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第41回通
常総会を開催

●第41回通常総会

平成23年度の事業計画・役員改選
　去る５月18日16時00分より、第41会通常総会が明治
記念館（東京都港区元赤坂）に於いて、会員105社の
ご出席と、15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23年度の事業計画は、公益社団法人認定取得に
向け準備を進めるとともに、公益社団法人への移行を
機に、組織・事業計画・予算計画について大幅な見直
しをし、法人会の公益化・活性化を図るとともに、各
種会活動への参加を通じ地域社会と交流を深め、組織
の維持発展に努めることとなりました。
　また、理事補充選任では、新たに４名の理事が選任
され、７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。（※）

懇親会では和やかに
　懇親会では、終始和やかな雰囲気で来場者間の交流
が深められました。新役員のご紹介や新会員の会社
PRなどが行なわれ、盛会のうちに閉幕となりました。

11　連載 できるe-Tax�
　　都税事務所からのお知らせ
12　都税事務所からのお知らせ
13　連載 企業訪問  医療法人社団 南青山アイクリニック
14　法人会の活動［5～6月の法人会］
15　麻布街角物語�、事務局から、編集後記
16　青年部会から、女性部会から、行事日程

２　全法連・東法連による功労者表彰のご報告
３　第41回通常総会
７　新会員の紹介（平成23年4～5月）
　　熱血先生の経営指南�
８　新会長インタビュー  
　　坂本章二氏（シグマリアルエステート㈱）

10　税務署からのお知らせ 　　　 ※承認された第41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。

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33回通常総会（５月27日・明治記念館）の後に感謝状及び記
念品贈呈式が行なわれました。当会の受彰者は次の通りです。（敬称略・役職は受彰決定時のものです）

公益社団法人化へ向けてまた一歩前進。

議長を務める吉田会長

吉田　正昭　会長

坂本　章二　副会長

大西　紀男　常任理事

稲葉　秀一　常任理事

永吉　博隆　常任理事

東法連
会員増強

表彰

全法連
功労者表彰

尾関　武男
総務委員

懸田　健一
常任理事

後藤　浩士
常任理事

永吉　博隆
常任理事

桑嶋　哲朗
常任理事

額賀　真理子
理事

黒澤　明彦
理事

根本　侑
理事

東法連
功労者表彰

挨拶を行う稲葉副会長

坂本新会長誕生｡
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●第41回通常総会 ●第41回通常総会

【第１号議案　議事録署名人選出の件】
　議事録署名人に、竹花忠氏並びに額賀真理子氏が選
出されました。
　　

【第２号議案　平成22年度事業報告承認の件】
１．理事補充選任の件
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

【第４号議案　平成23年度事業計画案承認の件】
　平成23年度の事業計画は、公益社団法人認定取得に
向け準備を進めるとともに、公益社団法人への移行を
機に、組織・事業計画・予算計画について大幅な見直
しをし、法人会の公益化・活性化を図ると伴に、各種
会活動への参加を通じ地域社会と交流を深め、組織の
維持発展に努めることとなった。

東日本大震災以前の新聞を目にすると、まるで遠い世界のことのように思えます。「3.11」を境に、歴史は変わ
りました。 今年は例年よりも早い梅雨入りに。嫌な季節ですが、これもまた風情と思えば･･･

議案
　第１号議案　議事録署名人選出の件
　第２号議案　平成22年度事業報告承認の件
　第３号議案　平成22年度収支決算報告承認の件
　　　　　　　（監査報告）
　第４号議案　平成23年度事業計画(案)承認の件
　第５号議案　平成23年度収支予算(案)承認の件
　第６号議案　任期満了に伴う役員改選の件
　第７号議案　公益認定申請手続承認の件
　第８号議案　公益認定に伴う定款変更の案並び
　　　　　　　に諸規程の案承認の件

◉全議案1〜8号の内容(簡易版)◉

厳粛な雰囲気の中行われた総会

報告を行う後藤副会長 登壇した坂本新会長

【第３号議案　平成22年度収支決算報告承認の件】

平成22年度収支計算書総括表
［平成22年４月１日〜平成23年３月31日］

（単位：円）

Ⅰ　重点事項
　１　公益社団法人の認定取得
　２　委員会の再編
　３　会員の増強と組織の強化
　４　各種研修会等の活発化
　５  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
　６　社会貢献活動について
　７　e-Tax（国税電子申告・納税システム）の普及
　　促進について
　８  各種共済制度の普及推進

Ⅱ　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　財務委員会関係
　　　収支予算、決算および資産の管理など
　３　会員増強委員会関係
　　　会員増強委員会を充実させ、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。

貸借対照表総括表
［平成23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
　　正味財産合計
　負債および正味財産合計

金　額

27,906,894

5,000,000
105,588,200
30,572,699

141,160,899
169,067,793

1,031,230
3,588,200
4,619,430

0
164,448,363
164,448,363
169,067,793

平成22年度正味財産増減計算書総括表
［平成22年４月１日〜平成23年３月31日］

（単位：円）

科　目

Ⅰ．一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
　（1）経常収益
　　　①基本財産運用益
　　　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
　　経常収益計
　（2）経常費用
　　　①事業費
　　　②会議費　　　　
　　　③管理費
　　　④法人税引当金繰入
　　　⑤繰入金支出
　　経常費用計
　　当期経常増減額
　２．経常外増減の部
　（1）経常外収益
　　経常外収益計
　（2）経常外費用
　　　①固定資産除却額
　　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
　　当期指定正味財産増減額
　　指定正味財産期首残高
　　指定正味財産期末残高
Ⅲ．正味財産期末残高

金　額

3,500
45,176,920
10,771,114
17,554,280
2,497,887

0
76,003,701

32,406,555
4,354,274

36,034,748
383,900

0
73,179,477
2,824,224

0

0
0
0

2,824,224
161,624,139
164,448,363

0
0
0

164,448,363

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

3,500
45,176,920
10,771,114
17,554,280
2,497,887

0
76,003,701

32,406,555
4,354,274

35,497,984
383,900

0
72,642,713
3,360,988

5,000,000
5,000,000

100,000
474,600
574,600

4,425,400

0
0

0
0
0

0
7,786,388

19,089,276
26,875,664
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●新会員のご紹介●第41回通常総会

多くの企業が、この夏の節電、省エネ策を発表してきました。個人でも積極的に取り組んで参りましょう。 マツダの開発した「Skyactive」という技術が話題です。徹底的な効率化をすすめ、ガソリンのみの動力でハイ
ブリッド車並みの燃費を実現しているとのこと。驚きです！

●熱血先生の経営指南 �

できない場合には、支払いを止め
る優先順位があり、それは次のと
おりです。
　①銀行融資の返済
　②社会保険・税金

　　　③経費
　　　④買掛金
　　　⑤給与
　④、⑤は、最優先で支払うべきです。
買掛金を先に止めてしまうと、買掛先
の企業は連鎖でそのさらに買掛先（買
掛先企業の買掛先）への支払いが止ま
ってしまいます。また、給与を先に止
めてしまうと、給与所得者の家計が圧
迫し、日本の企業からモノを買わなく
なり、こういったことによって、国内
消費が一気に止まり、日本の経済はさ
らなる不況へと陥ってしまいます。
　優先で止めるべきは、①の銀行融資
の返済、次に②の社会保険・税金です。
　また、ほとんどの金融機関は、今回
の大震災においての融資特別枠を設け
ておりますので、新規の資金調達も同
時に検討していく必要があります。既
にリスケして元本返済を行っていない
企業は、この特別融資の対象から外れ

　東日本大震災において、被災地企業
が甚大な影響を受けたことはもちろん
のこと、被災地企業でない企業におい
ても、ほとんどの企業が相当の影響を
受けております。
　被災地企業だけでなく、全国の中小
企業において、震災後においての緊急
状況下、まずは資金繰りを回していか
なければなりません。
　そのために、企業それぞれで行うべ
きことは、以下のとおりです。　
　1.売上・入金予定の見直し
　2.今後６ヶ月〜１年の、月次資金繰
　　り予定表の作成とその見直し
　3.今後３ヶ月の、日繰り資金繰り予
　　定表の作成と見直し
　4.見直し後の資金繰り予定表を見て、
　　資金繰り計画の見直し
　また資金繰り計画の見直しにおいて
は、支払計画の見直しがいちばんとな
ります。もしも、どうしても支払いが

ることがありますので、その場合には、
現在支払っている金利の利率引下げの
交渉をしてみましょう。
　③の経費については、環境経営でも
言われている「紙・ゴミ・電気」を
再度検討してください。特に電気代は、
今回の値上げと電力不足を考え、サマ
ータイムの導入やクールビズの延長や
クールビズ自体の更なる改良（アロハ
シャツ・靴など）を考えてみてはいか
がでしょうか。
　企業は赤字になっても資金繰りさえ
回っていれば決して倒産することはあ
りません。
　日本はこのような未曾有の状況から
立ち上がり、復興しなければなりませ
ん。
　復興するためには、何よりも経済活
動を活発にすることです。
　復興に向けた特別な需要も一時的に
あるでしょう。各自これらのアンテナ
は常に張っておいてください。
　中小企業それぞれが、自社が社会に
対して何を貢献できるかをあらためて
認識し、そして行動に移していく必要
があります。

東日本大震災後の
緊急状況において
～とるべき支払いの優先順位～
税理士・事業再生仕事人　飯島 一郎

〔平成23年4月〜5月　13法人入会〕　     　　  　　  　 　　麻=麻布　六＝六本木　赤＝赤坂　青＝青山　系＝系列

麻4

麻4

赤2

赤4

赤6

青9

麻3

麻4

麻10

麻10

赤5

青1

青12

フリースタイル㈱

ＩＡＣ総合不動産鑑定

㈳建設電気技術協会

㈱ダイレクト・リンク

㈱マリノロジスティックス

㈱ホームリンクス

ｎｐｏ　ラ・テール

中央管財㈱

㈱エルアウラ

㈱フレイア

㈱トリニティ

コンシリアジャパン㈱

プレステージコンシューマーリサーチ㈱

南麻布4-12-25

南麻布4-12-25

赤坂1-3-6

赤坂2-17-22

赤坂2-8-14

南青山5-12-6

南麻布3-16-10

南麻布4-12-25

西麻布4-3-11

西麻布4-3-11

赤坂2-17-58

南青山1-21-2

北青山3-5-9

販売促進

不動産鑑定

社団法人

情報サービス

海上運送

不動産

環境保全啓発活動事業

不動産・貸しホール

出版

広告代理

講演会･セミナー等の企画･運営

経営コンサルティング

マーケティングリサーチ

5739-1696

5791-2127

3568-2461

3589-8660

6426-5080

6427-9757

5424-2350

3446-0660

5778-3290

5774-4781

6310-5165

3403-5488

5414-2825

4月

所属支部 法　人　名 住所（東京都港区） 業　　　　種 電　話（03） 入会

交流は、企業の力。

【第６号議案　任期満了に伴う役員改選の件】
■新任された常任理事　３名（以下敬称略）
　阿武　義夫、野崎　照子、重松　公
■新任された理事　１名
　蓮見　正純
■退任された理事　７名
　黒川　光博、小林　信治、淺沼　洋一、
　渡邉　吉之助、綿貫　洋、安念　慶一、
　榊原　裕子
■退任された顧問　１名
　荒木　敬正

　上記以外の理事74名並びに監事２名は再任され、通
常総会後の理事数は78名となりました。
　なお同時に、吉田正昭相談役、白石光正顧問並びに
椎津忠三顧問の委嘱が承認されました。
　新役員の皆様、今後とも麻布法人会にご支援ご協力
をお願い申し上げます。また、当会のためにご尽力さ
れました退任理事の皆様には心より感謝申し上げます。

【第７号議案　公益認定申請手続承認の件】
公益社団法人移行申請の件
１． 当会は平成20年12月より施行された公益法人制度

改革法案３法に基づき公益認定法人への移行を申請
する。

２． 移行申請に当っての当初役員は、本日選任された
役員および理事とする。

３． 申請時期、申請書類の作成、及び簡易な訂正は会
長に一任されたい。

【第８号議案　公益認定に伴う定款変更の案並びに諸
　　　　　　  規程の案承認の件】
　社団法人麻布法人会定款変更案につき審議され、可
決、承認

【第５号議案　平成23年度収支予算案承認の件】

収支予算書(案)
［平成23年４月１日〜平成24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特定資産運用収入
　　③会費収入
　　④事業収入
　　⑤補助金等収入
　　⑥負担金収入　
　　⑦雑収入
　　経常収益計
　２．事業活動支出
　　①税知識普及目的事業支出
　　②納税意識高揚目的事業支出
　　③税制・税務に関する調査研究、
　　　提言目的事業支出
　　④地域企業の健全な発展目的事
　　　業支出
　　⑤地域社会への貢献目的事業支出
　　⑥会員交流目的事業支出
　　⑦会員福利厚生等目的事業支出
　　⑧管理費
　　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
　　　周年事業引当資産資産取崩収入
　　　基本財産取崩収入
　　投資活動収入計
　２．投資活動支出
　　　退職給付引当資産取得支出
　　　周年事業積立支出
　　　会館建設積立支出
　　投資活動支出計
　　投資活動収支差額
Ⅲ．予備費支出
　当期収支差額
　前期繰越収支差額
　次期繰越収支差額

金　額

3,500
100,000

40,833,000
6,917,000

15,558,000
1,932,000
1,500,000

66,843,500

26,531,579
11,818,983
2,180,200

5,348,869

5,966,197
20,780,835
1,236,688
9,600,375

83,463,726
△16,620,226

5,000,000
5,000,000

551,400
500,000
500,000

1,551,400
3,448,600

─
△13,171,626

26,875,664
13,704,038

5月



新公益法人化にも様々な秘策が！

　来年の４月からスタートする新公益法人へ向かい、
模索の段階ではあるが着々と準備を整えている。法人
会全体を活性化させるには、既存の委員会と新しく作
るワーキングチームの協力体制を強めることが必要だ。

「今までの会員以外の皆さんも参加できるような組織
にするには、既存の委員会だけでは難しい部分があり
ますね。法人会が仕事にも結びつく組織であることが
重要で、例えば週に一回とか定期的に昼食も兼ねた勉
強会や情報交換会があり、名刺交換からさらに仕事に
発展する。そんな組織に変えて行きたい。正に人が集
まる団体にしたいのです」　今までの形を全て否定す
るのではなく、むしろ既存の良いものを活かしつつ新
しい施策を取り入れる。坂本新会長が描く法人会のビ
ジョンが見えてきた。

サンエーとティークラブに
期待とバックアップ！

　そして若い力に期待を込めて話される。「サンエー・
クラブ（青年部会）とティー・クラブ（女性部会）は
将来の法人会の足腰ですから、入会者も含めて絶対に
活性化しなければいけません。いい企画があれば積極
的に取り組んでもらいたいですね。主体はあくまでも
これらの部会で、法人会の会員や会員以外の一般の人
たちが一体となってその催しに参加する。皆さんが本
当に心から出席できるような形に自分たちで工夫して
ほしい。組織は人が集まってこそですから、まずはど

うすれば人が集ま
るかを考えて運営
しないと。そう思
っています」ワー
キングチーム同様、
全面的にバックア
ップしたい考えだ。

ゴルフ好きがつないだ法人会との縁

 「吉田前会長とは30年以上のお付き合いで、ゴルフク
ラブが同じなんですよ」
　坂本会長のゴルフの腕は吉田前会長同様かなりのも
ので、クラブの４大競技で、全てチャンピオンを獲得
している。ゴルフ部会も坂本氏が取り仕切るようにな
ってから、それまでの会員数の減少から増加に向かい
50名を超えるまでになった。まだまだ増えているよう
だ。ここでも坂本氏の手腕が発揮されている。又、囲
碁は法人会囲碁部会で５段の腕前。
　仕事や趣味、何に対しても自分に来る流れをまずは
受け入れてきた。そうすれば、意外なほどに道が開け
ることもあるのだろう。
　バイタリティーに溢れる坂本会長のもと、新生麻布
法人会の明日に大いに期待を抱かせるインタビューと
なった。

（取材：齋藤竹雄・須藤純男　文責：神山亜由子）

仕事を通した社会への恩返し

  「これだけの組織ですから、本当に私でいいのかと
いう思いは今でも変わりません」そう控えめに話され
るが、確固として持ち続けている思いがある。「今日
の自分があるのは、周りの方々の支えや助けがあった
からという感謝の気持ちを強く持っています。世の中
のお役に立てることがあれば、と思っていたそんな折
に今回の会長職のお話をいただき、今まで社会にお世
話になったその万分の一でもお返しできればと、お引
き受けしました」自らを振り返り一つひとつていねい
に話される様子は、静かな決意さえ感じる。

創意工夫で組織に新しい風を

　会員数の増強には一番のポイントを置いている。具
体的な考えはどのようなものだろうか。「法人会を活
性化させるための特別委員会を順次設定していきます。
その一つとして、新会員限定のワーキングチームを作
る。チームが主体となり、法人会に何を求めているか、
実業に結びつくにはどうしたらいいかを提案していた
だき、法人会はそれを様々な面でサポートする。既存
の７つの委員会に所属しない、新しいワーキングチー
ムといった組織が、いくつかあってもいいと思うので
す」

　脱サラ後、出資者７人で起業した会社はいつしか自
分ただ一人。それでもコツコツ地道に35年間会社を
育ててきた。新しいことへのチャレンジに苦難はつき
ものと身をもって知っているからこそ、麻布法人会が
これから迎える、新公益法人化に伴う変化にも動じず
前を見つめている。
 

全てに真っ向勝負！

　麻布法人会の創立60周年・社団化40周年記念事業で
は、そのパワーと見事なまとまりから、麻布法人会の
今後に期待を抱いた方もいるのでは。実行委員長の坂
本氏の発案で、祝賀会のスタイルやイベントを今まで
とはガラリと変え、会場を大いにわかせた。「抽選で
の海外旅行等、派手だという意見がなかったわけでは
ありませんが、後々伺いますと『お祝い事だから、に
ぎやかに』という意見が圧倒的に多く、いい催しだっ
たとお誉めの言葉をいただいております」
　その後発足した新公益法人制度移行実行委員会では、
実行委員長として再びリーダーシップを発揮された。
これだけ坂本氏の存在がクローズアップされ、しかも
その実績は証明済みとなると、次期会長への気運は高
まっただろう。そしてその流れに沿うように、11代会
長の任を坂本章二氏が担うこととなった。

●新会長インタビュー ●新会長インタビュー

「会員と一般の人たちが一体となる」
それが麻布法人会の新しい形

新会長　坂本 章二氏

　私はこのたびの総会の役員改選をもちまして会長職を退任することとなりま
した。思い返せば２期４年、長いようでもありまた短くも思えた日々の中で、
数多くの方々と法人会の事業に携わって参りました。この任期を全うすること
ができたのは、偏に皆様のお支えがあったからこそです。同じ会員ながら、会
長という職務を預からせていただいたこの日々は、心に大きな礎を築いてくれ
ました。法人会の一会員として、本懐を遂げることができたと考えております。
皆様から賜わりましたご温情を思い返すと、感謝の念に堪えません。
　今、麻布法人会は公益社団法人への移行という変革の節目を迎えております。
そして過日の震災や、混迷する世界情勢などで、経済はまだまだ予断を許さぬ
状況にあります。こういった時期に会長職を退くことに、万感こみ上げる思い
でございます。後任の坂本新会長にバトンをお渡しし第一線を退くことにはな
りましたが、どうか変わらぬご支援ご協力を賜わりますよう宜しくお願い申し
上げます。麻布法人会の更なる発展をお祈りしつつ退任の挨拶とさせていただ
きます。

退任の挨拶
前会長　吉田 正昭
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間もなくアナログテレビ放送が終了です。経済にも様々な効果を及ぼした今回の一件ですが、実施後にはどうい
った効果が出てくるでしょうか？ サマータイムの導入が一時期の話題でしたが、どうやら輪番休日もポピュラーになりそうです。

　この度の東日本大震災により被害を受けた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
　この震災により被害を受けた法人を対象として、国税に関して、次のような特例措置などが
設けられています。

　震災により、申告・納付などを期限までにできな
い法人は、その期限が延長されます。
　これには、地域指定による延長と個別の申請によ
る延長があります。

○　個別の申請による延長
　　震災の影響により、申告・納付等をその期限ま

耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する
固定資産税・都市計画税を減免します（23区内）

＜耐震化のための建替え＞
減免対象　昭和57年１月１日以前からある家屋を取り壊し、当該

家屋に代えて、平成21年１月２日から平成27年12月31
日までの間に、耐震化のために新築された住宅のうち、
一定の要件を満たすもの

減免の期間と額　新築後新たに課税される年度から３年度分につ
いて居住部分の固定資産税・都市計画税を全額
減免（減免の対象となる戸数は、建替え前の家
屋により異なります）

＜耐震化のための改修＞
減免対象　昭和57年１月１日以前からある家屋で、平成20年１月

２日から平成27年12月31日までの間に、現行の耐震基
準に適合させるよう一定の改修工事を施したもの

減免の期間と額　改修工事完了年の翌年度分から一定期間、居住
部分で1戸あたり120㎡の床面積相当分まで固定
資産税・都市計画税を耐震減額適用後全額減免

　減免を受けるには申請が必要です。建替えと耐震改修とでは減
免申請期限が異なりますのでご注意ください。
　詳しくは、当該住宅が所在する区にある都税事務所へお問い合
わせください。（港都税事務所　03−5549−3800㈹）

昨年度に引き続き、平成23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
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、個人又は資本金等の額が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」
を送付する予定です。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
　（港都税事務所　03−5549−3800㈹）

●税務署からのお知らせ ●できる e-Tax

東日本大震災で被害を受けた法人に対する
国税関係の特例措置等

　

Vol.28

　事前に税務署に届出をしておけば、e-Taxを利用して申告や徴収高計算書を送信した後に、簡単なクリック操作で、
届出をした預貯金口座からの振替により、即時または納付日を指定して納付することができます。

●都税事務所からのお知らせ

でにできない場合には、｢災害による申告、納付
等の期限延長申請書」を税務署に提出することに
より、災害がやんだ日注から２ヶ月以内の範囲で、
申告・納付等の期限が延長されます。

  （注）「災害がやんだ日」とは、申告・納付等をす 
るのに差し支えないと認められる程度の状態
になった日をいいます。

１　震災損失の繰戻しによる法人税額の還付の特例
　　法人の平成23年３月11日から平成24年３月10

日までの間に終了する事業年度の欠損金額のうち、
棚卸資産等について生じた震災による損失額を、
前２年以内に開始する事業年度の所得金額に繰り
戻して法人税額の還付請求をすることができます。

　　還付請求をする場合には､「震災損失の繰戻し
による還付請求書」に必要事項を記載の上、震災

　欠損事業年度の確定申告書と併せて税務署に提出
していただく必要があります。

　（注）平成23年３月11日から同年９月10日までの
　間に終了する仮決算による中間申告期間（以下

　　｢中間期間」といいます｡）においても、同様に
　還付請求することができます。

２　仮決算の中間申告による所得税額の還付の特例
　　法人の平成23年３月11日から平成23年９月10日

までの間に終了する中間期間において、棚卸資産
等について生じた震災による損失額でー定のもの
がある場合には、仮決算の中間申告をすることに
より、その中間期間に課される所得税額で法人税
額から控除しきれなかった金額（その損失の額を
限度）の還付を受けることができます。

　　この制度の適用を受ける場合には、仮決算の中
間申告書を税務署に提出し、その申告書に還付を
受ける所得税額を記載していただく必要がありま
す。

○国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)には、この震災により被害を受けた方の申告・納付等に  
関する各種パンフレット、各種手続に使用する様式等を掲載しています。

○このほか、東日本大震災への対応(各府省庁等の震災関連情報)については、首相官邸ホーム
ページ(www.kantei.go.jp/saigai)をご覧ください。

申告・納付等の期限延長

法人税関係

e-Taxホームページから、「e-Taxの利用開始届出書」をオンラインで提出
　➡
利用者識別番号取得(即時発行) 
　➡
e-Taxソフトをインストール
　➡

「ダイレクト納付利用届出書」を書面で税務署に提出
※国税庁ホームページで作成できます。
　➡

「ダイレクト納付登録完了通知」がメッセージボックスに格納
※「ダイレクト納付利用届出書」提出から1ケ月程度要します。
　➡
ダイレクト納付利用可能

ダイレクト納付がおすすめ！

● インターネットバンキングの契約が不要。
● 即時または納付日を指定して納付することが可能。
※指定できる納付日は、原則として納期限までの日付けになります(土、日、祝日等を除きます。）。
● 税理士が納税者に代わって納付手続を行うことが可能。

こんなに
便利です!

　ダイレクト納付は電子申告等が可能な税目(源泉所得税、法人税、消費税及び地方消費税、申告所得税、酒税、印
紙税)での利用が便利ですが、e-Taxに納付情報データを登録すれば、上記の税目にかかわらず全税目で利用できます。
納付情報データの登録方法については、e-Taxホームページでご確認ください。

利
用
開
始
ま
で
の
流
れ

●ダイレクト納付が利用可能な金融機
関については、国税庁ホームページ
(www.nta.go.jp)でご確認ください。

●ダイレクト納付を行う際には預貯金
口座の残高をご確認ください。

※納付日の指定を行った場合は、指定
日の前日に預貯金口座の残高をご確
認ください。
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対象設備

減 免 額

対象期間

減免手続

●企業訪問●都税事務所からのお知らせ

　ライフスタイルの変化により、私たち
は目を酷使する環境におかれている。長
時間のパソコン作業等の日常化は、目の
健康を害する一因となる。今や年齢を問
わず、目に問題を抱える人は多いようだ。

屈折矯正手術のパイオニア

　青山通り沿いのビル内とアクセスも良
好で、明るく開放的なクリニックだ。
  「1997年からレーシックを含む近視や乱
視の矯正手術専門のクリニックとして開
院し、もうすぐ15年です。開院前に、眼
科の研究で３年間留学していたアメリカ
でレーシックを知り、日本でもきちん
と眼科専門で始めなければと実感しまし
た」当時日本ではあまり知られていなか
ったレーシックを、他に先がけて取り入
れた。
  「20年たっていて、非常に安全な手術
だとわかっています。当クリニックで
は、同じドクターが手術前から手術、フ
ォローアップまで対応可能です。10年以
上やってきた中で、最初に手術した方か
らずっとフォローしているのは大きな特
徴ですね。ここ４年ぐらいで一般の眼科
の診療も始めました」レーシックに限ら
ず、きめ細やかな診療が支持を得、口コ
ミで広まりつつある。

  「最先端の医療を心がけているので、学
会への参加や大学病院と組んで常に勉強
をすることで、新しい技術を取り入れて
います。さらには新しい技術を開発する
ことも視野に入れ、研究をしています」
ただ新しいだけではない地道な取り組み
が、医療のクオリティを高めている。

人の心に寄り添う医療

  「『患者様に最高のクオリティーオブビ
ジョンを提供する』という経営理念で診
療にあたっています。患者様が気持ちよ
く過ごされ、結果に満足していただくこ
とがとても大事なので、スタッフには、
ホテルのコンシェルジュのように患者様
に接するよう呼びかけています。お待た
せしない、お待たせする場合でも途中で
声をおかけする、開院当初から心がけて
いることの一つです」当たり前のようで
いて、つい見失いがちなことだ。初めて
でも安心できる心地よい空気は、
根底にあるサービス精神がつく
るのだろう。
  「今後は地域医療に貢献した
いですね。ドクターは皆、英語
対応可能ですから、外国の方が
多い港区での対応もできたらと。
また日曜日の診療がある港区唯
一の眼科施設です。一度お越し

いただいたら、きっと気に入っていただ
けると思います」伺ったお話から十分に
納得できる、自信に満ちたひと言だった。
まず目の健康状態を知りたいという人は、
目の全体を詳しく検査する「眼科ドック」
からいかがだろう。
　　　　　　（取材：須藤純男、岩崎誠
　　　　　　　文責：神山亜由子）

きっとご満足いただけると信じています。
医療法人社団 南青山アイクリニック
港区北青山３−３−11　ルネ青山ビル4F　☎ 03−5772−1451
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  URL  http://www.minamiaoyama.or.jp

戸田 郁子
とだ　いくこ

筑波大学医学専門学群卒。ハーバード大学（ア
メリカ）眼研究所留学、東京歯科大学眼科講師
等を経て、97年、南青山アイクリニック開設
時より現職。慶應義塾大学医学部眼科学教室講
師

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

視力版

ロビー

検査室

災害等により被害を受けた方には都税を減免する制度があります
　風水害や地震、火災などで甚大な被害を受けた方には、一
度課税された税金のうち、まだ納期限が到来していない税金を、
被災の程度等によって軽減または免除する制度があります。

〈減免する場合〉
　床上浸水、崖崩れ、家屋損壊等の被害を受けた場合

〈減免の対象となる都税〉
　固定資産税・都市計画税（23区内）、不動産取得税、個人事
業税　など

〈減免を受けるための手続き〉
　減免を受けるためには、納期限までに、納税者ご本人からの

申請が必要です。
　被災された方は、「り災証明書」など、被災の事実を証明
する書類を添えて、都税事務所まで申請してください。

　また、被災により、都税を一度に納めることができない場
合には、納税を猶予する制度があります。なお、納税の猶予
を受ける場合にも、申請が必要となります。

☆詳しくは、都税事務所までお問い合わせください。
　（港都税事務所　03−5549−3800㈹）

中小企業者向け省エネ促進税制について
　東京都では、中小企業者が地球温暖化対策の一環として行う
省エネルギー設備等の取得を税制面から支援するため、都内の

中小規模事業所等において、特定の省エネルギー設備等を取
得した場合に、法人事業税、個人事業税を減免します。

【中小企業者向け省エネ促進税制の概要】

対 象 者
「地球温暖化対策報告書」等を提出した中小企業者＊

＊資本金１億円以下の法人等、個人事業者

次の要件を満たすもの
①温室効果ガス総量削減義務対象外の事業所において取得されたもの
②「省エネルギー設備＊及び再生可能エネルギー設備＊＊」（減価償却資産）で、環境局が導入推奨機器として
　指定したもの
＊空調設備、照明設備、小型ボイラー設備
＊＊太陽光システム、太陽熱利用システム
※導入推奨機器については、基準変更により取り消されることがありますので、環境局ホームページで最新
　情報をご確認ください。

設備の取得価額（上限2,000万円）の２分の１を、取得年度の法人事業税額又は取得年の所得に対して翌年
度に課税される個人事業税額から減免
ただし、事業税額の２分の１を限度
※減免しきれなかった額がある場合は、翌事業年度（翌年度）等の事業税額から減免可

次の期間に設備を取得し、事業の用に供した場合に適用
（法人）平成22年３月31日から平成27年３月30日までの間に終了する各事業年度
（個人）平成22年１月１日から平成26年12月31日までの間

事業税の納期限（申告書の提出期限の延長承認を受けている場合は、その延長された日）までに、減免申請
書及び必要書類を提出してください。

　平成23年度８月定期課税分から、省エネ促
進税制にかかる個人事業税の減免申請が開始
されます。これは、平成22年中に対象設備を
取得した場合に、平成23年度の個人事業税額
から減免するものです。減免申請する場合は、
納期限までに必要書類を添付して減免申請書
を提出してください。

【お問い合わせ先】
●中小企業者向け省エネ促進税制に関すること
・主税局課税部法人課税指導課（法人事業税係）　03−5388−2963
・主税局課税部課税指導課（個人事業税係）　　　03−5388−2969
・所管都税事務所の各税目担当係（港都税事務所　03−5549−3800㈹）

　＊主税局ホームページに、
　　各種様式や制度のQ&Aを掲載しています。

●地球温暖化対策報告書制度等/導入推奨機器に関すること
・東京都地球温暖化防止活動推進センター　
　　　　　　　　　　　　　　　　ヘルプデスク　03−5388−3408

主税局　環境減税 検索

平成23年８月から
省エネ促進税制にかかる個人事業税の

減免が開始されます
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●法人会の活動〈5〜6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

麻布税務署新署長インタビュー、できるe-Tax�　他次号
予告

●麻布街角物語●事務局から●編集後記

●簿記講習会（全5回）
 [5/10〜24 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、16名参加。講師は、東京税
理士会麻布支部の豊田晴彦先生。次回は
11月に開催予定。

●パソコン講習会（全4講座）
[6/16、17、23、24 麻布法人会事務局]

　各日各講座で､Excel応用､Access基礎、
PowerPoint基礎、ホームページ作製基礎
の講座を開講いたしました。講師は富士
通エフオーエム専任講師。

●源泉所得税研修会（基礎講座）
[6/6、6/7 麻布税務署]

　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。２日間開催し、
合計110名参加。

●震災関連税法説明会
[6/29 赤坂区民センターホール]

　麻布税務署担当官を講師に、東日本大
震災に係わる震災関連税法について解説
しました。

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。

社会貢献委員会　　　　　　　　　　
●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３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
対象の無料実務定例会。5/24「報酬・料
金等の源泉徴収事務」　12名出席。

　港区を縦断し天
現寺橋から古川橋、
一之橋、金杉橋を
流れる古川。
　その流域には増
上寺の五重塔や赤
羽根水天宮など見
所いっぱいでした。

◎名を変えた
　古川！
　増上寺の南西の
地域を流れる川は
赤羽川、上流は古
川、下流は新堀川

（金杉川）と呼ば
れ、芝金杉で海に
注いでいました。
　さらに天現時橋より上流は渋谷川と名を変える。小

学校でよく歌われる「春の小川」は渋谷川の支流を歌
ったものです。
◎日本橋の水天宮は・・・！
　江戸前の漁業が栄え
た芝浦、金杉あたり。
　水天宮は、船乗りや
漁師にとって大切な海
の守り神であり、赤羽
根水天宮の灯り塔は灯
台の役目をしていたと
いう。
　その後水天宮は青山
へ、さらに現在の日本
橋に鎮座されるように
なる。
◎物資の輸送に！
　かつては川幅が30メ
ートル程あり、古川橋
辺りまで船が往来して物資の運搬に供されていたそう
だ。今でも機械関係の会社が多くあるのが当時の名残
といえる。　　　　　　　　　　広報委員／斉藤竹雄

◎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。

　インターネットが普及して久し
い。ITの進化にともないその手

法も大きく変わってきた。
　ご存知の方も多いと思うが、リアルタイムに個人のつぶ
やきを発信することができるTwitter（ツイッター）とい
うサービスがある。それを使えば瞬時に情報を発信したり、
情報を集めたりできる。いつでも、外出先でも携帯電話や
パソコンで、通信環境が整っていればサービスを利用でき
る。最近では電車の中で携帯電話を使ってTwitterを利用

している人を良く見かける。多くの人とリアルタイムに情
報を共有できるということに取り憑かれた人たちが急増し
ている。
　便利なサービスだがすべてうまくいくわけではない。利
用している人としていない人との間に情報格差が生まれて
しまうということだ。
　そんな時代にあって法人会も会員サービスの向上を考え
ながら、日々どのように広報していけばよいか模索してい
る。　　　　　　　　　　　　　　（広報委員　曽我禎夫）

総務委員会　　　　　　　　　　    　
●第41回通常総会

[5/18 明治記念館]
　会員法人105社のご臨席のもと盛大に
開催され、総会後の懇親会では、会員間
の親睦を深められたようです。

事業委員会　　　　　　　　　　    　
●新設法人説明会

[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い
て解説しました。５月30名、６月16名参加。

　
●決算法人説明会

[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
ついて解説しました。５月44名、６月63
名参加。

30

古川流域

税理士講師による熱意溢れる講義（5月）

議事は厳かに進行されました

この日は税務署会場も満員に（5月）

説明会の中でも人気のある源泉基礎講座

7月号では、新会長インタビューを行ないました

多くのボランティアが集まり、地域の美化に貢献

二代目広重は赤羽根水天宮を画いて
います。左手の丘の上に立っている
のは、灯台の役目をした水天宮の灯
り塔です。

広重『名所江戸百景』より「広尾ふる川」。
四の橋から現在の白金3丁目付近を望んで
いる。



（　　　　　 　 ）
〈第13回通常総会〉５月10日
　本年は役員の改選がありました。

　部 会 長　岡田　敏江
　副部会長　鈴木　秀世
　副部会長　向井佐保子
　幹　　事　大内眞知子

　総会、講演会、懇親
会を滞りなく終えるこ
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。
　今後ともご指導ご鞭
撻を宜しくお願い申し
上げます。
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▶

サンエー・クラブ（青年部会）
会長挨拶

　会員の皆様方には、日頃より社団法人麻布法
人会サンエー・クラブに対するご理解とご協力
を賜りますこと心から御礼申し上げます。
　５月11日の総会におきまして会長に選任いた
だき、２年間その微力を尽くすこととなりまし
た。本会は昭和48年に設立した青年部会で、節
目となる設立40周年を間近に控え、このようなタイミングで
会長就任は大変重責ではございますが、永年サンエー・クラ
ブで養ってきた経験を生かしつつ、本会の更なる発展の為に
誠心誠意職務に精励したいと存じます。会員の皆様方の何卒
相も変らぬご指導、ご鞭撻を心より御願い申し上げます。
　現在、麻布法人会は公益法人化に向け、法人会自体が変革
の時期を迎えております、私たちサンエー・クラブも自分達
の役割を再認識し、公益性の高い事業に努めるべく、活動の
一つである「租税教育活動」に力を注いでおります。この「租
税教育活動」は全国法人会青年部会活動の大きな柱として位
置付けられており、私たちサンエー・クラブも法人会の基本
理念である「税知識の普及、納税意識の高揚」のもと、地域
社会への貢献活動として、税の仕組み、税の大切さを子供目
線で租税教育を行っていこうと活動を始めたところでござい

ます。
　私の任期中には、課題
の一つである会員増強、
また魅力あるサンエー･
クラブの活動として、租
税教育活動、異業種交流
会、勉強会、一泊研修会

と年間を通して様々な活動に力を注いでいく所存です。
　是非、会員一同の皆様方のご協力を重ねてお願い申し上げ
ます。

第15代　サンエー・クラブ会長　重松　公 ティー・クラブ（女性部会）

小暑

部会員
募集中

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。～2011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、9/21　
  　　　13:30〜16:00

7/6　  麻布税務署会議室
9/21   赤坂区民ホール

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。

8/4、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。参加者にはテキスト
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

9/12　10:00〜12:00

9/12　14:00〜16:00

9/14　14:00〜16:00

9/16　14:00〜16:00

国際文化会館

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

7/21　9:30〜受付開始 渋谷　こどもの城

源泉部会
（源泉所得税研修会）

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

9/15　14:00〜
　　　  （2時間程度） 麻布税務署会議室

赤坂区民センターホール

ホテルフロラシオン青山

麻 布 方 面

六本木方面

赤 坂 方 面

青 山 方 面

5月11日　サンエー・クラブ総会

24節気の一。太陽暦の７月８日頃
に当たりこの日から暑気に入る

講演会講師のコシノ氏と岡田部会長

幹　　事　奥秋　和美
幹　　事　結城　光江
幹　　事　山田　育代
幹　　事　吉田真紀子




