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2月�月�如�

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　２月４日（水） 午後１時～４時

日時　２月18日（水） 午後１時～４時

日時　３月４日（水） 午後１時～４時

日時　３月18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　２月25日（水）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

21年1月 21年2月下旬

生生生活活習習慣慣病病健健診診セセンンタターーののごご案案内内

2月・（3月）実施する主な事業

●２月２日　15ブロック新年会
●２月３日　源泉部会役員世話人会
●２月３日　青年部会美化活動
●２月６日　正副会長会
●２月16日　印紙税研修会
●２月19日　９ブロック税務講習会
●２月23日　消費税研修会
●２月24日　10ブロック税務講習会
●２月26日　東法連第３ブロック会長会
●３月３日　青年部会美化活動
●３月３日　19、20、21ブロック合同研修会
●３月４日　11ブロック健康講座
●３月５日　広報委員会
●３月６日　青年部会研修会
●３月９日　源泉所得税セミナー
●３月17日　決算法人説明会
●３月23日　決算法人説明会
●３月24日　決算法人説明会
●３月26日　女性部会研修会

毎年、黄色い往復葉書で5月、11月の数日間期間限

定でご案内差し上げております（財）全日本労働福祉

協会共催の生活習慣病健診を、毎週金曜日（除外日有

り）に受診できることになりました。（これまで通り、

通常のご案内も差し上げます）

但し、予約制ですので、詳しい内容、実施日、料金、
受付時間、お申込方法などは、必ずお電話にて下記ま

でお問合せ下さい。

〈実施コース〉
●生活習慣病健診　Ａコース

●生活習慣病健診　Ｓコース

●生活習慣病健診　総合コース

〈オプション検査〉（オプションのみの受付けはできません）

●前立腺腫瘍マーカー検査

●女性健診

●Ｃ型肝炎

〈お申込み・お問合せ先〉
地域健診部　品川区旗の台6－16－11
TEL  03－5767－1714
FAX  03－5767－1710
お問合せ等電話受付時間

月～金　９：00～11：45 13：00～17：00

上記時間外及び土、日、祝日は留守番電話での対応

となります。



正しい税知識を学ぼう
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平成20年分の確定申告期間中の税務署での申告相談、申告書の提出及び納税の期限は
所得税　2月16日（月）～3月16日（月）
贈与税　2月2日（月）～3月16日（月）
個人事業者の消費税及び地方消費税　1月5日（月）～3月31日（火）までです。

土曜日・日曜日・祝日は執務を行いませんが、本年は2月22日と3月1日の日曜日
に限り申告書作成のアドバイス及び申告書等の受付を行います。
（その他の業務は行っておりません。）
申告書の自書作成と早期提出に、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

e-Tax
イータックス

（国税電子申告・納税システム）で自宅に居ながら申告できます。

平成20年分の所得税の確定申告をe-Taxで申告すると、次のメリットがあります。

①　国税庁ホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書（贈与税は除く）に、電子証明書

を添付して、そのまま送信（提出）できます。

②　電子証明書を添付して確定申告をすると、最高5,000円の税額控除を受けることができます。

（平成19年分で本控除の適用を受けた方は受けられません。）

③　源泉徴収票や医療費の領収書などの添付書類の提出又は提示を省略できます。

（内容確認のため、確定申告期限から３年間、書類の提出又は提示を求められることがあります。）

④　還付金を早く受け取ることができます。

（e-Tax で申告された所得税の還付申告書は早期処理しています《３週間程度に短縮》。）

※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。

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。

申告書は郵送等でも提出できます。

申告書は、郵送や税務署の時間外収受箱に投函することにより提出することができます。

郵送等で提出される場合で、申告書等の控えに税務署の受付印が必要な方は、返信用封筒を同封してください。

納税は口座振替をご利用ください。

平成20年確定申告分の振替日は、

・所得税　　　　　　　　　　　　　　　４月22日（水）

・個人事業者の消費税及び地方消費税　　４月27日（月）

※口座振替をご希望の方は税務署の管理部門へお尋ねください。

所得税から住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）を引ききれなかった方へ

平成11年１月１日から平成18年12月31日までの間に入居した方で、住宅ローン控除を所得税から控除しきれな

かった方は、控除しきれなかった分が住民税（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税額控除申告書」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

令第26条第2号に該当する文書の要件

令第26条第２号に該当して、第７号文書（継
続的取引の基本となる契約書）になるものの要

件を具体的に説明してください。

令第26条第２号には、「代理店契約書、業務
委託契約書その他名称のいかんを問わず、売買

に関する業務、金融機関の業務、保険募集の業務又は
株式の発行若しくは名義換えの事務を継続して委託す
るために作成される契約書で、委託される業務又は事
務の範囲又は対価の支払方法を定めるもの」と規定さ

れています。
したがって、令第26条第２号に該当して第７号文書

（継続的取引の基本となる契約書）になるものは、次に
掲げる２つの要件を満たすものでなければなりません。
（1）売買に関する業務、金融機関の業務、保険募集の
業務又は株式の発行若しくは名義換えの事務を委託
するために作成される契約書であること。

（2）継続して委託される業務又は事務の範囲又は対価
の支払方法を定めるものであること。
一例としては、「水道の計量（検針）業務委託契約

書」「保険料収納業務委託契約書」「株式事務代行委託
契約書」があります。

※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）

業績等の悪化により
役員給与の額を減額する場合の取扱い

当社（年１回３月決算）は、役員に対して支給
する給与について、定時株主総会で支給限度額

の決議をし、その範囲内で、定時株主総会後に開催する
取締役会において各人別の支給額を決定しています。
ところで、本年度は、会社の上半期の業績が予想以

上に悪化したため、年度の中途ではありますが、株主
との関係上、役員としての経営上の責任から役員が自
らの定期給与の額を減額することとし、その旨、取締
役会で決議しました。
このような年度中途の減額改定は、「経営の状況が

著しく悪化したことその他これに類する理由」（業績
悪化改定事由）による改定に該当しますか。
なお、減額改定前の各支給時期における支給額及び

減額改定後の各支給時期における支給額は、それぞれ
同額です。

ご質問の改定は、経営状況の悪化に伴い、第
三者である利害関係者（株主、債権者、取引等）

との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情
が生じたために行ったものであり、業績悪化改定事由
に該当するものと考えられます。
したがって、このような事情によって減額改定をし

た場合の改定前に支給する役員給与と改定後に支給す
る役員給与は、それぞれ定期同額給与に該当します。
（解説）
業績悪化改定事由については、法人税法基本通達9-

2-13において「経営の状況が著しく悪化したことその
他これに類する理由」とあり、経営状況が著しく悪化
したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得な
い客観的な事情があることをいいますので、財務諸表
の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕した
ことだけではなく、経営状況の悪化に伴い、第三者で
ある利害関係者（株主、債権者、取引先等）との関係
上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じて
いれば、これも含まれることになります。
このため、例えば、次のような場合の減額改定は、

通常、業績悪化改定事由による改定に該当することに
なると考えられます。
①株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての
役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せ
ざるを得ない場合
②取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュ
ールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得
ない場合
③業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引
先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性
から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、
これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合
なお、業績や財務状況、資金繰りの悪化といった事

実が生じていたとしても、利益調整のみを目的として
減額改定を行う場合には、やむを得ず役員給与の額を
減額したとはいえないことから、業績悪化改定事由に
該当しないことは言うまでもありません。
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
また、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



日豪租税条約の改正について

日本国とオーストラリアの租税条約が改正さ
れたと聞きましたが、どのような内容なのでし

ょうか。

先般、日豪両国間で「所得に対する租税に関
する二重課税の回避及び脱税の防止のための日

本国とオーストラリアとの間の条約」（以下「新条約」と
いいます。）の外交上の公文交換が行われ、新条約は平
成20年12月３日に発効し、源泉所得税については、平
成21年１月１日から適用開始されることになりました。
新条約の主な内容は、以下のとおりです。

○新条約では、投資所得（配当、利子、使用料）に対
する源泉地国における課税が減免されました。

【適用手続等について】
その支払を受ける配当、利子、使用料について新

条約の適用を受けるためには、平成21年１月１日以
後最初にその支払を受ける日の前日までに、租税条
約に関する届出書（免税とされる場合は、特典条項
に関する付表（添付書類を含みます。）を添付する
必要があります。）を、源泉徴収義務者を経由して
所轄税務署長に提出する必要があります。

○一定の投資所得など源泉地国免税とされる所得につ
いて、新条約の特典を受けるためには、条約の相手
国の居住者は、その特典を定める各条項の要件を満
たすとともに、いわゆる特典条項に定める一定の条
件を満たさなければならないこととされました。
（特典条項の導入）
○その他、新条約には役員報酬に関する規定の変更や
教授等に関する規定の廃止、匿名組合契約に関する
規定の制定などが盛り込まれております。

詳しくは、法人課税第４部門　源泉所得税担当
TEL 3463－9181 内線 5042

e-Taxを利用しよう
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【徴収猶予】
納税の猶予の制度について教えてください。
都税を一時に納税できないときで、次の条件

に当てはまるような場合には、納税の猶予が認
められることがあります。この場合も、減免を受ける
場合と同様、納税者からの申請が必要です。
（1）条件
ア　財産が災害（震災、風水害、火災など）を受け
たり、盗難にあったとき
イ　納税者や生計を一にする親族が病気になった
り、負傷したとき

ウ　事業を廃止したり、休止したとき
エ　事業に著しい損失を受けたとき
オ　上記に類する事実があったとき
カ　法廷納期限後１年を過ぎてから課税されたとき

（2）猶予の期間
原則として1年以内です。分割納付が認められま

す。延滞金は、猶予期間中、年率14.6の期間に限り、
次の額が免除されます。
①特例基準割合（注）が適用される年：

特例基準割合
延滞金×　１－ ──────

14.6％
１

②特例基準割合が適用されない年：延滞金×──
２

（3）申請に必要な書類
ア　徴収猶予申請書
イ　猶予を必要とする理由を証明する書類（災害・
盗難証明書、法人は最近の決算書類等）

ウ　担保提供書など
（4）担保の提供

猶予額が50万円を超える場合には、原則としてそ
れに見合う担保が必要です。（国債、地方債、土地、
保険付き建物、確実と認められる保証人の保証など）

（5）その他
法人事業税（外形標準課税）、不動産取得税、特

別土地保有税、自動車取得税、軽油引取税にはそれ
ぞれ独自の徴収猶予制度があります。
詳しくは都税事務所までお問い合わせください。

Q

A

注）特例基準割合とは
延滞金又は還付加算金の計算に用いられる割合で、各年の前年11月30日
を経過するときの基準割引率及び基準貸付利率（従前の公定歩合）に年
４％の割合を加えたものをいいます。7.3％を超える場合や、平成11年12
月31日までの期間にかかる分については特例基準割合は適用されません。
なお、平成12・13年中の特例基準割合は4.5％、平成14～18年中の特例

基準割合は4.1％、平成19年中の特例基準割合は、4.4％です。平成20年中
の特例基準割合は4.7％です。

特例基準割合※
延滞金（または還付加算金）＝税額（または還付金額）×日数×──────

365（日）

Q
A

〔 〕

区　分 改正前 改正後

直接持株割合80％以上で
一定の要件を満たす場合

直接持株割合10％以上

免税

５％

配
　
当

親子会社間配当
15％

上記以外の配当 10％

利　子

使用料

10％

10％

10％
（政府、金融機関等が
受け取る利子は免税）

５％



平成21年の新春を寿ぎ新年賀詞交歓会を催す

法人会の事業活動に積極的に参加しよう
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去る１月９日（金）午後５時45分より、セルリアンタワー東急ホテルに於いて賀詞交

歓会を開催した。

当日は生憎の悪天候にもかかわらず、渋谷税務署長内田景俊様を始め、各界の代表

37名の方々をご来賓にお迎えし、会員（181名）とともに平成21年の新春を寿いだ。

まず柳田会長の年頭の挨拶に続き、内田渋谷税務署長、兼森渋谷都税事務所長、桑

原渋谷区長、そして友誼団体を代表して東京税理士会渋谷

支部の原田支部長よりご挨拶をいただいたが、やはりどな

たも昨年のサブプライムローン問題からリーマンブラザー

ス破綻に端を発する世界的な不況や国内の雇用不安につい

て話され、経営環境の厳しさを感じさせた。

続いて宇野澤顧問の乾杯で懇親会に入り、不況ムードを

少しでも吹き飛ばそうと“梅后流
ばいこうりゅう

江戸芸　かっぽれ”の皆

さんによる『伊勢音頭　深川かっぽれ』で盛り上げ、来賓、

会員相互に新春のお祝いの言葉を交わしながら、情報交換

等に花を咲かせ、懇親のひと時を有意義に過ごした。

柳田会長

内田署長

兼森都税事務所長

桑原区長

原田税理士会渋谷支部長

乾杯：宇野澤顧問

司会：石田副会長

おめでとうございます

新年賀詞交歓会 賑やかに深川かっぽれ



理事会を開催

去る12月18日（木）渋谷エクセルホテル東急において、

理事会を開催した。

柳田会長の挨拶に続き、渋

谷税務署の菅原法人課税担当

総括副署長にご挨拶をいただ

き、議事に入り、各事業報告

と会員増強報告、議案審議を

行い承認された。

第14ブロック見学研修会

国会議事堂、国立印刷局滝野川工場見学

11月27日（木） 参加者21名（申込者23名）

当初10月に予定していたが、福田首相（当時）の突

然の辞任により、総選挙の可能性も出てきた為延び延

びとなり、約１ヶ月遅れの見学研修会となった。

今回は国会議事堂や議員会館を見学し昼食後、独立

行政法人　国立印刷局滝野川工場を見学した。

会員の増加は、会員のメリットに通じる

議事堂では、普段はなかなか見学できないようなと

ころまで見学することができ、参加者の皆さんも大変

満足したようだった。また、印刷局では紙幣が次々と

印刷され、裁断前の？億円の塊なども見ることができ

た。

その後、新東京タワーの建設予定地をバスで巡回し

ながら見学し、渋谷に帰って来て東京オペラシティ

ー：海燕亭にて懇親会を催した。

参加者全員有意義な一日を楽しめたようだった。
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ブロック通信

議事を進行する柳田会長

国会議事堂前

議案審議
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連連結結財財務務諸諸表表ととはは
連結財務諸表
れんけつざいむしょひょう

とは、企業集団全体をひとつの

会社とした場合の財務諸表です。

連結財務諸表は、これまで２次的存在でした

が、近年、特にその必要性が高まり、主役の座

に躍り出た感さえあります。

必要性が高まった理由として、個別財務諸表

だけでは、その会社のことがよくわからなくな

ったことと、連結財務諸表が投資家の投資判断

材料となったことがあります。

例えば、生産や販売など重要な機能の一部を

子会社等に任せた場合、その子会社等を含めた

企業集団全体の財務諸表をみなければ、会社の

実態がよくわかりません。

管理機能は親会社、販売機能は子会社の場合、

会社の管理部門である総務部だけ（親会社だけ）

の決算をみても、業績がいいのか悪いのかわか

らないのと同じです。親会社と子会社の両方を

みる必要があるのです。

それでは、企業集団とは何かというと、親会

社とその会社の子会社、関連会社を含めたグル

ープをいいます。

連結財務諸表に含まれる子会社の範囲につい

ては、会社が恣意的に判断できない絶対的な基

準で判断されます。しかも、その基準は会社を

支配しているか否かによる形式的な「持株基準」

から、会社がある会社の意思決定機関の支配の

有無をも考慮した実質的な「支配力基準」とな

りました。

このため、連結範囲が急拡大したり、連結上の

業績が急減するなど、新たな問題も生じています。

なお、連結財務諸表もキャッシュフロー計算

書と同様、上場会社等の一部の会社にのみ作成

が義務づけられているものです。

連結財務諸表の作成方法は、親会社の個別財

務諸表と子会社の個別財務諸表を科目ごとに合

算して作成します。関連会社などについては、

次項の特分法という手法によって計上します。

合算は、単純に足し合わせるだけでなく、個

別財務諸表で誤っている部分を修正したり、子

会社の資産・負債を時価評価したりします。さ

らに、連結仕訳による調整を行います。

まず、投資と資本の相殺消去を行います。

これは、例えば、Ａ社が1000万円を出資して

100％子会社のＢ社を設立したとします。その

場合、Ａ社貸借対照表の資産にＢ社株式1000万

円、Ｂ社貸借対照表に資本金1000万円が計上さ

れています。これは、企業集団内部での資金移

動にすぎませんから、いわば自分で自分に投資

しているものとして、次の仕訳により相殺消去

されます。

（借方）資本金 10,000,000

（貸方）Ｂ社株式 10,000,000

この考え方からしますと、Ａ社がＢ社へ商品

を売ったりした場合も、当然相殺消去されると

考えられそうですが、まさにその通りです。

例えば、Ａ社からＢ社への売り上げ100万円、

Ｂ社に対する売掛金30万円があれば、次のよう

な連結会社間取引の相殺消去の仕訳をします。

（借方）売上 1,000,000

（貸方）仕入 1,000,000

（借方）買掛金 300,000

（貸方）売掛金 300,000

この売掛金に貸倒引当金が設定されていたと

したら、その分も相殺消去されます。

そして、棚卸資産や固定資産の未実現損益も

消去します。

例えば、Ａ社がＢ社に売却した商品10万円が

Ｂ社に残っていたとします。この商品をＡ社が

外部から８万円で仕入れていたとしますと、Ｂ

社に残っている在庫商品には、10万円－８万

円＝２万円の利益が乗っているわけです。この

２万円の利益は実現していない、未実現の利益

のため、以下の消去仕訳を起こさなければなり

ません。

（借方）売上原価 20,000

（貸方）商品 20,000

サラリーマンが最低限知っておきたい会計知識 ⑦ 実藤 秀志（公認会計士・税理士）
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おく事柄や、課題を洗い出し、合意を形成しつつ、目標達

成案を実現していく、そのプロセスである」ということが

できよう。その意味においても「妥協」するとは、たとえ結

果が同じでも、「調整」とは本質的に相違するものである。

■「調整」上手になるポイント

①目標設定を明確にすること

目標は、データ、数字指標など

を明確に提示していくことで、客

観的にも合意を求めていくことに

ある。

②日常のコミュニケーションを図る

同じ目線で、説得していく姿勢が求められる。そのため

には、話し合いを活発に行いながら、意思疎通を密にして

いかなければならない。

③人間的魅力づくりを心掛けていく

“人間的魅力”は、究極のリーダーシップと言われてい

るように、その人特有の“人間の感性”は、人を引きつけ

る大きな武器となるものである。

④ビジネスセンスを持つこと

時代性、変化していくビジネスの大きな流れを、常に意

識していくこと。

「調整能力」を高めよう！
■「調整」に求められるポリシー

組織を活性させ、一つの方針に向かって、目標を達成し

ていくためには、全員の意思を統合していくことが、いま、

リーダーとして責務になってきているといえるだろう。

社会不安、企業を取り巻く外的環境も深刻化してきてい

るだけに、内的状況において、バラバラ化していては、陥

没してしまうことは間違いない。それだけに、さまざまな

案件を一つ一つ調整しながら、モラールを阻害しないよう

に努めていかなければならないだろう。

調整とは、丸く収めていくような妥協していくことでは

ない。妥協は、その間だけの解決法であり、最もイージー

なやり方だということができるだろう。最終目標とすると

ころにおいては、先延ばしということができよう。そのた

め、よい結果を生み出すことからいえば、遠い存在だとい

うべきだろう。

「調整」とは、「現状における状態を把握して、準備して

現代を生き抜く知恵
西都原　信（ビジネス評論家）

キキキャャッッシシュュフフロローー計計算算書書ととはは
キャッシュフロー計算書とは、会社のお金の増減に関

する情報を組み替えて表したものです。この表は、お金
の増減をそのまま表示するため、表面的な数字の操作は
できないため、今ではむしろ損益計算書以上に重視され
る傾向にあり、制度上、上場会社などにその作成が義務
付けられています。
キャッシュフロー計算書（直接法）の様式は以下の通

りです。
キャッシュフロー計算書は、会社のお金の流れを表した

ものですが、そのお金の流れは発生源泉別に表示されます。
発生源泉には、①営業活動によるキャッシュフロー②

投資活動によるキャッシュフロー③財務活動によるキャ
ッシュフローの３つがあります。
①とは、会社の本来の事業活動、例えば、商品の売買

を通じていくらお金を稼出したかをみるものです。事業
によるお金の源泉であり、会社の実力を示しているとい
えます。イメージ的には、損益計算書上の「営業利益」
が近いものです。
②とは、設備投資、有価証券投資、それら以外の長期

投資の３つにどれだけお金が使われたか、いわゆる資金
の使途を示すもので、将来の利益獲得を狙った活動を示
したものといえます。
③とは、借入金収入やその返済、配当金支払いなどの

資金の調整を示しています。
キャッシュフロー計算書の意義は、会社の実際のお金

の出入りがわかること、投資家などの投資判断の材料
（特に株価予測）になること、会社が自由に使えるお金
がいくらあるかがわかること、の３つに要約できます。

サラリーマンが最低限知っておきたい会計知識 ⑧ 実藤 秀志（公認会計士・税理士）

×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××

×××
×××
×××
×××
×××

×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××

☆キャッシュフロー計算書
平成○年４月１日～平成○年３月31日

Ⅰ　営業活動によるキャッシュフロー（直接法）
営業収入
原材料および商品の仕入支出
人件費支出
その他の営業支出
小計
利息受取額
利息支払額
法人税等支払額
営業活動によるキャッシュフロー

Ⅱ　投資活動によるキャッシュフロー
有価証券の取得による支出
有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
その他投資活動による支出
投資活動によるキャッシュフロー

Ⅲ　財務活動によるキャッシュフロー
短期借入金の純増加額
長期借入金の返済による支出
配当金の支払額
財務活動によるキャッシュフロー

Ⅳ　現金および現金同等物の増加額
Ⅴ　現金および現金同等物の期首残高
Ⅵ　現金および現金同等物の期末残高



この社会あなたの税が生きている
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例えば、国際レベル級の短距離走の選

手は白筋（速筋）が90％にも達する。一

方、長距離やマラソン選手の太股は赤筋

（遅筋）の割合が圧倒的に高い。筋繊維

の組成割合は生まれつきのもので、トレ

ーニングなどでは変化しない。

●ダンベル、つま先立ち、かかとの
上げ下ろし
筋肉は廃用性萎縮といって、使わない

と衰える。特に白筋は、意識して運動す

るようにしないと若い人でも使わない筋

肉である。ウオーキングでは白筋を刺激

することにならない。赤筋は、姿勢を維

持する脊筋、腹筋、ふくらはぎなどに多

い。これらの筋肉を刺激することは、基

礎代謝を上げ、ダイエットにもつながる。

具体的には、軽いダンベルや１キロぐ

らいのウエートを用いての筋トレ、つま

先立ち、かかとの上げ下ろしを週３回く

らいの頻度で行う。

●歩行速度で体力全般の衰え具合が
わかる
高血圧や糖尿病など生活習慣病予防に

は、ウオーキングをはじめ、有酸素運動

が有効というのは常識になっている。そ

れに加え、最近は、筋力トレーニングの

重要さも強調されている。ことに年をと

ってからは筋力が長寿に関係する。

70歳以上の高齢者を10年間、追跡調査

した東京都老人総合研究所によると、歩

く速さによって、将来、寝たきりになり

やすいかどうか予想できるという。歩行

は筋力、持久力、柔軟性、バランス機能

などすべてが関係する。歩行速度を測る

ことで体力全般の衰え具合がわかる。ち

なみに、75～79歳では、５メートルを、

男性2.1～4.1秒、女性2.6から5.1秒なら、

年相応の歩行能力ということである。

●筋肉には赤筋、白筋がある
筋肉には収縮スピードがゆっくりした

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］
つくことがある。作成した後に必ず読み

返してから送信することを心掛ける。

⑤送信時間に気をつける

メールだからといって、深夜や早朝に

送信すると受信者は着信音でビックリし

て目が覚めたりすることがある。電話と

同様に緊急の場合を除いて夜は10時ごろ

まで、朝は８時ごろから送信するのが無

難である。

⑥返事は早めに対応する

送信してもなかなかメールの返事がこ

ないのでイライラすることがよくある。

しかし、すぐに返事をしたくてもできな

い場合や、ゆっくり考えて返信したい場

合には、「また後でメールします」とい

う一言メールをすぐに送信しておくと、

相手に好感が持たれる。

⑦ウオーキングメールはやめる

歩きながら携帯メールに熱中している

人とぶつかりそうになることがある。周

囲が見えなくなり、事故を引き起こすこ

とがあるので危険である。

いま携帯メールは、その便利さから私

たちの生活に欠かせないコミュニケーシ

ョンツールとなっている。しかし、マナ

ーを守らないために相手に迷惑をかけた

り、不快な気持ちになったりすることが

増えていることも事実である。今回は、

日ごろよくみられる携帯メールの注意す

べき点についてまとめてみた。

①件名のつけ方に気をつける

「こんにちは」とか「ご無沙汰してお

ります」などの言葉は、よく迷惑メール

で使われる言葉なので、受信者が本文を

読まないで削除してしまう場合も少なく

ない。その言葉の後に送信する人の所属

と名前を入れると区別しやすい。

②気持ちが伝わりにくいので注意が必要

メールは、会話と違い言葉だけでやり

とりするので、お互いの気持ちが正しく

伝わらず誤解を招く場合がある。特に受

信者の気持ちが不安定な場合に生じやす

いので、送信者は言葉の使い方には十分

気をつける。

③用件を簡潔に述べる

用件を５Ｗ１Ｈ（いつ、どこで、何を、

どのように、どうなった）で簡潔にまと

める。なるべく短い方がよい。親しい場

合は、絵文字を入れるなどしてもよいが、

相手によっては理解されないことがあ

る。

④送信前に確認する

メールを送信した後で、とんでもない

変換間違いをしたり、単純なミスに気が

携帯メールの心得7か条

ウオーキングのほかに
筋肉を刺激する運動を

遅筋繊維と、速い速筋

繊維がある。遅筋は、

瞬発性は弱いが長時間

収縮できる。速筋は、瞬発

力は強いが持続性はない。

酸素を貯蔵するミオグロ

ビン細胞が多い遅筋は、赤く見えるため、

「赤筋」の別名がある。白く見える速筋

は「白筋」とされる。普通、両方がほぼ

半々になっているが、中には、片方が大

半を占める例もある。
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�アマダイ

タイの名はついているが、スズキの

仲間のアマダイ科。本州中部以南から

東シナ海にかけての水深30～150メー

トルの海底に生息する。水の冷たくな

る秋から冬にかけてが旬だ。

淡白な身はほのかに甘く、それが名の由来になった。

徳川家康は、興津の局という奥女中が献上した生干し

のアマダイを美味だ

と褒めたたえた。局

の実家からの土産だ

ったので、「オキツ

ダイと呼ぶように」

と言ったことから、

静岡の海で捕れるア

マダイをそう呼ぶよ

うになったという。

京都では「ぐじ」。

福井県の若狭湾で捕れたアマダイは「若狭ぐじ」と呼

び、珍重した。白みそに漬けて焼く西京焼き、かぶら

蒸しなどさまざまな食べ方がある。中でも、ひと塩に

したぐじを、うろこをつけたままじっくり焼いた「若

狭焼き」は、料理人の腕が試される京料理の逸品だ。

�多喜二忌

小林多喜二の小説「蟹工船」がいま、若い人によく読

まれている。彼らは戦前、北海道沖で行われた蟹漁の

過酷な労働に、いくら働いても豊かになれない自らの

姿を投影、共感したのだろう。

三浦綾子の小説「母」は、その多喜二の母親の物語

である。プロレタリア文学の旗手として、権力の横暴

を作品で告発した多喜二のイメージとは違い、優しい

孝行息子だった多喜二の姿が、母の目を通して浮かび

上がる。「どこの親だって、わが子は可愛い。わが子

ほど可愛いものはない。命ば代わってやりたいほど可

愛いもんだ。子供に死なれるって、ほんとうに身を引

きちぎられるように辛いもんだ」と、三浦は母に語ら

せている。

多喜二が東京・築地署での取調べ中に死んだのは、

1933（昭和８）年２月20日だ。

言葉の落とし穴──────────●

●奇特な人 奇人変人？

もし「奇特な人ですね」と言われたら、どう受け取るだ

ろうか？

奇特な人とは、心掛けや行いが優れている人をいった本

来は褒め言葉だ。しかし最近では、「山頂までバスで行け

るのに、わざわざ歩いて登る奇特な人が…」というように

〈変わった人〉という意味で使われることが多い。〈奇〉の

字には「優れる」という意味があるのだが、奇人、奇妙な

どの言葉を思い浮かべてしまうことも誤解を生む原因かも

しれない。

「全財産を寄付するなんて、今時奇特な人だ」。善行をし

たのに奇人と勘違いされるのなら寂しい話だ。

●～さ　「さ」が付かないことも

「失敗した原因は彼の仕事に対する積極さが欠けていた

ことだ」。〈積極さ〉という表現をあちこちで見かけるが、

本来は正しい言い方ではない。〈積極性〉などとすべきだ

ろう。接尾語の〈さ〉は形容詞や形容動詞などの後ろに付

く。〈円熟さ〉も〈円熟味〉などとした方がいい。

「柔軟性・柔軟さ」「便利性・便利さ」など、どちらでも

言い換えられる言葉があるので少し紛らわしいが、区別は

簡単。「柔軟だ」「便利だ」のように「だ」をつけられるな

ら両方の言い方が可能。「積極だ」「円熟だ」とは言わない

ですから。

●一堂と一同 人と場所の違い

「お花を大切にしましょう！５年２組一堂」

小学生だとついつい間違えてしまうことが多いかもしれ

ない。全員とか全体という場合は一堂ではなく一同。宛名

書きや手紙で複数人を表す場合も「ご一同様」と表記する。

「一堂」は同じ場所、同じ会場という意味で、慣用表現の

「一堂に会する」とは多くの人が目的を持って一つの場所

に集まることだ。

小学生なら間違えてもほほえましいが、社会人が「営業

２課一堂」などとやったらかなり恥ずかしい。

●～ない日はなかった 否定の否定は…

「仕事熱心な部長はこの１年、休まない日は一日たりと

もなかった」。何となく読み流してしまうが、どこかおか

しくないだろうか？　まったく休まなかった、と言いたい

のなら「休んだ日は一日たりともなかった」としなければ

ならない。

二重否定は意味が反対になるので注意したい。「このよ

うな結果に、同情を禁じざるを得ない」などの例も同様。

堅い言い回しをしたつもりでも、恥をかく。恥だけならい

いが、好きな人に「君のことを忘れられない日は一日もな

かった」などと告白したら、結果はちょっと期待できそう

もない。
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みんなの力で法人会を大きく育てよう

温暖化懐疑本

環境科学の「懐疑本」が出版されています。ベ

ストセラーになったものもあります。

懐疑本の指摘の多くは、地球温暖化に向けられ

ています。市民の関心が高いからでしょう。騒音

や悪臭の規制方法に異を唱える論文を書いても、

出版社は本にしてくれません。

地球温暖化の科学に伴う不確実性が大きいこと

も懐疑本が現れる原因です。IPCC報告書といえ

ども、研究者がそれぞれの専門分野から見れば、

まだまだ「突っ込みどころ満載」です。

市民の方にも、猫も杓子も「エコ」に踊る昨今

の風潮に疑問を抱く人が少なからずいます。

関心が高く、不確実性が大きく、違和感を持つ

人がいる。これだけの要素がそろっていれば、懐

疑本は売れます。

懐疑論の科学的根拠

温暖化懐疑論に対して、IPCCを支持する立場

から詳細な反論ペーパーが、東北大学の明日香さ

んと国立環境研究所の江守さんのチームから出さ

れています。専門的な内容ですが、ご関心のある

方は、「地球温暖化懐疑論へのコメント」という

表題のPDFファイルをネット検索してください。

温暖化懐疑論は以前から一般書などに出てきま

したが、学術論文にはほとんどなっていません。

学術の世界では、同じ分野の複数の専門家が審査

して認めた論文だけが、学術論文になります。

米国の研究者が、世界的に権威ある学術雑誌に

1993年から2003年の間に掲載された論文を、「気

候変動」というキーワードで検索してみました。

928論文がヒットしましたが、地球温暖化論に反

対した学術論文は一本もなかったそうです。

とはいっても、IPCC報告書が抱える不確実性は

大きく、決して

バイブルではあ

りません。次の

第５次報告書で

見直される事項

もたくさんある

ことでしょう。

科学は論争によ

って進歩してきました。科学的根拠に基づいた懐

疑論には、耳を傾けるべきです。

リサイクル懐疑本

ペットボトルのリサイクルに対する懐疑本も出

ています。こちらの場合には、情報の不透明性が

原因です。

懐疑本は、平成16年度に分別回収された24万ト

ンのうち、再利用されたのはわずか３万トンしか

ないと指摘しています。だから、リサイクルには

意味がないと。

一方、環境省は、その24万トンのうち23万トン

が再商品化されたと発表しています。ただし、こ

の数字は、市町村が分別回収したペットボトルを

リサイクルルートに引き渡した量であり、実際に

リサイクル製品にされた量ではありません。全国

の工場でどれだけのペットボトルが実際にリサイ

クルされたかという情報は公表されてなく、わか

らないというのが正解でしょう。

近年、回収されたペットボトルが大量に中国に

流出し、国内の再生工場が窮地に追い込まれてい

る現状を見ると、懐疑本の３万トンという数字は

あり得ないと思いますが、データを使った明確な

反論はできません。

毎日、真面目にペットボトルの分別に協力して

いる市民のためにも、リサイクルについて、もっ

と多くの正確な情報が提供されるべきです。

科学の不確実性
（その3）

法政大学教授　藤倉 良
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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12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
４
５
５
５
５
５
６
７
13
14
15
15
15
15
17
18
18
18
18
18
18
19
20
20
21
21
21
21
21

法　人　名
㈱まくびー
東京冷機サービス㈱
アイ・テイラインアップ
㈱ビーエルシー
㈲パパハウスコーポレーション
㈱Is Planning Corporation
二宮溶接工業㈱
㈲マニフェストクリエイティブ
㈱イマージュソリューションズ
㈲フィックス
㈱うぶすな
㈱インターコンサルオフィスK&M
㈱シモムラ
㈱ＴＲアンドＫ
㈲ジーティーポール
㈱ザサード
ベラテック住宅流通㈱
㈱オーファクトリーエンターテイメント
羽田ビル管理事務所
㈱ロックインターナショナル
㈱三光リンクホールディングス
㈱バディ
㈱びーんず研究所
㈱ホーマー
㈱ボビンクリエイト
㈲ヨサク
プラスビー㈱
㈲サブ・カンパニー
ドムス㈱
小野谷機工㈱
㈱スクイズ　東京支社
㈲プロドットコム

代表者名
松本　将和
岩崎　　進
伊藤　芳子
松井　　功
岡本　浩一
川上　俊則
二宮　信雄
星野　　尚
出口　允博
古川　香織
吉井　　靖
牧　　兼生
舘　　　裕
中村　寅雄
牧野　秀哲
田辺　浩司
関　　一夫
小野　輝人
羽田　秀光
岩清水廣行
小市　　誠
本郷　信之
濱田エミ子
小糸　輝昭
笹木　芳夫
足立　　晃
神田　光之
高松　三郎
増田　弘康
中野　昭一
木内　美歩
松本　恵子

連　絡　先　住　所
渋谷区恵比寿１－24－11－502
渋谷区恵比寿西１－17－12
渋谷区恵比寿西１－29－８
渋谷区広尾５－８－12
渋谷区東１－20－２
渋谷区東１－27－１
渋谷区東２－26－14
渋谷区東３－15－７
渋谷区東３－26－２
渋谷区渋谷１－６－７
渋谷区南平台町３－８
渋谷区大山町１－25
渋谷区笹塚３－１－３
渋谷区幡ヶ谷１－５－３
渋谷区幡ヶ谷２－６－12
渋谷区幡ヶ谷２－10－１
渋谷区幡ヶ谷２－13－６
渋谷区初台１－48－３－１F
渋谷区代々木２－５－１
渋谷区代々木２－５－１－703
渋谷区代々木２－23－１
渋谷区代々木２－23－１
渋谷区代々木２－23－１
渋谷区代々木２－23－１
渋谷区千駄ヶ谷４－17－２
渋谷区神宮前１－21－15
渋谷区神宮前３－22－３
渋谷区神宮前５－17－８
渋谷区神宮前６－10－11
渋谷区神宮前６－18－11
渋谷区神宮前６－18－11
渋谷区神宮前６－18－11

電話番号
5791-4475
3770-1311
3441-2307
5739-1825
6427-9811
5774-6907
3400-8661
5774-6948
6418-0760
5774-0595
5784-5671

3378-1098
3370-1275
5371-4696
3376-0828
3299-5522
5371-6188
3379-5569
5304-5397
5351-3500
5358-5057
5942-5528
6410-8636
3475-6488
3403-7576
5770-4200
3486-4530
6417-3961
3409-1181
3406-0780
3409-8241

業　　種
情報・通信
空調設備業
貸ビル
IT関連
オリジナルグッズ企画制作
美容機器販売
熔接業
衣料卸売業
インターネットサービス・ソフトウェア・システム開発
飲食店営業
情報サービス
コンサル業
不動産
制御機器・医療用機器等の製造販売
出版
不動産業
不動産業
映画制作
管理一般事務
卸売貿易業
保険代理
イベント企画運営
日用雑貨製造
卸売業
アートマネジメント・デザインワーク
管理業
総合広告代理業
紳士・婦人衣料受託加工業
建設業
リース業
人材派遣
アクセサリー業

�

－都税についてのお知らせ－

2月は固定資産税・都市計画税第4期分の納期です（23区内）
平成20年6月にお送りした納付書により、3月2日（月）までにお納めください。

■正解「黒先コウ」
黒１が絶妙手。白２に黒３

が粘り筋になり、白４でコウ

が正解です。途中白２を３は、

黒２で生きます。初手を４は

軽率です。白２、黒３、白a、

黒b、白cで黒死。初手を２は

白４で黒ツブレます。

〈ご利用いただける納付方法〉

◆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（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。）

〈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・郵便局のペイジー対応のATM（現金自動預

払機）、パソコンや携帯電話※2

※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 ○ペイジーマークの入っている都税の納付書に限ります。

○領収書は発行されません（領収書が必要な方は、金

融機関等の窓口またはコンビニエンスストアの窓口

で納付ください）。

○新規にパソコンや携帯電話で納付する場合は、事前

に金融機関への利用申込みが必要です。

○保守点検作業のため、ご利用できない場合がありま

す。詳しくは、主税局ホームページ

（http://www.tax.metro.tokyou.jp/）の「都税の納

付方法について」をご覧ください。



都民税配当割・都民税株式等譲渡所得割は、平成20年12月31日を

もって軽減税率３％が廃止されました（本則税率５％）。ただし、

平成21年・22年の２年間は、税率の特例措置が設けられます。この

措置によって、これまで確定申告が不要だった方でも、確定申告が

必要となる場合があります。

平成21年・22年に適用される特別徴収税率
○都民税配当割※1……３％（別に所得税７％が源泉徴収されます。）

※1 年間の配当額（１銘柄あたりの年間支払金額が１万円以下のも

のを除く。）の合算額が100万円超の方は、確定申告が必要とな

り、総合課税（配当控除あり）か申告分離課税（配当控除なし）

のいずれかを選択することになります。

■申告分離課税を選択した場合の税率

配当額100万以下の部分　10％（住民税３％、所得税７％）

配当額100万超の部分　　20％（住民税５％、所得税15％）

○都民税株式等譲渡所得割※2……３％（別に所得税７％が源泉徴収

されます。）

※2 年間の上場株式等の譲渡益等の合算額が年間500万円超の方は、

確定申告が必要となり、申告分離課税となります。

■確定申告をした場合の税率（申告分離課税）

譲渡益等500万以下の部分　10％（住民税３％、所得税７％）

譲渡益等500万超の部分　　20％（住民税５％、所得税15％）

お問い合わせ先 主税局課税部個人事業税係　　　03-5388-2956

中央都税事務所都民税利子割係　03-3553-2158
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■黒先
一筋縄ではいきませ

ん。白の隅を衝いてコ

ウになれば成功です。

（考慮３分で初段）

〈出題〉日本棋院

�2月の税務
１　固定資産税（都市計画税）の第４期分

の納付

納期限…２月中において市町村の条例

で定める日

２　１月分源泉所得税・住民税の特別徴収

税額の納付　　納期限…２月10日

３　12月決算法人及び決算期の定めのない

人格なき社団等の確定申告〈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２日

４　３月、６月、９月、12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…３月２日

５　法人の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２日

６　６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…３月２日

７　消費税の年税額が400万円超の３月、

６月、９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２日

８　消費税の年税額が4、800万円超の11月、

12月決算法人を除く法人の１月ごとの中

間申告（10月決算法人は2ヵ月分）〈消費

税・地方消費税〉 申告期限…３月２日

固定資産税・都市計画税の納税には、

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お願いします。（今年の５月11日（月）までに

お申込みいただくと、平成21年度分の固定資産税・都市計画税から

口座振替をご利用いただけます。）

〈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）

【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

－都税についてのお知らせ－

平成21年から、証券税制が変わります！
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