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定例説明会等のお知らせ
 《税務無料相談》
　日時　平成23年４月20日（水）午後１時～４時
　日時　平成23年５月18日（水）午後１時～４時
　日時　平成23年６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　４月18日（月）午後１時30分～４時
　日時　５月16日（月）午後１時30分～４時
　場所　渋谷区立商工会館  ２F  大研修室

該当の会社は是非ご出席下さい。

23年7月 23年8月下旬

23年6月 23年7月下旬

4･5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

23年5月 23年6月下旬

  4月･5月(6月)実施する主な事業
●４月５日　渋谷駅前美化活動
●４月12日　青年部会役員会
●４月13日　源泉研究部会研修会・第37回通常総会
●４月20日　青年部会第37回通常総会
●４月22日　社員教育セミナー
●４月22日　パソコン入門セミナー
●４月26日　財務委員会
●４月27日　女性部会第12回通常総会

●５月11日　会計監査会、正副会長会
●５月13日　理事、評議員会
●５月13日　ワード入門セミナー
●５月19日　第47回通常総会
●５月20日　エクセル入門セミナー
●５月26日　源泉研究部会研修会
●５月27日　エクセル活用セミナー

●６月２日　広報委員会
●６月３日　エクセル入門セミナー
●６月10日　エクセル活用セミナー
●６月13日　第11ブロック役員会
●６月17日　パワーポイント入門セミナー

第47回通常総会のお知らせ第47回通常総会のお知らせ
　下記の日程で社団法人　渋谷法人会第47回通常総会を開催
いたします。
日　　時　５月19日㈭　15時30分～19時30分
　　　　　・総　会　15時30分～17時30分
　　　　　・懇親会　17時45分～19時30分(予定)
場　　所　セルリアンタワー東急ホテル B2F ボールルーム
　　　　　(渋谷区桜丘町26－１　TEL 3476－3000）
議　　案　１．平成22年度事業報告、収支決算報告
　　　　　２．平成23年度事業計画案、収支予算案
　　　　　３．理事・監事任期満了に付き改選の件
　　　　　４．公益社団法人認定取得申請承認の件
懇談会費　１名　10,000円（当日申し受けます）
※正式なご案内は往復葉書で差し上げますので、４月28日ま
　でにご回答いただきますよう宜しくお願いいたします。
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初級簿記日程（全15回）
　（商工会議所簿記検定３級程度）
４月５日㈫・７日㈭・12日㈫・14日
㈭・19日㈫・21日㈭・26日㈫・28日㈭・
５月10日㈫・12日㈭・17日㈫・19日
㈭・24日㈫・27日㈭・31日㈫

中級簿記日程（全15回うち６月実施分）
　（商工会議所簿記検定２級程度）
６月２日㈭・７日㈫・９日㈭・14日
㈫・16日㈭・21日㈫・23日㈭・28日
㈫・30日㈭



　５月19日㈭開催の総会に向けて各委員会を開催した。２月24日㈭社会貢献委員会、３月３日㈭広
報委員会、７日㈪厚生委員会、11日㈮組織委員会、18日㈮税制委員会、23日㈬午前に事業研修委員
会、午後に総務委員会を開催し、総会提出議案を審議し、理事会に諮ることとした。
　当初税制委員会は14日、総務委員会は15日に開催する予定だったが、震災・計画停電による交通
機関の乱れ等により延期して開催した。
　また総務委員会については特に、公益社団法人認定申請について説明・審議した。
　４月26日㈫に財務委員会を開催する。 

正しい税知識を学ぼう

平成23年度 国家公務員採用Ⅲ種(税務)試験のお知らせ
　人事院では、下記のとおり「平成23年度　国家公務員採用Ⅲ種（税務）試験」を行います。
興味のある方は、税務署までお気軽にお問い合わせください。

記

◇　受　験　資　格　　平成２年４月２日から平成６年４月１日生まれの者

◇　申込書交付期間　　５月９日（月）～６月28日（火）（土・日曜日は除く。）

◇　申込書受付期間　　６月21日（火）～６月28日（火）（　　　同上　　　）

◇　試　　験　　日　　第１次試験　９月４日（日）
　　　　　　　　　　　第２次試験　10月13日（木）～10月20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 内線4002又は4003）
　までお尋ねください。

挨拶：小野寺法人第一統括官 八木原社会貢献委員長

社会貢献委員会

総会に向けて各委員会を開催総会に向けて各委員会を開催
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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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  「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」の制定に伴い、平成23年４月１日以後に終了する事
業年度又は連結事業年度から、法人税関係特別措置を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書
に「適用額明細書」を添付することが必要となります。

○法人税関係特別措置とは…
　例えば、中小企業者等の法人税率の特例、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却といった法人
税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を減少させるものをいいます。
○適用額明細書を添付しなかった場合は…
　「適用額明細書」の添付がなかった場合又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特
別措置の適用は受けられないこととされています。そのため、「適用額明細書」の添付もれ又は適用額の記
載誤り等があった場合には、できるだけ速やかに、「適用額明細書」の提出又は誤りのない「適用額明細書」
の再提出をお願いします。

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。

e-Taxを利用しよう

23年度から法人税申告書への｢適用額明細書｣の
添付が必要となります

←適用額明細書には様式第一と様式第二があります。
　左は書面で提出していただく場合の様式第一です。

↓記載要領（租特透明化法施行規則から抜粋）

適用額明細書の添付が必要となる租税特別措置法の特例(抜粋)
法人税関係特別措置 租税特別措置法の条項 区分番号 適用額

中小企業者等の法人
税率の特例

42の3の2①一
42の3の2①二
42の3の2①三
42の3の2①四
42の3の2②
42の4①
42の4②
42の4③ 
42の4⑥
42の4⑦
42の4⑨一
42の4⑨二
42の6②
42の6③
42の7② 
42の7③
42の7⑤

00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00043
00044
00069
00070
00071

別表一(一)｢30｣
別表一(一)｢30」
別表一(二)｢28」
別表一(三)｢27」
別表一(二)｢24」
別表六(六)｢11」
別表六(六)｢18」
別表六(六)｢26」
別表六(七)｢7」
別表六(七)｢15」
別表六(八)｢19」
別表六(八)｢19」
別表六(十一)｢16」
別表六(十一)｢21」
別表六(十四)｢16」
別表六(十四)｢21」
別表六(十四)｢31」

67の5① 00277 別表十六(七)｢8」

試験研究を行った場
合の法人税額の特別
控除

中小企業者等が機械
等を取得した場合の
法人税額の特別控除

事業基盤強化設備等
を取得した場合等の
法人税額の特別控除

中小企業者等の少額
減価償却資産の取得
価格の損金算入の特
例
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7

　23区内において、個人事業税、法人事業税・地方法人特別税・法人都民税の課税事務は９つの都税
事務所で、事業所税の課税事務は４つの都税事務所で行っています。その他の税に関しましては、今

までどおり23区内の各都税事務所で行っています。

■個人事業税、法人事業税・地方法人特別税・法人
都民税、事業所税に関するお問い合わせや申告・
届出等は、住所又は主たる事務所等が所在する区
の所管都税事務所までお願いします。

■住所・主たる事務所等が所在する区の都税事務所
の窓口においても、申告書等の受付を行いますが、
お問い合わせは所管都税事務所までお願いします。
■納税（課税）証明書の発行は、すべての都税事務
所・都税支所・支庁で行います。事務手続上、申
告・納付後間もない場合（おおむね１～２週間以
内）の納税証明書の申請については、領収証書の

みんなの力で法人会を大きく育てよう

A

Q 23区内の都税事務所の
所管区域は

 

 

ゆうちょ銀行口座へ還付金の振込を希望される方は、
ゆうちょ銀行通帳のこの部分に印字されている

「都税還付金等還付請求書兼口座振替依頼書」や
「法人事業税・地方法人特別税及び法人都民税に
係る都税還付金等還付請求書兼口座振替依頼書」
などに記入してください。

「店名・預金種目・口座番号」を

＜ゆうちょ振込お問合せセンター＞
０１２０－２５３８１１（24時間受付）

ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口で、通帳に振込用の「店
名・預金種目・口座番号」を記載してもらえます（振替口
座を除く。）。

ゆうちょ銀行通帳見本

ここの番号では
ありません。

※　印字されていない場合や振替口座をご利用の方
　　は、電話やゆうちょ銀行のホームページなどで
　　確認することができます。　　

＜所管都税事務所一覧＞

原本（領収印のあるもの）と申告書の控え（受付
印のあるもの）の両方をお持ちください。なお本
人確認書類等その他必要書類については、主税局
ホームページをご確認ください。

【お問い合わせ先】
渋谷都税事務所（代表）03－3463－4311
渋谷区所管の事業所税の問い合せは新宿都税事務所
（代表）03－3369－7151
【主税局ホームページ】
http://www.tax.metro.tokyo.jp/

東京都  主税局 検索

住所・主たる事務所等が
所在する区
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経営者支援セミナー第３回を開催  
打つ手は無限！！　企業成功戦術

　直近６年で実に140社を再生、事業再生請負人と言
われる㈱事業パートナー代表松本光輝氏を講師に迎
え、11月26日㈮に金融編“金融機関が見るポイントと
融資の決済が下りる経営計画書の作り方"、12月９日
㈭に商品編“利益を確実に出すにはこうする！”と
題して開催した３回シリーズのセミナーの第３回人材
編“社長が変わらなければ会社は変わらない！”の
内容で１月19日㈬開催した。
　松本氏の講演に出席者は真剣に聴き入り、このセミ
ナーは毎回時間をオーバーする程、非常に熱心な質問
が続く。

印紙税・消費税研修会を開催
　去る２月８日㈫に印紙税研修会、３月４日㈮に消費
税研修会をそれぞれ午後１時30分から３時30分まで渋
谷区立商工会館において、渋谷間税会、渋谷優法会と
の共催で開催した。 
　講師はどちらも法人課税第２部門柳澤調査官。出席
者は、印紙税研修会65名。消費税研修会61名。

社会保険制度改正セミナーを開催
　去る２月17日㈭渋谷区立商工会館において、午後１
時30分より社会保険制度の改正点の最新情報と会社に

おける実務対応策についての社会保険セミナーを開催
した。
　内容は、管理職の為の職場における人事労務管理と
題して、①勤務時間②休日と休暇③健康管理④評価面
談について説明した。
　講師は、社会保険労務士 安藤貴裕氏　出席者は75名

相続・贈与税セミナーを開催
　去る２月22日㈫、渋谷区立商工会館に於いて相続・
贈与税セミナーを渋谷間税会、渋谷優法会との共催で
開催した。
　講師は資産課税第１部門 高橋統括官にお願いし、相
続税の概略と事例研究について講義を受けた。

所得税確定申告書の書き方講習会を開催
　平成22年確定申告期間を前に、渋谷法人会では渋谷
間税会、渋谷優法会と共催で、所得税の確定申告書の
書き方講習会を１月27日㈭渋谷区立商工会館に於いて
午後１時30分より３時30分まで開催し､所得税申告の
ポイント、e-Taxによる申告について講習を受けた。
　講師は､個人課税第１部門の高橋統括官にお願いした｡

法人税確定申告書の書き方講習会を開催
　去る３月１日㈫､２日㈬､９日㈬､10日㈭､16日㈬の５
回に亘り、午後１時30分から４時30分まで法人税確定申
告書の書き方講習会を渋谷法人会館に於いて開催した｡
　今回は各回ごとに講習項目を決めて必要な回だけ申
し込めるようにした。講師は全て渋谷税務署法人課税
第１部門藤田審理担当上席に講義していただいた。
　出席者は延べ159名だった。

会員の増加は、会員のメリットに通じる

人材編講師：松本光輝氏

印紙税研修会挨拶：五十里副署長

消費税研修会講師：柳澤調査官

社会保険セミナー講師：安藤貴裕氏

相続・贈与税セミナー講師：高橋資産課税第１統括官

法人税申告書の書き方講習会講師：藤田審理担当上席調査官
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源泉所得税セミナーを開催
　３月３日㈭渋谷区立商工会館に於いて、午後１時30
分から３時30分まで開催した。内容は平成22年度源泉
所得税関連改正についてと源泉徴収のしかた。
　講師は法人課税第３部門七澤審理担当上席。出席者
72名

第14ブロック新年会を開催
第14ブロック（福田ブロック長）

　去る１月24日㈪第14ブロック主催により恒例の新年
会を新宿ワシントンホテルウェストシティホール＆ウ
ェディングアイにて開催した。
　当日は、来賓含め76名が出席。会社のＰＲや自己紹
介などをして交流を深めた。

第15ブロック新年会を開催
第15ブロック（田中ブロック長）

　去る２月７日㈪第15ブロック（幡
ヶ谷１～３丁目）では、毎年恒例の
ブロック新年会を東京オペラシティ
内、東天紅で開催した。
　当日は、来賓含め67名が出席。司
会者からの会社紹介等で交流を深め
た。

第１ブロック新年会を開催
第１ブロック（平野ブロック長）

　去る２月10日㈭第１ブロック（恵比寿１～４丁目）

では、初めての試みとしてブロック新年会を恵比寿ガ
ーデンプレイスタワー内、カフェテリア　エスパシオ
に於いて開催した。
　当日は、19名が出席。名刺交換などして交流を深め
た。

第４ブロック研修会
日　時　２月14日㈪　午後３時00分～午後９時00分
行き先　羽田国際ターミナール見学他
参加者　24名

第19･20･21ブロック合同研修会を開催
　去る２月23日㈬午後４時より、渋谷東武ホテルに於
いて第19・20・21ブロックの合同研修会を開催した。

　当日は、久世第20ブロック長の司
会で始まり柳田会長の挨拶に続き、
まず研修会第１講座として、日本山
岳会副会長 神崎忠男氏を講師に迎
え「地球上の３極冒険物語」と題し
て、北極、南極、エベレストの話し

を中心に講演いただいた。
　続いて第２講座に入り、渋谷税務署法人調査担当副
署長の安原正幸氏に「文学者と税」と題して、税金で
はない印税の話し等貴重な話をお聴きした。
　その後同所において、海老名21ブロック長の司会に
より懇談会を催し、それぞれ名刺交換や情報交換をし
て有意義な時間となった。
　最後に八木原副会長の中締め、藤田19ブロック長の
閉会のことばで締めた。 

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

柳田会長挨拶 第１部講師：神崎忠男氏 第２部講師：安原副署長

司会：久世第20ブロック長

源泉所得税セミナー講師：七澤審理担当上席調査官

14ブロック新年会福田第14ブロック長

挨拶：岩田副会長

第15ブロック新年会田中第15ブロック長

第４ブロック見学研修会

19.20.21合同研修会
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健康講座を開催
第11ブロック（杉本ブロック長）

　去る３月２日㈬恒例の健康講座を渋谷区立勤労福祉
会館において開催した。今回は、11ブロックに限らず、
７・８・９・10ブロックにも参加を募り、非会員の方
にも声を掛け、また加賀谷講師に大学の枠を越えて学
んでいる方も６名参加した。
　国民一人当たり年間５万４千円も治療薬に使ってい
る日本人に“薬の効き目と副作用”などについて話さ
れ、薬の特性を良く理解して使用することが必要だと
いうことだった。
　講師には、北里大学北里研究病院薬剤部、北里大学
薬学部兼任教員 加賀谷隆彦氏にお願いした。出席者
29名。

《エンジェルス》セミナーを開催
　女性部会では、社会貢献活動の一環として高齢化社
会に伴い《エンジェルス》と銘打ち“介護”をされて
いる方々へのケアそして情報交換を目的とした活動に
取り組むことといたしました。
　その最初の事業として、去る２月26日㈯午後１時30
分から美竹の丘・しぶや多目的ホールにおいて《エン
ジェルス》セミナーを開催した。
　セミナーでは、介護をされている方々の体験談や精
神科専門医の芦刈伊世子先生の講演をお聴きし、会場

にこられた方々を癒す意味で津軽三味線の演奏家の黒
澤博幸氏の演奏を聴き、第１回の《エンジェルス》の
活動を終えた。

新春特別研修・新年会
　女性部会は、１月27日㈭午後４時30分より、原宿東
郷記念館に於いて新春特別研修会と新年賀詞交歓会を
開催した。
　第一部特別研修会では、渋谷税務
署安原副署長より「文学者と税」と
題して、宮沢賢治や税金ではない印
税等についてご講演いただいた。
　続いて第２部新年賀詞交歓会に入
り、山崎部会長、安原副署長、柳田会長、須藤部会担
当副会長挨拶の後、懇談会に入った。

青年部会渋谷ニュー駅伝に参加
　１月16日㈰代々木公園で開催された渋谷ニュー駅伝
に法人会青年部会から昨
年に引き続き４名（１チ
ーム）参加した。
　これは毎年この時期に
開催されているもので、
学生や各企業などいろい
ろな団体から参加者があ
り、渋谷税務署からも多数のチームが参加した。

青年部会研修会を開催
－日本で一番大切にしたい会社－

　渋谷法人会青年部会では、２月23
日㈬午前10時30分より法人会館にお
いて法政大学大学院政策創造研究科
教授の坂本光司氏を講師に招き、‶な
ぜこの会社には、学生が入社を希望
するのか"“なぜこの会社は増収増
益を続けられたのか”ということから始まり、‶会社
は誰のためにあるのか"“中小企業にしかできないこ
とがある”など『日本で大切にしたい会社を増やそう』
という講演をいただいた。出席者は39名。

電子納税、電子申告を活用しよう

部会だより

講師：安原副署長

第11ブロック健康講座講師：加賀谷隆彦氏
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女性部新年会山崎女性部会長挨拶

介護体験談：鎌田啓子氏 介護体験談：増尾眞子氏 講師：芦刈伊世子氏

山崎女性部会長挨拶 桑原区長挨拶 柳田会長挨拶

女性部エンジェルスセミナー 津軽三味線演奏：黒澤博幸氏 日本でいちばん大切にしたい会社名取部会長挨拶

青年部会しぶやニュー駅伝2011

講師：坂本光司氏



メールアドレスを登録しよう

　　

　相続税の計算をして、税額がある場合、相続税の
申告・納付が必要となります。期限は、相続開始後
10カ月以内に、被相続人の住所地の税務署長に対し
て行い、現金一時納付が原則になります。
　遺産未分割の場合でも、法定相続分により相続財
産の価額を計算して、期限内に申告する必要があり
ます。
　次に、過少申告の場合は修正申告書の提出の必要
が、過大申告の場合は提出期限から１年以内に限り、
更正の請求が可能となっています。
　なお、被相続人の確定申告も、死亡後４カ月以内
に相続人がしなければなりません。
　次に、相続で大切なことは、最終的には税金の納
付です。相続税の納付は、前述の通り現金一時納付
が原則ですが、それが難しい場合、まず延納の制度

　相続税の申告を行っている方は、全国的には20人
に１人くらいです。
　逆に言うと、相続税の申告をしている人は、そこ
そこの資産家であり、生前から税務署にある程度目
を付けられている人が多いともいえそうです。そし
て、通常は８～９割は税務調査に入られることを覚
悟しておかなければなりません。
　税務調査は、次のような手順で行われます。
　税務署としては、提出された相続税の申告書を審
理しますが、内容審理の前に、次のことを行います。
　まず、税務署により、相続人等に各種の照会文書
が発送されます。この照会文書には、不動産、預貯
金、生命保険などいろいろありますが、申告のあっ
たもののみならず、税務署で必要と認めたものも含
まれます。
　次に、税務署内で資料の収集が行われます。
　税務署には各種資料が整備されていますが、その
うち相続税関係で活用されているものとしては、次
のものがあります。

いざというとき知っておきたい相続税の基礎知識〈最終回〉 実藤 秀志（公認会計士・税理士）

　①所得税確定申告書
　②贈与税申告書
　③生命保険金の支払調書
　また、架空名義預金の資料も、数多く収集されて
います。
　そして、調査に当たっては、相続人のくらしぶり
などがこと細かに聞かれ（主として午前中）、本格
的な調査は午後から数日間行われます。
　たいていは、後から何らかの財産もれが見つかり、
「修正申告」となるケースが多いようです。

　このシリーズは今回で終了しますが、相続におい
てはまず、もめずに遺産分割をすることがポイント
です。そして、実際の申告に当たっては、財産をも
れなく申告することです。その場合、特に“貸金庫”
にあるものは要注意です。最後になりますが、この
シリーズをお読みいただきありがとうございまし
た。みなさまの相続の際に少しでもお役に立てれば
幸いです。

相続税の申告・納付

税務調査

が設けられています。
　延納期間については、５年から20年まであり、２
～３％程度の利子税が発生します。また、一定の場
合、担保も提供しなければなりません。延納の手続
きとしては、申告期限までに延納申請書を提出し、
税務署長の許可を得なければなりません。
　さらに、延納によっても納付が困難な場合には、
現物により納付する物納も認められています。物納
には、物納に適した財産がなければならず、国が管
理・処分するのに不適当な財産は物納できません。
収納価額は、相続税評価額によります。また、不動
産を物納しても、譲渡所得税は課されません。
　物納の手続きとしては、申告期限までに物納申告
書を提出し、税務署長の許可をえなければなりませ
ん。
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e-Taxを体験してみよう！

　るだろうか
□「相手のために」というあなたの意図がはっきりと
　わかるように準備されているだろうか
□あなたの提示する内容は現実的で実現可能なものか
□相手の立場に立って、一つ一つ納得させていく材料
　を持っているだろうか
□考えられる反対意見に対し
　て、考えられる答えを用意
　しているだろうか
□相手に分かる言葉や表現方
　法を十分に考えているだろ
　うか
□相手にプレゼンするときの
　TPOを十分に考えているだろうか
□相手にすぐ理解できるように、いろいろなツールを
　用意しているだろうか
□これから提示する内容について、あなた自身が本気
　で魅力を感じているだろうか
□これから提示する内容について、自信を持って相手
　に迫っていくことができるだろうか
□素直な気持ちで、相手の意見もよく聞くことができ
　るだろうか

「プレゼンテーション」力を高めよう！
　現代は、自己アピールし、説得していく時代だとい
われる。今や自分の考えをいかに明確に相手に伝えて
いくかにかかっている。自分だけ分かっていても何の
役にもたたない。したがって、自分が保有している情
報、企画、計画などを上手にアウトプットしていかな
ければ、成果は期待できない。また、「実現しないア
イデアはアイデアではない」というように、現実のス
テージで、自分のアイデア実現に向けプレゼンテーシ
ョン力を発揮していくことが求められる。
　たとえ百の情報を持っていても、その半分しか伝え
られないといったことにならないように、相手が満足
するようなプレゼンテーターになることが必要だ。
■「プレゼン」力をつけるチェックポイント
□相手はどんな人間か十分に理解しているだろうか
□相手が何を求めているかをはっきりとつかんでいる
　だろうか
□相手のニーズに対して満足させるものを用意してい

現代を生き抜く知恵
西都原　信（ビジネス評論家）

一般に「人柄がいい」といわれる
場合の意味とはだいぶ違います。
ふつう「人柄がいい」という場合
は、「お人好し」とか「他人に逆
らわず、穏やかな心の人」という
ような意味で使われますが、そう
いうことではないのです。単なる
「お人好し」だけでは「人脈」は
できないでしょうし、それどころ
か仕事のうえで問題を引き起こす
ことさえあるのです。
　ここでいっている「人柄」とは、
「人徳」とか「人間的魅力」と考
えていただければよいでしょう。
　社会人として生きていくには、
　・状況を見極める目をもつこと
　・正しい決断を下し、ときには
　　敢然とNOといえる勇気をも
　　つこと
も必要です。そのためには、いろ
いろな勉強をすること、情報を集
めること、そして実行をもつこと
なども必要となるでしょう。

　変化に対応するには「人の心を
つかむことだ」といわれます。人
の心をつかむには「人脈」。「人脈
というのは、結局その人のもつ
『力』次第ではないか。『力』をも
ちさえすれば、黙っていても人は
集まる」とお考えの方もあるかも
しれません。
　確かに、そうした面があること
は否定できません。
　たとえば大臣や社長になれば、
間違いなくまわりに大勢の人が集
まってきます。あるいは何かひと
儲けして金持ちになれば、いろい
ろな人が出入りするようにもなる
でしょう。しかし、これだけでは
「人脈」とはいえないのです。人
は大臣や社長のもつ「権力」や金
持ちの手にした「金力」に集まっ
ているのであり、そこからもたさ
れるであろう「自分の利益」を目
当てに集まっているにすぎないか
らです。

　したがって大臣や社長を辞めた
り無一文になれば、まわりにいた
人たちはクモの子を散らすよう
に、その人のもとを去っていくに
違いないのです。
　やはり最終的には、その人のも
つ「人柄」が決め手になると、私
は思います。
　ここでいっている「人柄」とは、

国司 義彦
（JMC能力開発センター代表取締役）

力
や
技
だ
け
で
は

人
は
動
か
な
い
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法人会ホームページを活用しよう

平成23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

６

８

10

13

18

19

区外

法　人　名

ウェーブサーチ㈱

㈱オープン・エンド

㈱健託

㈱ボゾリサーチセンター東京本部

㈱パッゾ

㈱やまおとうみ

㈲WANTED

代表者名

大須賀　誠

松田　利也

春山　　健

山内　久実

正木　則幸

松原　杏子

中田　聡樹

連　絡　先　住　所

渋谷区渋谷３－１－９

渋谷区円山町１－２

渋谷区道玄坂２－25－６

渋谷区大山町36－７

渋谷区代々木２－28－７

渋谷区千駄ヶ谷4－30－8－1301

大田区南雪谷5－15－1－307

業　　種

IT(システム開発･技術者教育)

出版業

健康フィットネス

医薬品等試験

紳士アパレルメーカー

旅行業

飲食店経営他

電話番号

6759-8983

3476-1088

6416-9855

5453-8107

5371-1481

3478-2380

5734-0073

平成23年２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

11

14

18

18

18

19

区外

区外

法　人　名

SENIDECO FRANCE

福皆来

㈱ラクレデサンス

㈱フォアフロント

井上工業㈱

㈱ティーループ

太平ビルサービス㈱

三井ファーム㈱

㈱アモール

㈱サンライズ

㈱リミテッドエディション

代表者名

Eric 
Danquerque

本多　正伸

渡邊　愛子

中道　和博

井上　欣也

宮崎　武彦

眞砂　光晃

出雲　敏彦

玉腰　久幸

大村　繁雄

桜間　芳樹

連　絡　先　住　所

渋谷区恵比寿１－21－16

渋谷区恵比寿南１－９－４

渋谷区桜丘町22－８

渋谷区宇田川町３－14

渋谷区笹塚２－41－13

渋谷区代々木２－26－５

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２－６－10

江戸川区東葛西6－7－9－803

港区南青山６－８－18

業　　種

建築及び内装資材製造販売

飲食店

化粧品・日用品等販売

人材派遣、紹介

とび・土工工事

広告代理業

ビル管理

介護

服地卸

小売業

店舗開発、仲介

電話番号

6450-2088

6412-8829

3464-7337

6277-5451

5354-3088

5358-0816

3370-6155

6278-2230

3470-7660

6808-3547

3499-0070
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対 象 者

対象設備

減 免 額

対象期間

減免手続

【お問い合わせ先】
●中小企業者向け省エネ促進税制に関すること
　・東京都主税局課税部法人課税指導課法人事業税係
　　03－5388－2963
　・渋谷都税事務所の法人事業税係　03－3463－4311(代表)
　＊主税局ホームページに、
　　各種様式や制度のＱ＆Ａ
　　を掲載しています。
●地球温暖化対策報告書・導入推奨機器に関すること
　｢地球温暖化対策報告書制度ヘルプデスク」「導入推奨機器申請
　窓口」　03－5388－3408　

◆縦覧期間　平成23年４月１日㈮から６月30日㈭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＞
　平成23年１月１日現在、23区内に土地・家屋を所有する
納税者の方
＜縦覧できる内容＞
　所有資産が所在する区の課税されている土地・家屋の価
格など（縦覧帳簿※）
※所有していない資産の縦覧帳簿はご覧いただけません。

（注）納税通知書は６月１日㈬に発送予定です。
　東京都主税局では、本人へのなりすましなどにより、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、縦覧時等
の「本人確認」を厳格に行っております。詳しくは、主税
局ホームページをご覧いただくか、土地・家屋が所在する
区にある都税事務所にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
土地・家屋が所在する区にある都税事務所の固定資産税係
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）

振替納税を利用しよう

■正解「黒先白死」
　黒１に飛び込みます。
白２は黒３、白４を交
換したのち、黒５に切
ればセキくずれです。
　黒１に白５のツギは、
黒４、白ａ、黒ｂで白死。
黒１で３またはａはい
ずれも生きられます。

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

－都税についてのお知らせ－
４月から固定資産税にかかる土地・家屋の価格などが
ご覧になれます（23区内）❹❺

「地球温暖化対策報告書」等を提出した中小企業者＊　　　＊資本金１億円以下の法人等
※｢地球温暖化対策報告書」については。環境局ホームページをご覧ください。
次の要件を満たすもの
①温室効果ガス総量削減義務対象外の事業所において取得されたもの
②｢省エネルギー設備＊＊及び再生可能エネルギー設備｣(減価償却資産)で､環境局が導入推奨機器として指定したもの
　＊＊空調設備、照明設備、小型ボイラー設備
※導入推奨機器については、基準変更により取り消されることがありますので環境局ホームページで最新情報をご確
　認ください。
設備の取得価額（上限2,000万円）の２分の１を、取得年度の事業税額から減免　
（ただし、当期事業税額の２分の１を限度）
※減免しきれなかった額がある場合（取得事業年度の事業税額が０である場合を含む。）は、翌事業年度等の事業税額
　から減免可
以下の期間に設備を取得し、事業の用に供した場合に適用 
　平成22年３月31日から平成27年３月30日までの間に終了する各事業年度
事業税の納期限（申告書の提出期限の延長承認を受けている場合は、その延長された日）までに、減免申請書及び必
要書類を提出してください。
例平成23年3月31日決算で、5月31日が申告納付期限の法人の減免申請期限は、5月31日です。

主税局  環境減税 検索

中小企業者向け省エネ促進税制

法人事業税の減免申請期限にご注意ください！
限までに、減免申請書及び必要書類を、所管する都税事務
所・都税支所・支庁に提出してください。
　なお、申請期限を過ぎますと、減免を受けることができ
ませんのでご注意ください。

　法人事業税の減免制度は、平成22年3月31日以後終了す
る事業年度から適用されています。減免の申請期限は、事
業税の納期限（申告期限の延長承認を受けている場合は、
延長後の申告期限）です。減免を受けるためには、申請期

【中小企業者向け省エネ促進税制（法人事業税の減免）の概要】
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＜納期限＞　５月31日（火）
＜ご利用になれる納付方法＞
◆金融機関・郵便局・都税事務所・都税支所・支庁
　都税総合事務センター・自動車税事務所の窓口
　○一部、都税の取扱いをしていない金融機関があります。
◆コンビニエンスストア
　○納付書１枚あたりの合計金額が30万円までのものに限

ります。
　○一部、都税の取扱いをしていないコンビニエンススト

アがあります。ご利用になれるコンビニエンスストア
については、納付書の裏面をご覧ください。

　○コンビニエンスストアで納付をする際には「レシート」
と「領収証書」を必ずお受け取りください。領収証書
は、納税をしたことを証明する大切な書類です。領収
証書に日付・コンビニエンスストア名が明確に押印さ
れているか確認してください。

◆ＡＴＭ・パソコン・携帯電話からの納付
　○ペイジー対応のＡＴＭ（現金自動預払機）から納付で

きます。
　○インターネットバンキング、モバイルバンキングをご

利用の方（事前に金融機関への申し込み手続きが必要
です。）はパソコンまたは携帯電話からも納付できま
す。金融機関により、利用できるサービスが異なりま
すので、詳しくはお取り引きされている金融機関へお
問い合わせください。

　○ＡＴＭ、インターネットバンキング、モバイルバンキ
ングにより納付した方にはおおむね２週間後に、はが
きサイズの自動車税納税証明書（継続検査等用）を郵
送します。

　○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でご納
付ください。）。

　○システムの保守点検作業のため、毎週の日曜日午後９
時から月曜日午前７時まではご利用できません。

詳しくは、主税局ホームページ（http://www.tax.metro.
tokyo.jp/）の「都税の納税等について」をご覧ください。

■黒先
　無条件ですが、フ
ィニッシュの形を読
んでください。
（考慮２分で初段）

〈出題〉日本棋院

－都税についてのお知らせ－　５月は自動車税の納期です
平成23年度の自動車税納税通知書は、５月２日（月）に発送します。
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☆サンリオピューロランド特別割引券について☆

　前号（No.507）に同封いたしました『スペシャル
デー限定特別入場割引券』は５月31日までご利用い
ただけます。
　営業時間等につきましては、サンリオピューロラ
ンドホームページでご確認下さい。

☆東日本大震災に対する寄付等のご報告☆

　渋谷法人会は、東日本大震災被災地の一刻も早い復興をお祈りし、
義援金300,000円を３月30日寄付させていただきました。
　なお、法人会事務局に義援金募金箱を設置しております。

（３月29日理事会承認）
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