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平成２9年夏発行

みなと元町スタッフ日記

税理士Ｍの
ちょっと下世話な税金の話

「不動産購入の時にも源泉徴収義務？」

　監査担当の池田です。早いもので入社して３年が過
ぎました。
　通勤で電車に乗ると５月ぐらいから山登りに行く
方々と出会うことが多くなりました。
以前は、あまり気にしていなかったのですが、昨年に
六甲全山縦走大会に参加してからは、靴やリュックな
どに目が行くようになりました。
　ご存知の方もいらっしゃると思いますが、六甲全山
縦走大会は、須磨浦公園から宝塚までの全長 56 キロ
メートルを 1 日で歩く大会です。
事前に全コースを 3 つに分けてそれぞれを歩き、当日
に臨みました。
　当日は、午前 6 時すぎに須磨浦公園をスタートしま
した。午前 5 時から 7 時の間に出発すればいいのです
が、早い方は午前 5 時には出発していますのでかなり
遅いスタートです。
当日の参加者が約 1800 人で、最初の 10 ㎞ほどは、
数珠繋ぎで中々前に進むことができません。コース上
にいくつかチェックポイントがあり、そこを制限時間
までに通過しないとリタイアになります。夜景で有名
な掬星台を制限時間ぎりぎりで通過しました。
六甲ガーデンテラスを過ぎる頃には日が落ちヘッドラ
イトを準備し、先に進みます。

　今回は、奈良県高市郡高取町にある市尾墓山古墳です。
　今から約 1500 年前に作られた全長が約 70ｍの前方後円墳です。後円部に横穴
式石室があり、その中に凝灰岩でできた家形石棺が納められています。過去の調
査で墳丘のテラス（墳丘の段と段の間の平坦部分）から埴輪が出土しました。ま
た古墳の周溝からは、鳥等を模した木製品が出土しました。この古墳は、国の史
跡に指定されています。
　田んぼの中にある古墳なので見つけやすい古墳です。

　梅雨ももうすぐ終わり、いよいよ夏本番！皆さん夏休みはどう過ごされ
ますか？
7 月に入り、今年も早くも後半戦に差し掛かりました。年初に立てた計画
の進捗はいかがでしょうか。え？何の目標立てたかもう忘れた？仕切り直
して年末に向けて新たな気持ちで再スタートしましょう。
　夏休み、旅行に帰省に、お出かけされる機会も多いと思いますが、十分
注意してくださいね。私は今年も和歌山に帰省して、渋滞に巻き込まれて
きます ( 笑 )。美味しいもの食べて、きれいな海で遊んで、心も体もリフレッ
シュして後半戦に備えます！

六甲全山縦走大会参加記

市尾墓山古墳（いちおはかやまこふん）

　神戸の中心街でもマンションがあちこち建っています。何か神戸は大阪の住宅地になっているようで少し寂しい気もし
ます。「こんなに住宅が増えて住む人はいるのかしら？」と思いますが、購入層には、外国人の方が投資用で買っている
例も多いそうです。投資用なのでいつか売りに出されると思うのですが、外国人から不動産を購入する際は注意が必要で
す。非居住者の国内源泉所得として対価の 10.21％の源泉徴収が必要になります。
　先日米国籍を持つ日系アメリカ人の方から土地を購入した際に源泉徴収漏れを指摘され 7000 万円程の納税告知を受け
てしまった事例を勉強しました。日系の方なので見た目は全くの日本人です。また住民票が日本にあり、日本の介護保険
も納付し、更に日本の所得の確定申告もしていました。土地の購入者である不動産会社は、代金の振込先がアメリカの口
座であること、米国に住所があること等から源泉徴収について注意を払っていたのですが、家族関係等のプライバシーに
関する情報は聞きにくかったようで、非居住者の確信は持てなかったようです。本人に直接国内居住者かどうか尋ね、そ
の返答が「国内居住者です。」との事だったので源泉徴収はしませんでした。

アクセス方法 近鉄吉野線　市尾駅から徒歩５分

３１日・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           

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。
社会保険料の定時決定 (7 月 10 日まで
に申告したもの ) にて等級を変更した
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。

TOPIC  and more...

いけちゃんの古墳ばなし。

みなと元町マガジン vol.84

10 日・源泉所得税の納期の特例を選択
　　　 し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・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

　
　これ以降は下山するための交通機関がなくなるの
で、リタイアするかどうかを最終判断します。
最終の一軒茶屋のチェックポイントを過ぎ、ゴール
の宝塚に着いたのが 21 時過ぎになってしまいまし
た。（早い方だと 16 時ぐらいには着くそうです。）
ゴールで認定証と完走記念の品をもらいました。

（写真参照）
　振り返ってみると十分に準備はできませんでした
が、56 ㎞を歩き切った達成感は格別です。

（次の日からしばらく階段を登れないほどの筋肉痛に
なってしまいましたが……。）
　３月決算の会社様の決算申告が無事に終わり、繁
忙期を過ぎたのでまた練習を始めたいと思う今日こ
の頃です。

月 月 月

　アメリカでは、「非居住者」で無い旨の宣誓供述書をもらえば源泉
徴収義務を免除する仕組みがあるようですが、日本にはそのような仕
組みはありません。非居住者であるかどうか確認すべき注意義務を果
たしていたと認定されれば加算税等の罰金は免れる余地はあるそうで
すが、本税は免れないようです。少し酷だと思いますが、現状アメリ
カのような救済規定が無い以上しっかりと注意するしかないようで
す。

　監査担当　

池田　計彦

誠実で優しい人柄で　

所内の信頼も厚いです！



みなと元町会計事務所が行く！

　今まで通り、 地元で愛され続けるお店を目指します。

無理して大きくするつもりないですし、 一つ一つ丁寧にてんぷらを作り続けたいですね。

サーフィンにも行きたいし （笑）。

　おじいちゃんの代からボクで 3 代目、 創業 64 年です。 もともとおばあちゃんが店先でてんぷらを揚げて

いたのが地元で評判でしたが、 お店も大きくなり、 お父さんの代には商品を仕入れて旅館やホテルに卸し

たり観光客に販売したりで、 お店で製造はしなくなっていました。 でもボクが戻ってきたときに、 もう一度お

ばあちゃんのてんぷらを復活させたいと思い、 店舗も改装し、 製造設備も整えて再度チャレンジしたんです。

　

　何にでも使える平天が一番人気ですが、 ほかに枝豆、 玉ねぎ、 ゴボウ、 サツマイモ、 生

姜、 チーズなど、 皆さんそれぞれ好みがあるようです。 最近、 お好み焼の味がするてんぷ

らを作ったんですが、 意外と美味しいと評判ですよ。 ビールのあてに最高です。

　スーパーや道の駅などに卸している真空パックで加熱して滅菌処理したものもあって、 それも美味

しいんですが、 やっぱり店頭の揚げたてと比べて味と食感が少し落ちるので、 あんまりやってないで

す。 もちろん全国発送はできますので、 遠慮なくご注文ください （笑）。 着いてから２～３日で食べ

てくれるなら、 揚げたてをそのままお送りできます。

　やっぱり美味しいんですかね （笑）。

お客さんも、 市外や観光客の方もたくさん来られますが、 地元の方が 8 割以上です。

近所の方々が、 てんぷらは井藤のじゃないと食べられないと言ってくれるのがうれしいですね。

　

　一番のウリは店頭で揚げたてを販売している 「てんぷら」 ですね。 一番高級なすり身を使い、 機械を使わ

ず手で一つ一つ練り上げています。 てんぷらは火を入れる時間が長くなるほど味と食感が落ちていくので、

できるだけ火を入れないようにしています。保存料も使ってないので、賞味期限が4日ほどしかないのですが。

今回の訪問人：川上。

川カニ先生 （以下 ： 川） ： 毎日暑いわー。 暑い暑い。 汗かきすぎ   

　　てこの甲羅もだいぶ汚れてきたなー。 久しぶりにテーラーライオ

　　ンさんとこで甲羅を新調してもらおかな。 ライオン社長、 毎度で

　　すー。

ライオン社長 （以下 ： ラ） いらっしゃいませ、 川カニ先生。 お久し

　　ぶりでございます。 お変わりありませんか？

川 ： お、 お久しぶりでございます。 社長、 相変わらずジェントルで

　　  シュッとしてますね。 こんなに暑いのに涼しい顔して。

ラ ： お客様が不快な思いをしないように、 常に襟を正しております

　　  ので。

川 ： さ、 さすがでございます。 ところで、 私の甲羅、 そろそろ新　

　　  調しようと思うんですが、 最近のおすすめはありますか？ピカ             

　　　ピカの真っ赤なヤツでお願いします！

ラ ： ご予算はいかがなさいますか？国産の生地でしたら今なら兵庫

　　 や福井、 北海道あたりでご用意できます。 輸入品でしたらロシ

　　 アや韓国のがお求めやすい金額でご提供できますよ。

川 ： やっぱり国産でしょ。 しかも地元の兵庫産で。

ラ ： 先生でしたら、 香住のこの生地をぜひ使っていただきたいです

　　 ね。 とにかく一番きれいな赤ですので。 遠くから見ても、 キラ

　　 キラ輝いて見えますよ。

川 ： こうやって並べてみると、 明らかに香住がダントツで真っ赤で　

　　 すね。 よし、 今回は香住でいきます。 社長、 とにかくピカピカ

　　 の真っ赤っかでお願いします！

ラ ： 承知いたしました。 楽しみにしておいてください。 一緒にアクセ             

　　 サリーやバッグなど、 ピカピカの香住に合わせたものはいかが

　　 ですか？

川 ： 社長、 さすが商売人ですねー。 ちょっと見せていただけます？

ラ ： こちらの三木のハサミはいかがでしょう？

川 : うわ、 めっちゃカッコいい。 やばいですね。

ラ ： 須磨の貝殻で作ったブローチと、 姫路の革で作ったハサミ入れ            

　　　もおすすめです。

川 ： うわ、 めっちゃカッコいい。 やばいですね。

ラ ： ついでに先生の商売道具のソロバンも、 小野の最高級品がござ

　　　いますよ。

川 ： うわ、 全身兵庫産ですね。 すごいな。

ラ ： 「キラリひょうごプロジェクト」 を活用して、 「全身兵庫産」 を全　

　　　国に発信しており、当店の一押しのラインナップです。全国にファ

　　　ンがいらっしゃいますよ。

川 ： 県のバックアップあると、 心強いですね。 私もこの甲羅をあちこ

　　　ちで宣伝しておきます。 社長、 ついでに 「キラリ川カニプロジェ

　　　クト」 も立ち上げていただけます？

ラ ： 承知いたしました。 お任せください。 ピカピカの甲羅に仕上げて

　　　おきます。

川： ピッカピカの真っ赤っかで、全国でファンが殺到したらどうしよー。

ラ ： その時は先生用にさらに最高級の甲羅をご用意いたしますよ。

川 ： 商売人やなー。

ラ ： 商売になるかどうかは先生の人気次第ですので。

川 ： うわ、 めっちゃプレッシャーやな。

ラ ： うまくいかなかったら、 その時は遠慮なく噛みつきますよ。

　　　（キラッ！！）

川 ： うわ、 社長の牙が一番輝いてますやん！

♪今回の登場人物♪

ライオン社長

テーラーライオンの
社長。
気品あふれたダン
ディな立ち居振る舞
いはさすが百獣の
王。

キラリ兵庫プロジェクトってなぁ～に？？

セルフプロデュースも余念なく！

認知度向上と応援者づくりを促進しつつ、ふるさと投資（本事業では投資型のクラウド・ファンディング）を活用し
た資金調達等の各種支援を通じて、成長・発展に導くことで、地域経済の活性化や地域のブランド力強化を図ります。

井藤かまぼこ店

〒649-5336

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町築地 3-3-14

　　TEL/FAX :　0735-52-0413

　　営業時間 ： AM 8:00〜PM 4:00　

　　定休日 : 日曜日

≪編集後記≫

　イケメンの井藤君が作るてんぷらは、 ホントに美味しくて、 勝浦に行ったらいつも買って帰ります。

　ぜひ勝浦に行って食べてほしいですが、一度お取り寄せしてみて下さいね。 　　（　取材者　川上　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

井藤かまぼこ店のウリは？

そもそも、 何でてんぷらを始めたの？

天ぷらの種類は？

通販はやってないの？

今後の井藤かまぼこ店は？

地元で 「てんぷら王子」 と言われるほど人気ですが？

今回は、 那智勝浦で創業昭和 28 年の

老舗、 井藤かまぼこ店様の井藤雅文様

にお話を伺いました。

天ぷらのご注文は電話で問い合わせ後、

FAX にて。

冷蔵便で届けていただけます。

お支払いは、代引きで。平天 90 円・野菜天各種 110 円・チーズ天 120 円

[ 応募資格 ]
　県内に本社を有する中小企業者で、１又は２に該当する者
　1. 協力機関 35団体（地域金融機関、商工会議所、商工会、兵庫県中小企業団体中央会）の顧客もしくは会員であり、かつ協力機関の
　　推薦を得ていること。
　2. 概ね過去 5年以内に、兵庫県の創業支援施策や顕彰制度等を利用して、商品開発や新事業展開、事業拡大を行っていること。
[ 対象ビジネスプラン ]
　1. 兵庫県内各地域の特色などを生かし、全国に誇り得る魅力ある商品や事業としてブランド力強化を目指すもの
　2. 小口投資による資金調達を図り、応援者とのつながりにより成長を図るもの 等

　旧五カ国（摂津、播磨、但馬、丹波、淡路）が一つになった兵庫県は、北は日本海に面し、南は瀬戸内海から淡路島を
介して太平洋にも接しています。大都市から農山村、離島まで、さまざまな地域で構成されており、多様な歴史、気候、
風土から、「日本の縮図」といわれています。この５つの地域を彩る資源に磨きをかけて、地域の人々と　　　　　　　
一体となって、ふるさと兵庫の魅力を生かして元気にビジネスを展開する中小企業者の　　　　　　　　　　　　　　　
ビジネスプランを「キラリひょうごプロジェクト」として選定し、資金調達と、応援者
（潜在顧客）の開拓・形成を支援します。

what’ s  キラリひょうごプロジェクト

「ゴルフ場利用税」とは、ゴルフ場の利用に対して課される地方税で、ゴルフ場の規模、利用料金に応じて決められています。高齢者等一定の
場合には軽減されたり非課税となることもあります。一方「ゴルフ振興基金」「緑化協力金」は寄付金に該当するものです。
勘定科目は上のように「接待交際費」を使うことが一般的ですが、「ゴルフ場利用税」などは消費税の対象外となりますので注意が必要です。

～レシート研究会～

ゴルフプレー代の領収証を見ると、プレー代以外に額はそれほど大きくありませんが「ゴルフ場利用税」「ゴルフ振興基金」
「緑化協力金」などが引かれていることがあります。

この領収書の仕訳は？にお答えする新コーナー

応募締切　７月 31日 ( 月 )

借方科目 貸方科目 課税区分 金額 摘要

接待交際費 現金 課税 ○○○○○ △△ゴルフ倶楽部　ゴルフプレー代など

接待交際費 現金 不課税 　　　　　×× △△ゴルフ倶楽部　ゴルフ場利用税

接待交際費 現金 不課税 □□ △△ゴルフ倶楽部　ゴルフ振興基金、緑化協力金など




