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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　９月５日（水） 午後１時～４時

場所　渋谷法人会館

《税務無料相談》
日時　９月19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　９月18日（火）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。

9月 長 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8月 19年9月下旬

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

9月実施する主な事業（上記以外）
●９月４日　初級簿記講習会
●９月５日　源泉研究部会役員会
●９月６日　初級簿記講習会
●９月７日　理事・評議員会
●９月11日　源泉研究部会研修会
●９月11日　初級簿記講習会
●９月12日　21ブロック地方税セミナー
●９月12日　青年部役員会・税制セミナー
●９月13日　20ブロック税務講習会
●９月13日　初級簿記講習会
●９月14日　女性部会役員会
●９月16日　税務六団体長会議
●９月18日　初級簿記講習会
●９月20日　15ブロック税務講習会
●９月20日　初級簿記講習会
●９月21日　15ブロックボウリング大会
●９月25日　初級簿記講習会
●９月26日　７ブロック税務講習会
●９月26日　青年部会ダーツ大会
●９月27日　初級簿記講習会

平平成成1199年年度度税税制制改改正正研研修修会会とと今今年年度度ののブブロロッックク税税務務講講習習会会ににつついいてて
去る８月21日、24日、28日の３日間にわたり、平成19年度税制改正研修会を開催いたしましたが、毎

年ブロックごとに開催しておりますブロック税務講習会においても同じ内容について説明いたします。
前回ご都合がつかなかった方、復習の意味でもう一度お聞きになりたい方。お近くの会場で、開催され
ますので、是非ご出席下さい。各ブロックごとに計画し、お知らせいたします。（葉書でのご案内が中
心となります）



◇演　題 「ファインダーから見た環境とエネル

ギー」

◇講　師 写真家　浅井 慎平氏
1965年、日本写真家協会賞受賞後、

写真集「ビートルズ東京」でメジャ

ーデビューその後PARCOをはじめ

様々な広告制作で高い評価を得る。

映画「キッドナッピング・ブルース」

では、脚本、監督、撮影、照明の４役

をこなした。1991年、千葉県千倉町に「海岸美術館」を設

立。現在テレビ、ラジオ等に多数出演中。

◇懇親会 （午後４時30分～６時）

◇会　費 10,000円（当日会場にて）

─ 増強目標は450社です達成にご協力下さい ─
今年も法人会では、10月、11月、12月の３ヶ月間、例年通り会員増強を実施いたします。

増強目標は今年は450社と決め、各ブロック、また会員皆様のご協力をお願いすることといたし

ました。法人会に入会いたしますと法人会が開催します諸事業に無料または非常に安い料金で参加

できます。その主たる事業は、決算法人、新設法人等の税務関係の説明会や経営セミナー、夏期ゼ

ミナール、簿記講習、政治・経済等の講演会、人事・労務関係等幅広い分野にわたる事業に参加し、

自由に最新の知識や情報を得る事ができます。また、各地域（ブロック）の諸活動にも参加ができ、

地域での情報も得て多くの経営者の方々と親交を深められます。講師には税務署幹部の方、また一

流の講師を招いて実施しますので、必ず企業や経営者自身にプラスになります。

最近では来る10月23日（火）セルリアンタワー東急ホテルに於いて「会員の集い」（特別講演会と

懇親会）を開催します。この集いは、会員増強月間をいかに成功させるか、その実効を高めるため

の催しです。講師には、首都圏エネルギー懇談会の協力で写真家・浅井慎平氏からお話しを伺う機

会をいただきました。（同封のチラシでお申し込み下さい。）

法人会は、「健全な経営」「正しい納税」「地域社会貢献」をテーマに活動しておりますので、会

員増強に対し一層のご協力をお願い申し上げます。

正しい税知識を学ぼう
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法人会の会員増強月間法人会の会員増強月間

当会では上記の通り、会員増強月間を実施し組

織の拡大強化を図ります。その目的達成の実効効

果を高めるため、会員の集いを催しますので、会

員皆様のご参加をお願いします。

記

◇と　き 10月23日（火） 午後３時～６時

◇ところ セルリアンタワー東急ホテル

地下２階ボールルーム

渋谷区桜丘町26－１（電話3476－3000）

●受　付（午後２時）

●開　会（午後３時）

◇講演会 （午後３時15分～４時15分）
講演会のみは無料

（同封のチラシにてお申し込み下さい）

後援：首都圏エネルギー懇談会

法人会員の集いのご案内　－講演と懇親－



法人会はよき経営者をめざす者の集まり

＊　ここでいう「住宅の価格」とは、実際の購入代金

や建築工事費ではなく、総務大臣が定める固定資

産評価基準により評価された価格（評価額）です。

＊　一戸建以外の住宅とは、マンション等の区分所

有住宅又はアパート等構造上独立した区画を有す

る住宅のことをいいます。

なお、床面積要件の判定は、独立した区画ごと

に行います。

２　控除額

1,200万円※（価格が1,200万円未満である場合は

その額）

※一戸建以外の住宅については、独立した区画ご

とに控除されます。

３　税額の計算

（住宅の価格－控除額）×３％＝税額

（地方税法73条の14１項、２項）
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新築住宅を取得した場合の不動産所得税
の軽減はありますか？

１　次の床面積（注）要件に該当していれば、住宅の

価格＊から一定額が控除されます。

【床面積要件】

Q
A

東京国税局では、源泉所得税事務の一層の効率化を図ることを目的として、平成19年７月に「源

泉所得税事務集中処理センター」を設置し、芝署、麻布署、品川署、荏原署、目黒署、大森署、雪

谷署、蒲田署、世田谷署、北沢署、玉川署及び渋谷署の12税務署における納付指導事務のうち納付

照会ハガキの発送や納付照会ハガキの未回答者の一部に対する電話照会について、集中処理化を実

施します。

これに伴い、次の事項が変更となります。

①　納付照会ハガキは、源泉所得税事務集中処理センターからの発送となります。

②　納付照会ハガキの返送先は、源泉所得税事務集中処理センターとなります。

③　源泉所得税事務集中処理センターから、源泉所得税の納付状況等を電話により照会させてい

ただく場合があります。

源泉所得税事務集中処理センターの設置について

◎東京国税局からのお知らせ◎

（注）現況の床面積で判定しますので、登記床面積と

異なる場合があります。マンション等は、共用

部分の床面積を専有部分の床面積割合によりあ

ん分した床面積も含みます。

貸家
以外

50㎡以上 50㎡以上 240㎡以下

貸家 50㎡以上 40㎡以上 240㎡以下

一戸建

下　限

一戸建以外※
上　限

集中処理
センター
の名称等

1 名　　称　東京国税局　源泉所得税事務集中処理センター
2 所 在 地　東京都渋谷区宇田川町１番10号　渋谷地方合同庁舎

渋谷税務署内
3 電話番号　03－3463－9009



去る８月１日（水）２日（木）に、第36回夏期ゼミナールを箱根湯本ホテルに於いて開催

した。緑深い箱根に涼を求めて、150名の参加で午後２時30分に恒例のゼミナールは石

田副会長の司会で始まりました。

開催に先立ち柳田会長から「各ブロック・地区がより一層活性化することを最優先と

し、積極的に事業活動を推進していく」との挨拶に続き、第一講座に日本で最初に軍事

アナリストとして独立された小川和久氏を講師に招き、「国際水準から見た日本の危機

管理」と題し、外交、安全保障、特に危機管理（テロ対策、重要インフラ防護）につい

てお聴きしました。その他、集団的自衛権についてイラク派遣問題など国家が抱えてい

るさまざまな問題についてお聴きした。

又、７月22日に行われた参院選挙の結果についても触れ、目の覚める内容であった。

第二講座は、元渋谷税務署長山本好氏から「組織のはなし・・あれこれ」と題して、

40年間に亘る税務行政の経験から、貴重なお話を聴くことができました。山本先生から

も、会社組織の危機管理の重要性を聴くことができ、充実したセミナーであった。

午後６時より懇親会を開催し、参加者は仕事や暑さを忘れ懇親を深めた。地元の演歌

歌手高瀬一郎特別出演やカラオケ大会、女性部会によるダイナミックな踊りなど、梅雨

明け宣言に合わせたような懇親会だった。

翌朝７時30分朝食（バイキング）の

後解散、今年も無事終了。

＊当日受付で新潟中越沖地震義援金の

お願いをいたしました。

e-Taxを利用しよう
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第36回夏期ゼミナールを開催

柳田会長挨拶

講師 小川和久氏

講師 山本好氏

司会 石田副会長

懇親会

乾
杯

宇
野
澤
顧
問

中
締
め

岩
田
副
会
長

宴席をまわって声をかける歌手・高瀬一郎



法人会の事業活動に積極的に参加しよう
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人間の健康と世界の健康と地球の健康はつながってい

る」からを演題－「気」の活用でもっとイキイキと－

と題し実技も交え受講した。

気＝命のエネルギーを高めるということで、高める

４つの方法は、食・息・心・身を上手に取り入れる。

暗い後ろ向きな生き方は今日から止めて、仕事に疲れ

たら、肩、くびをまわすだけでも活性化される。

ブロック通信

元気いっぱいの阪口講師

難しいな

応援ありがとうございました全問正解？

りの子供たちも大人に交じり挑戦した。いきなり、

“税金って何ですか”と質問され、生徒さんも戸惑い

ましたが、何とか無事終了いたしました。景品は水鉄

砲、グミ、縄跳び、ジャガイモ、たまねぎなどで参加

者全員に配

りました。

第10回「初台地区ふれあいまつり」

第17ブッロク（村田ブロック長）

会場は初台区民会館

就業体験で都立第一商業高等学校から、一年生３名

の応援と事務局２名で、去る７月22日（日）午前10時か

ら午後４時まで、渋谷税務署から子供用税金クイズを

300枚、大人用200枚の提供をうけ、おなじみのクイズ

を「初台地区ふれあいまつり」で夏休みに入ったばか

健康講座

去る７月26日（木）午後１時30分から３時まで、厚生

委員会恒例の健康講座を区立商工会館２階で開催しま

した。

講師には、ヒューマンヘルス研究所所長阪口由美子

さんをお招きし、先生のモットーである「一人一人の



奥日光の散歩とにごり温泉

去る７月８日（日）・９日（月）青年部会の主催でレク

リエーションを開催した。

渋谷を予定通りバスで出発、日光山輪王寺を見学。

特別にお願いしたガイドさんが、逍遙園、宝物殿、三

仏堂、大護摩堂を楽しく、詳しく案内。他では入手で

きない厄除け札なども求めることができた。

昼食後は、二手にわかれて散策を楽しむ予定であっ

たが、あいにくの濃霧で中禅寺湖クルーズは中止。そ

れでも、イタリア大使館見学と立木観音への参拝は行

うことができた。参加者全員分のお守りをいただいた。

一方の中禅寺湖周辺の散策は、ハイブリッドバスで

千手ヶ原まで行き、竜頭の滝までを歩いた。こちらも、

濃霧であったが、大きな木を間近に見て、また、日頃

の運動不足を解消し、大いにリフレッシュした。

連続３回目の企画となったが、宿泊先「ほのかな宿

樹林」での夕食は趣向を凝らしたおいしいもので、温

泉の良さは言うまでもなく、パン造りなどの企画も用

意していただき、休日を満喫することができた。

翌日は、日光猿軍団ショー、昼食、鬼怒川ライン下

りを楽しみ、渋谷には少し遅れて到着した。参加人数

は29名。

この社会あなたの税が生きている
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まいど青年部

連絡協議会主催による講演会に森部会長他10名で参加

しました。「かけがえのない地球を守るため今、私た

ちができることから始めよう」と題し、環境ジャーナ

リストの枝廣淳子さんから、今、地球はどのように変

化をはじめているか更に、この

状態が続いた時に何が起こる

か、詳細にお聴きした。

自らを取り巻く環境や社会を

自分で考え行動し、次世代の為

に発信しようと話された。

地域社会貢献活動・・・特養ホームへ

特養ホーム「渋谷区あやめの苑・代々木」に

今年もタオル、雑巾、他を届ける。

昨年に続いて今年も、女性部会員はタオル生地で前

掛けや雑巾を作り、森部会長他３名で、去る６月19日

（火）午後２時

30分ホームを

訪問。山崎施

設長、田村事

業課長に届け

ました。

環境問題を考える講演会に参加

去る７月27日（金）午後２時～３時30分グランドアー

ク半蔵門に於いて東法連社会貢献委員会及び女性部会

女性部会便り

講師 枝廣淳子さん

会場
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チャレンジ！
e-Tax
Vol.10

【消費税の申告 Ⅱ】

今回は前回の続き、ｅ－Ｔａｘを利用しての消費税の申告です。



みんなの力で法人会を大きく育てよう
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朝倉孝景といっても、あまりなじみは
ないかもしれない。越前の戦国大名の初

代で、四代目も同じ孝景を名乗っているので混同される
こともある。彼の制定した家訓が「朝倉敏景十七箇条」
の名で伝えられたこともあって、以前は朝倉敏景と書か
れることが多かった。
ところが、当時のたしかな古文書には敏景と書かれた

ものが一点もなく、発給文書などでは孝景とあるので、
今日では「朝倉敏景十七箇条」の代わりに「朝倉孝景
条々」というのが一般的となっている。そして、この
「朝倉孝景条々」も、従来は戦国家法、すなわち分国法
の範疇に分類されていたが、これも最近の研究では家訓
に含まれている。家法という領国経営全般にかかわる内
容ではなく、家訓としての性格をもつ条文が多いからで
ある。
その十七箇条の第一条目と第二条目が特に注目される

ところで、第一条では、
一、朝倉の家においては宿老を定むべからず。その身
の器用忠節ニ寄るべく候の事。

と述べている。宿老を定めないというのはこの時代にあ

ってはきわめて珍しい。
守護・守護大名家では、重

臣トップとして守護代がい
て、たいていの場合、それは
世襲であった。戦国大名段階
に至ってもそれは同じで、どこの大名家にも宿老といわ
れる重臣が何人かおり、親が宿老であれば、子も宿老に
なるというのがあたりまえだったのである。孝景は、そ
うした宿老を世襲制でなく、その人の器用・忠節によっ
て決めるとしたわけで、これは新しい方法といえる。
二条目は、
一、代々持ち来り候なとゝて、無器用の仁ニ団ならび
に奉行職を預けらるまじく候の事。

となっていて、団というのは軍配のことで、合戦の際の
重要なポストであり、これも世襲制を禁じていたことが
わかる。
つまり、孝景は、さまざまな人事を、家柄で決めるの

ではなく、その人個人の能力をみきわめて抜擢しようと
していたのである。世襲では適材適所主義が貫徹しない
わけで、これは英断だったといってよい。

歴史に学ぶ
戦国人間学

�
小和田 哲男
（静岡大学教授）

朝倉 孝景 能力主義の人材抜擢

自分を「熱く燃えさせる」ノウハウ！
■“パーソナル・ミッション”を持て！

自らの使命感を持っている人は、たとえ、どんな逆境の

中にあっても、自ら這い上がっていく、潜在的なパワーを

保持しているものである。それは、内発的なものであり、

外発的ではないだけに強固といえる。

パーソナル・ミッションといっても、そんなに大きく考

えることはない。自分のゴール（目標）が、現在のポジシ

ョニングと照らし合わせてみて、乖離してはいないか、

日々チェックしていくことによって、心のエンジンが駆動

して、熱く燃えていくことになろう。

人は、自分のあるべき姿と現実との格差をいかに縮めて

いくかということに、さまざまな困難にもめげないで取り

組んでいるものである。

それらに立ち向かわせる原動力は、まず、自分をおいて

ほかならない、ということを認識しておかなければならな

い。

「学問に王道はない」といわれている。自ら拓いていく

道には、王道などはないものである。それは、営業、製造

においても同様である。あるのは、セルフ・ヘルプ（自助）

の道だけだということができよう。

■「接近」から「展開」「連続」、そして「トライ」

大学名門ラグビーチームには、「接近」→「展開」→

「連続」→「トライ」（ゴール）という「勝利の方程式」が

あるといわれている。相手に深く接近し、相手の動きを瞬

時に判断し、技術的なノウハウを自由自在に駆使し、反復

し、念願のトライへと突進していくことを合言葉としてい

る。

それぞれが、自分の役割を達成していくことによって、

それぞれの立場で、熱く燃えていくのである。

したがって、いえることは、目標（ミッション）の大小

では、それぞれの状況のなかで、自分創りのためのミッシ

ョンのあるなしが、燃えられるかどうかのキーになるとい

うことがいえよう。

自分が燃える前に挫折してしまうということは、自分の

描いていたセルフイメージに問題がなかったか、自分らし

く行動しているのか、チェックしてみることである。

燃える自分創りは、ときによって状況にマッチした、セ

ルフイメージを変えていくことでもある。

例え、どんな小さな目標でもクリアしたとき、熱く燃え

た自分を発見できるだろう。

現代を生き抜く知恵
西都原　信（ビジネスマン評論家）



この社会あなたの税が生きている
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格差社会の経済学格差社会の経済学
─所得格差拡大の本当の
原因は構造改革ではない!?─

石川 秀樹（石川経済分析取締役社長）
③

また、再分配後の所得は、当初所得に比べれば、年

金や失業保険給付などによって所得を平準化させます

から、当初所得よりもジニ係数は小さく、所得格差は

少なくなっていることがわかります。

所得格差拡大の本当の原因は？

では、図表－１における平成８年以降の急速なジニ

係数の拡大は小泉内閣の構造改革によるものなのでし

ょうか。実は、構造改革よりも、高齢化の影響が大き

いのではないかといわれているのです。厚生労働省の

試算でも、平成11年からと平成14年へのジニ係数の増

加の９割は高齢化と世帯数の小規模化によって説明で

きるとしています。つまり、高齢化によって、退職し

所得の少ない高齢者が増加すれば、所得の少ない人が

増加し所得格差は拡大しますし、一緒に住んでいた家

族が別々の世帯に分かれれば、世帯ごとの所得格差は

拡大して見えるということなのです。

ここでは、ジニ係数の増加、すなわち、所得格差拡

大の主な要因といわれる高齢化について図表－２およ

び３を用いて説明したいと思います。図表－２をみれ

ばわかるように、昭和40年以降、日本の65歳以上の比

率は上昇しており高齢化が進行していたことがわかり

ます。そして、図表－３を見ると、当初所得は全世帯

平均の511万円に対して、65歳以上の世帯主の所得は

かつては「一億総中流」といわれていた日本社会に

おいて、バブル崩壊後の小泉内閣の構造改革によって

所得格差が拡大しているという指摘が数多くなされて

います。そこで、今回は、日本の所得格差について、

国際的に最も頻繁に用いられ、日本のマスコミなどで

も取り上げられる「ジニ係数」と呼ばれる経済指標を

中心に読み取ります。そして、なぜ、そのような所得

格差が起こったのかという原因について考えたいと思

います。

国際的に有名な「ジニ係数」とは？

イタリアの統計学者ジニが開発した所得分配の平等

度を測る指標です。ジニ係数は、全ての人の所得が同

じであれば０、一人の人が所得を独占していれば１と

なり、数字が小さいほど所得格差が少ないという指標

です。ジニ係数は、当初の所得格差を測る方法と、年

金、失業手当などによる再分配後の所得（再分配所得

をいいます）の格差を測る方法があります。

日本の所得格差拡大を示すジニ係数

日本の当初所得と再分配後所得のジニ係数の推移を

示したのが図表－１です。当初所得のジニ係数をみる

と、昭和40年代、50年代はジニ係数は低下傾向で、所

得格差は縮小していましたが、昭和50年代の後半から

ジニ係数は大きくなり、所得格差が大きくなっている

ことがわかります。特に平成８年以降、急速にジニ係

数が大きくなっており、小泉内閣の構造改革によって

格差が拡大したという主張の裏付けになりそうです。



振替納税を利用しよう
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図表－1 日本のジニ係数の推移

図表－2 総人口に占める65歳以上の割合

図表－3 世帯主の年齢別所得（平成14年）

出所：厚生労働省

出所：総務省

304万円、281万円、217万円とかなり低

くなっていますが、これは、65歳以上の

世帯主は退職している人が多いからで

す。以上より、昭和40年以降、高齢化が

進行しており、その結果、当初所得の少

ない高齢者が増加するので、当初所得の

ジニ係数は増加し、所得格差は拡大した

と解釈することができそうです。

ジニ係数からわかること

図表－１を見ると、当初所得のジニ係

数が大きく増加しているにもかかわら

ず、再分配所得のジニ係数はそれほど増

加していないことがわかります。これは、

高齢者は退職者が多く当初所得が少ない

のですが、年金を受け取っているので、

再分配所得はそれほど少なくないからで

す（このことは、図表－３における高齢

者の当初所得と再分配所得を見ればわか

ります）。このような視点からは、年金

制度が国全体の所得格差を解消させると

いう意味で、非常に重要であることがわ

かります。

一方、平成に入り、再分配所得につい

ても緩やかにジニ係数は増加しており、

これについては、構造改革などの社会制

度の変更が影響を与えた可能性がありま

す。つまり、厚生労働省の分析のように

「ジニ係数の増加の９割は高齢化と世帯

の小規模化で説明できる」からといって、

問題がないと判断するわけにはいかない

ことを意味するのではないでしょうか。

いずれにしても、国の所得格差を表す

代表的指標であるジニ係数では、私たち

が実感している所得格差、すなわち、高

齢化以外の所得格差については、十分な

説明ができないのです。日本の所得格差

の実態については、より多面的な事実分

析が必要と思われます。

（単位：万円）

出所：厚生労働省
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e-Taxを体験してみよう！
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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）

［実践編］

元に戻すときれいです。

最敬礼…謝罪するときや相手に感謝

の気持を伝えたいときに行いま

す。上体を45度程度傾けます。指

先が膝頭につくくらいまで上体を

傾けます。

〔ポイント〕

①　背筋をのばす。ひざをのばす。

かかとをそろえる。

②　両手は肩のチカラをぬく。

③　頭、首、背筋が一直線になるよう

に上体を腰から折るように倒す。

④　頭を下げるときは少し早く、起

こすときはゆっくりとする。

⑤　言葉は先に言ってからおじぎを

する。しゃべりながらおじぎをし

ない。

おじぎは、相手に対する思いやり

の心がないと伝わりません。心がカ

タチにあらわれ、カタチが心にあら

われます。お客様だけではなく、社

内の人にも同じような気持で接する

ことが大切です。

「親しいなかにも、おじぎあり」

です。

企業に訪問したとき、受付の人の

笑顔やおじぎなどによってその会社

の雰囲気や人柄が伝わってきます。

とくに話が終わって玄関で深々とお

じぎをされ姿が見えなくなるまで見

送られると、感動さえ覚えることさ

えあります。

そのおじぎにもいろいろあること

をご存知でしょうか。浅いおじぎを

会釈、ふつうのおじぎを敬礼、深い

おじぎを最敬礼といって、それぞれ

やりかたが異なっております。始め

と終わりのおじぎやあいさつがキチ

ントとできると、話の内容や行動が

すばらしく感じられます。そのほか

に、深くお詫びするしるしとして地

面に頭をつける土下座があります

が、普段使うことがないのでここで

は省きます。

〔おじぎの種類〕

会　釈…朝・夕の挨拶、通路ですれ

違ときに行う浅いおじぎのことを

いいます。腰から上体を15度程度

傾けた状態です。視線は相手を見

てから目から胸のあたりにくるよ

うにします。顔の表情はほほ笑み

をわすれないように。

敬　礼…お礼をいうとき、お客様の

お出迎えやお見送りのあいさつの

ときに行います。上体を30度程度

傾けます。視線は相手を見てから、

足元から前方に落とします。両手

の位置は、男性はまっすぐ両脇に

添えます。女性は前で自然に合わ

せます。おじぎをしたところで一

度静止しそしてゆっくりと上体を

おじぎもいろいろ

水はからだの基礎代謝を上げる。筋

肉や脳の代謝を高め、体脂肪を燃や

す働きをする。ダイエットとは、筋

肉の代謝を高め、体脂肪を燃やして

減らすことである。

要は水をたくさん飲んで、筋肉に

水をやり代謝を高めることが成否の

カギとなる。特に、筋肉が少ない女

性は、なおさら積極的に水を飲み、

代謝効率を高めるようしたい。

●食事以外に１日1.5～2リットル

では、どれくらい飲んだらよいの

か。代謝を盛んにするには、食事以

外に１日1.5～２リットルは必要だ。

そんなにたくさん、と思うかもしれ

ないが、起床時、食事どき、休憩時

間や就寝時に、水差しやペットボト

ルを手元に用意するなど意識してと

るようにすると、意外と簡単にクリ

アできる。

水は生命の源。脳梗塞予防にダイ

エットに、いつまでも、“瑞々しさ”

を忘れずに。

●水不足による夏の脳梗塞に注意

いささか旧聞になるが、歌手の西

城秀樹さんが48歳で脳梗塞に倒れた

のは2003年の６月だった。サウナが

大好きで、長時間水も飲まずに入っ

ていた。しかも、ダイエットに挑戦

中で、月に５～６キロの減量を目標

に、運動中も水分補給なしという過

激なものであった。そうした慢性的

な脱水状態が脳梗塞の引き金になっ

たといわれた。

脳梗塞というと、寒くて血管が収

縮する冬に多いと思われがちだが、

夏も決して少なくない。原因は水分

不足だ。

西城さんほど極端でなくても、暑

い季節、発汗などで体内の水分が失

われ、血液がドロドロになって詰ま

りやすくなる。からだの「水不足」

は脳卒中の大きな危険因子である。

時間帯では、午前中が要注意であ

る。寝ている間に汗をかき、水分が

奪われてしまうからだ。それを補う

ため、「朝、起き抜けにコップ１杯

の水を」と専門医は呼びかける。

●水はからだの基礎代謝を高める

それに、ダイエットに成功したい

のなら、水をたくさんとることだ。

脳にもダイエットにも
“瑞々しさ”を

後藤 有能 
（医学ジャーナリスト） 



★マチ金への利息は営業外費用

売上高から売上原価を差し引いた

金額が売上総利益、そこから各種の

営業経費（販売費及び一般管理費）

を差し引いた金額が営業利益です。

損益計算書の営業利益までの段階

は、営業に関するものだけでしたが、

次のステップは「営業外」の取り扱

いです。

営業外収益は、会社が銀行にお金

を預金したときに受け取る受取利息

や、他の会社に投資したときの受取

配当金などです。空いている不動産

を賃貸したときの雑収入なども営業

外収益とされます。

もう一方の営業外費用ですが、そ

の代表格が支払利息です。営業外費

用の方は、支払利息だけという会社

もずいぶん多くなっています。銀行

からの借り入ればかりではなく、サ

ラ金、マチ金からの借入利息も営業

外費用です。

★経常利益の重要性

営業利益に、営業外収益、営業外費

用を加減した金額が経常利益です。

営業利益と経常利益とを比べる

と、その会社の財務的リッチ度がわ

かります。

日本一リッチ度が高いとされてい

るのが、武田薬品ですが、平成17年

度の営業利益4028億円と経常利益

4854億円の差は、なんと約800億円。

800億円という利益は、かなり大手

の企業でも営業上で稼ぎ出すのがや

っと、という数字です。それを武田

は営業外で稼ぎ出しているのです。

経常利益は企業の平常状態での利

益を意味し、企業間比較や期間比較

などには有益な利益です。ライバル

会社との経常利益の比較や、昨年対

比の経常利益増減などが、非常に大

きな意味を持つのです。

会員の増加は、会員のメリットに通じる
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■解答
２五飛　同香　２六金　同香　２四角　２五玉　３七桂ま

で七手詰め。

■解説
初手　２七桂では　同角成で手も足も出なくなってしまいま

す。

まず　２五飛が正解で　同玉や　同角は　２六金までとなり

ます。

同香にすぐ　２四角は　２六玉で失敗です。３手目は　２

六金が肝心で　同香に　２四角とすれば　２五玉に桂の吊るし

詰めまでです。

石島 洋一（石島公認会計士事務所／公認会計士）

営業と営業外の違い

勘　定　科　目

売 上 高

売 上 原 価

売 上 総 利 益

販売費及び一般管理費

営 業 利 益

営 業 外 収 益

営 業 外 費 用

経 常 利 益

武　田

12,122

2,821

9,301

5,273

4,028

1,039

213

4,854

武田薬品　損 益 計 算 書
（平成17年４月～18年３月）

（単位億円）

�貝割菜

ひらひらと月光降りぬ貝割菜

川端茅舎

大根やカブなど、秋の初めごろに種

をまき、芽が出てすぐの双葉のことを

言う。長さ６センチから10センチくら

いの白い細い軸の上に開いた双葉が、ちょうど二枚貝

の殻が開いたように見えることからこう呼ばれる。

大根の貝割菜は大阪とその近郊の畑で古くから栽培

されてきた。1970年代半ばに水耕栽培の方法が開発さ

れ、全国で大量生産されるようになった。日本かいわ

れ協会は1986年、９月18

日を「かいわれ大根の日」

と定めた。最近は年中出

回っていて、季節感が薄

れている。

料理のあしらいやサラ

ダ、軽くゆでておひたし

にして食べる。ピリッと

した辛味のあるさわやかな風味と美しい緑色が、料理

にアクセントと彩りを添えてくれる。

�カレーライス

インドで誕生したカレーは、子どもたちの大好きな

メニューの一つとして常に上位を占めている。一人平

均月四皿は食べているという統計もあり、今や日本の

国民食でもある。

明治の初め、インドを植民地にしていたイギリスか

ら伝わった。インドではさまざまなスパイスを調合し

て作るが、この時、すでにブレンドされたカレー粉が

輸入された。戦後、カレールーの発売で、家庭で手軽

に食べられるようになった。

東京・日比谷のレストラン松本楼が、毎年９月25日

に10円でビーフカレーを出す「10円カレー」を始めた

のは1973年のこと。２年前の71年、過激派学生の投げ

た火炎瓶で店が全焼、全国からの励ましを受けて再オ

ープンする際、感謝の思いを込めて始めたものだ。そ

れほど、カレーは日本人の食に欠かせないものになっ

ている。
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平成19年7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

１

２

３

５

６

６

７

７

８

９

９

11

11

12

12

12

12

15

15

16

17

17

17

17

18

18

18

19

19

19

19

20

21

21

法　人　名

㈱メンターズ・アンド・アソシエイツ

㈱もしも

㈱プレジャー

㈲ワウワウ

㈱スリースカンパニー

㈱CTプランニング

㈱トリノ・リンクス

㈱ネス・コーポレーション

㈱リニア

㈱ピーエフ&パートナー

㈱エンソウル

㈱Triangle Win

グレイス・プロモーション・カレッジ

お好み焼　川中

（非営）日本オリンピアンズ協会

㈱オージープロジェクト

（医）財団　東友会

㈱モイ

㈱深水社

㈲バンデザイン

杉電工事㈱

㈱アーネプランニング

㈱くずみ

㈱コラボラボ

㈱ASTA

㈲メリッサ経営

丸紅ファッションリンク㈱

税理士法人　上原会計事務所

㈱エス・キュー・シー

㈱クリーン・イノベーター

㈱プライマルドライヴ

㈱ジョンノブアンドパートナーズ

㈱宮岡設計事務所

㈲KAPRA CO.

㈲アートアンドジュエリースペースラ・テール

㈱パワーコンサルティングネットワークス

代表者名

小林　彰彦

實藤　裕史

古屋　優子

金澤　　武

金子　哲也

稲垣千恵子

三田栄一郎

堀　　雅晴

尾上　和紀

松原　美樹

畠山　　健

澤田　　勇

水谷　鏡子

川中　久子

小栗かよ子

今川　淳子

大竹　真二

大澤　弘子

吉林　正三

杉山　恒治

稲葉　英子

久保田純市

金井　響子

黒岩　真生

山田美代子

坂上　辰雄

上原左多男

倉田　克徳

瀧澤　重信

徳永　憲二

久富　　　

細川　信和

八木　倫正

上岡　　茂

谷崎　憲一

連　絡　先　住　所

渋谷区恵比寿１－19－19

渋谷区恵比寿１－21－８

渋谷区恵比寿４－20－３

渋谷区恵比寿南１－２－８

渋谷区桜丘町14－10－703

渋谷区東２－11－５

渋谷区渋谷１－10－７

渋谷区渋谷２－10－15

渋谷区道玄坂１－12－１

渋谷区道玄坂１－12－１

渋谷区松涛１－４－９

渋谷区道玄坂２－15－１

渋谷区道玄坂２－10－７

渋谷区宇田川町34－６

渋谷区神南２－１－１

渋谷区富ヶ谷１－20－13

渋谷区富ヶ谷１－36－６

渋谷区富ヶ谷２－２－17

渋谷区上原２－28－８－４B

渋谷区幡ヶ谷２－20－８－905

渋谷区幡ヶ谷２－33－13

渋谷区本町５－11－４

渋谷区初台１－38－10

渋谷区代々木４－23－５－10F

渋谷区代々木４－23－13

渋谷区代々木５－40－６

渋谷区代々木１－22－１

渋谷区代々木１－36－１

渋谷区代々木２－13－５

渋谷区千駄ヶ谷３－12－10

渋谷区千駄ヶ谷３－15－14

渋谷区千駄ヶ谷３－55－５

渋谷区千駄ヶ谷４－５－１

渋谷区神宮前１－14－21－２F

渋谷区神宮前４－26－18

渋谷区神宮前５－25－１

電話番号

5795-1444

5423-7811

5789-5856

3793-5350

3770-3600

5464-9927

5466-7870

5468-6600

4360-5729

4360-5500

3466-9746

5784-3155

3462-8100

3463-5316

5738-3047

3465-0919

5453-1817

6231-4000

5369-0271

3268-3989

3376-4643

5333-6202

3376-0923

3320-6445

3376-5522

5452-2527

3370-9161

5302-2011

5304-7231

3408-1301

6411-4021

3408-0084

3401-8948

3479-1221

3402-7160

5468-8808

業　　種

経営コンサルティング 事業化支援

インターネット通信販売及び仲介事業

不動産コンサルティング

カラオケルーム

コンピュータソフト販売卸、プロバイダー他

芸能プロダクション

通信販売コンサルティング

保育業

通信・情報

不動産

コンピュータ・ソフトウェア業

広告業

スクール事業

飲食業

スポーツ団体

教育・研修

医療経営

映像制作業

デザイン

版下・デザイン

建設業

建設業

飲食店

PR業

インターネット

経営コンサルティング

繊維製品卸

税理士

ソフトウェアの検証サービス

アパレル

飲食業

建築設計監理

サービス業飲食店

貴金属業

不動産業
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9月は固定資産税・都市計画税
第2期分の納期です（23区内）

�9月の税務

１ ８月分源泉所得税・住民税の特別徴収税

額の納付

納期限…９月10日

２ ７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…10月１日

３ １月、４月、７月、10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…10月１日

４ 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…10月１日

５ １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…10月１日

６ 消費税の年税額が400万円超の１月、４

月、10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…10月１日

７ 消費税の年税額が4,800万円超の７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…10月１日

■ヒント
うまい捨て駒の連続

で追い詰めます。桂で

仕上げます。

（考慮10分で１級）

〈出題〉六段沼春雄

6月にお送りした納付書により、10月1日（月）までに
お納めください。
〈ご利用できる納付方法〉

◆金融機関・郵便局、都税事務所（都税支所）・支庁の窓口

◆口座振替

◆コンビニエンスストア※１
〈利用可能なコンビニ〉
エーエム・ピーエム　くらしハウス　ココストア　コミュニティ・
ストア　サークルK サンクス　スリーエイト　スリーエフ　生活
彩家　セブン－イレブン　デイリーヤマザキ　ファミリーマート
HOT SPAR CVS ポプラ　ミニストップ　ヤマザキデイリースト
アー　ローソン（50音順）

◆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※２

※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。
※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する方は、事前に金融機関への利用
申し込みが必要です（既にご利用の方は、新たな申し込みは不
要です。）。

災害等により被害を受けた方には
都税を減免する制度があります

台風や集中豪雨などで甚大な被害を受けた方には、一度課税さ

れた税金のうち、まだ納期限が到来していない税金を被災の程度

等によって軽減または免除する制度があります。
〈減免の対象となる都税〉

固定資産税・都市計画税（23区内）、不動産取得税、個人事業

税など
〈減免を受けるための手続き〉

減免を受けるためには、納期限までに、納税者ご本人からの申

請が必要です。被災された方は、「り災証明書」など、被災の事

実を証明する書類を添えて、都税事務所まで申請してください。

また被害により、都税を一度に納めることができない場合には、

納税を猶予する制度があります。なお、納税の猶予を受ける場合

にも、申請が必要となります。

【問い合わせ先】

主税局総務部総務課相談広報係　電話 03（5388）2924 または

渋谷都税事務所固定資産税課固定資産税係　電話 03（3463）4319
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