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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 
 

 〒890-0056         〒892-0821 
 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 百 花 繚 乱 

（ICBM）とみられる機体も含む軍事パレードを行って軍事

力を誇示する一方、平昌冬季五輪参加を契機に南北対話に

熱心な韓国に接近しています。米韓同盟の弱体化を目論ん

でいるとも言われ、五輪が政治的な駆け引きの舞台となっ

てしまいました。平和の祭典としてふさわしい二週間とな

ることを願っています。  
 1月4日膵臓がんで、星野仙一氏の野球人生は突然に終止

符が打たれ70歳の名将の死はあまりにも早過ぎました。マ

ウンドではV9時代の巨人に敢然と立ち向かう〝燃える

男〟、監督になってからは鉄拳制裁をも辞さない〝闘将〟

と言われました。中日、阪神、楽天とリーグ優勝に導いた

監督は選手から慕われる〝情〟の人でもあり、交渉術に長

けた戦略家の〝理〟の人でもあったのです。  

 後継者難で『隠れ倒産』と呼ばれる廃業が増加してい

て、2025年には130万社近い中小企業が廃業の危機に陥る

と報告されています。廃業を余儀なくされている約半数は

黒字といわれます。事業承継にかかる相続税や贈与税の負

担を軽減して、事業承継を容易にすることで世代交代を進

めようと導入したのが事業承継税制の拡充策です。向こう

10年に限り、適用条件を大幅に緩和して『税の猶与から免

除』へと切り替わったのです。これからの10年がバトン

タッチの正念場です。人の寿命は尽きたとしても、企業は

バトンパスをしっかりして長続きさせたいものです。  

                 (平成30年2月吉日）   

 日本列島は記録的な最強寒波に襲われて凍りついた

日々が続きました。インフルエンザが、統計開始の1999

年以降最悪で猛威を振るっていて、A型とB型と2つのウイ

ルスが同時に流行し感染拡大となりました。患者数は鹿

児島は警報レベルの3倍で患者報告数は全国で最多とのこ

とです。お大事にお過ごしください。 

 温泉やスキーなどで人気のある草津白根山が噴火し

て、麓にある草津国際スキー場で1人が死亡、11人が重軽

傷を負いました。危険と隣合わせで暮らす火山列島の現

実があらためて浮き彫りになりました。2014年の御嶽山

では、噴火警報が出ない突然の噴火で58人が犠牲とな

り、政府は火山監視の強化を図ってきたのですが教訓は

生かせなかったのです。鹿児島県内は全国有数の火山地

帯で、桜島、霧島山、口永良部島など噴火警戒レベルの

火山が各地にあります。全国には活火山が111あり、活発

な活動を続ける火山を警戒するのは当然として、休止状

態であっても油断はできないのです。観測態勢の強化や

避難計画の策定に、抜かりなく取り組んでいかなければ

なりません。 

 2月9日に開幕する平昌五輪の269人の日本選手団のス

ローガンは〝百花繚乱〟でした。主将はスピードスケー

ト女子のエース小平奈緒選手がつとめ「大きな花を咲か

せたい」と、決意を表明しました。カヌーではライバル

の選手の飲料に禁止薬物を混入し、故意にドーピング違

反を引き起こす事件がありました。2年後の東京五輪にも

つながる平昌五輪で真剣勝負を繰り広げて、スポーツの

魅力を守り高める絶好のチャンスです。 

 安倍首相は9日の平昌冬季五輪開会式に出席し、文在寅

大統領との会談も予定されています。首相は「北朝鮮の

脅威に対して、日米韓の協力関係は揺るぎないことを世

界に発信する首脳会談にしたい」と述べ、慰安婦問題を

めぐる日韓合意については文政権の発表した新方針に対

して「改めて日本の立場を明確に伝えたい」と着実な履

行を迫る姿勢を強調しています。 

 北朝鮮は開会式の前日である8日、大陸間弾道ミサイル 



１２月決算会社申告書提出 

税務カレンダー 
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確定申告 
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税金等の納付・ 

  手続きはお早めに・ 

平成２９年分所得税の確定申告の相談及び申告書の受付が始まります！準備はお早めに☆ 
 

  ●●  申 告 期 間申 告 期 間  ●●    ２月１６日（金）～３月１５日（木）まで 

       （還付申告は２月１６日以前でも行うことができます） 

２月２８日まで 
 

 ・１２月決算法人の確定申告   
 

 ・６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  

   ３月決算法人  第３四半期分 

   ６月決算法人  第２四半期分  

   ９月決算法人  第１四半期分  

 ２月１３日まで 
 

・源泉所得税の納付     

・住民税の特別徴収税額の納付 

 ・３・６・９・１２月決算法人の３月 

  ごとの期間短縮にかかる消費税等の 

  確定申告 
 

 ・年税額4,800万円超の11月、12月決算 

  法人を除く法人の1月ごとの中間申告 

２月中の市町村条例で定める日 

 ・固定資産税（都市計画税）の 

         第４期分の納付 
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２０１８年２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！ 

 

おすすめスポット（あこがれの場所・行きたいところ） 

    ： 愛しの文房具たち 

このコーナーでは、当事務所職員がひとりずつおすすめ

のスポットや憧れの場所などを紹介していきます。 

お出かけの際の参考にしていただければ幸いです☆ 

職員コラム 
～PART2～ 

私が最も落ち着ける場所、それは文房具コーナー

です。鹿児島では、ロフト、東急ハンズ、オプシア

ミスミ、山形屋などの文房具や雑貨のコーナーが、

私の憩いの場所となっています。 
 

特に毎年１０月頃になりま

すと、各店舗とも翌年の手

帳で溢れかえっており、そ

れこそ何時間もかけて、手

に取って翌年の手帳を選ぶ

のが、私の一番の楽しみと

なっています。 
 

私の文房具マニア歴もかれこれ２０年が経ちま

す。当初は、やはり高額な物に目を奪われがちでし

たが、最近は使いやすいもの、替えの利くものに

段々と落ち着いてきました。 

 今月の担当：経営支援部 浮津 史昭 

□ 3月決算法人は、今月中に決算の仮締めを行い、経営トップの意向を事前に確認しながら、今期の決算

政策について十分に検討しましょう。他部署での必要な作業がある場合には、決算期日までの日程表を作

成して作業のチェック表などと一緒に配付するなど、必要な手続きや作業を明確化しておくと決算業務が

スムーズに進められます。 

3月決算法人の決算準備 

確定申告の受付開始 

□ 平成29年分の所得税・住民税の確定申告の受付期間は、2月16日～3月15日までです。早めに準備し、提

出するようにしましょう。また、所得税を現金で納付する場合は同日が期限となるため、納付手続きを忘れ

ないようにしましょう。振替納付の場合は、振替日は4月20日になります。 

□ 平成26年4月から、2年度分の国民年金保険料を口座振替でまとめて納める「2年前納」が始まっていま

す。6ヶ月及び1年前納に比べて割引額が大きいのが特徴です。申込期限は、毎年2月末日までとなっていま

すので、希望される方は早めに手続きをしましょう。 

国民年金保険料の「2年前納」の手続き 

□ 年度末にかけての資金繰りの見直しを改めて行いましょう。取引先の貸付金や売掛金、立替金などの

仮勘定の精算も資金繰りの見直しと一緒に整理して確認しておきましょう。資金不足が予想される場合に

は、早めの対応が必要です。 

年度末にかけての資金繰りの確認 

□ 4月昇給の事業者は、昇給の情報収集や人事評価等を行います。世間の昇給に関する情報を収集しつ

つ、部門、個別評価や配分の検討を行う等、昇給の準備を始めましょう。 

4月昇給の場合の資料収集等の準備 

最後に私のお勧めの文房具たちを紹介したいと

思います。 

LAMY ラミー シャープペンシル     

サファリ イエロー L118 0.5mm   

トラベラーズノート 

オリーブエディショ

ン  

 まだまだ紹介したい商品はたくさんあるのです

が、またの機会に。 
 

 今年もよろしくお願い致します。 
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『『『      平成平成平成292929年分年分年分   確確確   定定定   申申申   告告告      』』』   テーマ 

? 

★ 
★ 

★ 
★ 

★ 
★ 
★ 

★ 
 慌ただしい年末年始が過ぎ、一息ついたのもつかの間。平成29年分の個人確定申告の時期にな

りました。早めに資料を揃えて、余裕のある申告をしましょう。 

平成29年分確定申告に係る納期限・振替日 

   申告及び納期限     振替日 

所得税及び復興特別所得税 平成30年3月15日（木） 平成30年4月20日（金） 

個人事業者の消費税及び地方消費税 平成30年4月2日（月） 平成30年4月25日（水） 

贈与税 平成30年3月15日（木） － 

（注）納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。また、振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。 

 残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注意ください。 

平成29年分の確定申告の主な留意事項 

 医療費控除の提出書類が簡略化 

★医療費の領収書の提出・提示が不要になります 
 この適用を受ける方は、医療費の領収書に替えて「医療費控除の明細書」の提出が必要となります。医

療費控除の明細書には、「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」などを記載しま

す。通知書（健康組合等が発行する「医療費のお知らせ」など）を添付する場合は、記載を省略すること

ができます。 
 

※医療費の領収書は内容確認のため、税務署から提出を求められる場合もありますので、申告期限から5年間、

ご自宅等で保管してください。 
 

 経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、改正前の医療費の領収書の添付又は提示

による医療費控除の適用ができます。 

 セルフメディケーション税制の創設 

 

（1）制度の概要 
 セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防に一定の取組を行っている方が、平成29年中

に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が、一定のスイッチOTC医薬品（特定一般医薬品など）を

12,000円超えて購入したときに、その超える部分の額（上限88,000円）を総所得金額から差し引く制度です。 
 

（2）手続・必要な書類 
   ①確定申告書  

   ②セルフメディケーション税制の明細書  

   ③健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組を 

    行ったことを明らかにする書類 

    （例：職場で受けた定期健康診断の結果通知表など） 
 経過措置として、平成29年分から平成31年分の確定申告については、明細書ではなく領収書の添付又は提示による 

こともできます。 
 

＜参考資料＞ 弊所の事務所通信209号（発行日：平成29年3月1日）で、『セルフメディケーション税制』について掲載しておりますので、 

      ご参考ください。 

 

※一部の対象医薬品のパッケージ

には、上記の識別マークが掲載さ

れています。 
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国税庁のホームページをチェック！ 
（※国税庁HP＞確定申告特集＞医療費控除による減税額の試算はこちら） 

 

「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」 

は選択適用です。 
 

 国税庁HPにて、医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額等が 

試算できますので、どちらの制度が有利か確認できます。 
 

 

注）計算された減税額等は、あくまでも概算です。実際の減税額等は、 

他の所得及び所得控除の金額等により異なります。 

 住宅の耐久性向上改修工事を行った場合の税額控除の拡充 

 特定の増改築等を行った場合の税額控除の対象となる工事に、一定の耐久性向上改修工事が加わることになりました。 

なお、適用時期は、増改築等をした居住用家屋を平成29年4月1日から平成33年12月31日までの間に、その納税者自身が

居住した場合について適用されます。 

  （1）下記に関する劣化対策工事 

 対象となる工事  ①小屋裏、②外壁、③浴室、脱衣室、④土台、軸組等、⑤床下、⑥基礎、⑦地盤 

  （2）給排水管、給湯管に関する維持管理若しくは更新を容易にするための工事 

 

①特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に 

 係る特例 
 

 

②既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税の特別控除 
 

（※）「一定の耐久性向上改修工事」とは、次に掲げる工事をいいます。 

（注）①②は選択適用となります。また、特別控除の適用を受けるには、さまざまな手続きや一定の要件等がありますので

詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。 

●マイナンバーの導入 

●その他の注意点 

国税庁より漏れの多い事項として 

・ふるさと納税の申告漏れ ・予定納税の記載漏れ ・復興特別所得税の記載漏れ ・添付書類の提出漏れ 

 個人が住宅ローン等を利用して、自己が所有している居住用家屋について特定の増改築等行った場

合に、その特定の増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住

の用に供した年分以後5年間、各年分の所得税額から控除する特例です。 
 

 この特例の適用対象となる工事に、特定の省エネ改修工事と併せて行う「一定の耐久性向

上改修工事」が追加されます。また、税額控除率2％の対象となる住宅借入金等の範囲に、特

定の省エネ改修工事と併せて行う「一定の耐久性向上改修工事」の費用に相当する住宅借

入金等が追加となります。 

 個人が、自己の居住の用に供する家屋について、一定の耐震改修又は省エネ改修工事と併

せて行う「一定の耐久性向上改修工事」を行った場合、標準的な工事費用相当額の10％をそ

の年分の所得税額から控除できます。 

平成28年1月以降は、確定申告にマイナンバーを記載することとなりました。 
確定申告書を提出するときは、 

マイナンバー（12桁）の記載 本人確認書類の提示又は写しの添付 が必要です。 

※本人確認書類の例：マイナンバーカード、運転免許証、公的医療保険の被保険者証 など 
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当事務所は、 Ｍ＆Ａ業務に関して㈱日本Ｍ＆Ａセンターと提携する地域Ｍ＆Ａセンターであり、日本Ｍ＆

Ａ協会の理事会員です。 このコーナーでは、Ｍ＆Ａによる事業承継など事業承継対策についてご紹介

致します。 

※中小企業庁「経営者のための事業承継マニュアル」より一部抜粋 

■事業承継の構成要素 
人（経営） 

・経営権 

・後継者の選定・育成 

・後継者との対話 

・後継者教育 

資 産 
・株式  ・許認可 

・事業用資金（設備・不動産等） 

・資金（運転資金・借入金等） 

知的資産 
・経営理念 ・経営者の信用 

・取引先との人脈 

・従業員の技術、ノウハウ 

・顧客情報 

■事業承継の準備から計画の策定、実行まで5つのステップ 

Ｍ＆Ａ等の実行 

親族内・ 

従業員承継 

STEP3 

事業承継に向けた経営改善 

STEP1 

事業承継に向けた準備 

の必要性の認識 

STEP2 

経営状況・経営課題等

の把握（見える化） 

社外への 

引継ぎ 

STEP4 

事業承継計画策定 

事業承継M&Aのメリット 

― 経営者にとっての事業承継（出口）の4つの手段 ー 

M&Aにより後継者問題を解決するのみではなく、事業意欲旺盛 

な会社との協業により、相互に発展することが可能です。 
引用・抜粋 ㈱日本Ｍ＆AセンターＨＰより 

Ｍ＆Ａシニアエキスパート（31A-31-0028） 

事業承継シニアエキスパート（01AJ-01-0020） 

経営支援部 岩下 

マッチング 

事業承継の実行 

STEP5 

まずは当事務所へお気軽にご相談下さい。 

1.上 場 

厳しい基準をク

リアしなければ

ならず、ハード

ルが高い。 

2.後継者（子供、社員） 

への承継 

「子供が社内にいるが能力

的に継がせられな い」、

「会社株式を譲り受ける資

金を用意できない」などの

理由で困難に。 

3.廃 業 

従業員の雇用と

販売先との取引

に重大な影響を

与える。 

4.M&A 

M&Aによる事業承継を選択

する経営者の方が急増。 

 ・後継者問題を解決 

 ・相互の発展が可能 

 ・社員の雇用は保証 

 ・個人保証や担保提供 

  から解放 

STEP4 STEP5 



第2９回KMCセミナー（医療編）のご案内 

『 医療法人会計基準の基礎知識 』 
 

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 

■ 日  時  平成30年3月19日（月） 

             14：00～16：00 （受付開始 13：30～）      
                  

 

■ 定  員  ３０名（※お申込みはお早めに！） 
 

 

 

■ 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。 
 

 

■ お申込方法 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。 

 

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！ 

医療法人の経営管理セミナー 
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主催 

■ 日  時 ① 平成30年3月28日（水）9：00～17：00 

     ② 平成30年4月19日（木）9：00～17：00 
         ※12：00～13：00は、お昼休憩をお取り致します。 
 

■ 会  場  県民交流センター小研修室 第2 
        鹿児島市山下町14-50 TEL 099-221-6600 
 

■ 会  費  5,000円／人（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。 

       参加申込書は、ホームページからもダウンロード可能です。 

 接遇セミナーのご案内 

開催概要 

相手に好印象を与える 

接客の極意をお教え致します 

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、国家資格キャリアコンサルタント、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、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 

どちらも内容は

同じになります 



 
  寒いねの会話行き交う交差点    美恵野 

随想 「「  冬来たりなば・・・冬来たりなば・・・   」」  上川路美恵野 

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 

 インフルエンザが全国的に大流行になっていますが、鹿児

島県が全国最多という残念なニュースを見て驚きました。当

事務所でも例年にない流行ぶりで、先月は数人がインフルエンザにかかってし

まいました。「隠れインフルエンザ」という言葉も最近はよく耳にします。外

出した時には、念入りな手洗い・うがいを心掛けて流行には乗らないようにし

たいものです。。。 

   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 
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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！！ 

 立春を過ぎましたが寒い日が続いています。今年の冬の寒さはことさらで、何度か雪の報を聞きました。雪が積もると交通に

支障が出たり、子供たちが休校になったりと予定が大幅に狂うので、天気予報と空を眺めて気を揉む羽目になります。 

 しかし、困る困るといいながら、心の片隅にその非日常性自体を楽しみ、どのくらい積もるかな、と大人げなくわくわくする気持

ちも潜んでいて、自分はやはり本当の雪の怖さを知らないからだなとおかしくなります。 

 

 この寒い季節は受験シーズンでもあります。今年のセンター試験では、アニメ「ムーミン」が問題に取り上げられていました。ア

ニメを知らなくても与えられた情報から正答にたどり着くことは出来ますが、試験の緊張のさなかに「ムーミン」のとぼけた姿に

出会った受験生は戸惑ったかもしれないですね。 

私は、中学生の頃、ムーミンは「カバ」ではなく「ムーミントロール」という妖精のような存在であるという事を知り驚きました。 

フィンランドの作家、トーベ・ヤンソンによるムーミンの原作は、彗星の衝突による世界の終わりにおびえたり、洪水で家が流さ

れたりと暗い話も多く、挿絵もどこか不気味でした。アニメの愛らしいイメージからかけ離れていたこともあってあまり馴染めず、

それきりになっていました。 

今回話題になったことをきっかけに数十年ぶりに本を手に取りました。ヤンソンの戦争体験が投影されているともいわれる暗

い陰も含めて大人の目には魅力的で、改めて何十年も愛されてきた物語の底力を感じました。 

中でも「ムーミン谷の冬（講談社文庫）」が、今の季節にはよくあっています。 

本来冬眠しているはずのムーミンが冬の最中に目を覚ましてしまい、家族にも友人にも頼れず一人で厳しい冬と向き合い、

今まで出会ったことの無い冬の生き物たちと時に衝突し時に協力して春を迎えるまでを描いています。 

全てのものに等しく死をもたらす無慈悲で美しい氷姫、昼でも真暗で二度とお日様が現れないのではないかという恐怖、空

にたゆたう幻のようなオーロラ、再び現れる太陽を迎えるための大きな篝火、春の訪れとともに海の厚くはった氷が溶けて鳴り

響く轟音…。 

 フィンランドの冬から春への移ろいが鮮やかです。そして、甘えん坊で少し頼りなかったムーミンが、「冬」を体験することで成

長します。春になって、芽を出したクロッカスが寒くないように覆いをしてあげようという友人の提案に 

『いや、そんなことだめさ、自分の力でのびさせてやるのがいいんだよ。この芽もすこしは苦しいことに 

あう方がしっかりするとぼくは思うな』と答えられるようになります。頑張るムーミンに我が子たちの 

姿を重ねて応援したくなりました。 

 いちばん長い夜は、明日から短くなっていく境目の日でもあります。寒い日々も厳しい状況も 

そう信じて強く乗り切って行きたいですね。 

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

