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22年12月     23年1月下旬

22年11月     22年12月下旬

村田  忠彦氏（享年85歳）
　当会相談役（元副会長）
村田忠彦氏におかれまし
ては７月31日逝去されまし
た。
　ここに謹んでご報告いた
しますと共に、心よりご冥
福をお祈り申し上げます。

  10･11月(12月)実施する主な事業
●10月５日　第12ブロック税務講習会
●10月５日　第６ブロック税務講習会
●10月６日　チャリティーゴルフコンペ
●10月７日　第19ブロック税務講習会
●10月13日　第18ブロック税務講習会
●10月15日　年末融資相談会
●10月15日　第24回全国青年の集い（栃木）
●10月17日　第４ブロックHIROOフェア（税金クイズ）
●10月17日　第11ブロック見学研修会
●10月18日　第３ブロック税務講習会
●10月19日　第４・５ブロック合同税務講習会
●10月21日　特別講演会／会員の集い
●10月22日　源泉研究部会研修会
●10月26日　第１･２ブロック合同税務講習会､合同研修会
●11月５日　源泉研究部会研修会
●11月６日　渋谷区くみんの広場
　　　７日　渋谷区くみんの広場
●11月９日　年末調整説明会
●11月10日　年末調整説明会
●11月11日　納税表彰式
●11月12日　米沢法人会女性部会と渋谷法人会女性部
　　　　　　会との交流会
●11月18日　経営税務学校
●12月２日　広報委員会
●12月２日　青年部会、女性部会ボウリング大会
●12月２日　第11ブロック税務講習会
●12月17日　理事会

　渋谷法人会では、法人会ホームページ“なかまネッ
ト”を通じて様々な会員サービスを展開していきたい
と考えております。
　まずご登録いただき、ご自身の会社の情報をアクセ
スする方に公開して下さい。公開する情報は選べます。
また、自社のホームページにリンクさせることも可能
です。ご自身の会社をアピールして下さい。ご登録件
数が増えるほど、双方にメリットが生まれます。

まずはご登録を！

定例説明会等のお知らせ
 《税務無料相談》
　日時　平成22年10月20日（水）午後１時～４時
　日時　平成22年11月17日（水）午後１時～４時
　日時　平成22年12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　10月４日（月）午後１時30分～４時
　日時　11月22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｡

10･11月 定例説明会等のお知らせ

●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

22年10月     22年11月下旬

メールアドレス登録のお願いメールアドレス登録のお願い

訃 

報

手川  一雄氏（享年83歳）
　当会評議員、組織委員、
第５ブロック副支部長の手
川一雄氏におかれましては
８月７日逝去されました。
　ここに謹んでご報告いた
しますと共に、心よりご冥
福をお祈り申し上げます。
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◉略歴　早稲田大学第一政治
学科卒業。日本経済新聞社入
社。39年間の記者生活のうち
36年間を政治記者。歴代内閣
総理大臣23人を取材。日本経
済新聞社客員コラムニスト。
1996年日本記者クラブ賞受
賞。元ハーバード大学国際問
題研究所上席研究員。東大非
常勤講師。
著書「政治ジャーナリズムの罪と罰」「指導者論」など
多数。
現在ＴＶ東京系報道番組「週刊ニュース新書」（土曜午
後11時）メーンキャスター

◇懇親会　午後５時～６時45分
◇会　費　5,000円／１名（講演会のみは無料）

正しい税知識を学ぼう

特別講演会・法人会員の集いのご案内　－講演と懇親－
　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21日㈭　午後３時～６時45分
◇ところ　渋谷エクセルホテル東急６Ｆ
　　　　　渋谷区道玄坂1-12-2（渋谷マークシティ内）
　　　　　TEL 5457－0109
　　　　　●受付：午後２時
　　　　　●開会：午後３時
　　　　　●講演会：午後３時10分～４時30分
◇演　題　｢漂流する政治の現状と展望」
◇講　師　政治ジャーナリスト　田勢　康弘氏

　今年も法人会では、10月・11月・12月の３ケ月間、例年通り会員増強月間を実施いたします。
　増強目標は今年は250社と定め、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。
法人会に入会しますと法人会が開催いた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。
　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、簿記講習会、政治・経
済等の講演会、人事・労務関係等のセミナーなど、幅広い分野にわたる事業に参加し、自由に最新の情
報を得ることができます。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。
　また、来る10月21日㈭には渋谷エクセルホテル東急に於いて「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、政治ジャーナリストの田勢康弘氏をお迎えしてご講演いただきます。詳しくは下段をご覧
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。会員増強に一
層のご協力をお願いいたします。

（チラシは8･9月号に同封いたしました）
◆お申込みお問合せ　渋谷法人会事務局　黒木まで　TEL 3461－0758

－増強目標は250社です達成にご協力下さい－
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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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e-Taxを利用しよう

軽油引取税とは
　

主にディーゼル車の燃料に使用する軽油の購入者などに課税されます。

●納める方
　元売業者又は特約業者から軽油を現実に引き取った方など

●納める額
　引き取った軽油の量（キロリットル）×　税率（32,100円）　※１ℓあたりでは32円10銭になります。
　（平成２２年度税制改正により、指標となるガソリン価格が一定の価格水準を持続的に上回る場
　合、本則税率を上回る部分の課税を停止する措置が講じられています。）

●納める時期と方法
　元売業者と特約業者が、軽油の購入者から代金と一緒に税金を預かり、１か月分をまとめて翌月
末日までに申告して納めます。

●元売業者とは
　軽油を製造、輸入又は販売することを業とする方で、総務大臣に指定された方をいいます。

●特約業者とは
　元売業者との販売契約に基づいて継続的に軽油の供給を受け販売する方のうち、都道府県知事に
指定された方をいいます。

●免税
　船舶の動力源など、法令で定める用途に使用される軽油は一定の手続きにより免税となります。

●混和軽油などにも課税されます
　軽油に重油や灯油などを混ぜたり、重油と灯油を混ぜて製造した混和軽油を販売（消費）した場
合は、販売(消費)した方に軽油引取税が課税されます。
　また、重油や灯油など、軽油又は揮発油以外のもの（燃料炭化水素油）であっても、自動車の燃
料として販売（消費）した場合は、軽油引取税が課税されます。
　なお、都では、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（環境確保条例）により、排出
ガスに含まれる粒子状物質等の量を増大させる燃料の使用及び販売が規制されています。

●軽油引取税の申告書、免税軽油・徴収猶予等の申請書の提出先
　事務所又は事業所等の所在地が渋谷区の場合は、港都税事務所(電話5549-3800（代表）)が提出先
です。

Q

A
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みんなの力で法人会を大きく育てよう

理事･評議員会並びに名刺交換会を開催
　去る９月６日㈪原宿東郷記念館において理事・評議
員会を開催し、各事業報告と公益社団法人認定につい
ての詳細説明、今後の事業日程の確認を行った。
　公益社団法人認定については、前々から認定を目指
すとなっていたが、なかなか制度の内容が分かりにく
く、認定を目指すことに疑問の声も出だしたことから、
改めて制度の説明等をし、最終的に公益法人認定を目
指すということで決定した。

新公益法人制度導入に至った理由
⑴公益法人制度は明治29年に制定された古い制度であ
り、これまで数多くの営利法人と似た法人が設立さ
れ、公益性の判断基準が不明確でありました。また
民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、民に
よる公益の増進に寄与する必要があります。
⑵新制度は平成20年12月から施行され、当会は現在「特
例民法法人」となっているが、平成25年11月30日まで
に、新法人に移行しなければならない。なお、期限内
に手続きが終了しないと解散を余儀なくされます。
渋谷法人会は“公益社団法人”認定を目指す
　公益社団法人と一般社団法人とのメリット・デメリ
ット等を比較検討した結果、当会は移行先として「公
益社団法人」を選択いたします。
　公益社団法人の主なメリット
⑴公益活動を行う団体としてのステータスの確立で
（高い社会的評価、信用）
⑵法人会の歴史と伝統を継承する（民間における税
のオピニオンリーダー）
⑶公益認定法人であることによる高いレベルのガバ
ナンスの確立と内外からの信用
⑷公益目的事業は非課税、税制面での優遇
　デメリット
　⑴公益目的事業と収益事業等を区分経理した計算書

　類、事業計画、収支予算書等を
　提出手間がかかること
⑵公益目的事業実施のために、経
　理、特に事業活動での諸制約が
　ある。
＊当会としては、60年にわたる歴
　史と伝統、実績に照らして、ま

　た実態を鑑みれば今後も税を中心にした“公益活動”
を展開すべきであり、その観点から「公益社団法人」
　が適切と思われます。
公益法人認定申請時期
　当会としては平成23年5月総会で審議（機関決定）
し同年９月頃に申請を目標にし作業を進めます。
公益法人認定基準
　公益法人の認定を得るためには、公益認定法に定め
る18項目の厳しい基準をパスしなければなりません。
主なものを抜粋
⑴公益目的事業を行うことを主たる目的とすること。
⑵公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術
能力者を有すること
⑶公益目的事業に係わる収入がその実施に要する適正
な費用を償う額を超えないこと
⑷公益目的事業比率が100分の50以上となると見込ま
れること
新制度における法人の内部統治（ガバナンス）
　新制度においては、最低限必要な各種機関の設置を
含むガバナンスに関する様々な事項が法律で定められ
ており、法人会の従来の運営方法を見直す必要があり
ます。
　自主的、自律的に運営を行っていけるよう、法律で
ガバナンスに関する事項が明確に定められた事から、
理事等に就任される方々は、それぞれに役職に与えら
れた役割や責任を自ら果たすことが求められているこ
とを十分理解しておく必要があります。
今後の課題
　公益社団法人の認定を得られるためには、先ず、公
益認定法に定める18項目の厳しい基準をクリアしなけ
ればなりません。今後は、各項目にわたって検証し、
基準に達しないものは改革に取り組み、当会がこれを
機会に更に発展して行くためにも、会員一丸となって
前向きに推し進める必要があります。

　続いて、７月の渋谷税務署の人事異動により、幹部
の方々の多くが異動された為、出席の法人会役員との
名刺交換をした。柳田会長挨拶 理事評議員会

小畠署長挨拶
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動推進センターのチームリーダー原　啓暢氏、東京都
渋谷都税事務所の事業税係の内藤　たか子氏を迎えお
話しをお聞きした。出席者61名。

広報委員会を開催
　去る９月２日㈭午後４時より法人会館において、定
例の広報委員会を開催した。
　冒頭７月の異動で新しく赴任された小野寺法人第一
統括官と吉田審理担当調査官にご挨拶いただき、議案
審議に入った。
　まず、22年８･９月号の反省と平成22年10･11月号の
掲載予定内容を検討した。佐藤常議委員から法人会ホ
ームページ“なかまネット”を通しての会員サービス
の具体的メリットの説明があり、メールアドレス登録

推進の為に広報委員会だけでな
く、ＩＴ関連に強い役員を抽出し
ての委員会結成を検討することに
した。
　出席者は渋谷税務署：小野寺第
一統括官、吉田審理担当調査官。
委員の出席は岩田委員長他14名。

会員増強合同会議を開催
　渋谷法人会では、10月、11月、12月の３ヶ月間の会
員増強月間に臨むにあたり、８月27日㈮渋谷法人会館
において、会員増強合同会議を開催した。
　当日は渋谷税務署より小野寺法人第一統括官と佐々
木審理担当上席にご出席いただき、一段と厳しい経済
環境の中、退会防止策や増強目標数について最終検討

会員の増加は、会員のメリットに通じる

健康セミナーを開催〈厚生委員会〉
　厚生労働省の推計によると65歳以上の高齢者は2025
年には3,500万人に達すると予測され、それに伴いい
わゆる「老々介護」といった現象も起きている。
　今回は、そういった介護の実態を知り、対処法を学
んでいただく為、東京福祉大学社会福祉学部教授の前
川美智子氏を講師に迎え、『介護が必要になった時の
対処法』として、７月23日㈮渋谷区立商工会館におい
て健康セミナーを開催した。
　出席者は皆真剣に聴講していた。出席者66名。

地球温暖化対策セミナーを開催
〈社会貢献委員会〉

　連日の猛暑、エコカー補助金、家電エコポイント制
度など地球温暖化にまつわる話題には事欠かない昨

今。渋谷法人会では、東京都「地
球温暖化対策報告書制度と中小企
業向け省エネ促進税制」の概要に
ついてセミナーを開催した。
　セミナーは７月27日㈫午後２時
～渋谷区立商工会館で開催し、講
師として東京都地球温暖化防止活

講師：内藤たか子氏 真剣き聞き入る出席者

講師：前川美智子氏 健康セミナー

講師：原啓暢氏

環境セミナー

吉田審理担当調査官挨拶

小野寺第1統括官挨拶

広報委員会

五月女組織委員長挨拶 会員増強合同会議
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をし、退会防止策については、新規の入会の方には事
務局から訪問し、事業内容等について説明をする。目
標数は経済環境を鑑み、250社とすると決定した。

平成22年度第2回簿記講習会始まる!
　渋谷法人会では、９月２日より渋谷法人会館におい
て、午後１時30分より４時30分まで、平成22年度の第
２回目の初級簿記講習会を開催している。
　これまでは、会社の業務が終ってからの午後６時や
午後５時から開催していたが、今回は初の試みとして
会社の業務時間中の開催となった。
　講師は、税理士の四方茂氏。受講者は28名。

恒例の22年度夏期ゼミナールを開催
　８月３日㈫、４日㈬、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。
　開会は午後２時30分、柳田会長の挨拶に引き続き
TBSテレビ報道局解説・専門記者室長、杉尾秀哉氏に
「報道マンが語るこれからの政治・経済展望」と題して、
講演いただいた。非常に気さくな方で、聴講された方々
も良い印象を持たれたようだった。
　続いて、元渋谷税務署長・税理士の内田景俊氏に「元
税務署長のひとりごと」と題し、講演いただいた。
　午後６時から懇親会に入り、会長挨拶、宇野澤顧問
の乾杯に始まり、歌に会話に大いに盛り上がった。午

後８時八木原
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131名

中小企業の事業仕分けセミナーを開催
　去る９月８日㈬渋谷法人会では、中小企業の経営安
定と発展の為、中小企業の事業仕分けセミナーを渋谷
区立商工会館において開催した。
　簡単な決算書の読み方や比較決算書からの情報の読
み取り方、キャッシュフロー計算書からの情報の読み
取り方などについて、税理士・経営コンサルタントの
大矢博先生に講義していただいた。出席者35名。

恵比寿盆踊り大会
第2ブロック（雨宮ブロック長）

　去る７月30日㈮恵比寿盆踊り大会が開催され、初台
まつりと同じく就業
体験の都立第一商業
高等学校の５人の生
徒と一緒に事務局、
大同生命推進員も参
加した。
　金曜日の夜という
こともあってか、大
変な人出で盛大に催
される中、渋谷税務
署提供の“税金クイ
ズ”を配布し、景品
を提供し、法人会を
アピールした。

法人会の事業活動に積極的に参加しよう

ブロックだより

講師：四方茂氏 簿記講習会

雨宮ブロック長

恵比寿盆踊り大会満員のゼミナール会場

講師：大矢博氏 経営セミナー

第2講座講師：内田景俊氏第1講座講師：杉尾秀哉氏
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いざというとき知っておきたい相続税の基礎知識 実藤 秀志（公認会計士・税理士）

相続税のかかる財産─課税財産
　相続税の課税財産は、相続・遺贈・死因遺贈により取
得した一切の財産です。これを、本来の相続財産といい
ます。この本来の相続財産に対して次の２つの例外があ
ります。
　１つめは、死亡保険金・死亡退職金などです。これは、
みなし相続財産と呼ばれています。これらは、少なくと
も民法上は相続財産たりえませんが、人の死亡を基因と
するなどの理由から、相続財産に含めています。
　２つめは、上記以外のその他のものですが、これには
相続開始前３年以内の贈与財産があります。通常、贈与
財産については、贈与税が課税されますが、これだけで
は相続税が潜脱されたり、納税者の記録保存の困難性の
点などから、前３年以内の贈与財産に対しては相続税の
課税対象としたのです。ただし納付済の贈与税について
は、当然相続税から控除されます。
　相続時精算課税制度により取得した財産も同様です
が、前３年以内という限定はありません。
　それではまず、本来の相続財産から説明します。代表
的なものは①土地②家屋で、この２つの相続財産の約８
割を占めています。さらに③事業用動産④有価証券⑤預
貯金といったものがあり、有価証券、預貯金が相続財産

　相続税のかからない財産─
　　　　　非課税財産・債務控除
　相続税では、原則として相続等により取得したすべて
の財産が課税対象となります。
　しかし、その原則を貫けば、その財産の性質、社会政
策的な見地、国民感情などから、相続税の課税対象とす
ることが妥当でないものにまで課税されてしまいます。
　そこで、以下のような財産については非課税財産とし、
相続税の課税対象にしないことになっています。
　まず非課税財産には、その国民感情から非課税とされ
たものがあります。これには①墓地②墓石③祭具─とい
ったものがあります。
　次に、公益性の見地から非課税となったものもありま
す。これには、公益事業を行う者が、相続等により得た
財産で、その公益事業の用に供することが確実なもの、
いわゆる公益事業用の財産があります。
　さらに、社会政策的見地から非課税とされたものがあ
ります。これには①生命保険金②死亡退職金③弔慰金─
といったものがあります。

電子納税、電子申告を活用しよう

おのおの約８％といったところです。
　次に、みなし相続財産には①死亡保険金②死亡退職金
以外に③生命保険契約に関する権利④定期金の受給に関
する権利⑤信託受益権⑥債務免除益などがあります。
　最後に、相続開始前３年以内の贈与財産については、
配偶者の贈与税の特例を受けた贈与は加算されないが、
住宅取得資金の特例を受けた贈与については加算される
点に留意すべきです。

　ところで、相続人は一切の財産を基本的には承継する
ことと前に述べましたが、これらの中には当然、借入金
や未払金など債務の承継も含まれることになります。相
続税においては、これらの債務は、債務控除として相続
財産から控除されます。
　さらに、控除できるものとして、葬式費用があります。
葬式費用は、負債ではありませんが、相続に必ず伴う経
費として控除できます。しかし①香典返礼費用②法会（ほ
うえ）の費用③墓地の借入料─などは、葬式費用として
控除できません。
　以上のことをまとめると、下の表のようになります。

課
税
財
産

①土地…田、畑、宅地、山林その他の土地
②家屋…家屋、構築物
③事業用財産…売掛金、機械ほか
④有価証券…株式、出資ほか
⑤預貯金…現金、預金、金銭信託ほか
⑥家庭用財産…家具、書画、骨とうほか
⑦その他…立木、果樹ほか

本
来
の
相
続
財
産

①死亡保険金…被相続人掛金負担分
②死亡退職金…功労金等も含む
③生命保険契約に関する権利…被相続人が保険料を
　負担しており、保険事故未発生分
④定期金の受給に関する権利…郵便年金契約金等の
　年金の受給権
⑤信託受益権…遺言による信託受益権
⑥その他…債務免除益ほか

み
な
し
相
続
財
産

相続開始前３年以内の贈与財産＋生前相続財産その他

⑴　墓地、墓石、祭具等
⑵　公益事業用の財産…宗教など公共の用に供するもの
⑶　生命保険金…500万円×法定相続人分
⑷　死亡退職金…500万円×法定相続人分
⑸　弔慰金…Ａ　業務上の死亡…給料の３年分
　　　　　　Ｂ　その他の死亡…給料の6ヶ月分
⑹　その他…公益法人への寄付金ほか

非
課
税
財
産

⑴　債務…借入金・未払金など
⑵　葬式費用

債
務
控
除
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メールアドレスを登録しよう

◉法の日
　1928年（昭和３年）10月１日、市民が
裁判の審理に参加する陪審法が施行され
た。翌年にはこの日が「司法記念日」と
され、60年に裁判所、検察庁、弁護士会
の法曹三者が「法の日」と決め、社会に
おける法律の役割をＰＲする。

　陪審制度は敗戦前の43年３月まで続いたが、被告側
の陪審を辞退できるなど、さまざまな制約が設けられ
ていたため、実際にこれによって審理されたのは、「施
行十五年間に五百件を下回る事件」（山川出版「日本
史広辞典」）だったという。
　現在、市民の声を裁判に反映させようと、重罪を科
せられる刑事事件は市民から選ばれた裁判員が加わ
り、審理するようになった。が、被害者のプライバシ
ー保護といった新たな問題も起きている。刑法がいら
ない社会こそ、理想なのだが。
◉ベルリンの壁
　東西ドイツを隔てた「ベルリンの壁」は1961年、社
会主義統一党（共産党）による一党独裁国家だった旧
東ドイツによって建設された。全長155キロ。壁の存
在は、旧ソ連と西側諸国との東西冷戦の象徴だった。
壁は旧東ドイツ市民の移動の自由を奪い、西側に脱出
するために壁を越えようとして殺害された市民は200
人以上に上る。

　その壁が崩壊したのは1989年11月９日。共産党独裁
に対する市民たちの抗議運動が盛り上がりをみせた末
のことだった。翌90年10月３日、東西ドイツは統一さ
れた。ベルリンの壁崩壊は、ついには旧ソ連の崩壊を
もたらし、東西冷戦は終結した。それから20年。ドイ
ツの東西格差は今も埋まっていない。旧東ドイツの失
業率は西独の２倍近くに達しているという。目に見え
ない「心の壁」が人々に重くのしかかる。
◉すしの日
　11月１日は「すしの日」。新米が全国に出回る一方、
ネタとなる魚介類に脂がのっておいしい時期になるか
らと、1961年（昭和36年）に、全国すし商環境衛生同
業組合が制定した。
　平凡社の「飲食事典」はすしの項だけで、起源から
沿革、名物鮓、製法とほぼ４ページもあてている。そ
れほど国民に愛された食べ物なのだ。
　いま、すしは握り鮨が中心だが、始まりは江戸時代
で意外と新しい。「ニギリズシの食い方はまず拇指と
中指とでつまみあげ、持ち上げる途中に食指で回して
魚の附いた方を下に向け、先の方をちょっと醤油に浸
けて竪に起こすと魚全体に醤油が回るから、そこを舌
に載せる」と、事典は食べ方を指南する。世界の漁獲
規制が厳しくなる中、いつまでトロをこうして食べら
れるだろうか。



122010.10･11 No.505

e-Taxを体験してみよう！

□「目」のつけどころを一定の方向だけにしていない
だろうか

□常に「気くばり」を忘れることはないだろうか
□常に情報のネットワークを構築していこうとしてい
るだろうか

□知識・情報の自分の引き出しを持っているだろうか
□新商品に関心を持って
いるだろうか

□他人と違うことを考え
ていこうとしているだ
ろうか

□失敗を恐れてはいない
だろうか

□新聞、雑誌、テレビな
ど、メモをとるようにしているだろうか

□必要があれば、嫌いな人でも会いにいくことができ
るだろうか

□素直な気持で人の話を聞くことができるだろうか
□自分が不利な状況になると、感情的になることはな
いだろうか

□自分に必要なことだけを選択して見てはいないだろ
うか

「発見」力を身につけていこう！
　同じものをみても、何か新しいものを見つけ出す人
もいれば、そうではない人もいるものである。
　こうした、たとえちょっとしたことでも、「気づくか、
気づかないか」は、大きな知的格差を生み出すことに
なっていくものである。
　いろいろなことに、よく気がつく人は、好奇心旺盛
で、何事にも見逃せない、常に自分の脳をフル回転し
ていることになるだろう。したがって、マルチの視点
で事象をウオッチングしていくことができ、「発見」
力も養成されていくことになるのであろう。
■「発見」力をつけるチェックポイント
□常に相手の立場にたって思考しているだろうか
□相手の目線に立って話すようにしているだろうか
□自分と異質の人と会うことをおっくうがっていない
だろうか

□自分の置かれた状況を、もっと、よい方向に持って
いこうとしているだろうか

現代を生き抜く知恵
西都原　信（ビジネス評論家）

いと考えられるからです。
　世界同時不況では、日本の株価
は他国以上に「心理的な影響」を
受け「全面安」が続きました。
　企業活動にまつわる情報は、株
に準じて考えてみればよいのです。
　例えば、新製品情報、「○○が
ヒット商品」といわれるころは、
もう盛りを過ぎて下り坂とみなけ
ればなりません。もちろん、これ
も商品のライフサイクルによっ
て、比較的長いものもあれば短い
ものもあります。この点も株の動
きに似ています。
　有利な情報を得ることは、経営
者やビジネスマンとしては、ビジ
ネスを有利に展開するためにも、
あるいは人脈をつくるうえでも、
確かに有力な武器になるのです
が、だれでも知っているようなマ
スコミ情報では、茶飲み話のネタ
ぐらいにしか使えないと考えるべ
きでしょう。

　前回に続き株式投資情報から話
を始めます。
　私は前回も言ったように株式投
資については全くの素人なので、
専門的なコメントは差し控えたい
と思いますが、素人の常識で考え
ても､“みんなが､値上がりする"と
いい出したときは、もう遅い。株
価の動きは、いろいろな思惑や世
界の情勢を「先取りする」からです。
　株価が上がり始めた、人がもう
かると言いだした、この段階では
有利な情報といえない場合が多い
ようです。もちろん、銘柄によっ
て、ケースによって、かなり息の
長い相場のこともあります。反対
にすぐ急落する場合もあるので一
概には言えませんが、株でもうけ
ようと思ったら、内外の情勢をよ
く読むとともに、その銘柄の動き
にも注目することです。
　また、投資家や金融機関・証券
会社などの動向にも目を配るとい

うように、「複合的な情報」から「事
前に動きを察知することだ」──
と、専門家はいいます。
　なぜ、ここで株の話を出したか
といいますと、株価の動きは経済
や人の思惑を象徴的に反映するか
らです。また、これほど情報に敏
感に反応するものも、ほかにはな

国司 義彦
（JMC能力開発センター代表取締役）

先取り情報にこそ
価値が
ある
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法人会ホームページを活用しよう

平成22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
３
７
11
11
13
14
17
18
19
19
19
20
20
区外

法　人　名
㈱スクワイア
㈱Voice
㈱アティックプロモーション
㈱エス・ディ・ライズ
cinq franc㈱
㈱建築空間研究所
㈱花つかさ
オーサワジャパン㈱
㈱クレール
アスプロスドラーゴ㈱
㈱アレグレット
㈲ウィーブトシ
㈱ウッド・プラン青山
㈱デプトストアー

代表者名
根田　真児
竹澤　和之
平野　友明
大島　善信
松本　　厚
戸田　　純
辻　　正司
勝又　遊一
机元　　武
山本　芳久
尾崎　俊哉
吉澤　利男
青山　勝男
川崎　大輔

連　絡　先　住　所
渋谷区猿楽町30－8
渋谷区道玄坂1－22－7
渋谷区宇田川町10－2
渋谷区神南1－10－6
渋谷区西原3－38－12
渋谷区笹塚2－19－3－7F
渋谷区代々木3－39－15
渋谷区代々木1－58－1
渋谷区千駄ヶ谷1－2－9
渋谷区千駄ヶ谷2－33－8－3F
渋谷区千駄ヶ谷3－4－7
渋谷区神宮前1－8－14
渋谷区神宮前2－3－23
世田谷区赤堤2－15－3

業　　種
番組制作
電気通信工事業
広告
服飾小物販売
卸売業、小売業
建築設計
小売・サービス業
食品卸売
婦人服企画製造卸売業
映像制作業
服飾卸
帽子販売
建築工事業
卸売業

電話番号
3464-1301
5459-5890
3780-2033
5784-2461
6416-8540
3299-2755
5379-8783
6701-5925
5413-6071
5413-6622
6438-9995
5775-3445
3478-0608
3324-1111

平成22年8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
４
４
４
５
６
８
８
12
17
18
18
18
18
18
18
18

法　人　名
㈱ファラウ
コミュニケーションズサーカス㈱
㈱オータン・クレーア
㈳協力隊を育てる会
㈲エブリィ・スマイル
㈱リオンドール
㈱グローバルテック
㈱エイブリック
㈱エルティ
㈱オライオン・キャピタル・サービシーズ
㈱ヒロスンエンタテイメント
協立給食㈱
㈱クラップス
Bio. Kobe㈱
㈱Win・Win
㈱テクノバース
㈱マイティー
㈱KSDN

代表者名
星野　貴之
浅野　眞一
高橋　登美
足立　房夫
福澤　　徹
中島美智子
渡辺　治仁
佐藤　弘明
澤野　正明
梅木　洋一
芳野　宏昌
高村　　充
増田　　点
山中　和夫
大塚　数人
石岡　泰樹
大塚　数人
澤田　久雄

連　絡　先　住　所
渋谷区恵比寿3－40－8－103
渋谷区恵比寿南1－20－11
渋谷区広尾1－11－5
渋谷区広尾4－2－24
渋谷区広尾5－25－6
渋谷区東1－13－1－604
渋谷区渋谷1－8－3
渋谷区神泉町20－24
渋谷区神泉町20－24
渋谷区上原1－8－2
渋谷区初台2－20－8
渋谷区代々木1－13－8
渋谷区千駄ヶ谷5－17－23
渋谷区千駄ヶ谷5－16－11
渋谷区千駄ヶ谷5－21－7
渋谷区千駄ヶ谷5－21－7
渋谷区千駄ヶ谷5－21－7
渋谷区代々木2－23－1

業　　種
企画デザイン
ITコンサルタント業
美容
公益法人
飲食
通訳・翻訳
IT・コンサルティング
コンピュータソフト開発
ソフトウェアサービス業
事業コンサルタント
映像制作
集団給食
衣料品製造卸
プラスチック製品販売
インターネットによる情報サービス業
ソフトウェアの制作、販売
インターネットによる情報サービス業
建設業

電話番号
5422-9250
5794-5203
3449-2135
6303-2055
3444-0538
5766-2671
6868-7256
3461-0126
3770-6658
5790-6340
5304-8136
3370-5431
3225-1221
5269-6981
6457-8598
5919-2536
6457-8604
6276-2081



142010.10･11 No.505

振替納税を利用しよう

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

　不正軽油とは、軽油に脱税を目的として重油等を混
ぜ、軽油と偽り販売しているものです。こうした不正
軽油は、ディーゼル車の排出ガス中の有害物質を増加
させ、環境にも悪い影響を与えます。
　東京都では、不正軽油の調査の手がかりを探してい
ます。不正軽油に関する情報がありましたら、不正軽
油110番までご連絡ください。
　さらに、強化月間キャンペーンの一環として、これ
までのＰＲポスターや不正軽油撲滅作戦等のパネル展
を開催します。ぜひ、お立ち寄りください。

不正軽油110番
0120－2

ふ せ い

31－7
な く

93
そう

24時間受付（フリーダイヤル）

　FAX　０３－５３８８－１３０９
　Eメール　S0000707@section.metro.tokyo.jp

－都税についてのお知らせ－

10月は不正軽油撲滅強化月間です1011

詰将棋■解答
　　２四桂　同歩　１一角成　同玉　１三飛成　同桂　３三角
１二玉　２二角成まで九手詰め。
■解説
　初手の　２四桂は飛車の横利きを通す意味の手筋でこの一手で
す。
　でも　２四同歩に　１三角成では　同桂で　３二飛成ができず
失敗です。
　３手目は　１一角成が正解です。
　そして　同玉に　１三飛成の連続捨て駒が継続の好手で、　同
桂に好所の　３三角が打てて解決となります。

■ヒント
　好所の角打ちを作るまでの
手順に一工夫が必要となりま
す。

（考慮10分で初段）

〈出題〉六段 沼  春雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　　　場　　　　　　　　期　　間

　不正軽油撲滅ＰＲパネル展　　都庁第一本庁舎１階中央　　　10月４㈪～８日㈮

詳しくは、東京都主税局課税部軽油調査課（03－5388－2958）まで
お問い合わせください。

東京都主税局ホームページ 

東京都  主税局 検索

－都税についてのお知らせ－

認定長期優良住宅を新築した場合固定資産税が減額されます
減額の対象となる住宅
①平成21年６月４日から平成24年３月31日までの間に
新築された住宅であること
②「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第10条
第２号に規定する認定長期優良住宅であること

③居住部分の床面積の割合が当該家屋の２分の１以上
であること

④１戸あたりの床面積が50㎡以上280㎡以下であるこ
と（ただし、貸家の用に供する一戸建て以外の住宅
については、40㎡以上280㎡以下）

⑤新築をしてから翌年（１月１日新築の場合はその年）
の１月31日までに当該住宅が所在する区にある都
税事務所に減額の申告が行われていること

減額される期間・税額
減額される期間　新たに固定資産税が課税される年度
　から５年度分（３階建以上の耐火・準耐火建築物に
　ついては７年度分）
減額される税額　当該住宅の固定資産税額（１戸あた
　り床面積120㎡相当分までを限度)の２分の１を減額

　減額を受けるには、住宅が新築された年の翌年（１
月１日新築の場合はその年）の１月31日までに、減
額の申告が必要です。詳しくは当該住宅が所在する区
にある都税事務所にお問い合わせください。
　なお、23区外の住宅については、当該住宅が所在す
る市町村へお問い合わせください。
渋谷都税事務所　固定資産税課 固定資産税係　
電話（03）3463－4311（代表）
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　平成21年６月４日から平成24年３月31日までの間
に、一定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した
場合、または新築未使用の認定長期優良住宅を購入し
た場合、新築住宅にかかる不動産取得税についての特
例控除額※１が増額され、1,300万円となります。
※１　認定長期優良住宅以外の特例適用住宅を取得し
　　　た場合の控除額は、1,200万円です。
減額の対象となる住宅
◇長期優良住宅の認定基準（床面積要件等）とは異な
　ります◇
①平成21年６月４日から平成24年３月31日までの間に
　取得した住宅であること
　（認定長期優良住宅を新築した場合、または新築未
　　使用の認定長期優良住宅を購入した場合に限られ
　　ます。）
②「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第10条
　第２号に規定する認定長期優良住宅であること
③１戸あたりの床面積が50㎡以上240㎡以下であるこ

　と（ただし、貸家の用に供する一戸建以外の住宅に
　ついては、40㎡以上240㎡以下）

   【税額の算出方法】
　住宅の価格※２　－　1,300万円　＝　課税標準額
　　　　　　　　　　３
　課税標準額　×　───（税率） ＝　税額
　　　　　　　　　１００
※２　住宅の実際の購入価格等ではなく、固定資
　　　産評価基準によって評価・決定された価格
　　　(評価額)をいいます。

　認定長期優良住宅の特例適用を受けるには申告が必
要です。「不動産取得税申告書」に必要事項をご記入
のうえ、必要書類とともに、所管の都税事務所に申告
してください。

【お問い合わせ先】
渋谷都税事務所　固定資産税課 不動産取得税係　
電話（03）3463－4311（代表）

－都税についてのお知らせ－

不動産取得税における認定長期優良住宅の特例について

東京都主税局から 電子申告ご利用の皆様へ
地方税ポータルシステム（eLTAX）は、下記の期間サービスを停止します。

（停止期間）平成22年11月18日(木)～11月25日(木)
ご不便、ご迷惑をおかけしますが、早めのご利用をお願いします。
　　【お問い合わせ先】　
　　　e L T A X サ ポ ートデスク　：　電話 ０５７０－０８１４５９
　　　社団法人 地方税電子化協議会　：　電話 ０３－３５０７－０２１１
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　受付時間　月～金 ８：３０～２０：００
　11月26日以降は、
　　○ご利用時間が１時間延長されます。８：30～20：00 ➡ ８：30～21：00
　　○ご利用いただける主なパソコン環境は、以下のとおりです。
     ■Windows 7 ／ VISTA（SP2）／ XP（SP3）　■Internet Explorer  8／ 7
　ご利用可能なパソコンの環境については、サポートデスクまでお問い合わせください。
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