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〜３０キロから足爆発！！〜

「神戸マラソン走ったんですよ〜」と言った後の知り合いの
驚きの反応が最近もっぱらブームの田名部です。
そう、今年まさかの、
、
、神戸マラソンに参加いたしました！
なぜ皆驚くのかといいますと、私とスポーツが全く結びつかない、ということだと思います。
実際も日ごろから運動をしていないのでまさに皆の反応が大正解なのでした。
では、なぜ申し込んだかというと「今年３０歳になったので、３０代を生き抜くための苦行」です。
なんとも意味不明な動機。そんな動機のため申し込んだときはテンションが高かったのですが、どんどんやる
気がなくなりまして、１１月になってまだ１０キロを一回しか走っていないという意味のわからない状況でし
た。
ただし、
「期限までにはどうにかする！」これが私の３０年間培ったモットーです！
大学の試験の前日では板の間で夜な夜な徹夜→眠くなっても板の間で寝るから体が痛くて起きる→勉強する→
気合のテスト→死んだように眠る、それが私の３０年の技なのです。
（笑）
ということで、最終月は炭水化物は抜く、週３で仕事から帰ったら家の周りを走る、なんだか繁忙期並みの
日々の疲れ、
、期限までに間に合わせるためには仕方ありません！（笑） しかし、やはり練習量が足りない、
、
、
結局１０キロは三回しか走らず本番を迎えました。こうなると最終兵器「気合でどうにかする」
。最高にやば
い時によく使う理屈の全くない根性論です。もはやこれしかない、いや、これがあるからどうにかなるのです！
迎えた当日、
、
、なんと完走しました！！
走れた理由はやっぱり最終兵器のおかげでした！当日の状況は・・
「とにかく辛かった」
、
、
、以上。
ただ、あきらめるタイミングはいくらでもありましたが、どうにか頑張ってみたら完走しました。
マラソンは人生とか色々たとえられますが、私の今回を思い返してみると自分自身がテクニカルな人間では
ないことを改めて感じました。もっと技術や知識を得て臨む人が
いる中で勢いと根性論だけでどうにかしようという点。
泥臭く行き当たりばったりですが、
３０代もなんとなく楽しくなりそうかな、と思っています。

←どこかにいます

スタッフの山下も完走です！
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平成３０年元旦

パナマ文書に続いて、パラダイス文書が流出しました。
節税を考えるのは個人としてやむを得ないことだと思いますが、このような節税
策が出来るのは富裕層だけなのでその不公平感からマスコミ等で問題とされている
ようです。
相続税を節税する方法は様々ありますが、孫等を被相続人の養子とするのも一つ
です。孫等を養子にすると法定相続人が増えるので、相続税の基礎控除、生命保険
金の非課税枠が増えたり、孫に遺産相続させる際には有利になったりします。
今回紹介するのは、８２歳の被相続人（祖父）が孫と養子縁組したことは節税が
目的で、本来の養子縁組の趣旨と違い、祖父に縁組の意思があったかどうかが問題
となった事例です。裁判は、最高裁までいって「相続税の節税の動機と縁組をする
意思とは、併存し得るものである。
」として養子縁組は有効とされました。養子縁
組の話は、税理士さんが主導して進めたようでした。
養子縁組までして節税をするかどうかは個人の感覚によるものですが、僕は個人
的にはしっくりきません。戸籍が動いてしまう話ですので。
お客様の財産を守るのが税理士の本来の仕事ですが、お客様の品格も守れるよう
なアドバイスが出来るような税理士になりたいと個人としては思っています。

TOPIC and more...

月
１０日
２２日
３１日

月

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

１日
１６日
２８日

贈与税の申告開始
個人確定申告開始
固定資産税第４期の納付期限

月
１５日
３１日

個人確定申告期限
贈与税の申告期限
個人消費税の申告期限（４／２）

＊２０１８年から配偶者特別控除の範囲が変わりますのでご確認ください。
＊確定申告が必要な方は早めに準備しましょう！
所得税や消費税の納付は振替納税（口座振替）が便利です。

いけちゃんの古墳ばなし。
新池 （しんいけ） 埴輪製作遺跡
今回紹介するのは、大阪府高槻市にある新池（しんいけ）埴輪製作遺跡です。
この遺跡は、５世紀中頃から６世紀中頃にかけて、古墳の上に並べる埴輪を作ってい
ました。発掘調査により、埴輪を焼いていた窯跡と埴輪を作っていた場所と考えられる
工房跡等が見つかりました。
ここで作られた埴輪は、付近の今城塚古墳（みなと元町マガジン vol.71 で紹介）や茨
木市にある太田茶臼山古墳などに運ばれて墳丘上に並べられました。現在は、窯や工房
が復元された史跡公園となっており、古代のモノづくりの息吹を感じることができます。
アクセス方法

ＪＲ京都線「摂津富田駅」から市営バスに乗車し「上土室」で下車、徒歩５分。
※駅前にレンタサイクルがあるので、自転車で周辺の遺跡を回るのもおすすめです。

whatʼ s

新年の抱負
代表社員税理士 川上 哲司
昨年はあまりにもバタバタ忙しくしすぎて、 まさに 「心を亡く
し」そうになってしまいました。 反省です。 今年も忙しい日々
が続くのは間違いないでしょうが、 心は明るく、 すがすがし
く、 さわやかにありたいと思います。 暗い私を見つけたら、
「何暗い顔してんねん！」 と、 遠慮なく言ってくださいね。
常に明るい笑顔を絶やさず、 ニコニコしておきますので。
（今年の抱負） ゴルフの回数を増やす！ゴルフがいつでも
できるくらい、 時間に余裕をもって日々過ごしたいと思いま
す。

経営力向上計画

２０１７年度補正予算で 「ものづくり補助金」 の公募が２月ごろにも開始される予定です。 （平成２９年１２月１５日現在の情報に基づい
ています。）
ご存知の方も多い 「ものづくり補助金」、 生産性向上のための設備導入に対して１０００万円の補助金が出ることで、 過去にチャレンジ
した方も多いのではないでしょうか？
今回も昨年同様の公募内容になるかと思いますが、 詳細は実際に公募が開始されたらまたお伝えします。
ただ、 その前に是非検討いただきたいのは、 「経営力向上計画」 の
認定を受けておくことです。
新規設備等の固定資産税が 3 年間半額になるなど税制面でも効果
のある 「経営力向上計画」 ですが、最近は設備の 「即時償却」 や 「税
額控除」 などの適用を受けるときに必要だったり、 ものづくり補助金
のような補助金審査の際に加点されたり、 何かと必要にされてきてい
ます。
それほど難しい手続きではないので自社でも取り組めると思います
が、 弊社でもお手伝いいたしておりますので、 是非気軽にお声がけく
ださい。
制度の詳細は http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

社員税理士 宮﨑 敦史
インターネットの記事で読んだのですが、 みんなが立てる
新年の目標の９２％は達成されないそうです。 達成するた
めのコツは、 「小さな事を目標にすること」、 「目標達成の
パートナーを見つけること」 だそうです。 この４月から事務
所では、 朝練と称してちょっとした勉強会をやっています。
これは上記の点を二つクリアしていて僕は続けることが出来
ています。 今年は帰社前３０分ほど時間を設けて自分の時
間を作っていきたいと思います。

岡本 光隆
あけましておめでとうございます。
お客様と共に夢を描き、 叶えて！
10 年後 20 年後に良かったねと笑いあえる関係を
目指しています。
今年も一年皆様に良き年でありますように！！

池田 計彦
昨年は、 1 年があっという間に過ぎたような気がします。
今年は、 周りを見る余裕を持って業務に取り組みたいと思
います。
本年もよろしくお願い致します。

山下 耕三
事務所に戻ってきて 7 か月。
悪戦苦闘の毎日ですが、 一戦力になれるように頑張りま
す。
プライベート：角島、マキノ高原、四国カルストへツーリング。
マラソン ： 今年こそサブ５！

所属税理士 中屋敷 加奈子
昨年秋に所属税理士として税理士登録いたしました。
税理士としての社会的責任の重さを痛感しております。
今年も日々勉強ですが、 皆様のお役に立てるよう成長して
いきたいと思っております。

田名部 早苗
昨年もたくさんの方と一緒にお仕事ができてとても充実した
一年になりました。
今年は対話力をもっと向上させて、 顧問先様の目標や課
題を一緒に探していけるようにしたいです。 今年もよろしくお
願いいたします。

北藤 康洋
昨年、 遂に 20 代後半に突入しました。 少しずつ何もでき
ない自分に焦りを感じています。
今年は、 自分の出来ることを増やし、 確実に実力を付ける
一年にしたいと思います。

経営力向上計画って？
川カニ先生 （以下、 川） ： さあ、 新しい一年の始まり、 気持ちも
新たに今年も頑張っていこう！とりあえず、 猫田製作所さんの
ところに新年の挨拶に行って来よう。 猫田社長、 あけまして
おめでとうございます。 今年もよろしくお願いします。
猫田社長 （以下、 猫） ： あ、 川カニ先生、 あけおめ！今年もいろ
いろよろしく！
川 ： あけおめって。 新年早々、 フル稼働で忙しそうですね。 うら
やましい。
猫 ： 去年からうちの 「ネコネジ」 が大手のネコバスに一部採用さ
れたやろ？ただ、 機械が何十年も使ってる古いヤツやから、
できる数が限られてて、 残業してもなかなか追いつかんわ。
年末年始も何人か交代で休みなしやで。 しかも残業代増えて、
あんまり儲からんし。
川 ： 忙しいのはいいことやけど、 従業員の皆さんも無理して体壊さ
んようにせんとね。
猫 ： ホンマやで。 ただでさえ人手不足で採用も難しいのに、 休ん
だり辞められたりしたら、 ホンマえらいこっちゃやわ。
川 ： 「ネコネジ」 の需要は今後も増えそうなんですか？
猫 ： そうやな。 ネコバスからももっと使いたいから生産増やされへ
んのか、 と注文が入ってんねん。 でも生産増やすとなると、
新しい機械入れんとあかんし、 人も増やさなあかんし。 借金
もせなあかんし、 投資回収のリスクもあるしなぁ。 悩んでんね
ん。 先生、 どう思う？
川 ： 受注がある程度見込まれるんなら、 チャレンジしてもいいと思
いますけど。 「ネコネジ」 は猫田製作所の生命線やし。 確か
に大きな投資にはなりますが、 補助金とかうまく使って、 最新
の機械の導入を考えてみてもいいのでは？

猫 ： 補助金って、 返さんでもええやつか？どんなんがあるん？
川 ： もうすぐ補正予算で 「ものづくり補助金」 が出ると思います。 今年
の夏くらいに機械導入のスケジュールやったら、 ちょうどいいんちゃ
いますかね。
猫 ： それやってみるわ。 どうやってやるの？
川 ： うちは認定支援機関なんで、 うちでお手伝いできますよ。 しかも、
補助金のスペシャリストと業務提携したんで、 彼に全力でサポートし
てもらいます。 安心して任せてください！
猫 ： 心強いなぁ。 一回その彼にも来てもうて打合せしよか。 まず何から
したらええ？
川 ： 機械導入するなら、 補助金は関係なくても 「経営力向上計画」 とい
うのを認定受けといたほうがいいですよ。 固定資産税が 3 年間半額
になるし、 補助金の審査でも加点されるし。
猫 ： ほな、 それから早速やるわ。 それも先生手伝ってくれるんやろ？
川 ： もちろん。 といっても、 その彼になるかもしれんけど。
猫 ： 先生、 なんもせんのかいな。
川 ： いやいや、 ちゃんと横で一緒に手伝いますよ。
猫 ： ほんまかー？その彼はカラスじゃないよね？ワシ、 カラス怖いねん。
川 ： 大丈夫。 どっちかっていうと、 ネズミですから。
猫 ： あかん、 食べてまうかもしれん！
川 ： あかん、 食べたらあかん！
猫 ： ゴクッ。 早く会いたいなぁ、 その彼。。
♪今回の登場人物♪
川 ： 会わさんほうがええな。
やっぱり私やりますわ。 キラッ。
猫田社長
猫 ： カニのハサミは苦手や。。
戌年ですが、
ネコも勝負の
年 !?

猫の手も借りたい忙しさです

[ 受取利息の仕訳 ]
～レシート研究会～

河野 康代
昨年は予期しない環境の変化に振り回され、 いろいろ
な事が消化不良のまま終わってしまった 1 年でした。
今年は、 自分なりに優先順位を決めて、 一つずつきち
んと向き合えるよう努めたいと思っています。
今年 55 歳、 合言葉は GO GO です。

受取利息の仕訳は、 法人と個人事業主で異なります。

（１） 法人の場合
所得税 15%、 復興特別所得税 0.315% が源泉された後入金されますので、 入金額を 0.84685
（=1-0.15315） で割戻します （円未満切捨）。 割り戻した金額と入金額の差が源泉された国税の
金額となります。

現金預金
法人税・住民税・事業税等

（２） 個人事業主の場合
個人事業主が受け取る預金利息は、 たとえ事業用口座のものであっても個人の事業所得とは
ならず利子所得となるため、 事業主借勘定を用います。

現金預金
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