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上川路会計通信
税理士法人
■本店
■支店
■支店

上川路会計

下荒田 事務所
名山町 鹿児島 ビル 事務所
甲南永山事務所

ごあいさつ
代表

上川路

長生

絶対王者

7月24日午後8時ごろ桜島の南岳山頂火口で爆発的噴火が
あり、夜間から深夜にかけて幾度か“携帯”からの警報に
眠れない夜を過ごしました。大きな噴石が2.5キロ飛散し
て、気象庁は噴火警戒レベルを『3（入山規制）』から最
高の『5（避難）』に引き上げました。2007年に噴火警戒
レベルが導入されて以降、桜島で『5』に引き上げられる
のは初めてでした。すぐ27日には、鹿児島地方気象台は、
大規模爆発の予兆は見られないと噴火警戒レベルを『3』
に戻しました。桜島は大正噴火で58人の死者を出してい
て、油断は禁物で防災対策を絶えず点検することが大事
で、あらゆる事態に備えなければなりません。
参院選を自民党大勝で乗り切った岸田文雄首相は、長期
政権への道を一歩進めたといわれています。影を落とすの
が安倍晋三元首相の銃撃での突然の死去です。安倍氏は党
内100人近い最大派閥を率いて、首相を支えた一方で、憲
法改正や防衛などで影響力を誇示してきました。首相は記
者会見で「偉大な政治リーダーを失ったわけでさまざまな
影響がある」と答えています。ウクライナ危機や第七波の
コロナ対応など『有事の政権運営』と指摘して、与党内の
結束を繰り返し言及しました。重し役を担った安倍氏がい
ない今後の改憲への姿勢や、歴史問題が絡む中国、韓国へ
の対応など、前途には難局が広がっています。
各地の学校では夏休みになり、“夏の行楽シーズン到
来”とそんなムードに水を差すようにコロナの新規感染者
は、連日全国各地で過去最多を更新しています。置き換わ
りが進んだオミクロン株の派生型『BA.5』は感染力が強く
鹿児島での感染も急拡大していて、7月26日には3,000人超
となりました。第七波の感染者が医療機関の発熱外来に殺
到していて、医療提供体制の逼迫に警戒が強まっていま
す。県コロナ感染防止対策課では、「現時点では、レベル
の引き上げや行動制限は考えていない。警戒感を持って病
床逼迫の状況を注視する」としています。
ロシアのウクライナ侵攻から5カ月たちました。4月以降
東部と南部の戦線に集中してきましたが膠着状態の戦況が
続いています。ウクライナは、『ロシアに火力で20倍劣っ
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ている』として米欧に武器供与の強化を訴えてきました。
6月以降供与された地上兵器が配備され始めていて、南部
での本格的な領土奪還作戦を表明しました。米欧の情報当
局は、ロシア軍の死者は少なくとも1万5,000人と推計して
います。他方ウクライナ高官も、ウクライナでは毎日200
人が死亡していると明らかにしました。現時点では、双方
ともに終結へのシナリオは準備されているとは思われず、
消耗戦の様相を呈してきました。
全国高校野球選手権鹿児島大会は、離島勢として初めて
決勝に進んだ第1シードの県立大島高校に対して、4年ぶり
20度目の出場がかかるノーシード古豪鹿児島実業が、甲子
園出場の一枚の切符をかけ熱戦を繰り広げました。身上の
粘りの全員野球で9回2死から2点を取り、あと一歩で敗れ
た大島高校に温かい拍手が送られました。コロナ禍の中、
野球にひたむきに打ち込んできた両校の球児達の白熱した
プレーは、観る者全てに感動を与えてくれました。
フィギュアスケート男子で、ソチ・平昌両冬季五輪絶対
王者の羽生結弦が、7月19日記者会見して「プロのアス
リートとしてスケートを続けることを決意しました」と話
して、五輪、世界選手権など競技会からの引退を表明しま
した。今後はアイスショーに軸足を移すことになりまし
た。爽やかなイメージの羽生結弦は、世界各地に熱狂的な
ファンを持つアスリートでした。
（令和4年8月吉日）
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残 暑 お見 舞 い 申 し 上 げ ま す
平素より格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます
立秋とは名ばかりの厳しい暑さが続いております
ご一同様のご健壮を心よりお祈り申し上げます

●お盆休みのお知らせ●
当社では8/15(月）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。

税理士法人
■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
Mail : kamikawaji@tkcnf.or.jp

■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
Mail : nagayamataxa@gmail.com

上川路会計
■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
Mail : kamikawaji@mbd.nifty.com
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税務カレンダー
〈６月決算会社申告書提出〉
８月３１日まで
1

2

3

4

5

6

・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

7

8

9

10

11

12

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

13

山の日

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

9/1 9/2 9/3

８月１０日まで

・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（消費税及び地方消費税）
・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月中において各都道府県・
市町村の条例で定める日

・源泉所得税の納付

・個人事業税の第１期分の納付

・住民税の特別徴収税額の納付

・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〉
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
・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（消費税及び地方消費税）

・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

９月１２日まで
・源泉所得税の納付

・住民税の特別徴収税額の納付

２０２２年８月の経理・税務チェックリス ト
個人事業税の納付
□ 8月は、個人事業税（第１期）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。

社会保険の随時改定の反映（4月昇給の場合）
□ 社会保険の随時改定により、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。

夏祭り等への寄付金
□ 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。

税務調査対策
□ 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。
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『 「新しい資本主義」と令和４年度税制改正 』

令和3年10月に、岸田内閣が発足し、所信表明演説において「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい
社会の開拓」をコンセプトとして、「新しい資本主義」の実現へ取り組んでいくことを表明しました。
そして、令和４年6月には、「経済財政運営と改革の基本方針2022」（骨太の方針）、「新しい資本主義のグラ
ンドデザイン及び実行計画」が決定され、具体的な政策が示されています。
これらの政策を実現するために税制改正や法制度の改正、様々な施策が行われますので、その動向を工程
表なども参考に把握し、自社の事業計画へも適宜反映させていきましょう。

新しい資本主義に向けた改革
Ⅰ 新しい資本主義に向けた計画的な重点投資分野
（１）人への投資と分配

1．新しい資本主義に向けた計画的な重点投資分野

（２）科学技術・イノベーションへの投資

（３）スタートアップ（新規創業）への投資

（４）グリーントランスフォーメーション（GX）※1への投資

（５）デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）※3への投資

内閣官房HP参照

Ⅱ 社会課題の解決に向けた取り組み
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（１）民間による社会的価値の創造

（２）包摂社会の実現

（３）多極化・地域活性化の推進

（４）経済安全保障の徹底

「令和4年度税制改正」と「新しい資本主義」
令和4年度税制改正にも、「新しい資本主義」を目指す基本方針は反映されました。「成長と分配
の好循環の実現に向けて、多様なステークホルダーに配慮した経営と積極的な賃上げを促す観点から
賃上げに係る税制措置を抜本的に強化する（後略）」などと記載され、長期的な積極的な賃上げ等を

促すための措置（賃上げ促進税制）は、今回の主要な改正として位置づけられています。

【令和4年度税制改正の概要】
１．成長と分配の好循環の実現

３．円滑・適正な納税のための環境整備

２．国際課税制度の見直し

詳細は内閣官房ホームページにてご確認下さい

企業防衛対策のすすめ
法人契約生命保険・名義変更プランについて
金融庁は「法人契約保険の個人への名義変更」を巡り保険業法に基づく業務改善命令を出しまし
た。節税効果を強調するなど保険本来の趣旨から逸脱した募集活動が問題視されたものです。
節税を主たる目的として販売される保険商品については、これまでも税制改正が行われ、一定の節
税メリットは封じ込められてきましたが、今後は金融庁と国税局が連携を強化して対応していくとい
う方針が示されています。
リスク管理という保険の目的に合っているか、定期的に見直しをしていきましょう。

名義変更プランに関して、ご心配ご相談がございましたら担当者へお声がけください

「火災保険料」2022年10月より値上げされる見通し
2022年10月に、直近５年間で３回目の火災保険料が値上げとなる見込みです。従来より鹿児島県
は災害による料率の値上げ幅が大きく、今回は10～20%の値上げが想定されています。
保険料の値上げが実際に適用されるのは改定が実施された以後に新規加入あるいは更新した契約に
対してになります。この機会に「契約更新期前」であっても見直しをしてみてはいかがでしょうか。

税理士法人上川路会計は、従来よりの<損害保険契約>の見直しを推進しております。保険契約
の証券等の契約内容が分かるものを提示して頂ければ診断サービスを行っておりますので担当
者へお問い合わせください

「税理士法人 上川路会計」は、顧問先様と様々な情報を共有し、共に発展して参りたいと
考えております。どの様な些細なことでもお気軽にお問い合わせくださいます様お願い申
し上げます。
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呉服處 ば ん ぞ の

リニューアル！
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創業50年の節目を目前に、東京の出版社
やファッション業界で経験を積んだ後継者が
加わり、新たな取組みを展開しております。
季節ごとの展示会をマルヤガーデンズにて
開催。幅広い年代へ着物文化を発信！

「秋をめぐる、和の衣」展
会期：8月26～28日 10:00～20:00（最終日18:00迄）
会場：マルヤガーデンズ【４F ﾕﾅｲﾄﾒﾝﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ】

秋の装いを彩るお着物と帯を
小物と共にご紹介。「お着物
相談会」も同時開催いたしま
すので、メンテナ ンス ･コー
ディ ネート ･着付 けなど、お
着物に関する事は何でもお気
軽にご相談ください。皆様の
お越しを心よりお待ち申し上
げております。

雑誌『家庭画報
特選きものSalon』
にて、編集部推奨
店としてご紹介
いただきました！

○● お問い合わせ ●○
☏

呉服處ばんぞの

＠gofuku_banzono
Instagram QRコード

第１9回 ＫSCセミナーのご案内
※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。

『 消費税インボイス制度対策セミナー 』 ～ 今準備すべきポイント ～
研修内容及び講師
講師：税理士

石井 幸子

先生

【講師プロフィール】
東京地方税理士会 横浜中央支部所属
平成１５年税理士登録
勝島敏明税理士事務所（現：デロイトトーマツ税理士法人）ほかを経て
石井幸子税理士事務所を開業
主な著書に「消費税引き上げ・軽減税率・インボイス＜業種別＞対応ハンドブック」（日本法令、共著）
「欠損金の繰越し・繰戻し（法人税の最新実務Q&Aシリーズ）」（中央経済社、共著）など
【 研修内容 】
消費税インボイス制度「適格請求書等保存方式」が2023年10月1日より導入される予定です。この制度は、事業者に請求書発行
や会計処理などの大きな影響を与えます。そしてインボイス制度への対応が必要なのは課税事業者だけでなく、免税事業者の皆様
も、制度の検討をした上で早めに準備を進めていく必要があります。インボイスの基礎知識だけでなく、導入に向けた対応
をわかりやすく説明して頂きますので、ぜひご参加下さい。

★ 日時 ： 令和4年9月22日（木） 15：0０～16：3０

★

開催概要は別紙をご覧ください。

随想

『 異常な日常 』
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上川路美恵野
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酷暑見舞い申し上げます。連日の「命に係わる暑さ」の中、マスクの蒸し暑さが身体に堪えますね。お大事にお過ごしく
ださい。
さて、先月末、鹿児島地方気象台が桜島の噴火警戒レベルを３（入山規制）から最も高い５（避難）に引き上げ、南
岳山頂火口と昭和火口から３キロ以内の居住地域（鹿児島市有村町と古里町の一部）の住民の避難が行われまし
た。鳴り響く警報やTV報道の物々しさに「いつもの桜島とあまり変わらないような気がするけれど、火山の地下で何かとて
つもないことが起こっているのだろうか」と不安を掻き立てられました。結果として重大な被害もなく再び警戒レベルも引き
下げられましたが、情報提供の在り方など課題を残した格好です。
火山つながりで鹿児島市とイタリアのナポリ市は姉妹都市盟約を結んでいます。世界三大美港の一つと称えられるチレ
ニア海とベスビオ火山を望むナポリの風景は写真で見ると鹿児島市に印象が似ていて、成程「姉妹」だなと納得しま
す。
ベスビオ火山は、約2千年前に大噴火を起こし近郊の都市、ボンペイは一夜にして滅びました。火山灰の中に町での
暮らしがそのまま閉じ込められた形となり発掘作業によって在りし日の姿を知ることが出来ます。ボンペイは多様な階級・
人種の集まる商業的な都市であり、食生活も多様でファストフード店や娯楽施設なども多くあったことが研究により明ら
かにされています。
商業活動が盛んであれば、当然それを記録する「会計」も存在していたはずです。出土した資料の中にはある一家（三
人家族＋奴隷1人）の9日分の家計簿もあり、どのようなものをいくらで購入していたのかが記録されています。2千年とい
うはるかな時を超えてお金の動きを、ひいてはどのような活動をしていたのかを詳らかにすることが出来るのが帳簿の面白い
ところです。
また、古代ローマでは一般のローマ市民が商売をすることは禁じられていたので奴隷がその役割を担っていたのだそうで
す。出資者と事業の実行者が別であるということは、事業の結果を何らかの帳簿や決算書のような形で報告したでしょう
し、それについて監査も行われていたのではないか、と想像が膨らみます。
時代も場所も超えて私たちと同じように営まれていた生活を一瞬で滅ぼす力を持つと思うと火山の近くで
暮らす恐ろしさを感じます。ただ「近い将来」に大規模な噴火が起こる可能性が高い、と言われていても地球
規模の「近いうち」なので数十年くらいの誤差は当たり前の世界であって適切な防災減災措置を講じつつも
「あまり心配しすぎない」ことが火山の目前に暮らす心構えなのでしょう。桜島の観光情報ポータルサイトでも
「桜島の噴火は日常」と言い切っているあたり、私も含めて鹿児島人の
火山に対する感覚は特殊かもしれません。
今回の噴火は、地球という私たちの星の雄大さ不思議さを垣間見る
きっかけとなりました。
ナポリの街並

炎帝の玉座の如く桜島

（鹿児島市HPより）
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上川路会計

検索

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！

子供が長時間タブレット端末を扱っているので、「夏休みの宿題はやっているの？」

また、お知り合いに開業予

と尋ねたところ、夏休みの宿題をタブレット端末でやっているとの事。学校から一人１

定の方がいらっしゃいました

台ずつ貸し出されていて、もうすっかり使いこなしています。今の子供は

ら是非ご紹介ください！！

すごいなと感心しつつ、本当に宿題をやっているのか確かめられず、少し
モヤモヤしています。
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