後に、２月

から始まる確定申告等のお願いをされました。

続いて、吉井東京法人会連合会事務局長の乾杯で懇

親会に入り、終始なごやかに進められ、来賓、会員相

互間による情報交換や相互連絡に花を咲かせ和気あい

あいと新春のお祝いの言葉を交わしながら、懇親のひ

と時を有効に過ごした。
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宇野澤会長

伊東渋谷税務署長

桑原渋谷区長

杉浦渋谷都税事務所長

小野税理士会渋谷支部長

会場

乾杯、東法連吉井局長



女性部会研修会 福地副署長講話

女性部会では、平成18年11月14

日（火）午後２：00～４：00渋谷税

務署副署長福地啓子氏をお招き

し、お話をお聴き致しました。最

初に森部会長の挨拶、部会担当の

多治見副会長の挨拶に続き、その

あと司会者から福地副署長の経歴

とご紹介があり、始まりました。

福地副署長は、「昭和56年に東

京国税局に入局し、調査第１期生、

そのころ女性は全国で約20名、東

京国税局は11名でした。勤続25年

になりますが13年間は国税局で国

際セクションにいました」と自己

紹介をされました。

演題は「世界の税金＆税務調査」

１　租税負担率は国によってどう違うの？

イ、 OECD諸国の国民負担率（対国民所得比）につ

いて

ロ、税制の現状、法人税について

ハ、所得税について

ニ、消費税について

ホ、要諸外国の相続税の負担率

の説明

ヘ、ヨーロッパ諸国における地

球温暖化問題に対する税制面

の取組み等のお話

以上世界の税金について１時間15分の講演、その後、

古賀統括官、坂井、堀両上席調査官に参加をいただき、

意見交換等行い女性部会研修会を終了しました。

参加者46名

研修と意見交換会を催す

去る11月29日（水）午後４時30分

から青年部会主催による「青年部

意見交換会」が渋谷法人会館３階

研修室において開催された。

増田副部会長の開会のことばに

続き、御供部会長より挨拶並びに

本会の主旨が述べられ開会した。

第一部は、渋谷税務署法人総括

担当副署長の本郷昭一氏をお招き

し「脱税Gメン」と題し、国税査察

官時代の現場の話をお聴きした。

続いて第二部は、渋谷税務署の

方々にご参加戴き、四班に分かれ

「少子化・福祉・医療・再開発等

と税金」というテーマに基づいて

活発な意見交

換がなされた。

第三部の懇親会は、石田副会長

（青年部会担当）にご挨拶いただ

き税務署幹部と会員との名刺交換

とお互いの情報交換。午後７時30

分福井副会長の中締めで青年部意

見交換会を終了した。出席者41名

みんなの力で法人会を大きく育てよう
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女性部会便り まいど青年部

森部会長

多治見副会長

御供部会長

本郷副署長

石田副会長

各ブースで意見交換

講師 福地副署長

研修会

意見交換



振替納税を利用しよう
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石田三成のことが語られるとき、必ず
といってよい程引きあいに出される俗謡

がある。「三成に過ぎたるものが二つあり、島の左近に
佐和山の城」というもので、家臣の島左近と居城佐和山
城は分不相応のものだというのである。
どうしてそのようないわれ方をするようになったの

か。そもそも、島左近とはそんなにすごい部将だったの
だろうか。
島左近についてはくわしいことはわかっていない。大

和の戦国大名筒井順慶の重臣で、松倉右近とともに、
「右近左近」と並び称されていたという。筒井順慶の子
定次とは折あいが悪く、致仕、すなわち暇をとって浪人
したといわれている。筒井氏は大和一国の戦国大名なの
で、その重臣ともなると二万石から三万石の祿高はもら
っていたと思われる。島左近が浪人したのは知っていて
も、それだけの祿高を出して家臣に招こうという者はな
かなかあらわれなかったのである。
ところが、その島左近を、当時まだ近江水口城主四万

石だった石田三成が召し抱えたという。自分の祿高四万
石の半分の二万石を出したとされている。「君臣の祿相

同じ」という珍しいケース
である。
もっとも、通説で、その

ことがあったのを天正13年
（1585）としているが、天
正13年だとすると水口城主
は三成ではなく中村一氏で
あるので矛盾が生じてくる
が、四万石のころ、半分の二万石を一人の家臣に与えた
というのは事実と思われる。
その後、三成は19万4000石で佐和山城主となるわけで

あるが、島左近の方は、三成から再三加増の沙汰があっ
ても、それを固辞し続け、はじめの二万石のままだった
といわれている。左近も、最初に祿高の半分を割いて招
いてくれた三成に恩義を感じていたのであろう。
慶長５年（1600）９月15日の関が原合戦の当日、左近

は笹尾山に陣取る三成軍の前衛として、敵の前衛黒田長
政隊に挑みかかり負傷し、再度突っ込んだところで行方
不明となっている。自分を招いてくれた三成の楯となっ
て討死していったものと思われる。

歴史に学ぶ
戦国人間学

⑳
小和田 哲男
（静岡大学教授）

石田 三成 島左近を召し抱える

人が相手に対して刺激を送ると、

それに対し相手は何らかの反応を示

す。この反応がまた新たな刺激とな

って反応は継続していく。このよう

な刺激と反応をトランザクション

（交流）といわれている。

精神分析医のエリックバーン博士

は、刺激を送ったり、反応を示した

りするのは、自分のなかにある自我

が影響していることを解明した。そ

の自我状態を分析しコントロールし

ていくことで良好なコミュニケーシ

ョンを築くことができる。その理論

は、交流分析として治療や教育に応

用されている。その基本にあるもの

は「気づき」であり、気づきが深まる

と人は過去の偏見にとらわれず、主

体的に事実を捉えることができ、人

間の成長につながっていくという。

いま、やさしい気持をもつ若者が

いる反面、ちょっとしたことでキレ

たりすることが事件にもなり、社会

問題となっている。相互理解のため

のコミュニケーショントレーニング

の必要性を痛感する。

ある満員電車での出来事である。

座っている高校生らしき女生徒の前

に、80歳くらいのお年寄りが乗って

きてその女生徒の前に立った。うつ

むいていた女生徒はその席を立って

お年寄りに席を譲った。すぐにお年

寄りは座った。そして礼もいわず次

の駅で降りた。女生徒はその空いた

席にまた座った。少し経つと別のお

年寄りが乗ってきて、またその女生

徒の前に立った。女生徒は同様に席

を立ったが、お年寄りは座らなかっ

た。お年寄りが座らなかったため、

傍にいた中年の女性が座ってしまっ

た。気まずい空気が流れ、お年寄り

が降りたあとも、ずっとその女生徒

は立ったままだった。

このような状況をどのように感じ

るだろうか。「お年寄りは許せない」

「女生徒がかわいそうだ」と腹立た

しく思う人が多いのではないだろう

か。多分この女生徒も同じような気

持を抱いていたに違いない。普通、

人は席を譲れば「ありがとう」と言

って座ってくれることを期待してい

る。それが期待に反した態度をとら

れたことで、不愉快な感情や、腹立

たしい感情がこみあげてくるのはご

く自然な感情であるといえる。しか

し、お年寄りが言葉の不自由な人で

あり、話ができなかったり、また腰

が痛いために座ることができなかっ

たとしたら、相手に対する感情も違

ってくるのではないだろうか。

異心電心？気持が伝わらない！

斎藤由紀夫（東京薬科大学キャリアセンター長／産業カウンセラー）



この社会あなたの税が生きている
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「出会い」は、人間を拓く！
■「出会い」は、人生の転機をもたらす

人と人との「出会い」は、どんな人にもあるものだ。

「一つの出会い」が、人生の転機となることも多々

ある。

また、出会いがあったとしても、何となく見逃して

しまうこともあり、後で後悔する場合もある。

いずれにしても、「人との出会い」は、「運」という

こともできよう。しかし、「出会い」を大切にする人

は、その運を掴みとることができる人である。

特に、ゼロからスタートした創業者の軌跡をトレー

スしてみるとき、一つの出会いから、自分のビジネス、

人間的成長を促進していった姿をみることができる。

「人との出会いに人生のすべてがあると私は思う。

たとえモノ、カネがあっても人を得なければ事業にな

らい」と著名な創業者は、語っているほどである。

■「出会い」のきっかけつくりのポイント

①リアクティブマインドをもつ

お仕着せでなく、フランクに明るくアプローチし

ていく。

②相手に思いやりのある言葉をかける

いつもサポートしてあげる気持ちをもつこと。相手

がそれに応じてくれると、親近感を増すことになる。

③自慢話はタブー

自分のみ話をつづけて、得意になって自慢話をす

ることは、相手に拒絶感を生み出してしまうことに

なる。

④相互に共通した話題を

相互に話のキャッチボールをしていくことによっ

て、相互理解をしていくことになる。

⑤聞き出す気持ちをもつ

よき聞き手になること。相づちをうったり、相手

がいい気持ちになるようにしながら、ドンドン話を

引き出していくこと。

現代を生き抜く知恵
西都原　信（ビジネスマン評論家）

健康食品の昆布にも落とし穴があ

る。昆布にはヨードがたくさん含ま

れているが、甲状腺に異常がある人

が、市販のヨウ素系口内殺菌薬を喉

に噴霧すると、ヨードの過剰摂取に

なる。そのため甲状腺の機能が低下

してむくみ、倦怠感、高脂血症など

が起こるケースがある。

●特に注意が必要なアルコール

飲み合わせでもっと心配なのは、

アルコール、カフェイン、たばこな

どの嗜好品である。特にアルコール

は抗ヒスタミン薬を服用していると

きに飲むと、眠気がひどくなる。ア

スピリンなど解熱鎮痛剤の場合は胃

粘膜の障害が増強される。

また、かぜをひいた時、栄養ドリ

ンク剤とかぜ薬を一緒に飲むのも

NGだ。栄養ドリンク剤にはカフェ

インを含んでいるものが多いので、

酸の分泌を促し、胃を荒らす。薬を

買うときは、薬局で食品、嗜好品と

の相互作用を質問するとよい。

●降圧剤とグレープフルーツ

ウナギと梅干し、天ぷらにスイカ。

昔からお腹を下す食べ合わせの代表

だが、最近は薬と食べ物の「食べ合

わせ」ならぬ「飲み合わせ」が問題

にされる。

よく知られるのは、納豆とワーフ

ァリンという心筋梗塞や脳梗塞の予

防薬。納豆に多く含まれるビタミン

Kが問題で、ワーファリンは血液を

固まりにくくする薬だが、血液凝固

作用のあるビタミンKがその働きを

阻害するからだ。

果物ではグレープフルーツが要注

意だ。高血圧でカルシウム拮抗薬と

いう降圧剤を飲んでいる人は、服用

前後にグレープフルーツやジュース

を口にすると、薬の分解が妨げられ、

高濃度のまま体内に残る。その結果、

血圧が下がりすぎて、めまいや失神、

心拍数の増加、顔面の紅潮といった

症状が出る場合がある。

●牛乳と下剤、昆布と甲状腺異常

牛乳と下剤の相性もよくない。腸

で溶けるようになっている下剤を牛

乳と一緒に飲むと、牛乳が胃壁の酸

性度を下げるため薬が胃で溶けだ

し、吐き気を起こしたり、腸での働

きを失わせたりする。

相性のよくない
薬と食べ物の
飲み合わせ

後藤 有能 
（医学ジャーナリスト） 



企業とともに歩む法人会
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ビジネスには避けられない断りの場面

例えばお客様から営業のあなたにかなり無理な納期

での注文があった。工場に問い合わせてみたが、ちょ

っとその納期では難しい。そこで急いでいるお客様に

断りの電話を入れなければならない。だが、付き合い

の長い優良な顧客だ。間違っても失礼な断り方はでき

ない。

こうした場面は日常のビジネスには少なくはない。

なぜなら私たちは互いに頼んだり頼まれたりの関係の

なかで仕事を回している。相手の要望や説得に、自分

の都合や能力面で難しいなどの理由から答えられない

ケースもある。そんなときに、相手にしこりや不満を

残さずに「ノー」と言える対話力があると多くのこと

がうまくいく。

顧客との取引や職場内外の人間関係は通常一回限り

ではなく後にも続く。うっかりぞんざいに断ったため、

相手の感情を傷つけてしまい、取引がなくなったり、

人間関係を悪化させてしまう例はあなたの回りにはな

いだろうか。

断られる相手の身になってみる

人に何かを頼もうとする場合、依頼者にはそれ相応

の理由と相手に対する期待がある。なかには切羽詰っ

た事情によって、是非誰々にと見込んで頼むケースも

あろう。

断ることは、突き詰めて考えるとそんな希望を断ち

切り、期待を裏切ることでもある。断られたショック

から相手を恨み、極端な場合犯罪行為に及んだりする

例もなくはない。世の中には被害者意識の強い人も居

て、自分への否定と誤解することもあるからだ。この

ような相手は確かに不心得といえるだろうが、断り方

には慎重さと丁寧さが求められる。

断り上手のノウハウ

①相手の言葉に心の耳を傾ける

“頭ごなしに断る”“感情的に断る”などは極力避け

なければならない。そのためにも相手の話をよく聞く

ことが肝要だ。それによって要求や言い分が分かり、

断る場合も相手の気持ちを受け止めて納得させること

ができる。傾聴は相互理解の源の故に、断りのマイナ

ス面を和らげる。

②「ノー」ははっきりと伝える

断る意思は明確にしなければならない。例えば相手

に悪いなどと思い、曖昧な言い方をしないこと。相手

は話を自分の都合の良い方に受け取り、期待を持ちや

すい。説得を受け容れてくれたと信じた相手に後で断

られるときの反発は大きい。「欺かれた」「嘘をつかれ

た」ということになる。また相手に合わせなければい

けないという消極的な姿勢だと、自己主張ができない。

嫌われることを恐れず、「ノー」はためらわずに言お

う。

③応えられない理由を明確にする

なぜ断るのかという理由を示し、相手を納得させる。

具体的な事情について誠意をもって説明すれば、相手

も「無理もない」と了解する。また丁寧にやれば、き

ちんと挨拶があったと好意をもたれることも多い。

④怒りや抵抗を和らげる言葉を用いる

「ご期待に添えず真に申し訳ありません」と詫びる

気持ちを素直に表す。どうしても事情があって受け容

れられないことを言葉で表現し、相手の抵抗を和らげ

る。

具体的には、「悪いですね」「ごめんなさい」「折角

ですが」「折悪しく」「申し訳ございません」など。こ

うした丁寧さが断られたショックを半減させる。「ノ

ー」ははっきりと言うべきだが、ぶっきらぼうになら

ぬように言葉で和らげる。

⑤うまく予防線を張る

説得の先手をとり、防御する。例えば発注量を増や

して欲しいという営業マンの話の中身を瞬時に察し

て、「このところ不景気でね。社内では経費節減の話

ばかりだよ」と機先を制して言う。予防線が張られる

と、相手も切り出しようがなくなって引っ込めざるを

得なくなる。

⑥代案を示す

「今すぐはムリですが、明日の午前中までなら何と

かなります」「全額でなく六割くらいでしたら手当て

できます」というように代案を示して話し合う。全て

断るのではないから相手の抵抗も和らぐ。断るという

よりも条件の変更だから、話はこじれにくい。

職場のコミュニケーション（第9回） 福田 徹（経営労務コンサルタント）

断り上手になる～相手を怒らせずに「ノー」と言う～



会員の増加は、会員のメリットに通じる
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■正解「黒先白死」
鋭い黒１が白の粘りを封じる手。白２に

黒３から７と白死。手順中白２を７は、黒

４、白３、黒

aと白死。初

手を３は、白

４、黒５、白

６、黒１、白

７、黒bはコ

ウ。初手を５

は、白が良く、

黒c、白６と

コウ。

第19ブロック 千駄ヶ谷法人会員グルメ店紹介

本格中華料理のレストランとし

て、ランチ・ディナーでき、また

作りたての料理をオフィスやご家

庭にデリバリー（配達）してくれ

る「中国ダイナー　チャイナクイ

ック」

経験を積んだプロの料理人が一

品一品手作りしたものを提供して

くれる。

レストランにおいては、円卓の

ある個室・中華にしては珍しいお

座敷個室・テーブル席とあり、春

先から夏にかけては外の空気が気

持ちよいテラス席も利用すること

ができる。

ランチタイムは、11:00～16:00と

遅くまでやっているのが嬉しい。

平日はお得な週替りランチセッ

ト980円を始め、麺類、チャーハ

ンなど種類も豊富で、12時過ぎに

は会社員で満席になることも。

ディナータイムは、17:00から。

一品料理として、前菜から炒め物、

点心、麺類・飯類、デザートまで

80品以上の品揃え。フカヒレや北

京ダックなども気軽にいただける。

3500円から宴会コースも用意さ

れており、歓送迎会などの集まり

にも使える。

また、デリバリーにおいては、

1260円から配達（配達可能エリア

を要確認）してくれる。

こだわりの旬の食材を使った本

格中華料理の数々を楽しむことが

できる。中でも出前ではのびやす

い湯麺は、麺とスープは別々の容

器で運びます。スープは保温ポッ

トに入れてお客様の目の前で麺と

組み合わせるというこだわりよう。

お弁当からラーメン、チャーハ

ンに餃子、大人数向けのオードブ

ルセットなど80品以上の品揃えで

選ぶのにも迷うほど。

本格中華レストラン&デリバリー・テイクアウト

中国ダイナー
チャイナクイック千駄ヶ谷 ガーデンテラス店
〒151-0051 渋谷区千駄ヶ谷4-19-1
アクセス　JR千駄ヶ谷駅・地下鉄国立競技場前　徒歩５分
定 休 日　年末年始以外は無休
●レストラン
TEL：5772-9103
営業時間　ラ ン チ 11:00～16:00

ディナー 17:00～23:00（ラストオーダー22:30）
●デリバリー&テイクアウト
TEL：5772-9102 営業時間　11:00～23:00

都内を中心に約40店舗を直営で

経営しているチャイナクイックグ

ループ。

厳選素材を全て1からお店で仕

込み、一品一品丁寧に調理してい

るこだわりの味を味わってみては

いかが。

「中国ダイナーチャイナクイッ

ク千駄ヶ谷店」レストラン店内で

の飲食代を“しぶや法人”を見た

という方には、10％サービスして

いただけるとのことです。（ただ

し17:00以降のみ）是非、ご来店

を！

フカヒレ麺

芝海老と季節野菜の塩炒め

店舗入り口

料理人

前菜三種盛り合わせ

店内



みんなの力で法人会を大きく育てよう
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平成18年12月入会の新入会員をご紹介いたします（順不同／敬称略）

社団 
法人 渋谷法人会員 社団 

法人 渋谷法人会員 法人税確定申告書提出の会員の方は、この会員証を切
り取り申告書の別表下欄に貼付して提出してください

ブロック

１

１

２

２

２

２

２

３

３

５

５

５

５

６

６

６

６

７

７

７

７

８

９

10

13

16

17

17

18

18

18

18

18

18

18

18

18

21

21

21

21

21

法　人　名

㈱エムエムジェイ

㈱Art Connection

岡田不動産業㈱

㈱メディア・ラボ

エビス商店街振興組合

㈲グッドデザインカンパニー

㈱はなぶさ

クラレンス㈱

フラワー・ロボティクス㈱

㈱マノーバ

㈲アルテレーゴ

アイエスティー㈱

㈱キャン・プロモーション

マニュライフ生命保険㈱

㈱アイエムシー

㈲タマズキッチン

㈱第一クリエイティブ

㈲オーシャンプリーズ

㈱RUDA

㈲寿企画

㈱Sonic

㈱テイ・エス・エー

㈱ケーアイレジデンス

AアンドS㈲

廣谷渉㈱

㈲楽風

コムスペース㈱

㈱ミジョレミニヨンヌ

㈱AZCO

ミモザ・モーター㈱

㈱クループ

㈱シーセル

㈱フューチャーテクノロジー研究所

㈱フューチャーテクノロジー販売

㈱マッハロミオ

協和エステート㈱

㈱J-TEC

㈲WHOLEEARTH  SUPPLIES

㈲サントレーディング

㈱コラボレート研究所

㈱セランゴールド

O.M PRPMOTION㈱

代表者名

白杉　　豊

櫻井　智子

岡田　笑子

鈴井　桂司

小林　　寿

水野　　学

石原　俊明

高　　昌弘

松井　龍哉

丸山美佐子

中澤　一智

松岡　　正

國光　直人

鶴谷　宗男

臼田　正和

玉代勢文廣

金子　信一

廣部　嘉一

佐藤　　淳

高橋　千善

平嶋　敏幸

野村　　優

飯山　和光

中田　陽子

廣谷　晴子

白石　久雄

中川　恵介

杉田　雅代

川島　弘之

白井　　隆

梨田　智人

島中　雄治

杉山　　修

池田　栄司

荒尾　光政

佐藤　照男

藤成　　昭

関　　　誠

寺井　久晴

鳥海　豊彦

勝又　雅友

西川　和夫

連　絡　先　住　所

渋谷区恵比寿１－15－６

渋谷区恵比寿３－40－８

渋谷区恵比寿南１－２－９

渋谷区恵比寿南２－19－３－101

渋谷区恵比寿西１－10－６

渋谷区恵比寿西１－31－12－２F

渋谷区恵比寿西２－８－８－３F

渋谷区代官山町20－23－607

渋谷区猿楽町18－17

渋谷区東１－12－11

目黒区祐天寺２－12－11

渋谷区東２－20－14

渋谷区東２－27－10

渋谷区渋谷１－14－16

渋谷区渋谷１－17－３

渋谷区渋谷２－４－３

渋谷区渋谷３－27－12

渋谷区道玄坂１－15－３－811

渋谷区道玄坂１－19－５

渋谷区道玄坂１－20－９

渋谷区円山町５－６

渋谷区松涛２－14－12－104

渋谷区道玄坂２－15－１

渋谷区神山町41－１

渋谷区元代々木町19－５

渋谷区本町４－29－10－101

渋谷区代々木５－23－16－107

渋谷区代々木５－67－５

渋谷区代々木１－16－４

渋谷区代々木１－23－７－305

渋谷区代々木１－23－10－101

渋谷区代々木１－57－２

渋谷区千駄ヶ谷５－８－４

渋谷区千駄ヶ谷５－８－４

渋谷区千駄ヶ谷５－23－３

渋谷区代々木２－23－１

東村山市恩多町２－34－60

渋谷区神宮前５－17－８－２F

渋谷区神宮前５－21－６

渋谷区神宮前６－18－11

渋谷区神宮前６－18－11

渋谷区神宮前６－18－11

電話番号

5421-0043

3441-1823

3496-4132

5773-1240

3461-7580

5728-1478

3780-7950

5728-6788

5728-6933

5766-3720

5721-5527

3499-2802

6419-3443

5485-7110

3407-3701

5469-0283

3498-1793

6806-9931

3462-0228

5458-8002

5728-4647

3460-2546

3496-6055

5454-1066

3467-8981

5350-1158

3468-8110

3460-6160

5365-4507

3776-8038

5371-1355

5371-1211

5363-1580

3358-6821

5363-9830

3370-0041

5333-5182

5485-8108

3409-1250

3400-6588

業　　種

ハワイアン、フラ、アパレル、商品販売

ポートレート撮影及びフォトブック製作

不動産業

インターネット・デザイン

商店街

広告デザイン業

飲食業

貿易業

建築・デザイン・技術開発

デザイン制作

制作プロダクション

インターネット関係

オフィス設計、機器販売

生命保険業（営業所）

市場調査

飲食店経営

広告代理店

企画・広告

IT・アパレル

レンタカー

ソフトウェア開発

飲食業

不動産業

飲食業、マンション経営

翻訳

Web制作、ネットワーク

商業施設コンサルタント

婦人服卸・販売

スクール事業

保険代理店

OA機器販売

サービス業

主にソフトウエア及びハードウエアの制作販売

コンピュータ関連製品の販売

映像制作業

不動産

ソフトウェア開発

小売業

衣料品卸売業

旅行業

電話通信業

アパレル



法人会の税務相談は毎月10日・20日です。
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2月の税務

１　固定資産税（都市計画税）の第４期分の納付

納期限…２月中において市町村の条例で定

める日

２　１月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額

の納付

納期限…２月13日

３　12月決算法人及び決算期の定めのない人格

なき社団等の確定申告〈法人税・消費税・地

方消費税・法人事業税・（法人事業所税）・法

人住民税〉 申告期限…２月28日

４　３月、６月、９月、12月決算法人の３月ご

との期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方

消費税〉 申告期限…２月28日

５　法人の１月ごとの期間短縮に係る確定申告

〈消費税・地方消費税〉

申告期限…２月28日

６　６月決算法人の中間申告〈法人税・法人事

業税・法人住民税〉…半期分

申告期限…２月28日

７　消費税の年税額が400万円超の３月、６月、

９月決算法人の３月ごとの中間申告〈消費

税・地方消費税〉 申告期限…２月28日

８　消費税の年税額が4,800万円超の12月決算

法人を除く法人の１月ごとの中間申告〈消費

税・地方消費税〉 申告期限…２月28日

■黒先
白に粘りを与えず、鋭

く鮮やかに仕留めましょ

う。

（考慮７分で初段））

〈出題〉日本棋院

東京都主税局からのお知らせ

2月は固定資産税・都市計画税
第4期分の納期です（23区内）

都税事務所や還付管理室の職員を装い、「還付金があります」

と言葉巧みにだまして、ATM（現金自動預払機）を操作させよ

うとする事例（手口）が都内で多発しています。

東京都主税局の職員は、還付金をお渡しするために、電話で

預金口座をあらたに聞き出したり、金融機関等のATMの操作

を求めることはありません。不審に感じたら、即答せずに、相

手の氏名、所属する都税事務所名、電話番号を確認のうえ、都

税事務所または主税局総務部総務課相談広報係までご連絡くだ

さい。

【お問い合わせ先】

渋谷都税事務所総務課相談広報担当　03-3463-4311 内 306

または主税局総務部総務課相談広報係　03-5388-2924

「還付金があります」こんな電話にご注意！

（注1）納付書等１枚あたりの納付額が30万円までのものに限り
ます。

（注2）ペイジーマークの付いている都税の納付書に限ります。
また、領収証書は発行されませんのでご注意ください。
なお、新規にパソコンや携帯電話で納付される方は、金
融機関への事前の利用申し込みが必要になります。（既
にご利用の方は必要ありません。）

☆口座振替をご利用の方は、その他の納付方法はご利用になれ
ませんのでご注意ください。

いつまでに
納付するの？

どんな方法で
納付できるの？

２月28日（水）
※納付書は平成18年６月に送付しています。

①金融機関・郵便局・都税事務所（都税支
所）・市庁の窓口

②口座振替

③下記のコンビニエンスストア（注1）
サークルK、サンクス、セブン－イレブ
ン、ファミリーマート、ミニストップ、
ローソン（50音順）

④ペイジーマークの付いている金融機関・
郵便局のATM（現金自動預払機）、パソ
コンや携帯電話（注2）
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