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3月 生 弥 

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　３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　３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　３月14日（金）17日（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。

●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

20年2月 20年3月下旬

3月・（4月）実施する主な事業（上記以外）

●３月４日　法人税確定申告書の書き方講習会
●３月４日　第19・20・21ブロック合同研修会
●３月５日　法人税確定申告書の書き方講習会
●３月６日　青年部会役員会
●３月６日　広報委員会
●３月７日　組織委員会
●３月７日　第11ブロック健康セミナー
●３月10日　総務委員会
●３月11日　源泉所得税セミナー
●３月12日　法人税確定申告書の書き方講習会
●３月13日　法人税確定申告書の書き方講習会
●３月15日　第17ブロックバス見学研修会
●３月21日　厚生委員会
●３月21日　社会貢献委員会
●３月26日　源泉部会研修会
●３月26日　第10ブロックバス見学研修会
●３月28日　理事会
●４月21日　源泉部会総会、研修会
●４月22日　正副会長、監事拡大会議
●４月24日　環境セミナー

2月号訂正とお詫び

しぶや法人２月号、表紙の写真を小春日和の“公園”とご紹介いたしましたが、明治神宮の中でした。

関係各位にご迷惑をお掛けいたしましたことをお詫び申し上げます。

社社会会貢貢献献委委員員会会かかららごご報報告告

社会貢献委員会では、盲導犬育成募金を行っております。最近の募金額のご報告をいたしますととも

に皆様のご協力に感謝申し上げます。

女性部会新年賀詞交歓会　　　　33,292円　　１月25日（金）

第15ブロック新年会　　　　　　16,327円　　１月29日（火）

第14ブロック新年会　　　　　　25,844円　　１月30日（水）

第６・11ブロック合同研修会　　13,101円　　２月５日（火）



正しい税知識を学ぼう
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所得税・贈与税の申告と納税は　　3月17日（月）
個人事業者の消費税の申告と納税は 3月31日（月）までです。

※申告期限間際になりますと税務署の窓口は大変混雑しますので、
申告書は早めのご提出をお願いします。

※申告期限までに申告をしなかったり、間違った申告をした場合に
は、本税の他に加算税や延滞税を納めなければならない場合もあ
りますのでご注意ください。

納税は口座振替をご利用ください。

平成19年の確定申告分　　　　 振替日　 新規手続期限

所得税　　　　　　　　　　　　　　４月22日（火） ３月17日（月）

個人事業者の消費税及び地方消費税　４月24日（木） ３月31日（月）

※一度手続をされますと、継続してご利用できます。ただし、転居等に

よって所轄税務署が変更になるときは再度手続が必要となります。

ご不明な点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。

所得税の確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書
消費税等の確定申告書・贈与税の申告書

国税庁ホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」で入力し、プリントアウトした確定申告書等は、その

まま税務署に提出することができます。

※適用される特例の内容等により、ご利用できない場合がありますので、ご注意ください。

詳しくは、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）をご確認ください。

消費税の申告について

平成17年分売上高（課税売上高）が1,000万円を超えている方は、平成19年分の消費税の課税事業者となり申

告と納税が必要ですのでお忘れなく。

また、平成18年分の売上高（課税売上高）が1,000万円を超えている方は、平成20年分消費税の課税事業者と

なりますので、課税事業者の届出が必要となります。

納税証明書の交付請求をされる方へのお願い

平成19年分の所得税の納税証明書が必要な方は、確定申告書を税務署の窓口までご持参いただき、受付担当者

にその旨をお申し出ください。

なお、平成19年分の所得税の確定申告書を提出された後に所得税の納税証明書を請求される場合には、交付ま

でに相当期間を要しますのでご了承願います。

所得税から住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）を引ききれなかった方へ

住宅ローン控除を所得税から控除しきれなかった分は、住民税（所得割）から控除されます。

※申告期限までに「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別控除申告書」を提出する必要があります。

（詳しくは、渋谷区役所 税務課（TEL 3463-1211）へお尋ねください。）

が作成可能！〔 〕



法人税 ひとくちメモ

法人会はよき経営者をめざす者の集まり
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e-Taxを利用しよう
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法人会の事業活動に積極的に参加しよう

★★★★★★　　渋渋谷谷税税務務署署かかららののおお知知ららせせ　　★★★★★★
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平成20年度国税専門官募集
国税専門官とは、国税局や税務署において、税務のスペシャリストとして法律、経済、

会計等の専門知識を駆使し、適正・公平な課税を維持し、租税収入を確保するための事務

を行います。

◇　受　験　資　格　　１　昭和54年４月２日から昭和62年４月１日生まれの者

２　昭和62年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの

イ　大学を卒業した者及び平成21年３月までに卒業する見込み

の者

ロ　人事院がイに掲げる者と同等の資格があると認める者

◇　申込書交付期間　　２月１日（金）～４月14日（月）

◇　申込書受付期間　　４月１日（火）～４月14日（月）

◇　試　　験　　日　　第１次試験　６月15日（日）

第２次試験　７月28日（月）～７月31日（木）のうち指定された日

※詳細については、お気軽に渋谷税務署・総務課（TEL  03－3463－9181）まで

お尋ねください。

税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意

税務職員を装い、現金自動預け払い機（ATM）を操作させ振込みを行なわせる「振り

込め詐欺」による被害が発生しています。

税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせする場合は、提出していただいた申告書

等を基にその内容をご本人に確認することを原則としております。

また、税務署や国税局では

（1）還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機（ATM）の操作を求めることは

ありません

（2）国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません

のでご注意ください。

ご不審な点があるときは、所轄の税務署まで電話等によりお問い合わせください。



この社会あなたの税が生きている
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【固定資産税】
新築住宅に対する減免措置の適用期限、適用できる期間はいつまでですか？

東京都では、平成20年１月11日、新築住宅に対する減免措置について、廃止する方針を発表しましたが、

都民への周知期間等を考慮し、適用期限を１年延長した上で廃止します。

従って、平成21年１月１日までに新築された住宅については、新たに課税される年度から３年度分、減免措置

の適用があります。期間については以下のとおりです。

Q

A

�春分の日
1948年、「国民の祝日に関する法律」で

定められた国民の祝日の一つ。戦前の春季

皇霊祭の日だ。2008年は３月20日。法律で

は「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」

とある。

暑さ寒さも彼岸まで、といわれる春の彼

岸の中日に当たり、昼夜の長さがほぼ等しくなる。

この日前後３日間が仏教でいう彼岸だ。ただ、春の彼岸

のころ、東京や大阪の平均気温は９度台だが、秋の彼岸の

ころは21、2度。随分気温の差がある。

春分は、立春、冬至などとともに24節気の一つ。だいた

い３月21日ごろだが、年によって異なる。地球が太陽の周

りを１周する時間が365日より長いためだ。その日は国立

天文台が計算する。春分の日一つにも、天球の不思議を感

じさせてくれる。

�弘法大師忌
仏教の基礎をつくった空海は平安時代初めに真言宗を開

き、835年３月21日に61歳で亡くなった。毎月21日には、

空海が経営に尽力した京都の東寺で「弘法」市が開かれ、

境内にさまざまなものを売る行商人たちが集まる。

弘法大師は空海の死後の称号で、命日には「御影供」が

行われる。参拝客に茶をふるまうために市が始まり、しだ

いに扱う品物の種類が増えた。江戸時代には現在の姿のよ

うになったという。

年末の「終の弘法」が有名だ。正月飾りやおせち料理の

材料などを買い求める人々でにぎわう。京都人から「弘法

さん」と呼ばれ、親しまれている東寺の「弘法」市。乾い

た土地で湧き水を見つける「弘法清水」といった奇跡の伝

承が残るのと同様、空海が多くの人に愛されている証だろ

う。

【参考】

地方税法に基づく新築住宅に対する固定資産税

の減額措置は、平成20年度税制改正において、適

用期限を平成22年３月31日まで２年延長すること

とされているため、平成21年１月２日以降の新築

分については、地方税法に基づく減額措置のみが

適用となります。

減免適用年度

新築された日

H17.1.2～H18.1.1 

H18.1.2～H19.1.1 

H19.1.2～H20.1.1 

H20.1.2～H21.1.1 

H21.1.2～H22.1.1

18

●

─

─

─

─

19

●

●

─

─

─

20

●

●

●

─

─

21

×

●

●

●

─

22

×

×

●

●

×

23

×

×

×

●

×

24

×

×

×

×

×



e-Taxを体験してみよう！

去る１月25日（金）午後４時から７時30分まで表参道「アイビーホール青学会

館」に於いて、研修と賀詞交歓会を渋谷税務署幹部・本部から柳田会長はじめ

多くの来賓をお迎えし行われた。西尾副部会長の司会進行で進められ、第１部

新春特別研修の講師・本郷法人課税担当総括副署長から「儲け話と税金」と題

し90分にわたり少子高齢化社会の到来と諸問題①年金②高齢者の資産運用③投

資の促進策としての新興市場の創設④投資優遇税制の問題点などについてお聞

きした。最後に振り込め詐欺に十分に注意されるようにと話された。

第２部賀詞交歓会は、最初に全員集合記念撮影後に、八木原監事の司会進行で、森女性部会長の新年

の挨拶、来賓のご紹介、乾杯と続き懇談に入った。

今年は、合計年齢167歳のお二人の新舞踊・南京玉すだれ・昔懐かしいバナナの叩き売りと恒例の

［江戸芸かっぽれ］が披露され大いに盛り上がりました。

バナナの叩き売りでは売上金33,292円を社会貢献委員会から、盲導犬育成の為に寄付をさせていただ

きました。

参加者それぞれに新春の寿ぎを感じ、楽しく会員相互の親睦を深めた。
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新春特別研修・賀詞交歓会

森部会長

女性部会便り

今年も全員で笑顔を忘れず

バナナの叩き売りで売上を募金箱へ

第1部研修会

若いペアの新舞踊（167歳）



みんなの力で法人会を大きく育てよう
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源泉研究部会

役員・世話人会開催

平成20年度事業計画案の検討を去る２月７日（木）午

後５時から渋谷エクセルホテルに於いて、渋谷税務署

から佐藤署長、本郷副署長、清水第４部門統括官、平

山審理担当上席調査官にご出席いただき、20年度の研

修会の内容を細目に亘り検討し、年10回の事業計画案

は全て、承認された。

更に、昨年に引続きe-Taxについて源泉部会会員企

業が積極的に利用することとした。更に、源泉研究部

会の会員増強を行い、部会の更なる発展を決議した。

出席役員は、永瀬部会

長（東京急行電鉄㈱）は

じめ役員・世話人16名。

本部から柳田会長・石田

副会長が出席し、名刺交

換をした。

会議風景

永瀬部会長 柳田会長

佐藤署長

税務セミナー　所得税確定申告について

去る１月30日（水）、午後1時30分から3時30分まで渋

谷区立商工会館に於いて開催した。

今年は、本題に先立ち、法人課税第一部門岡田統括

官からe-Taxの申請・届出等について説明があり、早

期の利用をお願いされた。引き続き、渋谷税務署個人

課税部門小黒上席調査官より申告手続の流れ、申告書

の提出、種類、申告の必要がある

方、又、誤りやすい例など、具体

的な記載方法について詳しく説明

を受け、最後に経営者、従業員の

適正な申告書を早期に提出と、国

税庁のホームぺージの活用もお願

いされて終了。参加者53名。

ブロック合同研修・懇談会

6（渋谷1～4丁目）11（宇田川、神南）

２月５日（火）午後４時～７時　渋谷東武ホテル

６ブロック、11ブロックは研修とブロック間の親睦

を図ることを目的とし、合同研修会を開催した。第１

部研修会は、講師に渋谷税務署から法人課税第一部門

岡田統括官と坂井審理担当上席調査官を招き、坂井上

席から「やさしい法人税」、岡田統括官から「税務行

政の現場」について、体験談を交え普段聴くことので

きない貴重な話を聴くことができました。

第２部懇談会では

親睦を兼ね、和やか

な中で、名刺交換し、

これを機会にビジネ

スチャンスが広が

り、有意義なイベン

トでした。又、出入

口に設けた盲導犬育

成募金箱に13,101円

が集り、社会貢献委

員会を通して盲導犬

協会へ届けた。参加

者石田ブロック担当

副会長他45名。

小黒上席

「やさしい法人税」坂井上席

事業の繁栄を祈念し乾杯



　政府は、平成20年1月11日、平成20

年度税制改正要綱を閣議決定しました。 

主な改正事項をお知らせします。 

　なお、最終的な改正内容については、

今後の国会審議等にご留意ください。 

 
 
1、研究開発税制 
　試験研究費の特別税額控除制度について、増加分に対す
る上乗せ特例措置が改組され、次の特例のいずれかを選択
適用できる制度が創設されます。この制度における控除税
額は、試験研究費の総額に係る特別税額控除制度または中
小企業技術基盤強化税制とは別に、当期の法人税額の10
％が限度となります。 
（1）試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、かつ、
基準試験研究費の額を超える場合には、試験研究費の額
が比較試験研究費の額を超える部分の金額の5％の特別
税額控除ができるようになります。 

（2）試験研究費の額が平均売上金額の10％を超える場合
には、その超える部分の金額に特別税額控除割合を乗じ
た金額の特別税額控除ができるようになります。 
（注）特別税額控除割合は、試験研究費割合から10％を控除
した割合に0.2を乗じた割合となります。 

【適用期間】平成20年4月1日から平成22年3月31
日までの間に開始する事業年度 
2、情報基盤強化税制 
（1）対象設備等の追加 
　部門別、企業間で分断されている情報システムを連携
するソフトウエアとして一定の要件を満たすものが追加
されます。 

（2）取得価額の最低限度の引き下げ 
　資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人等に
ついて、対象設備等の取得価額の合計額の最低限度が
70万円に引き下げられます（現行300万円）。 
【適用期限延長】平成22年3月31日まで2年延長 
3、減価償却制度 
（1）法定耐用年数の見直し 
　機械装置を中心に、実態に即した使用年数を基に資産
区分が整理されるとともに、法定耐用年数が見直されます。 
【適用時期】既存の減価償却資産を含め、平成20年4月
1日以後開始する事業年度から 

（2）耐用年数の短縮特例 
　本特例の適用を受けた減価償却資産について軽微な変
更があった場合、本特例の適用を受けた減価償却資産と
同一の他の減価償却資産の取得をした場合等には、改め
て承認申請をすることなく、変更点等の届出により短縮
特例の適用を受けることができるようになります。 

  
 
１、特定中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の
特例の創設 

（1）個人が、その年中に特定中小会社であって次の要件を
満たす株式会社に出資した金額について、1,000万円を
限度として寄附金控除が適用されます。 

①設立１年目の株式会社…中小企業の新たな事業活動の
促進に関する法律に規定する特定新規中小企業者 

②設立2年目または3年目の株式会社…特定新規中小企
業者であって前事業年度及び前々事業年度における営
業活動によるキャッシュ・フローが赤字であるもの 

（2）特定中小会社に出資した金額のうち、本特例の適用を
受けて総所得金額等から控除した金額は、取得した特定
中小会社の株式の取得価額から控除されます。 

（3）特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の2分
の１課税の特例については、所要の経過措置が講じられ
た上、廃止されます。 
【適用時期】平成20年4月1日以後に特定中小会社の株
式を払込みにより取得する場合 

2、中小企業投資促進税制 
適用期限が2年延長されます。 
3、交際費等の損金不算入制度 
中小企業者に係る400万円の定額控除の適用期限が2年
延長されます。 

4、欠損金の繰戻し還付の不適用制度 
中小企業者の設立後5年間に生じた欠損金額に係る適用
除外措置の適用期限が2年延長されます。 

5、少額減価償却資産の取得価額（30万円未満）の損金算
入の特例 
適用期限が2年延長されます。 
【適用期限2年延長】平成22年3月31日まで 
 
 
1、取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設 
（1）事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続
人から相続等によりその会社の株式等を取得しその会社
を経営していく場合には、その事業承継相続人が納付す
べき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式
等（相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含
めて、その会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2
に達するまでの部分）に係る課税価格の80％に対応する
相続税の納税が猶予されます。 
（注1）｢事業承継相続人｣とは、中小企業の経営の承継の円滑化
に関する法律（仮称）における経済産業大臣の認定を受けた
一定の中小企業の発行済株式等について、同族関係者と合わ
せその過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中で筆頭株
主である後継者をいいます。 

（注2）会社を経営していた被相続人は、その会社の発行済株式
等について、同族関係者と合わせその過半数を保有し、かつ、
その同族関係者（事業承継相続人を除く。）の中で筆頭株主
であったことを要します。 

（2）納税猶予の対象となる株式等のみを相続するとした場
合の相続税額から、その株式等の金額の20％に相当する
金額の株式等のみを相続するとした場合の相続税額を控
除した額が猶予税額とされます。 

税制改正の要綱 
平成20年度 

この社会あなたの税が生きている
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（3）その事業承継相続人が納税猶予の対象となった株式等
を死亡の時まで保有し続けた場合等の一定の場合には、
猶予税額が免除されます。 

（4）その事業承継相続人が、相続税の法定申告期限から5
年の間に、代表者でなくなる等により、中小企業の経営
の承継の円滑化に関する法律（仮称）に基づき経済産業
大臣の認定が取り消された場合等には、猶予税額の全額
を納付することとなります。 

（5）上記（4）の期間経過後において、納税猶予の対象と
なった株式等を譲渡等した場合には、その時点で、納税
猶予の対象となった株式の総数等に対する譲渡株式の総
数等の割合に応じた猶予税額を納付することとなります。 

（6）上記（4）または（5）により、猶予税額の全額または一部
を納付する場合には、その納付税額について相続税の法
定申告期限からの利子税も併せて納付することとなります。 

（7）この特例の適用を受けるためには、原則として、納税
猶予の対象となった株式等のすべてを担保に供しなけれ
ばならないこととなります。 

（8）現行の特定同族会社株式等に係る相続税の課税価格の
計算の特例は、所要の経過措置が講じられた上で廃止さ
れます。 
【創設及び適用時期】21年度税制改正において創設され、
中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律（仮称）施
行日以後の相続等に遡って適用 
※新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課
税方式を遺産取得課税方式に改めることが検討されます。 

2、非上場株式の評価に係る営業権評価の見直し 
（1）純資産価額方式における営業権の評価について、企業
者報酬の額及び純資産価額に乗じる利率の見直しが行わ
れます。 

 
  
 1、上場株式等の譲渡所得等に対する課税 
（1）上場株式等に係る譲渡所得等の7％軽減税率の廃止 
　平成20年12月31日をもって7％（住民税とあわ
せて10％）軽減税率が廃止され、平成21年1月1日
以後は15％（住民税とあわせて20％）となります。 

（2）特例措置 
　平成21年１月１日から平成22年12月31日まで
の間（2年間）に上場株式等を譲渡した場合には、その
年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうち500
万円以下の部分については、7％（住民税とあわせて10
％）となります。 

（3）源泉徴収口座における源泉徴収税率の特例 
　平成21年１月１日から平成22年12月31日まで
の間（2年間）の源泉徴収口座における源泉徴収税率は、
7％（住民税とあわせて10％）となります。 
　この場合、源泉徴収口座の上場株式等に係る譲渡所得
等の金額と源泉徴収口座以外の上場株式等に係る譲渡所
得等の金額の合計額が500万円を超える者については、
その超える年分について、源泉徴収口座の譲渡所得等に
係る申告不要の特例は適用されません。 
2、上場株式等の配当所得に対する課税 
（1）上場株式等に係る配当等の7％軽減税率の廃止 
　個人が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る源
泉徴収税率については、平成20年12月31日をもっ
て7％（住民税とあわせて10％）軽減税率が廃止され、
平成 21年 1月 1日以後は 15％（住民税とあわせて
20％）となります。 

（2）源泉徴収税率の特例措置 
　平成21年１月１日から平成22年12月31日まで
の間（2年間）に個人が支払を受けるべき上場株式等の配
当等（大口株主が支払を受けるものを除く。）に対する源
泉徴収税率が7％（住民税とあわせて10％）となります。 
　この場合、その年中の上場株式等の配当等（年間の支
払金額が１万円以下の銘柄に係るものを除く。）の金額の
合計額が100万円を超える者については、その超える年
分について、当該上場株式等の配当等に係る申告不要の
特例は適用されません。 
3、損益通算の特例 
（1）上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間
の損益通算の特例の創設 
　その年分の上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生
じた損失の金額があるときまたはその年の前年以前3年
内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額（前年以
前に既に控除したものを除く。）があるときは、これらの
損失の金額を上場株式等の配当所得の金額（申告分離課
税を選択したものに限る。）から控除できることとなります。 
【適用時期】平成21年分以後の所得税 
  
  
　消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の
暫定措置として、法人事業税の一部が分離され、「地方法人
特別税」及び「地方法人特別譲与税」が創設されます。 
1、地方法人特別税 
（1）納税義務者 
法人事業税（所得割または収入割）の納税義務者。 

（2）課税標準 
標準税率により計算した所得割額または収入割額。 

（3）税率 
①付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によっ
て法人事業税を課税される法人の所得割額に対する税
率… 148％  

②所得割額によって法人事業税を課税される法人の所得
割額に対する税率…81％  

③収入割額によって法人事業税を課税される法人の収入
割額に対する税率…81％  

（4）賦課徴収 
　地方法人特別税の賦課徴収は、都道府県が法人事業税
の例により併せてこれを行うこととされます。 
【適用時期】平成20年10月１日以後に開始する事業年度 
2、地方法人特別譲与税 
　地方法人特別税の税収の全額を人口等一定の基準により
都道府県へ譲与する地方法人特別譲与税が創設されます。 
  
  
 1、寄附税制 
（1) 特定公益増進法人等に係る寄附金の損金算入限度額に
ついて、所得基準が所得の金額の5％へ引き上げられま
す（現行2.5％）。 

振替納税を利用しよう
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e-Taxを体験してみよう！
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戦国時代の君臣の関係は、江戸時代の
それと全くちがっていた。戦国時代は

「君、君たらずんば、臣、臣たらず」であった。つまり、
殿様が殿様としてふさわしくなければ、家臣たちは、君
臣の絆をたちきってよいとされていた。その大名家を去
り、新しい仕官先をさがすことは自由だったのである。
これを去就の自由とか去留の自由といった。
それに対し、江戸時代は、「君、君たらずとも、臣、

臣たれ」といういい方に変化する。要するに、殿様にた
とえ能力がなくとも、その殿様にお仕えするのが武士の
つとめであるといういい方になる。よく、「武士は二君
にまみえず」とか「二君に仕えず」などというのがそれ
である。
そうした戦国時代の武士道のあり方を端的にあらわし

ているのが、志道広良の言動であろう。
志道広良は毛利元就の重臣の一人で、あるとき、元就

の長男であり、まだ若かった隆元に向かい、「君は船、
臣は水にて候。水よく船を浮かべ候ことにて候。船候も、
水なく候えば、相叶わす候か」といっているのである。

殿様を船にたとえ、家臣を水にたとえ、「水があるから
船は浮かぶ、水がなければ船は浮かばない」、つまり、
「家臣がいるからあなたは殿様でいられるのですヨ」と
いっていることになる。
おそらく、江戸時代、同じ言葉を毛利家の当主にいお

うものなら、その家臣は無礼討ちさせられたであろう。
戦国時代だからいうことができたという側面がある。
というのは、戦国時代は江戸時代にくらべ、君臣の間

の壁はそう高いものではなかったからである。殿様と重
臣との間にそんなに大きな身分差はなかったのである。
それは、戦場では、一緒に行動をし、俗にいう「同じ釜
の飯を食う」といった間柄だったことも影響していたし、
そもそも戦国大名の成り立ちが、重臣クラスの同列の中
から、頭一つリードした者が戦国大名となっていったの
と関係していた。
なお、この「君は船、臣は水」という言葉は、志道広

良の創見ではない。中国の史書にみえる周知の言葉であ
る。それを主君の面前でいっていることが注目されるわ
けである。

歴史に学ぶ
戦国人間学

�
小和田 哲男
（静岡大学教授）

志道
し じ

広良
ひろよし

「君は船、臣は水」

「ビジョナリー・パーソン」をめざそう！
■自分の目標は明確に

「これから……」と考えていくか。もう「これまで……」

と考えていくかによって、天と地ほどの開きが出てくるも

のである。

言うまでもなく、自分の明日を拓いていくのは、誰でも

ない、自分自身しかいないものである。つまりセルフ・ヘ

ルプ（自助）精神を吟味しておかなければならない。

よく、なにをやるにしても、まず一緒にやってくれる仲

間づくりからスタートしていく場合が多いようである。し

たがって、○○勉強会、××クラブなどに参加するという

こともあるようだ。確かに同じ目的を持った人たちとの交

流をすることは、安心であり、また相互に啓発されていく

というメリットも多いといえる。

しかし、それらの他人からのサポートには、自ずから限

界があるものである。したがって、ただ参加しているだけ

では、自分の成長を阻害していくことにもなりかねない。

周囲の状況に左右されることなく、自分の目標をしっかり

ともっておくことが肝要である。

目標を明確にもつことが、ストレスにも負けない強く、

賢くしていくものである。但し目標は一日にして達するこ

とはできるはずがない。例えばあの富士山の頂上にたどり

着くには、一歩一歩と足を踏み出していかなければ、その

目標を達することはできない。

小林一茶の「カタツムリそろりそろそろ富士の山」の句

にあるように、歩む意志が

ある限り、あのカタツムリ

もいつかは、頂上に到達す

ることになる。このように、

自分のビジョンを明確にし

て、その実現に日々努めて

いくのが「ビジョナリー・

パーソン」なのである。

「ビジョナリー・パーソン」になるポイント

①他人と自分を比べてみない

いたずらに他人と比較することなく、自己確立をめざす

こと。

②自分サイズの実現可能な目標から

何も大きな目標をめざすのでなく、自分にマッチしたも

のからクリアしていく。

③目標達成を習慣化していく

苦痛をともなっては、なかなか前進していかない。自分

のペースで、小さなことから、その達成のために習慣化し

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）



会員の増加は、会員のメリットに通じる
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た言葉が出るようにしたい。

あなたが大変だ、悲しい、うれし

いことは、相手も同じように感じて

いるのである。

感謝…今日１日、なにごともなく、

おいしくご飯が食べられ健康で過ご

せた、思うように仕事ができたこと

をありがたく思う。

自然と神仏（大自然の法則）に、

手を合わせてお願いするのではな

く、無事に過ごせたことを感謝する

習慣を身につけたい。

あなたが感謝の気持ちを素直に表

現すると、心のやすらぎ、広さを示

すことができる。

感動…小さい子供のように、美しい

もの、可愛いものに接したとき、理

屈抜きで素直に心から感じたままを

表現するように心がける。

「いい歳をして、今さら…」など

と言って恥ずかしがったり、無理に

理屈をつけることは避けてほしい。

◆EQとはなにか
近頃はIQ（知能指数）よりも、

心の指数と呼ばれるEQ（エモーシ

ョナル・クォンシェント）が大切な

時代になりつつある。

どんなに知識があり、技能が優れ

ていても、理由なくすぐ切れて感情

的になったり、他人の立場を理解し

受け入れることができなければ不幸

なことだ。

このような人たちの間では、好ま

しいコミュニケーションは成り立た

ない。

学歴や知識優先の前に、立ち止ま

ってあなた自身やあなたの周りにい

る人たちのEQを考察してみよう。

多分に、電子化の利便性の陰の部

分である表情レス（あまり笑わない、

怒らない、泣かない）、言語障害

（自分を表現できない、漢字が正し

く書けない）に左右されているよう

だ。

話す、聴く能力は、単なる形式的

なテクニックではなく、あなたの個

性や人間性、さらには生き方に大き

く影響されるものである。

それだけに、心の指数を高めるこ

とが望まれる。

心の指数を高めることによって、

あなたの説得力は格段に向上するで

あろう。

◆「3感の心」を高める
心の指数を高めるには、「共感」

｢感謝｣｢感動｣といった３つの心の持

ち方を意識して実行してみよう。

共感…相手の身になって喜んだり悲

しんだりし、ときには、できる範囲

で支援の手を差し延べよう。人間は、

自分にしてくれたことを相手にもし

てあげなければならない。

心から「おめでとう」「よかった

ね」「大変だったでしょう」といっ

壷阪 龍哉（㈱トムオフィス研究所代表取締役）③

EQ（心の指数）を高めよう

的報告を、酒飲みは「錦の御旗」に

してきた。

●40歳以上の男性の14％が

問題飲酒者

ところが、この適量、適正飲酒が、

人により難しい。飲酒運転以外に、

現在、わが国では、日本酒換算にし

て１日５合以上の大量飲酒者が推計

で250万人を越える。

一般病院の入院者のうち15％は、

アルコールにより病状を悪化させて

いる。職場における40歳以上男性の

14％が、アルコール症スクリーニン

グテストによる問題飲酒者である。

（厚生労働省調査による）。

ちなみにWHO（世界保健機関）

のアルコールへのスタンスを紹介す

ると、「アルコール飲料は明らかな

発ガン物質。飲酒は少なければ少な

いほどよい」ということである。

酒を人生の潤滑油にするか、劇薬

となるか、すべては飲み方次第。あ

なたの肝に銘ずべし。

●ビールの消費量が減った

最近アルコールの旗色が悪い。原

因は、無論、飲酒運転である。警察

庁の統計によると、2002年の道路交

通法改正により罰則が強化されて以

降、飲酒運転による事故件数は減少

傾向にあったが、昨年より再び増加

に転じ、悲惨な死亡事故等が続発す

るなど、飲酒運転は一挙に重大な社

会問題化した。

同時に、アルコールそのものへの

風当たりも強くなった。ビールメー

カーや飲食店側が率先して「飲んだ

ら乗るな、乗るなら飲むな」のキャ

ンペーンに取り組んだにもかかわら

ず、ビールの消費量が前年同期に比

べ減少したと、ニュースにあった。

●酒飲みの「錦の御旗」

もとより、酒は有史以来、人類の

パートナーとして存在し続けてき

た。「百薬の長」として、正しく付

き合えば、ストレスを緩和し、健康

にもプラスになるとしてきた。

ことに近年は、「適量の酒は善玉

コレステロールを増やし、悪玉コレ

ステロールを抑えて、心筋梗塞や脳

卒中のリスクを下げる」という医学

お酒を潤滑油にするか、
劇薬にするかは
飲み方次第

後藤 有能 
（医学ジャーナリスト） 



自動車税は、毎年４月１日現在、車検証に記載されている所有者（割賦販売の場合は

使用者）の方に課税されます。

自動車を譲渡したり、廃車した場合は、登録変更の手続きが必要です。お早めに、管轄の運輸支局または自動

車検査登録事務所で変更手続きを行ってください。

◇自動車を譲渡したとき：３月31日までに登録名義人の変更手続きを行ってください。

★名義変更手続きを行わないと、手放したはずの車に自動車税が課税され、トラブルの原因となります。

◇廃車等で自動車を使わなくなったとき：速やかに抹消登録を行ってください。

★抹消登録を行わないと、廃車したはずの車に自動車税が課税され、トラブルの原因となります。

【問い合わせ先】東京都渋谷都税事務所　事業税課個人事業税係　電話 03-3463-4313

142008.3 No.481

■解答
１四金　同香　３五桂　同歩

１二角　３三玉　４五桂　４四玉

５三飛成まで九手詰め

■解説
３三金が手筋風ですが　同玉

１一角　２三玉　２二飛成　１四玉

で持ち駒が桂だけでは詰みません。

まず　１四金が正解で　同玉は

１二飛成から　２三角があります。

１四同香には　３五桂　同歩に

１二角が角筋を遠く利かす好手順

で中級玉にして詰め上げます。

�

－東京都主税局からのお知らせ－

自動車の登録変更はお済みですか？

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

平成20年1月入会の新入会員をご紹介いたします（順不同／敬称略）
ブロック

１

１

３

６

７

10

11

12

14

14

14

16

20

21

21

法　人　名

㈱グロウスリッシュ

㈱ケイトゥーメッシュ

㈱pmf

㈱サイバーインテリジェンスラボ

㈱エム・アイ・シー

㈱久保田建築設計事務所

㈱アクティブ

㈱インプレオ

㈲ユビキタス・エージェンシー

㈱三和ホールディングス

㈲ビューティーサロン CARL

㈱ブースタープロジェクト

㈲ビビッド・ワン

有限責任中間法人 イクレイ日本

㈲トキワ家電

代表者名

浜田　純子

木村可南子

佐々木真人

近藤　啓示

吉田　桂子

久保田英夫

高谷　英典

加藤　成子

名和　正夫

茂山幸一郎

大畠　孝子

中林千賀子

井垣　　聡

浜中　裕徳

常盤　泰夫

連　絡　先　住　所

渋谷区恵比寿１－22－８－902

渋谷区恵比寿３－３－８

渋谷区猿楽町９－８

渋谷区渋谷１－14－８

渋谷区円山町22－12

渋谷区神山町１－15

渋谷区神南１－12－14

渋谷区富ヶ谷１－38－３－2303

渋谷区笹塚１－47－１－413

渋谷区笹塚２－26－２

渋谷区笹塚３－５－６

渋谷区本町２－４－12

渋谷区神宮前２－17－６

渋谷区神宮前５－53－67

渋谷区神宮前６－８－６

電話番号

6413-8452

5447-5880

6415-6255

5464-2268

3780-3081

3465-6205

5457-5501

5465-2913

5879-4765

5358-2001

3376-7423

3378-6226

3478-1208

5464-1906

3409-7316

業　　種

サービス業

リサーチ

デザイン

ITサービス業

人材派遣業

建築設計

経営コンサルタント及びファンド募集

翻訳・デザイン

情報メディア関連事業

飲食業店

美容業

映画制作

化粧品開発販売

家電小売業

－東京都主税局からのお知らせ－

自動車税住所変更届の電子申請をご利用ください
転居等により住所を変更した場合、車検証の変更登録手続きが必要です。

変更登録手続きが遅れますと、自動車税の納税通知書が届かない等のトラブルの原因となります。やむを得ず手

続きが遅れる場合は、自動車税住所変更届の電子申請を利用して、納税通知書の送付先住所を変更してください。

自動車税住所変更届の電子申請を開始しました
〈東京都主税局ホームページ〉
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/henkou.pdf

※東京都内ナンバーの自動車に限ります。
※軽自動車･二輪車・原動機付自転車は対象となりません。
※電子申請をご利用いただくには、東京電子自治体共同運営サービスへの利用者登録が必
要です。

★住所変更専用ダイヤルもご活用ください★
0570－064－154

【お問い合わせ先】主税局課税部課税指導課（03-5388-2954）

パソコンで、キーワード検索 主税局自動車電子申請 検索



◆縦覧期間　平成20年４月１日（火）から６月30日（月）まで
（土･日・休日を除く）

◆縦覧時間　午前９時から午後５時まで
◆縦覧場所　土地･家屋が所在する区にある都税事務所
〈縦覧できる方〉
当該区内に土地･家屋を所有する納税者

．．．
の方

〈縦覧できる内容〉
当該区内で課税されている土地･家屋の価格等（縦覧帳簿）

【お問い合わせ先】東京都渋谷都税事務所
固定資産税課固定資産税係 電話 03-3463-4319

152008.3 No.481

■ヒント
角打ちの好所を得るま

での事前工作が問題とな

ります。

（考慮10分で初段）

〈出題〉六段沼 春雄

－東京都主税局からのお知らせ－
4月から固定資産税にかかる土地・家屋の
価格等がご覧になれます（23区内）

住民税の老年者非課税措置廃止の
経過措置が終了します
平成17年１月１日現在65歳以上の方（昭和15年１月２日以前に

生まれた方）で、前年の合計所得金額が125万円以下の方に適用
されていた住民税の非課税措置が、平成18年度課税分以降廃止さ
れました。
急激な税負担の増加を緩和する経過措置として、平成18年度に

は税額の３分の２、平成19年度には税額の３分の１が減額されて
いましたが、平成20年度にはこの経過措置がなくなり、全額負担
となります。

【お問い合わせ先】主税局課税部個人事業税係（03-5388-2969）
主税局総務部相談広報係　（03-5388-2925）

住民税の地震保険料控除が創設されました
従来の損害保険料控除を改め、地震保険料控除が創設されまし

た。平成20年度課税分から適用されます。
〈対　象〉 住宅や家財などの生活用資産を対象とする地震保険契

約に関する地震保険料
〈控除額〉 前年中に支払った地震保険料の２分の１相当額が総所

得金額等から控除されます。（控除限度額25,000円）
※１　平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約（保険

期間が10年以上で、満期返戻金があるもの）には、従前の
損害保険料控除が適用されます。（控除限度額10,000円）

※２　地震保険料控除と従前の長期損害保険料控除の両方を適用
する場合には、地震保険料控除額と長期損害保険料控除額
とを合わせて25,000円を限度として控除されます。

住民税 非課税

平成17年度

税額の３分の２
を減額

平成18年度

税額の３分の１
を減額

平成19年度

減額なし
（全額負担）

平成20年度

◎3月の税務◎
項　目 期　限

２月分源泉所得税・住民税の
特別徴収税額の納付 納期限 ３月10日（月）

前年分所得税の確定申告

所得税確定損失申告書の提出

前年分所得税の総収入金額報
告書の提出

申告期間 2月16日（土）から
3月17日（月）まで

納期限 ３月17日（月）

提出期限 ３月17日（月）

提出期限 ３月17日（月）

確定申告税額の延納の届出書
の提出

申請期限 ３月17日（月）

贈与税の申告 申告期間 2月1日（金）から
3月17日（月）まで

１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 ３月31日（月）

１月、４月、7月、10月決算
法人及び個人事業者（前年12
月分）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 ３月31日（月）

法人・個人事業者（前年12月
分及び当年１月分）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 ３月31日（月）

７月決算法人の中間申告（半
期分）〈法人税・消費税・地
方消費税・法人事業税・法人
住民税〉

申告期限 ３月31日（月）

消費税の年税額が400万円超
の４月、７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 ３月31日（月）

消費税の年税額が4,800万円
超の12月、１月決算法人を除
く法人の１月ごとの中間申告
（11月決算法人は２ヶ月分）
〈消費税・地方消費税〉

申告期限 ３月31日（月）

延納期限 ６月２日（月）
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