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税理士Ｍの

ちょっと下世話な税金の話
「暴力団と課税」
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僕は福岡県北九州の出身なのですが、 ここ数年気になっているニュースがあります。 北九州の某指定暴力団と警察の対決です。
僕もはっきりとは知らないのですが、 北九州での力は大きいようです。 以前大阪でソムリエをやられていて、 実家が北九州なので
実家に帰って飲食店を始めたいという方がこんな話をされていました。 「北九州で飲食店を始めるのは、 暴力団の関係で難しい。。

日新ビル２０１

当事務所は８月１１日から１６日までお休みさせて頂きます。

博多で開業することにする。」 この方は大きなソムリエの大会でも賞を取るような方で、 きっと北九州でも素敵なお店を始めて頂け
そうでしたのでとっても残念な気持ちになったのを覚えています。
先日そんな某暴力団を脱税で逮捕しようとしているとのニュースを見ました。 そこで今回は暴力団に対する課税について考えてみ
ます。
暴力団は登記があって法人格がある訳では無いので税務上 PTA や町内会等と同じ任意団体と同じ取扱いになるようです。 共同
の目的を有し、 代表者等の定めがあれば法人税法上 「人格のない社団」 としてみなされ、 ３４業種指定の収益事業に対して法
人税が課税されます。
そこで暴力団を定義すると①非合法的な経済活動や犯罪行為を通じ
て利益を追求することを目的とし、②親分 （組長） に対する前人格的 ・
包括的な服従統制下にある （大阪高裁平成１５年１０月３０日判決） な
ので、 個人的には人格のない社団としてみなす事が出来るように思い
ます。 ただ組長が受け取るいわゆる 「みかじめ料」 は会費的性格が
あるように思い、 収益事業として課税できるかどうかは疑問です。。

ここ最近雨ばっかりだったので、毎日蒸し暑い日が続いていますが、
いかがお過ごしでしょうか？これから夏にむけてもっと暑くなると思っ
たら、ちょっと気が滅入りますが、エアコンの中ばかりで過ごさず、思
い切って外で汗をかいてみようと思います。
夏休みは家族サービスで旅行や帰省とあちこちに行かれる方も多いで
しょうね。お父さんにとっては夏休みなのに休みじゃない、みたいなこ
ともあるかもしれませんが、道中はくれぐれもご注意ください。運転さ
れる方は渋滞にはまるのは必至ですが、あえてのんびり行きましょうね。
みなさま、楽しく思い出に残る夏をお過ごしください。

今回は組長個人に対する所得税法違反で摘発した様ですので、 今
後団体に対する課税が行なわれるかどうかは不明です。
何にしてもこれを契機に愛する実家の北九州が住みやすい街になっ
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てほしいものです。

みなと元町ぶらり旅

古着屋 Ver.

最近カジュアル化が止まらない田名部です。 やっぱりカジュアルが一番 (*´ω｀*)♡
特に最近は事務所の周辺の乙仲通りで古着屋さん散策しています。
乙仲通りにはたくさん古着屋さんがありますが、 その中でもお気に入りのお店をご紹介します。
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・10 日

・31 日

月

源泉所得税の納期の特例を選択
されている企業様の納付期限
労働保険料申告及び納付期限
社会保険料の算定基礎届提出期限

31 日

月

個人事業税の第１期納付期限
個人住民税の第２期納付期限

固定資産税の第２期納付期限
個人確定申告の予定納税
第 1 期納付期限

いけちゃんの古墳ばなし。
宝塚古墳

OPEN3 か月のお店。 乙仲通りでは珍しく女性ものが多く取り揃えられています。 アメリカ系のカジュアル
なものからヨーロッパ系の花柄のワンピースなどいろいろな種類があるので、 行くたびにお気に入りのものを
探すのがとても楽しいです。 また、 店内ではコーヒーを出されていて、 イートインコーナーもあるので、
カフェとしてもご利用できます。

今回は、来年に伊勢志摩サミットが開催される三重県に
ある宝塚古墳です。
（兵庫の宝塚ではありません・・。
）
いまから約 1600 年前に作られた全長約 111ｍの前方後円
墳です。造り出し（墳丘の裾から張り出した部分）からは、
舟の形をした埴輪や祭祀の場を模したと
考えられる囲形 ( かこいがた ) 埴輪などが
出土しました。現在は整備され、出土した
遺物は松坂市文化財センター「はにわ館」
で見ることができます。
アクセス方法
伊勢自動車道

松阪インターチェンジから

約 20 分

月
・厚生年金保険料が９月分（10 月納付分）
から変更になり引き上げられます。
・社会保険の定時決定（7 月 10 日までに
申告したもの）にて等級が変更になっ
た方は９月分（10 月納付分）から社
会保険料を変更してください。

みなと元町会計事務所が行く！
今回の訪問人：川上。田名部。
今回は全国の学校生協の指定店と
して各地で宝石販売をされている ( 株 )
アンズコーポレーションの小林社長に
お話を聞いてきました。

ふるさと納税とは
１３期目の会社を経営される若き社長。
大学卒業後、 「絶対にトップセールスマンになる」 という事
を目標に神戸の某宝石会社で営業職になられました。 ただ
ひたすらに、がむしゃらに働いて数年でトップを取られました。
そして、 「あの人から買いたい人間企業、 日本一」 をテー
マに起業したのが２８歳の時。 たった１人で始められた会社
ですが、 その後迎え入れたメンバーがまた新しいメンバーを
呼び、 人と人とが繋がり、 今日に至ります。
自分がこれまで会社を存続できているのは、 周りの方と素
晴らしいご縁に恵まれたからなのだと、日々感謝されています。

日本で２０社だけが取り扱うことの許された特別なダイヤモンド

多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学
や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っています。
その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。そこで、
「今
は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっ
ても良いのではないか」そんな問題提起から始まり、
数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度です。

計算方法

自分のふるさと以外でも OK ！

寄附額のうち 2,000 円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です（一定の
上限はあります。
）
。例えば、年収 700 万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000 円のふるさと
納税を行うと、2,000 円を超える部分である 28,000 円（30,000 円−2,000 円）が所得税と住民税から控除されます。

世界初のダイヤモンド ・ ブランド アストラリス
がガビ氏によって誕生しました。

ガビ ・ トルコフスキーは世界最高峰のダイヤモンドカッターです。
一般的なダイヤは５８面体のカットで真上からの光に対して輝くの
ですが、 ８９面体のアストラリスダイヤは３６０度全ての方向から
の光を受け特別な輝きを放ちます。

特例控除額の上限を引き上げ
ふるさと納税枠が約２倍になりました

心に寄り添う

詳しくは総務省 HP へ

２０１５年、ふるさと納税がさらに身近になりました。
ふるさと納税ワンストップ特例制度（H27 年 4 月〜）

５つの自治体までのふるさと納税は
控除に必要な確定申告が不要に
何がほしいもよいけれど、
何に使われるか、
どこにするかも考えてみては

アンズコーポレーションさんは 「縁」 を大切にされている会社様だと思う点が
多々あります。 お客様に対しては、
「私共とお客様とのご縁もまた尊いものです。 親、 兄弟、 家族のように長い
お付き合いになる方が沢山いらっしゃいます。」 とおっしゃられていました。
その方々の節目節目に 「あなたから買いたいのですよ」 とお声をかけていた
だけるよう社員皆様、 一日一日を大切に積み重ねられています。

ふるさと納税ってなぁ～に？？

２０１５年７月１１日 日本一の富士山にアタック
先日アンズコーポレーションさんは社員様皆様で富士山登頂に臨まれたようです。
「メンバーは富士山の８合目に立ち、 雲海から昇るご来光に息をのみました。 体調不良で断念した者も含め、
それぞれの胸にあらためてこれからの希望が沸き上がった瞬間でした。」 とおっしゃられていました。
社員全員で目標をもってこうした素敵な時間を共有できることがうらやましく感じました。

北野ガーデン展示会 (８月３～７日 )
北野ガーデンで展示会を行っています。
さまざまな宝石が並んでおり、 お食事
などもご用意していますので、 興味を
持たれた方はご連絡ください。

株式会社アンズコーポレーション
神戸市中央区伊藤町 119 番地
三井生命ビル 4 階
078-327-6110

川カニ先生 （以下 ： 川） ： 今日は牛田建設の牛田社長に
「ふるさと納税」 のこと教えたろ～っと。
川 ： 毎度です～。。
牛田社長（以下：牛）：あ、川カニちゃん、毎度！今日も赤いね～。
川 ： 社長こそ、 ゴルフばっかりしてるから、
日焼けがまだらになってますやん。
牛 ： アホか。 これは生まれつきの模様や。 模様！
ところで、 今日はまた怒られるの？
最近うちの経理もだいぶ良くなってきたやろ。
もうすぐ先月の数字も出ると思うで～。
川 ： 毎回怒りすぎて、 体が真っ赤っかになってしまいました。
って、 これも生まれつきや！
確かに経理はかなり良くなりましたよね。
前はグッチャグッチャでしたからね～。
牛 ： そこまで言うか！っていうか、
グッチャグッチャグッチャくらいやったな ( 笑 )
川 ： ところで、 社長、 前から寄付したいって言ってましたよね？
そろそろ社会貢献もせなっていうことで。
牛 ： そうそう。 おかげさんでうちも業績いい感じやし、
８人の子供も全員卒業してお金に余裕できてきたもんな～。
川 ： 「ふるさと納税」 って知ってます？
自分で好きな地方自治体に寄付できて、 名産品とかもらえ
たりするやつです。 あちこちの自治体でいろんなものを
くれるみたいですよ。

牛 ： 知ってるわ～。 興味はあってんけど、
なんか面倒くさそうやから、 見てなかってん。
川 ： 最近は手続き簡単ですよ。ＦＡＸ送るだけ、
とかネットで注文するだけ、 とか。 コンビニやクレジット
カードでも決済できるし、 ほんとお手軽ですよ。
牛 ： そうか、 やってみよかな。 名産品といえばやっぱり
牛肉やろ。 世の中で一番美味いのは牛肉やで。
川 ： いやいや、 名産品といえばカニでしょう。
一番美味いのはカニですって。
牛 ： 牛肉やって。 ワシのハラミ食べてみるか？
川 ： カニやって。 ボクの爪食べてみます？
牛 ： 食うか食われるか、 やな。。
川 ： この辺でやめとかないと、
どちらもお互い命に関わりそうですね。。

カニはどの自治体でも
人気やで！！

♪今回の登場人物♪
牛田社長

牛小屋を建設する牛田社長。
今年のふるさと納税は各地に寄付をして、 そ
の地域の牛肉をGETする予定。 自称神戸牛。

