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こばじゅんの豆知識

TOPIC  and more...

税理士Ｍの

ちょっと下世話な税金の話

代表よりひとこと

月 月 月
須磨海水浴場は

3 日から海開き☆

当事務所は

８月１３日～１８日の間

お盆休みとさせて頂きます

「板前さんのリベート」

次回は純○○！

みなと元町ぶらり旅　　景観 Ver.

普段から 「無駄に雑学を知っている ( 笑 )」 と言われがちなスタッフ小林です。

今回から小林が知っているちょっとした情報をお伝えします！

小林がおススメする夏野菜！！枝豆です！！

夏バテ予防の栄養補給には、 サプリメントも良いですが、 やっぱり自然の物から摂るのが一番です！

夏に摂りたい栄養満点の野菜で、 ビールのお供に最高です！！

疲れている人に ・ ・ ・ 疲労回復。 ストレスに対する抵抗力を高める。 （ビタミンＢ１、Ｂ２）

むくみやすい人に ・ ・ 余分な塩分を排出。 利尿作用があり、 むくみにくくなる。 （カリウム）

よく飲む人に ・ ・ ・ ・ 肝臓の保護。 （良質なたんぱく質、 アミノ酸のメチオニン）

痩せたい人に ・ ・ ・ 脂肪肝の予防。 （肝臓にたまったコルステロール等の脂肪を分解する働き。）

枝豆には、 アルコー
ルから肝臓を守る働
きがあるので、
夏にビールと枝豆
は、 ベストマッチ！！

　　　　　分趣味の要素もあるのですが、 僕はＴＫＣの租税判例研究会に所属しており租税判例を読むことがちょくちょくあります　。 もちろ　

　　　　　ん租税判例を読む主目的は専門知識の向上にあるのですが、 なかにはちょっと人に話したくなるような裁判例もいくつかあります。

この業種でこんなに儲けている人がいるんだ、 某テーマパークはこんな裏金を支払ってるんだ等々。

このコーナーでは僕のそんな下世話な興味を満たしてくれた租税判例を紹介させて頂きます。

租税裁判は、 結局は税金を払え （国側）、 払わない （民間） の争いなので、 なにか重いテーマが潜んでいるわけではありません。 皆

様の業務に直接生かせるようなものはほとんどないと思いますが、 少しでも楽しく読んでいただけると幸いです。

　今節号は、 昨年の 12 月に判決が下りた裁判例を紹介します。

　　　　　館の板長さんが仕入業者さんから受け取っていたリベートを旅館の売上にしていなかったという事で、 旅館の売上の計上漏れを指

　　　　　摘された事例です。 板長さんは受け取ったリベートをすべて自分の財布に入れて旅館には報告していなかったようです。 旅館とし

ては自分が認識していない売上の計上漏れを指摘されたわけですからたまりませんね。 （ただし業界的には、 よくある事のようですね。

旅館もある程度は把握していたのではないでしょうか？） 黙って税金を支払うわけにはいきません。

裁判はこの板長さんの手数料を受け取った行為が、 旅館の行為としてみなすことができるかどうかが争点となりました。 この事例では、

仕入業者の選定は板長さんの権限ではなかったり、 リベートの受取禁止も職務規定にあったようで、 旅館の売上にしなくて済みました。

ただし一般的に横領行為によって会社から除外された売上については、 社長がその事実を知らなかったとしても会社の売上とみなされま

す。 横領行為にあうと会社としては、 横領金額と税金のダブルパンチを食らう事になります。 当然ですが横領は会社に大きな損害を与

えるものです。 内部牽制は本当に必要ですね。

　　　　　がこの裁判例を読んでいちばんびっくりしたのは、 この板長さんがもらっていた金額です。 平成 13 年から平成 18 年までの 5年で

　　　　　わかっているだけで約 9800 万円！だそうです。 1 年で約 2000 万円弱！本当はもっとあったのではないでしょうか？

　もちろん板長さんはこのリベートを自分の所得として申告していないはずです。 （今回の税務調査で何年分かは申告させられたかもしれま

せんね。）無税で毎年給料以外に2000万円。旅館にばれないようにあまり人目の着かないような場所でお金のやり取りをしていたようです。

板長さんはそのお金を飲食やゴルフコンペなんかに使っていたようですね。 随分豪勢な飲み会だったろうなと思います。 聞いたところでは

板前さんの世界は 1人の板長さんの下に何人かのお弟子さんがいて一つのチームとして動くようですね。 だから板長さんはお弟子さんの

面倒も見なくちゃいけないようで遊興費は結構かかるみたいです。 相撲部屋とおんなじような感覚でしょうか？雇い側は板長さんに辞めら

れると他の料理人の方も辞めちゃうのでなかなか板長さんに強いことも言えないようですね。

　　　　　の裁判例の旅館はその後経営状態が悪化したようです。 宮城県の旅館のようで地震の影響もあったと思います。 この税務調査の

　　　　　後はこれほど派手にリベートをもらう事もなくなったのかもしれません。

秋ごろ消費税増税の最終決定があります！要チェックです！！

消費税の改正セミナーもあちこちで開催されますのでそちらも注目下さい！

みなと元町会計事務所のある 「みなと元町」 周辺には居留地とは違った魅力がたくさんあります。 そんな事務所付近をいろいろ

な視点から紹介していきたいと思います。 今回は景観です。 事務所周辺の、 趣のある建物をいくつかをご紹介します。

事務所から向かうとちょうど 3 丁目と 4

丁目の境にでるのですが、 3丁目と 4

丁目で街燈が変わるの

を御存知でしたか？レ

トロなお店も多く、 ビ

ルとビルの間からポー

トタワーが顔をみせる

ス

事務所へお越しの節は、 寄り道してみてはいかがでしょうか？

１、 みなと元町駅 ２、 海岸ビルヂング ３、 元町商店街

事務所から最も近い駅で近畿の駅 100

選に認定されました。 1 番出入り口は

旧第一銀行神戸支店の外壁

が使われてます。 外壁とい

うのがミソで裏へまわるとま

るで映画のセットのようで

登録有形文化財に指定されて

います。 重厚な外観だけでは

なく、 まっすぐ延びた階段を

上がるとムードのある建物に負

けない個性的なお店があり、

タイムトリップした気分です。

　ご無沙汰しております。 約半年ぶりのみなと元町マガジンです。 もう終わったと思った方

も多いでしょう。 え？サボってたんやろ？実は５年半毎月続けてきて、 なんだか少し疲れて

たんです。。。。 というのは冗談で、 より有益な情報を提供できるよう、 季節ごとに年４回

程度、 内容を充実させてお送りしようということにしました。

　お客様紹介のネタが切れた？いえいえ、 まだまだご紹介できていないお客様がたくさんい

らっしゃるんですよ。 今回の播磨屋さんも、 老舗のいい感じの和菓子屋さんでしょう？私も

お茶を習ってみようかな、 なんて思ってしまいました。

　これから夏真っ盛り。 休日にお出かけする際は、 事故のないよう十分注意してください。

そうそう、 須磨海岸では、 今、 海でイルカが放し飼いにされていますよ。 夏といえば須磨。

この機会にぜひ行ってみてくださいね。 ではでは、 次回は秋にまたお会いしましょう。

10 日　 ・ 源泉所得税の納期の特例

　　　　  ・ 社会保険料の報酬月額　　

　　　　　　算定基礎届提出期限

　　　　  ・ 労働保険料概算 ・ 確定　　

　　　 　　 保険料の申告 ・ 納付期限

３１日　 ・ 固定資産税第２期納付期

３１日　 ・ 個人事業税　第１期納付期限

　　　　  ・ 個人住民税　第２期納付期限

3 日は

みなと神戸海上花火大会

6,7,8 日は
神戸よさこい祭り
　　　

・ 社会保険の定時決定にて等級変

　更になった方は 9 月分 （10 月納

　付分） から変更です。

・ 厚生年金保険料が、 9 月分 （10

　月納付分）から引き上げられます。
お知らせ

枝豆の栄養素と効用

半

旅

こ

僕

両面になってリニューアル！



みなと元町会計事務所が行く！

企業に密着した、 きめ細かな経営相談から、 財務状況、

財務内容、 経営状況に関する調査 ・ 分析を行います。

海外展開を考えている、 知財管理が不安…。

専門的な知識が必要な場合には、 最適な専門家を派

遣し、 経営革新等支援機関と一体となって支援します。

決算書の信頼性を向上させ、 資金調達力の強化に

繋げます。

経営革新等支援機関のネットワークを活用して、 新たな

取引先の増加や販売の拡大に向けてお手伝いします。

経営状況の分析から、 事業計画等の策定 ・ 実行支援を

行います。 また、 進ちょく状況の管理、 フォローアップ

を行い、 中小企業の経営支援の充実を行います。

　経営革新等支援機関って、 ご存知ですか？

経営課題を多く抱える中小企業を支援するために、 平成２４年８月に 「中小企業経営力強化支援法」 が施

行され、 中小企業が安心して経営相談等が受けられるよう、 専門的知識や実務経験が一定レベル以上の

税理士 ・ 弁護士 ・ 金融機関等が経営革新等支援機関として国が認定する制度で、 全国で約 11,000 の個人 ・

法人が認定を受けています。

　もちろん、 税理士法人みなと元町会計事務所も昨年末に経済産業大臣 （当時は民主党の枝野さん） の認

定を受けました。 　事業計画を立てたい、 販路を拡大したい、 海外展開を検討している、 などのご相談に、

税理士 ・ 行政 ・ 金融機関の専門家がタッグを組んで中小企業を支援できます。 また、 金利や保証料などで

有利な融資が受けられたり、 いろんな補助金が申請できたり、 優遇税制の適用が受けられたりと、 認定支援機関を活用するメリッ

トは様々です。 最近では、 ものづくり補助金や創業補助金などで、 すでに支援を受けた方々も多いでしょう。

　第２創業や融資、 補助金等でお悩みの方は、 気軽にご相談くださいね。

１　自社の経営を「見える化」したい

５　金融機関と良好な関係を作りたい

４　専門的課題を解決したい

３　取引先を増やしたい,
            販売を拡大したい

２　事業計画を作りたい

経営革新等支援機関の支援を受け、 事業計画の

実行と進ちょくの報告を行うことを前提に、 信用保

証協会の保証料が減額 （▲0.2％） されます。

信用保証協会の保証料が減額されます

こんな悩みを抱えている方、ご相談ください！

あるところあるところ、、、

神戸港の近くの漁港で会計事務所を営む川カニ先生の所には今

日も一攫千金を狙う社長がぞろぞろと集まってくる (^^)

イルカ社長 ： 川カニ先生川カニ先生！！やばいです！

( 以下 ： I）　  一攫千金できる商品を生み出しました！！

　　　　　　　 　ついに僕も一文無しからの脱却です！！！

川カニ先生 （以下 ： K） ： 　おおっイルカ社長！これなんですか？

I ： ジュラルミンのアイフォンケースです。 絶対売れます！！！

　　これで毎日万葉の湯に行って豪遊できちゃーうっ！

　　岩盤浴もつけちゃおーっと （＾ｖ＾）♪

K ： ちょちょ、、 どこからその自信？？

　　 ほんまに売れるんですかー ( ー _ ー ) ？！

I ： このあいだ展示会で意気投合した販売業者から問い合わ　　

　  せがあったんですよ！！

　　このアイフォンケースは世界一カッチカチなんです！！！！

K ： たしカニ。 ホンマですね！握っても壊れない！！

　　 カニが持つには最高級品！でも、社長のところでこれ作れます？

I ： そうなんですよねー。 今までジュラルミンは曲げたことないか

　　ら、　やってみなわからないけど。

K ： 新しい機械いるんですか？

I ： 大きなのはいらないんですけど、 小さいのを中古で

　　買おっかなー？どうしよっかなー？と思ってるんです。

K ： 「ものづくり補助金」 って知ってます？！！

　　 試作品とか作るときに補助金がでるやつ。

ものづくり補助金ってなあ～に？？

I ： もーのーづーくーりーほーじょーきーーーーん？！！

 　 なにそれー？！知りませんっ(゜゜)！機械も対象なんですかー？

K ： もっちろーん！かかった費用の２／３、 １０００万円まで補助金

　　 がでます☆キラリーン！！

　　 その補助金をつかってイケてる機械を買ったら、

　　 もっとカッチカチのアイフォンケース作れるんじゃないですか？

I ： 返さなくていいんですかー？！！やばい！激アツ補助金！！！

　　それはめっちゃありがたいです！補助金でて、商品も爆発的ヒット！

　　僕、来年には億万長者になって、モテモテのウハウハですね！

K ： （また妄想が過ぎるわ、 この社長。。。）

　　でもそんなに簡単ちゃいますよ！！！これを機会にきちんと

　　事業計画たてて、 チャレンジしてみません？

I ： ほんまですね。 今までの僕ときたら思いったったら後先考えず

　　に行動失敗行動失敗。。

　　しっかりとした計画を立てて、 この機会に全力全身じゃじゃじゃ

　　じゃーん！本気の仕事見せてやります！！！

　　それに無理だったとしても新しい仕事につながるかもしれないし !

K ： そうですよ！一攫千金とかばっかり考えないで、 世のため人のた

　　 め魚のため、 カニのため、、 （イルカって何？） しっかりとした

　　 計画を立てて社会をよくしていきましょう！！

これがあったら
神戸港で迷子に
なることもなくなるでしょ？
先生いっつも迷ってるー。

たしカニ。

♪今回の登場人物♪

川カニ先生 イルカ社長

神戸港近くで会計事務所をしている沢蟹。
口癖は 「たしカニ。」 基本的にはお客様思い
だが、 時にダークな一面も。 海系のお客様が
多いが、 そろそろ山系のお客様も獲得したい。

イルカ製作所の社長。 いろいろなアイデアが
浮かんでは製品を制作するが、 失敗の連続。
なんかぬけているが、 いつもめげずに一生懸
命なところが憎めない社長。 ひらめき系男子。

たしカニ。

一攫せんきーん !!!

７月某日。

今日は花隈の和菓子屋さん 「播磨屋」

さんでマガジンの取材です。

播磨屋さんといえば、 すごく上品で丁

寧なご挨拶を頂くので、 こちらが恐縮

してしまいます。 適当な私はいつも学

ばせて頂いています。

田名部は播磨屋さんの訪問

初めてでした。ドキドキ。

「この扇子は漆が塗って
あって留が象牙なんです。
芸が細かいでしょう。」

「これは鉄でできていて、昔の人は
お茶室に刀を持って入れないから
万が一の護身用として持たれていたんです。」

「これは古明石焼の作品です。」

「掛軸は七夕の絵で七色の糸を使っています。
お茶碗は富士山の絵柄です。世界遺産になりましたので
飾らせていただいております。」

昔の兵庫県知事はお茶や書を
たしなんでおられたそうで、
お茶をしに播磨屋さんを訪れて
いたそうです。

これはあやめ

これは貝殻

CAFE ちゃうで！
「これは竹でできていて、あんをこすものです。
きんとんの細工をつくるんですよ。」

「型は京都の職人さんが一つ一つ
手作りされています。」

「基本的な歴史の知識がないから

全然ついていってなかったでー (笑 )」

と、後で宮崎先生につっこまれる。

まさにその通り。。。ガンバロー私。・

「この木の型に色を付けた粉糖を入れて固めます。
季節ごとの型があるのでお店の中にはたくさん型があります。」

「？？！！」

明治初期の歴史の教科書も！！
宮崎先生大興奮！

花隈公園の東側を上って

二つ先の路地を
左に曲がると、
みえてくるハズ！

「いつもありがとうございます」 と早速ご丁寧な石橋

社長とスタッフの南本さん。 今日は和菓子やお茶の

こと、 また、 社長は花隈や昔の日本をたくさん知っ

ておられるので、そういったお話をしてくださいました。

お出しして頂いたお菓子とお茶。

今回は、 朝顔と観世水。

お店の中には伝統のある品々がずらり。。。 社長のご先祖様代々のものだそうです。

以前の花隈は京都の花街のようで、 料亭が立ち並び、 芸者さんもおられて、 政治家

さんが関西に来られる際には立ち寄られていたそうです。 それぞれの逸話が非常

に興味深く、 聞き入ってしまいました。

若干道を間違える宮崎先生・・。

そういえば播磨屋さんのお茶室も ・ ・ ・

ちなみに外のディスプレイは

七夕の短冊と祇園祭のうちわ。

季節にすごく合った飾りに感動。

戦争や経済発展、 震災も知っておられる

社長は、 まさにドラマのような激動の人生を

歩まれたのだと思いました。 そうしたお話を

教えていただき大変有意義な時間となりました。

ありがとうございました。

いつも大変丁寧なごあいさつをされる播磨屋さん

ですが、 今回訪問することでおもてなしの細やかさ

を改めて感じました。 見習うところばかりです。

丁寧な対応 ・ 見えないところにも気遣いを。

事務所でも実践していきたいと思いました。

はっ！素敵っ！！

お菓子のルーツに感嘆するとともに作り方にも興味を持った二人。

スタッフの南本さんに押し菓子の作り方を教えてもらうことに。

一つ一つの丁寧な作りにまたまた感動する二人。

「お茶会でのお菓子も
ご提供させていただきます。
その際にはお茶碗と掛軸、菓子器
の絵柄をお伺いして、お菓子を
作らせていただいています。」

「こちらこそとんでもないですっ！」
（と言いながら目はおいしそうなお菓子に夢中）

「いつもありがとうございます。」

県知事が書かれた書。

＜茶道のお菓子＞
　茶道ではお茶碗と掛軸、

菓子器にちなんだお菓子を

用意する。
　また、 一般的に掛軸は

その時期にあったもの

を飾る。 毎日掛軸を

かえるところも

あるとういう。

今回の訪問人：宮崎。田名部。

社長の楽しいお話が
もれなくついてきます。
ちなみに私はわらびもちが
大好きです。

もちろんお茶菓子以外のお菓子も店頭販売されています。

名菓の野路菊は今上天皇が皇太子の時代に毎年献上されていました。

花隈に行かれたら、 是非立ち寄ってみてください。

播磨屋
神戸市中央区花隈町１１－１３

TEL:078-341-8790

営業時間 ： ９時～１８時

定休日 ： 日曜日

じゃじゃーん！！

播磨屋さん！！

昭和２５年創業！
野路菊

※実際に当事務所ではものづくり補助金をはじめいくつかの補助金の支援をさせていただきました。
　 興味を持たれた方はお気軽にご連絡ください。


