
税理士法人みなと元町会計事務所
神戸市中央区栄町通 4丁目１－１２　日新ビル２０１
http://mm-kaikei.com

当事務所は１２月２８日から１月４日まで正月休みとさせていただきます。

平成２７年新春発行

TOPIC  and more...

月 月 月

いけちゃんの古墳ばなし。

みなと元町ぶらり旅　　居酒屋 Ver.
元町で飲みに行くとなると JR 元町駅周辺をイメージされる方が多いかと思います。

しかし駅を離れるにつれて、 少しディープなおもしろい居酒屋さんがあるのです。

税理士Ｍの

ちょっと下世話な税金の話

「名義預金は、 怖い ・ ・ 。」

高架下　モトコー３の西から 2 件目、 居酒屋 「にんじん」

のれんをくぐると 「お帰り」 の声で出迎えてくれるアットホームなお店です。

〆サバ、 だしまき、 おでんという居酒屋定番メニューとゆずのシロップ煮や常連さんのお土産食材を使った

オリジナル料理 （運次第か自力で調達？） の数々が楽しめます。

お酒は菊正宗の生酛造りと剣菱、呉春という冷でも燗でも美味しい 3 種、焼酎は色々な銘柄が 「在る分しか無いよ」

とのこと。 冬でも美味しい生ビールも飲めます。 帰りに毎日の様に通う常連さんもいる気楽なお店です。

花隈辺りで軽く一杯、 温まって帰るのにお勧めです。

　今から 1600 年ほど前に作られた全長 99ｍの前方後円墳です。
造り出しと呼ばれる部分からは、魚などを模した土製品やまつり
の場所をかたどったと思われる囲い形埴輪などが出土しています。
また墳頂部からは、大陸から伝わったとみられる革や布の帯の表
面を飾った金銅製帯金具が出土しました。現在は、造り出しの部
分が復元され、当時の様子を窺い知ることができます。

にんじん
神戸市中央区元町高架通 3 ℡078-362-5623

行者塚古墳（ぎょうじゃづかこふん）

　相続税の調査で問題になるのは、 名義預金 （形式上相続人の名義になっているが、

実質は被相続人の預金で相続財産にすべきもの） の問題が多いそうです。

　今回の事案は亡くなったお父さんが生前に架空名義の預金 （これが税務署に悪質だとされた

んだと思います） や奥さんや子供名義の預金を作っていて （総額 3 億円弱！）、 それが申告

漏れになっていたので奥さんが相続税法違反で刑事告訴 （求刑　懲役１年 6 月、 罰金 3500

万円） された事案です。

　争点はこの財産を隠すのを奥さんが知っていたかどうか

です。 裁判では税務調査時に特に隠蔽工作をしなかっ

たこと、 税理士さんから名義預金の申告の必要性につ

いて聞かされていなかったこと （税務調査時に税理士さ

んに 「なんで教えてくれなかったのですか？！」 的なやり取りがあったそうです。） 等の

理由から無罪となりました。

　最終的には無罪になったとはいえ、 奥さんからしたら、 修正申告で約 1 億 4000 万円の追

加納税と重加算税等約 5000 万円を支払った上に、 刑事事件で告訴された！ことだけでも大

変な心労だったと思います ・ ・ 。 自分が生きてきた証として少しでも多く親族に財産を残し

たい！その気持ちは良くわかるのですが、、、。 きちんと申告して配偶者の税額軽減を受けら

れた場合と比べると、 1 億 2 千万円も余分な税金を払い、 刑事告訴まで受けるということも

あるので、 下手に財産を隠すのはむしろ危険です。 特に架空名義の預金は、 時と場合によっては銀行から払い戻しが受けられな

い可能性もありますので、 リスクが高いといえます。 個人的には生きている内に全部使っちゃう！これがベストだと思います。

アクセス方法
JR 加古川線「神野駅」徒歩 20 分

１２日　源泉所得税の納付期限
２０日　半年に一度納付をする会社様の
　　　　源泉所得税の納付期限
３１日　支払調書・給与支払い報告書の
（2/2）  　提出期限
　　　　償却資産の申告期限
　　　　労働保険料の第３期の納付期限

１日　　贈与税の申告開始
１６日　個人確定申告開始
２８日　固定資産税第４期の
（3/2）　  納付期限

１６日　個人確定申告期限
　　　　贈与税の申告期限
３１日　個人消費税の申告期限

確定申告が必要な方は早めに準備しましょう！
ふるさと納税などした方も確定申告が必要です。
所得税や消費税の納付は振替納税（口座振替）が便利です。



川カニ先生 （以下、 川） ： 寒、 サム、ＳＡＭ、 もう南国育ちの私　

　　　　　　　　にはこの寒さは耐えられへん。 このままやったら自慢

　　　　　　　　の甲羅が凍結して割れてしまうわ。 そうや、 いつも暖

　　　　　　　　かそうなヒツジ産業さんのところへ行ってこよ。

ヒツジ社長 （以下、ヒ） あー忙し、あー忙し。 こんなに毎日寒かっ

　　　　　　　　たら、 うちのセーターが売れて売れて、 ヒツジが何匹

　　　　　　　　いても生産が追い付かないメー。 ヒツジの手も借りた

　　　　　　　　いくらいだメー。 あ、 川カニ先生、 そんな赤い鼻して、

　　　　　　　　だいぶ寒そうだメー。

川 ：鼻だけじゃなくって、 いつも全身赤いんですけど。 社長、 と　

　　　にかく寒いから、 ウールに囲まれようと思ってちょっと寄らせ　

　　　てもらいました。 社長のところは暖かくて冬は最高に居心地　

　　　がいいですね～。 生き返る～。

ヒ ： 何を悠長なこと言ってるメー。 注文が殺到するのはありがたい

　　　んやけど、 すぐに欠品してしまうメー。 ヒツジの数は十分いる

　　　はずなんやけど、 効率が悪いのか、 生産が間に合わない　

　　　メー。 うちの工場にちょっとアドバイスくれるような人はおらん

　　　のかメー？

川 ：商工会議所とか、 活性化センターとか、 中央会とか、 専門

　　　家を派遣してくれる窓口はけっこうあるから相談に行ってみた

　　　らどうですか？

ヒ ：平日の昼間しか空いてないメー？こんだけ毎日忙しかったら、

　　　窓口まで行く暇ないメー。 なんかええ方法ないメーか？

川 ： それやったら、 「ミラサポ」 っていうサイトがあるから、 今日　　　

　　　の夜にでも一回見てみてください。 専門家派遣だけじゃなく、　　　

　　　補助金や融資制度なんかも一覧で見れますよ。 私も情報収集　

　　　するときは結構参考にさせてもらってます。

ヒ ： 「ミラサポ」 ？軽自動車のニューモデルか？

川 ：そうそう、 あのマツコ ・ デラックスがＣＭやってるやつです、

　　　って、 ちゃいますよ。

ヒ ： ノってくるメー？じゃあ、 さっそくその 「ミラサポ」 っていうサイト、

　　帰ったら見てみるメー。 あ、 明日納期の超高級セーターを編まな

　　いかんメー。 今から社長室にこもって編むから、 覗かないでくださ

　　いメー。 決して、 決して覗かないでくださいメー。

川：ヒツジの恩返しやないんやから。 ちょっとくらい覗いても・・・ 、　あっ！

ヒ ： 姿を見られたからには、 もうここにはいられないメー。 おじい　　　

　　　さん、 おばあさん、 今までのご恩は忘れないメー。 さようなら・ ・

川 ： 社長、 実は結構暇なんちゃいます？ミラサポちゃんと見とい　　　

　　　てくださいメー。 あっ、 うつった ・ ・
♪今回の登場人物♪

ヒツジ社長

ウール製品製造会社の社長。 冬が寒い年は
大儲けする。 今年の異常な寒さとヒツジ年。
今年はヒツジ社長にとってパーフェクトイヤー
になりそうな予感・ ・ ・♪

ミラサポってなぁ～に？？

ミラサポ～未来の企業★応援サイト～

中小企業庁が発信する中小企業・小規模事業者向けのサイトです。
補助金・助成金やセミナーの案内だけでなく、金融・融資や専門家派遣など、中小企業庁の施策を一覧で確認できる
便利なサイトです。今までバラバラに発信される国や地方行政の施策を見つけるのは至難の業でしたが、ミラサポを
活用すればかなりの情報をスッキリ収集することができます。新年度も乱発されるであろうアベノミクスの施策を
最大限活用するためにも、情報収集ツールとしてお気に入りに追加しておきましょう！
https://www.mirasapo.jp/

今年もよろしくね！
そろそろ認定支援機関以外もやりたいな。笑
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あけましておめでとうござい
ます。昨年入社してから、あ
れやこれやと目の前のことに
集中している間に一年が過ぎ
ました。今年は足元を固めな
がら、周りをみることを意識
して仕事を進めていきたいと
思います。本年もよろしくお
願いいたします。

あけましておめでとうございます。インターネットで 40 歳
と検索すると、一番上に糸井重里のエッセイで「40 歳は惑
う」というエッセイが出てきました。うーんそうなんだよ
なーと思ってしまいました。孔子が述べている「不惑」と
は少し違うでしょうけど、何となくこれまでの延長線上で
やっていては、その後の人生があんまり面白くなくなるよ
うな気がします。いくつまで生きるかどうかは分かりませ
んが、平均寿命から考えると人生はまだ長いですから。
　当事務所は川上をはじめ皆の頑張りもあり上手くいって
いると思います。僕はそれに乗っかっているだけでなく、
今の円の延長線上だけでない事にもトライしたいと思いま

す。

あけましておめでとうございます。
相変わらずドタバタと過ぎていった一年、あれこれやってい
るようで、あれもこれもできていない現実。そんな毎日に忙
殺されて、本当に大事なものを忘れていないか、ふと心配に
なります。おかげさまで創業８年目を迎えました。いつもお
客様、スタッフ、仲間、家族に助けられ、弊社も私も成長し
てきました。頼りにしてくれる方々、支えてくれる方々、周
りのおかげで今があります。本当に感謝しかないです。次の
８年は、今まで受けた恩に「軽やかに」お返しができるよう、
より一層の精進をする所存です。でも「軽やかに」行動する
ためには、まずは過去最高になった体重を落とすことから (^^;)
春にはシュッとした姿でお目にかかりますので、乞うご期待。

あけましておめでとうござい
ます。今年は「動機善なりや、
私心なかりしか」を座右の銘
に日本人らしく純粋な心で、
人生を歩む一年にしたいです。
皆様にとって　幸多き良い一
年となりますように！本年も
どうぞよろしくお願い申し上
げます。　

あけましておめでとうござい
ます。
人生の折り返し地点を過ぎ、
日々の大切さを痛感していま
す。感謝の心を忘れず丁寧な
仕事を心掛けたいと思います
ので、本年もどうぞよろしく
お願いいたします。

あけましておめでとうござい
ます。今年の新年写真は私の
カメラブームによりハーバー
ランド撮影になりました。笑
付き合ってくれた皆様に感謝。
昨年はたくさんの方とお話し
て、「気づき」のある一年にな
りました。今年は皆様に恩返
しができる一年にしたいです。

　

昨年全くできなかった TOEIC にもう一度挑戦目標目標

わからないことを
わからないままにしない

協力して物事に取り組む運動不足解消のため
ジョギングを始める

何歳になっても若々しく
前向きな意識を保つ　

目標目標目標目標

本年もみなと元町会計事務所をよろしくお願いいたします。

体重５キロ減！！

  みんなが、らくらく、参加できる、ポータルサイト ☆ 

全国420万社の中小企業・小規模事業者のみなさまと、 

その支援を行う支援機関や専門家のみなさまのための 

インターネットサービスです。 

 ※ミラサポは、中小企業庁の委託により運営しています。 

ちょっとした経営の悩みから、なかなか周りの人に相談できない課題まで、 

気軽でわかりやすく、解決に導きます。 

【ホームページ】はわかりやすく、【コミュニティ（ＳＮＳ）】は入りやすく、 

【スマホやタブレット】でも見やすく、つくりました。 

使えば使うほど、あなたにマッチした情報が提供されます。 

あなたが選んだコミュニティに参加することで、ビジネスの種が探せます。 

あなた中心のビジネスが広がります。 

地域内はもちろん、地域を超えたビジネスもあります。 

会社の規模、業種や業界を超えて、官庁の所管も関係なく、 

あなたとビジネスをしたい人が集まるポータルサイトです。 

 ミラサポ  検索 

全国の事業者・専門家などが参加する 
ミラサポコミュニティで交流できる！ 

ビジネスの成功をサポートする 
便利で実用的なツールが無料で使える！ 

あなたが抱える経営課題に応える 
専門家の派遣が無料で受けられる！ 

補助金の（電子）エントリーがカンタン・便利に 
ミラサポからできる！ 

あなたの関心に合った 
オススメのビジネス情報が受けられる！ 

１ 

3 
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4 

5 
セキュリティ・個人情報保護も万全です。 

コミュニティは、実名登録で安全です。 

 ミラサポ会員になると、このようなメリットもあります  

みんなが 

ミ 
らくらく 

ラ 
参加できる 

サ 
ポータル 

ポ 

１、全国の事業者・専門家などが参加する
　　ミラサポコミュニティで交流できる

２．ビジネスの成功をサポートする
　　便利で実用的なツールが無料で使える

３．あなたが抱える経営課題に応える
　　専門家の派遣が無料で受けられる！

４．補助金の（電子）エントリーが
　　簡単・便利にミラサポからできる！

５．あなたの関心に合ったおすすめの
　　ビジネス情報が受けられる！

ミラサポ会員のメリット！！


