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麻布税務署並びに
管内関係民間６団体による納税表彰
　昨年11月13日㈬、麻布税務署並びに管内関係民間６団体の共催
による納税表彰式が「乃木會館（赤坂）」豊明の間にて静粛に挙
行されました。

●税務功労者のご紹介

Ⅰ．社会保障と税の一体改革と今後のあり方
○わが国の社会保障制度は「中福祉」「低負担」であり、今
後の社会保障給付は高齢化社会の急進展で急速な増大が見
込まれている。その財源を公費負担に頼ることになれば、
いくら増税しても追い付かない。
  いかに給付を「重点化・効率化」するかによって抑制し、
同時にどう公費以外の公平で適正な負担を確保していくか
が極めて重要である。　
Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
○法人実効税率は平成２３年度税制改正により５％引き下
げられたが、アジア、欧州各国では近年、国際競争力の強
化や外国資本の誘致などを目的に大幅な引き下げが行われ、
税率格差は依然として解消しない。
　こうした状況が続けば、国内企業の海外移転が促進され、
雇用への悪影響、さらには経済全体の衰退につながる恐れ
がある。こうした観点から、法人実効税率20％台の実現と

　法人会の「平成26年度税制改正に関する提言」が、昨年９月19日の公益財団法人 全国法人会総連合（以下「全法連」）
の理事会でまとまりました。
　同提言は、会員企業からの要望意見、税制改正に関するアンケートなどをもとに取りまとめられたもので、「社会保障
と税の一体改革と今後のあり方」「経済活性化と中小企業対策」「国と地方のあり方」「震災復興」などからなっています。
　全法連では、全国85万会員の声として、財務省、中小企業庁、自民党および国会議員などに対して実現を求めて要望活
動を行なっています。
　さらに、全国41都道県連および442単位会でも、地元選出の国会議員、地方自治体の首長、議長にあて広汎な要望活動
を行なっています。提言（要約）は以下の通りです。

●税制改正に関する提言を発表

本年度も当会から多くの税務功労者が
受彰の栄に浴されましたのでご報告いたします。（敬称略）

７　都税事務所からのお知らせ、熱血先生の経営指南�
10　税務署からのお知らせ
11　麻布ビジネスクラブご報告、支部長のご紹介
12　連載 企業訪問　㈱赤坂柿山
13　麻布ビジネスクラブご報告、
　　麻布ときめきパーティーご報告
14　法人会の活動［11～12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

4  特集・新春座談会
    新春を迎えて2014年を望む
8  トップインタビュー
    中村 康浩氏（東京ミッドタウンマネジメント㈱）

２　平成26年度税制改正に関する提言を発表
３　税務功労者のご紹介
６　新会員のご紹介（平成25年8～11月）、
　　税の作文・麻布法人会賞のご紹介

大　西　紀　男　　［日総ビルディング㈱］　　　　　　　　　　　常任理事
須　藤　純　男　　［㈱虎之門商会］　　　　　　　　　　　　　　常任理事
向　井　佐保子　　［㈱エムアイエム未来］　　　　　　　　　　　ティー・クラブ幹事

　麻布税務署長表彰（３名）

水　野　成　美　　［市街地開発㈱］　　　　　　　　　　　　　　常任理事
吉　田　眞紀子　　［㈲ジェイ・ケイ・インダストリーズ］　　　　ティー・クラブ副部会長

　麻布税務署長感謝状（２名）

　公益社団法人麻布法人会長感謝状（４名）
大　西　紀　男　　［日総ビルディング㈱］　　　　　　　　　　　常任理事
　　岡　雅　敦　　［㈱葉山国際カンツリー倶楽部］　　　　　　　理事
田　中　政　光　　［ユニティーネットワーク㈱］　　　　　　　　理事
水　野　成　美　　［市街地開発㈱］　　　　　　　　　　　　　　常任理事

懇親会にて。麻布税務署の皆様と当会受賞者・役員との一枚 内田署長より、署長表彰の授与 坂本会長より、会長感謝状の授与

より詳しくご覧いただくには、公益財団法人 全国法人会総連合のホームページへ！
全国法人会総連合「税の提言活動」http://www.zenkokuhojinkai.or.jp/activity/suggest.html

平成26年度 税制改正に関する提言まとまる

中小企業の軽減税率の15％本則化及び適用所得金額の引き
上げ等によって法人の税負担を大幅に軽減すべきである。
Ⅲ．国と地方のあり方 
○地方分権は、地方が国依存から脱却し、自立・自助の体
質を構築することが何より重要である。にもかかわらず、
地方の公務員給与や議員報酬は高止まりしたままであり、
地方自ら身を削る行革努力が極めて不足しているといえる。
　地方が行革や地方交付税改革、適正な課税自主権の発揮
などを通じて責任を自覚することが極めて重要になろう。
Ⅳ．震災復興
○被災地の復興については、一定の対応措置が講じられた
ものの、いまだ不十分である。予算を適正かつ迅速に執行
するとともに、原発事故への対応を含めて引き続き適切な
支援を行う必要がある。また、被災地における企業の定着、
雇用確保を図る観点などから、さらなる税制上の対応等、
実効性のある措置を講じるよう求める。

麻布法人会の税制提言事業
　平成25年11月26日、衆議院第２議員会館にて、衆議院議員 山田美樹 氏へ、麻布法人会 坂本章二 会長より「平成
26年度税制改正に関する提言」を上程し、税制改正への企業の声を届けました。
　税務・研修委員会では、皆様のご意見を改革要望に生かせるよう活動しております。興味のある方は税務・研修委
員会まで。

公益社団法人 麻布法人会 税務・研修委員会

写真左手より麻布法人会坂本会長、山田議員、麻布法人会後藤副会長、
　　　　　　税務・研修委員会向井委員
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水戸部：アベノミクスはまだまだと思いますね。企業は株価対策がメ
インになってきますから、どうしても利益を上げて配当を上げざるを
得ない。当然法人税は上がると思いますけど、そこに個人の所得税に
関しては給料が上がるわけでもなく、まだまだ間に合っていないから
消費が伸び悩む。個人消費はもう少し後からではないかと思います。
ただ例えば不動産では、建物の老朽化による修繕や大震災後の建物を
補強するよりも立て直すというような需要はあるのではないかと。税
理士会は大企業ではなく、特に個人の小規模な企業を見ますから、ま
だまだお金が回らないというのが実態だと思いますね。東京ばかりで
はなく地方も、もう少し全体的に底上げされない限り、国としては潤
わないというのが現実だと思いますね。
坂本：私は少し楽観的なのですが、アベノミクス効果は昨年すでに出
てきていると。デパートが衰退産業と言われて、その多くが合併し補
強し合ってきていたところ、逆にかなり増収増益になってきている。
特に伊勢丹の新宿本店の売り上げが群を抜いているということからも、
高額品などの個人消費は確実に良くなってきていると私は見ています。
景気の『気』は気持ちの『気』なんですね。ですからこうして景気付
けのアベノミクスなんて言ってくれると、少なくとも気持ちの上では
明るくなりますから、消費が起こってきていると。確かに地方とか中
小企業となるとまだまだこれからだと思いますが、ただお金持ちの個
人あるいはお金のある大企業がお金を使わないことには、世の中お金
が回りませんから、そういう意味では税収が上がってきて、このアベ
ノミクスはそれなりに効果があったのだろうと思いますね。ただ、今
後は政府諮問機関の各分科会から出てきている成長戦略の具体的な施
策を、実際に進めていけるかどうかにかかっているだろうと思います。
司会：中小企業の人たちにとって、今年どのような考えを持っていけ
ば、より良い方向に進むと思いますか。
坂本：規制改革が進めば、その周辺産業は大手から下請けまで全部つ
ながってきますから、そうした動きをしっかり見ていないといけない
ですし、それに併せた社内の英知を結集した創意工夫が必要になって
くると思いますね。少なくともデフレ脱却のための施策はこれからど
んどん出てくるでしょうから、そのような中で、各会社がどう対応し
ていくかをよく研究しておく必要があると思います。
司会：2020年に開催される東京オリンピックに関していかがですか。
内田：東京初のオリンピックのとき私は小学生で、埼玉県の大宮のス
タジアムでサッカーの試合を見に行ったのをよく覚えています。オリ
ンピックが国の経済成長の起爆剤であるのは間違いないと思いますし、
気分的にも前向きになりますね。1964年にできた新幹線および首都高
は現在補修の時期にかかっていて、補修をかけながらまた新しいもの
を作る両面があるような気がします。高速道路は、崩落事故の件で補
修に関連する需要もあるでしょうから、首都高の補修も含め、2020年
に向けてオリンピックが経済成長に果たす役割は非常に大きいと思い
ます。また海外に向かうだけではなく、観光客を迎えることで、日本
がさらに国際化を進めるという意味でも、オリンピックはあらゆる面
で大きい材料になるのではないかと期待をしています。
栗原：小学校に入る
前、聖火リレーを沿
道で見たことを記憶
しています。前回の
オリンピックは、高
度成長期の中で戦後
復興してきた日本
を世界に示すというコンセプトでしたが、今回の東京オリンピックを、
日本が成熟した国家としてどう進めていくのかと思います。知事がよ
くオリンピックで心のデフレを払拭するという言い方をしていて、今
回は開催が決定して、世の中の雰囲気が明るくなった感じが、意味の
あることだったと思います。
水戸部：幼稚園の年長のとき、自衛隊機が五輪の輪を作っていたのを

と思っています。また地域に密着した公益活動は、法人会でないとで
きないことがありますから、地元ではそれだけ期待されていると思い
ます。私が非常に素晴らしいと思っているものの一つは、献血運動で
すね。これは何と言っても公益活動の最たるものだと思います。
栗原：麻布法人会さんに日頃からご協力いただいているeLTAXの利
用促進については、引き続き宜しくお願いします。また会員各社さん
への制度改正等の情報提供、みなと区民まつりの出展など地域に密着
した納税意識の高揚に向けた活動をぜひお願いしたいと思います。私
たちの力だけでは限界がありますので、麻布法人会さんに期待してい
るところは大きいです。
水戸部：みなと区民まつりで特に若い方が大勢で驚きました。坂本会
長がおっしゃるように、色々な事業を行うことにより、若い方が参加
しやすい会に段々と変わってきたのだと思います。法人会さんが若返
りや活性化をされることによって、私たちもみなと区民まつりをはじ
め野球といった色々な地域活動に微力ながら一緒に参加させていただ
き、またe-Tax・eLTAXの普及に、今年も歩んで行きたいと思います
ので宜しくお願い致します。
司会：最後に、皆様に2014年のテーマを色紙に書いていただきまし
た。ご紹介をお願いします。
内田：「熱と誠」。情熱と誠実という意味を略して書いてあります。私
どもの職務は、適正公平な課税と徴収という国税庁の使命を達成す
ることですが、物事に当たる時の心構えとしては、やはり情熱と誠
実さを持ってやらなければいけないということです。私の大学の先生
が、卒業するにあたってゼミ員に一人ずつくれたのが熱と誠と書かれ
た色紙でした。熱意や熱血漢という言葉があるように、情熱というの
は意外とずれることがある。道を外れないために誠実さを持ってやる。
この両方がないと上手くいかないということを、一人ひとりに説明し
て渡してくれたんですね。今でも私の部屋に額入りで飾ってあります。
私の一番好きな言葉を、今回書かせていただきました。
栗原：「明るく」。ずっと閉塞感のある日本に、ようやく昨年あたり明
るさが見えてきたのかなと。新年は社会全体がより明るさを増すとと
もに、景気の先行きも明るくなってほしいとの思いがあります。私た
ちが仕事をするためには、明るくて風通しの良い職場が不可欠ですか
ら、職員にも元気に仕事をしていってほしいとの諸々の願いを込めて
書かせていただきました。
水戸部：「実行力」。昨年の６月に新支部長となってから、皆を引っ張
っていく為には熱を持って明るく実行していかないと、結局は頭上の
空論で終わってしまうということで、私はあえて実行力とさせていた
だきました。
坂本：「広げよう 交
流の輪」。私が会長
をお引き受けしたと
き、会員数の減少が
続いているというこ
とから、法人会の活
性化につなげるため、
まず始めに法人会を「いい出会いの場」にしていただこうと考えまし
た。次に法人会を有効に活用して楽しく過ごしてもらい、定着化を図
ることを目指しました。例えば今まで法人会の中でビジネスという言
葉は禁句みたいなところがありましたが、あえて法人会で仕事をしよ
うということで、仕事に特化したビジネス交流会を作りました。通称
ABC、麻布ビジネスクラブです。これにより若い会員たちが非会員
の方々も連れて催しにたくさん集まってきて、定員がいつも満杯状態。
加えて非会員の方々が是非法人会にと入会してくださるんですね。そ
ういうことから、非常に活性化につながってきました。今年は更につ
ながりを広げて、会員同士の交流はもとより非会員の方々を含めた地
域社会との交流を積極的に図り、法人会をもっと盛り上げていきたい
という気持ちです。
司会：皆様より大変貴重なお言葉をいただきました。本日はありが
とうございました。

（取材：須藤純男、M. C　文責：神山亜由子）

鮮明に覚えていて、あとは外でマラソンを観戦した記憶があります。
２回目の東京オリンピックはあれから50年くらい経つので、新たにビ
ルを建てるわけではなくリニューアルという形で経済効果に現れると
いいと思います。
坂本：大学３年生だった当時は、色々な競技を鮮明に覚えています。
私が今回気がかりなのは、各施設の建設の問題です。これから一度に
2020年に向かって仕事がありますから、消化ができなくて多分予算が
相当膨れてくると思いますね。維持管理の問題など後のこともありま
すから、過去の学習効果のある中で、ものを作ってほしいと思います。
司会：2014年の抱負をお願いします。
内田：新春という言葉がありますように、心改めて取り組む意味では、
日本の正月は非常にいいと思います。まずは４月から、消費税の税率
が５％から８％になり、来年の10月からは10％というスケジュールが
あります。消費税は国民一人ひとり、あらゆる人にかかりますから、
その広報活動と課税・徴収をしっかりしていくことが重要です。また
消費税の滞納の圧縮に努めていく必要があります。消費税が上がって
滞納が増えるのではないかと危惧する部分がありますので、そこも担
当する役所としてしっかりやっていこうと思っています。広報活動に
関連して東京都、区役所、関係民間団体、法人会、税理士会等、各関
係機関の方々に今まで以上のご協力をお願いしたいと考えています。
栗原：現場の第一線の税務職員としては、基本的かつ重要なことが３
つあると思っています。１番目に適正公平な賦課徴収、２番目に税務
情報の厳格な管理、３番目に説明責任の徹底ということで、これらを
しっかりとすることを職員には常日頃話をしています。この当たり前
のことを、確実に行うように心がけていきたいと思っています。
水戸部：税理士会と
してはe-Taxの普及
促進という理由で、
私が知る限り昨年度
初めて、内田署長を
通して表彰状を頂戴
しました。eLTAX
も含め、更なるe-Tax普及を促進していきたいです。それから消費税
率が５％から８％に上がることで、仕組み等の説明及び納税者への周
知が必要になりますね。
坂本：法人会の長年の懸案で最大のテーマが、加入率アップと会員の
定着化を図るということです。どうすれば法人会が活性化するか。そ
のために３年程前に活性化特別委員会という専門の委員会を作り、あ
らゆる施策を講じてきました。会員数の減少が毎年およそ３桁のとこ
ろ一昨年は２桁台になり、昨年が９月末の時点で退会者と入会者を比
べると実質的には14社増という、これは画期的なことで、今までの法
人会に無かったことなんですね。まだ検証は済んでいませんが、活性
化特別委員会で立案、実行してきたことの効果が現れているのだろう
と私は思っています。会員の皆さんが法人会を実のある団体として有
効に活用することが何より大事で、会員の方々をはじめ非会員の方々
もこぞって集えるような催しをすることが、法人会が活性化する最大
の方策だということがわかってきました。今年も会員のための法人会
ということを基本的なコンセプトに、更に色々と進めて行きたいと思
っています。
司会：麻布法人会の活動についてひと言お願いします。
内田：法人会活動では、やはり法人会に入ってよかったと思ってもら
えることですね。サンエー・クラブやティー・クラブを通じた業種交
流の場を広げて活用していくのが非常に有益ですし、税務署としても
可能な限り研修等を通じての交流で、法人会活動を支援していきたい

●特集・新春座談会
　出席者　内田　弘之 氏　麻布税務署長

　　　　　栗原　哲治 氏　港都税事務所長
　　　　　水戸部賢治 氏　東京税理士会麻布支部長
　　　　　坂本　章二 氏　麻布法人会長
　　司会　麻布法人会広報委員会
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　2020年に東京オリンピックの２度目の開催が決定し、昨年
は久し振りに明るいニュースが日本中を駆け巡った。日本が再
び活性化する原動力を得て、夢や希望を世界に発信できるよう、
午年の本年も全力で走り抜けたい。

司会：昨年を振り返っての印象はいかがですか。
内田：社会面の一つ
としては、東日本大
震災の復興問題とそ
れに関連した原発問
題がまだ終息してい
ない状況に憂慮して
います。年の後半に
なりますが、テレビの中継にもあったように、京都･嵐山の渡月橋での
状況、その後の伊豆大島の土砂崩れにしても、台風が多くそれに伴う
被害が大きかったのが印象的です。スポーツ面では、2020年のオリン
ピックの開催が東京に決定してよかったということ。私もぜひ可能な
限り見てみたいと思っています。そして私ども税務の仕事を預かる者
として、特に今年の４月から消費税率が５％から８％に決まったこと
で、円滑な運営を心がけなくてはいけないと思っているところです。
栗原：東京都が招致したこともあり、2020年のオリンピックの開催都
市が東京に決定したことが一番印象に残っています。世の中の雰囲気
を明るくする起爆剤の一つになってほしいと期待しています。もう一
つは伊豆大島の台風被害。都としては、早期に職員を派遣して町を支
援しました。自然の厳しさの面を再認識するとともに、危機管理のあ
り方について非常に考えさせられ、私たちもこれを教訓として危機管
理や防災について深く考えていかなくてはと思っているところです。
水戸部：昨年支部長に就任したことと、皆さんがおっしゃるように台
風やオリンピックについても印象的です。経済面ではアベノミクスに
ついてです。お客様である経済同友会の方の話によると、各個人では
いいと思って同友会の中で発言はするけれど、自分の会社では実態が
進んでおらず、それは中小企業にも同じことが言えると。ですからア
ベノミクスはまだまだというのが担当税理士としての感想です。
坂本：政治の世界でねじれが解消できたことが、物事が決められない
政治から決められる政治に移行する確率が高くなったということで、
よかったことの一つだろうと思います。税制面では消費税の増税とマ
イナンバーの法案が通ったことです。法人会としては、この二つにつ
いて以前から行財政改革の一環として絶対に必要だと主張していまし
たから、これは期待をしています。それから法人会の方では、事務局
が大幅に若返りました。今までできなかった事務の効率化や経費節減
などの改革・改善を事務局が一丸となって積極的に進めています。今
年は更なる改革・改善、また会員サービスの向上が進んでいくと期待
をしています。
司会：アベノミクスで経済面の変化を感じますか。
内田：消費税率が今年の４月から上がるということで、駆け込み需要
があったということがありますので、景気が良くなっていることは
色々な場面で出ていると思います。一方税収の面ではこれからになり
ますので、具体的に数値を見なければわからないのですが、いずれに
しても明るい雰囲気が出ているのは事実だと思いますね。私どもが見
ているところは、本当に上向きが持続し定着していくのかということ
で、税収が増える期待はしますけれど、消費税率が上がるので反動が
あるかないか、そういった経済状況をいつも注目しているところです。
栗原：アベノミクスがどうかということは今後検証される話でしょう
が、確かに足下の景気は改善しつつあるように思います。税収も大幅
に増えるという状況ではないにしても、ある程度は上向きを期待でき
るかと思いますが、これが本当の足腰の強さを備えた景気回復になっ
てくれるかというと、まだまだこれからなのかなと。今後どうなるの
かが一番関心のあるところですね。
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●新会員のご紹介 交流は、企業の力。

法　人　名
㈲きらめきコンサルティング
㈱グローバルユースビューロー
㈱e−スマイル
AMJ㈱
美留不動産プロジェクトマネジメント㈱
山下・柘・二村法律事務所
三番町ごきげんクリニック
シーサイドリアルエステート㈱  東京麻布支店
インベスコ投信投資顧問㈱
㈱テクノロジックアート
㈱アットアール
㈲オリオン冷熱
㈱相互設計事務所
税理士法人　はやぶさ
三宅・山崎法律事務所
㈱飄香
㈱ココミーユ
㈱S.I.T
㈱BURAN
㈲La Roche Bleue
片岡正行税理士事務所
㈲エムエムケイ企画
㈲diapositive
㈱パワーステーション
㈱キーマン
㈱アドモーション
㈲新北海園
㈱アポロプランニング
南青山リアルエステート㈱
谷口パートナーズ国際会計・税務事務所
㈲フジヤ住宅センター
㈱リビエラマネジメントサービス
㈱モイスティーヌアドゥール

住　所
港区赤坂5−1−36
港区赤坂4−15−1
港区麻布十番2−8−8
港区東麻布1−23−5
渋谷区代々木5−5−6
港区西新橋1−16−3
千代田区三番町8−1
港区西麻布3−2−43
港区六本木6−10−1
港区南青山3−13−22
港区南青山4−16−16
大田区矢口2−11−6−503
港区北青山3−12−7
港区赤坂9−1−7
文京区本駒込2−14−10
港区麻布十番1−3−8
港区南青山1−20−2
港区東麻布2−32−10
港区赤坂8−5−4
港区赤坂2−8−14−302
港区赤坂2−14−27
港区南麻布4−13−4
港区南麻布4−11−27
港区南麻布2−8−1
中央区日本橋小舟町1−3
港区北青山3−6−19
港区六本木5−18−2
港区南青山3−1−5
港区南青山7−10−7
港区南麻布4−12−25
港区六本木4−9−2
港区南青山3−3−3
杉並区荻窪5−26−18

業　種
経営コンサルティング
旅行
不動産
衣料等輸入販売コンサルタント
不動産コンサルティング、プロジェクトマネジメント
弁護士
病院
不動産売買・賃貸・賃貸管理
金融商品取引
ソフト開発
web制作・広告
エアコン販売､取付工事､修理､メンテナンス
建築､造園､土木の企画設計工事監理
税務代行､新設法人設立支援､経営計画サポート
弁護士
中華料理　飲食
宝石･貴金属の販売･ノベルティの企画制作販売
コンピュータトータル設備
小売
音楽CD原盤制作･音楽著作権の管理･録音業務
税理士事務所
不動産賃貸・コンサルタント
写真撮影
一級建築士事務所
総合建設
広告代理･ウェブコンテンツ制作･管理･運営
中華料理
旅行、イベント企画・制作
不動産
会計税務コンサルティング､資産運用アドバイス
不動産
ビル管理
スキンケアサロン

電　話
03-3560-1266
03-3505-0091
03-3454-7799
03-3585-1137
03-5738-7455
03-3539-4651
03-3237-0072
03-6447-0433
03-6447-3000
03-5413-3788
03-6434-9892
03-3758-8480
03-3407-1155
03-5775-6366
03-3580-5931
03-6426-5664
03-3478-7210
03-6441-3241
03-6804-6689
03-3584-6557
03-3505-2440
03-3449-9519
03-5422-8317

　
03-6661-0288
03-6427-2633
03-3505-7881
03-6427-1439
03-6427-3156
03-6277-0009
03-3478-1711
03-5474-8093
03-5347-9171

入会

8月

9月

10月

11月

●税の作文・麻布法人会長賞のご紹介

税について考えたこと

港区立青山中学校

　　　３年１組　竹内 七海

　皆さんは税について深く
考えたことがありますか？　
私は授業で行なわれた「租税教室」で初め
て税について考えました。税とは国民が納
めなければならないお金のことで国民三大
義務の内の一つです。私はこの授業を受け
る前は「税金なんて無い方がいい。」と考
えていました。なぜかというと百円ショッ
プで百円きっかりだと払い易いですが、５
円かかると少し面倒くさいと思ってしまう
からです。しかし税について学んでいくう
ちに、税金が無ければ私たちの生活を守っ
てくれている沢山のことが自費になってし
まいその額によっては今まで通りの生活が
できなくなってしまうかもしれないと気づ
きました。日本では救急車も消防車も無料
で誰でも平等に利用できます。義務教育も

９年間無料です。これは全て税収で賄われ
ているためです。もしこれらが自費で有料
になってしまったらと、想像しただけでも
恐ろしいなと思いました。
　税について調べてみるとイギリスでの興
味深い事例をみつけました。イギリスでは
消費税率20％とかなり高めですが、品物に
よって20％・５％・０％と税率が異なる仕
組です。食品や子供用衣類等の生活必需品
は０％、贅沢品は20％という具合です。特
に食品は細かく分類されておりティータイ
ムに欠かせないケーキは０％ですがチョコ
レート付のビスケットは20％だそうです。
マクビティ社の「ジャファ・ケーキ」は30
年間ビスケットとして税率20％でしたが同
社は「日が経って軟らかくなるのがビスケ
ットで硬くなるのがケーキ。うちのは硬く
なるのでケーキだ。」と主張し、税率０％
となったそうです。他にも人形クッキーに
チョコがついていたら20％、でもチョコが
目玉２個分なら０％など驚く程細かく決め
られています。一見するとくだらない様に

思えますが、そういう事を真剣に考えてい
るイギリスは凄いと思いました。
　納税は国民の義務だという事は学校で教
わるけれど、それ以上習った記憶がないと
母が言っていました。私は税についてもっ
と知り、何が必要で無駄なのか考えられる
大人になりたいと思います。税金は払う事
も大切ですが何に使われるのかはもっと大
事だと思います。来年の４月に消費税率が
５％から８％に引き上げられるそうです。
増収分の一部は子育て支援など社会保障の
充実に使うと新聞に書いてありましたが残
りの税金が何に使われるのかどうやって決
まるのかを注目したいです。
　私達が税を納めるのはまだ先の事ですが、
今回の租税教室で教わった事がきっかけで
税の仕組や使われ方について興味を持てて
良かったです。今から少しずつ知識を増や
し、大人になる頃には自分の果す義務が何
に役立っているのか理解できている様にな
りたいと思いました。

●都税事務所からのお知らせ

●熱血先生の経営指南 �

減免の期間と額　改修工事完了日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

申請期限　改修工事完了後３ヶ月以内
　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、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（代）

都税の納付には､安心･便利な口座振替をご利用ください。
＜口座振替がご利用できる都税＞
◦個人の事業税　◦固定資産税・都市計画税(土地・家屋)※　
◦固定資産税(償却資産)※

※23区内に所在する資産が対象です。ただし、随時課税分を除きます。
＜申込方法＞
　次の方法があります。
①都の公金を取り扱う銀行等の金融機関及び郵便局の窓口で、都

税口座振替依頼書（３枚複写式）に必要事項をご記入のうえ、
お申込みください。その際には、（1）預(貯)金通帳、（2）通帳
届出印、（3）納税通知書をご持参ください。

②納税通知書（固定資産税の随時課税分を除く。）に同封されて
いる都税口座振替依頼書（ハガキ式）に必要事項をご記入のう
え、ポストに投函してください。

③主税局ホームページから「都税口座振替(自動払込)依頼書（ダ
ウンロード専用依頼書）」をダウンロード・印刷し、必要事項
をご記入のうえ、郵送にてお申し込みください。

＜申込期限＞
　口座振替を開始しようとする月の前月の10日（土・日・休日に
あたるときはその翌日）まで（納期限が土・日・休日にあたる場
合は、その翌日が納期限となります。これにより、納期限が翌月
となった場合は、前々月10日までにお申込みください。）

【問い合わせ先】　
主税局徴収部納税推進課口座振替係　０３−５９１２−７５２０
※住所の変更や課税の内容については、所管の都税事務所へお問
　い合わせください。
　住所変更等　港都税事務所　03−5549−3800（代）

〜23区内に償却資産をお持ちの方へ〜
１月は固定資産税(償却資産)の申告月です(23区内)

償却資産とは　会社や個人で、工場や商店などを経営している方
　が､事業のために用いることができる構築物､機械､器具､備品等
申告が必要な方　平成26年１月１日現在、償却資産を所有している方
申 告 先　償却資産が所在する区にある都税事務所の償却資産係
申告期限　平成26年１月31日(金)
　詳しくは、「申告の手引き」または主税局ホームページをご覧
いただくか、資産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。
償却資産の申告には、電子申告（eLTAX:エルタックス）も
ご利用できます

【電子申告についてのお問い合わせ先】　　
　　　　　　（地方税ポータルシステム）
ホームページ　http://www.eltax.jp/
ヘルプデスク　☎ 0570−0

ハイシンコク

81459
　　　　　　　（IP電話・PHSから：☎ 045−759−3931）
※午前８時30分から午後９時00分まで（土日祝祭日・年末年始　
　(12/29〜1/3)を除く）

【お問い合わせ先】資産が港区にある場合…
　　　　　　　　港都税事務所 償却資産係 03−5549−3814(直通)

耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に係る
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）

申請期限　新築した年の翌々年の２月末
＜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27年12月

31日までに、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

いているとよくあるケースです。大き
な投資に失敗して借入が残っている企
業もあります。ビジネスモデルが陳腐
化しているケースもあります。
　原因の二つ目は、「後継者不在」と
いう点です。ご子息が大手企業に勤め

たり、中には弁護士になって現社長とは別
の道を歩まれているケースです。
　さらに、社長ご自身が、「こんなに経営
で苦労するなら息子にはサラリーマンをや
らせたい」と言ったケースもあります。
　このケースは、社内外の人材を求め、「親
族外承継」を考えるか「Ｍ＆Ａ」を考える
かという選択肢になります。
　それも難しい場合は、如何にリスクなく
会社を閉めるかという「廃業・清算の最適
化」を考える事になります。
　もう少し、事業承継期を迎えた社長のお
悩みを考えてみましょう。
　「今は何とかやっているが、果たして事
業を継がせてやっていけるか？」、「赤字体
質で継がせてもいいのだろうか？」
　この２点は「経営改善」と「後継者育成」
の要素があります。

　本年より全８回で「事業承継」を連載い
たします。まずは、世代交代に関する共通
認識を持ちたいと思います。
　既に中小企業の社長の平均年齢は60歳に
なろうとしています。高度経済成長、バブ
ル崩壊、リーマンショック、東日本大震災
様々な経営環境を乗り切り、まさに人生を
かけて企業を経営してきた経営者が、サラ
リーマンなら定年を迎えるという時期を迎
えています。特に、団塊世代の経営者の第
１陣が65歳に到達し、ますますハッピーリ
タイアメントを考える時期に来ています。
　しかし、なかなか世代交代が進まないの
が現状です。
　原因の一つ目は、「会社の経営状態」です。
赤字体質・債務過多の状態で果たして後継
者に継がせていいものか？とお悩みの社長
が多くいます。これは経営支援をさせて頂

　経営改善で有効なのは、戦略を見直しチ
ャレンジすることです。これは、むしろ「若
い後継者も一緒に取り組む」のがいちばん
です。社長の強み・経験に若い発想を加味
してモデル再構築に取り組む必要がありま
す。また、後継者である長男と幹部の弟の
意見が合わず、社内が沈滞化しているケー
ス、これは難しいです。
　先代から見ると、子供はみんな可愛い、
協力して家業を盛り上げて欲しい。その気
持ちも痛いほどわかります。しかし、無理
なケースが多いです。トップは１人です。
二人トップがいると必ず諍いが起こります。
猿山のボス猿と一緒です。
　できれば、分社化か、どちらかに新たな
起業をさせるのがいちばんです。
　その場合、製造と営業を分けるなどの現
事業を機能別に分けるのは良くありません。
別会社とはいえ必ずまた諍いが起きます。

「製品が悪いから、営業しても売れないん
だ！」という具合です。
　事業別に分けるとか、新事業を起業する
とか、要は取引関係がない状態を作ること
をお薦めします。

中小企業の事業承継を
考える①
～世代交代の最適解の共通点とは～
税理士　飯島 一郎

エルタックス 検索

クリック
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●特集・トップインタビュー

400年の歴史を持つ土地に
新しい価値観を持った街のかたち

　東京ミッドタウンはその昔、長州藩藩
主・毛利家の下屋敷だった。その後、軍
用地となり戦後防衛庁として利用され、
一般の人は400年間、この敷地に足を踏
み入れることはできなかった。2000年に
防衛庁が移転し、再開発計画が実施され、
オフィス、住宅、ホテル、店舗、デザイ
ン施設など多目的な複合施設が隣接する
新しい街が出現した。そして、この街の
全てのマネジメントを行うために同社は
設立された。
　中村氏は「三井不動産が東京ミッドタ
ウンを造った時にはいろいろな議論があ
った。従来はそれぞれの用途の施設ごと

にその用途専門の管理会社がマネジメン
トを行うが、ここは、一つの会社が街全
体をマネジメントするという新しい試み
だと思う」と語る。さらに、「隣接する
港区立檜町公園も含めて整備できたこと
が大きかった。これができなかったら今
のようにはならなかった。ここは区の公
園も含めると開発面積の約40％が緑。し
かもまとめてあるので空が広いですよね。
それに旧防衛庁に残された約140本の樹
木も移植、On the Greenをコンセプトに
都心に広大な緑をつくった。つくったと
きも良い空間だなと思ったけれど、木々
も育ち今や青山から六本木、赤坂の氷川
神社に至るまでグリーンベルトを形成し
て、CO2削減効果やヒートアイランド現
象の緩和にも貢献しています」。

　東京ミッドタウンは、その他にも旧防
衛庁の地下施設部分を利用し、雨水を貯
留。緑地の散水や災害時に役立てている
ほか、節電に向けての取り組みを行い自
然と共生する開かれた街を目指している。

かけ合わせの中から何かを生みだす

　毎日何らかのイベントが行われている
東京ミッドタウン。中村氏は「イベント
はこの街の特長で、イベントが年間を通
して行われている。商業モールの販促イ
ベントや、東京ミッドタウンの街のブラ
ンディングのためのイベント、企業に会
場をお貸しして行っていただく場所貸し
のイベントなど。人が集まって、マスコ
ミが取りあげてくれるようになって、自
主イベントに協賛していただけるスポン

サーが付くなど、街が媒体として機能し
ている。クリスマスイルミネーションも
その一つ」。さらに「ここはいろいろな
施設があることが魅力。だから、ただ一
緒にやるだけではなく、かけ合わせをし
たいなと。たとえば、テナントさんはホ
ールを使ってプロモーションや総会を行
っていますが、さらにホテルや街中を使
っていろいろな仕掛けや組み合わせを提
供していきたい。昨年サントリー美術館
で歌舞伎を題材にした展覧会があったと
き、三井不動産のCMにも出演していた
だいている松本幸四郎さんのトークショ
ーを行った。また、同美術館のフィンラ
ンド展のときには、ちょうどクリスマス
だったこともあり、東京ミッドタウンの
装飾もフィンランドをテーマにし、フィ
ンランドから本場のサンタクロースに来
てもらった。街のコンテンツを組み合わ
せながら東京ミッドタウンのイベントを
つくっていきたい」と話す。

アートでつながる街

　六本木は時代とともに変貌してきた。
そして今やアートの街として定着しつつ
あるが、その中心の一つが東京ミッドタ
ウンだ。ここ数年では、地元の住民も六
本木＝アートだという認識をされ、とて
も協力してくれるという。今年で6回目
を迎えるTokyo Midtown Awardにはア

ートコンペとデザインコンペがある。「デ
ザイン部門では、受賞者作品の商品化の
お手伝いをしたり、アートコンペ部門で
は、若手を顕彰するだけではなくその後
の活動もフォローしている。将来その中
から世界で活躍する方が出てきてくれれ
ば嬉しいと思う」と。
　また、東京ミッドタウンの秋のイベ
ントとしてすっかり定着しているTokyo 
Midtown DESIGN TOUCHの期間に、例
年東京ビッグサイトで行われていたグッ
ドデザインエキシビションが今年は東京
ミッドタウンで開催された。イタリアの

『ミラノサローネ』でも注目されて、世
界中で活躍している佐藤オオキ氏が代表
を務めるnendoのインスタレーションの
作品展示なども行った。中村氏は「世界
でグローバルに活躍している日本人を紹
介することもJAPAN VALUEではない
かと」と話す。

地域を巻き込んで
「経年優化」する街づくり

　東京ミッドタウンを造る時、地元の人
たちの協力は不可欠だった。現在東京ミ
ッドタウン町会があり、中村氏は町会長
もしている。商店街や行政の方とともに

『六本木安全安心パトロール隊』など街の
活動に参加し、地域に貢献していくこと
で、新しい街づくりに取り組んでいる。ま
た、東京ミッドタウンの中でもオフィス
ワーカー同士のコミュニケーションの場
を設け交流を広げる企画を実施している。
　また、開発中には近所に昼食をできる
ところがあまりなかったが、今では近所
でランチを出すお店が数多くできた。
　中村氏は「今回、より東京ミッドタウ
ンらしくなるためにニューステージオー
プンをした。最近増えているお子様連れ
のお客様に対応したバギーの貸し出しや、
子ども用品のお店を増やした。三井不動
産が目指すのは『経年劣化』ではなく『経
年優化』、つまり年を経るごとに優る街づ
くりです。今後は、震災後の社会の要請
を踏まえた災害時の対応策を充実させ、
来ていただく方には何度も、ここに居る
方にはずっと長く過ごしていただく、そう
いう街づくりをしていきたい」と語った。
　　　　（取材：須藤純男、吉田眞紀子
　　　　　文責：岡野孝子）

●特集・トップインタビュー

▪中村康浩氏プロフィール ────────────
出身　福岡県
生年　1960年5月10日生
年齢　53歳
学歴　早稲田大学政治経済学部卒業
社歴　1984年4月 三井不動産株式会社入社。

宅地事業部、広報部、横浜支店、ビルディン
グ本部、関西支社などを経て、2004年4月より
秘書部。2007年4月より5年間 秘書部長を務め、
2012年4月より三井不動産株式会社　東京ミッ
ドタウン事業部長　兼　東京ミッドタウンマネ
ジメント株式会社　代表取締役社長。

施設と自然との調和が大きなテーマとなっている。

　東京ミッドタウンは今年オープン７
年目を迎えた。その全てのマネジメン
トを行うために設立されたのが東京ミ
ッドタウンマネジメント株式会社だ。
同社は三井不動産100%出資の子会
社で、昨年４月からそのトップに就任
した中村康浩氏に東京ミッドタウンの
魅力と今後を尋ねた。

東京ミッドタウンマネジメント株式会社  代表取締役社長

中村 康浩氏
　　　　　　　  （なかむら  やすひろ）

人と人、人と街をかけ合わせておこる
化学反応で新しい何かを創りだす

Tokyo Midtown Award 2013の展示風景。アートコンペ部門、デザインコンペ部門が開催され、数多くの作品が来街者の間近で展示された。

取材風景。中村氏から「人」と「街」のビジョン
を伺うことができた。

安田 侃 作「妙夢」
外苑東通りに面して設置されるオブジェ。そ
の印象的な姿にはぐっと心を引き寄せられる。

四季を通じて様々なイベントを開催している。
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●企業訪問

第２回Azabu Business Club開催報告

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

　７月に続き第２回Azabu Business Clubが10月30日㈬明治記念館にて開催されました。
　今回の講師は法人会会員・麻布支部長であり、日総ビルディング㈱代表取締役社長の大西紀男氏。
　『「七転び八起き」の人生　失敗が次の道を拓く』と題し、バブル崩壊時の日本の政治・経済の状況下、
不動産事業を一度閉鎖され、個人資産もすべて拠出し、800億円の借金から現在の事業への再起までの
道のりを赤裸々にお話しいただきました。
　ご講演後は、大西氏より「決断の時、何を一番大切にするか」というお題が出され、同席の方々との
グループワーキング後、グループリーダーからの発表が行われ、経営者ならではの直観力や、リスク管
理下での前進、ゴルフコースに例えた楽しいご発言などをいただき、白熱した時間となりました。
　その後の名刺交換も活発に行われ、会員・非会員とも有意義な異業種交流の場となりました。
　２時間という長丁場でしたが終了後のアンケートでは、グループワーキングの時間をもっと長く！と
いうご要望も多く、今後に向けて更に進化していきたいと思います。
　次回は平成26年2月26日（水）17時より
　　　『2014　世界経済と金融市場の展望』
　　　　講師：島本　幸治　氏（ソシエテ ジェネラル証券会社 東京支店長）
　　　　　　今までご参加いただいた方も、まだ参加されていない方も、是非一度Azabu Business Clubをご体験ください！

詳細は同封のチラシ
(水色)をご覧ください。

第１回麻布ときめきパーティーのご報告
　初秋の９月14日、六本木ヒルズからの煌めく夜景の演出の中、ロマンティッ
クな雰囲気も高まり、会話も弾み･･･見事、８組のカップルが誕生しました！
　男性から女性に記念のプチブーケが手渡され、笑顔で見送ると、スタッフ全
員でがっちり握手、その表情には安堵と感激が溢れていました。
　思い起こせば、多くの民間業者が趣向を凝らす婚活パーティーを、全くの素
人が企画運営できるだろうか･･昨年度来、会議や勉強会を何度も重ねる中、全
国の法人会の婚活事業のお手本とされる愛媛県連（えひめ結婚支援センター）
の岩丸事務局長との出会いと、「独身の方々に素敵な出会いの場を提供した
い！」との委員の熱い思いが、実施の大きな決め手となりました。
　そして、目指したのは、麻布の法人会の特性を生かした『手作り』で温かみのあるパーティーです。企画も、当日
の受付から司会、仲人役となるスタッフも、全て会員のボランティア。堅苦しくなく親身な対応を心がけました。
　また、当初心配された応募数も、キャンセル待ちが30人弱に至るほど。法人会ならではのネットワークが生かされ

て、素敵な方々が多数ご参加くださいました。
　残念ながら、当日にはカップル成立されなかった方も、その後お
付き合いが始まったとの嬉しいお知らせも風の便りで聞いておりま
す。カップルになられた皆様、ぜひ、幸せのご連絡をお待ちしてお
ります。
　最後になりますが、こうして第１回麻布ときめきパーティーを盛
況のうちに実施できましたことは、関係各位のご支援とご協力の賜
物と深く感謝申し上げます。皆様のご意見・ご反響は課題として真
摯に受け止め、第２回の実施に活かして参りたいと思います。　
　第２回麻布ときめきパーティーは同封チラシをご覧下さい。

実行委員一同

開会前､最後のシミュレーションを行なっています

ムーディーな雰囲気の中、パーティーは大いに盛り上がりました

おかきが大事なものと
思えるように

　新たなおかきのシーンを発信する試み
の一つとして、赤坂エクセルホテル東急
で味わう『赤坂セット』も展開中だ。
　「柿山のおかきとホテルのオードブル、
サントリーのプレミアムモルツビールや
モルトウィスキーを合わせたものです。
雰囲気のいいバーでおかきをこだわりの
お酒と一緒に召し上がっていただき、お
かきをじっくり楽しんでもらいたい。今
後もおかきの付加価値を上げることに力
を入れていくつもりです」

『食の街・赤坂』を見据えて

　赤坂エリアの人どうしが知り合う機会
になればと、企業に勤める人や飲食店の
若いオーナーたちが集い、赤坂の神社で
年に２回バーベキューを催している。地
元の企業が結束することでコラボレーシ
ョンが実現し、赤坂の名物をＰＲしたこ
ともある。日頃から地域社会との交流を
楽しむ川合社長。その言葉には、赤坂へ
の愛着を感じる。
　「地域の様々な人たちとつながってい
くのは楽しいです。赤坂のイベントに参
加したりお神輿を担いだり、知り合いが
できると自然に街を歩いても挨拶を交す
ことが増え、とても気持ちがいいですね。
今後は東京の中でも赤坂の存在感を示し、
将来的にはビジネスや旅行で日本にいら
した海外の方に、赤坂へもっと来ても

　『食べた時のおいしいと思う幸せを、
お客様にしっかりとお届けしていくこ
と』その絶対的なベースを持ち続け、他
のメーカーに先がけておかき・あられや
おせんべいを贈り物として一般化させた
米菓専門店だ。

人とのつながりを
色々な形で広げる

　人付き合いが減り、お中元・お歳暮の
需要が減少傾向にある一方で、ホームパ
ーティー用のギフトなど形を変えてのニ
ーズは非常に多いという。
　「気持ちに添えておかきを贈ったり、
おかきを場のコミュニケーションを円滑
にしていく一助にするのが、私どもの可
能性であり使命だと思っています」
　おかきに親しむことで、日本の年中行
事や良い習慣を知るきっかけになればと
始めたことの一つに『ぽち福』がある。
ぽち袋（お年玉袋）の中に、個包装され
た薄焼きおかきが入った商品だ。ちょっ
とお金を渡す時に、直接的過ぎず場を和
らげるぽち袋の慣習にもっと身近に接し
てもらいたいという狙いで、20〜30代の
支持も高まっている最近の人気商品だと
いう。
　「日本らしい気づかいのあることを今
一度大切にしたいと思っており、若い年
代のお客様に気軽に楽しんでいただけて
いるのは嬉しいですね。お金を入れるぽ
ち袋本来の使い方も勿論ですが、他にも
小物を分けたりと多様な使われ方をされ
ているようなので、私どもの目的とする、
生活の中の彩りにつながればと思ってい
ます」

らい『日本土産には赤坂柿山のおかきが
いいよね』そう言っていただけるように、
これからも米菓という軸はずらさず、楽
しさや彩り、豊かさをもっと広げていき
たいと思っています」
　　　　　（取材：吉田眞紀子、尾関勇
　　　　　　文責：神山亜由子）

米菓を通して､お客様の生活を彩りある豊かなものにしていきたい
株式会社　赤坂柿山
港区赤坂3−6−10　☎ 03−3585−9990

川合 寛妥
かわい　ひろやす

代表取締役社長。
昭和43年東京生まれ。平成３年早稲田大学卒業後、
建設会社勤務を経て平成５年株式会社赤坂柿山入
社。平成10年より代表取締役社長に就任、現在に
至る。趣味は読書、映画鑑賞、食べ歩き。

赤坂柿山の代表米菓。お米の粒が活きる薄焼きの
慶長と、アーモンドをおかきで包んだ慶凰

オリジナルのぽち袋も人気の「ぽち福」

昭和48年に赤坂山王下にオープンした赤坂本店店内 赤坂氷川神社の例大祭で社員と連合渡御に参加
地元・赤坂エクセルホテル東急とのコラ
ボ「赤坂セット」



あかやまぶき 2014.1 15あかやまぶき 2014.114

をお迎えしご講演いただきました。
　参加者はグループワーキングを通じ、
自分自身が今まで気づかなかった能力を
感じてもらい、行動の一つの指針なるよ
う参考にしていただきました。

●事業承継セミナー
［11/18 六本木アカデミーヒルズ］

　今話題となっている事業承継をテーマ
に「経営者・後継者のための事業承継と
相続・Ｍ＆Ａ」と題してのセミナーが開
催されました。講師に当会会員の木村耕
太郎弁護士をお招きし、今後起こりうる
であろう様々なケースにどう対応してい
くかを詳しく解説していただきました。

　
　
　
　
　
　
　

　

親睦委員会

●屋形船懇親会
［10/23 東京湾］

　初めての開催となった屋形船懇親会が、
42名の参加のもと行なわれました。
　木場の船着き場に集合後、レインボー
ブリッジやお台場の夜景を楽しみながら、
お料理やカラオケ大会で船内は大いに盛
り上がりました。

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。

源泉部会(源泉所得税研修会)　　　　
　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。年調実務研修会
では、毎年多数の参加申込みをいただき
ます。
10/10『年末調整の基礎』50名参加。
11/6 『年末調整の注意点』75名参加。
　

ゴルフ部会

●第182回ゴルフ大会
［11/14 東松山カントリークラブ］

　今年度最後のコンペは大宮氏が優勝の
栄誉に輝きました。

Ｂ.Ｇ　吉田(浩)＝78　
Ｎ.Ｐ　坂本・武田・吉田(浩)・田村・坂本・
　　　 武田・吉田(浩)片山
参加者35名（初参加９名）
次回第183回大会のご案内
　日程未定(平成26年４月)
　東松山カントリークラブ　

優勝

２位

３位

氏　名

大宮　康雄

佐藤　俊夫

武田　　昇

法人名

㈱明治記念館調理室

㈱東京合同鑑定事務所

㈱バンブー

Ｇ

85

96

98

Ｈ

18

24

24

Ｎ

70

72

74

●麻布街角物語●事務局から●編集後記

税務・研修委員会　　　
    　

●決算法人説明会
［11/15 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
つき解説しました。11月35名参加。

●新設法人説明会
［10/4、12/3 麻布税務署会議室］

　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
解説しました。10月14名、12月21名参加。

●法人税申告書作成研修会（Part1）
［11/18・19 麻布税務署会議室］

　麻布税務署担当官を講師に、練習問題
をもとに実務演習を行ないました。２日
間の開催で、合計93名が参加されました。
２月はPart2を開催予定です。

●人材開発セミナー
［10/11 六本木アカデミーヒルズ］

　従業員の能力開花をテーマに、元日本
マクドナルド㈱人事本部長の俵山祥子氏

●●法人会の活動〈10〜11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

参加者にアドバイスをされる俵山先生

次号3月号では、25年度税制改正を特集致します。次号
予告

　ここは江戸時代、奥州南部藩の下屋敷で南部氏の居城 盛岡
に因み明治時代に町名を盛岡町と名付けられ、有栖川宮の用地
となり後に同宮家が絶え、その祭祀を継いだ高松宮家から有栖
川宮家を記念して昭和９年(1934)に東京市へ寄付され、記念公
園として一般に公開されている。
　約４haの広さで丘の斜面を利用した林泉庭園。渓流・池・
梅林など樹木の種類も多く、大名庭園の面影を残している。写
真は丘の上に有る、有栖川宮熾仁親王の騎馬銅像だが、誰が何
故この場所に造ったのか、ご存知の方があれば教えて頂きたい。
今年は馬年、うまい話にはご用心あれ！

広報副委員長　一寸木

◎事務局から◎

◆年会費の早期納入にご協力を
　年会費は会活動の資金源です。請求書に基づいてお忘れ
なくお振込みください。

◆口座振替による会費納入のお願い
　ご希望の方は事務局までご連絡下さい。

◆移転・休廃業その他変更点が生じたら
　お早めにご連絡ください。退会手続きをしていただきま
せんと、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、格付情報照会サービス）
にはユーザー名とパスワードが必要です。さらに、ラフォ
ーレ倶楽部お申し込みの場合、会員番号が必要です。ご利
用の際は事務局までお問い合わせ下さい。

◆当会ホームページの会員専用ページについて
　当会ホームページ上に会員専用ページを開設し、各種情
報をご覧いただけます。ログインにはユーザー名とパスワ
ードが必要です。またケータイ版ホームページの協賛店利
用カードを利用の際にもパスワードが必要となります。ご
利用の際は事務局までお問い合わせ下さい。
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有栖川宮記念公園

　あけましておめでとうございます。
今年も本誌“あかやまぶき”が、た

くさんの方にご愛読いただける広報誌として成長するよう、
広報委員一同で努めてまいりたいと思います。
　昨年を振り返ってみますと、様々な事が思い出されます。
自然現象におきましては、各地で過去の気象庁観測データ
を更新する大雨が降り、多くの被害がありました。台風も
30号を越え、温暖化の現象との因果関係がささやかれてい
ます。一方、企業の不祥事も相変わらずでした。記憶に新

しいところでは、大手ホテルやデパート等の食品偽装表示
が発覚し、いろいろと考えされる問題となりました。
　困った事が多い中、良かった事もありました。日本の象
徴とも言える富士山が、世界文化遺産に登録されました。
東北楽天イーグルスの日本一達成は、東北の人々に笑顔と
勇気をあたえました。安倍政権のもと、大企業の景気回復
との声も聞こえてきます。
　このような風をつかみ、今年こそは中小企業の我々にと
って良い年であることを願いたいものです。　　大橋　茂

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。集募

ベテラン税理士による講義

初心者にも判りやすく解説

講演する木村先生

1月号の人気企画、新春座談会を取材しました

9名もの初参加者をお迎えし、
大変賑やかにプレーが行なわれました

船内は満員状態。秋の夜長を楽しみました



　ティー・クラ
ブの2013年度ク
リスマス企画は、
会員の木村志保
さんを講師にお
招きして、リー
ス作りに挑戦し
ました。場所は
グランドハイアットでした。今回は初めて男性も参加さ
れ、悪戦苦闘をしながらも、楽しい時間を過ごしました。
又若い会員の方々も多々参加して下さって和気あいあい
の懇親会でした。
　来年もこのような企画をしていきたいと思いました。

ティー・クラブ副部会長　結城光江
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サンエー・クラブ（青年部会）

サンエー・クラブ勉強会開催
　去る９月27日、六本木ほうらいやビルにてサンエーク
ラブ主催、「税と国家について考える」をテーマとして
京都大学大学院諸富教授をお招きし、勉強会を開催いた
しました。
　サンエークラブの青年経営者
他、一般参加のビジネスマン参
加の真剣な眼差しの中、諸富先
生から最初は近代史のフランス
革命、イギリス革命時代の租税
問題のお話があり、つぎに近代
租税根拠論の樹立
者であるホッブス
とロックの国家論
や史上初の所得税
が導入されたイギ
リスの話等わかり
やすく過去から現
代への税の移り変わりをご説明されました。
　そこから現代の日本と税について財政学を専攻されて
いる先生の客観的なご意見があり、納税者として私たち
は大変有意義な勉強会になりました。

サンエークラブ広報委員　宇佐美　竜

ティー・クラブ（女性部会） 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。～2014年3月

行　　　事 日　　　時 会　　　場 内　　　容

源泉部会研修会
（源泉所得税研修会）

新設法人説明会

決算法人説明会

法人税申告書作成研修会
Part2

第3回ABC
（麻布ビジネスクラブ）

第16回ボウリング大会

会員募集中。会費無料。
1月「サラリーマンの確定申告」
2月「海外勤務者・非居住者の源泉徴収」
3月「源泉徴収のチェックポイント」
対象は新設法人（会員を問わず）。税知識・
会社設立に伴う税務手続きを解説。申込不
要。講師は麻布税務署担当官、東京税理士
会税理士。

対象は決算を迎える法人（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。

申告書別表について例題の記入と簡単な決
算書から申告書を作成。要申込。講師は麻
布税務署担当官。11月Part1の続編。
島本幸治氏を講師にお招きし、講演会とグ
ループワーキングを行ないます。要事前申
込み。詳細は同封のチラシをご覧下さい。
法人会会員お一人様5,000円
詳細は同封のチラシをご覧下さい。

1/23  14:00～16:00

2/12  13:30～16:00

2/6    13:30～16:00

2/24  10:00～16:00
2/25  10:00～16:00

2/26  17:00～19:15

2/7    18:00～21:00

3/17    9:30～12:00
          13:30～16:00

（午前と午後は同内容）

2/13  14:00～16:00

3/13  14:00～16:00

赤坂区民センター4Ｆ
第1会議室

赤坂区民センター4Ｆ
第1会議室

赤坂区民センター4Ｆ
第1会議室

赤坂区民センター4Ｆ
第1会議室

明治記念館

田町ハイレーン

麻布区民センター地下
区民ホール


