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祝 初 戴 冠 

ごあいさつ 

 代表 

 上川路 長生 

 現職、元職を含め戦後最多の7人が立候補した鹿児島県

知事選で、新人の塩田康一氏が初当選しました。就任式で

は、職員を前に「県民の声が反映される県政、県民の目線

に立った行政を実現したい」と抱負を述べました。当面の

対応は、7月になって急激に感染拡大が続く新型コロナウ

イルス対策が中心になると語りました。県民の多くは、経

産省出身で地方創生にも携わった知事に、経済再生へ期待

を寄せていました。 

 コロナの感染拡大に歯止めがかかりません。1日現在世

界全体で感染者が1700万人を超え死者は約68万人に上りま

した。感染拡大は早まっていて、延期された東京五輪の開

催に影響を与えかねない情勢です。日本では東京都で1日

当たりの感染者数が連日200人を超え大阪府、愛知県、福

岡県などでも急増しています。6月末で11人と感染者の少

なかった鹿児島県が、7月2日に判明したショーパブのクラ

スターの発生で2次、3次感染者が各地で急増、7月末で250

人を越えました。いつ当事者になるか県民の不安は高まっ

ています。 

 政府の観光支援事業『Go To トラベル』キャンペーンが

7月22日より東京を除いて始まりました。国内観光を急い

で回復させないと業者の倒産が急増するという切迫した状

況がありました。東京で一日の感染者が過去最多になり、

流行の第2波が訪れつつあるとして警戒を強めている最中

のGoToトラベルとなりました。早すぎるのではないかとの

世論調査の結果は、8割に達していて感染拡大防止と社会

経済活動をどう両立させるのか、改めて課題の重さと難し

さを知ることになりました。 

 コロナの感染拡大で延期された東京五輪は、7月23日で

開幕まで1年となりました。世論がさらに延期・中止に傾

く中で、大会組織委員会を中心に実現に向けて必死の模索

が、続いています。白血病からの復帰を目指す競泳の池江

璃花子さんが、メインスタジアムの国立競技場で、聖火が

入ったランタンを手にして、世界にメッセージを発信しま

した。「逆境からはい上がっていく時には、希望の力が必

要です。1年後の今日、この場所で希望の炎が輝いていま 

すように。一日も早く平和な日常が戻ってきますように」

と、世界に向けて訴えました。 

 コロナで緊張を強いられる中、嬉しいニュースがとどき

ました。「すごい人が出てきたなという感じです」と棋聖

を失冠した渡辺明棋王・王将の感想でした。現役最強とい

われる渡辺2冠を脱帽させた藤井聡太棋聖は、史上最年少

の17歳11カ月でタイトルを奪取しました。“初戴冠”の色

紙を掲げた新棋聖は、現在木村一基王位と七番勝負に挑戦

中で、3連勝していて2冠は射程内にあります。 

 大相撲７月場所は、東京・両国国技館で行われ元大関照

ノ富士が、30場所ぶり2回目のファンに勇気をくれた優勝

となりました。両膝のケガ等で序二段まで番付を下げた後

の奇跡の復活でした。照ノ富士は「笑える日が来ると信じ

てやってきた」と語っていました。 

 サッカーG大阪の遠藤保仁選手が、J1最多633試合出場の

新記録の金字塔を打ち立てました。桜島生まれの鹿児島実

業高校出身で、Jリーグの門をたたいての大記録です。正

確なパスと巧みな位置取りで味方を助ける40歳の司令塔は

「絶対に相手には負けない」と熱く語りました。 

 日本列島で記録的大雨が続きました。気象庁は、7月28

日、九州南部が梅雨明けしたと発表しました。コロナ対策

でマスクが必要な今夏の熱中症対策は、万全を期したいも

のです。             （令和2年8月吉日） 
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６月決算会社申告書提出 2020 8

 8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 

8月中において都道府県の条例で定める日 
 

・個人事業税の第１期分の納付 
 
8月中において市町村の条例で定める日 
 

・個人の道府県民税及び市町村民税の第２期分の納付 

〈７月決算会社申告書提出〉 2020 9
 ９月３０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 

※９月決算の方へ※ 
 

１０月開始事業年度（課税期間）から消費税の特例の適用を受け

たい場合・特例の適用をとりやめたい場合は、９月３０日（水）が

届出の提出期限となります。 

  

 

    1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 

 

山の日 

  
  

 ・６月決算法人の確定申告   

 ・１２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  

   ９月決算法人  第３四半期分 

  １２月決算法人  第２四半期分  

   ３月決算法人  第１四半期分  

 ・３・６・９・１２月決算法人・個人事業者 

 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５月、６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 

 ・個人事業者の当年分の消費税等の中間申告 

8月31日まで 

●お盆休みのお知らせ● 

当社では8/13(木）、8/14(金）を、お盆休みとさせていただきますので、ご案内申し上げます。 

休業期間中は何かのご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 ・１・４・７・１０月決算法人・個人事業者の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６月、７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 

 ・個人事業者の当年分の消費税等の中間申告 
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２０２０年8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！ 

□ 8月は、個人事業者の前年所得に係る税金の納付時期です。資金繰り等を考慮して、納付もれがないよう

に気を付けましょう。また、口座振替の手続きをされている方は、必ず振替日を確認し、必要な残高があるよ

うに資金繰りの調整をしましょう。 

個人事業者の税金の納付 

□ 各地で夏祭りや納涼イベント等が催される時期です。会社が提供する社名入りのうちわやタオルなどは、

原則として広告宣伝費となります。現金の寄付や人員の派遣などで生じる費用は、事業との関連性や支出の

目的、供与の仕方などによって、寄付金か交際費等かが区分されます。適切な処理を心がけましょう。 

夏祭り等への寄付金 

随時改定の反映（4月昇給の場合） 

□ 随時改定により、7月から新たに改定された社会保険料を翌月控除する場合、8月給与から控除すること

になります。 

□ 3月決算法人は、9月に中間決算棚卸を行うところもあります。棚卸のスケジュール等は早めに通知し、準備

すべき資料の指示などをして、効率よく進められるようにしましょう。 

中間決算棚卸の準備 

□ 税務署内では7月に人事異動があり、業務の引き継ぎ等を経て、毎年8月後半から11月頃にかけて税務調

査が増えてきます。自社の処理を再度確認して、いつ税務調査があってもきちんと説明できるようにしておき

ましょう。 

税務調査対策 

 

テーマ：「キッチン菜園」 

このコーナーでは、当事務所職員がひとりずつマイブー

ムについて紹介していきます。 

職員それぞれの個性を楽しんで頂ければ幸いです☆ 
職員コラム 

私の最近のマイブームはキッチン菜園です。

キッチン菜園とは、その名のとおりキッチンなど

室内の狭い空きスペースを使って植物を育てるこ

とで、私はその中でも土を使わずに水を使って栽

培する水耕栽培で植物を育てています。水耕栽培

の良いところは、何といっても衛生的かつ簡単に

育てられることです。さらに虫や病気から植物を

簡単に守ることができ、草抜きなどの管理も必要

ありません。また、室内で育てるので天候や時期

を気にせず好きなと

きに好きな植物を育

てることができま

す。ですので、私の

ような初心者でも手

軽に始めることがで

きました。 

 今月の担当：経営支援部 堀ノ内 梨世 

ここで私が現在育て

ている野菜を2つ紹介

したいと思います。ま

ず 1つ目は小ねぎで

す。小ねぎは私が1番

最初に育て始めた野菜

で、育て始め初日は本

当に育つのかと半信半疑でしたが、2日目くらい

には目で見て分かるくらい成長しはじめ、とても

感動しました。先日収穫して美味しく食べたの

で、今2代目を育てています。2つ目はにんじんで

す。にんじんは小ねぎより成長が遅いので最初心

配でしたが、先日葉が出てきまして今後がとても

楽しみです。外出を控えているこの時期にぜひ自

宅で野菜を育ててみてはいかがでしょうか。 
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テーマ 『新型コロナウイルス感染症対策 家賃支援給付金 』 

   緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃

（賃料）の負担を軽減する家賃支援給付金の申請が７月１４日から始まりました。 

 持続化給付金とは異なる給付金ですので、申請は別途行う必要があります。単なる経費補填ではなく家 

  賃支援という性質上、申請要件や必要書類が少し多くなっていますのでご確認下さい。  

● 家賃支援給付金の概要 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売上が大幅に減少した中小事業者や個人事業主などの事業継

続を支援するため、地代・家賃の負担を軽減することを目的とし、法人は最大600万円、個人事業者は最大

300万円の家賃補助を給付する制度です。  

資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者が対象で、以下の

①～③のすべての条件を満たすことが必要です。 
＊法人については、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も対象で、資本金の額または出資の総

額が定められていない法人は、 常時使用する従業員の数が2,000人以下であることとされています。 

 

① 2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。 

条件 
② 5月から12月までの売上高について、1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少している、 

     または連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少している。 

③ 他人所有の土地・建物を自らの事業のために直接占有し、その対価として賃料を支払っている。 

申請時の直近1か月以内に支払った賃料を基に算定した給付額（月額）の6倍で、法人は最大600万円、個人事

業者は最大300万円を一括支給されます。 
＊地方公共団体から賃料に充てるための支援金を受給している場合や、これから受給することが決定している場合、家賃支援

給付金が減額される可能性があります。  
＊中小企業庁の「家賃支援給付金ポータルサイト」にて給付額のシュミレーションができますので、ご活用ください。 

 支払賃料（月額） 給付額（月額） 

75万円以下 支払賃料×２/３ 

法人  
75万円超 

50万円＋（支払賃料の75万円の超過分×1/3） 

＊ただし、100万円（月額）が上限 

個人事業者  

37.5万円以下 支払賃料×２/３ 

37.5万円超 
25万円＋（支払賃料の37.5万円の超過分×1/3） 

＊ただし、50万円（月額）が上限 

● 支給対象者 

● 給付額 

 ● 申請期間 

2020年7月14日から2021年1月15日です。電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時までで、締め切りま

でに申請の受付が完了したもののみが対象となります。  

● 申請方法 

パソコンやスマートフォンで中小企業庁の「家賃支援給付金ポータルサイト」にアクセスし、WEB上での申請手続きに

なります。また、補助員が入力サポートをおこなう「申請サポート会場」が順次開設されますので、WEB上での申請が

困難な場合は、「申請サポート会場」をご利用ください。  
＊郵送での申請は受付ていません。 

※令和2年8月6日現在の情報です。最新の情報は経済産業省、中小企業庁のHPでご確認いただけます。 



法人 

・自署の誓約書 

・2019年分の確定申告書別表一の控え  

・法人事業概況説明書の控え 

・受信通知（e-Taxにて申告を行っている場合のみ） 

・申請に用いる売上が減った月・期間の売上台帳など 

・賃貸借契約書の写し 

・直前3ヵ月間の賃料の支払い実績を証明する書類 

・給付金の振込先がわかる口座情報  
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Q＆A  中小企業庁「家賃支援給付金ポータルサイト」より 

● 申請の流れ 

＊申請内容に不備がある場合は、メールおよびマイページに連絡が入ります 

● 申請に必要な書類 

個人事業者 

・自署の誓約書 

・確定申告書第一表の控え  

・所得税青色申告決算書の控え 

 （月別売上の記入のある2019年分の控えお持ちの方） 

・受信通知（e-Taxにて申告を行っている場合のみ） 

・申請に用いる売上が減った月、期間の売上台帳など 

・賃貸借契約書の写し 

・直前3ヵ月間の賃料の支払い実績を証明する書類 

・給付金の振込先がわかる口座情報  

・本人確認書類の写し 

中小企業庁の「家賃支援給付金ポータルサイト」にて手続き用ログインIDとパスワードを登録 

マイページから各種情報を入力し、必要書類を添付して申請 

給付通知書が発送され、登録口座に入金される 

家賃支援給付金事務局にて申請内容を確認 

Q 本人が申請できない場合に、代理の者が入力を行い、給付を受けることができますか。 

→申請は、法人（代表者）、個人事業者ともに、本人による申請となります。 

電子申請の際、身近な方や日頃手続きのご相談をされている方などに、申請の支援をして頂くことは問題ありません。 

ただし、家賃支援給付金の代理申請や代行入力などを装った詐欺にはご注意ください。  

Q 賃料を年額で支払っているが、月額賃料はどのように計算すればいいですか。 

→複数月分の賃料をまとめて支払っている場合には、申請日の直前の支払いを1か月分に平均した金額を算定の基礎

とします。対象期間の支払い金額と対象期間をもとに、1か月分の賃料を算定し、申請してください。  
 

 【計算式】    月額賃料＝対象期間の支払い金額÷対象期間 
                    対象期間内に、賃料の免除・減免やフリーレント等の取り扱いがあった場合も、それらの期間も含めた契約期間を算定に使用します。 

Q 売上台帳はどんな書類を用意すればよいですか。 

→ 書類の名称が「売上台帳」でなくても提出できますが、売上台帳、帳面、その他確定申告の基礎となる書類になります。  
 （例） ・経理ソフトから抽出した売上データ                  

        ・売上が減った月・期間（2020年）の売上がわかる法人事業概況説明 

        ・表計算ソフト（エクセルなど）で作成した売上データ      

        ・手書きの売上台帳のコピー 

Q 賃料が売上に連動（売上歩合方式）する場合は、どのように申請すればよいですか。 

→ 売上に応じて賃料の金額が変わる場合は、売上に応じた金額も含めて2020年3月中に支払った金額を記載してく

ださい。また、賃貸借契約書と合わせて、売上に応じた金額を計算するために必要な売上金額のわかる資料を追加で提

出してください。  

Q 賃貸借契約書の書面がありません。 

→賃貸借契約書を保有していない場合は、以下の書類をすべて提出してください。 

（1）賃貸借契約等証明書 

（2）直近3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類 

＊必要書類はスキャンして取り込む、またはデジタルカメラやスマートフォン等で 

    撮影して取り込む 

Q 複数の事業所を賃借しているが、申請は、複数回に分けて行うことができますか。 

→複数の土地または建物を借りている場合など複数の賃貸借契約に基づく賃料を、給付額の算定の基礎の金額として

もちいるには、一度にすべての申請を行う必要があります。  



 働き方改革における「時間外労働上限規制」の法改正について 

Ｑ．法改正の趣旨・目的は？ 

 長時間労働は、健康の確保を困難にするとともに、仕事と家庭生活の両立を困難にし、少子化の原因、

女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因となっています。 

 長時間労働を是正することによって、ワーク・ライフ・バランスが改善し、女性や高齢者も仕事につき

やすくなり労働参加率の向上に結びつきます。 

 これまで、時間外・休日労働をさせる場合の事業主と労働者代表との協定（36協定）を結ぶ際の時間外

労働の上限時間は、大臣告示によってその上限の基準が設けられていましたが、罰則による強制力がな

く、また特別条項を設けることで上限なく時間外労働を行わせることが可能となっていました。 

 しかし今回の改正により、一部適用が猶予・除外される事業・業務を除いて、罰則付きの上限時間（原

則月45時間・年360時間）が法律上明記され、さらに臨時的な特別な事情がある（特別条項を設ける）場

合にも上回ることのできない上限等が設けられました。また、これらの規定に違反した場合には、6か月

以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。  

 原則の限度時間（月45時間・年360時間）を超える時間外労働を行わせることができるのは、通常予見

することのできない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情がある場合に限り、通常の労使協定

（36協定）に加えて特別条項付きの労使協定を結ぶ必要があります。 
 

（臨時的に必要がある場合の例） 

・予算、決算業務 ・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙 ・納期のひっ迫 

・大規模なクレームへの対応 ・機械のトラブルへの対応 

Ｑ．法改正の内容は？ 

Ｑ．臨時的な特別な事情とは？ 

 「働き方改革関連法」が成立し、残業規制の動きが本格化しました。 大企業ではすでに2019年の4月1日より

法律が施行され、残業時間に上限規制が設けられています。 2020年4月からは、中小企業に対しても適用が

開始されました。今回は、この規制の概要を確認していきたいと思います。 

Ｑ．臨時的な特別な事情がある（特別条項を設ける）場合に上回ることのできない上限等は？ 

・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度 

・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満 

・時間外労働と休日労働の合計について、隣接する月の「2か月平均」「3か月平均」「4カ月平均」 

 「5カ月平均」「6か月平均」がすべて1か月当たり80時間以内 

・時間外労働が年720時間以内 

※社会保険や労務管理の問題でお困りの際は、弊社所属の社会保険労務士 岩野 崇也にご相談ください。 
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●カメラの角度や距離、背景は事前にチェックしましょう 

新型コロナウイルスの影響でWeb会議に参加する機会が増えているのではないでしょうか。今回

はWeb会議を行う上で知っておきたいWeb会議のマナーやエチケットを見ていきたいと思います。 

●最低限の服装や身だしなみは整えましょう 

 

 

●カメラをしっかりと見ましょう 

 

●ゆっくり、はっきりと話しましょう 

 

●相づちはうなずきで伝えましょう 

●ミュート（消音）機能を使いこなしましょう 

知っておきたい！Web会議のマナー 

相手を見下す形になってないか、カメラが近すぎて顔が

大きくうつりすぎていなか、カメラが遠すぎて表情が見え

なかったりしていないか、事前に角度や距離を必ず確認

しておきましょう。  

また、背景に顧客情報や重要情報の情報漏えいにつな

がるものが映り込んでいないかのチェックもしておきま

しょう。 

対面よりも情報量が少ない分、Web会議では身だしなみ

の印象が重要になります。通常の対面の会議と同様に、

Web会議に参加する際は最低限の身だしなみを整えま

しょう。  

相手側には自分の映像が表示されているので、表情や

動きなどが全て見られている状態になります。 油断せ

ずに、しっかり相手にも会議に集中していることが伝わ

るように目線は十分意識しておきましょう。 つい画面を

見てしまいがちですが、パソコンのカメラや外付けのカメ

ラをしっかり見る、ということを意識しましょう。  

マイクを通すので対面の会議に比べれば聞こえにくかっ

たり、音が少し遅れて聞こえてきたりすることもありま

す。 

対面の会議以上にゆっくり、はっきり話すよう意識しま

しょう。 

 

通信環境によってタイムラグがあり、相づちと相手の話

すタイミングが重なってしまう事があります。Web会議で

は声は出さずに、うなずくなど映像として見て伝わるよ

うに相づちを打つと良いでしょう。  

参加者の環境音が重なって、メインの発言者の声が聞こ

えにくくなる事があります。 自分が発言する時以外ミュー

トにする、ということを習慣づけましょう。  



 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！！ 

 台風の来ない七月が終わり、梅雨明けと同時に猛暑が来ました。小中学校などもいつもより遅れて夏休みに入りました。 

 政府がGoToキャンペーンと旗を振る一方でお盆の帰省は控えるように要請されるという大いなる矛盾に「感染防止」と

「経済振興」が如何に二律背反であるかがにじんでいます。今までの「ヒトを集めたものが勝ち」という事業モデルからの脱却

が求められるとはいえ、今日明日に解決するわけもなく、今現在逼迫している状況をどうしたら良いのか悩みはつきません。 

 感染リスクのみを考えれば「ステイホーム」になるわけで、雑誌などでは自宅にいながら旅行気分を楽しもう、という趣旨の

記事が増えているように思います。先日届いた日本自動車連盟 (JAF)の機関誌『MATE』にも『読書で巡る日本の風景』

という特集がありました。記事の中で「未知の風景や人との出会い、その土地の文化など訪れてこそ感じる旅の魅力。でもい

つか訪れてみたい場所への想像力を広げることも大切な旅の準備です」とありました。 

 紹介されていた本で『風と双眼鏡、膝掛け毛布（著者：梨木香歩 筑摩書房）』は、ゆかしい土地の名前から想起され

た世界を描くエッセイ集ですが、私はその前編にあたる『鳥と雲の薬草袋（著者：梨木香歩 新潮社）』が好きだったのでう

れしくなりました。著者が鹿児島所縁の方なので魚見、姶良、生見、催馬楽等、鹿児島の地名が多く取り上げられていて、身

近な土地も新たな視点で魅力が増すように感じます。 

 考えてみれば、本を読むことが未知の世界への扉である、というのは特に目新しい知見では無くて、世界中のどんな奥地で

も地球を超えて宇宙の果て、時間すら超えて過去へも未来へも旅することができます。それならば、殊更に今年旅行に出ら

れぬことを嘆くこともないな、などと思っていた数日後、朝の出勤途中にタイヤがパンクし、JAFに加入二十数年目にして初めて

ロードサービスを依頼する羽目になりました。 

 無惨につぶれたタイヤに驚愕し、スマートフォンアプリから依頼すると位置情報を送信してくれるという技術の進化に感嘆し、

通りすがりの人が心配して声をかけてくれる優しさに心和ませ、サービスカーに愛車が括り付けられて牽引されて

いく姿に胸が痛みながらもサービスカーの助手席に乗せてもらって少しわくわくする、という大変稀有な体験をし

ました。「旅」が自分にとって日常から非日常への移動を意味するのなら、これも立派な「旅」なのかもしれませ

ん。 

 同時にJAF隊員さんの「この状態なら、おそらく乗る前に異常があったと思いますよ」と言われ、朝の忙しさに紛

れてタイヤの状態など確認もしなかった自分の迂闊さを反省し、その日が内勤だったからよかったものの大事な

予定が入っていたらとんでもないことになった、と炎天下で少し肝を冷やした一幕でした。 
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 長い梅雨が明け、暑い夏がやってきました。今年はマスクを着用している

時間が長いので、例年にも増して暑さを感じます。マスクを着けると皮膚か

らの熱が逃げにくくなったり、気づかないうちに脱水になるなど、体温調節

がしづらくなるそうです。こまめな水分補給などを心掛け、体調管理をしっ

かりと行っていきたいと思います。 

 編集後記 

編集委員  上川路美恵野 鶴田 関 伊集院 福留 東崎 盛喜 

 連絡先：税理士法人 上川路会計  
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