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255 号 

 

 

 
牛 歩 前 進 

ごあいさつ 

 代表 

 上川路 長生 

 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。新しく1月1日

より別府税務会計事務所と合流して、支店・荒田八幡事務

所を発足することができました。一段と強固な経営体制を

整えて、皆様の期待に添えるよう努めてまいります。 

 天皇陛下は1日、新年一般参賀に代わる国民向けのビデ

オメッセージを発表されました。新型コロナウイルスが猛

威を振るう現状を憂い、「皆が互いに思いやりを持って助

け合い、支え合いながら、進んで行くことを心から願って

います」と呼び掛けました。 

 今年の干支は丑(牛)年です。『牛』といえば堅実で忍耐

強いというイメージがあります。税理士法人の行動指針の

一つに『牛歩前進』を掲げてあります。コロナ禍に苦しむ

時代に、勇気を持って一歩一歩前へと進んでいきたいと覚

悟を決めて、一年のスタートです。いつもの年と違って、

分散参拝をすすめられていて、4日朝9時に各事務所の代表

者4名だけで、荒田八幡宮に参拝して一年の安寧を祈りま

した。その後それぞれの本店・支店で一年の目標や抱負を

述べて、今年の仕事は始まりました。これからは本店・支

店の連携を強めて、お客様の仕事を全力でサポートして少

しでも元気になれるように努めてまいります。 

 企業でも4日は仕事始めの式典で、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。「コロナ

ショックで日本経済を取り巻く状況が一層厳しさを増す中

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」と呼び掛けました。リーマン

ショックを越える疲労困憊した日本経済に、活力を与える

起爆剤になれるよう“ピンチの時こそ飛躍のチャンス”

“知恵を出せ”と社員に“檄”を飛ばしていました。 

 菅義偉首相は、1日付で年頭所感を発表しました。コロ

ナ拡大防止と経済回復に引き続き総力を挙げて取り組むと

強調、夏の東京五輪、パラリンピック開催への決意も示し

ました。コロナが完全収束しない状況での開催が想定され

ています。安全・安心な大会をどう実現させるのか、政府

関係者の緊張は高まっています。 

 塩田康一県知事は、「コロナの影響は見通せないが、引

き続き感染防止対策を取りながら経済を動かし、コロナ収

束後を見据えて鹿児島の経済を支える産業基盤をつくる準

備の年にしたい」と今年の抱負を語りました。下鶴隆央鹿

児島市長は、「これから到来する誰も経験したことのない

新しい時代に、子どもたちが豊かな鹿児島市を受け継げる

よう、市民の皆さんとしっかり情報を共有しながら時代の

動きに対応した新しいまちづくりを進める」と今年にかけ

る決意を表明しました。 

 “街頭の声援はひかえるように”と主催者からのお願い

の中で、『真冬の風物詩』友情のタスキでつなぐスポーツ

の華、『駅伝』を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、死角のない優勝候補と期待され

ながら2年連続の2位と、涙をのみました。ニューイヤー駅

伝は、最強で優勝確実といわれた古豪旭化成が、市田、大

六野など県出身選手の活躍もむなしく五連覇をのがしまし

た。箱根駅伝は群雄割拠の本命のない戦国駅伝となり、常

勝軍団青山学院は総合4位と苦戦、駒澤大学が創価大学を

最終10区で逆転優勝して、勝負強さを見せました。 

 柔道男子66キロ級の東京五輪代表決定戦は、12月13日阿

部一二三選手が丸山誠志郎選手を死闘24分の末に勝ち、五

輪切符を手にしました。どちらが五輪に出ても優勝できる

という実力拮抗した両者の戦いでした。(令和3年1月吉日) 
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255 号 税理士法人 上川路会計 新体制のお知らせ 

 令和３年１月１日 別府税務会計事務所を引継ぎ、税理士法人 上川路会計 支店 荒田八幡事務所を

開設する運びとなりましたのでご報告させていただきます。 

ご挨拶 
 

 

この度、1月1日より別府税務会計事務所の関与先皆様の業務引継ぎをさせて頂く

ことになりました。 

 別府忠寛先生は、昭和34年に開業され、誠実にお客様のためにお役に立てる会計

事務所として、今日まで永年にわたり努めてこられました。 

 私どもは、先生の貴い志を受け継ぎ、これまでと同じように、懸命に努めてまい

ります。 

 なお、荒田八幡事務所の所長には弊社社員税理士 井手満が就任いたしました。 

 今後は税理士法人 上川路会計は四つの事務所が連携し、一段と強固な経営体制を

整え、関与先皆様の繁栄のために、職員一丸となって努力いたす所存でございます

ので、変わらず交誼賜りますよう、お願い申し上げます。 

  
令和３年１月吉日 
 
          税理士法人 上川路会計  社員税理士 代表 上川路長生 

                      社員税理士 代表 上川路美恵野 

                      社員税理士    永山彰久 

                      社員税理士    井手満 

■支店 名山町鹿児島ビル事務所  

     所長 上川路美恵野 
〒892-0821 鹿児島市名山町1-3鹿児島ビル4F 

℡ 099-223-3465 FAX 099-223-4348 

 

■支店 荒田八幡事務所  

    （旧 別府税務会計事務所） 

     所長 井手 満 
〒890-0056 鹿児島市下荒田2-9-18 

  ℡ 099-252-3950 FAX 099-252-3951 

税理士法人 上川路会計 

■本店 下荒田事務所  

     所長 上川路長生 
〒890-0056 鹿児島市下荒田4-1-9  

℡ 099-252-7070 FAX 099-252-6400 

 

■支店 甲南永山事務所 

      所長 永山彰久 
〒890-0052 鹿児島市上之園町14-11 

℡ 099-255-3898 FAX 099-255-1992 

 

よろしくお願いいたします 
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255 号 

税理士法人上川路会計 ２０２１年の６つのキーワード 

退路遮断 … 逃げ道をなくし後に退けない状況にすること。 

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。 

百折不撓 … 何度失敗しても信念を曲げず決してあきらめないこと。 

牛歩前進 … ゆっくりでも一歩ずつ確実に進むこと。 

※税理士法人上川路会計は２０２２年１０月16日 創立４５周年を迎えます 

〈１２月決算会社申告書提出〉 

２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４期分の納付 

３月１日まで 

 ・１２月決算法人の確定申告   

 ・６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  

   ３月決算法人  第３四半期分 

   ６月決算法人  第２四半期分  

   ９月決算法人  第１四半期分  

 ・３・６・９・１２月決算法人の３月ごとの期間短縮にかかる 

    消費税等の確定申告 

２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 

 ・年税額4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間 

     申告 

税務カレンダー 
 

   

〈１１月決算会社申告書提出〉 

本年最初の給与支払日の前日 

・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 

・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 

2021 1

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） 

・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 

・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 

２月１日まで 

     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 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 

成人の日 

元旦 

百年の時代を駆ける会計事務所へ 
  ～４５周年に向けて～ 

 あけましておめでとうございます。丑(牛）年は、子年に蒔いた種が芽を出して成長する時期と

され、結果につながる道をコツコツと作り基礎を積み上げていく年といわれています。  



２０２１年１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！ 

□ 新型コロナウイルス特例の固定資産税・都市計画税の軽減措置の申請を検討されている場合は早めに相

談、申請をしましょう。（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日となっています。各自治体に

よって取り扱いが異なります。） ※税理士法人上川路会計も認定経営革新等支援機関等のひとつになります。 

固定資産税・都市計画税の軽減措置の特例 
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255 号 

□ 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。 

還付申告（所得税の確定申告）の受付開始 

□ 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。 

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 

□ 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。 

固定資産税の償却資産に関する申告 

□ 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。 

各種法定調書の提出 
各種法定調書の提出 

■ 日  時  令和３年２月1２日（金） 

             ９：３０～1２：００ （９：１５頃～接続可能になります。）      
                  

■ 定  員  ３０名  
 

■ 会  費  無料 

■ 申込方法  同封の参加申込書に必要事項をご記入の上ＦＡＸでお送り頂くか、 

       メールにて本文中に必要事項を記載してお送りください。 

       また、お申込み頂いた方には、後日ＺＯＯＭのＵＲＬやパスワード等を 

       メールにてご連絡する予定ですので必ず受信確認できるメールアドレスの記入をお願いいたします。 
 

■ お問合せ  (有)ＫＭＣ 事務局 TEL 099-252-7070  担当 福田・福留 

社会福祉法人の経営管理セミナー 

『社会福祉法人の決算と事業展開』 

（有）上川路マネジメントセンター 主催  

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 

第３６回 ＫＭＣセミナー（社福編） のご案内 

※コロナウィルス(COVID‐19)感染予防のためライブ配信で開催します。 

□ ２０２１年１月１日より、子の看護休暇、介護休暇を柔軟に取得することができるよう、時間単位で取得できる

ようになりました。これに伴い、これまでの休暇の取得を１日もしくは半日単位としていた育児介護休業規定

については改定が必要となります。 

育児介護休暇法改正に伴う就業規則変更等 
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   企業防衛対策のすすめ 

 ほとんどの企業は法人契約で事業保険（生命保険・損害保険）を契約していますが、多数年にわたり契約を

しているので、契約期間や契約会社、金額内容等の確認が疎かになりがちです。下記の資料等を活用し、無駄

のない充実した事業保険にしていくことをご提案いたします。 

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。 

 上記【保険管理表】【標準保障額算定シート】の作成は、監査担当者と共に作成致しますので顧問先様

のご協力をお願い申し上げます。 

● 保険管理表を作成し契約内容を整理・確認する ● 

(例） 

  法人契約・生命保険管理表を作成することにより、<保険金額><保険料><内容>のチェックが

できます。『いざ』というときにどの保険を、どのように請求すれば良いか、保障額や毎月の保険料

がいくらなのかなど一目で確認でき、保険の重複加入も防ぐことができます。 

● 企業防衛のために標準保障額算定シートを作成 ● 

  企業の安定的・永続的な発展のた

めには、経営者は適切なリスクマネジ

メントを心がける必要があります。  

 代表者が万が一の場合でも企業が

継続するために必要と想定される資

金を算定する標準保障額算定シート

を作成してみましょう。 標準保障額を

参考に契約内容を確認し、不測の事

態にも揺るがない強い企業作りをして

いくことが大切です。 

(例） 
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テーマ 

会計・税務のＱ＆Ａ！ 

★ 
★ 

★ 
★ 

★ 
★ 

テーマ 令和３年度 税制改正大綱のキーワード 

 令和２年１２月１０日、令和３年度税制改正大綱が取りまとめられました。  

 政府与党が掲げる「デジタル社会」「グリーン社会」実現の方針に沿った攻めの視点からの新たな税制も創設

され、納税環境のデジタル化を進めるため、税務関係書類における押印義務も大幅に見直すなど、幅広い改正

を含んでいます。  

 今回は、この「デジタル社会」「グリーン社会」のキーワードとなる「DX（デジタルトランスフォーメーション）」、

「カーボンニュートラル」という２つの言葉に注目してみたいと思います。 

DX（デジタルトランスフォーメーション） 

DX（デジタルトランスフォーメーション）の意味 

・デジタル技術を浸透させることで人々の暮らしをより良く変えていくこと 

・既存の価値観や枠組みを根底から覆すような変革をもたらすこと 

・ITの活用を通じてビジネスモデルや組織を変革し競争上の優位性を確立すること  

DX(デジタルトランスフォーメーション）投資促進税制の創設 

●企業のDX促進にはソフトウェアの研究開発を支援することも重要だとして、自社で利用するソフト

ウェアの試験研究にかかった費用も減税の対象とする。 

●新規ビジネスの構築等に関する計画に基づく、接続性・クラウドの

利用・旧式のシステムからの脱却・サイバーセキュリティといった点

が確保された事業変革デジタル投資を促進する税制を創設する。 ※クラウドサービス（総務省HP) 

 

データやデジタル技術の活用を軸に 

 
デジタル改革 
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カーボンニュートラル 

     カーボンニュートラルの意味 
・カーボン（炭素）ニュートラル（中立）＝地球上の炭素（カーボン）の総量に変動をきたさない  

  ⇒ライフサイクル全体で見たときに、二酸化炭素の排出量と吸収量が正味でゼロになる状態  

・事業者等の事業活動等から排出される温室効果ガス排出総量の全てを他の場所での排出削減・ 

 吸収量でオフセット(埋め合わせ)する取組 

カーボンニュートラル実現に向けた投資促進制度の創設 

 

スマートジャパンHPより 

エコチルHPより 

菅首相は2050年までに温室効果ガスの排出を「実質ゼロ」とする「カーボン

ニュートラル」を目標に掲げています。 

●産業競争力強化法にもとづく事業適応計画（仮称）に基づき導入される、生産プロセスの脱炭

素化に寄与する設備や、脱炭素化を加速する製品を早期に市場投入することでわが国事業者によ

る新たな需要の開拓に寄与することが見込まれる製品を生産する設備に対して、税制上強力に支

援する措置を創設する。 

 脱炭素社会へ 

 この税制措置に加え、２０２１年度予算案にも「デジタル社会」「グリーン社会」実現へ向けての予算が

組み込まれ、各企業の取組みも活発化すると予想されます。 



 

 編集後記 

編集委員  上川路美恵野 鶴田 伊集院 福留 東崎 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 

 新年明けましておめでとうございます。 

 移動や帰省の自粛が求められる中、いつもとは違う年末年始を過ごされた方も多

かったのではないでしょうか。 

 2020年は世界の風景が一変した一年でした。2021年が皆様にとりまして希望の年、

発展の年となりますよう心よりお祈り申しあげます。 

 本年もどうぞ、宜しくお願い致します。 

 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！！ 

 あけましておめでとうございます。 

 一度下火になったかと見えたコロナ禍も年の瀬に向かって再び感染拡大に転じ、新年早々、首都圏での緊急事態

宣言となってしまいました。寒波も襲ってきていて換気も辛い時期ですが、基本に忠実に感染予防に励みたいと思

います。 

 疫病退散のお守りとして昨年は「アマビエ」が話題になりましたが、今年は丑年ということもあり「赤べこ」が

注目されています。 

 「赤べこ」は福島県の会津地方の郷土玩具で赤い張り子の体にとぼけた表情、首の部分がゆらゆらと動くように

なっていて、魔除けや疫病除けの縁起物とされてきました。東北地方の方言では「べこ」は「牛」のこと。

「べー」は牛の鳴き声で「こ」は愛称だそうです。 

 四百年程前に大地震で倒壊した寺のお堂の再建のために木材を運搬していた牛が険しい山道で次々に倒れるな

か、最後まで働き通した牛が赤い色をしていたことからその忍耐強さや壮健さにあやかるように張り子の赤ベコが

作られるようになったといいます。 

 赤べこの赤色は歴史上何度も流行して人々に恐れられた疱瘡（天然痘）の神、疫神が嫌う色とされていたことか

ら、病除けのお守りとしても用いられました。体の黒い丸い模様は疫病を受けて治った跡を表しているのだとか。  

 赤べこの言い伝えもそうですが、牛は力強く黙々と働くというイメージがあります。この牛の特性を高く評価し

ていたのが夏目漱石です。 

 夏目漱石は、晩年に芥川龍之介らに宛てた手紙の中で『牛になる事はどうしても必要です。われわれはとかく馬

になりたがるが、牛にはなかなかなり切れないです。』と無暗に焦らず根気よく超然として自分の道を進め、と若

い世代に対する教えを「牛」に託して語っているのです。 

 また、漱石の日記には『黙々として牛のごとくせよ 孜々として（※）鶏のごとくせよ』ともあり、（※「孜々

として」は、熱心に努め励むこと）『真面目に考えよ。誠実に語れ。摯実に行え。汝の現今に播く種はやがて汝の

収むるべき未来となって現るべし。』と書いているそうです。 

 すぐに結果がでることを急いでやろうとするのではなく、未来に大きな稔りをもたらすことを忍耐強

く真摯に行うことの象徴が『牛』です。 

 技術の進化により様々なことがスピードアップされ、即効性、時短、手軽さなどがもてはやされる令

和の世ですが、すぐに役に立つものはすぐに廃れることもまた真理であって、年月や流行に左右されな

い芯を持ち、じっくりと腰を据えて取り組むことの大切さを明治の文豪が教えてくれています。 

 「牛歩前進」は事務所でもキーワードの一つに掲げていますが、先の見えないコロナ禍でも確りと未

来を見据えて歩んでいきたいと思っています。 

 今年もよろしくお願いします。健やかな一年でありますように。  

（参考書籍「夏目漱石の人生論 牛のようにずんずん進め」齋藤孝（著）草思社） 
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