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ごあいさつ 

上川路会計事務所     上川路美恵野会計事務所 
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 鹿児島市下荒田4-1-9     鹿児島市名山町1-3 鹿児島ビル4Ｆ 

 T e l 099 - 252 - 7070     T e l 099 - 223 - 3465 
 Fax 099 - 252 - 6400     Fax 099 - 223 - 4348 

 所長 

 上川路 長生 生 涯 現 役 

は失速していきました。野党の分裂と混乱で漁夫の利を得

た自民党は、公示前の勢力と同じ２８４議席を獲得、５５

議席の立憲民主党、５０議席の希望の党に大きく水をあけ

て、安倍首相は「国難の国かじ取りの重責を全うして参り

ます」と続投の政権運営の自信を深めていました。 

 神戸製鋼所が製品の品質データを改ざんする不祥事を起

こしました。日産自動車では無資格の従業員による完成車

検査が表ざたになったばかりで、さらにスバルでも同じ不

祥事が３０年も前から繰り返されてきたのです。次から次

と大企業の不正が発覚して日本の企業への信用の失墜は計

り知れないものがあります。企業統治を厳格な手法へと見

直す時といえます。 

 清宮のためのドラフトといわれた今年のプロ野球ドラフ

ト会議で清宮幸太郎選手は、７球団の指名を受け、日本ハ

ムが交渉権を獲得しました。「人生で最初で最後の日を楽

しめた」と終始笑顔でした。二刀流大谷翔平選手を育てあ

げた日本ハムの育成システムは充実していて、大器清宮の

大成が楽しみです。 

 大相撲九州場所が始まりました。今場所こそ稀勢の里が

千秋楽で、優勝して賜杯を抱く姿を土俵直近で見たいもの

です。種子島出身で〝南海の黒豹〟と人気の元大関若島

津・二所ノ関親方が緊急手術を受けて入院、審判部長とし

て一日も早い復活が待たれます。(平成２９年１１月吉日) 

 〝冬の使者〟鶴の第一陣が出水平野に渡って来たと友

の便りです。山々が美しい紅葉に彩られ心和むひとと

き、霧島連山の新燃岳が６年ぶりの噴火です。いつもは

深まる秋を愛でてにぎわう行楽地への影響が懸念されて

います。年賀はがきが売り出されて欠礼のはがきが届き

始める１１月、あと一月で今年も終わります。 

 先月１４日、顧問先との〝４０周年感謝の集い〟を無

事に終えることが出来ました。〝～世代交代～新しい

リーダーのもとに〟をテーマに、創業からの基本理念

『恕』の青と赤の旗を会場の舞台正面に掲げて、１００

年を駆ける事務所への誓いを新たにしているところで

す。時代は今、〝人生１００年〟と言われています。

『長生』の名に恥ないように、『生涯現役』で人生を楽

しみながら美しく老いたいと願っています。 

 ２２日に投開票された衆院選は、突然の解散から始ま

り、民進党の分裂があって、自民党の大勝で幕を閉じま

した。９月２５日安倍首相は衆院を解散と表明し、１カ

月にわたる戦いの幕が開きました。安倍首相は、少子高

齢化と北朝鮮情勢を『国難』と位置付け『国難突破解

散』と命名したのです。機を見るに敏な小池都知事は、

『リセット』宣言して自らの主導で『希望の党』を立ち

上げ代表に就任小池劇場が開幕、電波ジャックして政権

与 党 の 楽 観 ム ー ド は 一 瞬 に 消 え た の で し た。         

「名を捨てて実を取る。安倍政権の退場」をと前原誠司

代表は希望の党への合流を、民進党両院議員総会で発表

し提案は総意として了承され、流れは野党に傾きかけて

いきました。「排除いたします」。小池氏の鶴の一声で

状況は一変し排除発言から潮目が変わり世論の反発をま

ねき希望の党への逆風となったのです。 

 その受け皿になったのが、枝野幸男氏が１０月３日に

結党した立憲民主党でした。〝筋を通した〟と評価され

突然に台風の目となったのです。選挙戦が中盤を迎えた

頃には、枝野氏の周囲は人垣で埋め尽くされ『草の根に

支えられた民主主義』を訴えて民衆の心を鷲摑みです。

結党間もない新党は政権批判票を集め、一方で希望の党
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勤労感謝の日 

2017年11月 

１１月１０日まで 
・源泉所得税の納付     

・住民税の特別徴収税額の納付 

１１月中の各都道府県の 

     条例で定める日 
・個人事業税の第２期分の納付 

１１月３０日まで 
 

・９月決算法人の確定申告   

・３月決算法人の中間申告（半期分） 

・消費税、地方消費税の中間申告  

 １２月決算法人  第３四半期分 

  ３月決算法人  第２四半期分  

  ６月決算法人  第１四半期分  
・３・６・９・１２月決算法人・個人事業者の３月 

 ごとの期間短縮に係る確定申告 

・消費税の年税額4,800万円超の８、９月決算法人を 

 除く法人・個人事業者の１月ごとの中間申告 

・特別農業所得者の予定納税額の納付 

・所得税の予定納税額の納付（第２期分） 

１１月１５日まで 
・所得税の予定納税額減額 

 申請 

ＫＳＣ 

セミナー 
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２０１７年１１月の経理・税務チェックリスト 

業務に漏れはありませんか？チェックしてみましょう！ 

社会福祉法人の経営管理セミナー 

 ■ 日  時  平成29年12月6日（水）14：30～17：00 （※受付開始 14：00～） 
                       

 ■ 定  員  30名（お申込はお早めに！） 
 

 ■ 会  場  鹿児島ビル９Ｆ大会議室  鹿児島市名山町１－３ 
       

 ■ 会  費  資料代 2,000円／人 

        （関与先・セミナー会員 1,000円／人） 

         ※資料代は、当日受付にてお支払い下さい。 
 

 ■ 申込方法  同封の参加申込書に必要事項をご記入の上、FAX（099-252-6400）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     

        でお持ちください。 
 
 

詳細、お申込は別紙にて！また、お申込書は当事務所HPからもダウンロード可能です！ 

第28回KMCセミナー（社福編）のご案内 

『 指導監査ガイドラインと経理規程 』 
 

講師：上川路美恵野会計事務所 所長 公認会計士・税理士 上川路 美恵野 

□ 今月は、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価

資料の配布などを行う必要があります。 

年末賞与の支払準備 

年末調整の準備 

□ 年末調整は、どこまで段取り・準備をすすめておくかで業務効率が大きく異なります。 

従業員全員から扶養控除等申告書や保険料控除申告書など必要資料を収集したり、所得税の精算をする必

要があるため、かなりの時間と手間が必要となる業務です。提出もれや添付忘れなどがないように、回収期

限を早めに設け、確認しましょう。 
★年末調整については、次ページの「会計・税務のQ＆A」にて詳しく取り扱っておりますので、ご参考ください。 

売掛金の回収 

□ 年末から年度末にかけての資金繰りを確保するためにも、得意先管理を徹底して売掛金の回収に努める

必要があります。営業に対して売掛金の回収状況などをまとめた資料を提出するなどのサポートを行いま

しょう。 

□ これから年末にかけては特に忙しくなり、思いがけない処理の誤りが生じがちです。日常的な業務も気

を抜かず、スケジュールを立てて事前準備とダブルチェックを加えるなど、ミスが起こりにくい体制を整える

ことが大切です。 

年末の多忙時の対策 
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平成29年分の年末調整における留意事項 

 国税庁が公表している「年末調整のしかた」も更新され、今年もいよいよ年末調整の時期がやっ

てまいりました。今年の主な留意事項をふまえ、実務の注意点を見ていきましょう。 

給与所得控除額の改正       

『  平成29年分 年 末 調 整  』 テーマ 

平成29年分の所得税の計算において、給与収入1,000万円超の場合の給与所得控除（※1）は220万円が上限とされ

ています。 

【※1 給与所得控除とは、例えば、個人事業主が収入から必要経費を差し引いて、所得を算出しますが、給与所得者（サラ

リーマン）には、勤務に伴う必要経費の概算控除として給与収入に応じて、給与所得控除額が定められています。】 

「給与支払事務所等の移転届出書（※2）」について、移転前の所轄税務署長へのみ提出すればよく、移転後の給与支

払事務所等の所在地の所轄税務署長への提出が不要とされました。 

【※2 給与支払事務所等の移転届出書とは、給与等の支払事務を取り扱う事務所を移転した場合に提出する届出書です。】 

復興特別所得税の計算 

平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せ

て源泉徴収して国に納付しなければなりません。 

このため、年末調整において年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めた年税額を算出する必要があります。 

○注意 

復興特別所得税に対応していない給与計算ソフト等の使用は、復興特別所得税の徴収漏れの原因とな

りますので、注意してください。 

 

 

給与支払事務所等の移転届出書に関する改正                             

? 

★ 
★ 

★ 
★ 

★ 
★ 
★ 

★ 

  ○経理のための『ワンポイントアドバイス』 
 

 会社や個人事業者は、毎年、年一回の年末調整をすること

が義務づけられています。年末調整では、1年間（1月～12

月）の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、あらた

めて再計算を行い、所得税の過不足を調整していきます。 

 

 年末調整の手続きでは、年間の所得税を確定させるため

に、あらためて、従業員の家族構成や保険の支払状況などを

確認する必要があります。 

また、多くの個人情報を取り扱うことや、従業員の収入額に

関わる計算を行うので、ミスが許されない業務であるという

ことも特徴となる業務です。 

 

 年末調整は、入念な準備と、十分な余裕をもったスケ

ジュール管理で、慎重に取り組むことをお勧めします。 

平成29年分の扶養控除等申告書か

ら、※一定の帳簿（所轄税務署長への

提出を条件としています）を備えれば

マイナンバーの記載を省略できるよう

になりました。 

 

※一定の帳簿 

次の事項を記載し、保存する必要があ

ります。 

 

イ 扶養控除等申告書に記載されるべ   

  き提出者本人、控除対象配偶者、 

  控除対象扶養親族等の氏名、住所 

  、及びマイナンバー 

ロ 帳簿の作成に当たり提出を受けた    

  申告書の名称 

ハ ロの申告書の提出年月日 
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年末調整における主なポイントは以下の通りです。 
 

1. 年末調整の対象となる人・対象外の人を選別する 

2. 「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の提出および記載事項を確認する 

3. 家族の所得金額を確認してもらう 

4. 必要な書類はもれのないように入手してもらう 

 1.年末調整の対象となる人・対象外の人を選別する 
 以下の要件に該当する人が年末調整の対象者です。 

  1. 「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出している。 

2. 「本年中に支払うことが確定した給与総額（非課税の給与は除く）が2,000万円以下である。 

3. 災害等により給与等に対する源泉所得税の徴収猶予を受けていない。 
 

 以下の要件に該当する人は年末調整の対象外です。 

1. その年の主たる給与収入が2,000万円を超える人 

2. 災害減免法の規定により、その年の給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人 

3. 2ヶ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与支払者に「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を 

   提出している人 

4. 年の途中で退職した人で死亡退職した人に該当しない人 

5. 非居住者（国内に住所、1年以上の居所を有しない人） 

6. 日雇労働者などの源泉徴収税額表の日額表の「丙欄」適用者 

 2.「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の提出および記載内容を確認する 
  「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」は、原則として本年最初に給与の支払を受ける時までに給与の支払者に 

 提出することになっています。従業員から提出してもらったままで、変更があったのに変更されていないと年税額が正しく 

 計算できないので、記載内容に変更がないか確認しておきましょう。 

 3.家族の所得金額を確認してもらう 
  配偶者の場合、控除対象配偶者かどうかは、その年の合計所得金額によって判定されます。 

  年末調整後、扶養親族の所得金額が扶養控除の控除要件の金額を超えると年末調整のやり直しになります。 

 扶養親族の正確な所得金額を各従業員に確認してもらいましょう。 

 4.必要な書類はもれのないように入手してもらう 
  年末調整で各種控除を受けるには書類の添付が必要なものがあります。 

  生命保険・個人年金・地震保険等については、保険会社から送られてくる保険料控除証明書等を「給与所得者の保険料 

 控除申告書」に添付しなければなりません。なお、保険料控除証明書等はコピーではなく入手した現物を添付することになり 

 ます。 

 年末調整では処理できない所得控除・税額控除 

 「雑損控除」・「医療費控除」・「寄附金控除」の3つの項目の控除に加え、初めて適用を受ける住宅ローン控除（初年度の 

住宅借入金等特別控除）は年末調整で所得控除できませんので、確定申告をしましょう。 

  平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別 

 控除の控除額等が改正されました。 

  この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。 

＜制度の概要＞  

◆配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が 

 1,000万円を超える場合には、配偶者控除を受けることができないことと 

 されました。 

◆配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が 

 38万円超123万円以下とされました。   

 年末調整準備のポイント・実務の注意点 
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 当事務所はおかげさまで創立40周年を迎えました。そこで、お客様への感謝を込めて、また、

お客様との信頼・絆をより強いものにしていきたいという思いから、関与先のお客様を招待し

て、10月14日（土）鹿児島サンロイヤルホテルにて、“上川路会計事務所40周年 感謝の集い”

を開催いたしました。お忙しい中、ご出席いただき誠にありがとうございました。 

上川路会計事務所上川路会計事務所4040周年周年  

ー 感謝の集い ーー 感謝の集い ー  
ToTo  thethe  NextNext  StageStage  

～世代交代～ 新しいリーダーのもとに～世代交代～ 新しいリーダーのもとに  

講演会 

株式会社アクティー 

代表取締役 清水 義昭 先生 

 記念講演会には、株式会社アクティー 代表取締役 清水義昭先生を講師にお迎えして、 

『恕～一字で万事の精神～』をテーマにご講演いただきました。当事務所の経営理念でもある

『恕』という言葉について改めて考えさせられる良い機会となりました。 

記念誌 

 40周年を記念して、事務所の歩みをまとめた

『恕』と上川路美恵野所長のこれまでの手記をま

とめた『花の笑う日』の2冊を発行いたしまし

た。 

 『恕』では、事務所の40年の歩みからはじま

り、事務所紹介や事務所職員たちの新しい一面も

垣間見える一冊となっています☆（一社）鹿児島

経営サポートセンターを立ち上げた三社のトップ

会談も掲載しています！ 

 『花の笑う日』は、35周年から40周年を迎える

までの美恵野所長の随筆をまとめたものです。

様々なことがらについて優しく暖かな視点で記さ

れていて、心温まる一冊となっています☆ 
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 職員一同、改めてお客様との絆の大切さを痛感すると共に、当日お集まりいただいたお客様の温かさを

感じることで、より一層邁進していきたいと感じることとなりました。 

 お忙しい中ご出席いただき誠にありがとうございました。そして、これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

来賓祝辞 

参議院議員 

そのだ修光様 

代読：園田希和子様 

鹿児島市長 

森博幸様 

鹿児島信用金庫 

理事長中俣義公様 

乾杯 

鹿児島県商工会連合会 

会長 森義久様 

南九州税理士会 

鹿児島県連合会 

会長 押井啓一様 

万歳三唱 

 事務所を40年間続けることが出来た

ことの感謝の気持ちを地域社会に貢献

することで表したいと思い、日本赤十

字社鹿児島支部に皆様から頂いた会費

とともに寄付を行いました。 

 鹿児島国際大学国際文化部音楽学

科の在学生による弦楽器演奏も行わ

れ、会場の雰囲気をより和やかに

彩ってくださいました☆ 



ご相談は上川路まで ・・ 

上川路会計   検索 

広報委員会 上川路美恵野 伊集院 赤塚 盛喜 福留 坪山 

 11月2日と3日の天文館はおはら祭で賑わいました。2日の

前夜祭には、サプライズゲストで、来年1月から放送される

NHKの大河ドラマ「西郷どん」の原作者・林真理子さんや主演の鈴木亮平さ

ん、使用人役のお笑い芸人・塚地武雅さんが参加して大盛り上がりでした☆

こうして鹿児島のことを知って貰えるのは嬉しいものです☆来年からの大河

ドラマが楽しみですね♪ 

   連絡先：上川路会計事務所  
 

 〒890-0056 鹿児島市下荒田4-1-9     

  Tel 099-252-7070 Fax 099-252-6400 
  E-Mail kamikawaji@tkcnf.or.jp 
         URL http://kamikawaji-kaikei.com/ 

 編集後記 

随想 「「  南極の音南極の音   」」  上川路美恵野 

 
  子の温み抱き寄せてみる夜寒かな   美恵野 

217 号 
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 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！！ 

 田んぼはすっかり刈り入れが終わり、柿の実はたわわに色付いて、秋も深まりました。一年も早いもので

終わりに近づいています。 

 先月は、事務所の40周年記念行事を行いました。改めて皆様に感謝しているところです。今後ともよろし

くお願いします。 

 

 先日、鹿児島市立科学館で行われた南極講演会に行ってきました。南極観測隊の越冬隊に参加した朝日新

聞社の女性記者が「極地から地球が見える」と題して、南極での体験や極地の現状から見えてくる地球の未

来や課題などについて話をしてくださいました。 

 南極観測といえば、私などは犬ぞりに乗って、未知の大陸を探検するというイメージを短絡的に思い浮か

べるのですが、南極観測の意義は地球環境に関する様々な自然現象を通じて地球の過去を知り、未来を予測

するということにあるのだとか。 

 ちなみに、今は環境に与える影響に配慮して外来生物の持ち込みは禁じられており、犬も連れていかない

ため、犬ぞりは使われていないそうです。 

 南極の氷は、数十万年にわたって降り積もった雪が押し固められて出来上がったものなので、過去の大気

に含まれていた物質が氷に閉じ込められています。それを分析することによって地球の過去の環境の変動を

知ることが出来るのだとか。 

 講演会の中で、南極の氷をコップに入れ、水を注いで見せてくださいました。シュワシュワとかすかな炭

酸水のはじけるような音がして小さな泡が湧き出してきました。氷に閉じ込められた空気が氷から解き放た

れているのです。何万年もの時を経た空気を目の前にして地球の歴史に思いを馳せて厳粛な気持ちになりま

した。 

 今も南極では新たな氷が現代の空気を含みつつ出来上がっており、そこには現代の環境の情報が刻み込ま

れています。遠く離れた南極の氷に私たちの暮らしの影響が表れるわけで、地球というのはつながっている

のだということに改めて気付かされました。 

 もう一つ、講演会の中で触れられていたことで印象に残ったのは、南極条約に関することです。南極条約

は、1959年に日本を含む12か国で締結された条約で、南極での領土権の主張や軍事目的の利用を禁じたも

のであり、現在では48か国が加盟しているのだとか。 

 国境のない大陸として、世界中の国が環境などの人類全体、地球全体に係る観測や 

研究を行っているのだそうです。 

 それだけ南極という地が重要だということですが、国同士、民族同士の争いが頻繁に 

起こり悲劇が繰り返されている中、地球上にわずかでもそのような土地があることが 

何となく嬉しく感じられました。 

子どもが興味を持っていため同行して聞いた講演会でしたが、私にとっても普段あまり 

知ることのない分野の話を聞き、自分の小さな世界が果てしない時の流れの一部であり、 

また、地球の環境の一部であるということを思い出すことが 

出来たひと時でした。  

mailto:kamikawaji@tkcnf.or.jp
http://kamikawaji-kaikei.com/

