
（藤木昭子氏）

F O R  T O M O R R O WF O R  T O M O R R O W

URL.http://www.tohoren.or.jp/shibuya   E-mail:info@houjinkai.shibuya.tokyo.jp

2008.11

No.489
平成20年

平成21年度税制改正要望事項まとまる！
－税制改正要望全国大会開催－

税務コーナー（法人税・源泉所得税・消費税・都税）──────5
環境問題をどう考えるか───────────────7
法人会事業アラカルト────────────────8
都税コーナー───────────────────14

しぶや法人第489号 平成20年11月１日発行（毎月１回１日発行）平成６年３月30日第三種郵便物認可



22008.11 No.489

11月�月�霜�

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　11月５日（水） 午後１時～４時

日時　11月19日（水） 午後１時～４時

日時　12月３日（水） 午後１時～４時

日時　12月17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　11月10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。

●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10月 20年11月下旬

法法法人人会会ののホホーームムペペーージジがが
リリニニュューーアアルル

法人会のホームページが10月１日からリニュー

アルされました。

ホームページアドレスも変更になりました。

新URL.http.//www.tohoren.or.jp/shibuya

詳しくは同封のチラシをご覧下さい。

11月・（12月）実施する主な事業

● 11月２日　
渋谷区くみんの広場

３日
● 11月４日　法人税確定申告書の書き方講習会
● 11月６日　16ブロック研修会
● 11月６日　法人税確定申告書の書き方講習会
● 11月７日　社会保険セミナー
● 11月11日　法人税確定申告書の書き方講習会
● 11月12日　経営税務学校
● 11月13日　法人税確定申告書の書き方講習会
● 11月14日　納税表彰式
● 11月17日　都税表彰式
● 11月17日　３ブロック税務講習会
● 11月17日　7･8･9･10･11･12ブロック合同研修会
● 11月18日　15ブロック税務講習会
● 11月19日　２ブロック研修会
● 11月19日　公園植樹
● 11月21日　17ブロック税務講習会
● 11月26日　２ブロック税務講習会
● 11月26日　19ブロック税務講習会
● 11月26日　11ブロック研修会
● 11月26日　法人会全国大会活動セミナー
● 11月28日　青年部会意見交換会
● 12月18日　理事会
● 12月18日　年末役員懇談会
簿記日程
〈初級〉４日、６日
〈中級〉11日、13日、18日、20日、25日、27日

12月2日、４日、９日、11日

会会会員員増増強強ににごご協協力力をを

渋谷法人会では、10月、11月、12月の３ヶ月間、会
員増強月間となっております。お知り合いの渋谷
区内の法人で、まだ法人会に未加入の法人がありま
したら是非ご紹介下さい。ご紹介いただいた法人
にご入会いただきましたら、薄謝進呈いたします。
連絡先：TEL 3461-0758（法人会事務局）

｝



正しい税知識を学ぼう
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平成21年度税制改正要望大会報告

財団法人全国法人会総連合主催による平成21年度の税制改正要望大会を「21年度税制改
正に関する提言」の主旨説明として、去る10月2日（木）法人会全国大会（山口大会）は、
山口きらら博記念公園多目的ドームにおいて全国より1900余名の参加のもと開催した。
大会のスローガンは下記の通りです。

全国110万法人会員の総意
平成21年度 税制改正要望

税制改正に関するスローガン

１．待ったなし。
国・地方とも聖域なき行財政改革の断行を！

２．税制の抜本的改革により、
経済社会に活力を！

３．企業の活力発揮、競争力強化のため、
法人税率の引下げを！

４．所得税・住民税を抜本的に見直し、
簡素で公平な税制の実現を！

５．中小企業の重要性を認識し、
欧米並みの事業承継税制の確率を！

６．消費税を引き上げる前に、
行財政改革の徹底と歳出の見直しを！

７．固定資産税の課税方式を抜本的に見直し、
税負担の適正化を！

８．少子化対策は重要な課題、
税制も含め総合的な施策を！

山口大会会場

税税税制制改改革革にに関関すするる提提言言

最近の世界経済は、米国のサブプライムローン問題

に始まる金融不安の中に置かれ、日本経済も試練の時

を迎えている。原油、食料等の資源価格の高騰が、原

料ばかりでなく製品価格の上昇を呼び、企業や消費者

の負担増となり、経済活動の停滞をもたらしている。

日本では、2002年２月からの長期にわたる景気回復

という中小企業には実感を伴わない景気判断が行われ

てきたが、むしろ現状では、景気後退傾向が一層強ま

っている。

一方、わが国の財政問題に目を転じると、財政赤字

は先進国中最悪の状況にあり、歳出・歳入の抜本改革

は緊急の課題になっている。特に先進国中、最速のス

ピードで少子高齢化社会が進んでおり、日本経済はか

つての高度成長期で見られた成長による「受益の分配

の時代」から、最近は、低成長期における「負担の分

配の時代」に入ったと言われる。その理由は、老齢人

口が増加する反面、勤労者世代人口が減少するため、

現行の社会保障等、各種サービスを維持するためには、

勤労者世代の負担は増加せざるを得ない状況にあるか

らである。

このように、国民の側に負担増を求めるならば、そ

の見返りとして、国や地方自治体の側も極力経費の無

駄を省く「聖域なき行財政改革」や抜本的な社会保障

制度改革を行い、各種制度の透明性保持に全力をあげ

るべきである。

一方、税制面においては、もう一度原点に立ち戻り、

公平・中立・簡素の観点から制度の再構築を行うべき

である。最近、国際的にみて、日本経済の地盤沈下が

言われているが、そうした現象を食い止めるためにも、

経済活性化に資する税制、中小企業者等努力したもの

が報われる税制を早急に整備すべきである。

以上、会員の総意として、日本経済の活力維持、向

上を主眼とする平成21年度税制改正に関する提言を取

りまとめた。



法人会はよき経営者をめざす者の集まり
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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

今回は、消費税が免税取引される取引で通常の輸出

取引のほかに、「輸出物品販売場における物品の譲渡」

についてのQ&Aです。

輸出物品販売場の許可

当社は、電気製品の小売業を営んでいますが、

本店において、最近外国人観光客の利用が多い

ことから、輸出物品販売場の許可を受けようと考えて

います。

また、甲市にも支店があり、ここにも輸出物品販売

場の許可を受けようと考えています。

この場合の許可を受ける手続について教えてください。

輸出物品販売場の許可を受けようとする課税

事業者は、その許可を受けようとする販売場ご

とに、その事業者の納税地を所轄とする税務署長に「輸

出物販売場許可申請書」を提出することが必要です。

したがって、貴社の場合、本店についての許可申請

書と甲市支店についての許可申請書をそれぞれ、本店

を所轄する税務署長に提出して許可を受けることにな

ります。

なお、輸出物品販売場の許可は、原則として次に掲

げる条件のすべてに該当する場合に与えられることに

なっています。

（1）販売場の所在地は、非居住者の利用度が高いと認

められる場所であること

（2）販売場が非居住者に対する販売に必要な人員の配

置及び物的施設（例えば非居住者向特設売場等）を

有するものであること

（3）申請者が許可申請の日から起算して過去３年以内

に開始した課税期間の国税について、その納税義務

が適正に履行されていると認められること

（4）申請者の資力及び信用が十分であること

（5）その他許可することに特に不適当であると認めら

れる事情がないこと

以上が、許可関係のQ&Aです。

ただし、上記許可された販売場以外で販売がなされ

た場合は、原則として消費税の輸出免税の対象となり

ませんので充分に気をつけて対処対応の程お願いしま

す。

次回は、輸出物品販売場における免税対象物品、同

販売場以外の場所での販売、及び免税購入者の制限等

についてのQ&Aを掲載させていただきます。

※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）

「事前確定届出給与に関する届出書」を
提出している法人が特定の役員に当該提出書の
記載額と異なる支給をした場合の取扱い

当社は、所轄税務署に「事前確定届出給与に

関する届出書」を提出期限内に提出しています

が、甲役員に対してのみ当該届出書の記載額と異なる

金額を支給しました。

この場合において、甲役員に支払った役員給与は損

金算入できなくなると考えられますが、甲役員以外の

他の役員に係る役員給与についても同様に法人税法第

34条第１項第２号に該当しなくなり、損金算入できな

くなるのでしょうか。

「事前確定届出給与に関する届出書」の記載

額と同額を支給した甲役員以外の他の役員に係

る役員給与については、法人税法第34条第１項第２号

に該当し、損金算入することができます。

（理由）

法人税法第34条第１項第２号では、「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」と規定しており、個々の役員に

係る給与について規定しているものであることから、

甲役員（＝「その役員」）以外の他の役員に対する給

与に影響を与えるものとはなっておりません。

したがって、甲役員に対して当該届出書の記載額と

異なる金額の役員給与を支給したとしても、そのこと

を理由として、甲役員以外の他の役員に対して支給し

た役員給与が損金不算入になることはありません。

詳しくは、法人課税第１部門審理担当にお尋ねくだ

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。

Q

A

Q

A



e-Taxを利用しよう
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【固定資産（償却資産）】
償却資産は、どのようなものが申告の対象にな

りますか？

会社や個人で工場や商店などを経営している

方が事業のために用いることができる構築物、

機械、器具、備品等があります。

【具体的な資産】

建物を所有した場合、受・変電設備、蓄電池設備な

どの建物附属設備、機械式駐車設備（ターンテーブル

を含む。）外構工事や広告塔などの構築物等について

は、償却資産として申告の対象となります。これらに

ついては、工事見積書・固定資産台帳等をご確認の上、

申告してください。

事務所を借りている場合は、テナント等が取り付け

た内部造作、電気設備等について、償却資産の対象に

なります。

以下の場合も申告の対象となります。

・現実に減価償却を行っていない資産であっても、本

来減価償却が可能な資産

・耐用年数を過ぎた古い資産で減価償却済みであって

も、事業の用に供されている場合

・使っていない資産であっても現に事業の用に供する

ことができる資産（未稼働資産や遊休資産）

※地方税法上の「少額資産」にあたる場合は、申告の

必要はありませんが、取得価格が20万円未満の資産

についても申告の対象となる場合がありますのでご

注意ください。

詳しくは、渋谷都税事務所固定資産税課償却資産係

までお問い合わせください。

Q

A

平成20年分の年末調整事務について
昨年と比べて変わった点（その1）

平成20年分の年末調整について、昨年と比べ

て変わった点はどのようなところでしょうか。

住宅借入金等特別控除について、平成19年度

の税制改正により次の特例が設けられました。

１．税源移譲の実施に伴う対応として、税源移譲前の

住宅借入金等特別控除の効果を確保する観点から、

平成19年１月１日から平成20年12月31日までの間に

住宅を居住の用に供した場合の特例が設けられまし

た（現行の特別控除との選択適用）。

２．特定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行

った住宅を平成19年４月１日から平成20年12月31日

までの間に居住の用に供した場合の特例が設けられ

ました（現行の増改築等に係る特別控除又は上記１

の特例との選択適用）。また、一定のバリアフリー

改修工事が住宅借入金等特別控除の対象となる増改

築等の範囲に加えられました。

※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）

Q

A

資産の種類

構築物

機械及び装置

船　舶

航空機

車両及び運搬具

工具、器具
及び備品

具体例

受・変電設備、舗装路面、庭園、門、
塀、緑化施設等の外構工事、看板
（広告塔等）等

各種製造設備等の機械及び装置、機
械式駐車設備（ターンテーブルを含
む。）等

ボート、釣船、漁船、遊覧船等

飛行機、ヘリコプター、グライダー
等

大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、
客車等

パソコン、陳列ケース、看板（ネオ
ンサイン）、医療機器、測定工具、
金型、理容及び美容機器、衝立、ル
ームエアコン、応接セット、レジス
ター、自動販売機等



法人会の事業活動に積極的に参加しよう
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人により異なる被害感

音やにおいが騒音、悪臭という「公害」になる

かどうかは、それをいつだれがどう感じるかによ

って決まります。

パチンコやカラオケを楽しんでいる人には、店

内の音は心地よいでしょう。でも、寝床に就いた

ときに聞かされれば騒音です。

他人がつけている香水をよいにおいだと思う人

もいれば、やめてほしいと思う人もいます。

音やにおいをどう感じるかは、文化や世代によ

っても違います。

欧米人と日本人とでは「虫の音」に対して感じ

る気持ちが異なるそうです。また、日本人は魚介

類のにおいをあまり不快とは感じませんが、欧米

人はそうでないようです。

最近の若者は、においに敏感です。大学生を清

掃工場や下水処理場に見学に連れて行くと、「臭

い、臭い」と騒ぎます。私が子どものころ、トイ

レは臭く、畑には肥溜めがありました。今では、

どこも無臭になり、若者達はゴミやし尿のにおい

には慣れていないからなのでしょう。

規制地域と環境基準

騒音、悪臭を規制するために、騒音規制法、悪

臭防止法が定められています。どちらも、都道府

県知事が必要と認める地域を規制地域として指定

し、その中でのみ規制が行われます。生活してい

る人がいない工業地域は対象にはなりません。

環境基準は、「人の健康を保護し、及び生活環

境を保全する上で維持されることが望ましい基

準」です。

騒音の場合、地域の土地利用や周辺状況などに

よって類型分けされ、それぞれに異なる環境基準

が適用されます。

悪臭には環境

基準がありませ

ん。健康影響が

出ないというこ

とのほか、人間

は同じにおいを

数分間嗅がされると、それに慣れて感じなくなる

などの特徴があるからでしょう。

対策の難しさ

感覚公害の対策は容易ではありません。人間が

感じる刺激の強さは、刺激の物理量ではなく、そ

の対数に比例するからです。

音であれば音圧のエネルギー、悪臭であれば悪

臭物質濃度が刺激の物理量になります。これが十

分の一になったときに、刺激が一段階弱くなった

と感じるとしましょう。それをさらにもう一段階

弱くなったと感じるようにするためには、刺激の

物理量をさらに十分の一に弱めないといけませ

ん。二段階弱くするためには、刺激の物理量を最

初の百分の一にしないといけないのです。

つまり、苦情を申し立てた人が、十分に改善さ

れたと思うようになるまでには、刺激の物理量を

最初の何千分の一や何万分の一に削減しないとい

けないのです。

さらに、音やにおいを不快と感じるかどうかに

は、発生源に対する被害者の感情も大きく作用し

ます。よいお付き合いをしている人が出す音やに

おいは我慢できますが、見ず知らずの人や好感を

持てない人が原因だとそうはいきません。

したがって、感覚公害をこじらせないためには、

発生源対策だけでなく、被害者との「近所付き合

い」も重要です。近隣住民と交流する機会を持つ

工場が増えていますが、苦情を和らげる効果もあ

るのです。

感覚公害
（その2）

法政大学教授　藤倉 良



会員の増加は、会員のメリットに通じる

営業社員セミナー

『“売れる”営業力を身につける実践ノウハウ』と題

して、去る９月19日（金）渋谷

区立商工会館において営業社

員セミナーを開催した。

講師は、㈱コーケン常務取

締役、篤志館㈱講師・コンサ

ルタントの木和田俊治郎氏を

招き、「今、“売れる営業マン”

となるには何が必要か」とい

うことをいろいろな視点から分かりやすく説明してい

ただき、大変好評だった。出席者93名

e-Taxセミナーを開催

去る、９月26日、29日の２

日間、午前午後の各２回、計

４回に亘りe-Taxセミナーを

開催した。１人１台ずつパソ

コンを使い、開始届の提出の

仕方や源泉所得税、消費税、

法定調書の申告・申請を実際

に経験していただいた。
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ブロック税務講習会を開催

渋谷法人会では、今年度も税法改正についてのブロ

ック別の講習会を９月17日に開催済みの第１ブロック

を皮切りに各ブロックで開催しております。これから

開催を予定しているブロックもありますので、ご案内

が届きましたら是非お申込み下さい。

ご案内は、お葉書または封書でお届けします。

今月開催予定のブロック

17日：第３ブロック、18日：第15ブロック

21日：第17ブロック、26日：第２ブロック

26日：第19ブロック、27日：第21ブロック

12月２日：第20ブロック

今後開催の決まるブロックもあります。

（第4・5・6・9・10ブロック）

開催済みブロック：第1・7・8・11・12・13・14・

16・18ブロック

講師：木和田氏

石田委員長挨拶

盛況の会場

受講風景

講師：二野上席



e-Taxは分かりづらいとかメリットが無いと言われ

るが、今後利用は避けられなくなってくる。利用して

みていろいろ意見を出していくことが、システム等の

改善につながり、メリットも生まれてくる。現に、当

初よりもかなり改善されてきている部分もある。

法人会では、e-Taxの利用率を今年度25％を目指し

てセミナー等を開催していきます。是非、多数のご参

加とご利用をお願いします。総出席者：33名

第3回ゴルフコンペ開催（越生ゴルフクラブ）

渋谷区社会福祉事業団へ合計96,000円を寄付

厚生委員会（八木原委員長）主催による、第３回チ

ャリティゴルフコンペを10月７日（火）埼玉県ときがわ

町越生ゴルフクラブで開催した。AM８：00スタート

台風の接近で

開催が危ぶまれ

ていたが、曇り

空の絶好のコン

ディションの中

で行われた。

参加者は前年

より14名多い85

名。日頃の練習の成果を十分に発揮し、我こそは優勝

とはりきってスタートした結果、坂梨徹氏（AIU保険

会社）がグロス80、ネット70.4で見事、柳田会長賞を

獲得いたしました。ベスグロは、錦織正己氏が74で２

年連続はさすがです。

参加者全員に賞が当たるように会長、副会長からの

景品の提供と、大同生命・AIU保険、越生ゴルフクラ

ブ、㈱全国儀式

サービス、コス

ムビューティー

サイエンス㈱、

明治座、南風荘、

湯本ホテルさん

からも景品の提

供をいただき、

今大会は成功裡

に無事終了いた

しました。

又、女性の部

の優勝は、友田

多鶴子さん（㈱

定石）でグロス

103、ネット76.6

でした。

尚、参加者か

ら頂いた96,000

円は、10月９日

（木）渋谷区社会

福祉事業団に寄

付をいたしまし

た。

渋谷駅前クリーンキャンペーンに参加

去る10月７日（火）“渋谷駅前クリーンキャンペーン”

が開催され、法人会から女性部会員と青年部会員、事

務局の計７名参加した。

e-Taxを体験してみよう！
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町田統括官ご挨拶 講師：堀上席

男子優勝 坂梨さん　会長賞カラーテレビを獲得

女性優勝　友田さん

宇野澤顧問による乾杯

実践講義

八木原大会委員長挨拶

女性部会の方々



振替納税を利用しよう
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自分の糧として成長のサポーターにしていくかということ

が必要だといえるだろう。こうした“人的ネット”創りは、

知的投資だということができるだろう。

■「人的ネットワーク」創りのポイント
①能力を補完し合う関係づくりを
人には得意、不得意があるものである。したがって、補

完するものは何か、自己点検をしてみる。

②まず、身の回りの「縁」を生かす
「社縁」（会社）、「地縁」

（地域社会）、「学縁」（学校時

代）、「友縁」（友人）など、

人は「縁」に囲まれており、

よくウオッチングしていく

と、自分の足元に情報、知識

の「宝脈」を発掘することに

もなる。

③異質の人にも近づこう
いつも同質の人との触れ合いでは新発見は少ない。異業

種の人などに接すると、思わぬ新発見があるものである。

④人に対する感知力を高める
多くの人との出会いにおいて、その人の持つ独特の“香

り（特性）”を嗅ぎ取る力が、“人的ネット”を“宝脈”へ

と導いていくことになる。

「人的ネットワーク」を創ろう
■「知的シャワー」を浴びよう！
刻々と変化していく時代にあって、自分の置かれた状況

に気づくことがなければ、やがて陥没していくことになる

だろう。そのため、「今日の延長線上に明日はない」とい

う認識からスタートしていかなければならないだろう。

“脱皮しないヘビは死ぬ”ことになりかねないからだ。

それらを可能にしていくには、知識をいかに知恵に変換

していくかにかかるであろう。つまり、“生情報”→“生

きた知識”→“生きた知恵”のサークルを絶えず回してい

くことであろう。こうした、“知的シャワー”というべき

ものを浴びていくことを習慣化していくことにほかならな

い。そこに時代性や問題意識が生起していくことになるだ

ろう。

「人間は他人の経験・知識を利用するという、特殊な能

力を持った動物である」といわれているように、その能力

をフルに発揮していくべきであろう。また、昔の人の教え

に「人間の賢さは、出会った人たちから何を学びとるかで

決まる」とか、「大才は袖すり合う縁をも生かす」とも言

われている。このように他人の知識、知恵をどのように、

現代を生き抜く知恵
西都原　信（ビジネス評論家）

損損損益益計計算算書書ととはは
損益計算書とは、一定期間の会社の経営成績を表

示したものです。

損益計算書は、英語でプロフィットアンドロスス

テイトメントのため「P/L」と略されます。

ここで、一定期間というのは通常一年間をいいま

すが、半期（６カ月）、四半期（３カ月）でP/Lを

作成することもあります。もちろん、月次決算を行

っているところでは1カ月単位できちんとP/Lを作

成しているところもあります。

ところでP/Lのいう経営成績といっても、それは

５つの利益にあらわれてきます。

一つは、売上から売上原価を差し引き計算される

「売上総利益」です。これは、粗利益とも呼ばれ、

商品・サービスにどの程度の利益を乗せて売ったか

を示しており、これがマイナスでは話になりません。

二つ目は、売上総利益から販売費及び管理費を差

し引き計算される「営業利益」です。これは、本業

による利益ですから、やはりここがマイナスのよう

では、店を辞めた方がよい等の指標になります。

三つ目は、営業利益に営業外収益（受取利息など

の財務収益など）を加え、営業外費用（支払利息な

どの財務費用など）を差し引いて計算される「経常

利益」です。これは、この期間の正常な利益といえ

ます。

四つ目は、経常利益に臨時・特別に発生した特別

利益と特別損失を加減して計算した「税引前当期利

益」です。

そして、最後は、税引前当期利益から法人税が差

し引かれ「当期純利益」が算出されます。これは、

資本の純増加分です。

また、以前はP/Lに「当期未処分利益」も表示さ

れていましたが、会社法の創設により、その表示は

なくなり、金額の算出自体は「株主資本等変動計算

書」上で行われることとなりました。

サラリーマンが最低限知っておきたい会計知識 ⑤ 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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ビフィズス菌が95％以上を占める。しか

し、離乳食が始まると次第に成人の腸内

フローラに近づき、ビフィズス菌の割合

は10～15％に減ってくる。この状態が40

歳代まで続く。

中年を過ぎるころから、ビフィズス菌

や乳酸菌が減って、悪玉菌のウェルシュ

菌や大腸菌が増加してくる。そのため、

発酵より腐敗が先行し、有害物質が腸内

に発生、便秘がちになる。

以前より、便のにおいが気になりだし

たら、腸内細菌のバランスが悪玉菌に傾

いてきた証拠だ。

最近は、若くても腸年齢の高い人が多

い。原因は、不規則な食事、運動不足、

ストレスによる便秘などがあげられる。

便秘は腸年齢の老化を促進する。食物

繊維が多く脂肪の少ない食事をとり、腹

筋を鍛えて「糞出力」をつけよう。

●胃・大腸は病気のデパート
「おなかが張る」「ガスがたまる」「便

通が不規則」。おなかの調子が悪いとい

う訴えは依然として多い。

そもそも消化器の中でも、栄養の消化

吸収で中心的な働きをする小腸は、がん

をはじめ、あまり病気にならない。とこ

ろが、一度に大量処理ができない小腸の

ために食べた物を一時保管する胃や、消

化吸収後の残りかすに含まれる水分を吸

収して便をつくる大腸は、病気のデパー

トといわれるほど、病気の数、種類が群

を抜いて多い。

●年齢により変化する腸内フローラ
なぜ、胃や大腸は不調に陥りやすいの

か。大腸で指摘されるのは、腸内細菌の

関与である。

大腸には、体に有用な発酵型の善玉菌

と、有害な腐敗型の悪玉菌、状況によっ

てどちらにもなる

菌種が混在してい

る。その数、約100兆。コロニーと呼ば

れる集団を形成し、花畑に似た様子から

「腸内フローラ」といわれる。

この腸内フローラ、年齢によって変化

する。それを「腸年齢」と呼ぶ。

●腹筋を鍛えて「糞出力」をつけよう
母乳で乳児では、善玉菌の代表である

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）

［生活編］
人をよく見かける。交歓が目的であるか

ら、いろいろな人となるべく積極的に会

話をすることを心掛ける。席を離れると

きは、失礼のないように挨拶をして席を

離れる。また、椅子席が用意されている

場合があるが、荷物を置いたり、座って

食べたりしない。

④皿とフォーク、グラスの持ち方

立食の場合は常に利き手をあけてお

く。お皿は利き手でない方の親指と人指

し指、中指でお皿をはさみ、グラスは手

のひらに置く。飲んだり、食べたりする

ときに利き手でフォークやグラスを持

つ。グラスは、紙ナプキンを巻いて持つ

と滑らない。退出するときは、中締めが

終わって退出するのがルールである。ま

た、退出するときには、招待者に一言挨

拶をして帰る。

立食パーティーは会話を楽しみ、「自

分を知ってもらう」「相手を知る」情報

交換のよいチャンスでもある。

ビジネスの世界では、会社の新年会や

忘年会などの会合は立食パーティーで行

われることが多い。最近では、学生が

内々定をもらって入社までの間に懇談会

と称して立食パーティーを行う企業も増

えてきている。立食パーティーは自由に

席を移動することができ、多くの人と会

話を楽しむ利点がある。しかし、せっか

くの機会を生かせないで食べることに集

中している人を見かけることがあるが、

あまり感じのよいものではない。基本的

なことではあるが、立食パーティーのポ

イントを次にまとめてみた。

①荷物はクロークに預ける

よく資料やカバンをもって会場に入る

人がいるが、クロークがある場合には必

ず預け、両手は使えるようにしておく。

名刺は必ず持参し、少し多めに用意する。

また入口にかたまらず、遠慮せずに奥の

空いているスペースに行く。

②料理は、たくさんとらない

料理は一般的にオードブル、スープ、

メイン、サラダ、デザートとコースの順

番に並べられている。順番にお皿に３品

程度とって食べるのがよい。食べたお皿

はサイドテーブルに置くが、重ねて置い

てはいけない。サイドテーブルに置けな

い場合には係の人に渡す。寿司などの屋

台がでている場合には、何回も並ぶ人が

いるがマナー違反である。話に熱中して

いる時は、食べたい料理をコンパニオン

にお願いする方法もある。

③同じ人と長時間しゃべらない

知り合い同士で長時間しゃべっている

パーティーは、会話を楽しむ場

便秘は腸年齢
の老化を
促進する



e-Taxを体験してみよう！
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言葉の落とし穴──────────●

●あらずもがな　あった方がいい？ない方がいい？

「あらずもがなの説明が延々と続いた」。説明は①あった

方がいい②ない方がいい③あってもなくてもいい──？

あらずもがなは「ない方がいい」という意味。不要、蛇

足とも同意だ。もがなは文語で願望や希望を表す終助詞だ。

なくもがなも「なければなぁ」という意味。

この文語「もがな」がこのほか現代語で残っているのは

「言わずもがな」。「言わなくてもいい」という意味だが、

こちらには「英語は言わずもがな、ドイツ語も話す」とい

ったように「言うまでもなく、もちろん」という意味でも

ある。

●あごが落ちる　おいしい物を前に

「ほっぺたが落ちる」と同じ、おいしいものを食べたと

きの慣用表現。「どの料理もおいしくて、あごが落ちそう

だ」といったように使う。大きな辞書には「大笑いする」

という意味も載っているが、大笑いの場合は「あごが外れ

る」という表現の方が一般的に使われる。

「巨大遺跡を見物してあごが落ちてしまった」。驚いたと

き、あきれたときに使われるのを見かけるが、これは変。

口がぽかんと開いてふさがらないイメージからきているの

だろうか。

●つらつら 「つれづれに…」似ているが

「酔っぱらった頭でつらつら無意味なことを考えていま

した」

ブログでは「つらつら」という副詞をよく見かける。

「しょうもないことをつらつらと書いて…」「寝ぼけた頭で

つらつらと思っていた」など。でもどこか変。「つらづら」

はよくよく、つくづく、念を入れて物事を考えるさまとい

う意味だ。漢字では「熟々」。しかし、ブログでは「思い

つくまま」「漠然と」といった反対の意味で使われるケー

スが多い。「うつらうつら」に似ているためだろうか。も

ちろん、酔っぱらって念入りな考えごとをする人もいるか

もしれないが…。

●いやが上にも　同じ「いや」でも

「新プロジェクトを控え、メンバーの気持ちも否が応で

も盛り上がってきた」

ついつい言いがちだが、よりいっそう盛り上がってきた、

と言いたいなら「いや（弥）が上にも」が正しい。弥には

「いよいよ」「ますます」という意味がある。

「いや（否）が応でも」「いやが応でも」「いや応なく」

は、いや（否定）とよろしい（応じる）という両方の返事

のことで、有無を言わせずという意味になる。「否応なく

同意させられる」といったように使う。同じ「いや」でも

意味が違うので気をつけたい。

●似通う　ワ行五段活用で

「両者の発想が似通るのは当然のことだ」──。この言

い方、何か変ではないか。互いによく似ていることをいう

のは「似通う」。最後はウで、「似通わない」「似通い」「似

通えば」などと語形変化する語だ。

ところが、インターネット上ではこれを〈ニカヨル〉と

する誤用が多く見られる。カヨルという動詞は存在しない

ため変換されず、「似かよる」「似かより」などの表記で多

く使われている。

「近寄って→近寄る」などからの連想で、「似通って→似

通る」とルにしてしまうのだろうか。

●腹ごなし　食事する？運動する？

「まず腹ごなしに名物のうどんを食べた」──インター

ネット上でよく目にする使われ方だが、これはおかしい。

「腹ごなし」は、運動などをして食べ物の消化を助けるこ

とで、食後にするものと決まっている。「ごなし」は「こ

なす（熟す）」から来ており、くだいてこまかくする意だ。

空腹のときにするのは「腹ごしらえ」。あとの活動に備

えて、食事を済ませておくことである。

最初にやるのが「腹ごしらえ」、食後にやるのが「腹ご

なし」。うっかり取り違えないようにしたい。

●歴任　歴代の面々ではなく

ある一人の人が、次々に種々の役職に任命され務めてき

たことをいう。Ａ氏は、○○委員会委員長、××会議議長、

△△会会長を歴任──などと使うのが正しい。

あくまでも、人が一人で、要職は複数である。「日本の

総理大臣は、小泉氏、安倍氏、福田氏が歴任」のように使

うのは間違い。歴代の面々を並べ立てるときには使えない。

「歴訪」を思い浮かべるとわかりやすいかもしれない。

「ヨーロッパ諸国を歴訪した」というときは、ある人（あ

る一団）が複数の国を巡ったということだ。

●かえるの子はかえる　褒め言葉として使える?!

「さすが部長のお子さん、一流大学に現役で合格すると

は、『かえるの子はかえる』ですね」──。

子は親に似る、という意味のことわざだが、他人を評し

ていうときは注意が必要だ。この言葉は、おたまじゃくし

はかえるとは似ても似つかない姿をしているが、結局は親

と同じかえるになってしまう、つまり、凡人の子はしょせ

ん凡人である、というマイナスの意味合いを持つ。

冒頭の例のように、子どもを褒めつつその親にこびるよ

うな使い方をする向きもあるが、相手には不快に思われて

いるかもしれない。
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�灯台

沿岸を航行する船に、光や港や危

険場所を示す役割を担う。世界で最

古の灯台は、紀元前279年から約20

年かけて建設されたとされる、エジ

プトのアレキサンドリア港の入口の

ファロス灯台だという。わが国では、遣唐使船の

目印に、九州の岬や島でかがり火をたいたのが始

まりだ。

搭状の建物で最上部にレンズのついた光源を有

する西洋式の灯台が、最初に設置されたのは神奈

川県横須賀市の観音崎。1868年11月１日に起工さ

れたことを記念して、海上保安庁は1949年、この

日を「灯台記念日」と定めた。

かつては、「灯台守」と呼ばれた職員が常駐し

ていたが、2006年末に無人化された。最後まで職

員がいた長崎県の女島灯台は、映画「喜びも悲し

みも幾年月」の舞台にもなった。一つの時代の終

わりを告げているようで、少し寂しい。

�アメリカ大統領

４年に一度、オリンピックの年は、世界の大国

アメリカの大統領選挙の年だ。大統領の任期は４

年。立候補するには、アメリカ人として生まれ、

14年以上アメリカに住んでいる35歳以上というこ

とが条件だ。

民主党と共和党の二大政党のアメリカでは、ま

ずこの党の予備選挙に勝たなければならない。予

備選が始まるのが１月。その後、全国に50ある州

ごとに予備選や党員集会を行い、夏の全国党大会

で党の候補が決まる。今回、民主党はオバマ氏が

初の黒人大統領、クリントン氏が初の女性大統領

を目指して熾烈な争いを繰り広げたが、オバマ氏

が勝利した。一方、共和党はマケイン氏。どちら

が勝つかは11月４日の本選挙で決まる。新大統領

の就任は翌年１月20日。長く厳しい選挙戦の末に

ようやく大統領のイスが待っている。

征伐では幕府側の敗色濃厚とな

る。形勢不利とみた将軍慶喜は大

政奉還して江戸に謹慎。幕府軍は

敗走、たちまち「賊軍」の汚名を

着せられた。薩長はいわゆる「錦

の御旗」を立てて、江戸へ迫り、

徳川幕府は江戸城を官軍に明け渡

した。

今年放送中のNHK大河ドラマ

は幕末、時代の運命に翻弄されな

がら逞しく生き抜いた一人の女性

の生涯。主人公篤姫を無血開城の

影の立役者ととらえたもの。ドラ

マを見ながら、“外国から見た日

本”を見直し、当時黒船におびえ、

不平等条約に翻弄された幕府・新

政府の先人を決して、笑いものに

はできない。

規制緩和の波、それとは矛盾す

る、各国の相次ぐ『食糧値上げと

輸出規制』などの激流に揉まれな

がら、いかに、生きるか、現代の

問題である。

「歴史は真実」と思っている人

がいる。しかし、歴史とは「書き

換えられるもの」でもある。

例えば、戦前、ヒトラーは英雄

だった。が、今はそんなことを考

える人は少ない（今でも少しは、

いることがおそろしい）。多くの

人は、「ヒトラーは、ユダヤ人を

弾圧し、アウシュビッツをはじめ

強制収容所に送り、意味もなくた

だ、ユダヤ人であるという理由で、

ガス室に送って大量虐殺した悪魔

だ」というのが歴史の定説。

スターリンもかつてはロシア革

命、ソ連の英雄だったが、今では、

独裁体制で邪魔になった同志を

「粛清」の名の下に葬り去った悪

魔。一説にはヒトラー以上に大勢

の人を殺したといわれている。

日本でも、動乱期の歴史は、吉

川英治、大仏次郎、山岡荘八、司

馬遼太郎らが、源平の昔から、南

北朝時代、戦国時代、明治維新前

後の動乱期を小説に描いて大ヒッ

トしている。自分で調べてみると

病み付きになり立派なライフ・ワ

ークになる可能性がある。

例えば江戸末期、徳川幕府を倒

した薩長は官軍、幕府側は賊軍と

された。しかし、幕末の動乱期形

勢は目まぐるしく動く。長州藩が

京都御所を攻めた「蛤御門の変」

では、幕府（京都所司代の会津藩）

は突然翻意した薩摩と結び、長州

を追い払い、長州勢は自国に敗走。

幕府は「長州征伐」と称して、長

州藩の責任を追及し、長州藩は３

家老が切腹して、決着。

その後、坂本龍馬の仲介で、薩

長同盟が成立すると、第２次長州

河村 哲也
（生き方探険倶楽部主宰）

歴史と遊ぶ（歴史を見直す）

ビジネスに生かすオフ・タイム活用術
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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9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

３

７

７

８

10

12

17

17

17

18

20

21

法　人　名

㈲ジョイフルジョイント

㈱ぐあんばる

㈱マイノリティ

㈱信陵会館

㈱フューチャーナビゲータ

㈱ビーアン

㈲サホダ

青年座映画放送㈱

㈲ガオー

㈱ミネルヴァ編集企画

㈱テル・コーポレーション

日本生命東京保険代理社

㈱シーエムディーラボ

ブリッジ・コミュニケーションズ㈲

代表者名

木村　淳子

菅原　潤一

藤巻　　実

村島　隆一

池内　裕弘

柳　　旗英

佐保田満美

松坂美保子

西尾　精真

大沼　孝司

浅井　輝彦

佐藤　　悟

ユンヒウォン

高橋ひろ子

連　絡　先　住　所

渋谷区恵比寿１－１－７

渋谷区恵比寿南１－18－６

渋谷区猿楽町１－５－201

渋谷区道玄坂１－15－３

渋谷区道玄坂１－12－１

渋谷区松涛１－４－９

渋谷区神山町17－２

渋谷区富ヶ谷１－53－12

渋谷区代々木３－６－６

渋谷区代々木３－41－19－202

渋谷区代々木４－42－19

渋谷区代々木２－11－２

渋谷区神宮前２－14－19

渋谷区神宮前４－２－11

電話番号

5447-2592

5860-0500

6902-0332

3462-1225

4360-5487

6427-6993

3467-8494

3467-0436

5350-7145

5302-5311

3299-6651

3401-3256

業　　種

広告

芸能プロダクション

建設業

団体

IT

マスコミ

不動産

芸能プロダクション

造園業

サービス業

不動産業

生命保険及損保業

情報システムサービス業

経営コンサルティング業

－都税についてのお知らせ－

11月から都税に関する公簿の閲覧及び
証明申請時の「本人確認」方法が変わります！

詰将棋■解答

２五桂　同銀　１四歩　同銀　２四金　同玉　３五角　２五

玉　３七桂まで九手詰め。
■解説

初手　２四金は　同銀　２二角成　１四玉で後続手がありませ

ん。

まず　２五桂　同銀　１四歩　同銀としてから　２四金が好手

です。

今度　同銀は　２二角成までですので　同玉ですが、そこで

３五角と引けば　２五玉に　３七桂の吊るし詰めとなるわけです。

主税局では、本人になりすまして、不正な目的で公簿の閲覧及び証明の申請を行うことを防止し、納税者の皆

様の個人情報保護を図るために、「本人確認」をより厳格な方法に変更します。

①　窓口で申請をされる場合

③　実施時期

ア　窓口での申請11月４日（火）受付分から

イ　郵送による申請11月１日（土）消印分から

◆本人確認書類等の提示又は提出があった場合でも、

必要と判断した場合は、口頭質問や電話確認等を行

います。

【お問い合わせ先】

東京都渋谷都税事務所　03-3463-4311（代）

固定資産税課 固定資産税係　徴収課 徴収管理係

②　郵送で申請をされる場合

ア　原則として、次のⅠ又はⅡに転送不要郵便にて証明等を送付します。この場合「本人確認書類」等は不要

です。

Ⅰ　都税の納税通知書送付先　　Ⅱ　都税事務所に届けている住所（本店又は主たる事務所の所在地）

イ　上記ア以外へ送付を希望される場合は、手続き等について、所管する都税事務所へお問い合わせください。

本人確認書類

申請される方の身分を証明できる
官公署が発行した書類

申請される方の身分を証明できる　�その他の本人名義の書類（納税通知書・キャッシュカード等）

�顔写真付き（運転免許証・パスポート等）

�顔写真なし（国民健康保険等の被保険者証・国民年金手帳等）

※Cからは2種類は不可

いずれかを提示
してください。

�から１種類

�から２種類

�と�から
それぞれ１種類
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�11月の税務
１　所得税の予定納税額の納付（第２期分）

納期限…12月１日
２　特別農業所得者の所得税の予定納税額の
納付　　納期限…12月１日

３　所得税の予定納税額の減額申請
申請期限…11月17日

４　個人事業税の納付（第２期分）
納期限…11月中において各都道府県の条

例で定める日
５　10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税
額の納付　　納期限…11月10日

６　９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…12月１日

７　３月、６月、９月、12月決算法人・個人
事業者の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…12月１日

８　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…12月１日

９　３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…12月１日

10 消費税の年税額が400万円超の３月、６
月、12月決算法人・個人事業者の３月ごと
の中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限…12月１日

11 消費税の年税額が4,800万円超の８月、
９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（７月決算法人は２ヵ月
分）〈消費税・地方消費税〉
申告期限…12月１日

※税を考える週間11月11日～17日

申告・納付
方法

適用時期

課税標準

税　　率

地方法人特別税は、法人事業税・都民税と同一の申
告書・納付書により、都道府県に申告納付します。

平成20年10月１日以後開始する事業年度

基準法人所得割額、基準法人収入割額（標準税率に
より計算した法人事業税の所得割額・収入割額）

※資本金の額（又は出資金の額）が１億円を超え
る普通法人

課税標準

基準法人所得割額

基準法人収入割額

外形標準課税
法人（※）

それ以外の
法人

148％

81％

81％

地方法人特別税の創設に伴い、平成20年10月１日以後に開

始する事業年度から、法人事業税（所得割・収入割）の税率が変

更されます。

詳しくは、東京都主税局課税部法人課税指導課

03-5388-2963までお問い合わせください。

■ヒント

打ち歩を打開した後に

二枚角の大活躍を得て詰

め上げます。

（考慮10分で二段）

〈出題〉六段沼 春雄

●お知らせ●
（社）渋谷区勤労者福祉振興公社は、区内中小企業

事業主・勤労者の方の福利厚生・給付事業を実施し

ております。

公社では、本年度も、９月15日～12月15日までの

３ヶ月間を「新規会員加入促進キャンペーン」と定

め、会員加入促進事業を展開中です。

別紙　キャンペーンのチラシを同封させていただ

きましたので、この機会にぜひご加入いただきたく

ご案内申し上げます。

－都税についてのお知らせ－

地方法人特別税が創設されました
～平成20年10月１日以後に

開始する事業年度から適用されます～

地方法人特別税及び地方法人特別譲与税が創立されました。

法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税とする制度と

なっているため、この改正により各法人の法人事業税と地方

法人特別税とを合わせた税負担が増えることはありません。
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