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9月 長 月 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３日（水） 午後１時～４時

日時　９月17日（水） 午後１時～４時

日時　10月１日（水） 午後１時～４時

日時　10月15日（水） 午後１時～４時

場所　渋谷法人会館　渋谷区神泉町9－10

TEL 3461－0758

《決算法人説明会》
日時　９月16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8月 20年9月下旬

9月・（10月）実施する主な事業
●９月３日　事業承継円滑化法セミナー
●９月４日　広報委員会
●９月５日　理事、評議員会
●９月９日　18ブロック役員会　
●９月10日　女性部会：米沢法人会女性部会との

11日　　　　　　交流会（米沢市）
●９月17日　女性部会役員会
●９月17日　１ブロック税務講習会
●９月18日　ISO入門セミナー
●９月19日　営業社員セミナー
●９月24日　11ブロック役員会
●９月24日　18ブロック税務講習会
●９月26日　e-Taxセミナー
●９月29日　e-Taxセミナー
● 10月６日　16ブロック役員会
● 10月７日　チャリティーゴルフ
● 10月８日　11ブロック税務講習会
● 10月９日　16ブロック税務講習会
● 10月14日　年末融資相談会
● 10月15日　地方税セミナー
● 10月16日　12ブロック税務講習会
● 10月21・22日　21ブロック見学研修会
● 10月22日　14ブロック見学研修会
● 10月28日　会員の集い
簿記日程 ９月16日、18日、22日、25日、30日、10月２日、７日、９日、14日、16日、21日、23日、28日、30日

1時間まで無料。お気軽にどうぞ！！ 法法人人会会のの法法律律相相談談

｝

1. 申し込み方法
（1）（社）東京法人会連合会事業課あて電話
で申し込んでください。
TEL：03-3357-0771（土・日・祝日を除
く午前９時～午後４時）

（2）その際、①所属法人会名　②法人名
③相談者名　④連絡先電話番号をお知ら
せください。

（3）申し込み状況によってはお断りする場
合もあります。

（4）申し込み後、別途、下記担当法律事務所あ
て電話のうえ相談日時等を打ち合わせてく
ださい。その際、必ず「東京法人会連合会
の法律相談」利用の旨を告げてください。

（5）相談日時は毎週月曜日から金曜日まで

（祝日は除く）の午前10時・11時および午
後２時・３時・４時です。

2. 利用できる方
都内各法人会の会員企業および経営者等。
（同一人の相談は月１回に限らせていただ
きます。）
3. 相談内容
法律全般。（相続等会社業務以外の相談も可。）
4. 担当法律事務所
羽野島法律事務所 羽野島裕二弁護士 他３名
港区西新橋１丁目20番３号　虎ノ門法曹ビ
ル501号
TEL：03-3592-0541 FAX：03-3592-0543
5. 相談場所
上記法律事務所

交通：地下鉄都営三田線「内幸町」駅
（A３出口）徒歩３分
東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅
（１番出口）徒歩５分
JR「新橋」駅（烏森口）徒歩７分

6. その他
●無料相談時間は１時間までです。
（（社）東京法人会連合会が負担します。）
●時間を超えて相談される場合は相談者の負
担となります。
●料金は延長30分ごとに、5,000円（別途消費
税）です。
その場で実費をお支払いください。
◇お問い合わせ先
（社）東京法人会連合会 TEL：03-3357-0771



正しい税知識を学ぼう
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◇講　師 国際政治学者　浅井
あさい

信雄
のぶ お

氏
1935年、新潟県長岡市生まれ。東京外語大卒。読売新聞

入社、外務、防衛、自治の各省庁を担当。ジャカルタ、ニ

ューデリー、カイロ各特派員、ワシントン支局長を歴任。

1981年退社後、米国ジョージタウン大学客員研究員とし

て戦略問題を研究、野村総合研究所在米コンサルタント。

帰国後、東京大学、東京外語大学各講

師、財団法人・中東調査会理事、三菱総

合研究所客員研究員、などを歴任。

1987年より神戸市外国語大学国際関係

学科・大学院教授。専攻は国際政治学。

1998年３月同大学退職。

2003年より沖縄大学客員教授。

海外在住10年余。99か国を訪問。

TBS系「サンデーモーニング」など、テ

レビ各局でコメンテーターをつとめる。

◇懇親会 （午後４時30分～６時）

◇会　費 10,000円（当日会場にて）

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28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

◇演　題 「世界情勢の焦点と盲点」

法人会員の集いのご案内　－講演と懇親－

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28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、TBS系の「サンデーモーニング」でもお馴染みの国際政治学者、浅井

信雄氏をお迎えしてお話をお聴きします。

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。

－増強目標は450社です達成にご協力下さい－

（同封のチラシにてお申し込み下さい）



B県南部地震災害たすけあい義援金等に
係る取扱い

大規模な地震の災害に対して、社会福祉法人

A共同募金会及び各都道府県共同募金会は、本

年１月中旬から２月中旬までの間、義援金等を受け入

れることとしています。これは、災害規模が甚大であ

り、本年１月に災害救助法がB県下の11市町に適用さ

れることとされたことなどから募金を行うものであ

り、受領した義援金品については、日本赤十字社が受

領した義援金品と一括して、B県（義援金品配分委員

会）において配分方法を決定し、関係地方公共団体を

通じて、被害者に配分されます。

この場合、社会福祉法人A共同募金会及び各都道府

県共同募金会に対して義援金品を拠出する個人及び法

人においては、国等に対する寄附金として取り扱って

差し支えありませんか。

なお、今回の寄附金の募集に当たっては、B県共同

募金会自体が被害を受けていることから、義援金を受

領したA共同募金会及び各都道府県共同募金会が「B

県南部地震災害○○○たすけあい義援金」とただし書

をした正領収書を代行して発行することとしています。

法人会はよき経営者をめざす者の集まり
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法人税
ひとくちメモ

Q

会社が自ら利用するもの（個々の利用は会社対温泉旅

館との契約となるもの）は、営業者の間において２以

上の宿泊契約（請負契約）に共通して適用される事項

を定めるものとして、第７号文書（継続的取引の基本

となる契約書）に該当します。

（注）契約金額の記載があるものについては、第２

号文書（請負に関する契約書）に該当するこ

とになります。

※詳しくは、法人課税第３部門までお尋ねください。

TEL3463-9181（内線5032～5034）

保養所設置契約書

「保養所設置契約書」と称する文書は、会社

又は健康保険組合等と温泉旅館との間におい

て、保健施設として「冬山の家」又は「○○保養所」

を設置し、従業員が利用する際の利用方法、利用料金

等を定めるものですが、課税文書になるのでしょうか。

健康保険組合等の保健施設の経営を温泉旅館

に委託することを内容とするものですので、不

課税文書である委任に関する契約書に該当します。

なお、従業員が利用するために行う契約ではなく、

Q

A

照会の義援金品については、B県が行う防災

計画等の一環としてB県共同募金会が行う募金

活動をA共同募金会及び各都道府県共同募金会が代行

するものであり、その配分もB県において行われると

認められ、かつ、その旨が実施要綱に明示されていま

すから、法人税基本通達９－４－３（（国等に対する

寄附金））及び９－４－６（（災害救助法の規定の適用

を受ける地域の被災者のための義援金等））（所得税基

本通達78－４及び78－５）に準じ、国等に対する寄附

金として取り扱うことが相当と考えられます。

なお、質疑事例は平成19年７月１日現在の法令・通

達等に基づいて作成しています。これは、照会に係る

事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも

事案の内容の全部を表現したものではありませんか

ら、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場

合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ず

ることがあることにご注意ください。

詳しくは、法人課税第１部門審理担当にお尋ねくだ

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。

A



この社会あなたの税が生きている
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有給休暇を残して出国した者に対して
出国後に支払う報酬

ドイツの関連会社から当社に出向し、２年間

勤務していた社員Aが本年12月31日付で当社を

退職することとなりましたが、退職の日までの期間は

有給休暇を利用して11月15日にドイツへ帰国（家族同

伴で永住）しています。

同人に対する報酬は、年額で定められているものを

毎月25日に支給していますが、この場合の居住者・非

居住者の判定と11月・12月に支払う報酬の源泉徴収の

計算はどのようになりますか。

社員Aさんは、出国の日の翌日から非居住者

となります。

また、11月25日及び12月25日に支払う報酬は、全額

が国内源泉所得となり、源泉徴収が必要です。

【解説】

居住者、非居住者の判定は、国内に住所等を有する

か否かにより判定することとされており、本件の場合、

社員Aさんは、ドイツに永住する目的で出国しており、

11月15日をもって国内に住所等を有していませんの

で、その後は、非居住者となります。

また、人的役務の提供に係る国内源泉所得は、「国

内において行う勤務その他の人的役務の提供に基因す

るもの」とされていますので、その報酬が国内源泉所

得に該当するか否かは、それが国内勤務に基づくもの

かあるいは国外勤務に基づくものかの判定によること

となります。

本件の場合、雇用契約は12月31日まで継続しており、

11月及び12月に支払う報酬はこの雇用契約に基づき支

払われるものであることから、それが、たとえ有給休

暇期間中に支給されるものであったとしても、「勤務

その他の人的役務の提供に基因するもの」に該当する

ものと考えることが相当です。

※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。TEL3463-9181（内線5042）

【法人事業税・都民税（分割基準）】

法人事業税・都民税の分割基準について教え

てください。

①製造業と非製造業をあわせて行う場合の取り扱いは

どのようになりますか？

②パンを製造して販売（小売り）しています。製造業

に該当しますか？

③同一市区町村内の別の場所に支店と営業所がありま

す。この場合、市区町村の範囲をもって一の事業所

として扱うのでしょうか？

①製造業と非製造業をあわせて行う場合には、

このうち主たる事業について定められた分割

基準を適用します。主たる事業の判定に当たっては、

それぞれの事業のうち、売上金額の最も大きいもの

を主たる事業とします。

これによりがたい場合には、従業者の配置、施設

の状況により企業活動の実態を総合的に判断します。

②パンの製造販売（製造小売）の場合は小売業に該当

し、製造業には該当しません。

※製造業とは…日本標準産業分類（総務省）による

次の事業をいいます。

F製造業

１食料品製造業　２飲料・たばこ・飼料製造業

３繊維工業　４衣服・その他の繊維製品製造業

５木材・木製品製造業　６家具・装備品製造業

７パルプ・紙・紙加工品製造業　８印刷・同関連

業　９化学工業　10石油製品・石炭製品製造業

11プラスチック製品製造業　12ゴム製品製造業

13なめし革・同製品・毛皮製造業　14窯業・土石

製品製造業　15鉄鋼業　16非鉄金属製造業　17金

属製品製造業　18機械器具製造業　19その他の製

造業

Qサービス業

20自動車整備業　21機械修理業　22電気機械器具

修理業

③それぞれ一の事業所として扱います。従ってこの場

合は２つの事務所になります。

－詳しくは、渋谷都税事務所法人事業税係へ

お問い合わせください。－

Q

Q

A

A



e-Taxを利用しよう

62008.9 No.487

８月５日（火）６日（水）、恒例の夏期ゼミナールを箱根湯本温泉、ホテル南風荘に

於いて開催した。都内では集中豪雨ということだったが、箱根ではほとんど雨が降

ることもなく、ただ出席される方々の中には、途中豪雨に合い到着が遅れた方もあ

った。

開会は午後２時30分、柳田会長の挨拶に引き続き、作家・歴史家の加来耕三氏か

ら「戦国武将に学ぶリーダーの条件」と題し、講演をいただいた。

続いて、元渋谷税務署長・税理士の伊東貞氏に「税務署長の大冒険」と題し、講

演いただいた。

午後６時から懇親会に入

り、宇野澤顧問の乾杯に始

まり、歌に食事に踊りと大

変盛り上がった。午後８時

五月女副会長の中締めで宴

会を終了。翌朝、朝食後解

散した。

出席者　125名

恒例の20年度夏期ゼミナールを開催

会長挨拶

講師　加来耕三氏

講師　伊東貞氏

司会　石田副会長 乾杯　宇野澤顧問 中締め　五月女副会長 熱唱

宴の始まり

夏期ゼミナール



平成20年度税制改正について

平成20年度税制改正について渋谷税務署法人部門審

理担当官から去る７月28・29・30日各午後２時～３時

30分法人会館３階研修室で

事業承継税制を中心に３日

間に亘り改正のポイントに

ついて詳細に説明を受け

た。

参加者は161名

健康講座

去る７月23日（水）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法人会館３階で開催しまし

た。

講師には、昨年に引き続き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、本年より導入された

メタボリック検診に関連し、「脱メタボリック」を目

指して又、そうでない方も輝く元気な日々を過ごす為

「気」の活用でもっとイキイキと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。

第15ブロックバス見学研修会

ラベンダー摘み、メロン狩り、ブルーベリー摘み

食べ放題ツアー

７月16日（水） 参加者43名

朝８時出発、１回休憩をとり、玉原ラベンダーパー

ク着、昼食と見学をした。その後昭和村メロン狩り、

マスクメロン１個いただいた。

次に漬物処“加作”で休憩、ショッピングをし、最

後の“ブルーベリーの森”でブルーベリー摘み食べ放

題をしたあと帰路についた。（記　山崎）

法人会の事業活動に積極的に参加しよう
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ブロック通信

町田統括官ご挨拶

講師　二野審理担当上席講師　堀審理担当上席

熱心な受講者

八木原厚生委員長挨拶

いつも元気！阪口講師

全員集合



会員の増加は、会員のメリットに通じる

第11回「初台地区ふれあいまつり」

第17ブロック（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、藤田先生と、

一年生８名の応援と事務局２名で、去る７月20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

入ったばかりの子供たちが挑戦した。いきなり、わか

らないと逆に質問され、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、

メモ用手帳。大人にはサランラップなどを参加者全員

に配り、法人会を大いにアピールした。
第20・21ブロック合同地方税研修会

去る７月３日穏田区民会館において、土地の高騰が

著しい神宮前地区の２つのブロックが合同で固定資産

税についての講習会を開催した。

渋谷都税事務所固定資産税課から、金剛寺専門副参

事、小川土地係長に講師としてご出席いただき、午後

２時から４時まで、出席者にとって非常に身近で大き

な問題でもあり、質問もたくさん出て、非常に中身の

濃い講習会となった。出席者32名
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聴き入る受講者

インターンシップ 都立第一商業高校の生徒さん

景
品
い
っ
ぱ
い

税
金
ク
イ
ズ
？



e-Taxを体験してみよう！
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先進国の経験を顧みると、二酸化

硫黄や水質汚濁物質の排出量は、最

初は経済発展に伴って増加します

が、経済水準があるレベルを超える

と減少に転じ、公害は改善に向かい

ます。豊かになると、市民の目が生

活環境に向かうようになるからでしょう。

日本がそうなったのは1970年前後です。韓国も

90年代にそうなりました。64年の東京、88年のソ

ウルでのオリンピックに前後しているというのが

興味深いです。

オリンピックを控えた中国も公害対策を強化し

つつあります。北京や再来年の万博を控えた上海

では、環境が改善しつつあります。

企業も対応しつつあります。事業場の環境管理

システムの国際規格であるISO14001の認証登録

件数は、2007年１月の時点で日本が２万1779と世

界第１位ではあるものの、２位の中国も１万8979

と肉薄してきました。香港を加えれば、１万9465

になります（出所＝アイソ・ワールドHP）。日本

が首位の座を中国に明け渡すのもそう先のことで

はなさそうです。

ただし、日韓に比べると、中国はあまりに広大

で、前回まで述べてきたような公害の汚染地域も

まだ多くあります。地方政府の権限が強く、中央

政府が環境保全を強調しても、なかなか末端にま

では浸透しません。全国レベルで環境が改善され

るまでには、もう少し時間がかかるでしょう。

そうした中で、希望を与えてくれるのが、日本

との協力です。

60年代に日本が経験した公害を振り返ってみる

と、公害を発生したのも、解決したのも日本企業

でした。公害防止技術には欧米から購入したもの

も少なくありませんが、実用化したのは日本企業

でした。日本の公害経験は、国内で閉じられてい

たのです。

ひるがえって、今の中国をみると、外国からの

投資によって建設された工場が少な

くありません。ISO認証事業場の相

当数は、外資との合弁企業でしょう。

外資系企業は、投資元の先進国企

業が有する環境技術やノウハウを利

用することが可能です。中国政府も、

外資系工場をショーウインドー化して、進んだ環

境対策を地元にみせるようにしています。特に、

現地では日本に対する期待の大きさを感じること

ができます。

07年までの３年間、先進国で構成する国際機

関・OECDが中国の環境パフォーマンスを調査

し、私も一員として参画させていただきました。

お国柄を考えれば当然でしょうが、現地調査先に

公害のひどいところはなく、模範的都市が選ばれ

ていました。その中で、模範工場として案内され

たのが、日系合弁企業の工場でした。

一衣帯水の国、中国は、その環境影響が日本に

も及ぶ厄介な隣人でもありますが、日本は中国と

の協力関係なしに生きていくこともできません。

中国の環境対策は日本の環境対策でもあり、これ

からも環境協力を進めていかなければいけません。

対中円借款は今年度で終了しますが、それが中

国にもたらした環境改善効果は先ほどのOECD報

告書にも特筆されています。最後に、その要旨を

掲げます。

1996～2000年に実施された対中環境円借款16事

業の効果

①削減した汚染物質

二酸化硫黄＝19万トン（日本からの排出量の４

分の１）

有機汚濁物質（COD）＝34万トン（瀬戸内海へ

の排出量の７割）

②環境円借款事業の裨益人口

下水道＝28都市1300万人

都市ガス＝10都市395万人

地域熱供給＝６都市90万人

中国の資源と環境
（その4・これからの公害対策）

法政大学教授　藤倉 良



いくことである。しかし、頼み方がうまい人、そうでない

人がいるのも事実である。では、どのようにしたら、「頼

み」上手になることができるのであろうか。まず、相手と

の良好なコミュニケーションを図っていることが基本とい

える。

■上手な「頼みごと」をするポイント

①タイミングを考える

時と場所など、相手の状況を把握しておくこと

②口頭だけですませない

口先だけで、頼もうとしないこと

③コミュニケーションを図っておく

日ごろから意志疎通を密にしておくこと

④頼む相手をよく考える

「何で、オレが」ということにならないこと

⑤マナーをよくする中間で報告をしておく

「親しき仲にも礼儀あり」ということを忘れないこと

⑥同じ“目線”を心掛ける

命令口調や態度では、反発を買うことになる

⑦あいまいなところを残さない

用件は端的にわかりやすく伝えること

⑧場合によっては、忙しい人に頼む

忙しい人ほど、理解が早く処理能力も抜群なため

振替納税を利用しよう
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「頼みごと」に強くなろう！
■“頼みごと”上手は、もう一つの能力

ビジネスパーソンを取り巻く人間関係は、「タテ」（上司）、

「ヨコ」（同僚・仲間）、「シタ」（部下・後輩）、「ナナメ」

（他部門）、「ソト」（社外）などと多岐にわたっているもの

である。

人間ひとりでできること

には、自ずから限界がある。

なにもかも、自分ひとりだ

けでやろうとしても、うま

くいくことは不可能であ

る。そのため、ビジネス面

やプライベート面におい

て、自分にとって必要な事

柄を、誰かに頼みたいとい

うことが求められることになる。それは、頼みごとを抜き

にしてビジネスは成り立たないからである。

したがって、日ごろからいろいろな場面で、「頼みごと」

をして、アクティブに他人の知恵を借りていくようにして

現代を生き抜く知恵
西都原　信（ビジネスマン評論家）

資資産産のの構構成成要要素素
資産とは、前回からお話しましたように簡単に言

えば「お金の使い道」と説明しました。
資産に含まれるものすなわち構成要素を大きく分

けて、①流動資産、②固定資産、③繰延資産の３つ
に分けられます。これらを区別するものは、だいた
い①から③の順に「換金化が早い」ということです。
そこで、まず流動資産についてですが、現金およ

び預金がまず含まれます。
ただし、預金でも１年超のものは固定資産の投資

その他の資産に「長期性預金」として表示します。
この他に流動資産には、受取手形・売掛金・商品・
前払費用といったものがあります。
次に、固定資産については、その内容に応じて有

形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産に分
かれます。有形固定資産の内容としては、建物・土
地・器具備品といったもので構成され、いまだ未完
成のものは「建設仮勘定」として表示される点で注

意が必要です。
無形固定資産の内容としては、借地権やソフトウ

エアといったものがあります。最後に投資その他の
資産の内容としては、投資有価証券とか出資金とい
ったものがあります。
ところで、固定資産については減価償却という費

用配分手続が必要な場合があります。この点、近年
減価償却方法が税法上大きく変わり、注意が必要で
す。また、一定のリース資産も固定資産に計上され
ることがあります。
最後に繰延資産についてですが、基本的に法規に

よって特別に計上が許された資産で、創立費や開発
費などがあります。
それから、資産の評価額ですが、これは支出額で

ある取得原価で計上されます。一円で買った土地が
一億円となっても一円で表示されるのは何か変な気
もしますが、現状では仕方ないのです。これを「取
得原価主義」と呼んでいます。

サラリーマンが最低限知っておきたい会計知識 ③ 実藤 秀志（公認会計士・税理士）



この社会あなたの税が生きている
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●第2のペニシリン、
青カビ生まれの「スタンチン」
しかし、昔からカビは、人間と共存し

てきた。ワイン、チーズ、焼酎、味噌、

醤油、さまざまな発酵、醸造食品を作っ

てきた。ペニシリンが青カビから生まれ

たことは誰でも知っている。

そして、第２のペニシリンと呼ばれる

コレステロール低下薬「スタンチン」も青

カビから発見された。発見者は日本人の

遠藤章・東京農工大学名誉教授である。

スタンチンは、動脈硬化予防だけでな

く、血管の炎症を抑える働きがあり、ア

ルツハイマー病治療への有効性が期待さ

れている。

カビを有害物とみるか、光を当てる存

在とするか、立つ位置によりガラッと変

わる。

●よく育つ条件は気温、湿度、栄養分
目には見えないが、もともとカビは、

季節を問わず胞子の形で空中を舞ってい

る。条件さえ整えば、落下した胞子は芽

を出して菌糸を伸ばし、集落を形成する。

これが「カビが生えた」状態である。

よく発育する条件は、気温20～30度、

湿度80％以上、豊富な栄養分。乾燥して

通気が保たれているところでは、カビは

生えない。

●人を悩ます真菌のいろいろ
食べ物や住まいだけでなく、人間にも

「生える」。代表が水虫だ。白癬（はくせ

ん）菌と呼ばれる真菌（カビの学名）で、

皮膚の角質を好物にする。

最近は空中に浮遊する胞子やその代謝

物によるアレルギーが問題になってい

る。口や鼻から入ると、アトピー性皮膚

炎、じんましん、喘息、鼻炎などを引き

起こす。

さらに、体内の粘膜や消化管に常在す

るカンジダ菌、ハトの糞便に多いクリプ

トコッカス、麹カビのアスペルギルスと

いった、健康なら人体に影響のない真菌

が、重い病気などで免疫力が落ちた人の

体内で増殖し、消化器や肺、脳などに病

巣を形成する深在性真菌症が医療現場で

深刻化している。

カビは有害物か、
光を当てる存在か

後藤 有能 
（医学ジャーナリスト） 

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］
いさつでは、団体あては「ご発展」

「ご隆盛」「ご隆昌」、個人あては、「ご

清栄」「ご健勝」「ご清祥」の言葉を用

います。社内文書では前文は不要です。

⑧本文…「さて」で始めます。用件を簡

潔・明瞭に書きます。目安は50字程度

です。複雑になる場合は下に「記」と

してまとめます。

⑨末文…終わりのあいさつ「まずは」で

書き起こし結語で締めます。

⑩記…重要項目を抜き出し、箇条書きに

します。文体は「である調」「体言止

め」にします。

⑪追記…本文で書きもらしたことや、書

きにくいことを入れます。

⑫同封物…同封した資料は品名を書いて

おきます。記の最後右下に「以上」と

入れます。

⑬担当者名…書かれた要件の直接の担当

者名と連絡先を書きます。発信者と担

当者は別の場合が多くみられます。

最後に、作成した書類は必ず控えのコ

ピーをとっておきましょう。

ビジネスレターは、決まった様式があ

りますが、いざ書くとなると文章がまと

まらず、相手に正確に伝わらなかったり

することがあります。また、誤字、脱字

などがあると、内容の信頼性まで疑われ

てしまいかねません。曖昧なことは調べ

て、簡潔に、見やすく書くことが重要で

す。次に様式順に、作成ポイントをまと

めてみました。

①文書番号…公式な文書であることを示

すもので、部課別に番号を付けること

が多いようです。公式でないものは付

けません。

②発信日付…作成した日ではなく発信し

た日を書きます。必ず年月日まで入れ

ます。

③あて先名…会社名と名前は略さず正式

名称を書きます。また受信者と送信者

は同格にするのが一般的です。敬称は、

個人は「様」、複数は「各位」、会社・

組織名は「御中」です。

④発信者…文書の責任の重みにより変わ

ります。個人、所属長、組織の代表者

の場合があります。

⑤件名…文書の内容を簡潔に表したもの

です。「～について」「～の件」と書き

ます。短い文書などでは付けない方が

よいでしょう。

⑥頭語・結語…一般では「拝啓・敬具」、

丁寧な場合「謹啓・敬白」、返信は

「拝復・敬具」、前文省略の場合「前

略・草々」です。

⑦前文…用件に入る前のあいさつ。頭語、

時候のあいさつ、安否のあいさつ、感

謝のあいさつと続けます。時候のあい

さつは省略する場合が多い。安否のあ

ビジネスレターの書き方



e-Taxを体験してみよう！
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みんなの力で法人会を大きく育てよう
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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7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

２

２

３

３

３

５

５

７

10

18

18

19

19

19

20

21

21

法　人　名

㈲オノダインターナショナル

TUI Solutions㈱

ヒーマ日本支社

トーワシステムサポート㈱

㈱テイト

LGUT㈱

㈱ナレッジシステム

㈱メセナ

㈱多生堂

㈱スプラウト

㈱アース工業

あおき測量㈱

㈱エスエフジィ

㈱渡辺潤平社

㈲エイ・ジェイ・ナックス

㈱ベリーベストカンパニー

風とランディ㈱

㈱アステック

代表者名

小野田富彌子

村岡　仁之

田代　久登

島田　富男

駒村　明彦

松本　康男

橋本　信行

河合　　平

武内　貴春

杉本　行男

浅井　誠二

青木　太一

川�眞砂子

渡辺　潤平

中條　　淳

山本　宏希

西脇　　淳

渡瀬　竜太

連　絡　先　住　所

渋谷区恵比寿２－32－10

渋谷区恵比寿西１－32－16

渋谷区恵比寿西２－２－６

渋谷区桜丘町３－24

渋谷区桜丘町５－11

渋谷区桜丘町26－１

渋谷区東１－１－37

渋谷区東１－13－４－301

渋谷区南平台町２－６

渋谷区道玄坂２－20－26－804

渋谷区代々木２－26－５

渋谷区千駄ヶ谷５－17－８

渋谷区千駄ヶ谷１－11－４

渋谷区千駄ヶ谷３－53－11

渋谷区千駄ヶ谷４－29－12

渋谷区神宮前１－15－12

渋谷区神宮前４－26－28－２F

渋谷区神宮前６－25－２－502

電話番号

5798-2666

5459-1341

3780-7037

5459-6171

3464-7300

3400-1439

3480-1688

5459-5544

5428-6641

3375-9533

3353-6783

6413-7017

5770-4737

5414-5321

5414-3306

3403-9933

5468-2448

業　　種

婦人服・貴金属・卸売

電子機器ソフト雑貨他輸入コンサルタント製造

電気・電子機器製造

コンピュータサービス業

内装仕上工事業

IT関連

情報サービス

化粧品の製造販売

印刷商社

業務請負

管工事業

測量

繊維製品のデザイン企画及び販売

広告業

衣料品及び雑貨の卸販売

デザイン

広告業

土木設計

�

－都税についてのお知らせ－

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）
6月にお送りした納付書により、9月30日（火）までにお納めください。

■解答
３四銀　同玉　３五金　２三玉　３三角成　同玉　４二馬

２三玉　２四金まで九手詰め。

■解説
初手　３三角成は　同玉　４二馬　３四玉で上部が広すぎます。

まず　３四銀が正解で　２四玉には　２五金の用意があります。

また　３四同玉には　３五金と押さえれば　２三玉に　３三角

成が決め手で　同玉に　４二馬の活用が実現して解決となるわけ

です。

＜ご利用になれる納付方法＞

◆金融機関※１・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※２

〈利用可能なコンビニエンスストア〉

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　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）

◆金融機関※１・郵便局のペイジーマークの付いている

ATM（現金自動預払機）、パソコンや携帯電話※３

※１　一部、都税の取扱いをしていない金融機関があ

ります。

※２　納付書１枚あたりの合計金額が30万円までのも

のが納付できます。

※３　○ペイジーマークの付いている都税の納付書に

限ります。

○領収証書は発行されません（領収証書が必要

な方は、金融機関等の窓口またはコンビニエ

ンスストアをご利用ください。）。

○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込みが必要です（既

にご利用の方は新たな申込みは不要です。）。

○保守点検作業のため、ご利用できない期間が

あります。詳しくは、主税局ホームページ

（http://www.tax.metro.tokyo.jp/）をご覧く

ださい。

固定資産税・都市計画税の納付には、
安心便利な口座振替をご利用ください。

お申込みは、口座振替を開始しようとする月の前月

の10日までに、預（貯）金通帳、通帳届出印、納税通

知書をご持参のうえ、金融機関または郵便局の窓口へ
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■ヒント
２四の角を無条件で取

られないような手順をさ

がして下さい。

（考慮10分で初段）

〈出題〉六段沼 春雄

�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…９月30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…９月30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…９月30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…９月30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…９月30日

７　消費税の年税額が4,800万円超の６月、

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（５月決算法人は２カ月

分）〈消費税・地方消費税〉

申告期限…９月30日

お願いいたします。

〈口座振替のお問い合わせ先〉

主税局徴収部納税推進課口座振替係（03-5912-7520）

【問い合わせ先】東京都渋谷都税事務所徴収課徴収管理係

03-3463-4311  内 331～６

平成20年４月１日から、23区の法人二税（法人事業税・都

民税）、事業所税について、都税事務所の所管区域が変わり

ましたが、納税証明書はすべての都税事務所（都税支所）・

支庁で申請できます。

ただし、申告・納付後すぐに納税証明書の申請をする場合

は、事務手続上、証明書の発行までに日時を要する場合があ

ります。お急ぎの方は①領収証書の原本（領収印のあるもの）

②申告書の控え（受付印のあるもの）の両方を都税事務所

（徴収管理係・納税証明担当）の窓口までお持ちください。

※法人二税、事業所税を含む都税の納税証明書の取扱い事務

所は、下表をご参照ください。

－都税についてのお知らせ－

法人事業税・都民税、事業所税の納税証明
書は、すべての都税事務所で申請できます

【お問い合わせ先】

渋谷都税事務所徴収課徴収管理係　03-3463-4311  内 331～６

または徴収部徴収指導課収入管理指導係　03-5388-2984

納税証明書の取扱事務所

都税の種類

●法人事業税・都民税
●事業所税〈23区内〉
●不動産取得税
●個人事業税
●固定資産税・都市計画税
（土地・家屋）〈23区内〉

●固定資産税（償却資産）
〈23区内〉

●自動車税

●その他の都税

取扱い事務所

全都税事務所（都税支所）・支庁

全都税事務所（都税支所）・支庁
都税総合事務センター・
自動車税事務所

所管する都税事務所（都税支所）・
支庁
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