平成２７年秋発行

税理士Ｍの

ちょっと下世話な税金の話
「やり過ぎは、 逆に得をする？？」

税理士法人みなと元町会計事務所
１０月１０日より事務所移転しました！

法人から代表者に対して、 貸付が生じるとその処理は大変困ります。 地道に社長から返してもらうのが一番なのですが、 これが

新事務所

：神戸市中央区海岸通１−１−１
神戸郵船ビル 1 階
新電話番号：０７８−３８１−８８８２
新 FAX
：０７８−３８１−８８８３
http://mm-kaikei.com

難しいです。 社長個人の生活資金を減らしてもらうようにお願いすると抵抗されますし、 返してもらう分余分に役員報酬を出すと法
人が赤字になるし、 結局は会社に戻すお金なのに役員報酬の源泉所得税を払うのはもったいない気がします。 貸付金を貸倒れと
して処理すると税務署から役員賞与として見られます。 その結果役員貸付金は何年もほったらかすという事になりがちです。
今回の事例は、 役員貸付金があまりに巨額すぎて個人の資産、 収入の状況からは、 と
ても回収できそうにないので貸倒として認められ、 また役員の収入としても見られなかった

※電話番号・FAX 番号も変更になりました

事例です。 巨額っていくらかというと 48 億 3000 万円です！！ 貸倒を受けた当時でもその
役員の収入は、 3000 万円以上あったのですが、 何せ法人に返さなければいけないお金が
48 億円、 その他にも税金の滞納等の借金があったので、 その役員が債務を返すのに
140 年以上かかる事になってしまいます。 結果として 48 億円ものお金が無税でその
役員に行ったことになりました。 何とも釈然としない話です。
この代表者個人は何にお金を使ったかというと、 株式投資や FX 投資だそ
うです。 バブルの時代に銀行から大きな融資があったのでしょう。
僕は当時の事は分かりませんが、 すごい時代だったのでしょうね。
過ぎたるは猶及ばざるが如しと言いますが、 この話に限っては、
やりすぎた方が良かったということでしょうか？

みなと元町ぶらり旅

神戸郵船ビル Ver.

今回は当事務所が移転した 「神戸郵船ビル」 について紹介したいと思います。
このビルに移転するとお伝えすると 「川上さん好きそうね」 とよく言われますが、 まさにその通り。
所長の川上が前々から好きなビルなんです。 ちなみに東遊園地を超えない限りは 「みなと元町会計事務所」 でいきます。

神戸郵船ビル

神戸市中央区海岸通１－１－１

このたび、約８年間お世話になった日新ビルから、神戸郵船ビルに事務所を
移転しました。平成１９年に独立開業して以来、いろんな思い出がありますが、
あっという間の８年でした。本当にありがとうございます。
新しい事務所は、創業前から入居したいと思っていた神戸郵船ビル。
神戸でも指折りの歴史的な建物に入居して、弊社も建物に負けないくらいの歴史
を作れるよう、今まで以上に努力・研鑽をしていきたいと考えています。
移転に伴い何かとご不便をおかけしましたが、今後も変わらぬご支援をよろしく
お願いします。
お近くにお越しの際は、手土産もって遊びに来てくださいね ( 笑 )。

TOPIC and more...
月

マイナンバーの通知が順次されます。
11 日 個人住民税の第３期分の納付期限
労働保険料の延納第 2 期の納付期限

月
30 日

個人所得税の予定納税第 2
期納付期限
個人事業税の第 2 期納付期限

・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。

いけちゃんの古墳ばなし。
高井田横穴群

神戸郵船ビルは、 1918 年初代アメリカ領事館跡地に旧日本郵船神戸支店として建てられたビルです。
神戸大空襲で円形ドームは焼失しましたが、 その後リノベーションし、 今も趣のある姿をとどめています。

古墳時代のお墓といえば「土の山」を思い浮かべる方が多いと思いますが、
それだけではありません。今回紹介するのは、大阪府柏原市にある高井田
横穴というお墓です。その名前の通り丘陵の斜面を横にくりぬいて作られ
たお墓です。６世紀中ごろから 7 世紀前半にかけて約 200 基程度がつく
られたと考えられています。現在は、史跡高井田横穴公園として整備され
ています。また少し足を延ばせば世界分化遺産登録を目指す百舌鳥・古市
古墳群もあり、秋の観光にお勧めです。
アクセス方法

JR 大和路線

高井田駅から徒歩約２分

月
２５日

固定資産税第 3 期の納付期限
■年末調整■
扶養控除申告書や保険料控除申告書な
どは早く回収して、正しい年末調整を
行いましょう。
従業員様のマイナンバーの記載が必要
になってきますので、もれなく確認し
ましょう！！

࠰உƔǒŴൟƷႏƞǇɟʴɟʴƴ
  ఐƷȞǤȊȳȐȸᲢ̾ʴဪӭᲣƕᡫჷƞǕǇƢŵ

みなと元町会計事務所が行く！
今回の訪問人：川上。

؞ય੨ऊैؚકড়भકਚपৢੴढ़ॻشऋଛહऔोऽघ؛
ৢ؞ੴढ़॑ॻشਭऐैोञ্मؚຆऔोञணடછ॑ഖଛघॊऒधಉपेॉؚ
ય੨भษઠदَযಀढ़ُॻشभઐહ॑ਭऐॊऒधऋदऌऽघ؛

ఎู؟
ঐॖॼठू॒

Ჲ࠰உƔǒŴȞǤȊȳȐȸƸᅈ˟̬ᨦŴᆋŴܹݣሊƷᘍዓưМဇƠǇƢŵ
平成２７年１０月から、「マイナンバー」が国民一人ひとりに届きます。

今回は近畿一円の建設現場で足
場工事をされている㈱トビシマの
嶋崎社長にお話を伺ってきました。

؞ফসؚ౻৷৳૫ؚୢ৳૫भুਢؚেણ৳૧ृૣකभஔહؚનணઔऩनभઘभুਢऩनؚ১दीैोञহਜप
ढथؚঐॖॼথংشऋਹ৷औोऽघ؛
・マイナンバーは１２桁の番号で「通知カード」が住民票の住所に送られてきます。
؞ড়হदुؚভ৳૫ؚ౺ඉઽহਜऩनद১दीैोञ೧पॉؚঐॖॼথং॑شॉඞःऽघ؛
・平成２８年１月から社会保障・税務の行政手続きで利用が始まります。

化粧品のセールスから鳶職人

࠰உƔǒŴൟƷႏƞǇɟʴɟʴƴ
  ఐƷȞǤȊȳȐȸᲢ̾ʴဪӭᲣƕᡫჷƞǕǇƢŵ
・マイナンバーは生涯を通じて利用し、原則変更されませんので、大切に扱ってください。
ඥࢷưܭǊǒǕƨႸႎˌٳưȞǤȊȳȐȸǛМဇƠƨǓŴ
・法人にも１３桁のマイナンバーが届きます（兵庫県は１１月中旬）
؞ય੨ऊैؚકড়भકਚपৢੴढ़ॻشऋଛહऔोऽघ؛

実は 20 代のころは化粧品の訪問販売をしていたんです。
今の姿からはまったく想像つかないと思いますが ( 笑 )。
でも、 もっと男らしい仕事するんや！、、、 と、、 思いついた
のが建設関係の仕事。 職安に行ったときに目についたのが

ಶே␒ྕ
9876䡡䡡䡡䡡

   ৢ؞ੴढ़॑ॻشਭऐैोञ্मؚຆऔोञணடછ॑ഖଛघॊऒधಉपेॉؚ
    ˂ʴƴ੩̓ƠƨǓƢǔƜƱƸưƖǇƤǜŵ
ય੨भษઠदَযಀढ़ُॻشभઐહ॑ਭऐॊऒधऋदऌऽघ؛

「1 人で 100 万円稼げる！」

ఎู؟
ঐॖॼठू॒

メリット

という足場屋の文言でした。 即電話して面接に行き、 その
まま現場で働き、帰り道にはマツダに寄ってトラックを発注し、
納車された日には独立！
なんと面接から 24 日目に鳶職人として独立したんです！！

؞যभঐॖॼথংਂ॑شਫपোুखञॉؚਫਊऩ৶ऩऎखञॉघॊधؚ૪ຌऔोॊऒधऋँॉऽघ؛
Ჲ࠰உƔǒŴȞǤȊȳȐȸƸᅈ˟̬ᨦŴᆋŴܹݣሊƷᘍዓưМဇƠǇƢŵ
؞ঐॖॼথংشधलणःञযੲਾ॑৳૧घॊञीؚرऩৌੁ॑गऽघ؛
＊役所ごとに異なる手続きで、確認作業や添付書類が削減され、手続きが楽になります。

؞ফসؚ౻৷৳૫ؚୢ৳૫भুਢؚেણ৳૧ृૣකभஔહؚનணઔऩनभઘभুਢऩनؚ১दीैोञহਜप
＊不正受給や脱税などが防止されるため、公平・公正な社会が実現されます。
ȞǤȊȳȐȸƸŴᘍǛјྙ҄ƠŴൟƷМࣱ̝Ǜ᭗ǊŴπȷπദƳᅈ˟ǛܱྵƢǔᅈ˟ؕႴưƢŵ
ढथؚঐॖॼথংشऋਹ৷औोऽघ؛








好調なスタート！しかし、、、。
最初の月は 72 万円収入があり、 なんて儲かるんだと感動しました ( 笑 )
当時は現場にお金が落ちてるという感覚で、 なんで寝なあかんねん、
と思いながらとにかく仕事を受けまくってました。 汗をかけばかくほど収入
が上がる、 まさに転職やと思いましたね。
ところが、 30 歳すぎたくらいでだんだん売上が減ってきて、 月に 30 万円
くらいにまで落ち込んでしまった時があって、、、。

؞ড়হदुؚভ৳૫ؚ౺ඉઽহਜऩनद১दीैोञ೧पॉؚঐॖॼথং॑شॉඞःऽघ؛
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ਁਁ؞ਫऩভभৰਠ
ಶே␒ྕ

ඥࢷưܭǊǒǕƨႸႎˌٳưȞǤȊȳȐȸǛМဇƠƨǓŴ
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ช˄ƷЪถƳƲŴᘍዓƕቇእ҄
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؞যभঐॖॼথংਂ॑شਫपোুखञॉؚਫਊऩ৶ऩऎखञॉघॊधؚ૪ຌऔोॊऒधऋँॉऽघ؛
؞ঐॖॼথংشधलणःञযੲਾ॑৳૧घॊञीؚرऩৌੁ॑गऽघ؛

ȞǤȊȳȐȸƸŴᘍǛјྙ҄ƠŴൟƷМࣱ̝Ǜ᭗ǊŴπȷπദƳᅈ˟ǛܱྵƢǔᅈ˟ؕႴưƢŵ

事業者がすること


ȞǤȊȳȐȸƷțȸȠȚȸǸᲴJVVRYYYECUIQLRLRUGKUCMWDCPIQUGKFQKPFGZJVON
πࡸVYKVVGTᲴJVVRUVYKVVGTEQO/[0WODGTA24
ষभ૨৲
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＊社会保険や税務の手続きにおいて、従業員などからマイナンバーの提示を受け、書類などに記載します。
 ȞǤȊȳȐȸƷǳȸȫǻȳǿȸᲴ–ᲢᴧᴊᴝᴵᴢᴶᴈᲣ
ᘍೞ᧙Ǎ૾עπσ˳ׇƳƲưಮŷƳऴ
ช˄ƷЪถƳƲŴᘍዓƕቇእ҄
ࢽǍ˂ƷᘍǵȸȓǹƷӖዅཞඞǛ৭






 إƷༀӳǍλщƳƲƴᙲƠƯƍǔ᧓Ǎ
ƞǕŴਃƕ᠉ถƞǕǇƢŵऴإ੩̓ሁ
੮ƠǍƢƘƳǓŴᏮᆋǍɧദӖዅƳƲǛ
＊個人情報を守るため、マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、
ᚡᅆǷǹȆȠƴǑǔऴإƷᄩᛐǍ੩
᧸ഥƢǔƱƱǋƴŴஜ࢘ƴƬƯƍǔ૾
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̓ƳƲƷǵȸȓǹǛМဇưƖǇƢŵ


ƴƖǊኬƔƳૅੲǛᘍƑǇƢŵ
またその管理に当たっては、安全管理が義務付けられています。



人を使え！ 「縁の下のブッとび軍団」 誕生！

ȞǤȊȳȐȸƷțȸȠȚȸǸᲴJVVRYYYECUIQLRLRUGKUCMWDCPIQUGKFQKPFGZJVON πࡸVYKVVGTᲴJVVRUVYKVVGTEQO/[0WODGTA24

落ち込んでいるときに、 にある人に言われたのが、
「人を使え！」 でした。 すぐに人を募集し、 2009 年
には法人化もしました。 人を使いだして、 考え方が
180 度変わりましたね。 自分が動いて稼ぐのではなく、
人に動いてもらって稼ぐという感覚でしょうか。
そこで同友会のセミナーに参加したんですが、 まさに
衝撃！それまで経営なんて考えたことも勉強したこと
もなかったんで、 まったく何もわからない。 でも一緒
に参加している経営者の方々に手伝ってもらったりし
ながら、「縁の下のブッとび軍団」 というキャッチフレー
ズが完成し、 今に至ってます。

マイナちゃんかわいいね♡
 ȞǤȊȳȐȸƷǳȸȫǻȳǿȸᲴ–ᲢᴧᴊᴝᴵᴢᴶᴈᲣ
僕にもマイナンバー来るんかね。
Facebook してるよ〜♡

詳しくは「マイナンバー」で検索
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

マイナンバーってなぁ～に？？

明るくて頼りになるスタッフに
支えられています！

鳶職人のクラウド化！！！

嶋崎社長

全国の鳶のクラウド化を目指すんや！

また、 同友会で出会ったＩＴ社長に 「クラウド」 の話を聞いた時に、 「超ア
ナログな足場の現場でこれを使いたい！！」 とクラウドにほれ込みました。
今では会社内だけでなく現場の職人すべてがＩＴ端末をもって現調から現場
確認、 部材の発注まですべてクラウドでやりとりし、 移動や打合せなどの
無駄な作業が極端に減らせています。 パソコンどころか携帯電話すらまと
もに使えない、 デジタルからは最も遠い現場の職人たちが、 スマホを駆使
して仕事をしているんですから、 面白いもんです。
将来的にはこのクラウドシステムを同業者に提供して、 全国の足場現場を
クラウドで結びたいと思ってます。

冷やしマックス絶賛発売中！！
余談ですが、 足場とはまったく関係のない 「冷やしマックス」 という商品
も開発しました。 缶ビールを入れておくと、 いつまでも冷たいままでビー
ルが楽しめるという逸品です。 売ることを全く考えずに、 思い付くなり中
国で 24000 個製造したので、 倉庫は在庫の山ですが ( 笑 )。 もうすぐあ
ちこちのホームセンターや 100 均の店頭に並んでるはずです ( 笑 )

株式会社トビシマ
川西市久代１－２７－２２
TEL:０７２－７４４－１１８０

川カニ先生 （以下 ： 川） ： マイナンバーの通知カードもそろそろ
届きだしてるみたいやな。 モンキー商会の猿山社長にも
「マイナンバー」 のこと言うといたろ～っと。
川 ： こんにちは～
猿山社長 （以下：猿）：ああ先生、 毎度～。 すっかり秋やね～。
川 ： 朝晩だいぶ涼しいですね。 そろそろ温泉が恋しいですね～。
猿 ： 猿が全員温泉好きやと思ったら大間違いやで。
ワシ温泉嫌いやねん。 人前で脱ぐの恥ずかしい （ポッ♡）
川 ： ムキムキやのに、 堂々と見せたったらいいですやん。
猿 ： 見られたら、 ドキドキするやん （ポッ♡）
川 ： 社長、 そんなキャラでしたっけ？
ところで、 マイナンバーのこと、 知ってます？
猿 ： ああ、 なんか大変そうやな～。 うちはそこそこ従業員おる
から、 どないしよかと思っててん。
っていうか、 ええようにやってくれるんやろ？
川 ： いきなりうちに丸投げしようとしてません？もちろんちゃんと
お手伝いしますけど、 社長のところでもちゃんとやることは
やってくださいよ。
猿 ： バレたか ( 笑 )。 で、 何したらええの？
川 ： もうすぐ年末調整があるでしょ？その時に 「扶養控除申告
書」 って書いてもらうんですけど、 そこにマイナンバー書く
ところがあるから、 それを回収するところからですかね～。
しかも扶養家族全員の番号も収集しないといけないので、
従業員さんにもキチンと伝えとかないといけませんね。
猿 ： やっぱり大変そうやな～。
川 ： しかも、 税理士や社労士など、 支払調書を出す人、、、
家主さんなどからも番号を教えてもらわないといけないんです。

猿 ： えー、 家主さんなんか、 会ったこともないでー。
川 ： まあ、 実際の運用は１月からなんで、 １月に採用したり退
職したりする人がいたら、 雇用保険の手続きのときにマイナ
ンバー書いて出すのが最初かもね。
猿 ： マイナンバーを書かんかったらどうなるん？
川：役所で 「なんで書いてないの？」 という理由は聞かれるでしょ
うね。 怪しまれるというか。 マイナンバー制度で罰則がある
のは、 個人番号情報をもらした時です。 不正や悪意で情報
漏らすと懲役とか罰金とか、 けっこう重いですよ。 なので、
預かった番号の保管と廃棄について、 かなり気を使わないと
いけないですね。
猿 ： ロッカーとか机とか、 鍵かけるようにするわ～。
川 ： あと、 パソコンのセキュリティー対策もね。
猿 ： しかし、 国に番号で管理されて、 個人情報を丸裸にされて
しまう気分やな～。
川 ： 脱がなくても裸見られてしまいますね ( 笑 )。
猿 ： キャッ、 みんな丸裸 （ポッ♡）
川 ： キャッ （ポッ♡）。。
みなと元町会計事務所が
僕の事務所に近づいてくる〜〜。

♪今回の登場人物♪
猿山社長

バナナのたたき売りのフランチャイズ展開で大
成功している猿山社長。
好きな食べ物はリンゴ。 （ポッ♡）

