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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　７月４日（水） 午後１時～４時

場所　渋谷法人会館

《税務無料相談》
日時　７月18日（水） 午後１時～４時

場所　渋谷法人会館

《決算法人説明会》
日時　７月23日（月）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。

7月 文 月 

●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6月 19年7月下旬

健健康康講講座座

◆日　時　７月26日（木） 午後１時30分～３時

◆会　場　渋谷区立商工会館　２F

◆内　容　「気の活用でもっとイキイキと」

◆講　師　ヒューマンヘルス研究所阪口由美子氏

◆会　費　無料

お申込は、同封のチラシで事務局まで

法法律律相相談談ににつついいてて

法律相談をご希望の方は、上部団体の東法連の

法律相談をご利用下さい。

◆日　時　毎週月曜日から金曜日まで（祝日等除く）

午前10時・11時・午後２時・３時・４

時の５回

◆場　所　羽野島法律事務所（新橋）

◆相談料　１時間まで無料　追加30分：5,000円

◆申込先　東法連：TEL 3357－0771

7月実施する主な事業（上記以外）

●７月３日　青年部会役員会・駅前美化活動
●７月４日　税制委員会
●７月５日　総務・財務合同委員会
●７月６日　事業研修委員会
●７月８日　青年部会レクリェーション
●７月９日　青年部会レクリェーション
●７月12日　厚生委員会
●７月18日　第15ブロックバス研修会
●７月26日　源泉研究部会研修会

恒例の一泊研修会・夏期ゼミナールを下記の通り実施致しま

すので、是非ご参加下さい。（詳細は、6月号チラシ参照）

◆日　時：８月１日（水） ２日（木）

受付開始　午後２時

開会　午後２時30分

◆場　所：箱根湯本温泉　湯本ホテル別館

◆内　容

（第１講座）講師　小川和久氏

「国際水準からみた日本の危機管理」

夏期ゼミナールの開催

（第２講座）講師　第54代渋谷税務署長 山本 好氏

「組織のはなし・・・あれこれ」

◆懇親会：午後６時から

翌朝、朝食後解散

◆会　費：10,000円（ご夫婦等で個室希望の場合別途

10,000円、但し部屋数の都合によりお断り

する場合があります）

厚生委員会からお詫び
先月号でご案内いたしました、明治座８月

特別講演“妻をめとらば”の弊会ご優待分は
即日定員に達しましたので、大変申し訳あり
ませんが締め切らせていただきました。
次回また、宜しくお願いいたします。

誌面の都合により、今月のチャレンジe-Taxは、休載
させていただきます。



全議案原案通り承認可決される
第43回通常総会終了
役員改選　新会長に柳田道康氏を選任

新任理事12名を選任
去る５月22日（火）午後４時よりセルリアンタワー東急ホテルに於いて、

第43回通常総会を開催した。当日は来賓（渋谷税務署長 伊東 貞氏 他29名）

並びに会員多数の出席を賜り盛大に開催し、提出された諸議案は原案通り承

認可決された。さて承認された平成18年度の事業報告では、会員の質的向上

を目標に事業活動を実施し、よりよい成果を挙げた。会員増強は厳しい経済

環境の中でブロック・支部の協力により、勧奨活動に尽力いたしましたが、

残念ながら所期の目標を達成することが出来ませんでした。まだまだ中小企

業は景気回復の恩恵を受けずに厳しい状況下におかれています。

平成19年度の事業計画案では公益社団法人認定を目指し、重点施策として４項目を挙げ、総力を

結集して取り組むこととした。その①会員増強を強力に実施し、会の基盤の強化を図る②納税思想

の高揚と企業経営の健全な発展に貢献する③ブロック・支部の活性化④有効、適切な地域社会貢献

活動を実施する。また、租税教育（教室）の実施並びに租税推進協議会への加入及びe-Taxの推進

にも全力を注ぐこととなり、承認された。

また本総会で役員の任期が満了となり、改選が行われ、宇野澤会長が今期をもって退任し、新会

長に柳田道康氏（スターヒューズ㈱代表取締役社長）が選任された。副会長は全員留任となり、理

事は80名（留任68名、新任12名）が選任された。監事３名は全員留任となった。

また理事会において、前会長宇野澤氏を顧問に推挙した。

正しい税知識を学ぼう
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渋谷税務署 伊東署長

新会長 柳田道康氏



法人会はよき経営者をめざす者の集まり

平成18年度事業報告

一般概況
平成18年度は、法人会が公益法人として組織の確立
強化を目標におき基盤拡充に努めるとともに、「健全
な納税団体」として申告納税制度の確立に寄与するこ
とと、「よき経営者をめざすものの団体」として企業
経営と社会の健全な発展に積極的に取
り組んでまいりました。
さて、平成18年度を振り返りま
すと、日本経済は、先行きに一部
明るさがみられるようになってき
ましたが、大部分の中小企業は、景
気回復の恩恵を受けずに、依然とし
て厳しい状況下におかれています。
また、わが国の財政赤字の深刻さは、先進国中最悪
の状態にあるとともに、かつて経験したことのない急
速な少子高齢化の進展が、社会保障費等の急増をもた
らし、財政再建を困難にしています。
いま求められているのは、国および地方自治体が

「聖域なき行財政改革」を着実に実行して、小さな政
府の実現、社会保障制度を再構築し、国民に安心感と
信頼を回復させることであります。
また、法人会が長年取り扱いをしてまいりました、簡
易保険料払込団体が社会情勢の変化に伴い、コンプラ
イアンスの徹底や事業の透明性確保、加入者間の公平
性等を確保する観点から、当該会員企業及びその企業
の経営者以外の契約者につきましては、渋谷法人会簡
保会を脱会していただくことになりました。当会にと
って収益事業の簡易保険手数料収入が約70％減と予測
され、平成19年度以降の会活動に大きな打撃を与える
ことになり、諸経費の慎重な見直しが急務であります。
税制面では、最近の社会経済情勢および厳しい財政

状況を踏まえ、所
得税から個人住人
税への本格的な税
源移譲を実施する
とともに、定率減
税が廃止されまし
た。一方、中小企
業関係税制や土
地・住宅税制につ
いては、全体とし
て増税基調にある
中で一定の配慮が
なされました。
法人会では、こ
のような状況を踏
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■事業実施回数表

事 業 内 容

通常総会
会　議（本部関係）

（ブロック・支部関係）
説明会（本部関係）

（ブロック・支部関係）
研修会・講習会
税務・経営相談
法律相談
青年部会関係
女性部会関係
源泉研究部会関係
健康診断（成人病健診関係）
連合会・その他
社会貢献関係
年末融資相談会

合　　　計

実施回数（ ）内は17年度実績

１回
28回
33回
34回
42回
55回
24回
６回
22回
18回
16回
10回
72回
15回
１回

377回

（0１回）
（028回）
（033回）
（033回）
（042回）
（069回）
（024回）
（0６回）
（025回）
（020回）
（016回）
（011回）
（070回）
（014回）
（0１回）

（393回）

■会員の異動状況　　　　　　　平成19年３月31日現在

期　首　会　員　数（平成18年４月１日） 8,969社
当期間中新規加入数　　　　　　　　　　　334社
当 期 間 中 脱 会 数　　　　　　　　　　　436社
期　末　会　員　数（平成19年３月31日） 8,867社

議長　宇野澤会長

来賓席

主催者席

まえ、各種事業活動を通じて経済、財政、税務に関す
る情報や知識を迅速に会員企業に周知し、時代に即し
た企業活動が出来るよう支援してまいりました。
また、公益法人制度改革にともない、平成21年度に
公益認定の申請を開始、平成25年度までに公益社団法
人の認定を受けることを最大の目的とし、不特定かつ
多数の者の利益の増進に寄与することが主たる活動目
的とすることになり、法人会としてどのような事業を
行うのか、具体的に検討することとなります。

新役員氏名

会　　長　柳田　道康
副 会 長　村田　忠彦
〃 五月女進一
〃 八木原　保
〃 石田　重仁
〃 岩田　利延
〃 福井　貞夫
〃 多治見孝子

専務理事　相澤　　悟
常任理事　平野　恒雄
〃 雨宮　孝幸
〃 黒澤　公博
〃 鈴木　　猛
〃 柴田　　修
〃 名取　康治
〃 藤木　庸佑
〃 長谷川　隆

常任理事　梅原伸二郎
〃 堀内　利夫
〃 杉本　一二
〃 宍戸　英健
〃 和田冨士雄
〃 福田　勝則
〃 田中　　茂
〃 奥畑　　茂
〃 村田　英郎
〃 稲垣　俊勝
〃 藤田　幸直
〃 久世　義昭
〃 大平　秀則

〃（青年部会長）増田 泰雄
〃（女性部会長）森 美恵子
理　　事　長島　祐司
〃 加藤　清治



会会員員増増強強功功労労者者にに
特特別別功功労労賞賞・・表表彰彰状状・・感感謝謝状状をを贈贈呈呈
平成18年度の会員増強に活躍をされ、法人会の組織
の強化に貢献をされた功労者に特別功労賞・表彰状・
感謝状、団体表彰２団体、目標達成ブロック６ブロッ
クに記念品・賞状が贈呈されました。ここに受彰者の
方々のご功労を讃えご報告をいたします。

平成18年度会員増強表彰状、感謝状受彰者
◆特別功労表彰状受彰者
瑞宝興業㈱　　　　　　　　稲　垣　俊　勝殿

◆団体表彰状受彰
大同生命保険㈱　渋谷支社
AIU保険会社　東京第一ISオフィス

◆目標達成ブロック表彰受彰
第７ブロック　ブロック長　藤　木　庸　佑殿
第８ブロック　ブロック長　長谷川　　　隆殿
第９ブロック　ブロック長　梅　原　伸二郎殿
第10ブロック　ブロック長　堀　内　利　夫殿
第15ブロック　ブロック長　田　中　　　茂殿
第18ブロック　ブロック長　稲　垣　俊　勝殿

◆個人表彰受彰者
藤　木　庸　佑殿　他５名

◆個人感謝状受彰者
浅　妻　正　行殿　他37名

理　　事　佐藤　俊雄
〃 佐藤　正人
〃 東　　宣昭
〃 二渡永八郎
〃 海老澤　宏
〃 朝倉　徳道
〃 杉浦　賢吉
〃 二宮　秀泰
〃 石井沙与子
〃 渡辺　　博
〃 大塚　英雄
〃 桑原　　保
〃 小松　良郎
〃 小林　英雄
〃 伊藤　　哲
〃 浅妻　正行
〃 新居　常男
〃 近藤　英三
〃 福井　恒夫
〃 大石　隆士
〃 山�登美子
〃 平田　弁次
〃 山田　英治
〃 有馬　清種
〃 星野　勇介

理　　事　高木　總輔
〃 荻　　英夫
〃 佐伯　英文
〃 福田　武敬
〃 中村　浩士
〃 村田　晋一
〃 柳沢　憲輔
〃 安原喜一郎
〃 瀧島　　聡
〃 鈴木　庄治
〃 光山　和徳
〃 羽田　秀光
〃 野口アキラ
〃 甲田　幸男
〃 須藤　昭一
〃 宮岡　誠穂
〃 樋泉　淙秀
〃 鈴木　清久
〃 羽根田忠夫
〃 百瀬　　智
〃 高野　喜好

監　　事　遠藤　彦吉
〃 斎藤豊太郎
〃 大塚　　巖

もに、全会員の要望意見を反映させる。
５．会員の質的向上
会員の積極的な自己啓発を支援するため、各種の
説明会、研修会、講習会、また税務・経営、法律無
料相談等を実施して誠実な記帳と適正な申告の指導
をなし、会員の質的向上を図る。
６．企業経営の健全化
企業経営の健全化を期し企業の合理化、生産性の向
上を図るため、経営・経理に関する研究指導を行う。
７．地域社会貢献と福祉制度の推進
よき経営者をめざすものの団体としての地域社会
貢献と全法連の経営者大型保障制度・各種年金・ガ
ン保険制度並びに法人会人間ドック等の福祉共済制
度の推進を図る。
８．e-Tax（国税電子申告・納税システム）の推進

e-Taxを利用しよう
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平成19年度事業計画基本方針案

１．事業の充実
健全なる法人納税者団体として、事業の公益性を高
め、税務知識の普及並びに納税意識の高揚に努める。
２．組織の強化
組織の拡大強化を図るため、ブロック・支部の充
実を期し、会員増強運動を強力に推進する。
３．租税負担の合理化
適正公平な税制と租税負担の合理化を図る、さら
に税制を研究し地区法人会としての要望意見を全国
法人会総連合を通じて、政府、国会、関係官庁等に
対し強力な要望を行い、その実現を期する。
４．税務行政への協力
税務当局との相互信頼により税務行政の円滑なる
運営に協力し、申告納税制度の確立に寄与するとと

真剣に議案審議
特別功労表彰
稲垣 俊勝 様

目標達成ブロック表彰
田中 茂 様

個人表彰状受彰
藤木 庸佑 様

個人感謝状受彰
浅妻 正行 様



法人会の事業活動に積極的に参加しよう
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──────── 紙面の関係上、大科目の数字を掲載いたしました ───────

平成19年度
一般会計収支予算書（案）

自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日　　（単位　円）

（注）科目間の流用を承認する。
広報費、支部運営費、会議費、管理費の按分比率 73％

収益事業特別会計収支予算書（案）

自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日　　（単位　円）

（注）科目間の流用を承認する。
広報費、支部運営費、会議費、管理費の按分比率 27％

科　　　目 予　算　額 前年度予算額
Ⅰ　事業活動収支の部
１．事業活動収入
（1）基本財産運用収入

基本財産利息収入
（2）特定資産運用収入

特定資産利息収入
（3）会費収入
（4）事業収入
（5）補助金収入
（6）雑収入
（7）繰入金収入

収益事業繰入収入
事業活動収入計

２．事業活動支出
（1）事業費
（2）会議費
（3）管理費
事業活動支出計
事業活動収支差額

Ⅱ　投資活動収支の部
１．投資活動収入
（1）特定資産取崩収入

会館修繕引当取崩
投資活動収入計

２．投資活動支出
（1）特定資産取得支出

周年事業引当支出
投資活動支出計
投資活動収支差額

Ⅲ　予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

0

150,000
75,000,000
11,500,000
6,942,000
600,000

500,000
94,692,000

60,120,000
6,990,000
28,114,500
95,224,500
△532,500

3,000,000
3,000,000

2,000,000
2,000,000
1,000,000
467,500

0
14,062,782
14,062,782

0

150,000
78,000,000
12,200,000
7,153,400
300,000

8,000,000
105,803,400

59,210,000
7,700,000
39,190,000
106,100,000
△296,600

3,000,000
3,000,000

2,000,000
2,000,000
1,000,000
703,400

0
25,788,721
25,788,721

科　　　目 予　算　額 前年度予算額
Ⅰ　事業活動収支の部
１．事業活動収入
（1）推進費収入

全法連推進費収入
（2）手数料収入
（3）雑収入
事業活動収入計

２．事業活動支出
（1）事業費
（2）会議費
（3）管理費
（4）法人税等引当支出

法人税等引当支出
（5）繰入金支出

一般会計繰入支出
事業活動支出計
事業活動収支差額

Ⅱ　予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

20,856,500
10,100,000
3,010,000
33,966,500

4,640,000
3,010,000
21,735,500

1,500,000

500,000
31,385,500
2,581,000
2,581,000

0
0
0

20,400,700
40,000,000
2,510,000
62,910,700

11,800,000
5,200,000
32,970,000

3,500,000

8,000,000
61,470,000
1,440,700
1,440,700

0
0
0

平成18年度

一般会計収支計算書

自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日

決算 予算

Ⅰ　収　入　の　部　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）

Ⅱ　支　出　の　部

（注）広報費、支部運営費、会議費、管理費按分比率 63％

収益事業特別会計収支決算書

自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日

Ⅰ　収　入　の　部

Ⅱ　支　出　の　部

（注）広報費、支部運営費、会議費、管理費按分比率 37％

科　　　目 予　算　額 決　算　額

当期収入合計（A）

前期繰越収支差額

収 入 合 計（B）

当期収入合計（A）

前期繰越収支差額

収 入 合 計（B）

1．
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．

会 費 収 入
事 業 収 入
補 助 金 収 入
雑 収 入
支 部 ・ 部 会 関 係
繰 入 金 収 入
特定預金取崩収入
基本財産利息収入

72,000,000
18,200,000
7,153,400
450,000

10,685,781
8,000,000
3,000,000

0

119,489,181

25,788,721

145,277,902

65,946,520
15,069,848
7,628,400
740,510

10,685,781
1,544,851
1,107,400
4,116

102,727,426

25,788,721

128,516,147

62,910,700

0

62,910,700

52,060,381

0

52,060,381

科　　　目 予　算　額 決　算　額

当 期 支 出 合 計（C）

当期収支差額（A）－（C）

次期繰越収支差額（B）－（C）

当 期 支 出 合 計（C）

当期収支差額（A）－（C）

次期繰越収支差額（B）－（C）

1．
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．

事 業 費
会 議 費
管 理 費
固定資産取得支出
特定預金取崩支出
特 定 預 金 支 出
支部・部会関係特定預金支出
基本財産積立金支出
予 備 費

59,210,000
7,700,000
36,190,000

0
3,000,000
2,000,000
10,685,781

0
703,400

119,489,181

0

25,788,721

52,135,923
8,916,394
38,240,909
753,900
697,662
2,163,550
11,540,911

4,116
0

科　　　目 予　算　額 決　算　額

1．
2．
3．

推 進 費 収 入
簡保集金手数料収入
雑 収 入

20,400,700
40,000,000
2,510,000

20,510,700
28,487,567
3,062,114

科　　　目 予　算　額 決　算　額

1．
2．
3．
4．
5．

直 接 経 費
間 接 経 費
繰 入 金 支 出
法人税等引当金繰入
予 備 費

20,780,000
29,190,000
8,000,000
3,500,000
1,440,700

19,616,133
30,409,797
1,544,851
489,600

0

114,453,365

△11,725,939

14,062,782

62,910,700

0

0

52,060,381

0

0



この社会あなたの税が生きている
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法人税 ひとくちメモ
平成19年税制改正　役員給与の損金算入に関する改正事項の概要・第１回

定期同額給与について
改正前の制度概要

《定期同額給与とは》
１　その支給時期が１月以下の一定の期間ごとであり、かつ当該事業年度の各支給時期における支給額が同
額である給与

２　事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から３月を経過する日までにその改定された場合における
次に掲げる給与

（1）当該改定前の各支給時期における支給額が同額である定期給与
（2）当該改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与
※経営の著しい悪化その他の理由により定期給与の額につき改定が行われた場合には、減額した場合に限
り、期中改定が認められます（ただし、改定前後において定期同額であることが必要です）。

平成19年改正後

定時同額給与について、役員の職制上の地位の変更、その他役員の職務の内容の重大な変更その他これら
に類するやむを得ないに事情により改定された定期給与についても定期同額給与として取り扱うことが明確
化されました。

【新制度の適用】
平成19年４月１日以後開始する事業年度から適用されます。

事前確定届出給与について
改正前の制度概要

《事前確定届出給与とは》
その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、その届出期限

まで所定の事項を記載した書類を所轄税務署に届出している場合のその給与をいいます。
その届出書の提出期限は次のうち、いずれか早い日となります
１　事前確定届出給与にかかる職務執行開始の日（通常は定時株主総会の日）
２　当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から３月を経過する日

平成19年改正後

１　事前確定届出給与について、その届出期限が役員給与にかかる定めに関する決議を行う株主総会等の日
から１月を経過する日と会計期間開始の日から４月経過する日のいずれか早い日とされました。

《事例》
改正前

改正後

２　同族会社以外の法人が定期給与を受けていない役員に対して支給する給与（非常勤役員の年俸等）につ
いて、損金算入するための届出書の提出は不要となりました。

【新制度の適用】
平成19年４月１日以後開始する事業年度から適用されます。

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。TEL 03-3463-9181
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。

3ヶ月

株主総会期首 職務執行期間

職務執行期間

期末

いずれか早い日

いずれか早い日

4ヶ月

1ヶ月

株主総会

期末 株主総会株主総会期首



売上代金の受取書については、第17号の１文書（売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書）として階

級定額税率が適用されますが、印紙税法に規定する売上代金とはどのようなものでしょうか。

印紙税法に規定する「売上代金」とは、資産を譲渡し若しくは使用させること又は役務を提供すること

（以下「資産の譲渡等」といいます。）による対価をいいます。

売上代金に該当するか、しないかのポイントは、売上代金は資産の譲渡等の対価をいうのですから「対価性」

を有するか、有しないかによってその判定を行うということです。印紙税法に規定する「売上代金」についてま

とめると、次のようになります（第17号文書の定義欄）。

「売上代金とは」
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※詳しくは、法人課税第３部門までお尋ねください。TEL 3463-9181（内線 5032～5034）

Q

A

（注）１　売上代金には、資産に権利を設定する対価及び手付けを含みます。
２　次のものは売上代金から除かれます（第17号文書の定義欄）
①　証券取引法第２条第１項（定義）に規定する有価証券その他これに準ずるもので令28条第１項で定めるもの
の譲渡の対価

②　保険料、令第28条第２項に規定する売上代金に該当しない対価（公債及び社債並びに預貯金の利子等）

資産は、有形、無形を問いませんから、商品、備品等の流動資産、固定資産、無体財産権そ
の他の資産を譲渡する場合の対価がこれに該当します。
（例）①　商品の売上代金（売掛金の回収を含みます。）

②　資産の売却代金（未収金の回収を含みます。）
③　手形割引の代金（手形の割引は、手形という有価証券を他人に譲渡し、対価として金
銭等を受領するので、有価証券の売買に該当します。）

④　無体財産権の譲渡代金（特許権、実用新案権、商標権等）
⑤　債権の譲渡代金（電話加入権、売掛金等）

不動産、動産、無体財産権その他の権利を他人に使用させることの対価をいいます。
（例）①　土地、建物等不動産の賃貸料

②　建設機械、自動車、事務機器等のリース料
③　貸付金の利息
④　貸倉庫料、貸金庫使用料
⑤　特許権等の無体財産権の使用料
⑥　土地や建物の賃貸借契約に伴う権利金

請負契約、運送契約、委任契約、寄託契約などのように、労務、便益、その他のサービスを
提供することをいいます。

①　請負契約の対価（工事請負代金、修繕費、宿泊費、出演料、広告料等）
②　運送契約の対価（運送料等）
③　委任契約の対価（委任報酬、情報の提供料等）
④　寄託契約の対価（保管料等）
⑤　その他（仲介料、技術援助料等）

資産を譲渡する
ことの対価

資産を使用させ
ることの対価

役務を提供する
ことの対価

区　分 内　　　　　　　容



海外支店勤務のため出国した者の年末調整

当社の社員Aは、この度、３年間の予定で海

外支店勤務を命ぜられ、この８月15日に出国す

ることとなりました。

ついては、Aの年末調整を行わなければなりません

が、いつまでの給与がこの年末調整の対象となるので

しょうか。

なお、当社の給与の支給日は毎月20日、賞与の支給

月は６月と12月となっています。

給与所得者が、海外勤務等により非居住者と

なる場合には、その年１月１日から出国の日ま

でに支払うべきことが確定した給与について年末調整

を行うこととされています。

特に平成19年分の年末調整については、損害保険料

控除が改組され地震保険料控除とされていること、定

率減税が廃止されるとともに所得税の税率が改正にな

っていることにご注意ください。

【解説】

お尋ねの場合には、８月15日に出国するということ

ですから、この年の１月１日から８月15日の間に支給

期の到来する給与、すなわち７月20日支給分までの給

与と６月分の賞与を対象として、「出国の日」に年末

調整を行うことになります。

平成19年分の年末調整に当たっては、次のことに留

意する必要があります。

①　損害保険料控除が改組され、損害保険契約等に係

る地震等損害部分の保険料等の合計額（最高５万円）

を総所得金額から控除する地震保険料控除とされて

いること。

②　所得税の税率構造が４段階から６段階になること

により、年末調整の際や退職所得の源泉徴収の際に

使用する所得税額の速算表が変更になっているこ

と。

③　平成18年分をもって定率減税が廃止されたため、

平成19年分以後の年末調整においては、定率減税の

適用がないこと。

なお、12月に賞与を支払う際は、その賞与の計算期

間のうち８月15日までの国内勤務に係る部分は非居住

者に対する給与（賞与）として20％の税率により源泉

徴収する必要があることを申し添えます。

※詳しくは、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）

みんなの力で法人会を大きく育てよう
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【自動車取得税】
自動車取得税の納付義務の免除にはどのよう

なものがありますか？

自動車取得税は、三輪以上の軽自動車及び小

型自動車と、普通自動車の取得（特殊自動車は

除く）に対して課する税金で、道路の整備費にあてら

れています。

「自動車の取得」とは、自動車の所有権の取得をい

いますが、自動車製造業者の製造による自動車の取得

や販売業者の販売のための自動車の取得などは含みま

せん。

なお、自動車に付加して一体となっているラジオや

クーラーなどの付属物も含まれます。取得者とは、原

則として、自動車の所有権の取得者をいいますが、割

賦販売などで売主が自動車の所有権を留保している場

合は、買主を自動車の取得者とみなします。

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

に提出してください。

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

Q

A

Q

A



法人会の税務相談日は第1・第3水曜日です。

第33回通常総会開催　全議案承認される

新部会長に増田氏を選出
去る５月17日（木）渋谷法人会青年部
会第33回通常総会がアリマックスホテ
ル渋谷において、開催した。
御供部会長が議長に選任され、18年
度事業報告・決算報告、19年事業計
画・予算案、任期満了にともなう役員
改選が審議承認された。
今年度は、法人会の公益法人として
の活動が重視される中、青年部会は、
本部と若手経営者をつなぐ役割に重点
を置く事業計画となった。副部会長、
役員には若手が中心に登用され、新部
会長には増田氏が選出された。審議終
了後、本郷渋谷税務署副署長、石田渋
谷法人会副会長より、それぞれ祝辞、
激励のお言葉をいただき、総会は閉会
した。
講演会は講師に渋谷警察署組織犯罪
対策課係長警部補山田金治氏をお招き
し、渋谷近辺の暴力団の情勢について
お話いただいた。発展する地域は狙わ
れる地域でもあること、繁華街に行か
なくても電話での接近もあることな
ど、普段から適切な対応が必要である
ことを参加者一同実感した。また、普
段目にすることのできない資料を目に
し、渋谷警察署の綿密な調査にも感心
した。
ひきつづき開かれた懇親会では、渋
谷法人会柳田副会長より祝辞を賜り、同じく大同生命宮内
課長に乾杯のご発声をいただいた。渋谷警察署より宿谷課
長も参加いただき、生々しい現場の一端をご披露いただい
た。日ごろの激務を一時忘れ、旧知のあるいは、出会った
ばかりの出席者と、有意義な情報交換や歓談に花が咲くな
か、御供前部会長からはヴォーカルグループ「AJI」のミ

ニアカペラコンサートをプ
レゼントしてもらい、大変
盛り上がった。
来年には東法連青連協第
３ブロック連絡協議会の主
催という大きな役割も控え
ている。増田新部会長を中
心に、心機一転、さらに充

実した部会を目指そうと語り合う中、法人会須藤理事が参
加者全員の更なる発展を祈念して手締めの音頭をとり、盛
会のうちに幕を閉じた。

ビジネスセミナーを開催

社員教育講座として、講師に企業研修に活躍されており
ます伊藤智恵子氏を招き、去る５月28日（月）午後１時30分
～４時まで渋谷区立商工会館で開催いたしました。
その内容は、社会人としての心構えと、社会人としての
条件・健康、実力、円滑な人間関係、身だしなみと良識から
敬語の使い方、挨拶、名刺交換、電話応対な
ど接遇応対全般にわたり教わりました。
特に、ことばの乱れと近くにいても
メールで会話をしている姿が目立ちコ
ミュニケーションのとり方ができてい
ない。企業と当事者にもマイナスですと
述べられ、有意義なセミナーであった。
参加者75名

新規加入者の集いを開催

平成18年度に加入された会員企業を
対象に、５月30日（水）午後４時から渋
谷エクセルホテルに於いて、（第１部）
研修会、（第２部）企業PRと自己紹介・
懇親会を組織委員会主催で開催した。
第１部で柳田会長より新会員の方々
に対し、法人会を大いに利用し企業経
営に役立て、又、新しい会員の方々が
入会されることにより法人会がより活
性化され、更に、活発に事業活動を推
し進めるので、今後の法人会活動に協
力をお願いいたしました。
続いて渋谷税務署法人課税第一部門
古賀統括官から、税務行政の協力に対

するお礼と、各種
事業活動に参加し、自己研鑽され、よ
き経営者をめざしてくださいと挨拶を
賜りました。
引き続き研修会に入り、講師に坂井
法人課税第一部門審理担当上席を招
き、平成19年度税制改正について講義

を受けました。
第２部は、五月女組織委
員長の挨拶の後、新会員企
業のPRと名刺交換で会場
は大いに盛り上がり、親睦
を深め、有意義であった。
出席者79名でした。
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まいど青年部

議案審議

新部会長 増田泰雄氏

本郷副署長

石田副会長

講師 山田氏

「新役員」（敬称略）
部 会 長　増田　泰雄（新任）
副部会長　名取　政俊（留任）
副部会長　吉田　賀一（留任）
副部会長　羽根田　晴（新任）
副部会長　長谷川賀寿夫（新任）
委　　員　御供　洋介（新任）
委員（会計） 安藤　直道（新任）

委　員　小早川謙一郎（留任）
委　員　志場　隆幸（留任）
委　員　山口　信幸（留任）
委　員　数村いづみ（留任）
委　員　吉岡久仁夫（新任）
委　員　川口　麻紀（新任）
監　事　野口アキラ（留任）

講師 伊藤智恵子氏

柳田会長

古賀統括官

会場

会社PRをする新会員



通常総会を開く！

去る６月８日（金）午後３時30分より、渋谷法人会館に於
いて第33回源泉研究部会通常総会を開催した。
永瀬部会長挨拶後、引き続き議長となり、各議案を慎重
に審議し、原案通り承認された。
今期は、役員改選にあたり議長一任のもと、全役員留任
となった。
議案終了後、平成18年度開催研修会の出席率に対して皆

勤賞５社、努力賞３社に対して部会から記念品を贈呈した。
続いて来賓として渋谷税務署本郷副署長、島根法人課税
第四部門統括官、平山審理担当上席調査官
が出席され、本郷副署長から、税務行政
に対する部会員の協力に感謝とe-Taxの
現状と推進をお願いされ、柳田会長挨
拶後定刻に終了いたしました。

「新役員」（敬称略）
部 会 長　東京急行電鉄㈱ 永瀬　　巌（留任）
副部会長　㈱宇野澤組鐵工所 伊藤　　芳（留任）
副部会長　小田急電鉄㈱　 山ノ上哲男（留任）
副部会長　カルピス㈱　　 丸永　庸一（留任）
委　　員　㈱イワキ　　　 山本　三郎（留任）
委　　員　オリンパス㈱　 古閑　信之（留任）
委　　員　東電広告㈱　　 佐藤　弘祐（留任）
委　　員　キューピー㈱　 伊藤　隆一（留任）
委　　員 （社）日本音楽著作権協会 宮脇　正弘（留任）
委　　員　長島梱包㈱　　 小此木　章（留任）

振替納税を利用しよう
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東京商工会議所  渋谷支部 〒150-0002  渋谷区渋谷1-12-5  区立商工会館７F TEL. 03-3406-8141   FAX. 03-3498-6569

利　　　率 

年 2.4％ 
（平成19年6月19日現在） （６か月以内の据え置きもできます） 

運転資金５年以内 

設備資金７年以内 

返　済　期　間 担保・保証人 

不　要 

（保証協会の保証も不要です） 

融 資 限 度 額 

550万円＋別枠450万円 
（別枠は平成20年３月31日まで） 

融　資　対　象 

●商工会議所の経営指導を一定期 
　間受けて事業改善に取り組んで 
　いる方。 
●従業員20人以下（商業・サービ 
　ス業５人以下）の法人・個人事 
　業主の方 
●税金（所得税・法人税・事業税・ 
　住民税）を完納している方 

安心して借りられる国の融資制度です 
経営改善資金【運転資金のみ】ご利用の方に 
渋谷区より支払利子の30％を補助 

渋谷区内に事務所あるいは住所のある方に対して渋谷区から 
利子補給金が支給されます。 

源泉研究部会

柳田会長 本郷副署長 永瀬部会長

皆勤賞受彰
キューピー㈱



e-Taxを体験してみよう！

122007.7 No.473

少し前まで、斎藤道三といえば、油売
りから身をおこし、美濃一国の戦国大名

となった「国盗り」大名として知られていた。その後、
新史料が発見され、道三自身が油売りだったわけではな
く、父親との二代がかりの「国盗り」だったことが明ら
かになったわけであるが、それでも、実力によって美濃
の戦国大名にのしあがったことに変わりはない。
その道三は、隣国尾張の織田信秀と何度も戦い、つい

にはそれを倒すことができず、講和を結んだ。講和が結
ばれたのが天文17年（1548）で、そのとき、道三の娘濃
姫が信秀の嫡男信長に嫁いでいる。
３年後の天文20年、信秀が死んで、家督は信長が継い

だが、信長の評価はよいものではなかった。世間で、
「うつけ」とか「たわけ」といわれていたのである。
信長が本当に「うつけ」とか「たわけ」ならば、女婿

とはいえ、隣国尾張に攻め込み、国を盗ってしまおうと
考えたのであろう。道三は、娘を嫁がせて５年後の天文
22年（1553）４月、濃尾国境に近い富田の正徳寺で信長
と会見するという段どりを調えた。
当日、早めに正徳寺に到着した道三は、町はずれの小

屋に入り、信長がどのよ
うな行列で到着するかを
みようとしたのである。
すると、信長は茶筅の

髪、ひょうたんを７つ８
つ腰にぶらさげ、ゆかた
びらの袖をはずし、いつ
もの「うつけ」のスタイ
ルであらわれた。いそぎ正徳寺にもどった道三は、婿が
そんないでたちなら自分も略服でいいだろうと、正装も
せず、ふつうの服で会見に臨んだ。
すると、案に相違して、信長は正装であらわれたので

ある。意表をつかれた形の道三は、はじめて会う婿の信
長が、世間でいわれているような「うつけ」や「たわけ」
でないことを確信するに至った。
会見を終えての帰途、家臣の猪子兵介が、「何と見申

し候ても上総介はたわけにて候」というと、道三は、
「されば無念な事に候。山城が子共、たわけが門外に馬
を繋ぐべき事、案の内にて候」と一言いったという。上
総介は信長のこと。山城は道三のことである。

歴史に学ぶ
戦国人間学

小和田 哲男
（静岡大学教授）

斎藤 道三 「うつけ」信長を評価

「先を見抜く」力を身につけよう！
■隠れたチャンスを自分の手に

「チャンスは、前髪しかつかめない」といわれている。

だれにでもチャンスは、訪れてくるが、それをつかみとれ

る人とつかめない人がいるものである。

その差はどこにあるのであろうか。「後髪」のときは、

もはやチャンスは通り過ぎてしまっているのである。

では、「前髪」をつかめるということは、いまだ、顕在

化していない潜在化したものをいかに見抜いていくかとい

うことになるだろう。「人の心を見抜く」「時代の流れを見

抜く」ということは、ビジネスパーソンにとって、大きな

知的武器になることにちがいない。

しかしながら、この「見抜く」技術は、座学からは生ま

れてはこない。現場に立って、生きた教材から学びとって

いくことによってのみ自分の身についていくことになろ

う。

いまなによりも重要なことは、刻々と変化していく社会

にあって、その変化の波をどのように先取りしていくかと

いうことになろう。現状維持に甘んじていては、停滞のみ

ならず、陥没していってしまうということになろう。

事実、古今東西の名経営者たちは、いずれも卓越した

「先読み」の達人たちであった。たとえば、時代を読み、

大衆のニーズを読み、郊外住宅、ターミナル百貨店、宝塚

などを成功させた、小林一三は、「百里先の見える人は、

気違いにされる。現状にふみとどまる者は、落伍者になる。

十里先を見て実行する人が成功者である」と言っている。

「先読み」力をつけるポイント

①自分のテーマをもつ

自分が見抜いていきたい対象についての知識をできるだ

け豊富にしていくことである。そこから、先を見る目が養

成されることになる。

②主観から客観思考をする

ただ熱中し没頭するだけではなく、自分を客観視してい

くことによって、周りの空気を読み取ることもできる。

③他人の意見を素直に傾聴する

自分よがりになることなく、他人の声も素直な気持ちで

聞ける姿勢をもつ。

④遊び心を持つ

柔軟性のある頭で、“専門バカ”にならないこと。

⑤異質な人とも触れ合う

同質のみだけでなく、異質な人から、新しい発見がある

ものである。

現代を生き抜く知恵
西都原　信（ビジネスマン評論家）



会員の増加は、会員のメリットに通じる
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［女性の場合］
服装：清潔でシワの無いものを身

につける。透けるシャツや流行を追

った派手なデザインのものは好まし

くない。ストッキングは派手なもの

は避ける。靴はシンプルなデザイン

で、ヒールのあまり高くないものを

はく。

身だしなみのチェックポイント
・ヘアスタイル：ロングヘアの人は

仕事の邪魔にならないように注意

する（束ねる）。

・メイク：厚く派手な化粧は魅力が

半減するので気をつける。なるべ

くナチュラルにする。化粧をなお

す場合は人前では行わない。

・ツメ：濃い色のマニュキュアや長

いツメはやめる。

・オーデコロン、香水：あまり香り

が強すぎると周囲の迷惑となる。

・アクセサリー：大きな指輪やイヤ

リングなど目立ちすぎるものは仕

事中は外す。

この他、笑顔のチェックも忘れずに。

ビジネスの世界では、第一印象で

評価されてしまう場合が多くあると

思われる。第一印象で大切なのは、

服装や身だしなみである。それがで

きていない人に、キチンとした仕事

ができるはずがない。とくに新入社

員の場合は、初対面でのチェックポ

イントとなる。「清潔、感じのよさ」

を心がけ、さりげなくオシャレをす

る工夫が必要である。

とくに注意するポイントを次にあ

げてみた。

［男性の場合］
服装：スーツは無難な紺かグレー

系で季節にあわせ３～４着を用意す

る。高価なものは必要ない。カジュ

アルな服装で仕事をする機会が増え

ているが、GパンやTシャツはふさ

わしくない。

身だしなみのチェックポイント
・頭髪：長くのばし不潔でないか。

フケや寝癖がついていないか。

・ひげ：剃り残しはないか。とくに

あごの下のそりにくいところ。

・鼻毛：伸びていないか。

・ワイシャツ：襟や袖の汚れはない

か。第一ボタンはかけてあるか。

下着を着けているか。

・靴下：スーツや靴の色に合ってい

るか。スーツの場合白いソックス

はふさわしくない。

・靴：磨いてあるか、かかとは減っ

ていないか。

新入社員の服装・身だしなみチェック

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）

なる。身体が軽くなることは心の安
らぎを誘う。
●入浴後は水を飲む
従って、入り方で効果が違ってく

る。理想の入浴姿勢は、頭を浴槽の
縁に置いて浮力を生かす寝湯。しか
し狭い風呂ではそうもいかない。半
身浴で、血液の分布がなだらかにな
る斜め浴が勧められる。
額が汗ばんだら浴槽から出て、そ

れを２～３回繰り返す。浴槽につか
る前、かけ湯をして体を慣らすこと。
入浴後は、血液粘度が高まるので、
水を飲むのも忘れずに。

●入浴が仏教を広めた！？
日本人の風呂好きは今さら言を待

たないが、その歴史は古代までさか
のぼる。入浴が庶民に広まったのは
奈良時代とされるが、それには仏教
が関係している。
日本古来の神道では、「禊（みそ

ぎ）」といって、身体を清めるのに
冷たい水を浴びる。それに対して仏
教は温かい入浴を勧め、寺院などに
浴堂がつくられた。寒いのより、温
かくなるほうがよいのは人情で、結
果として、入浴は仏教を広める役割
を果たした。
●温熱、水圧、浮力が効果のもと
話を現代に戻して、入浴を科学し

よう。風呂の効果は、温熱、水圧、
浮力が作用している。
温浴により末梢血管が拡張して血

液の循環量が増え、新陳代謝が高ま
る。熱い湯（42度以上）では交感神
経系を刺激して血圧が上昇、心拍数
が増加する。一方、ぬるめの湯（39
度以下）では、副交感神経系が優位
になり、血圧が下降し、沈静、リラ
ックス作用がある。また、乳酸など
の疲労物質の分解が促進されて、筋

肉の疲労回復に効果的である。
水圧も肩まですっぽりつかる全身

入浴では、胴回りを３～６センチも
縮めるほど強くかかる。下半身の血
液が心臓に多く戻るため、心臓の負
担が大きくなる。肺も横隔膜が押し
上げられて容量が減少するので、呼
吸の回数が増える。
浮力がもたらす影響も大きい。水

中での体重は10分の１になるので、
手足、関節の負担が減り動きやすく

斜め半身浴が体に
やさしい健康入浴法

後藤 有能 
（医学ジャーナリスト） 

■解答
２二馬　同玉　１三桂成　１一玉　３

三角成　同桂　３一竜　２一合駒　２二成

桂まで九手詰め。

■解説
初手　２一馬は　同銀　３三角成にて

２二桂合では詰みません。

２二馬と捨て　同玉に　１三桂成が正

解で、これを　３三角成は　同桂　同桂成

１三玉で失敗です。

１三同桂は　３三角成ですので　１一

玉ですがそこで　３三角成　同桂　３一竜

の活用が実現します。

［実践編］
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平成19年5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

３
３
４
４
５
５
６
６
６
７
８
９
11
13
14
15
16
16
16
17
17
18
19
19
20
21
21

法　人　名

㈱ティーカップ・コミュニケーション
㈲タダック
モノノフ合同会社
㈲エスジーコーポレーション
㈲ジーポイントスタジオ
㈲エイチアンドケイトウ
㈱あかしあ共同会計事務所
中濱グループ㈱
（有中）バッチホリスティック研究会
㈱モバプロネット
㈱グランツ
㈱インディーズ
㈱システム・エコー
㈱マイロプス
㈱シティヘアー
㈱トータルズ総合サービス
㈲ホーリー
㈱ティック
㈱ケイアンドエム
㈲トライアングル・ママ
㈱ケイファイブ
プレザント㈱
㈱Mucons
ブルー・バンブー㈱
㈱ビー・プロジェット
㈱エヌプラス
㈱生成インターナショナル

代表者名

石川　智之
加藤　　正
田村　敏也
後藤　省三
小澤　司郎
拝野　秀彦
東　　雅之
尾上　宗章
建部　哲也
谷口　幸誠
村上　倫弘
平山　仁彬
吉川　　実
吉田　丈治
須永　京子
長江　和義
岡田　素偉
岩崎　直樹
鷺　　一彦
砂浜　美保
山田　和夫
佐藤　信介
堀　　孝成
笠井登志男
高野　好正
中村　祐介
山田　康生

連　絡　先　住　所

渋谷区桜丘町８－９
渋谷区桜丘町９－17
渋谷区広尾１－１－35－104
渋谷区広尾５－16－16
渋谷区東１－４－27
渋谷区東１－27－７
渋谷区渋谷１－12－12
渋谷区渋谷１－24－７
渋谷区渋谷４－３－６
渋谷区道玄坂１－21－６
渋谷区円山町６－７
渋谷区道玄坂２－15－１－1202
渋谷区宇田川町37－13
渋谷区大山町45－14
渋谷区笹塚２－41－22
渋谷区幡ヶ谷３－37－11
渋谷区本町３－20－10
渋谷区本町４－20－８
渋谷区本町６－28－２
渋谷区代々木３－33－７
渋谷区代々木４－17－３－101
渋谷区代々木１－55－14
渋谷区千駄ヶ谷２－６－１－301
渋谷区千駄ヶ谷４－10－８
渋谷区神宮前１－17－５
渋谷区神宮前４－３－15
渋谷区神宮前５－12－４

電話番号

5728-7040
3461-4466
5464-6098
3444-2833
5466-2588
5464-7220
3486-6851
5468-7766
5468-3952
5728-3635
5428-8606
5456-2911
5790-2430
5452-2097
3378-3605
3377-3447
5358-2151
3373-8508
6313-6804
5333-0725
3373-1766
5334-5966
5775-6761
5412-8511
3403-6541
5770-7408
5766-3669

業　　種

サービス業

企画・デザイン
飲食業
広告制作
繊維製品の企画販売・輸出入
公認会計士事務所
不動産
バッチフラワーレメディ情報普及・教育
ソフトウェア開発
映像制作
人材派遣・業務請負
ソフトウェア
ITサービス・コンサルティング
美容室
内装業
造花・クリスマス等、装飾品卸売業
テント・看板製作・施工
情報サービス業等
キャスティング
テレビ番組などの撮影技術
日用品雑貨企画卸販売業
ITサービス
ウェブサイトのコンテンツ制作
介護・福祉
広告代理店業
広告企画・飲食店

－東京都主税局からのお知らせ－

「還付金があります」こんな電話にご注意！
都税事務所や還付担当の職員を装い、「還付金があります」と言葉巧みにだまして、携

帯電話から指定した電話番号にかけるよう指示し、コンビニエンスストア等のATM（現

金自動預払機）を操作させ、多額の金額を振り込ませようとする事例（手口）が都内で多

発しています。（これまでも再三にわたり、注意喚起をしてまいりましたが、実際に被害

が発生しています。）

東京都主税局の職員は、還付金をお渡しするために、電話であらたに口座番号や預金残

高を聞き出したり、コンビニエンスストア等の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。
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�7月の税務
１　所得税の予定納税額の納付（第１期分）

納期限…７月31日

２　所得税の予定納税額の減額申請

申請期限…７月17日

３　固定資産税（都市計画税）の第２期分の納付

納期限…７月中において市町村の条例で定め

る日

４　６月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の

納付

納期限…７月10日（６か月ごとの納付の特例

の適用を受けている場合は、１月から６月まで

の徴収分を７月10日までに納付）

５　５月決算法人の確定申告〈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…７月31日

６　２月、５月、８月、11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…７月31日

７　法人・個人事業者の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…７月31日

８　11月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・

地方消費税・法人事業税・法人住民税〉…半期

分　　申告期限…７月31日

９　消費税の年税額が400万円超の２月、８月、

11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…７月31日

10 消費税の年税額が4,800万円超の５月決算法

人を除く法人・個人事業者の１月ごとの中間申

告〈消費税・地方消費税〉

申告期限…７月31日

■ヒント
捨て駒の好手順で４二

の竜の活用を実現して下

さい。

（考慮10分で初段）

〈出題〉六段沼 春雄

【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）

減免対象 一画地における非住宅
．．．

用地の面積が400㎡以下で

あるもののうち200㎡までの部分

ただし、個人又は資本金等が１億円以下の法人が

所有するものに限ります。

減免割合 固定資産税及び都市計画税の税額の２割

減免手続き 減免を受けるためには、申請が必要です。

まだ申請をされていない方で、小規模非住宅
．．．

用地

を所有されていると思われる方には、７月下旬に

「固定資産税減免手続きのご案内」をお送りする

予定です。減免の要件をご確認のうえ、申請して

ください。

※なお、平成18年度に減免を受けられた方で用途

を変更していない方は、新たに申請していただ

く必要はありません。

【問い合わせ先】

渋谷都税事務所固定資産税課固定資産税係　電話 03-3463-4319

または主税局総務部総務課相談広報係　電話 03-5388-2924

－東京都主税局からのお知らせ－
昨年度に引き続き、平成19年度も

23区内の小規模非住宅
．．．

用地の
固定資産税・都市計画税を減免します

納豆
大豆を発酵させた食品。７月10日は納豆の日。

７と10を「なっ」「とう」にかけた。

起源ははっきりしないが、八幡太郎義家が、奥

州征伐の際に納豆を兵糧にしたという話は有名

だ。庶民に広がったのは江戸時代。江戸で「納豆

ブーム」が起こり、「山寺に寒さをたたく納豆汁」

という芭蕉の句が残っているほど。寒冷な気候の東日本では、貴

重なたんぱく源だった。一方、納豆菌が大豆成分を分解するとき

に生成される酢酸や酪酸などが入り交じった独特のにおいが嫌わ

れ、関西ではほとんど食べられてこなかった。

しかし、最近は、においの少ない納豆が開発されたことや、血

栓を溶かす酵素が含まれていることなどから、関西でも消費量が

急増している。ダイエットに良いとねつ造したテレビ番組の影響

で、一時、店頭から消えた現象は記憶に新しい。
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