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上川路会計事務所通信
上川路会計事務所

上川路美恵野会計事務所

〒890-0056
鹿児島市下荒田4-1-9
T e l 099 - 252 - 7070
Fax 099 - 252 - 6400

〒892-0821
鹿児島市名山町1-3 鹿児島ビル4Ｆ
T e l 099 - 223 - 3465
Fax 099 - 223 - 4348

第２０９号
ごあいさつ
所長

上川路

長生

先手必勝

三寒四温の日々に一喜一憂しているうちに3月になりま
した。インフルエンザ流行の警報に注意しながら確定申告
を粛々とすすめています。駅伝好きで今年も県下一周駅伝
を荒田八幡宮の前で、宮司さんと一緒に応援しました。疾風
のごとく一団となって走り過ぎていきました。3月5日には
第2回鹿児島マラソン2017があり、自宅でテレビ観戦です。
冷たい雨の中を約1万2千人のランナーが、鹿児島市の中心
市街地や錦江湾沿いを駆け抜けました。鹿児島に春の訪れ
を告げる新・風物詩となりました。
名門・東芝が消滅の危機に瀕しています。2017年3月期決
算で債務超過になることが、確実になりました。前期は巨額
の赤字で債務超過になるところを医療部門などの主な事業
を売却することで凌いだのですが、今期も子会社の米原子
炉メーカー、ウェスチングハウス(ＷＨ)の7125億円の巨額
損失が発生したのです。穴埋めに稼ぎ頭の半導体事業の売
却を検討していますが、期末までの資金調達はほぼ絶望的
となりました。東芝株は27年9月に東証から内部管理体制に
不備があると『特設注意市場銘柄』に指定されていました。
そこに、決算発表直前に、米原発事業をめぐる新たな不正疑
惑が表面化したことで、東証2部への降格にとどまらず上場
廃止の懸念もあるとされてしまいました。グループ全体で
19万人の従業員を抱える日本を代表する名門企業は、生き
残りに向けて明確な事業再生の戦略を早急にまとめなけれ
ばならなくなっています。
安倍晋三首相は参院予算委員会で、国有地を格安で買い
取った学校法人『森友学園』が設立する私立小学校の認可や
国有地の払い下げに関し「私や妻が関係していたという事
になれば、首相も国会議員も辞める」と述べたのです。小学
校は今春大阪府豊中市で開校予定で、
『名誉校長』に当初首
相夫人の昭恵さんが就任する見通しでした。首相は昭恵夫
人の名誉校長の辞任と、自らの名を使った学園の寄付集め
に抗議したことを明らかにして疑惑の払拭に懸命です。売
却の経緯は異例ずくめで〝8億円値引き〟に波紋が広がって
いて、政治家の関与をめぐる疑惑は、晴れてはいないのです。
学園のめざす教育方針を不安視する声も上がっています。
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これまで与党ペースで進んできた国会審議が、がぜん野党
が攻勢に転じてきています。安倍首相は米大統領選にトラ
ンプ氏が勝利後間もなくトランプタワーを表敬訪問しまし
た。そして、大統領就任後も一番早く首脳会談に来た日本の
首相にトランプ大統領はご満悦で、安倍首相の〝先手必
勝〟の対米外交の成果として記憶されたのです。その結果
高い支持率に支えられた1強の安倍首相にとって『森友問
題』は一転して大ピンチに陥ってしまいました。
豊洲市場への移転問題を検証する東京都議会の調査特別
委員会(百条委員会)は、石原慎太郎元都知事の証人喚問を
実施すると正式に決定しました。
「座して死を待つわけには
いかない」と3月3日には記者会見して自らの立場を語りま
した。小池劇場の『悪役』に仕立て上げられた、4期13年半
に及ぶ長期政権を築いた元都知事への風当たりは激しさを
増しています。
韓国・平昌で行われたワールドカップ(Ｗ杯)女子ジャン
プ個人選で優勝した高梨沙羅選手は、89戦して53勝と群を
抜いた記録で、男子の歴代最多勝記録と並びました。最強の
高梨選手ですが、世界選手権やオリンピックでは一度も勝
てずに「大事な試合にピークを持っていけない」と涙を見せ
ました。
「どんな状況でも自分を保って、リカバリーできる
のが本当に強い選手」と、一年後の平昌オリンピックを見す
えて試行錯誤は続きます。
(平成29年3月吉日）
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税金等の納付・
手続きはお早めに・

税務カレンダー

１月決算会社申告書提出

2017年3月
日曜日
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春分の日

26

27

３月１５日まで

３月３１日まで
・１月決算法人の確定申告

・個人の青色申告の承認申請

・７月決算法人の中間申告

・前年分所得税の総収入金額報告書の提出

（半期分）
・消費税、地方消費税の中間申告

・個人の申告（道府県民税及び
市町村民税・事業税・事業所税）

４月決算法人

第３四半期分

・確定申告税額の延納の届出書の提出

７月決算法人

第２四半期分

・所得税確定損失申告書の提出

１０月決算法人 第１四半期分

・国外財産調書の提出

・１・４・７・１０月決算法人及び
個人事業者（前年１２月分）の３月

３月１０日まで

ごとの期間短縮に係る確定申告

・源泉所得税の納付
・住民税の特別徴収税額の納付

・消費税の年税額が4,800万円超の
１２月、１月決算法人を除く法人の
１月ごとの中間申告

３月３１日まで
・個人事業者の前年分の消費税の
確定申告

２月１日〜３月１５日
・前年分贈与税の申告
２月１６日〜３月１５日
・前年分所得税の確定申告
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２０１７年３月の経理・税務チェックリスト

209 号

業務に漏れはありませんか？チェックしてみましょう！

３月決算の準備
□ 決算の準備にあたって、まずは決算方針を固めておきましょう。黒字見込みの場合は、翌期以降の経営資
源としての内部留保や節税対策等を検討し、赤字の場合は、少しでも当期の損失を減らす方法等を検討し
ましょう。
また、実地棚卸や現金・売掛債権などの実査、経過勘定や仮勘定の整理等は段取り良く進めておきましょ
う。決算時は業務が増えるため、思わぬミスが発生しがちです。税務調査でのトラブルのもとにもなってし
まうので、事前に段取り良く準備を進めておきましょう。

売掛金の確認と回収
□ 売掛金等の債権の回収状況は、日常的に把握しておきたいところです。特に、決算期前には、貸倒損失に
するか否かの判断も必要になりますので、確認しながら完全回収に努めましょう。

所得税の修正申告と更生の請求
□ 確定申告をして、その申告期限後に計算の誤り等がある場合については、申告をした税額等が実際より
少なかった場合には「修正申告」を、多かった場合には「更生の請求」をして正しい額への訂正を求めること
になります。
更生の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。ただし、平成23年12月2日より前
に法定申告期限が到来する所得税については、更生の請求をできる期間が法定申告期限から1年以内となり
ますので、ご注意下さい。

相手に好印象を与える
接客の極意をお教え致します

主催

接遇セミナーのご案内
講師：（株）HALビジネス 代表取締役

春田 尚子 先生

講師プロフィール
（株）HALビジネス 代表取締役、（株）HALビジネス チーフインストラクター、JAF
（一社）日本自動車連盟社員、フリーランスアナウンサー、（一財）公務研修協議
会接遇研修指導者、シュヴァリエ・ドゥ・タートヴァン、（大）鹿屋体育大学非常
勤講師、鹿児島歯科学院専門学校非常勤講師、厚生労働省鹿児島労働局委嘱講師、
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構鹿児島職業訓練支援センター委嘱講師

開催概要
■日

時

① 平成29年3月28日（火）10：00〜16：00
② 平成29年4月20日（木）10：00〜16：00
※12：00〜13：00は、お昼休憩をお取り致します。

■会

場

福祉コミュニティーセンター
鹿児島市祗園之洲1-2

■会

費

第1会議室

TEL 099-248-1200

5,000円（昼食代を含みます）※当日受付にてお支払ください。

■ お申込方法 当事務所通信同封の参加申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸしてください。
また、お申込み頂いた方には、ＦＡＸで「参加証」をお送りいたしますので、当日受付まで
お持ち下さい。

?
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会計・税務のＱ＆Ａ！

★

テーマ 『

★

209 号

『 平成29年度税制改正（案）について 』 』
セルフメディケーション税制について

★

★

★
★

★
★

平成29年1月から 医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制が始まり
ました。従来の医療費控除との違いを踏まえながら、新制度の内容を見ていきましょう。

医療費控除税制とは？
その年の1月1日から12月31日までの間に本人や生計を一にする家族のために10万円以上（＊）の医療費
を支払った場合に、確定申告を行うことでその一部を所得から控除できる制度です。
＊その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等×5％の金額になります。

医療費控除額
医療費控除額
（最高200万円）

＝

1年間に支払った
医療費の合計額

セルフメディケーションとは？

−

保険金等で補てん
される金額

−

10万円（＊）

＊総所得金額等が200万円未満の
人は、総所得金額等×5％の金額

「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と世界保健機関（WHO）は定
義しています。 つまり、日頃から自分の健康管理に配慮し、軽度な症状であれば市販薬などを活用して自分
の健康は自身で管理するという考え方です。
この考え方を推進するために始まったのが「セルフメディケーション税制」です。国民の自発的な健康管理
や疾病予防の取組を促進することはもちろん、医療費の適正化も期待されます。

セルフメディケーション税制とは？
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年１月１日以降に、スイッ
チＯＴＣ医薬品（※）を購入した場合において、その年中に支払った合計額が１万２千円を超えるときは、その超
える部分の金額（上限：８万８千円） について、その年分の総所得金額等から控除する税制です。
『 平成 29 年 1 月 1 日〜平成 33 年 12 月 31 日 』 まで の時限措置となっています。
（※）スイッチＯＴＣ医薬品 ・・・ 医療用として使用されていた医薬品をドラッグストアなど市販で購入できる医薬品に
切り替えたもの

所得控除金額の計算例
『対象医薬品の購入金額』
20,000円

例）課税所得400万円の者が、対象医薬品を年間20,000円購入した場合
（生計を一にする家族分も含む）
☆課税所得から控除される金額 8,000円
（対象医薬品の購入金額20,000円 ー 下限額12,000円 ＝ 8,000円）

『下限』 12,000円

☆減税額 2,400円
所得税
1,600円の減税効果 （8,000円×所得税率20％＝1,600円）
個人住民税 800円の減税効果 （8,000円×個人住民税率10％＝800円）
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対象となる人

209 号

下記の3つの事項すべてに該当する人

● 1年間の間に、対象となるＯＴＣ医薬品を12,000円以上購入していること
● 所得税、住民税を納付していること
● 申告対象となる一年間に健康の維持増進および疾病の予防の一定の取組を行っていること
具体的には、下記のいずれか一つの健診や予防接種を受ける必要があります。
取組を行った証明として、 「領収書」または「結果通知表」を提出します。
・保険者（健康保険組合、市町村国保等）が実施する健康診査（人間ドック、各種健診等）
・市町村が健康増進事業として行う健康診査（生活保護受給者等を対象とする健康診査）
・予防接種（定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種）
・勤務先で実施する定期健康診断（事業主健診）
・特定健康診査（いわゆるメタボ健診）又は特定保健指導
・市町村が実施するがん検診
＊申請者が任意に受診した全額自己負担の健康診査は含まれません。
＊市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。

対象となる医薬品
対象となるＯＴＣ医薬品（約1,500品目）は厚生労働省のＨＰで掲載しているほか、
一部の製品については対象医薬品のパッケージに右の税制の対象である旨を示
す識別マークが掲載されています。

対象となる金額
支払った金額の税込後の価格が対象となり、割引されたものは割引後の価格が対象金額となります。

セルフメディケーション税制と従来の医療費控除の比較表
セルフメディケーション税制と従来の医療費控除の比較表です。
セルフメディケーション税制と従来の医療費控除は同時に受けることができません。どちらか一方のみの選
択適用となります。どちらの制度が控除額が大きいのか試算をしてから申請を行いましょう。
セルフメディケーション税制

医療費控除

対象

スイッチＯＴＣ医薬品

治療や療養に必要な治療費、医薬品費、製品等

対象金額

スイッチＯＴＣ医薬品
購入金額12,000円以上

1年間に支払った医療費合計額ー保険金等で補てんされる金額
−10万円（総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等×5％）

上限額

88,000円

200万円

控除を受ける 対象となる健診や予防接種を
ための取組
受けること

なし

セルフメディケーション税制の控除の適用は、平成29年の確定申告分からになります。
領収書等の提出が必要となりますので、来年の確定申告に向け、1年間レシートや領収書
を保管しておきましょう。
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(有)上川路マネジメントセンター主催

第26回KMCセミナー（社福編）のご報告
『

社会福祉法人の制度改革と会計
講師：上川路美恵野会計事務所

所長

上川路

』

美恵野

２月９日（木）に宝山ホール（鹿児島県文化
センター）にて、社会福祉法改正対策セミナー
を開催いたしました。たくさんの方にお申込い
ただき、急遽、当初開催予定の会場を変更する
こととなりました。ご迷惑をおかけいたしまし
て、誠に申し訳ございませんでした。
当日は本当にたくさんの方に足を運んでいた
だき、ありがとうございました！
今後も少しでもお客様のお役に立てるような
セミナーを開催していけるよう努めて参ります
ので、どうぞよろしくお願いいたします！

セ ミ ナ ー 報 告
2月11日（土）、三井ホーム様主催の『「強い賃貸」経営セミナー』が開催されました。
セミナーは、第1部・第2部に分かれて、第1部で上川路美恵野会計事務所 所長 上川路美恵野が講師を担当しました。

最新税制への対応力＋災害への耐久力

「強い賃貸」経営セミナー

第1部 10：00〜11：00

「 平成29年度税制改正（案）のポイント と 平成28年分確定申告の留意事項 」
講師：上川路美恵野会計事務所

・平成29年度税制改正の主な内容
・基本的な考え方
・配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
・住宅税制

所長

上川路 美恵野

・平成28年分確定申告の留意事項
・所得税確定申告の基本的事項
・所得税の確定申告が必要な人
・所得税の確定申告をすれば税金が戻る人
・申告手続きの流れ
・マイナンバー制度の導入
・平成28年分から適用される主な改正事項

第2部 11：00〜12：00

「 震災に強い賃貸住宅 」
・賃貸住宅での地震対策について

講師：上村不動産コンサルタント

代表

・熊本地震の賃貸実情について

上村 邦典 氏

お客様情報

住宅型有料老人ホーム

医療法人

OPEN！

健誠会

クローバー湯田

209 号

メディカルフィットネス

安心できる住居とサービス
入居一時金０円
※退去時に居室のクリーニング代
13,000円（税込）が必要です。

介護職員２４時間常駐
全３１室

フィットネス会員

ー入居費用ー
（1ルームタイプ13㎡）

お気軽に
お問合わせください！
TEL 099-274-0231

PRIME

メディカルフィットネスＰＲＩＭＥ（プライム）は、健
康増進・病気予防のための会員制フィットネス。
医療法42条に基づいて設置されています。
健康維持、生活習慣病の予防や改善を医学
の見地からサポートし、体力の向上・維持・回復・
改善をアドバイスします。
健康で体力づくりをしたい方から生活習慣病
予防や改善、介護予防・改善を目指す方まで
広く利用いただける施設です。医療と運動のダ
ブルサポートのフィットネスです。

閑静な環境と充実の設備で
アクティブな毎日をお手伝
いします。

家
賃 50,000円
共 益 費
5,000円
生活支援費 10,800円
食費（30日） 45,360円
電 気 代
実 費
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月会費6,480円（税込）／入会金3,000円
回数、時間制限なく自由にご利用いただ
けます。会員制にすることで、皆様のご要
望に合った運動提案を提供しながら安心
してご利用いただけます。

居室

営業時間
Facebook
更新中！
TRX

月〜金 9：00-21：00
土 9：00-20：00
祝 9：00-18：00
日
休み

食堂

無料体験受付中！
TEL 099-274-0228

住宅型有料老人ホーム クローバー湯田・メディカルフィットネス PRIME

〒899-2201 日置市東市来町湯田2986

URL http://kenseikai.biz

企業防衛対策のおすすめ

このコーナーは、当事務所の
保険管理顧問・松谷義久が企業防衛対策
についてご紹介するコーナーです☆

会社の経営環境はグローバル化の進展など大きく変化し、会社経営の健全化が求められる時代に
なり、役員の皆様の経営管理がますます重要になっております。

多様化してきているリスク
損保関連でカバーできる種類

D＆O保険
~役員の皆様にとって
大切なものをお守りします~

近年よく耳にするのが、役員賠償責任保険・Ｄ＆Ｏ保険です
2017年4月からは会社役員賠償責任の範囲が「社会福祉法人」
にまで拡大され、従来の一般法人役員、医療法人役員と同様の責任
が生じることになりました。

経営判断
のリスク

個人財産
へのリスク

ご家族へ
のリスク

法人経営に伴い発生する損害賠償責任から役員をお守りする
生保関連でカバーできる種類
経営の中心である役員の皆様に予測不能な事態が発生することも対処しなければなりません。
・重大疾病罹患時 ＝ 三大疾病保障保険
所定の診断で保険金支払
・就業不能状態時 ＝ 就業障がい保障保険 身体障がい者手帳連動型
役員の皆様の役員退職慰労金の準備には、長期にわたる期間を要します。
・長期平準定期保険、逓増定期保険等各種の活用が考えられます

上川路会計事務所では関与先様の永続的な発展を願い保険指導業務に取り組んでいます

随想

「 花の笑う日 」
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209 号

上川路美恵野

三月に入りました。確定申告の時期です。この季節、慌ただしくしているうちにいつの間にか春の兆しが増えていて驚かさ
れます。
そして、3月11日がやってきます。東北大震災の日から6年が経ちました。確定申告の終盤であったあの日、仕事を終えて
帰る車のラジオで惨状を知り、言葉を失いました。
今年もまた、確定申告作業の手を止めて黙とうをささげたいと思います。そして、いまだ半ばである復興の道のりを支援す
ること、防災・減災につとめること、原発も含めたエネルギー問題に取り組むことなど、遠く離れた鹿児島に住んでいると、と
もすると風化してしまいがちな課題を再認識する機会としたいものです。
さて、『花が咲く』は、東北大震災の復興支援ソングのタイトルですが、古い言葉で花が咲くことを「笑う」と表現する場合
があります。
七十二候という旧暦で一年間を5日または6日で72に分けてその時候の変化を表したもののうち、3月10日から14日くら
いの時期を「桃始笑（ももはじめてさく）」といい、「咲く」を「笑う」と表しています。
確かにちょうどこの時期、我が家の桃の花もつぼみがほころび始めます。可愛らしい花に愛嬌のある女の子のイメージを
重ねて眺めているところです。
桃に限らず、花が咲く時の生命のきらきらした輝きが、人が笑う時に感じる湧き立つような喜びを連想させるので、私は
「花が笑う」という言い回しが気に入っています。
『置かれた場所で咲きなさい』は、今年亡くなった渡辺和子氏の名著です。生きていく上で「こんなはずじゃなかった」と
思う時がたくさんあるけれど、その状況の中で「咲く」努力をすること、そのための心の持ちようを分かりやすく示唆してくれまし
た。
繁忙期となると、つい難しい愛想なしで不平不満の表れた顔になってしまっていて鏡を見てドキリとすることがあります。
「咲く」を「笑う」に置き換えて、厳しい状況に置かれても穏やかに笑って受け入れる度量を持ちたいと自戒しているところ
です。
「笑う門には福来る」ということわざがありますが、一説には「笑う」ほどの楽しいことが無くても口角を上げて
「笑う」表情を作ると、本当に楽しい気分になってくるのだとか。意識的に笑顔で過ごす事を心がけたい
ものです。
これからますます暖かくなり、花々が次々と咲き始めます。花々の「笑う」季節、日本の社会にも
「笑顔」が満ちるように願う早春です。

桃の花三つ四つ数え納税期

美恵野

編集後記

今年も確定申告の時期がやってきました。毎年のこと
ではありますが、事務所内もバタバタと慌ただしくして
います。そんな中、先月は鹿児島ラーメン王決定戦が開催され、今月5日
は鹿児島マラソンもありました。参加したり、応援したり、いろいろな楽
しみ方があるかと思います。鹿児島を盛り上げるイベントが増えることは
嬉しいことですね☆

連絡先：上川路会計事務所
鹿児島市下荒田4-1-9
Tel 099-252-7070 Fax 099-252-6400
E-Mail kamikawaji@tkcnf.or.jp

〒890-0056

URL

http://kamikawaji-kaikei.com/

上川路会計

検索

広報委員会 上川路美恵野 伊集院 赤塚 西 篠原

ご相談は上川路まで ・
・
税務や会計、経営や保険な
ど について、分からないこと
があれば上川路会計事務所
にご相談ください！
また、お知り合いに開業予
定の方がいらっしゃいました
ら是非ご紹介
ください！！

