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ごあいさつ 

平 成 残 照 

で、生き残りをかけてしのぎを削るステージへの挑戦で

す。県民あげての声援で支えてあげたいものです。 

 競泳女子日本のエースで大輪の花と称えられた１８歳の

池江璃花子が、白血病と診断されたと公表して国民に衝撃

を与えました。東京オリンピックの金メダル候補で新記録

を連発していた池江選手の病に、かつて自身も白血病を

患っていた俳優の渡辺謙は、「今の医学を信じ自分の生命

力を信じ焦らずに治療に専念して下さい」とエールを送り

ました。池江選手はツイッターで「神様は乗り越えられな

い試練は与えない」とつぶやいています。まず治療に専念

して完治した元気な池江選手を見たいと願っています。 

 全豪Ｖから２週間、女子テニスでシングルス世界ランキ

ング１位の大坂なおみとコーチのサーシャ・バイン氏は、

ツイッター上で契約解消を公にして激震が走りました。メ

ンタル面を成長させ、世界１位まで引き上げて最優秀コー

チ賞を受賞したバイン氏でした。その後の女子テニスのド

バイ選手権では、初戦敗退しただけに大坂選手の今後に気

がかりを残しました。 

 成長を続ける高校生棋士藤井聡太七段が、棋士全員が参

加する朝日杯オープン戦で２連勝です。決勝は現在絶好調

の渡辺明棋王に一方的な快勝でした。惜しくも順位戦では

昇級は逃しましたが、タイトルは限りなく近づいていま

す。              (平成３１年３月吉日) 
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 桜の開花が３月２７日と発表されて、暖かく雪の降らな

かった平成３１年はもうすぐ終わりです。私どもの会計事

務所は、平成１１年４月に下荒田に移転し、今春で２０周

年を迎えました。２０年過ぎ事務所の周辺は様変わりして

賑わっていて、事務所の前の荒田八幡通りの車の列は、途

切れることはありません。新しい商店街や大病院のある地

域へと発展した与次郎ヶ浜は、人々で溢れています。 

 「新しい元号は、『平成』であります」と『平成』を掲

げた当時の小渕恵三官房長官は、『平成おじさん』と親し

まれ記憶にとどめる有名な１シーンです。残り１ヶ月弱で

『平成』に代わる新たな元号が決定して公表されます。秘

密保持が徹底され選定状況は厚いベールに包まれています

が、新時代の到来を告げる歴史の節目の公表者は管義偉官

房長官が有力視されていて４月１日の瞬間が待たれます。 

 平和を希求し国民とともに歩まれてきた天皇陛下は、在

位３０年に及んだ長い旅路も後２ヵ月余りで幕を閉じま

す。２月２４日の記念式典の『お言葉』で陛下は不戦の内

に過ぎた在位期間を振り返りつつ国民に感謝の念を示され

ました。５月の即位を控え、皇太子様は５９歳の誕生日記

者会見で３０年余り象徴天皇の務めを果たした父の歩みを

踏襲し、発展させる覚悟を語られました。 

 日韓関係の悪化に歯止めがかからないのです。文韓国大

統領は『３・１独立運動』について「親日を清算して正し

い国へ出発」と語りました。元徴用工への賠償問題、韓国

の国会議長の天皇陛下への謝罪要求、竹島、元慰安婦、

レーダー照射問題等続発していて手の打ちようもないあき

らめムードすら漂います。韓国政府は南北関係改善を最優

先し、日本への関心は薄れ解決の糸口さえみえません。 

 鹿児島ユナイテッドＦＣは、小雨降る中７，５００人の

熱気あふれたサポーターに後押しされて、Ｊ２昇格の初戦

を勝負強さを見せ、徳島ヴォルティスを４対３で破りクラ

ブ史に新たな一歩を刻みました。鹿児島ユナイテッドＦＣ

は、チーム発足から６年目にして平成最後を飾る悲願のＪ

２昇格を果たしました。明治維新１５０周年の節目に偉業

を成しとげたイレブンは、実力が拮抗する〝戦国Ｊ２〟 
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１月決算会社申告書提出 

個人の確定申告書提出 

税務カレンダー 
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税金等の納付・ 

  手続きはお早めに！ 

  ４月１日まで 
 ・１月決算法人の確定申告   

 ・７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  

   ４月決算法人  第３四半期分 

   ７月決算法人  第２四半期分  

   １０月決算法人 第１四半期分  
 ・１・４・７・１０月決算法人及び 

  個人事業者（前年１２月分）の３月 

  ごとの期間短縮に係る確定申告 

 ・消費税の年税額が4,800万円超の 
  １２月、１月決算法人を除く法人の 

  １月ごとの中間申告（１１月決算法 

  人は2ヶ月分） ２月１日～３月１５日 

 ・前年分贈与税の申告 

２月１６日～３月１５日 

 ・前年分所得税の確定申告 

４月１日まで 
・個人事業者の前年分の消費税の 

 確定申告 

３月１５日まで 

・個人の青色申告の承認申請 

・前年分所得税の総収入金額報告書の提出 

・個人の申告（道府県民税及び 

  市町村民税・事業税・事業所税） 

・確定申告税額の延納の届出書の提出 

・所得税確定損失申告書の提出 

・国外財産調書の提出 

 ３月１１日まで 
 ・源泉所得税の納付 
 ・住民税の特別徴収税額の納付 



 

おすすめスポット（あこがれの場所・行きたいところ） 

 ：    憧 れ の 場 所 

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～ 

  私はスポーツ観戦に興味があり、その中

でもテニスが好きです。中学時代にソフトテ

ニス部に所属していたこともあり、テレビを

通じて錦織圭選手、大坂なおみ選手を筆頭と

した日本人選手の試合を見ることが多いで

す。テニスの試合の中で私が現地で観戦して

みたい大会は、男子プロテニスのATPワールド

ツアーの年間最終戦ATPファイナルズです。

ATPファイナルズとは、ATPワールドツアーの

年間最終戦です。レース・ランキングなどに

よりシングルス8名、ダブルス8組が選出され

年間王者を決定する大会です。錦織選手も過

去４度出場したことがあります。現在はイギ

リスのロンドンで開催され、第１回は日本で 

 今月の担当：経営支援部 花木 裕哉 

開催された歴史もあります。プロテニスプ

レーヤーの白熱したプレーの数々を現地で観

戦できることを将来の夢として、今年も日本

人選手の活躍に声援を送っていきたいと思い

ます。 
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２０１９年３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！ 

３月決算の準備 

□ 決算の準備にあたって、まずは決算方針を固めておきましょう。黒字見込みの場合は、翌期以降の経営資

源としての内部留保や節税対策等を検討し、赤字の場合は、事業計画の見直しを検討しましょう。 

 また、実地棚卸や現金・売掛債権などの実査、経過勘定や仮勘定の整理等は段取り良く進めておきましょ

う。決算時は業務が増えるため、思わぬミスが発生しがちです。税務調査でのトラブルのもとにもなってし

まうので、事前に準備を進めておきましょう。 

□ 確定申告をして、その申告期限後に計算の誤り等がある場合については、申告をした税額等が実際より

少なかった場合には「修正申告」を、多かった場合には「更生の請求」をして正しい額への訂正を求めること

になります。 

 更生の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。ただし、平成23年12月2日より前

に法定申告期限が到来する所得税については、更生の請求をできる期間が法定申告期限から1年以内となり

ますので、ご注意下さい。 

所得税の修正申告と更生の請求 

□ 売掛金等の債権の回収状況は、日常的に把握しておきたいところです。特に、決算期前には、貸倒損失に

するか否かの判断も必要になりますので、確認しながら完全回収に努めましょう。 

売掛金の確認と回収 

□ 平成31年4月1日から働き方改革関連の改正労働基準法等が順次施行されます。残業時間の上限規制

（中小企業は、2020年4月1日～）、5日間の有給休暇取得の義務化、勤務間インターバル制度の努力義務、産

業医の機能強化、高度プロフェッショナル制度の創設、フレックスタイム制の見直し等改正に応じた対策が求

められます。 

働き方改革関連法のスタート 

O２アリーナ(ロンドン)_ロンドンナビより引用 



『 平成29年度税制改正（案）について 』 
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テーマ  『消費税引上げ後も8％（旧税率）が適用される取引 』 

    2019年10月1日から消費税率が10％に引上げられますが、一定の取引については、引上げ後も現行の 

   8％の税率が適用される経過措置があります。経過措置の適用がある取引を見ていきましょう。 

 2019年10月1日以後に行われる商品や製品（軽減税率対象品目を除く）などの販売、資産の貸付け及びサービスの
提供のうち、経過措置の適用があるものは、必ず経過措置を適用し、従来の8％の税率により消費税額を計算することに

なります。 

引き上げの半年前の2019年3月31日までの契約等で適用されるものの例示 

 ※経過措置の適用がある場合、いつまで8％が適用されるのかをチェックする必要があります。 

（1）3月31日までに契約した工事、製造等の請負契約で10月1日以後に引き渡し等が行われるもの  

（2）指定役務の提供（冠婚葬祭業の互助会など） 

（3）3月31日までに締結した一定のリース契約や不動産賃貸借契約などで10月1日前から引き続いて 

  貸し付けられているもの  

（4）通信販売（一定の要件に該当するもの） 

（5）有料老人ホームの入居一時金  

（6）予約販売に係る書籍等（一定の要件に該当するもの） 

 経過措置として8％の税率が適用される主なもの 

★上記に例示した取引の詳細をご紹介します。 

契約 引渡し 

8％ 

3/31 10/1 

 建設工事や大型機械の製造請負（受注生産）など、完成・引渡しまで

に長期間を要するものについては、次の①と②に該当する場合、経過措

置として8％の税率が適用されます。 

 ① 3月31日までに契約し、 
 ② 10月1日以後に完成・引渡し 

 ただし、マンションや建売住宅の販売は、完成した物件を販売するだけ

なので請負に該当せず、経過措置の適用はありません。 

 （1）請負工事等 

※経過措置の適用にあたっては、契約の相手方

に対して、経過措置の適用を受けた旨を契約書、

請求書等で通知しておく必要があります。 

 ① 3月31日までに契約し、 
 ② 9月30日までに対価の全部又は一部の支払いを受けること 
 ③ 契約に係る役務の提供の額が定められていること 

 ④ 対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと 

 将来の葬儀や結婚式に備えて、毎月一定額を積み立てる冠婚葬祭互助会の契約については、その性質上、葬儀や

結婚式の時期をあらかじめ定めることができないことから、次の場合には実際の冠婚葬祭が10月1日以降であっても、

8％の税率が適用されます。 

 （2）指定役務の提供（冠婚葬祭業に影響） 
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 2019年10月1日をまたいだ期間に適用されるものの例示 

（1）10月以降の旅客運賃、映画館等の入場料金で9月30日までに領収しているもの  

（2）継続供給契約に基づき、10月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道料金、電話料金、 

  灯油で10月1日から10月31日までの間に支払いの義務が確定するもの  

（3）特定新聞（指定発売日が9月30日までで実際の販売が10月1日以後のもの）  

（4）家電リサイクル料（9月30日までに領収し、再商品化して10月1日以降に販売するもの）  

 ① 3月31日までに販売価格等の提示などがあること 
 ② 9月30日までに申込を受けていること 

 新聞、テレビ、チラシ、カタログ、インターネット等による通信販売（通信教育や電子書籍の配信等を含む）は、次の①と

②に該当すれば、10月以後の販売でも8％の税率が適用されます（軽減税率の対象品目を除く）。 

 なお、3月31日までに販売条件を提示していること、及び提示した販売条件に従って商品の販売が行われたことを書類

等で明らかにしておきましょう。 

 （4）通信販売 

 ① 3月31日までの契約で、 
 ② 9月30日までに入居しているもので、 
 ③ 入居期間中のサービス料が一時金で支払われるもので、 

 ④ 一時金の額の変更を求めることができないもの 

 有料老人ホームの終身入居契約については、次の場合、経過措置として8％の税率が適用されます。 

 （5）有料老人ホームの入居一時金 

ただし、次の①から③に該当する場合は、経過措置として8％の税率が適用されます。 

 ① 3月31日までに契約し、 
 ② 9月30日までに貸付けを開始 
 ③ 10月1日以後も継続して貸付けている 

 （3）資産の貸付け（家賃、リースなど） 

（ⅰ） 貸付期間と家賃の額の定めがあること 
（ⅱ） 家賃の額の変更を求めることができないこと 
（ⅲ） 期間中の解約の申し入れができないこと及び期間中の対価の額の合計額が資産の取得費等の 
   90%以上であること 

 ※ 経過措置の適用は、契約の内容が次の(ⅰ)と(ⅱ)、または(ⅰ)と(ⅲ)に該当しなければ受けられません。 

 家賃は、原則として次のようになります。 

 ◆ 9月30日までの家賃 
 （例）9月分の家賃を10月に受領した。 
   ⇒ 8％  

 ◆ 10月1日以後の家賃 
 （例）10月分の家賃を9月に前家賃として受領した。 
   ⇒ 10％  



企業防衛対策のおすすめ 

 関与先様の永続的な発展を願い、「事業保険」の指導、相談を行うために保険会社と＜代理店契約＞ 

＜パートナー契約＞を締結しています。 

日本生命保険相互会社 エヌエヌ生命保険株式会社 

大同生命保険株式会社 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

損保ジャパン日本興亜 

ひまわり生命株式会社 

 日本経済新聞に掲載されました「節税保険」に関する記事についてお問い合わせをいただいてお

りますが、近々当局より正式な発表がある予定ですので、次号以降にて詳細のご説明を致したいと

思います。 

お知らせ 

 終活 ＝ いまをよりよく自分らしく生きること 

 終活、相続、事業承継などの課題は未来を見据えて現在、何をすべきか、どう生きるか、を考えていく

ことが大切です。 

 共通の背景として『少子高齢化、人口減少』があり、様々な統計データでその事実は示されています

が、具体的に想像しにくい部分も多くあります。 

 『未来の年表～人口減少日本でこれから起きること』で河合雅司氏が分かりやすく時系列に沿ってかつ

体系的に示してくれています。自分の将来、事業計画を考える上で参考になるのではないでしょうか。 

 ＜目次より 抜粋＞ 

  第１部 人口減少カレンダー 

   序 2016年、出生数は100万人を切った  
   2017年  「おばあちゃん大国」に変化 
   2018年  国立大学が倒産の危機へ 
   2019年  ＩＴ技術者が不足し始め、技術大国の地位揺らぐ 
   2020年  女性の2人に1人が50歳以上に 
   2021年  介護離職が大量発生する 
   2022年  「ひとり暮らし社会」が本格化する 
   2023年  企業の人件費がピークを迎え、経営を苦しめる 
   2024年  3人に1人が65歳以上の「超・高齢者大国」へ 
   2025年  ついに東京都も人口減少へ 
   2026年  認知症患者が700万人規模に 
   2027年  輸血用血液が不足する 
   2030年  百貨店も銀行も老人ホームも地方から消える 
   2033年  全国の住宅の3戸に1戸が空き家になる 
   2035年  「未婚大国」が誕生する 
   2039年  深刻な火葬場不足に陥る 
   2040年  自治体の半数が消滅の危機に 
   2042年  高齢者人口が約4000万人とピークに 
   2045年  東京都民の3人に1人が高齢者に 
   2050年  世界的な食料争奪戦に巻き込まれる 
   2065年～ 外国人が無人の国土を占拠する 
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１．休眠預金等って、どんな預金のこと？ 

休眠預金等活用法における休眠預金等とは、10年以上、

入出金等のお取引（異動）がない預金等をいいます。2009

年1月1日以降に最後の異動があった預金等が原則として

対象になります。金融機関によっては通帳記帳は、異動に該当しない場合があります。 

普通預金だけでなく、定期預金、貯金、定期積金等も対象

になります。外貨預金、財形貯蓄、マル優口座等は対象外

で、休眠預金等となる預貯金などの額に基準はありません。 

  ２．休眠預金等になるとどうなるの？ 

預金保険機構に移管された後、民間公益活動に活用され

ます。長い間利用されていない預金を社会のために有効活

用する観点から、2018年1月に休眠預金等活用法（※）が

施行されました。 
（※）民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 

なお、預金保険機構に移管され、また民間公益活動に活用

された後も、引き続きお取引のあった金融機関で預貯金等

を引き出すことが可能です。 

 ３．自分の預金が休眠預金等になっているかを 

        知るにはどうすればいいの？ 

通帳・証書や口座番号などの過去のお取引が確認できる書

類をご用意のうえ、お取引のあった金融機関にお問い合わ

せください。 

お取引などの異動が最後にあってから9年以上が経ち、移

管の対象となりうる預貯金等がある場合には、お預けの金融

機関により公告が行われます。各金融機関のウェブサイトを

ご覧ください。 

４．移管された休眠預金等を引き出すにはどうすればいいの？ 

お取引のあった金融機関に、通帳や取引印、本人確認書

類等をお持ちいただければ、引き出すことができます。 

必要となる手続きについては、お取引のあった金融機関に

お問い合わせください。 

移管された休眠預金等の引き出しに期限はなく、いつでも引

き出すことができます。 

コラム 休眠預金等 

■ 日  時  ① 平成31年3月27日（水）10：00～16：30（9：30受付開始） 

    ② 平成31年4月17日（水）10：00～16：30（9：30受付開始） 

       ※12：00～13：00は、お昼休憩となります。 
 
 

■ 会  場  県民交流センター小研修室 第3（東棟4F） 
        鹿児島市山下町14-50 TEL 099-221-6600 
 

■ 会  費  5,000円（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 別紙参加申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸしてください。 

 

■ お問合せ 

  税理士法人 上川路会計 ＴＥＬ 099-252-7070 担当 有島・福田 

★定員：各回（４０名）になり次第締切りとさせていただきます★ 

駐車場（30分150円）は認

証処理を行うことで2時

間無料となりますが、駐

車料金が高額となります

ので、近隣の駐車場をご

利用になるか、公共交通

機関をご利用になること

をおすすめ致します。 

「知っているつもり」「行動しているつもり」を、自信を持って「できる」と言えるように、 

“コミュニケーションとマナー”を重視した研修を行います。 

講師プロフィール 
新潟市生まれ。青山学院女子短期大学教養学科 臨床心理学専攻 卒業。 

東京アナウンスアカデミー アナウンス学園卒業。 

高橋圭三プロダクションに所属時は、タレント・アナウンサーとして活躍。 
 

 

現在、（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 
 

セミナー内容 
 働き方・身だしなみ・挨拶・言葉遣い（発声・話し方・正しい日本語） など 

（株）HALビジネス 
 代表取締役  

 春田 尚子 先生 

開催概要 

接遇セミナーのご案内 
第10回 KSCセミナー 
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新入社員の方 

もう一度接客の基礎確認を 

したい方にオススメ 

参照：金融庁HP 

「休眠預金等活用法Q&A

（預貯金者の方などへ）」 



 ３日“鹿児島マラソン２０１９”が開催されました。今年

は世界一過酷な“サハラマラソン”を走った方も参加されて

いました。テレビのインタビューで完走した人達が自身の走りや意気込みを聞

かれ「目標タイムをきれなかったのが残念」「自分が走っているのをみて誰か

が喜んでくれたら嬉しい」等とコメントしている真っ直ぐで向上心のある姿は

輝いていました☆ 

 編集後記 

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

定 の 方 が い

らっしゃいまし

たら是非ご紹

介ください！！ 

編集委員  上川路美恵野  赤塚  盛喜  福留  清水 

 連絡先：税理士法人 上川路会計  
 

 〒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/ 

上川路会計   検索 

 

 花の便りを片耳に聞きつつ確定申告作業に取り組む3月です。年度末ということで一年間のまとめ、

新年度の計画と慌ただしい時期ですね。 

さて、2月22日の朝、起きてきた小学四年生の息子の第一声は「おはよう、はやぶさ２どうなった？」

でした。宇宙航空研究開発機構（JAXA）の探査機「はやぶさ２」は、鹿児島の種子島を出発して

1500日あまりをかけて3億キロ離れた小惑星「りゅうぐう」へとたどりつきいよいよ着陸に挑んでい

たのです。 

 順調に進んでいて朝の八時くらいに到着予定と聞いたばかりのニュースを伝えると「楽しみだね、頑

張れ～」と地球との交信だけで40分もかかるというはるかかなたにエールを送っていました。 

「あなたも元気にいってらっしゃい。」と息子を学校に送り出して、初代のはやぶさ、今回のはやぶさ

２が、科学史に残る偉業という以上に人の心を揺さぶる理由の一つに思い当りました。 

「行きて戻りし物語」という人々、とりわけ子供が好む物語のパターンがあります。旅、冒険、散歩な

ど「今いる場所」から「不思議、危険、魅力などが満載の非日常の場所」へ行きそこから、また元の場

所に帰ってくるというパターンで、桃太郎などの昔話や不思議の国のアリスなどの児童文学を思い浮か

べてみるとわかりやすいかと思います。 

 「どこかに行って、そこで多くの出会い、経験をして成功も失敗も楽しいことも悲しいこともある。

そして、元の場所に戻ってくる」というパターンに「初代はやぶさ」の物語はぴったりとあてはまって

います。苦難の連続を乗り越えて見事に使命を果たし地球に戻ってきた物語は人々の胸を打ち、その経

験が技術の向上を促して「はやぶさ２」は順調に旅路をたどっています。 

 人は毎日、学校や仕事場などへ出かけ、そしてまた戻ってきます。一見何事もない毎日のようです

が、出かけた先で何かしらの出会いがあり体験があり、その繰り返しの中で成長していくのです。日々

が冒険であるといえます。そんな自分自身や、送り出した家族の姿を「はやぶさ」に重ね合

わせて応援したくなるのかもしれません。 

 『挑戦が力を生み、継続が力を深める』という一文がJAXAのはやぶさ２特設サイトの一面

に記載されています。プロジェクトチームの人々のその心意気が『人類の手が新しい小さな

星に届きました』という成功を語る喜びの声につながっています。 

 春三月は、卒業や異動が多い時期でもあります。新しい世界への旅立ちの時です。 

特に今年は、平成の終わりと新しい時代の幕開けを間近に控えて、今まで続いてきたものが

終わる寂しさと新しい世界への期待が同居していて複雑な心持のこの頃ですが、勇気と好奇

心を持って日々の冒険に挑んでいきたいものですね。  
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  早春の空旅路のひと思う      美恵野 

随想 「「  行きて戻りし物語 行きて戻りし物語   」」  上川路美恵野 

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

