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第２２７号
ごあいさつ
所長

上川路

長生

雑草軍団

今夏は全国各地から、異常気象の報告が続きました。連
続する台風襲来、甚大な被害をもたらした豪雨、頻発する
火山噴火と地震、突然に都市を襲う雹、そして暑かった８
月でした。埼玉県熊谷市では観測史上最高を５年ぶりに更
新する４１．１度に達して、『日本一暑い熊谷市』と記録
されました。全国の２１地点で史上最高記録を更新し、気
象庁は緊急記者会見で連日の猛暑を『命の危険がある暑さ
で、一つの災害と認識している』と警告して、熱中症など
健康管理への十分な配慮を呼びかけました。
東京オリンピックを２年後に控えて、金メダルを目指し
て選手強化は急ピッチで進んでいます。そんな最中、今年
に入ってからスポーツ界では不祥事が次々と露見していま
す。共通するのは、長い期間組織の長に居座った少数の人
物が独裁的な権限を持っていることです。今春、レスリン
グ女子の伊調馨選手がパワハラを受けていたことが発覚、
７月には、日本ボクシング連盟の各地域の役員など３３３
名が連名で、山根明前ボクシング連盟終身会長への権力集
中に反旗を翻して独裁体制に終止符が打たれました。８月
には体操女子の宮川紗江選手が記者会見で「パワハラを受
けた」と告発しました。日本大学アメフト部では、監督の
指示で選手に危険なタックルを実行させた事件があり、前
時代的な大学の権力構造を知らされました。
暗い話題の多かったスポーツ界にキラリと光を放った選
手達がいて未来に希望を与えてくれました。違法カジノ賭
博事件で活動を停止されていたバドミントンの桃田賢斗選
手は、解禁後の８月の世界選手権で日本男子初となる復活
の金メダルを取り名誉回復を果たしました。アジア大会の
女子競泳で、６冠を達成した伸び盛りの高校生池江璃花子
選手には、大会最優秀選手賞（ＭＶＰ）が授与されたので
す。東京オリンピックでの複数の金メダル獲得が有望視さ
れる期待の星の誕生です。
夏の甲子園大会は秋田勢が１０３年ぶりの決勝進出、大
阪桐蔭の春夏連覇など盛り上がりの中、第１００回大会の
幕を閉じました。その秋田勢の金足農業は数少ない公立高
校で、選手全員が地元出身の唯一の農業高校です。強豪相
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手に勝ち進む姿は〝雑草軍団〟と愛されて、〝金足農・吉
田輝星フィーバー〟の余韻が列島を覆いました。作詞家の
阿久悠さんは、『野球のある時代が平和の時代であり、野
球のない時代が戦争の時代であった』と野球に熱中できる
平和の尊さを称えています。
東京医科大の不正入試と女性入試差別問題が、文科省を
巡る汚職事件に端を発して白日のもとに晒されました。公
正・公平であるべき入学試験で、女性であるという理由だ
けで恣意的に減点するのは、憲法や教育基本法に違反する
との指摘も出ています。東京医科大の内部調査委員会の報
告書は、『女性差別。受験生に対する背信行為。悪しき慣
行で大学の自殺行為に近い』と、同大の体質を指弾する内
容となりました。医師免許の資格取得後の就業環境の整備
の見直しなど、女性医師の働きやすい職場づくりが急ぎ求
められています。
安倍晋三首相は８月２６日訪問先の垂水市で９月の党総
裁選への立候補を桜島を背景にして正式に表明しました。
垂水市という地方での立候補表明は、一騎打ちの石破茂元
幹事長に対抗して地方票を意識したものでした。国会議員
票の８割を固めた絶対優勢の安倍首相に対して、地方票頼
みの石破氏は、夏の高校野球選手権では大阪桐蔭に敗れて
も国民的人気で圧倒的に勝る金足農業にあやかって逆転を
狙って必死の戦いに臨んでいます。(平成３０年９月吉日)

弊所は平成30年10月1日をもって税理士法人上川路会計になります。これからもよろしくお願い致します。
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税務カレンダー

税金等の納付・
手続きはお早めに・

７月決算会社申告書提出
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10/2

10/3

10/4

10/5上川路会計 10/6上川路会計

敬老の日

23

24
秋分の日

30

振替休日

10/1

事務所
外部研修

事務所
外部研修

１０月１日まで
・７月決算法人の確定申告
・１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
１０月決算法人

第３四半期分

１月決算法人

第２四半期分

４月決算法人

第１四半期分

９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

・１・４・７・１０月決算法人の３月
ごとの期間短縮に係る確定申告
・年税額4,800万円超の法人・個人
事業者の１月ごとの中間申告
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２０１８年９月の経理・税務チェックリスト
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業務に漏れはありませんか？チェックしてみましょう！

収支計画の見直し
□ ３月決算の会社は、９月で期央になりますので、上期の実績から年度収支計画と進捗状況を検討し、年度
計画達成に向けた取り組みを強化しましょう。予算対比の増減要因を経費ごとに分析することも大切です。
また、在庫状況の確認もしておきましょう。

資金繰り計画の策定
□ 年末、年度末に向けて資金繰り計画を策定します。年末は歳末セールや賞与支給などもありますので、資
金繰りに注意し、早めに検討・対策を行いましょう。また、取引先の売掛金回収の確認も行っておきましょう。

厚生年金保険料率改定と社会保険料定時決定結果の反映
□ 今月分から厚生年金保険料率が引き上げられます。変更後の保険料率は2018年9月分（10月納付分）から
2019年8月分（9月納付分）まで適用されますので、給与から控除間違いのないように注意しましょう。
また、7月に提出された算定基礎届などに基づいて、9月からは新たに定時決定された標準報酬月額を使
用することになります。従業員の給与からの社会保険料控除（翌月控除、当月控除）については各々の取扱
いをご確認ください。

中間決算棚卸の実施
□ 実地棚卸は、一般的に決算期末に実施しますが、3月決算の企業が中間決算で棚卸を行う場合は、9月中
に実施することになります。作業方法等は前もって担当者に指示し、効率よく進められるようにしましょう。

社内イベント等の経理処理
□ 会社支出の社員のレクリエーション費用は、原則「福利厚生費」として処理しますが、金額・使途によっては、
税務調査で問題になる可能性もあります。行事の内容等の資料は保存しておくようにしましょう。

● お知らせ ●
当事務所では10月5日（金）、6日（土）は外部研修の為、参加職員が不在になります。
ご要望がありましたら、担当者にお早めにお伝えください。
何かとご迷惑をお掛けする事と存じますが何卒よろしくお願い申し上げます。

所内ニュース！

♪

♪こ ん に ち は 赤 ち ゃ ん

♪

♪

職員に赤ちゃんが産まれましたのでご紹介します！
職員の嬉しいニュースは、職場の仲間達に元気を与えてくれました☆

き

８月８日に、第一子となる２，９３８ｇの女の子が産まれました。
妊娠が分かってから約９ヵ月、色々な心配事を乗り越えて無事に産ま
れて来てくれた我が子に出会えた瞬間の感動は想像以上のものでした。
それだけに今は我が子の仕草ひとつひとつが愛おしく、日々の小さな
変化を楽しく家族で語り合っています。
親としては未熟な２人ですが、これからは夫婦で協力し合って我が子
の成長を楽しく見守っていきたいと思います。

わ

希和 ちゃん
♪

♪

経営支援部
総 務 部

畠中
畠中

拓郎
由香（旧姓：伊集院）

♪
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会計・税務のＱ＆Ａ！
テーマ 『 消費税の軽減税率制度ってどんな制度？
『 平成29年度税制改正（案）について 〜第２回
』
〜軽減税率の対象品目〜』

★
★

★

★

227 号

★

★ 前回は、消費税の軽減税率制度に関して、この制度の導入背景や実施時期、対象品目
等についての概要を紹介しました。今回は、軽減税率の対象品目について、詳しく見ていきます。
軽減税率の対象品目はどのようなもの？
★飲食料品：食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、一定の一体資産を含みます。
★新
聞：一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する
週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。

食品表示法に規定する食品はどのようなもの？
改正消費税法が規定する飲食料品は、食品表示法第2条第1項に規定する食品（酒税法に規定す
る酒類を除く）として、「全ての飲食物（医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除き、食品
衛生法に規定する添加物を含む。）をいう。」と定義しています。
したがって、飲食料品とは、人の飲用又は食用に供される
① 米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、
海藻類などの水産物
② めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
③ 添加物（食品衛生法に規定するもの）
④ 一体資産のうち、一定の要件を満たすもの
をいい、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類は除かれます。

飲食料品に類似した品目の取扱い
軽減税率の適用

標準税率の適用

（食品表示法に規定する飲食料品に該当する）

（食品表示法における飲食料品には該当しない）

ミネラルウォーター

水道水

かき氷や飲料に用いられる氷

ドライアイスや保冷用の氷

生きた魚介類

生きた牛、豚、鳥等

食用の塩

工業用の塩

食品添加物としての金箔、重曹

食品添加物でない金、重曹

人の食用に供される籾

種籾

コーヒー豆

コーヒー豆の焙煎

おやつや製菓の材料などに用いられるかぼちゃの種など

栽培用として販売される果物の苗木、種子

人も食べられるペットフード
（食品表示法上の飲食料品であるもの）

人が食べることを予定していないペットフード

特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、
美容食品
栄養ドリンク風の清涼飲料水

医薬品、医薬部外品、再生医療等製品
医薬部外品である栄養ドリンク
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酒類に類似した品目の取扱い

227 号

軽減税率の適用

標準税率の適用

（酒税法に規定する酒類に該当しない）

（酒税法に規定する酒類に該当する）

みりん風調味料
（アルコール分が一度未満のもの）

本みりん、料理酒

ノンアルコールビールや甘酒、
日本酒を製造するための米の販売など

ビール、発泡酒

酒類を原料とした菓子であって、その菓子が酒税法
に規定する酒類に該当しないもの

「食品」の原材料となるワイン

どのようなものが「外食」に該当するの？
外食とは、飲食店営業等、食事の提供を行う事業者が、テーブル・椅子等の飲食に用いられる設備がある
場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。外食は、軽減税率の対象外とされています。

軽減税率を適用

標準税率を適用

（「外食」にあたらない事例）

（「外食」にあたる事例）

牛丼屋・ハンバーガー店等のテイクアウト

牛丼屋・ハンバーガー店等での店内飲食

出前や宅配

ケータリングや出張料理

屋台での軽食（その屋台にテーブルや椅子
等の飲食設備がない場合、又は持ち帰りの
場合）
移動販売車で購入した弁当等を公園のベン
チで飲食

フードコートでの飲食

有料老人ホーム等での飲食料品の提供、
学校給食等

社員食堂、学生食堂

ケータリングや出張料理は、出前や宅配と何が違うの？
ケータリングや出張料理は、相手方が指定した場所において、加熱、調理又は給仕等の役務を伴う
飲食料品の提供であって食品の販売ではないため、軽減税率の対象外とされています。
出前や宅配は、相手方が指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであり、食事の提供にはあた
らず、飲食料品の譲渡として、軽減税率の対象とされています。

どのようなものが「一体資産」に該当するの？
一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子のように、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっ
ている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。
一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2／3以上の場合、
全体が軽減税率の対象となります。（それ以外は、全体が標準税率の対象となります。）

次回は、帳簿及び請求書等の記載と保存について紹介します。
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〝秋ナスを食べよう〟

コラム

ナスの旬は夏と秋で、特に〝秋ナス〟はその美味しさから有名
なことわざまであります。和洋中の料理に使える上に焼き物、煮物、漬物となんでも万能に使える
今が旬の〝秋ナス〟に注目してみましょう。
ことわざ 『〝秋ナス〟を嫁に食わすな』の2つの意味

〝秋ナス〟とは？
夏に一度収穫され、秋に再び実ったものを〝秋ナス〟
といいます。

〝秋ナス〟が美味しくなる理由
夏は成長に栄養を使い、晩夏になると成熟して実に栄
養が多く届くようになるといわれています。また、気温
が高い間はエネルギーの多くを呼吸の為に消費してい
るそうです。その為、夏の終わりに気温が下がり始める
と、その分の栄養がたっぷりと実にも回ってくるように
なるのです。

おすすめの保存方法
水分が蒸発しやすく、風に当たると早くしなびてしまうの
で、水分が逃げないよう1個ずつラップに包み冷蔵庫の野
菜室に入れるのがおすすめです(温度が5℃以下になると
身が縮んでしまうので、冷しすぎに注意)。長期保存する場
合は調理をして密閉容器に入れ、冷凍保存しましょう。

職員コラム
〜PART2〜

？
？

「〝秋ナス〟はとても美味し
いので嫁に食べさせるのは
もったいない」という意地悪
な気持ちの解釈。

「ナスは体を冷やす働きがあ
るので、大事な嫁に食べさせ
てはいけない」というお嫁さん
を気遣う優しい気持ちの解釈。

豊富な栄養素
紫色の皮にはナスニンというポリフェノールの一種のアン
トシアン系の色素が含まれており、目の疲労・視力の回復、
コレステロールを下げて動脈硬化や高血圧の予防する
他、ガン予防という効果があるといわれています。皮を残
していいレシピなら、むかずにそのまま調理するのもいい
でしょう。

一緒に調理すると良い食材
・ピーマン…ビタミンＣ（熱に弱いので油で調理すればある
程度防げます）が豊富なのでポリフェノールの抗酸化作用
がアップします。
・生姜…ナスによる冷えを和らげてくれます。

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☆

おすすめスポット（あこがれの場所・行きたいところ）
：
娯
楽
家族の娯楽は映画観賞です。以前はレンタル
ＤＶＤで観ていましたが画面・音量等の違いで
観てみたい作品は映画館で観るようにしまし
た。上映時間は2時間30分程ですが興奮しながら
楽しんでいます。
最近観たのはトムクルーズ主演の前作ミッ
ションインポッシブル／ロングネイションと最
新作のフォールアウトです。観た映画はパンフ
レットを買い映画のストーリーを再確認してい
ます。
ＴＶでの好きな作品は、倉本聰作・田中邦
衛主演「北の国から」32作、アガサクリスティ
作・デビットスウシェ主演「エルキュールポア
ロ」60作はすべて毎月購読で揃えました。一気
に見ようと思うと時間がとれないのでまだ見て

今月の担当：経営支援部

重村

康成

いません。
私の娯楽は落語です。毎年好きな噺家の噺を
聴きに南日本新聞ホールへ行きます。木戸賃は
3,500円です。映画とは違い伝統芸の素晴らしさ
を何時も感じます。噺が終わればＣＤ・手ぬぐ
い・本・写真（噺家と一緒）があり気に入れば
購入します（師匠がサインします）。
名人といわれた噺家は桂文楽師匠・古今亭志
ん生師匠・三遊亭円生師匠が有名です。ＣＤで
聴いてなるほど名人といわれるだけはあると思
います。最近桂文楽師匠のＤＶＤを見つけ即購
入しました。（ＤＶＤがあることが信じられま
せんでした）古今亭志ん生師匠のＤＶＤがあれ
ば購入したいと思います。知っている方は教え
てください。
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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。

事業譲渡・会社譲渡をご検討の方へ
事業譲渡・会社譲渡が増加しています
経 営 者 に と っ て、「事 業 の 継 続」、「社 員 の 雇 用」、
「取引先との関係維持」は重大な関心事です。経営
者として引退する時期を迎えるにあたり、親族や役
員・社員に託すことが難しい場合、事業を「第三者に
託すこと」、すなわち「M&Aによる企業譲渡・事業譲
渡」という方法をとるケースが最近ますます増加し
ています。

では、会社譲渡後の代表者や従業員の処遇等はどうなるのでしょうか？
１ 代表者の処遇
引継ぎが完了した時点でハッピーリタイア。
スムーズな引継ぎのために代表権のない会長や相談役、顧
問といった役職で当面の間(期間は両者の協議による)会社に
とどまり、引継ぎが完了した時に退職するというパターンが多
いようです。
一方で、大手企業の傘下に入った後も代表者の地位にとどま
り、譲受け企業の経営資源を活用することにより成長を加速さ
せている代表者も少なくありません。

２ 連帯保証・担保提供
オーナー社長の個人保証や個人資産
の担保提供は解除。
中堅中小企業においては、オーナー
社長が会社債務について個人保証して
いたり、個人資産を借入金の担保に提
供していることが多く見受けられます
が、解除されるのが一般的です。

３ 従業員の処遇
全員引き継がれ、処遇も当面の間は
従来通りというケースが一般的。
友好的なM&Aにおいては、従業員の
士気を落とさないような形で会社を引
き継ぐことが大事です。したがって、
M&A後すぐに大幅な人員削減をしたり、
給与水準を切り下げたりということは
ほとんどありません。

４ 会社名
譲渡企業の会社名もそのまま継続するケースが一般的。
従業員や取引先が混乱しないために社名を継続する方が有効な場合が多いからです。ただし、譲受け企業
のグループ企業であることを会社名の中に示した方が会社の成長に役立つケースもあります。M&A時の契約
で社名を今後どのようにするのかについて取り決めておけば納得できる方法がとられるでしょう。
まずは当事務所へお気軽にご相談下さい。

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）
上川路Ｍ＆Ａセンター 経営支援部 岩下 正太

随想

「 種を蒔く 」
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大型台風の上陸、その直後の北海道大地震と立て続けの災害に見舞われている９月の始まりです。９月１
日は防災の日。日々の備えを見直し、また、日常を変わりなく送ることのできるありがたさに感謝したいと
ころです。
９月は子供たちにとっては二学期の始まりです。夏休みには子供の宿題につきあって、朝顔やヘチマの観
察をしたのですが、休みの終わりには沢山の種が取れました。このひとつひとつに芽を出し葉を茂らせ、花
をつけ実を稔らせる大いなる力が宿っているのだと思うと、小さな一粒の種が尊く愛おしく感じました。
『種』は、人の心にも宿っていると教えてくれているのが『幸田家のことば 知る知らぬの種をまく
（青木奈緒 著／小学館）』です。
幸田露伴、幸田文…と４代続く作家の家に伝わってきた「ことば」に込められた生き方や心の持ち方を紹
介するものです。
その中で『知る知らぬの種』の一節は特に心に残りました。広く世間で使われていることばではないと思
いますが『人の心の中にはたくさんの種が満ちている。何かのきっかけで芽吹いたならば縁と思って大切に
育てよ』という教えです。
幸田文の記した『崩れ』の中の一節を引用すると『（前略）無意識のうちに祖父母の性格から受け継ぐ種
も、若い日に読んだ書物からもらった種も、あるいはまた人間だれでもの持つ善悪喜怒の種もあり、一木一
草、鳥けものからもらう種もあって心の中は知る知らぬの種が一杯に満ちている、と私は思う。何の種がい
つ芽になるか、どう育つかの筋道は知らないが、ものの種が芽に起き上がる時の力は、土を押し破るほど強
い。』とあります。
今まで全く気にとめたことも無かったことに、ふとしたきっかけで興味がひかれることがあります。この
ことをもっと知りたいと思ったり、教室に通ってみようかなと思ったりと心が動くことが、いわゆる『心の
種の芽吹き』なのでしょう。
ただ、仕事が忙しい、この年から始めても仕方ない、などとせっかくの心の種の芽吹きを自ら枯らしてし
まうことも多々あります。種の生命力を信じて、この芽吹きを大切に育てるつもりで行動に移せるならば人
生の豊かさが変わってくる気がします。
その芽吹きは、心の中に「種」が無ければ生まれてきません。前述の『崩れ』の引用にあ
るように、種の蒔かれ方はそれぞれですが、人と係りや体験が心の種となるのだろうと思い
ます。どの種が芽吹くか、また種のまま終わるかはわからないことですが、たくさんの種が
あればそれだけ芽吹きの可能性も膨らみます。
年齢を重ねると腰も重くなりがちですが、興味の沸いたことにはあまり気負わずに取り組
んでみるのも良いかもしれません。同時に、今の自分にとって煩わしく面倒に思えることで
も、将来何らかの芽吹きをもたらす種蒔きと思えば前向きになれる気がします。
農事においては、春に並んで秋もまた種蒔きの季節です。新たな気持ちで様々なことに
取り組みたいと思っています。

タワシへと変わりしヘチマ夏の果て
先日の台風21号、北海道の震度6強の地震で被災された方々に
心よりお見舞い申し上げます。9月1日は関東大震災に由来する
防災の日 で、防災について考える機会にしようという試みで設定されたようで
す。東日本大震災の被災地･岩手県大槌町に『大きな地震が来たら戻らず高台へ』
という木碑があります。木碑は年月がたつと文字が薄れ、朽ちてしまう為、定期的
な建て替えが必要です。その作業を4年に1度、地域の人達と行う事で震災の記憶を
風化させず、後世の人達を守る事ができるという考えから建てられたとの事でし
た。皆さんも身近な人達と防災について話し合ってみるのはいかがでしょうか。

美恵野

編集後記

連絡先：上川路会計事務所

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

鹿児島市下荒田4-1-9
Tel 099-252-7070 Fax 099-252-6400
E-Mail kamikawaji@tkcnf.or.jp

いに開業予定の

URL

ま したら是非ご

〒890-0056

http://kamikawaji-kaikei.com/

上川路会計

検索

編集委員 上川路美恵野 赤塚 盛喜 福留 坪山 川口 小川

方がいらっしゃい
紹介ください！！

