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上川路会計通信
税理士法人 上川路会計
本店 下荒田事務所
〒890-0056
鹿児島市下荒田4-1-9
T e l 099 - 252 - 7070
Fax 099 - 252 - 6400

支店 名山町鹿児島ビル事務所
〒892-0821
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T e l 099 - 223 - 3465
Fax 099 - 223 - 4348

第２３１号
ごあいさつ
代表

上川路

長生

亥年選挙

謹んで新春のお慶びを申し上げます。皆様にとって幸多
い年でありますようにお祈りいたします。昨年１０月１日
より税理士法人として、新体制への歩みが出来た事に感謝
しております。一般参賀が行われた２日、皇居には平成最
多の１５万人以上の参賀者が訪れました。４月末に退位さ
れる天皇陛下への心からの感謝と、平成の次の時代も平和
であるようにと祈る声が多くみられました。
今年の干支は亥（猪）年です。亥年は、様々な物事に一
旦区切りをつけて、次の世代に代がわりが始まる年といわ
れます。猪のように果敢にスタートダッシュして飛躍の年
にしたいものです。一方干支の亥は相場格言では、『亥固
まる』と小幅な値動きにとどまり、『子繁栄』につながる
足場固めの年とされています。来年の東京五輪・パラリン
ピックに向けて、今年は格言通りに足場固めが出来るのか
混迷気味の相場に注目です。
いつものように、４日朝９時に全員で荒田八幡宮に参拝
して一年の安寧を祈りました。そして下荒田の事務所でそ
れぞれの一年の目標や抱負を発表して、今年の仕事は始ま
りました。〝ボーっと生きてんじゃねーよ！〟は、ＮＨＫ
『チコちゃんに叱られる！』の決まり文句ですがチコちゃ
んに一喝されないように生きていきます。
官公庁や企業でも、４日は仕事始めになり式典が開催さ
れ、各種業界のトップは抱負を述べ新年の決意を新たにし
ていました。「日本経済を取り巻く状況が一層厳しさを増
し、一寸先は闇」とした上で、「持続的な成長を確実なも
のとするために柔軟な発想で課題に取り組んで欲しい」と
呼びかけました。一方で、改元や消費税率の引き上げなど
の環境の変化を機に『変革』に挑戦しようとする企業も目
立ちました。
安倍晋三首相は「本年はイノシシのようなスピード感と
しなやかさを兼ね備えながら政権運営にあたりたい」と三
重県伊勢市での年頭記者会見で抱負を語りました。１２年
に１度の〝亥年選挙〟の今年は政権運営の正念場となって
います。春の統一選挙と衆院２補選、夏の参院選と３つの
ハードルを乗り切って憲法改正を目指す構えです。長期政
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権での求心力維持に腐心する首相ですが、政権基盤の安定
を狙った衆参同日選挙も予測されています。
三反園知事は元号が変わる今年を新時代の幕明けとし、
「明治維新を成し遂げた先人のように使命感を持って役割
を果たしてほしい」と力を込めました。森博幸市長は「希
望に満ちた次の時代を切り開くべき、新たな気持ちでチャ
レンジしていきたい」と決意を述べました。
真冬の風物詩、友情の絆のタスキをつなぐスポーツの華
『駅伝』を熱くテレビで観戦することができました。高校
女子駅伝で神村学園は念願の初優勝を飾りました。神村は
序盤から上位争いを演じ、アンカーの勝負に持ち込んでの
圧勝でした。ニューイヤー駅伝では古豪旭化成が３連覇で
す。市田孝・宏兄弟や大六野の活躍で元日から郷里に感動
をもたらしました。箱根駅伝は東海大が初優勝して、常勝
軍団青学大の５連覇をはばみました。原監督が過去最強と
自賛したチームには、いつの間にか慢心から油断が生じて
無念の２位に終わりました。
群雄割拠の将棋界で『平成最後の大勝負』といわれた竜
王戦７番勝負は、新竜王に第７局を制した広瀬章人八段が
つきました。前人未到の通算獲得タイトル１００期を目前
にして敗れた羽生善治永世七冠は、２７年ぶりの無冠にな
りました。羽生前竜王は新たな時代に向けて、巻き返しを
宣言していました。
(平成３１年１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・

１１月決算会社申告書提出

2019年1月
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１月３１日まで
・11月決算法人の確定申告

・消費税の年税額が4,800万円超の10月、

・5月決算法人の中間申告（半期分）

11月決算法人を除く法人・個人事業者

・消費税、地方消費税の中間申告

の1月ごとの中間申告

2月決算法人

第3四半期分

・支払調書の提出

5月決算法人

第2四半期分

・源泉徴収票の交付

8月決算法人

第1四半期分

・固定資産税の償却資産に関する申告

・2・5・8・11月決算法人の3月ごとの

・給与支払報告書の提出

期間短縮に係る確定申告

本年最初に給与の支払を

１月１０日まで
・源泉所得税の納付（年2回納付の特例
適用者は前年7月から12月までの徴収分
を1月21日までに納付）

・住民税の特別徴収税額の納付

受ける日の前日まで
・給与所得者の扶養控除等申告書の提出
1月中の市町村条例で定める日
・個人の道府県民税及び
市町村民税の第4期分の納付
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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！

還付申告（所得税の確定申告）の受付開始
□ 所得税の還付を受けるための確定申告書の提出期間の開始は、1月1日からです。早く申告を行えば、
還付も早く受けられますので、早めに申告を行いましょう。

固定資産税の償却資産に関する申告
□ 今年の1月1日現在所有している償却資産について、1月中に市区町村へ申告します。納付税額は、市区町
村から土地・建物等の固定資産税と一緒に後日通知されます。

給与所得者の扶養控除等申告書の回収と源泉徴収票の交付
□ 本年分の給与所得者の扶養控除等申告書の回収が終わっているか今一度確認しましょう。回収期限は、
本年最初の給与支払日の前日です。個人番号記載に係る本人確認や、必要事項の記載もれがないかどう
かの確認をしましょう。また、昨年の給与に係る源泉徴収票は、年末調整の対象者か否かに限らず全ての給
与受給者に交付しましょう。

各種法定調書の提出
□ 毎年1月は各種法定調書の提出月です。法定調書には源泉徴収票、報酬等の支払調書、給与支払報告書
などがあります。各種調書には税務署や市区町村への提出の要件が定められています。税務署から送付さ
れる説明書等を確認の上、提出しましょう。

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

２

適格請求書保存方式の内容(インボイス制度)

３

10％改正に伴う経過措置について
■日

時

①対象品目

②帳簿や請求書の記載方法
①適格請求書とは

③税額の計算
②適格請求書発行事業者登録制度

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

■会

場

NCサンプラザ

■会

費

無料

■ お申込方法

７階ホール

鹿児島市東千石町2-30

TEL

099-224-6639

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。

?

会計・税務のＱ＆Ａ！

★
★

★

★

テーマ
★

★
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『 平成31年度
税制改正大綱の概要
『 平成29年度税制改正（案）について
』 』

平成31年度税制改正大綱が12月21日に閣議決定されました。制度の見直しや新たな税の創設等の概要を
個人所得課税、資産課税、法人課税、消費課税の項目にしぼりご紹介します。

個人所得課税
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設
個人が住宅の取得等（消費税率が10%である場合の住宅の取得等に限ります）をして平成31年10月1日
から平成32年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の特例が創設されます。この特例により、現行10年である住宅ローン控除の適用
期間が3年延長し、13年となります。

空き家になった家屋等に係る譲渡所得特別控除の特例
森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）の創設
ふるさと納税制度の見直し
子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置

資産課税
個人事業者の事業承継税制の創設等
法人の事業承継税制の個人版である個人事業者の事業承継税制が創設されます。
個人事業者の集中的な事業承継を促すため、後継者が事業用資産を先代から承継した際に課される
贈与税・相続税の負担を大きく軽減する新しい制度です。

ポイント解説！
① 後継者の承継時の現金負担がゼロです！
納税額の全額（100%）が納税猶予されます。

② 多様な事業用資産が対象です！
事業を行うために必要な多様な事業用資産が対象です。
○土地（上限400㎡）・建物（上限800㎡）
○機械・器具備品
○車両・運搬具
○生物（乳牛等、果樹等）
○無形償却資産（特許権等）

③ 相続税だけでなく、贈与税も対象です！
④ 10年間の時限措置です！
平成31年1月1日〜平成40年12月31日の間に行われる相続・贈与が対象です。
〜この制度を活用するための留意点〜
①

経営承継円滑化法に基づく認定が必要です。

②

平成31年度から5年以内にあらかじめ承継計画の提出が必要です。

また、既存の事業用小規模宅地特例との選択制です。

教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
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都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築
地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較して大
都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展する
ため、地方法人課税における新たな偏在是正措置が講じられます。
（1）法人事業税（所得割及び収入割に限る）の税率の改正
（2）特別法人事業税（仮称）の創設
（3）特別法人事業譲与税（仮称）の創設

中堅・中小・小規模事業者の支援
◆ Ｍ＆Ａによる事業承継に取り組む中小企業の支援
法認定を受けた事業承継ファンドの出資を受け、事業承継に取り組む中小企業が中小企業向けの設備投
資関連税制を適用できるようになります。
◆ 災害への事前対策強化のための支援制度を創設
災害への事前対策を強化するため、防災・減災設備を取得した場合、特別償却（20％）を可能とする
「中小企業防災・減災投資促進税制」が創設されます。
◆ 生産性向上に向けた設備投資の支援
特別償却（30％）又は税額控除（7％）を受けられる中小企業投資促進税制及び商業・サービス業・農林
水産業活性化税制の適用期限が2年間延長されます。
また、中小企業等経営強化法による認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資を行った場合、即時
償却又は税額控除（10％）を受けられる中小企業経営強化税制の適用期限が2年間延長されます。併せて、
働き方改革に資する設備も適用対象であることが明確にされます。
◆ 中小企業の経営基盤強化、研究開発の支援
中小企業に適用される軽減税率（法人税を所得800万円まで、19％から15％に軽減）の適用期限が2年間
延長されます。
また、試験研究費の一定割合を税額控除可能とする中小企業技術基盤強化税制の適用期限が2年間延長さ
れます。

イノベーション促進のための研究開発税制の見直し

消費課税
車体課税の見直し
平成31年10月1日以後に新車登録を受けた自家用自動車（登録車）から、小型自動車を中心にすべて
の税率区分において、次の通り自動車税の税率が引き下げられます。

税率区分

1,000cc以下

1,000cc超
1,500cc以下

1,500cc超
2,000cc以下

2,000cc超
2,500cc以下

2,500cc超〜
6,000cc以下

6,000cc超

引下げ幅

▲4,500円

▲4,000円

▲3,500円

▲1,500円

▲1,000円

0

外国人旅行者向けの消費税免税制度の利便性の向上

事業承継対策のすすめ

〜 Part ９ 〜
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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。

〜 家族で話してみましょう、事業承継のこと 〜
ご家族皆様の気持ちを確認
中小企業では、「後継者問題 ＝ 家族の問題」です。
社長様が後継者をどうするか考え、実行に移すのは大変なことです。
後継者問題は家族の問題でもあり、「家族」の視点で話す機会を設けると、
社長様のサポートになり、ご家族の皆様がお互いに安心・納得して事業承継を
迎えることができます。

ご家族で集まったときに話し合ってみましょう。

事業承継の選択肢
〜「事業承継ガイドライン」による分類〜

社長様向け
□ 御勇退時期を考えていらっしゃいますか？
□ 将来は、どんなセカンドライフを望みますか？
□ ご家族と自分のことを考えたとき、会社をどのように
発展させたいですか？
□ どのような事業承継が理想的でしょうか？
□ その理想のためには、どのような準備が必要でしょうか？

社長様のご家族向け

親族内
承継

第三者の
承継
（Ｍ＆Ａ）

社員への
承継

□ 会社を承継する意思はありますか？
□ 意思を社長様やご家族、周囲に伝えていますか？
□ 会社や経営者の方への希望はありますか？
㈱日本Ｍ＆AセンターＨＰ「〜家族で話せる、事業承継ブック〜」より引用・抜粋

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

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

考えてみよう！
これって消費税率 ８％？１０％？

平成31年10月1日から適用される消費税
の軽減税率制度に関するクイズです。答え
は、このページの右下に記載しています。

Q１：栄養ドリンク（医薬部外品）の販売は、軽減税率（8%）の適用対象でしょうか？
Q２：いちご狩りや梨狩りなどのいわゆる味覚狩りの入園料は、軽減税率（8%）の適用対象でしょうか？
A１：適用対象です（8%）。
A２：適用対象ではありません（10%）。

随想

「 PIGGY BANK 」
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あけましておめでとうございます。
やや曇りがちなお元日でしたが、小雨がぱらついた後に美しい虹を見ることが出来、ささやかなことな
がら良い気分の年明けとなりました。
年末年始の伝統的な行事も現代の諸事情を踏まえて様変わりしています。除夜の鐘に騒音の配慮が必要
になったり絵馬用の個人情報保護シールが登場したり、お節料理の製造に外国人労働者が携わったりと変
化の中には社会の課題を考えさせられることも多くあります。
今年、お年玉や初詣のお賽銭に電子マネーが使われるようになったというニュースもありました。
キャッシュレス化は時代の波とはいえ何となく有難味が無いようで味気なく感じるというのが現在の私の
心情です。
貯蓄型浪費型ありお年玉（山田弘子）
預けには来ぬ子となりぬお年玉（鷹羽狩行）
年玉の化けてつまらぬものばかり（中原道夫）
お年玉を「もらう方」から「渡す方」になって久しいですが、お年玉にまつわる俳句をよむと、子供た
ちの姿が目に浮かぶようでほほえましくなります。電子マネーのお年玉が普及したら、こんな光景も変
わってくるのかもしれません。
お年玉を渡す機会は「お金」について子供が学ぶ良い機会でもあります。我が家のお年玉のキャッシュ
レス化は当面無しとはいえ、お金の教育を考えた場合、より金銭感覚のつかみかたの難しい電子マネーと
の付き合い方についても教えていかないといけない時代だな、と改めて思いました。
キャッシュレス化に伴って「貯金箱」も廃れていくかもしれないですが、貯金箱のデザインの定番とい
えば「子豚」です。多産の豚が富の象徴であったことに由来するという説がありますが、豚のデザインの
貯金箱は１４世紀の英国に既にあったとか。意外な由緒正しさに驚きました。ユーモラスな愛らしさとど
れだけ貯まったかな？と重さを確かめてみる楽しみは、キャッシュレスの効率性だけでは切り捨てられな
い魅力だと思います。
「豚」は、家畜化された「猪」であって、中国などでは言葉として豚と猪と明確に区別せず
干支も「豚」と認識されているようです。猪も多産で子供は特有の縞模様でウリ坊と呼ばれて
いますね。年賀状も可愛らしいウリ坊を引き連れたデザインが多かったように思います。
今年の干支は亥年。猪は、古事記にも山の神の化身として登場するように、日本人にとって
身近な自然の象徴でした。猪の素早さ勇猛さから時に災厄となる自然の荒々しい姿、そして多
産という豊かさや富をもたらす姿の両面があります。
環境の変化、技術の変化、国際化など私たちを取り巻く環境の変化は驚くほど激しいもので
すが、多角的な視点で禍福の両面を把握しつつ対応していきたいものですね。今年もよろしく
お願い申し上げます。

透かし見て 振ってみており お年玉 美恵野
（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)のご案内
『 社会福祉法人の税務の基礎知識 』

講師：税理士法人 上川路会計 所長
公認会計士・税理士

上川路 美恵野

《セミナー内容》

１
２
３
■日
■定
■会

時
員
場

■会

費

■ お申込方法

社会福祉法人の法人税
法人税を課される収益事業とは？
法人税申告のポイント
社会福祉法人の消費税
消費税の仕組み
課税・非課税の区分
軽減税率導入に向けて
その他の税
源泉所得税(給与・報酬にかかる税金)
寄付金の課税関係
その他

平成３１年２月１２日（火） １３：３０〜１６：３０（※受付開始１３：００〜）
３０名 (※お申込みはお早めに！)
鹿児島ビル９階大会議室 鹿児島市名山町1-3
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。
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。

社会福祉法人の皆様
にとってあまり馴染みのない
「税務」ですが、適切な組織運
営のため、基礎的な知識を
確認しましょう。
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あけましておめでとうございます。今年の亥年は60年に1度の〝己亥〟で財をもたらし、大きな福が来る縁起のよい
年だそうです。皆様にとって幸せな一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。
本年も皆様の良きパートナーとしてサポートしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

百年の時代を駆ける会計事務所へ

To the next stage 〜お客様と３事務所と共に成長〜
税理士法人上川路会計 ２０１９年の５つのキーワード

初志貫徹 …

初めに思い立った願望や志をくじけずに最後まで貫き通すこと。

脚下照顧 …

足もとに気をつけ自己反省または日常生活の直視を促すこと。

担雪埋井 …

達成不可能と思われることに対して果敢に挑戦すること。

凡事徹底 …

基本的なことが当たり前に出来るようにしっかりと徹底して行うこと。

牛歩前進 …

牛の歩みのようにゆっくりでも一歩一歩確実に前へ前へと進むこと。

新年明けましておめでとうございます。
今年は４月３０日に天皇陛下が譲位され、５月１
日に新天皇が即位されるのに伴って元号が改められる非常に貴重な
一年になります。平成から続く平和で皆様に幸運な時代であること
をお祈りします。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

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、お知り合いに開業予

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

し ゃ い ま した ら是

URL

非ご紹介くださ

〒890-0056

http://kamikawaji-kaikei.com/

上川路会計

編集委員

定の方がいらっ

上川路美恵野

赤塚

検索
盛喜

い！！
福留

小川

