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法人会ニュース(仮称)の名称募集について

今年度より法人会報は年間６回の発行になります。「あかやまぶき」４回・法人会ニュース（仮
称）２回です。
広報委員会では新しく発行される「法人会ニュース」の名称を会員の皆様から公募することと
なりました。「法人会ニュース」は、主に法人会の活動や事業計画などを中心に掲載した小冊
子になります。
応募は、名称案と氏名・法人名・連絡先電話番号をご明記の上、メール、FAXまたはハガキに
て当会までお送り下さい（宛先は裏表紙をご確認下さい）。10月１日㈮〆切りとなります。採
用案には、粗品をお送りいたします。
皆様からのご応募をお待ち申し上げます。　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広報委員長　齋藤竹雄

13　新会員紹介、都税についてのお知らせ
14　法人会の活動［４〜６月の法人会］
15　麻布街角物語�、濱崎先生の温灸教室⑪、
　　事務局から、編集後記
16　青年部会から、女性部会から、活動クローズアップ

２　新会報名称募集のお知らせ、行事日程、目次
３　第40回通常総会
７　創立60周年及び社団化40周年  記念式典・祝賀会
11　麻布法人会十年史、税務署からのお知らせ
12　連載  できるe-Tax�

　下記日程は変更になる可能性がございます。別途送付のご案内や本誌チラシまたはホームページ（HP）
でご確認ください。～2010年9月

行　　　事 日　　　時 会　　　場 内　　　容

決算法人説明会
決算期を迎える法人対象（会員を問わず）。主
に決算・申告の実務、法人税を解説。申込不要。
講師は麻布税務署担当官、東京税理士会税理士。

7/6、9/6　
           13:30〜16:00

7/6　麻布税務署会議室
9/6　赤坂区民ホール

●第40回通常総会

新設法人説明会
新設法人対象（会員を問わず）。税知識･会社設
立に伴う税務手続を解説。申込不要。講師は麻
布税務署担当官、東京税理士会税理士。

8/2、9/8
           13:30〜16:00 麻布税務署会議室

方面別
税務研修会

対象は問わず。申込不要。参加会員にはテキス
ト進呈予定。
＜研修内容＞
①税務研修(内容未定)
②一般研修、法人会の活用法

9/13　10:00〜12:00

9/13　14:00〜16:00

9/14　14:00〜16:00

9/15　14:00〜16:00

国際文化会館

赤坂区民センターホール

ホテルフロラシオン青山

健康診断
※㈶全日本労働福祉協会

要申込み
会員向け一日ドック型健康診断
コースにより16,233円〜36,395円
他オプション検診あり
ご案内の往復はがきにてお申込み下さい

7/22     9:00〜 ホテルはあといん乃木坂

源泉部会
（源泉所得税研修会）

対象は部会員。要申込。会員募集会費無料。
9月「給与所得（現物給与・経済的利益の課税
関係）」

9/16　13:30〜 麻布税務署会議室

第32回献血活動 詳細はHPでお知らせいたしますので、ご協力
お待ちしております。8〜9月（予定） 六本木ヒルズアリーナ

麻 布 方 面

六本木方面

赤 坂 方 面

青 山 方 面

　　　 ※承認された第40回通常総会議案書は、ホームページ上に掲載しておりますが、
　　　　 議案書をご希望の方、その他お問い合わせは事務局までご連絡ください。

第40回通常総会を開催

平成22年度の事業計画・役員改選
　去る５月24日15時30分より、第40回通常総会がホテ
ルニューオータニ（千代田区紀尾井町）に於いて、会
員148名のご出席と、23名の来賓各位のご臨席を賜り
開催されました。当会の定款27条に基づき、議長吉田
会長の議事進行のもと、全議案が原案どおり承認可決
されました。

　平成22年度の事業計画は、平成20年12月に施行され
た公益法人制度改革に関係する法律を踏まえ、重点事
項は前年度の事業計画を踏襲することとし、22年度は
創立60周年・社団化40周年を迎えることから「周年事
業の開催」が追加されました。
　また、理事補充選任では、新たに３名の理事が選任
され、２名の理事が退任されました。
　承認された全議案は、４〜６ページにわたって簡易
版を掲載しておりますのでご覧下さい。（※）

記念式典､祝賀会が併せて開催される
　今年度は、創立60周年・社団化40周年にあわせて、
総会終了後に大々的に記念式典と祝賀会が開催されま
した。司会には㈱テレビ朝日の小川彩佳アナウンサー
を迎え、大変な盛会となりました。
　詳しくは、７〜10ページの特集をご覧下さい。

厳粛な雰囲気の中行われた総会

議長を務める吉田会長
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●第40回通常総会 ●第40回通常総会

四季の終わりの18日間を土用と云うのが、夏の土用の中頃の丑の日だけ暑さが厳しいので精をつける為にうな
ぎの日になったようです。

3Dテレビが発売されて、家庭でも本格的に立体映像が楽しめるようになってきました。テレビのカラー化に次
ぐ大きな変化だそうです。今後、どう浸透していくかが楽しみです。

　議案
　第１号議案　議事録署名人選出の件
　第２号議案　平成21年度事業報告承認の件
　第３号議案　平成21年度収支決算報告承認の件
　第４号議案　平成22年度事業計画案承認の件
　第５号議案　平成22年度収支予算案承認の件
　第６号議案　理事補充選任の件

【第３号議案　平成21年度収支決算報告承認の件】

平成21年度収支計算書総括表
［平成21年４月１日〜平成22年３月31日］

（単位：円）

手前は来賓の皆様

【第１号議案　議事録署名人選出の件】
　議事録署名人に、鈴木榮一氏並びに今野信三氏が選
出されました。
　　
【第２号議案　平成21年度事業報告承認の件】
　１．任期満了に伴う役員改選
　２．会員数の移動状況
　３．会議の開催
　４．研修会等の開催
　５．サンエー・クラブの諸活動
　６．ティー・クラブの諸活動
　７．社会貢献活動
　８．厚生事業
　９．特殊事業
　10．広報その他の活動
　11．納税表彰・感謝状贈呈

吉田会長あいさつ

科　目

Ⅰ．事業活動収支の部
　１．事業活動収入
　（1）基本財産運用収入
　（2）会費収入
　（3）事業収入
　（4）補助金収入
　（5）雑収入
　（6）繰入金収入
　事業活動収入計
　２．事業活動支出
　（1）事業費
　（2）会議費
　（3）管理費
　（4）法人税引当繰入
　（5）繰入金支出
　事業活動支出計
　事業活動収支差額
Ⅱ．投資活動収支の部
　１．投資活動収入
　（1）特定資産取崩収入
　投資活動収入計
　２．投資活動支出
　（1）固定資産取得支出
　（2）特定資産取得支出
　投資活動支出計
　投資活動収支差額
Ⅲ．財務活動収支の部
　１．財務活動収入
　（1）借入金収入
　財務活動収入計
　２．財務活動支出
　（1）借入金返済支出
　財務活動支出計
　財務活動収支差額
Ⅳ．予備費支出
　１．予備費
　当期収支差額
　前期繰越収支差額
　次期繰越収支差額

金　額

12,500
48,641,380
8,318,132

18,236,900
1,782,182

0
76,991,094

25,078,098
4,077,644

48,713,308
155,300

0
78,024,350

△1,033,256
0
0

5,433,400
5,433,400

0
397,000
397,000

5,036,400
0
0

0

0
0
0

0
4,003,144

15,086,132
19,089,276

貸借対照表総括表
［平成22年３月31日現在］

（単位：円）

科　目

Ⅰ．資産の部
　１．流動資産
　２．固定資産
　（1）基本財産
　（2）特定資産
　（3）その他の固定資産
　固定資産合計
　資産合計
Ⅱ．負債の部
　１．流動負債
　２．固定負債
　負債合計
Ⅲ．正味財産の部
　１．指定正味財産
　２．一般正味財産
　　（うち基本財産への充当額）
　　（うち特定資産への充当額）
　正味財産合計
　負債および正味財産合計

金　額

19,858,413

5,000,000
110,113,600
30,534,863

145,648,463
165,506,876

769,137
3,113,600
3,882,737

0
161,624,139

（5,000,000）
（110,113,600）

161,624,139
165,506,876

平成21年度正味財産増減計算書総括表
［平成21年４月１日〜平成22年３月31日］

（単位：円）

科　目

Ⅰ．一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
　　　　経常収益計
　　　　経常費用計
　　　当期経常増減額
　２．経常外増減の部
　　　　経常外収益計
　　　　経常外費用計
　　　当期経常外増減額
　　　当期一般正味財産増減額
　　　一般正味財産期首残高
　　　一般正味財産期末残高
Ⅱ．指定正味財産増減額
Ⅲ．正味財産期末残高

金　額

76,991,094
78,638,557

△1,647,463

5,592,200
0

5,592,200
3,944,737

157,679,402
161,624,139

0
161,624,139

【第４号議案　平成22年度事業計画案承認の件】
　平成22年度においては、平成20年12月に施行された
公益法人制度改革に関係する法律を踏まえて、新制度
に基づく社団法人への移行準備を進めるとともに、各
種会活動への参加を通じ会員相互の交流を深め、組織
の維持発展に努める必要があり、本年度の事業計画の
重点事項および具体的な内容は次のとおりとする。

一．重点事項
　１．会員の増強と組織の強化
　２．各種研修会等の活発化
　３．サンエー・クラブ（青年部会）及びティー・ク
　　ラブ（女性部会）の活動の充実と推進
　４．社会貢献活動について
　５．e-Tax（国税電子申告・納税システム）の普及
　　促進について
　６．各種共済制度の普及推進
　７．周年事業の開催
　　　創立60周年社団化40周年記念事業の開催

二．事業計画の内容
　１．総務委員会関係

　　各種会議等の充実と、あわせて方面部長・委員
長会議の定着を図り、会運営の活性化に努める。

２．組織委員会関係
　　組織委員会を充実させ、各正副方面部長および

支部長等と連絡協調をとり効果的な増強運動の展
開を図るとともに、会員の退会防止に努める。

３．事業委員会関係
　　充実した事業活動を推進するため、あらゆる機

会をとらえて情報の収集につとめ、魅力ある事業
活動を展開する。

４．税制委員会関係
　　会員企業からきめ細かい意見情報の収集に努め、

法人企業に強く反映する要望意見をとりまとめる。
５．広報委員会関係
　　会員に役立つ情報を迅速に提供し、かつ親しみ

やすく魅力ある広報誌作りに努める。
６．厚生委員会関係
　　本部行事（特に会員の健康保持のための活動を

推進する）は、もとより、方面部単位で開催でき
る楽しく身近な行事も併せて推進することに努め
る。

７．社会貢献委員会関係　
　　今年度も更に社会に貢献できる活動を継続実施

して行くことに努める。また、今後新たな貢献活
動も模索して行く。

◉全議案1〜6号の内容(簡易版)◉

第２号議案について説明する後藤事業委員長
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●第40回通常総会 ●特集・創立60周年 社団化40周年 記念式典･祝賀会

今年も梅雨の季節がやってきました。が、例年に比べ梅雨入りはゆっくり。はやく終わってほしいものです。 常に家をキレイに保つ秘訣は、なんでも定期的に客人を招くこととか。

　　会長挨拶
　　会長　吉田　正昭

　この度、麻布法人会は創立60周
年・社団化40周年を迎えることができました。この間
各関係先のご指導ご支援と役員諸氏を中心とする会員
皆様方の一貫したご熱意とご協力によって成長して参
りました。あらためて各位のご苦労とご功績に対しま
して心から感謝の意を表します。
　ご承知のとおり、昭和24年に従来の賦課課税制度に
代わって申告納税制度が採用されました際、納税者が
自主的な団体を結成して税務当局がこれを指導援助し
ていく方針が打ち出され、その結果全国に多くの法人

会が結成されました。このような時代の要請に沿って、
当法人会の前身である赤坂法人会が昭和24年12月に、
また旧麻布法人会が翌25年１月に誕生しました。
　この二つの法人会は、昭和39年４月に一層健全な納
税者団体としての機能を発揮するため、合併して麻布
法人会となり、さらに昭和45年12月に社団法人の認可
を受け、今日に至っております。
　私たちは公益法人としての使命を肝に銘じ、今後さ
らに会員の増強と会の質的向上をはかり組織を強化し
ていくとともに、皆様のご期待に添うよう事業活動の
一層の充実に努め、法人会本来の目的達成に努力して
いきたいと存じます。何とぞ、関係各位の格段のご指
導ご支援と会員の皆様方の一層のご理解ご協力をお願
いいたします。

【第５号議案　平成22年度収支予算案承認の件】

平成22年度収支予算書総括表
［平成22年４月１日〜平成23年３月31日］

（単位：円）

科　目

Ⅰ．事業活動収支の部
　１．事業活動収入
　（1）基本財産運用収入
　（2）会費収入
　（3）事業収入
　（4）補助金等収入
　（5）雑収入
　（6）繰入金収入
　事業活動収入計
　２．事業活動支出
　（1）事業費
　（2）会議費
　（3）管理費
　（4）繰入金支出
　事業活動支出計
　事業活動収支差額
Ⅱ．投資活動収支の部
　１．投資活動収入
　（1）特定資産取崩収入
　投資活動収入計
　２．投資活動支出
　（1）固定資産取得支出
　（2）特定資産取得支出
　投資活動支出計
　投資活動収支差額
Ⅲ．財務活動収支の部
　１．財務活動収入
　（1）借入金収入
　財務活動収入計
　２．財務活動支出
　（1）借入金返済支出
　財務活動支出計
　財務活動収支差額
Ⅳ．予備費支出
　１．予備費
　当期収支差額
　前期繰越収支差額
　次期繰越収支差額

金　額

12,000
45,662,000
9,916,000

17,146,000
1,465,000

―
74,201,000

39,509,000
4,890,000

47,810,000
―

92,209,000
△18,008,000

0
5,000,000
5,000,000

0
475,000
475,000

4,525,000

0
0

0
0
0

5,606,276
△19,089,276

19,089,276
―

全法連・東法連による
功労者表彰のご報告

　上部団体である㈳東京法人会連合会の第32回
通常総会（５月26日、明治記念館）の後に感謝
状及び記念品贈呈式が行われました。当会の受
彰者は次のとおりです。（敬称略）

●全法連功労者表彰〈伝達〉

　稲　葉　秀　一（当会常任理事）

　早　川　壽　一（当会常任理事）

●東法連功労者表彰

　野　原　　　茂（当会理事）

　竹　花　　　忠（当会理事）

　出　野　泰　正（当会理事）

　森　脇　健　三（当会理事）

　三　浦　芳　裕（当会理事）

　佐　藤　　　崇（当会理事）

●東法連会員増強表彰

　稲　葉　秀　一　（当会常任理事）

　懸　田　健　一　（当会常任理事）

　早　川　壽　一　（当会常任理事）

　大　西　紀　男（当会理事）

　額　賀　真理子（当会理事）

│ 麻布法人会創立60周年宣言 │　

　私達麻布法人会は60年間申告納税制度の普及と、納税意識の高揚をモットーに、よりよい経
営者を目指し、そしてより良い社会を創るような活動を続けて参りました。
　今、政治経済激動の日本の中において、申告納税制度も普及し、納税意識も高まった今日、
麻布法人会として新たな方向性を見出し、社会貢献をしていく時期に差し掛かっております。
　私達麻布法人会はよき経営者を目指す者の集まりとして、この60周年を大きな節目とし、私
達の研鑽はもとより、より良い地域創り、ひいてはより良い日本社会創りを目指して麻布法人
会創立60周年宣言を致します。

一、私達は、税のオピニオンリーダーとして積極的に活動します。
一、 研鑽を積み、人の和、仲間のつながりを大切にし、お互いの企業発展の努力を怠らない団
　　体になります。
一、公益性を追求し、地域、ひいては日本社会活性化の牽引者となるよう努めます。
一、地球環境を守り、未来の為にバランスのとれた地球環境を考える団体になり、世界に発信
　　していきます。

　以上を麻布法人会の基本方針として活動していきます。

手前は役員席
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●特集・創立60周年 社団化40周年 記念式典･祝賀会

　社団法人麻布法人会の創立60周年・社団化
40周年の記念式典および祝賀会を、６月24日
午後４時45分より280余名の会員はじめ多数
のご来賓のご臨席を賜わり、ホテル・ニュー
オータニで盛大に開催することができました。
これも偏に、関係各位のご理解とご協力の賜
物と感謝しております。
　第40回の通常総会に続き開催された第一部
の記念式典は、テレビ朝日の小川彩佳アナウ
ンサーの司会により、厳粛な空気の中にも華
やかさを添え進行いたしました。

　開式の辞に続いて、記念事業実行委員会後
藤浩士事務局長より発表された別掲の「麻布
法人会創立60周年宣言」は今後の法人会活動
の基本方針を示すものとして、採択されたも
のです。
　続いて、法人会活動に貢献してこられた関
係団体、税理士・弁護士の各氏に対し会長感
謝状が、また、歴代会長、永年勤続役職員、
功労者、会員増強功労者に対し、会長表彰状
が副賞と供に贈呈され、受彰者を代表して白
石顧問（元会長）より謝辞を頂戴いたしました。

　また、参加者からお
預かりした創立60周年
祝賀会の会費の一部と
ゴルフ会でお預かりし
た寄付金を日本赤十字
社東京都支部港地区へ贈呈いたしました。
　第二部の祝賀会は、第一部の厳粛さとは打
って変わった開会挨拶のあと、今後の盛り上
がりを予感させるような華やかなくす玉開き、
椎津相談役の乾杯と続きました。
　サンエー・クラブ、ティー・クラブによる

歴史を振り返る映像は素晴らしいものでした。
また、ティー・クラブのフラダンスは短期間
で習得したとは思えないみごとな出来栄えで、
出席者を魅了したのではないでしょうか。
　チャリティー抽選会は、約50社からご協賛
いただき、ハワイ旅行、高級腕時計、32型テ
レビ、ゴルフバッグなど豪華賞品を100本以
上用意することができました。ご協賛いただ
いた皆様には改めて厚く御礼申し上げます。
　抽選会は、風船王子ことせーじ氏と実行委

員の稲葉氏の司会により終始和やかに進行い
たしました。残念ながら、ステージ上で抽選
し当選者の喜びのお顔を拝見することができ
たのは、ハワイ旅行等10本の当選者のみでし
たが、その他の方々はお帰りの際10等外とは
思えないような豪華賞品を受け取り、お喜び
の中帰路につかれたのではないでしょうか。
　昨年の６月以来実行委員一同「新しい絆、
明るく、楽しい法人会」を基本コンセプトに
記念事業を計画して参りました。

　当日は多くの方々にお集まりいただき、大
いに楽しみながら会員相互の交流が図れ、同
時に一体感を感じることができました。法人
会にはこれだけのすばらしいパワーがあるこ
とを改めて再認識できたのではないでしょう
か。私共は、このパワーを次の10年へ繋げて
いかなければなりません。
　公益法人制度改革もあり、今回の創立記念
を新たな出発点と位置付け、新生法人会とし
て更なる発展を願っています。

記念事業実行委員長　坂本 章二

後藤実行委員会事務局長

白石顧問

玉置実行副委員長

鈴木麻布税務署長

田中港都税事務所長 野村港区副区長

東法連横山専務理事 沼生麻布間税会会長

来賓
祝辞感謝状

表彰状
贈呈

椎津相談役による乾杯 司会の小川アナウンサー

くす玉開き

バンド演奏 バルーンアートパフォーマンス

関実行副委員長の閉会挨拶

サンエー・クラブ（青年部会）

○×クイズティー・クラブ（女性部会）

チャリティー抽選会協賛賞品

●特集・創立60周年 社団化40周年 記念式典･祝賀会
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●特集・創立60周年 社団化40周年 記念式典･祝賀会 ●麻布法人会十年史

●税務署からのお知らせ

三菱自動車工業が、新車の基本部品の保証期間を10年とするプランを発表しました。環境にとってエコカーも
いいですが、物を長く大事に使うということも大切ですね。

今では広辞苑にも載っている「イケメン」。イケてる顔のつくりの男性のことを指します。また最近では、育児
を積極的にする男性を「イクメン」と呼ぶとか。

 平成13年　第９代会長に椎津忠三氏（日本室内設備工業㈱社長）が就任〔５月24日〕

 平成14年　サンエー・クラブ創立30周年 記念フォーラムを赤坂区民センターで開催〔９月７日〕

 平成14年　B5版｢社団法人麻布法人会報｣から、A4版｢あかやまぶき｣に版･名称を改訂(９月発行分より)

 平成19年　第10代会長に吉田正昭氏（ミナト矢崎サービス㈱社長）が就任〔５月24日〕

 平成20年　ティー・クラブ設立10周年記念祝賀会を国際文化会館で開催〔10月15日〕

 平成21年　六本木方面部を、六本木第１方面部、六本木第２方面部に分割〔４月22日〕

 平成22年　創立60周年・社団化40周年記念式典をホテル・ニューオータニで開催〔５月24日〕

いわゆる「一人オーナー会社課税制度」の廃止
◆いわゆる「一人オーナー会社課税制度」（特殊支配同族会社

における業務主宰役員給与の損金不算入制度）は廃止しま
す。

　なお、いわゆるオーナー給与に係る課税のあり方について、

個人事業主との課税の不均衡を是正する必要があり、「二
重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平成23年度
改正で講じます。

資本に関係する取引等に係る税制の整備
■主な見直し項目
１　100％グループ内の法人間の譲渡取引の損益の繰延べ
　　資産のグループ内取引により生ずる譲渡損益については、

その資産がグループ外に移転する等の時まで、計上を繰り
延べます。

２　大法人の100％子法人への中小企業向け特例措置の適用
の見直し

　　大法人の100％子法人である中小法人は、それ以外の中
小法人と資金調達能力など経営実態が異なることから、中
小企業向け特例措置（資本金の額が１億円以下の法人に係
る次の制度）については、資本金の額が５億円以上の法人
又は相互会社等の100％子法人には適用しません。
　（中小企業向け特例措置）
　  ・軽減税率
　  ・特定同族会社の特別税率の不適用
　  ・貸倒引当金の法定繰入率
　  ・交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
　  ・欠損金の繰戻しによる還付制度
３　清算所得課税の廃止等
　　清算所得課税が廃止され、清算中の内国法人である普通

法人又は協同組合等について、通常所得課税が行われるこ
ととされました。

　　この改正に伴い、次の整備が行われました。
　⑴期限切れ欠損金の損金算入制度等の整備
　　　内国法人が解散した場合に、残余財産がないと見込ま

れるときは、清算中に終了する事業年度前の各事業年度
において生じた欠損金額のうちいわゆる期限切れ欠損金
について、青色欠損金及び災害損失欠損金の控除後かつ
最後事業年度の事業税の損金算入前の所得金額を限度と
して損金の額に算入することとされました。

　⑵その他
　　　その他、清算所得課税の廃止に伴い、清算中の法人に

ついて特定同族会社の特別税率が不適用とされるなどの
改正が行われました。

　　〔適用時期〕
　　　平成22年10月１日以後に解散が行われる場合における

各事業年度の所得に対する法人税について適用され、同
日前に解散が行われた場合における清算所得に対する法
人税については従来どおり適用されます。

平成22年度 税制改正（法人課税）

　㈱ビスポークハヤカワ　　　　　　早　川　壽　一
　㈱陶香堂　　　　　　　　　　　　吉　岡　琢　磨
　東光化学工業㈱　　　　　　　　　中　島　孝　俊
　㈱今野商店　　　　　　　　　　　今　野　信　三
　㈲ミツタ　　　　　　　　　　　　光　田　至　秀
　㈱ビー・エム・シー　　　　　　　森　　　繁　雄
　㈲テーラー森脇　　　　　　　　　森　脇　健　三
　㈱クワジマ　　　　　　　　　　　桑　嶋　哲　朗
　㈱春久　　　　　　　　　　　　　崎　谷　秀　彦
　㈱イナバ建築設計事務所　　　　　稲　葉　秀　一
　㈳麻布法人会　　　　　　　　　　関　根　孝　明

（勤続19年〜10年）

◉功　労　者
　テックトレーディング㈱　　　　　添　野　　　英
　㈱徳井　　　　　　　　　　　　　時　枝　紀　子
　㈲サイトー印刷所　　　　　　　　齋　藤　竹　雄
　㈳麻布法人会 元職員　　　　　　  渡　邉　徳　恵

◉会員増強功労者
　㈱イナバ建築設計事務所　　　　　稲　葉　秀　一
　㈱ミトス　　　　　　　　　　　　懸　田　健　一
　㈱ビスポークハヤカワ　　　　　　早　川　壽　一
　㈱ジー・キューブ設計事務所　　　後　藤　浩　士
　㈱クワジマ　　　　　　　　　　　桑　嶋　哲　朗
　シグマリアルエステート㈱　　　　坂　本　章　二
　㈲敬商事　　　　　　　　　　　　妹　尾　　　敬
　㈱ヨシノ機械通商　　　　　　　　永　吉　博　隆
　㈱日東インテリア・サービス　　　鈴　木　俊　彦
　オーエム商事㈱　　　　　　　　　落　合　光　治
　㈱佐阿徳　　　　　　　　　　　　佐　藤　　　崇

感謝状・表彰状受彰者名簿
（敬称略・順不同）

受彰風景

会長感謝状受彰者

　大同生命保険株式会社 新宿支社
　ＡＩＵ保険会社 首都圏第三営業本部
　アフラック東京総合支社
　税　理　士　　　　　　　　　　　飯　島　一　郎
　税　理　士　　　　　　　　　　　田　中　信　昭
　税　理　士　　　　　　　　　　　豊　田　晴　彦
　弁　護　士　　　　　　　　　　　大　森　八十香

会長表彰状受彰者

◉歴代会長経験者（50周年以降）
　㈱アイトー　　　　　　　　　　　白　石　光　正
　㈱日本室内設備工業　　　　　　　椎　津　忠　三

◉永年勤続役職員　
　㈱荒木　　　　　　　　　　　　　荒　木　敬　正
　㈱山水舎　　　　　　　　　　　　齋　藤　勇　一
　㈱原安太郎商店　　　　　　　　　原　　　　　保
　㈱日東インテリア・サービス　　　鈴　木　俊　彦

（勤続30年超）
　㈱博文堂　　　　　　　　　　　　大　橋　　　茂
　金子不動産㈱　　　　　　　　　　金　子　成　一
　㈲ケイアンドアイコーポレーション　　磯　田　榮　一
　㈱泉水舎　　　　　　　　　　　　水　沼　　　寛
　㈱月世界ビル　　　　　　　　　　淵　光　太　郎

（勤続29年〜20年）
　㈱セイジュン　　　　　　　　　　関　　　瑛　一
　東陽石油㈱　　　　　　　　　　　増　本　勝　也
　㈱ダイヤトリコ　　　　　　　　　玉　置　　　誠
　㈲渡辺製図工業社　　　　　　　　渡　邉　吉之助
　伊藤建設㈱　　　　　　　　　　　伊　藤　勝　之
　㈲須永呉服店　　　　　　　　　　須　永　達　雄
　㈲敬商事　　　　　　　　　　　　妹　尾　　　敬
　㈱田浦電機　　　　　　　　　　　田　浦　　　彰
　㈱優雅堂　　　　　　　　　　　　中　村　正　志
　㈱ほうらいや　　　　　　　　　　新　保　國　彦
　㈲鈴木商店　　　　　　　　　　　鈴　木　榮　一
　㈲韮沢商店　　　　　　　　　　　韮　澤　庄　作
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●できる e-Tax

　

Vol.25

【e-Taxの感想】  　ティー・クラブ部会長　岡田　敏江
　サポートやヘルプデスクが充実しており、わからないことがあってもすぐに質問ができます。
　e-Taxに不安や疑問がある方でも、これなら簡単に導入できると思います。

便利なe-Taxで納付してみませんか
〜電子納税の利用について〜

e-Taxは、自宅やオフィス等から申告・納税ができる便利なサービスです。

電子納税では、金融機関の窓口に出向くことなく、インターネット
等を利用して国税を納付することができ、次の方法があります。

① 「ダイレクト納付」による電子納税
②インターネットバンキング等による電子納税（登録方式・入力方式）

昨年度に引き続き、平成22年度も

23区内の小規模非住宅
4 4 4

用地の
固定資産税・都市計画税を

減免します

自動車税の納付はお済ですか？

●新会員のご紹介交流は、企業の力。

〔平成22年3月〜5月　21法人入会〕　     　　　　 　　　    麻=麻布　六＝六本木　赤＝赤坂　青＝青山　系＝系列

麻6
麻13
麻20
六4
赤9
青1
麻12
六2
六4
六5
赤7
赤20
青5
麻5
赤5
赤15
赤17
青6
青9
青10
青12

㈱ツインズ
クリーングッズ㈱
㈱SENSE1
ハマー・キャピタル㈱
アルファ美容研究所
㈱公益社
平哲商事㈱
㈱スクウェイブ
㈱MU
㈱クレアスレント
㈱清峰堂
リブラマネジメント㈱
㈱KION
KPMG  BRM㈱
㈲岡村多聞堂
エヌ・アイ・フーズ㈱
㈱バンブー
(同)宿屋　（リストランテ宿屋）
㈱エンジン・ルーム
㈱エヌアセットTOKYO
(医)社団南青山アイクリニック

西麻布1-14-1
東麻布2-12-4
麻布台2-3-14
六本木4-2-35
赤坂3-14-2
南青山1-1-1
東麻布1-23-2
六本木3-4-36
六本木4-1-12
六本木5-1-3
赤坂3-10-14
赤坂9-6-39
北青山2-11-10
南麻布5-2-32
赤坂2-13-19
赤坂7-7-5
赤坂8-4-7
南青山3-4-12
南青山5-4-19
南青山6-12-3-402
北青山3-3-11

広告企画制作
卸売
飲食店
不動産・飲食店経営
美容・健康
葬祭
飲食店
経営コンサルティング
対事業所サービス
不動産
不動産仲介
コンサルティング
派遣
会計サービス
製造販売
食料品卸売
広告制作
飲食
ソフトウェア開発・販売
不動産サービス
眼科

5772-8100
5575-6205
3586-0210
3596-0123
3587-1660
5786-9628
6459-1889
3568-1830
3568-5001
6824-9532
3586-0003
3497-0250
6416-0699
5447-0738
3582-1621
5545-3241
6459-2396
5775-4980
6427-9681
6419-4118

0120-00-5762

3月

所属支部 法　人　名 住所（東京都港区） 業　　種 電　話（03） 入会

●都税についてのお知らせ

減免対象　一画地における非住宅
4 4 4

用地の面積が400㎡
以下であるもののうち200㎡までの部分

　　　　　ただし、個人又は資本金等が１億円以下の
法人が所有するものに限ります。

減免割合　固定資産税・都市計画税の税額の２割

減免手続　減免を受けるためには、申請が必要です。
　　　　　まだ申請をしていない方で、小規模非住宅

4 4 4

用地を所有していると思われる方には、７
月下旬に「固定資産税減免手続きのご案内」
をお送りします。減免の要件を確認のうえ、
申請してください。

　　　　　※前年度に減免を受けた方で用途を変更し
　　　　　　ていない方は、新たに申請する必要はあ
　　　　　　りません。

【お問い合わせ先】
　土地が所在する区にある都税事務所　

　自動車税の納期限は過ぎています。納期限を過ぎても納めて
いただけないと、延滞金がかかります。まだ納付がお済でない
方は、至急お納めください。
　東京都の自動車税は、金融機関・郵便局の窓口、都税事務所・
都税支所・支庁・都税総合事務センター・自動車税事務所の窓
口ほか、指定のコンビニエンスストア、金融機関・郵便局のペ
イジー対応のATM、インターネットバンキング、モバイルバ
ンキングでも納付できます。
利用可能なコンビニエンスストア
エーエム・ピーエム　くらしハウス　ココストア　コミュニティ・
ストア  サークルＫ  サンクス  スリーエイト  スリーエフ  生活彩
家　セブン・イレブン　デイリーヤマザキ　ファミリーマート　ポプ
ラ　ミニストップ　ヤマザキデイリーストアー　ローソン（50音順）
※金融機関・郵便局のペイジー対応のATM、インターネットバン

キング、モバイルバンキングで納付する場合は、領収証書は発行
されませんので、ご注意ください。また、継続検査等（車検）用
の納税証明書は、はがきサイズのものを後日郵送します（おおむ
ね２週間程度を要します。）。

【お問い合わせ先】
都税総合事務センター自動車税課　０５７0−０６４−１７１
※PHS・IP電話をご利用の場合　　０３−５９８５−７８１１

車検時納付はNO！

4月

5月

e-Tax開始届出書を税務署に提出

ダイレクト納付利用届出書を提出 ※1

「ダイレクト納付登録完了通知」が
メッセージボックスへ格納 ※2

電子納税の利用手続のご案内

金融機関とインターネットバンキング契約

インターネットバンキング
等による電子納税を

利用できます

ダイレクト納付による
電子納税を利用できます

詳しくはe-Taxホームページをご覧ください。
www.e-tax.nta.go.jp

e-Taxの利用時間
月曜日から金曜日の午前８時30分から午後９時（祝日等を除きます。）までとなります。
なお、利用時間については、メンテナンス作業等により変更する場合もありますので、事前にe-Taxホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）で
ご確認ください。

※1 ダイレクト納付利用届出書を作成し、住所地等を所轄する
　　税務署へ書面で提出してください。

※①ダイレクト納付利用届出書は、国税庁ホームページから入
　　手できます。
　②利用可能金融機関については、国税庁ホームページでご確
　　認ください。

※2 税務署と金融機関で登録手続きが完了すると、「ダイレク
ト納付登録完了通知」がメッセージボックスへ格納され、
ダイレクト納付の利用が可能となります。
※利用届出書を提出してから利用可能となるまで、１か月程度
　かかります。

e-Taxソフトのインストール･初期登録

あかやまぶき企業訪問希望される企業は、当会事務局へ御社を取材します!!あかやまぶき企業訪問
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●

厚生委員会　　　　　　　　　　　　　
●第34回会員親睦ハイキング

［4/10 千葉県佐倉市］
　好評の会員親睦ハイキングは、今回37
名の会員企業の皆様方にご参加頂き開催
されました。城址公園の桜や武家屋敷見
学を楽しんでいただき、楽しいハイキン
グとなりました。

●第167回ゴルフ大会
［4/14 東松山カントリークラブ］

　強風の中でのスタートでしたが、桜花
を楽しみながら、ショートホールでワン
オンチャリティーを行いました。参加者
27名のうち、初参加者５名でした。

社会貢献委員会　　　　　　　　　　
●第14回グリーンロードシックス
　路上清掃活動
　日本サムスン・富士ゼロックス・日本
IBMと一緒に取り組む年間３回の六本木
地区の路上清掃ボランティア。当会から
は２名が協力させて頂きました。

源泉部会　　　　　　　　　　　　　
●源泉部会研修会
　主に、源泉所得税の大口徴収義務者が
対象の定例研修会。4/26「源泉徴収のあ
らまし･総則」27名、5/19「報酬・料金
等の源泉徴収事務」21名出席。

総務委員会　　　　　　　　　　    　
●第40回通常総会

［5/24 ホテル・ニューオータニ］
　会員148名、ご来賓23名ご参加のもと
盛大に行われた。総会後、創立60周年・
社団化40周年記念式典および祝賀会が行
われました。

事業委員会　　　　　　　　　　    　
●新設法人説明会

［4/7、5/12、6/9 麻布税務署］
　法人税、消費税、源泉所得税その他税
知識や会社設立に伴う税務手続きにつき
解説。4月45名、5月24名、6月17名参加。
　
　
　
　
　

　
　

　
●決算法人説明会

［4/8、5/13、6/10 麻布税務署］
　決算・申告の実務、法人税の概要、改
正税法、消費税、印紙税、源泉所得税に
つき解説。４月80名、５月50名、６月75
名参加。

　
　
　
　
　
　
　
　

●簿記講習会（全5回）
［5/11〜25 麻布法人会事務局］

　実務入門コース（基本日程：火・金曜
夜間）では、18名参加。講師は、東京税
理士会麻布支部の豊田治彦先生。次回は、
11月に開催予定。

●源泉基礎講座
［6/8 港区立商工会館］

　麻布税務署担当官を講師に、源泉徴収
事務制度の概要、給与・賞与にかかる源
泉徴収事務、退職金・報酬料金にかかる
源泉徴収事務につき解説。合計94名参加。
　

●改正税法説明会
［6/28 赤坂区民センターホール］

　麻布税務署担当官を講師に、今年度の
税制改正の内容とその取扱いについて解
説。午前と午後開催。

広報委員会

●取材活動
　会報「あかやまぶき」で、トップイン
タビューや企業訪問といった取材活動と
編集・発行を行っています。
　次号に向け、麻布税務署新署長と麻布
法人会会長の対談の取材を予定していま
す。

集募
皆様からの雑学、つぶやき、ぼやき、川柳など何でも掲載していきます。
FAX・Email・郵送などで麻布法人会事務局宛で、100字以内でお送りください。匿名でも結構です。集

●法人会の活動〈4〜6月の麻布法人会〉 ホームページでは
タイムリーかつ詳細にお知らせしております

総会後、記念式典・祝賀会が行われた

B.G  坂本＝80　 N.P  保坂・吉田・大熊・小堀

優勝

２位

３位

氏　名

東山　和正

杉山　公一

江田　義久

法　人　名

㈱東山

㈱エムオーシー

㈲ローレル

Ｇ

93

81

90

Ｈ

20

7

16

Ｎ

73

74

74

麻布税務署人事異動特集、できるe-Tax�ほか次号
予告

●麻布街角物語●温灸教室●事務局から●編集後記

◎事務局から◎
◆年会費の早期納入のご協力を
　年会費は会活動最大の資金源です。お忘れのないようお
早めにお振込みください。

◆口座振替による会費納入のお願い
　ご希望の方はご連絡ください。

◆移転・休廃業その他変更点が生じましたら
　お早めにご連絡ください。年会費が発生いたします。

◆紛らわしい勧誘や集金にご注意を！
　法人会や税務署等と紛らわしい言動による参考書の購読
や研修会等へ参加により多額の料金を請求される事例が発
生しております。ご注意下さい。

◆上部団体、全・東法連のホームぺージについて
　東法連HPの「都内法人会の会員専用ページ」のご利用

（リゾート型プリンスホテル、ラフォーレ倶楽部、JALホ
テルズ、指定旅館、研修用ビデオ無料貸出、東法連法律
相談、セコム・セキュリティ紹介制度）にはユーザー名

「tohoren」、パスワード「0771」が必要です。さらに、ラ
フォーレ倶楽部お申し込みの場合、会員番号「20052-08」
が必要です。

◆HPに会員専用ページ開設
　当会ホームページ上に会員専用ページのログインにはユ
ーザー名「azabu」、パスワード「mb219」が必要です。

募

〔陰陵泉（いんりょうせん）〕
　膝の内側にあって、手で触るとわずかに突起してい
る。

〔主治効能〕
　体の浮腫、腹部
膨満。黄疸。下痢、
排尿困難または失
禁、陰部遺精、膝
部の疼痛などに効
く。

体に合わない場合は、絶対にやらないこと。

参仙堂治療院院長　濱崎  正　お問い合わせ　03-3224-0438

⑪

温灸による
健康効果について解説温灸の穴

つぼ

陰陵泉

市販のお灸を用意してください

日本緯度原点

《解説》　麻布台にロシア大使館やアフガニスタン大
使館などで挟まれた一画に、小さく緑の有る場所が
あります。
　見過ごしてしまい
そうな看板に日本緯
度原点と書かれてい
ます。
　関東大震災がある
まではこの場所に東
京天文台があり、天
文観察が行われてい
た場所で、明治時代
から絶対的な位置の
基準として、日本の
経度・緯度を求めら
れてきたのです。
　天文台は無くなりましたが、現在もわが国の地図
測量の原点の一つとして利用されています。
　是非一度そんな原点を見てみるのも楽しいと思い
ます。　　　　　　　　　　（広報委員　須藤純男）

27

14

東京タワーの西側に熊野神社が鎮座し
ている。
地元の役員と云うことで、神社の宮神
輿の委員長を仰せつかった。
四つの町会を回る宮神輿の渡御である。
歴史、しきたり、言葉使い、決まり事、
作法と何もかもが新鮮に映る。

厳粛な中に発輿式が斎行され、お祓い
を受け、神輿と担ぎ手が一体となる。
神主が行く先々をお祓いをし、着物姿
で私と氏子総代が静かに続く。
神輿は威勢のよいかけ声と共に、荒々
しく担ぎ進む。
場所柄、外国の方がカメラを向け、中
には飛び入りで参加される方も。
普通に歩けば30分程の距離を３時間程

日本緯度原点

かけて四町会を練り歩く。
神社にもどると雰囲気は最高潮に達し、
何度も神輿が舞う。
やがて神輿が置かれると、担ぎ手に達
成感と神社には静寂が戻る。
陰と陽、日常と非日常、祈願詞をあげ
たのも初めての経験。
本当に貴重な体験をさせていただいた。

（広報　斎藤竹雄）

説明会の中でも人気のある源泉基礎講座

歴史ある武家屋敷での一枚

税理士講師による熱意溢れる講義（5月）

この日は税務署会場も満員に（6月）



第12回通常総会（５月18日）　
　滞りなく、総会、講演会、懇親
会を終えることができました。
　会員の皆様ご来賓の皆様ありが
とうございました。

　アカデミックで頭にす
っと入ってくる感じが、
新鮮で良かったです。
　有難う御座居ます。

＜60周年祝賀会にて役員によるフラダンス＞
　ティー・クラブ役員10名は、祝賀会の為に、初めての
フラダンスに挑戦しました。
　全員が揃っての
練習は２回だけで
したが、最後は皆、
円紅のように一つ
となり、とても良
い思い出となりま
した。
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▶

下総・佐倉ハイキング

　　　　　　　　　　　　　　　 　各種活動も充実（14ページ参照）

ホームページの会員専用ページ情報

サンエー・クラブ（青年部会）
東法連青連協第２ブロック 懇親ゴルフコンペ

サンエー・クラブ　６年連続優勝！！
　さる、平成22年６月11日㈮近郊の名門コース、紫カン
トリークラブに於いて、東法連青連協第２ブロック青年
部会交流事業
として、懇親
ゴルフコンペ
が開催されま
した。６法人
会の青年部会
から総勢33名
が参加しゴル
フを通して懇親を深めました。競技ルールは、新ペリア
方式で個人のスコアと上位４名のスコアを対象とし団体
で競いました。団体優勝は、６年連続でサンエー・クラ

ブ、個人優勝及びベスグ
ロ優勝の２冠は、事業委
員会中村武志委員長が獲
得致しました。おめでと
うございました。
　紳士の嗜みであるゴル

フと仕事を両立してこれからも日々研鑽して参りましょ
う。参加の皆様大変お疲れ様でした。

（サンエー・クラブ部会長　淺沼洋一） ティー・クラブ（女性部会）

円
まる

紅
にじ

(                   )

創立60周年･社団化40周年記念式典 決算法人説明会

◦平成22年度税制改正に関する提言——行動する法人会（写真集）
◦東法連ビデオDVDライブラリー（貸出無料）一覧
◦プリンスホテルご優待プラン（リフト券など割引）
◦当会活動写真（プリントアウト用）
　→バス旅行、健康＆クリーンウォーキング、納税表彰式、
　　ボウリング大会、囲碁祭ほか

部会員
募集中

高山の頂上でごくまれに見ることのできる
虹の現象で全円形のもの

講師　黒川由紀子

源泉基礎講座説明会


