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敗 北 宣 言 

ごあいさつ 

 代表 

 上川路 長生 

 コロナに始まり、コロナに終わった一年でした。会計事

務所を創業して43年、初めて忘年会のない年の瀬になりま

した。宮内庁は新年一般参賀を中止することを決めまし

た。昭和天皇が崩御された翌年以来の中止です。今年一年

の世相をあらわす流行語大賞に『３密』が決まりました。

コロナに翻弄された一年にふさわしいことばといえます。 

 任期満了に伴う鹿児島市長選は、新人4人が立候補を表

明、前県議の下鶴隆央氏が40歳の若さと県議経験を前面に

『“このまま”よりも“これから”を』と訴え、ベテラン

の60代の3人の候補をしりぞけて初当選を果たしました。

政党や団体に頼らない草の根運動を展開した40歳の下鶴氏

は鹿児島市長としては戦後最年少となります。 

 新型コロナウイルスの感染者が1日当たり2千人を超える

急増で『第3波』の様相が鮮明になりました。日本医師会

の中川会長は、『GoToトラベル』が感染拡大のきっかけに

なったとの認識を示し「コロナを甘く見ないでください。

慣れないでください」と警鐘を鳴らしました。医療関係者

と政府、また政府と自治体、都市部と地方の自治体間の温

度差が大きく、経済活動と感染防止の間で『GoToトラベ

ル』を巡り方針が揺れ動いています。コロナの国内の新規

感染者が11月21日、初めて2千5百人を超え東京都、大阪府

など7都道府県で過去最多を更新しました。西村経済再生

担当相は「爆発的感染拡大となれば緊急事態宣言が視野に

入る、今後3週間が正念場となる」と政府、自治体、医療

専門家の危機感の共有を求めていました。 

 いつになれば敗北宣言が出るのかと、スッキリしない状

態が続いている米大統領選挙です。トランプ大統領は選挙

に不正があったと主張して、一貫して拒んできたバイデン

氏への引き継ぎを11月23日、容認しました。2021年1月の

新政権発足をにらんだ政権移行が本格始動、バイデン氏は

実務経験が豊富な顔ぶれで主要人事を固めました。トラン

プ氏はツイッターに、不本意ではあっても国益のために必

要な政権移行の措置をとるように決定機関の一般調達局に

連絡したと、書き込みました。したたかなトランプ氏の抵

抗は続き敗北は濃厚な中で次の布石を打つなど、波乱への

懸念は残されたままです。 

 コロナは学生の就職活動を直撃、完全な売り手市場だっ

た状況を激変させました。厚労省が発表した来春卒業予定

の大学生の就職内定率は、10月1日時点で7割を切りまし

た。リーマン・ショック以来の下落幅に政府は『就職氷河

期』の再来回避に懸命です。加藤官房長官は11月17日の記

者会見で「前途ある学生の雇用を守るため全力を挙げる」

と強調しました。 

 12月1日でオリンピックまで230日、パラリンピックまで

262日と全国紙毎日新聞では、カウントダウンしてオリン

ピックへの期待を高めていきます。来日した国際オリン

ピック委員会(ＩＯＣ)のバッハ会長は菅首相、小池東京都

知事と相次いで会談し、国内外でコロナが再拡大する逆風

の中、開催へ突き進むことで一致しました。菅首相はバッ

ハ会長との対談で、「人類がコロナに打ち勝った証しとし

て、東京大会の開催を実現する決意だ」と語り、五輪を成

功させる日本国民の熱意を伝えました。 

 プロ野球のソフトバンクが11月25日、日本シリーズ2020

で巨人に4連勝して、4年連続11度目の日本一を決めまし

た。パ・リーグの日本シリーズ制覇は8年連続で、セ・

リーグは歯が立たない状況が続いています。ソフトバンク

に2年連続4連敗した巨人の凋落にはがっかりで、ぬるま湯

からの脱却は待ったなしです。   (令和2年12月吉日) 
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１０月決算会社申告書提出 2020 12

〈１１月決算会社申告書提出〉 2021 1

本年最初に給与の支払を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 

 ２月１日まで 

 ・11月決算法人の確定申告   

 ・5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  

   2月決算法人  第3四半期分 

   5月決算法人  第2四半期分  

   8月決算法人  第1四半期分  

 ・2・5・8・11月決算法人の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10月、 

  11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 

 ・支払調書の提出 ・源泉徴収票の交付 

１月１２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20日までに納付） 

 ・住民税の特別徴収税額の納付 

 ・固定資産税の償却資産に関する申告 

 ・給与支払報告書の提出 

   １月４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） 

 １２月１０日まで 
 ・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 

  1 2 3 4 5 
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仕事始め 

正月休み 
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２０２０年１２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！ 

 

テーマ：「 文 房 具 」 

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 

 文房具は幼い頃から私の心をくすぐる商品で

す。 

 ただ流行には疎く、モノを持たないタイプなの

で厳選しています。 

 長く使用しているのは電卓です。16年ほど愛用

しています。 

 以前はシャープ派とカシオ派の2台巨頭がいまし

たが、今は種類に加え、機能性も向上していま

す。PCに接続できてテンキー代わりになる電卓も

あります。 

 私が目を引くのはカシオ50周年記念のプレミア

ムモデル「S100（税抜3万）」です。 

 同社が第一号電卓を発表したのが1965年。当時

の価格で38万円もしたというから驚きです。2017

年カシオの電卓の累計出荷台数は15億台超と世界

中に普及しました。 

 今月の担当：経営支援部 荒武 晃一 

 またカシオ・データバンクという電卓を模した

腕時計も1984年に発売され、日本でもブームにな

りました。私もいつの日か収集したことを懐かし

んでこのコラムをかきました。 

 そのパイオニアがこの時代に発売することの意

味は大きいような気がします。素材もですが、選

ばれた技術者が手作りで製造する姿勢にも意地を

感じます。 

 普遍性の中にシンプル

さを宿した不滅の姿は

カッコイイです。 

（カシオ公式HPをご覧く

ださい★） 

 こういった商品が増え

ることを願うばかりで

す。 

年末調整の実施 

□ 今月は、年末調整の計算月です。年末調整事務に際しては、申告書※や必要書類を各社員から提出しても

らう必要があります。また、必要に応じて従業員等のマイナンバーの収集及び本人確認の実施も行わなければ

なりません。取扱のルールを確認し慎重に行いましょう。書類の最終確認や最終給与の決定など業務が重なり

ますので、作業スケジュールを作成し、進捗管理をしておくことが重要です。また、電子化を実施する場合は、

手順等をしっかりと確認しておきましょう。 

※令和２年分より、従来からある「配偶者控除等申告書」に「基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」が追

加された新様式となっています。 

□ 給与計算の他、源泉徴収は1月からまた新しい年度がスタートします。記載事項に変更がないかどうか、必

ず新年度の扶養控除等申告書で確認しましょう。また、当年分の締めくくりとして、支払調書・源泉徴収票など

の提出、その合計となる法定調書の提出（1月）に向け、早めに準備をしましょう。 

新年度の源泉徴収事務の準備 

□ 賞与を支払ったときは、「賞与支払届」を5日以内に年金事務所（健康保険組合に加入している場合は健康

保険組合）へ届け出る必要があります。 

賞与支払届の提出 

□ 年末・年度末にかけては、通常より資金が必要になります。普段よりも債権の保全と回収に気を配ることも

大切です。余裕をもって準備を進め、直前になって慌てないよう、借入が必要な場合には早めに取引銀行と

の折衝を進めておきましょう。また、コロナ関連の補助金や助成金、融資の借入や借入条件の変更など様々な

特例がありますので、利用の検討を早めに行いましょう。 

年末・年度末に向けての必要資金の確保 

カシオ S100   検索 

https://web.casio.jp/dentaku/sp/s100  



＊売上高の減少を判定する連続の3か月間は事業者の任意で選択でき、自粛要請などにより事業を休業している期間も 

   含めることができます。 

＊複数の店舗を所有する場合や、複数の事業を営んでいる場合は、店舗ごと・事業ごとで売上判定をすることができず、 

   全店舗・全事業を合算した売上で判定します。 
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254 号 会計・税務のＱ＆Ａ！ 

★ 
★ 

★ 
★ 

★ 
★ 

テーマ 『2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置』 

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の税負担を

軽減するため、2021年度の固定資産税・都市計画税を減免する特例があります。制度の詳細について見

ていきましょう。 

事業収入が一定以上減少している中小事業者等に対し、2021年度の償却資産及び事業用家屋に係る固定

資産税・都市計画税をゼロまたは半分とする制度です。 

2020年2月～10月までの任意の連続する3か月間の売上高減少率（前年同期比） 減免率 

５０％以上 全額免除 

３０％以上５０％未満 ２分の１ 

認定経営革新等支援機関等に提出する書類 

●資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人、資本または出資を有しない法人のうち従業員数が

1,000 人以下の法人（大企業の子会社は除く） 

●常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 

申告方法 

1．中小事業者等は、税理士、会計士、商工会・商工会議所といった認定経営革新等支援機関等に以下の 

     要件を満たしているか確認を受ける 

         

【全ての事業者からの提出が必要な書類】   

対象の中小事業者等とは 

市町村に提出する書類 

認定支援機関の確認を受けた申告書（原本）に加え、同機関に提出した書類と同じものを提出（コピー可）  

【場合によって提出が必要となる書類】 

 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類  

中小事業者等であること      事業収入の減少 特例対象家屋の居住用・事業用割合 

2．認定経営革新等支援機関等に確認を得た必要書類を申告期限の令和3年1月31日までに軽減を受ける 

     家屋、償却資産の所在する自治体に申告する 

申告書・・・事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など 

収入減を証する書類・・・会計帳簿や青色申告決算書の写しなど 

特例対象家屋の事業用割合を示す書類・・・青色申告決算書など  

概要 

＊鹿児島市の申請期間は、令和3年1月4日から令和3年2月1日までとなっています。自治体によって取り扱いが異なりますので、

ご確認ください。 
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《参考》 申告の流れ（例） 

①確認依頼 

認定経営革新等支援機関等 

②申告書発行 

③軽減申告 

認定経営革新等支援機関等が確認した申告 

1中小事業者等であること 

2事業収入が一定程度落ち込んでいること 

3事業の用に供している資産であること 

注：特殊な償却資産（二以上の市町村にま

たがるものなど）については、総務大臣また

は都道府県知事に申告する必要がある（家

屋は常に市町村に申告） 

中小事業者等 市町村 

１．中小事業者等であることの確認（法人の場合） 

    ―資本金を申告書の誓約事項で確認 

    ―大企業の子会社でない旨を申告書の誓約事項で確認 

    ―性風俗関連特殊営業を行っていない旨を申告書の誓約事項で確認 

２．事業収入の減少の確認 
   2020年2月～10月までの連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べ30％or50％以上 

   減少していることを会計帳簿等で確認 

３．特例対象家屋の居住用・事業用割合の確認 

    特例の対象資産について事業専用の部分を所得税青色申告決算書、収支内訳書等を用いて確認 

中小企業庁のHPに制度の詳細や「固定資産税等の軽減措置に関するQ&A」が記載されていますの

でご覧ください。（税）上川路会計は、認定経営革新等支援機構等の一つになります。対象になる

かもと思われた場合にはお早めにご相談ください。 

お客様情報 
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   企業防衛対策のすすめ 

この時期になると、生命保険の控除証明書等や一緒に送られてくる保険内容の確認の書面等を目にすることが

多くなります。最近の保険の傾向を参考にして、自分の保険内容の確認や見直しをしてみてはいかがでしょうか。 

私たちは、関与先様の永続的な発展に寄り添いアドバイスに専念しています。 

・重大（三大）疾病保障保険・・・三大疾病で治療をしたり、亡くなったりしたときに備える保険 

・収入保障保険・・・死亡・高度障害時に保険金が毎月給料のような形で支給される死亡保険 

病気や事故災害によって、それまでと同じ働き方を続けることが困難になってしまうことがありま

す。就業不能保障保険は収入が減少したり途絶えたときに、一定の条件のもと保険金や給付金を受け

取れる保険です。 
 

・長期に入院した場合や、所定の障害状態・要介護状態など、所定の状態になった場合に保険金・ 

 給付金を受け取れる保障。 

・受取り方は給料のように毎月受け取れるもの、一時金や年金形式で受け取れるものなど商品に 

 よって異なります 

・就業不能状態のみを保障するものと、死亡した場合も同時に保障するものがあります 

・保険期間は一定期間を保障する定期型が一般的です 

● 従来の「死亡保障」中心より「重大疾病に罹患時」の保障の要望が増加 ● 

・就業不能保障保険・・・病気やケガで長期間働けなくなった時に備える保険 

重大（三大）疾病（がん、心筋梗塞、脳卒中）は、日本人の死因の半分以上を占めています。 

これらの病気は入院や治療が長期に及ぶことが多く、医療費や介護費が高額になりがちです。 

重大（三大）疾病保障保険は三大疾病に特化した保険で、三大疾病の経済的な備えとしても有効です。 
  

【一般的に重大（三大）疾病保険は、左の2つの保障が中心になっています】 

・重大（三大）疾病一時金・・・三大疾病で“所定の状態”になったときに、一時金としてまとまった 

               お金を受け取れる保障  

・死亡・高度障害保険金・・・死亡したときや所定の高度障害状態になったときに、まとまった保険金 

              を受け取れる保障  

 ※診断後の保険料免除制度ありの会社もあります 

● 割安な保険料で残された家族の生活費に備えたい ● 

収入保障保険とは、被保険者が決められた保険期間内に死亡した

場合に保険金を受け取れる掛け捨てタイプの保険です。保険期間

満了まで毎月保険金を受け取る年金形式の保険で、収入の柱とな

る人が亡くなった場合に、残された家族が給料のように保険金を

受け取ることができます。 

収入保障保険に似た生命保険として、保険金や保険料が契約満了

に迫るにつれて減っていく団体信用生命保険があります。  

※長期の収入保障、一時金支払いの選択も可能です 



正面 

側面 

お客様情報 Page 7 

254 号 

 （有）上川路マネジメントセンター 主催  

第３５回 KMCセミナー のご報告 

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 

 令和2年11月27日(金)、コロナ禍における経済対策・税制上の措置についてセミナーを開催いたしま

した。コロナウイルス感染予防のため、ZOOMを使用したライブ配信での開催となりました。「消費税や

慰労金、PCR検査費用の取り扱いなど参考になりました。」等、貴重なご感想もいただきました。お忙

しい中ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。今後もZOOMでのセミナー開催を予定

しております。是非ご参加ください☆彡 

『 新型コロナウィルス感染症緊急経済対策と税制上の措置  』 

※2/12（金）第３６回KMCセミナーを予定しております。社会福祉法人の経営管理に関するセミナー

をオンラインで開催する予定です。詳細は次号でご案内させて頂きます。 



 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！！ 

 今年の終わりに届いた久々の嬉しいニュースです。小惑星探査機「はやぶさ2」が52億キロメートル、6年間に及ぶ

長い長い旅路を経て持ち帰ったカプセルが6日地球に無事帰ってきました。 

 5日の14時ごろの「はやぶさ２からのカプセル分離」そして6日の深夜３時ごろの「カプセルの地球帰還」の二回の

JAXAのライブ配信を閲覧しました。 

 管制室の期待と不安がない交ぜの高揚した雰囲気が画面越しに伝わってきます。その空気が一つ一つミッションがク

リアされるごとにほっと緩み、そしてここ一番というときに向けて息詰まるように緊張が高まり、一転して歓喜に包まれました。 

 カプセルは美しい尾を引く流れ星のように夜空を奔りオーストラリアの砂漠に着地しました。そして無事に回収され玉手

箱は開かれるのを待っています。 

 一緒に見ていた息子に「すごいね、ひとつひとつ丁寧にやるべきことを積み重ねた結果がこうしてでるんだよ、こういう場

所（管制室）でこんなプロジェクトに関われたら最高だろうね」と話をしました。将来の夢を今一つ思い描けずにいるような

息子の心に響くものがあればよいと思ったのですが、帰ってきた返事が「日本人ならみんな関わっているよね、はやぶさ２の

事業には税金が使われているんでしょう？」でした。 

 確かにそうだね、そういう発想ができるようになったんだね、と今まで公認会計士として税理士として私なりに社会や経済

の仕組みについて語ってきたことが多少なりとも息子の中に根付いていることを知り嬉しくなりました。そして、ごく少しですが

私自身もそういう形であればこの壮大なプロジェクトに参加できていることを誇らしく感じます。 

 今回驚いたのは、はやぶさ２がカプセルを分離後そのまま新たな旅へと向かったことです。「はやぶさ２の新しい目的地

が決まった」ということは知っていましたが素人の哀しさで、はやぶさ２は一度地球に帰ってきて整備をしてから宇宙へ旅立

つのだと勝手に思い込んでいたのです。 

 故郷の大地に降りることなく再び地球の軌道から離れていくと知り、まるで古事記の日本武尊（ヤマトタケルノミコト）が

西の熊襲を討って帰還したらすぐに東の蝦夷を討つことを命じられたかのようで可哀そうに、と思ってしまいまし

た。 

 ところがライブの中でJAXAの方は「はやぶさ君は、学校から帰ってきて玄関でポーンとランドセルを放り投

げてまた遊びに行くんですよ」という趣旨の説明をしていて、なるほど、そういう見方をすればいいのか、と納得し

ました。次の目的地の到着は11年後の予定だとか。困難ではるかな旅路の無事を祈っています。 

 満身創痍で使命を果たし、自らは力尽きた初代はやぶさ、その叡智を継ぎ偉大な成

功を納め、なお未知の領域へと果敢に挑む「百点満点でいえば一万点！」の優等生

はやぶさ２、それを支える多くの研究者、技術者の不屈の姿はコロナ禍に沈みがちな私

たちを勇気づけてくれます。お正月を前に少し早いお年玉となりました。 
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     美恵野 

随想 『流れ星』 上川路美恵野 

 あっという間に師走を迎えました。昨年の１２月には全く想像できなかった本当に大変な年

になりました。これまでの生活様式や考え方が一変し、振り回された一年だったように思いま

す。どのような状況にも焦らず対応できる柔軟な思考を身につけたいものです。 

 ワクチン開発等の前向きなニュースも聞きますが、まだまだ油断できない日々が続きます。

寒さ対策、感染予防を十分にして乗り切っていきましょう。 

 今年も一年ありがとうございました。来年もどうぞ宜しくお願い致します。 

 編集後記 

編集委員  上川路美恵野 鶴田 伊集院 福留 東崎 盛喜 関 

 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 

はなむけ 

餞の流星熱し年送る 


