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第２３０号
ごあいさつ
代表

上川路

長生

平成明星

今年は冬将軍の到来が遅く北の国からの大雪の便りが今
までなく、暖冬となるのでしょうか。先日北陸の老舗旅館
での親睦会の帰りに、金沢の兼六園を訪ねました。紅葉に
彩られた名勝の初冬の景色の華やかさに圧倒されるばかり
でした。小雨の中の一瞬の晴れ間に観た金沢城の深い堀と
石垣に、加賀藩百万石の往時の権勢を偲ぶことが出来まし
た。平成最後の年の暮、記憶に残る旅となりました。
強力なリーダーシップで日産自動車をＶ字回復させたカ
リスマ経営者カルロス・ゴーン氏の逮捕に、世界に衝撃が
走りました。日産自動車の代表取締役会長のゴーン容疑者
が、自らの報酬を約５０億円少なく有価証券報告書に記載
した疑いがあるとして、東京地検特捜部は金融商品取引法
違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑いで逮捕し発表しま
した。実力者として永年君臨してきた弊害が、不正を生ん
だといえます。
日産は昨年末、車の品質検査に関わる不正等が相次いで
発覚していて企業統治の強化を急ぐ中で、さらなる信頼失
墜となりました。ゴーン容疑者がトップとして束ねていた
ルノー・日産自動車・三菱自動車の３社の提携関係の行方
にも不透明感が漂っています。ゴーン容疑者は「不正はな
い」と全面対決の構えですがコストカッターとして従業員
には「全員で痛みを分かち合おう」と訴えていたゴーン容
疑者の強欲ぶりに経営の功績で築き上げた世界的名声は完
全に地に墜ちました。
２０２５年の国際博覧会(万博)が大阪で開催されること
が決定しました。１９７０年の大阪万博では国中が沸き返
り、６，４００万人も来場して高度成長時代を象徴する歴
史的なイベントとなりました。今回は高度成長から人口減
少と高齢化へ日本の状況が大きく変わる中での開催です。
前回も東京五輪後の開催で共通していますが、実りの多い
祭典のための万全な準備をして開催したいものです。
安倍首相とプーチン・ロシア大統領との会談の中で北方
領土２島、歯舞群島と色丹島の先行返還への方針で話が進
行しているといわれます。２島を日本へ引渡すと明記され
たのは６０数年前で、ロシアの実効支配の進んだ中での変
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還がどれだけ困難な事かは、よく分かることです。２島だ
けでも戻ってくる話があるのであれば、現実的な判断が必
要な時といえます。最強のトップ２人が現役の今でなけれ
ば、永遠に機会が失われるといえます。
大相撲九州場所は、小結貴景勝が初優勝を飾りました。
秋場所後に師匠の貴乃花親方が突然退職、部屋を移籍した
環境の変化にも動じずに賜杯を手にしました。白鵬不在の
場所の優勝なだけに『白鵬の壁』を破れるのか来場所が楽
しみです。横綱稀勢の里は８場所連続休場明けの秋場所で
１０勝を挙げ、復活へ期待を繋ぎましたが、一転初日から
４連敗して休場です。横綱審議委員会は、来年１月の初場
所に進退をかけて出場するよう厳しい最後通告『激励』を
決議し、奮起を促しました。
鹿児島ユナイテッドＦＣのＪ２昇格が決まり、今年は県
サッカー界の維新元年となりました。Ｊ２昇格を決めた最
終戦では１万人を越えるファンが歴史が変わる瞬間を見守
りました。スタジアム建設が喫緊のテーマとなっていて、
県民で知恵を出し取り組まなければなりません。
米大リーグの今季の年間最優秀新人選手にアメリカン・
リーグから、投打の『二刀流』で活躍したエンゼルスの大
谷翔平選手が選ばれました。新人王は世界一の選手を目指
す大谷選手にとってはほんの通過点です。平成から新元号
へ続く〝明星〟として、燦然と光輝いて欲しいものです。
（平成３０年１２月吉日）
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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・

１０月決算会社申告書提出
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1/1

1/2

1/3

1/4 仕事始め 1/5

天皇誕生日

30

上川路
仕事納め

振替休日

31

正月休み

１月４日まで

１２月１０日まで

・１０月決算法人の確定申告
・４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
１月決算法人

第３四半期分

４月決算法人

第２四半期分

７月決算法人

第１四半期分

・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９月、１０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（８月決算法人は２ヶ月分）

・源泉所得税の納付
・住民税の特別徴収税額・納期の
特例を受けている者の住民税の特別
徴収額（当年6月〜11月分）の納付

■ 本年最後の給与の支払を受ける日の前日まで
・給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の
配偶者控除等申告書、住宅借入金等特別控除申
告書の提出
■ 本年最後の給与の支払をする時
・給与所得の年末調整
■ １２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３期分の納付
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２０１８年１２月の経理・税務チェックリスト

230 号

業務に漏れはありませんか？チェックしてみましょう！

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。また、今年はこれまでと様式が変わっていますので注意しましょう。

年末賞与の支払準備
□ 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。

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。

年末の多忙時の対策
□ 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。

職員コラム
〜PART2〜

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）
：
肥 薩 お れ ん じ 鉄 道
私のおすすめスポットは、映画「ＲＡＩＬ
ＷＡＹＳかぞくいろ」でも注目をあびている
肥薩おれんじ鉄道です。九州新幹線開業に伴
いＪＲから経営移管された第三セクター方式
で運営する川内駅と八代駅を結ぶ鉄道です。
地域住民の移動手段だけでなく、「くまモ
ンラッピング列車」や「観光列車おれんじ食
堂」も走っており、何度もテレビ等で放映さ
れ観光と集客に努力しているようです。
また沿線には日奈久・湯の児・川内高城な
どの温泉地も多く、水戸岡鋭治氏デザインの
おしゃれな阿久根駅舎、映画の撮影も行われ
た大川駅近くの霧島神社など、ちょっとした
観光地もあります。

今月の担当：経営支援部

南條

靖弘

私も久しぶりに列車に乗る機会があり、阿
久根牛ノ浜駅から薩摩高城駅までの車窓の景
色を眺めていましたが東シナ海に沈む夕日は
絶景です。いつもは車を運転して通り過ぎる
のですが、列車に揺られてのんびりと過ごす
のもいいものです。
映画のロケ地を探索しながら、おれんじ鉄
道の旅を楽しんではいかがでしょうか。

©肥薩おれんじ鉄道ホームページ

?
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会計・税務のＱ＆Ａ！
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消費税の軽減税率制度ってどんな制度？〜第4回

『

平成29年度税制改正（案）について
〜区分記載請求書等保存方式〜』

』

平成31年（2019年）10月1日から税率が引き上げられ、軽減税率の導入により複数税率制度へと移行し、
平成35年（2023年）10月1日からインボイス制度が導入されます。
インボイス制度導入までの平成31年10月1日から、平成35年9月30日までの4年間は、複数税率に対応する
ための簡素な方法として、「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。

平成31年10月からは「区分記載請求書等保存方式」に！
軽減税率の対象品目の売上げや仕入れ（経費）がある事業者の方は、平成31年10月から、帳簿や請求書等へ
の記載事項が追加されます。区分経理に対応した帳簿の作成や税率ごとの区分を追加した区分記載請求書等の
発行をすることになります。
また、課税事業者の方は、仕入税額控除の適用を受けるために、区分経理に対応した帳簿及び区分請求書等
の保存が必要となります（区分記載請求書等保存方式）。
区分記載請求書等保存方式の導入により、帳簿や請求書等にどのような事項を追加記載する必要があるのか、
現行制度の「請求書等保存方式」と比較してみていきます。

「請求書等保存方式」と「区分記載請求書等保存方式」の比較
方式
【 請求書等保存方式 】
（現行制度）
平成31年9月30日まで

帳簿への記載事項

① 課税仕入れの相手方の氏名
又は名称
② 取引年月日
③ 取引の内容
④ 対価の額

請求書等への記載事項

①
②
③
④
⑤

請求書発行者の氏名又は名称
取引年月日
取引の内容
対価の額
請求書受領者の氏名又は名称 ※２

【 区分記載請求書等保存方式 】 （上記に加え）
（上記に加え）※３
平成31年10月1日から ※１
⑤ 軽減税率の対象品目である旨 ⑥ 軽減税率の対象品目である旨
平成35年9月30日まで
⑦ 税率ごとに合計した税込対価の額
※１ ３万円未満の少額な取引や自動販売機からの購入など請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない
理由があるときは、現行どおり、必要な事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の要件を満たす。
※２ 小売業、飲食店業等不特定多数の者と取引する事業者が交付する請求書等には⑤請求書受領者の氏名又は名称
の記載は省略できる。
※３ 仕入先から交付された請求書等に⑥軽減税率の対象品目である旨や⑦税率ごとに合計した税込対価の額の記載
がないときは、これらの項目に限って、交付を受けた事業者自らがその取引の事実に基づき追記することができる。

免税事業者の方に留意していただきたい事項
免税事業者の方であっても、課税事業者の方に軽減税率の適用となる商品を販売する場合、取引の相手方である
課税事業者の方から区分記載請求書等の発行を求められる場合があります。
売上げ

仕入れ

区分記載
請求書等

免税事業者

課税事業者
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区分記載請求書等と帳簿の記載例
区分記載請求書等の作成方法は、３つあります。
（イ）軽減税率の対象に記号をつける方法
（ロ）同一の請求書の中で税率ごとに商品を区分する方法
（ハ）税率ごとに請求書を分ける方法
ここでは、（イ）軽減税率の対象に記号をつける方法を用いた区分記載請求書等と帳簿の記載例をご紹
介します。

売り手が発行する請求書
① 軽減税率の対象品目である旨を「※」や「☆」等の記号を用いて記載します。(図では※を使用)
② ①で用いた記号が軽減税率の対象品目を示すことを明らかにします。
③ 税率（１０％、８％）ごとに合計した税込対価の額を記載します。

売り手

買い手

帳簿への取引内容の記載
① 軽減税率の対象品目である旨を「※」や「☆」等の記号を用いて記載します。(図では※を使用)
② ①で用いた記号が軽減税率の対象品目を示すことを明らかにします。

区分記載請求書等保存方式のまとめ
① 区分経理をする必要があります。
② 区分記載請求書等保存方式の適用期間は、平成31年10月1日から平成35年9月30日までの4年間です。
③ 帳簿・請求書等への記載事項について、現行制度に次の項目をそれぞれ追加します。
→帳簿は1項目（軽減税率の対象品目である旨）
→請求書等は2項目（軽減税率の対象品目である旨、税率ごとに合計した税込対価の額）
④ 新たに追加された上記の2項目の記載がない区分記載請求書等を受領した場合は、これらの項目に限り、そ
の取引の事実に基づいて追記することができます。
⑤ 請求書の作成方法は、（イ）軽減税率の対象に記号をつける方法、（ロ）同一の請求書の中で税率ごとに商品
を区分する方法、（ハ）税率ごとに請求書を分ける方法の3つがあります。
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お客様情報

福山黒酢
福山黒酢 株式会社
株式会社

H30.10.17オープン
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黒酢本舗桷志田なんばスカイオ
去る10月17日、南海電鉄の難波駅に隣接するな
んばスカイオビル6階に 黒酢本舗桷志田なんばス
カイオ をオープン致しました。
鹿児島県福山町の杜氏手造り長期熟成黒酢、
自家製の有機野菜をふんだんに使用したこだわりの
黒酢料理をご提供し、ショップコーナーでは専門ス
タッフが黒酢商品について丁寧にご説明致します。
ディナーにおいては黒酢の醸造技術を応用し、自
社工場で醸造したオリジナルビールをお楽しみいただ
き世界最古のワイン産地、ジョージア（グルジア）から
直輸入した厳選ワインをお楽しみ頂けます。
霧島市福山町の黒酢の郷桷志田本店同様皆様のご愛顧をお願い申し上げます。
営業時間10：00〜21：00
物
販10：00〜21：00
飲食ランチ11：00〜14：00(ラスト13：30)
ディナー17：00〜21：00(ラスト20：30)
なんば店へのお問い合せ

黒酢本舗桷志田なんばスカイオ
〒542-0076 大阪市中央区難波5丁目1-60なんばスカイオ6F

TEL 06-6585-9624

「食す・知る・健康・繋がる」

https://kurozurestaurant.com/nambaskyo

主催

平成３１年度消費税改正セミナーのご案内
『 平成３１年度消費税改正研修 』
講師：鹿児島税務署 法人課税第一部門

坂本 明広 氏

主なセミナー内容
１ 軽減税率制度の内容
①対象品目 ②帳簿や請求書の記載方法 ③税額の計算
２ 適格請求書保存方式の内容(インボイス制度)
①適格請求書とは ②適格請求書発行事業者登録制度
３ 10％改正に伴う経過措置について
■日

時

平成３１年１月２５日（金）１５：００〜１７：００
（※受付開始１４：３０〜）

■会
場
■会
費
■ お申込方法

NCサンプラザ ７階ホール 鹿児島市東千石町2-30
TEL 099-224-6639
無料
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。

（有）上川路マネジメントセンター主催

第３１回ＫＭＣセミナー(社福編)開催決定
『 社会福祉法人の税務 』

■日

時

平成３１年２月１２日（火）
１３：３０〜１６：３０（※受付開始１３：００〜）

※詳細が決定次第、当事務所通信やホームページで御案内いたします。

事業承継対策のすすめ 〜 Part ８ 〜 医療・介護業界M&Aの注意点
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税理士法人 上川路会計は、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
の理事会員事務所です。このコーナーでは、事業承継対策の一つであるM&Aによる承継対策を主にご紹介いたします。

医療・介護業界M&Aは正しい知識と豊富なノウハウを持つ専門家に相談を
医療法の規制や行政の許認可の伴う医療・介護業界のM&Aには、高度な専門知識やノウハウが必要です。
M&Aを検討するにあたって、理事長・院長・オーナーにぜひ注意してほしいポイントをまとめました。

秘密保持の徹底
情報漏洩リスクは最小限に抑えるべきものです。仮に秘密保持の意識が低いことが要因となり、従業員や取引先
などにその情報が漏れることで結果的に自己の利益も失う結果となってしまうことを十分に留意する必要がありま
す。M&A専門コンサルト（※M&Aシニアエキスパート養成・認定制度を受けたコンサルタント）への相談を強くお勧め
いたします。

不動産を考慮した適正価格の把握
病院・クリニックの不動産は極めて流動性が低
く、老朽化の進んだ土地建物である場合は、買い
手側に今後の改修コストも考慮した上での価格を
提示される場合もあります。譲渡価格の交渉前
に、適正価格を認識しておくことが重要です。

行政手続きのスケジュールの把握
医療・介護事業は行政庁の許認可事業です。M&Aを検討する際に
は、当然のことながら行政庁との事前の打ち合わせや説明が必要不可
欠となります。医療・介護事業の運営を問題なく進めるためにも、行政
手続きやスケジュールに細かく気を付ける必要があります。

（※）M&Aシニアエキスパート養成・認定制度について
本制度は、（一社）金融財政事情研究会と（株）日本M&Aセンターによる事業承継を切り口としたM&Aの実践的エキ
スパート養成・認定制度です。
日本経済の成長を支えている中小・零細企業において現在多くの企業が世代交代の時期を迎えています。中小企
業経営承継円滑化法や事業承継ガイドラインが制定されてきたとおり、中小・零細企業の事業承継対策は今、非常に
重要な課題です。
こうした社会状況に鑑み、中小・零細企業の適切、円滑な事業承継ビジネスマッチングを支援する人材、とりわけ事
業承継の重要な選択肢のひとつであるM&Aに精通した資格であり、中小・零細企業の経営安定・持続的成長、経営
者・従業員の生活基盤の安定、ひいては日本経済の持続的発展・成長に資することを目的とした資格制度です。
引用・抜粋 ㈱日本Ｍ＆AセンターＨＰより

まずは当法人へお気軽にご相談下さい。
『当法人は、現在M&Aシニアエキスパート有資格者が5名在籍しています。』

上川路Ｍ＆Ａセンター
Ｍ＆Ａｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄ
事業承継ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄ
岩下 正太

随想

「 愛の鞭？？？ 」
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上川路美恵野

急激な冬将軍の到来にも負けず、子供達は吐く息の白さを競い合いながら登校していきます。大人には外出が億劫にな
るほどの寒さですが、師走ともなれば悠長なことも言っていられませんね。
先月末に東京都が子供への虐待防止を目指す条例の骨子案を公表しました。その中で保護者による体罰の禁止を明
記して話題になっていました。今年、5歳の子が虐待の末に死亡した痛ましい事件を受けて、従来よりも積極的に虐待防止に
努める趣旨のようです。
「しつけ」のための過度にならない体罰、たとえばお尻や手の甲を数回たたくなどは、今まで概ね許容されてきたように思い
ます。「ダメな事は理屈抜きでダメと教えるべき」という意見も賛同する人は多いでしょう。
私自身、体罰の絶対禁止については、どちらかというと懐疑的だったのですが、社会問題であるいじめやパワハラなどが
「力」で相手を従えようとする構造は、家庭での「力」による支配に根差していると指摘されると、やはり根本的なところを見直
さなければいけないのかな、とも思っています。
『Never Violence！（暴力は 絶対だめ）』というタイトルの講演があります。『長靴下のピッピ』などの児童文学で知ら
れるアストリッド・リンドグレーンが1978年にドイツ書店協会平和賞の授賞式で行ったスピーチで、子供のしつけに暴力（体
罰）はいらない、と訴えたものです。スピーチの中でリンドグレーンは、戦争の脅威に触れ『人類が何千年にもわたって戦争をし
てきたということは絶えず暴力に訴えてきたということですから、わたくしたち人間の本質に何か設計ミスがあるのではないかと
自分自身に問うべきではないでしょうか？』と問題提起しています。そして、体罰（暴力）を受けて育った子が物事の解決策と
して暴力を選択しがちなのではないかと述べ、その連鎖を断ち切るために子供達に対して『物事を解決するには暴力以外の
別の方法があることをまずは自分の家庭で、お手本として示さなくてはならないのです』としています。
リンドグレーンの母国スウェーデンでは、1979年に子どもへの体罰と屈辱的な扱いの禁止が親子法によって規定されまし
た。
『子どもに対する暴力の無い社会を目指して 体罰を廃止したスウェーデン35年のあゆみ』というスウェーデン政府の冊
子の中で『叩かれた子どもは叩くことを学び、愛された子どもは愛することを学ぶ』として体罰禁止を国の方針として進めていく
中で『暴力と虐待の無い育児に必要な環境を整備することは、政府の責任です。また、親が子供のよき手本にな
れるだけの気力と時間をもてるよう、必要な支援と手助けを提供することもやはり政府の責任です』としています。
親の心身の余裕の無さが子供への八つ当たり的な体罰に結びつくことも踏まえて社会全体の課題としていると
ころなどは、日本ではこの種の領域が個人（家庭）の問題として片付けられがちなことを考えると見習うべきでは
ないかと思っています。
年末年始は、家族で過ごす機会が多くあります。普段、仕事に気を取られてしまいがちな自分を反省し、子供
達との接し方や教育についても考える機会としたいものです。
今年1年お世話になりました。来年が良い年でありますようにお祈り申し上げます。
≪本のご紹介≫
「暴力は絶対だめ！」アストリッド・リンドグレーン著 岩波書店

朝の道椿の花を数え行く

今年もあっという間に12月になりました。 西日本豪雨 、 北海
道胆振(いぶり)東部地震 、 災害級の暑さ 、夏から猛威をふるう
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ 、 ｽﾎﾟｰﾂ界のﾊﾟﾜﾊﾗ問題 、 あおり運転 等の災害や自分の気持ちを優先
しすぎてしまい、相手の事まで考える事ができなかった人達が起こした悲しい事件がたく
さんありました。それでも山口県で起きた行方不明の2歳児を68時間ぶりに無事に発見し
た ｽｰﾊﾟｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 尾畠さん(当時78才)の様な存在には勇気をもらいました。来年は悲し
く辛い事件ではなく、自分にも大切な周りの人達にも幸せで優しくなれるような事件がた
くさん起こる事を心より祈っております。今年も一年ありがとうございました☆

美恵野

編集後記

連絡先：税理士法人 上川路会計

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（税）上川路会計に
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！！

