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●総会のご案内

10　平成26年度 税制改正大綱
12　連載 企業訪問  ルギード㈱
13　事業特集  サンエー・クラブ租税教育報告
　　事業特集  ボウリング大会報告 
14　法人会の活動［平成25年12月～平成26年1月］
15  事務局から、編集後記
16　青年部会から、女性部会から、麻布街角物語�

２　総会のご案内
３　新会員のご紹介（平成25年12月～平成26年1月）
　　連載 熱血先生の経営指南�
４　ABC（麻布ビジネスクラブ）のご案内
　　行事日程（平成26年4月～平成26年5月）
５　賀詞交歓会特集
６　港都税事務所からのお知らせ
８　トップインタビュー  秋葉冨佐江氏（赤坂 金龍）

日　　時　　平成26年６月11日（水）
　　　　　　　1. 総　会　午後４時00分〜午後５時30分
　　　　　　　2. 懇親会　午後５時45分〜午後７時15分
会　　場　　明治記念館（港区元赤坂2−2−23　電話 03−3403−1171）
対　　象　　麻布法人会会員
会　　費　　お一人様 10,000円（懇親会参加者のみ、事前振込にて承ります）

　上記は変更になる可能性がございます。
　詳細は別途郵送にてご案内をお送りいたします。

●新会員のご紹介

〔平成25年12月〜平成26年１月　12法人入会〕　
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交流は、企業の力。

　既に預貯金やその他資産があれば差
し引きもらえる退職金を引いてみまし
ょう。
　今、会社の財務状況から見て退職金
が十分出せないケースもあります。
　過不足でマイナスが出れば、退職ま
でにそれを蓄えなければなりません。
　一方、現在の役員報酬の手取り、預
貯金可能額、退職迄の年数から退職迄
の預貯金可能額を出し、その他の資産
形成をプラスしてみると、残った期間
の貯えが合計金額に出ます。
　先ほどの過不足とこの合計金額を比
較してみましょう。
　不足すれば、退職金を増やすとか（そ
のための簿外資産：保険を積むとか）
役員報酬を増やすとかを考えないとい
けません。
　中小企業の場合、それらはすべて会
社の財務状況に影響を受けます。
　残念ながら、退職金も十分出せない、
借入も残っている、やめるにやめられ
ない・・・という企業も多いです。
　これまで、中小企業の経営者はライ
フプランと経営計画がリンクされて経
営してないケースが多かったと思いま
す。
　ハッピーリタイアのために、経営改
善を考えることが必要です。

明確にすることでいつまでに
何をやらないといけないとい
う具体性がイメージできます。
　今回は、現社長のリタイア
メントを設計してみましょう。

　人生をかけて経営してきた社長です
から、自分のハッピーリタイアは重要
です。
　現在●歳、リタイアしたい年齢△歳、
ではリタイアまであと何年あるでしょ
うか？リタイア後の暮らしぶりをイメ
ージしてみて下さい。
・日常の生活や、これまで忙しくてで
　きなかった、趣味娯楽・海外旅行
・ボランティア
・中にはまた新しい仕事を興したいと
　いう方もいるかもしれません。
　次に資金計画。そのために必要な年
間金額を考えなければなりません。
　それから、年金収入やその他収入（ア
パート家賃など）を差し引いてみて下
さい。
　それがプラスならいいですが、マイ
ナスならその分の貯えが必要です。
　マイナス分にリタイア後に生きる年
数を掛けてみます。まだまだ元気です
から、30年くらいは・・・。すると、
リタイアまでに必要な金額（蓄え）が
出ます。

　現経営者に聞いてみると、リタイ
アの希望時期は「65歳」だそうでうす。
しかし実際に相談頂くのが60歳を超え
ているケースが多いんです。
　ねじり鉢巻きで対策を考える事にな
るのですが、やはり早いに越したこと
はありません。
　出来れば、10年。65歳でリタイアな
ら、55歳から考えるのがいちばんです。
　それでは、事業承継の進め方のお話
しします。
　まずご自身で「事業承継の目的と目
標」を考えてみましょう。
　皆さんはそれぞれ事業承継の目的が
あると思います。少しそれを思い起こ
してみて下さい。
　「社員の雇用を確保したい」とか、「ご
子息に事業を継いで欲しい」とか、勿
論、「現社長のハッピーリタイアのた
め」とか。
　この目的によって、事業承継の選択
肢や方法論が変わってきます。
　次に、「いつまでに」という事業承
継完了時期を決めていきます。時期を

中小企業の事業承継を
考える②
～ハッピーリタイアとライフプラン～
税理士　飯島 一郎

●熱血先生の経営指南 �

※今後、順次管外会員は希望の支部または勧奨者の支部に振り分けます。
　管外（麻布・六本木・赤坂・青山以外）の方で希望支部があれば事務局までご連絡ください。

デザイン・Web制作・各種媒
体デザイン制作・広告代理

地上・BSデジタルデータ放
送コンテンツの制作・開発

保険調剤薬局経営、グループ
ホームの経営

商業施設・店舗のデザイン・
設計事務所



あかやまぶき 2014.34 俳句同好会優秀作　廃屋の因果語らず老桜　春田 5あかやまぶき 2014.3俳句同好会優秀作　春愁や幾度も口
べ に

紅を引き直す　風遊子

したい、と会員の皆様にかなり難しい企画をお願いしま
したことは本当に申し訳ありませんでした。皆様色々な
思いを持ってご協力していただいたことでしょう。本当
に感謝申し上げます。120点の賀詞交歓会だったと思い
ます。何回も練習を重ね、演技をしていただいた皆様、
本当にありがとうございました。またこの企画に関し
様々なご意見をくださった方々、この企画で色々お悩み
させてしまった皆様。そして事務局の皆様。本当にお疲
れ様でした。心より感謝申し上げます。

　会もいよいよ終わりになり、最後の三、三、七拍子が会場
いっぱいに鳴り響いた。皆の満足で盛り上がったのかいつも
より大きい音に聞こえた。　　　　　　　　　　　　　　　
　皆様ありがとうございました。

サプライズイベントで華麗なダンスを披露し、会場の注目を
集めたティー・クラブ(女性部会)鈴木部会長よりのコメント
　今年の賀詞交換会は例年とは一味違って（皆で楽しむ、皆
で作った）と言う思いを感じました。私達ティー・クラブは
ランチを含む練習の為に集まり役員全員で頑張りました。結
果はともかく、こうした一つの事に皆で向かい合う事は会
として素晴らしい事でチームワークに繋がる事だと思います。
ティー・クラブの役員も一つになる事でティー・クラブメン
バーにも良い事が伝わって行く事と願っています。

　１月22日㈬賀詞交歓会が明治記念館 蓬莱の間で開催され
ました。
　今回から初めての試みとして各委員会・部会による自己紹
介コーナー（サプライズイベント）が行なわれ、歌や踊りに
始まり獅子舞も登場するなど、会場の注目を集めました。委
員会・部会へ興味を持っていただいた会員の、積極的な法人
会活動への参画が期待されます。
　恒例の新会員紹介、抽選会とあわせ、会は中締めまで大変
な盛り上がりとなりました。

サプライズイベントの立案や、司会の補助として名サポート
を務められた後藤副会長よりのコメント
　場内が徐々に暗くなり、一瞬真っ暗になって、ぱっと司会
席にスポットライトが当たった。麻布法人会賀詞交歓会の始
まりだ。テレビ朝日アスク所属中根夕希アナウンサーの場内
に響き渡る何とも明るく、若々しい美声で幕が上がった。参
加者は皆、いつもとは違う、何かが始まる、という予感と期
待を持って目と心を集中して司会者に向けていった。

　皆様、麻布法人会賀詞交歓会ではご協力本当にありが
とうございました。おかげさまで、本当に未来につなが
る歴史的な会が出来上がったと思います。
　麻布法人会ここにあり、というような賀詞交歓会を創
りたい、という皆様方の声が多く、何とかご希望を実現

●ABC(麻布ビジネスクラブ)のご案内

●行事日程(2014年4月〜5月)

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。

行　　　事 日　　　時 会　　　場 内　　　容

源泉部会研修会

簿記講習会

決算法人説明会

新設法人説明会

ABC(麻布ビジネスクラブ)
朝会

日程未定。詳細はＨＰをご覧下さい。
会員募集中。会費無料。

簿記入門者向け。詳細は同封のチラシ、HP
をご覧下さい。

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。

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。

対象は麻布法人会会員。朝食を食べながら、
法人会員同士の懇親を深めましょう。

未定

未定  平日18:00～20:00
（全5回予定）

4/11  13:30～16:00

5/8    13:30～16:00

4/10  13:30～16:00

4/9      7:30～  9:00

未定

麻布法人会地下1階

麻布税務署会別棟会議室

麻布税務署会別棟会議室

麻布税務署会別棟会議室

リビエラ青山

～4月のご案内～
◎日時：平成26年4月9日㈬ 午前7時半～午前9時
　　　　　　　　　　　　（途中参加・途中退席可）
◎場所：リビエラ青山　　青山3－3－3
◎内容：朝食(和食)を食べながらの懇親
◎会費：500円（法人会から補助有のためこの価格!）

◎申込：事務局へメールor FAXにて。
　　　　①件名：「4月9日ABC朝会参加申込」
　　　　②法人名
　　　　③出席者名
　　　　④当日連絡先TEL
　　　　を記載してお送りください。
◎締切  定員25名に達したときor 3月26日㈬

　  ～5月以降の開催予定は
　　　　　　　　随時ご案内いたします～

〈お問合せ先〉　麻布法人会 事務局
　　　　　　　FAX：3408－3193　
　　　　　　　メール：info@azabu-hojinkai.or.jp

≪予告≫
Azabu Business Club 朝会 始まる！

ネットワークを広げたいけれど、

なかなか夕方や夜のイベントに参加できない…

というアナタへ朗報です！

いよいよ　ABC朝会　が始まります。

いつもより早起きをして、

美味しい朝食を食べながら、

人脈を広げませんか？

●賀詞交歓会特集

賀詞交歓会が盛大に開催されました
七福神が福を運んできました。
今年も良い一年になりますように。 司会の最中です

○×△番の方どうぞ！
新入会員勢揃い！

インタビュー中です！

～青山支部朝会の様子～
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に記載されている所有者（割賦販売の場合は使用者）の方に
課税されます。
　自動車を譲渡したときは移転登録、廃車したときは抹消登
録の手続きが必要です。お早めに、管轄の運輸支局又は自動
車検査登録事務所で手続きをお済ませください。

◇自動車を譲渡したとき：
   平成26年３月31日㈪までに移転登録をお済ませください。
　移転登録の手続きがお済みでないと、手放したはずの自動
　車に自動車税が課税され、トラブルの原因となります。
◇廃車等で自動車を使わなくなったとき：
   速やかに抹消登録をお済ませください。
　抹消登録の手続きがお済みでないと、廃車したはずの自動
　車に自動車税が課税され、トラブルの原因となります。

登録手続きに関しては、以下のホームページをご覧ください。
〈国土交通省ホームページ「自動車検査・登録ガイド」〉
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr6_000007.html　　

【お問い合わせ先】
東京都自動車税コールセンター　03−3525−4066
平日　午前９時～午後５時まで

（土日・祝日、年末年始12/29～1/3を除く）

個人住民税均等割の税率改正
　「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する
防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特
例に関する法律」（平成23年12月２日法律第118号）の制定に
伴い、平成26年度から平成35年度までの10年間に限り、区市
町村民税・都民税の均等割の標準税率にそれぞれ500円が加
算されます。
　なお、これらの加算分については、区市町村や東京都が行
う防災のための施策に要する経費に充てられます。

【お問い合わせ先】
主税局課税部課税指導課個人事業税係　03−5388−2969

自動車の移転手続・廃車手続は
お済みですか？

　自動車税は、毎年４月１日現在、自動車検査証（車検証）

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。

〜個人事業者の方へ〜

事業所税(23区内)の申告納付期限は
3月17日(月)です

 平成25年12月31日現在、次の要件に該当する方は、申告納付
が必要です。

※このほか、以下の場合にも、申告が必要です。
　▪前年に納税義務があった場合
　▪事業所等の合計床面積が800㎡を超える場合または合計
　　従業者数が80人を超える場合

●東京都では、23区内の事業所税について、eLTAX（地方税
ポータルシステム）を利用した電子申告及び電子申請・届
出の受付を行っています。また、eLTAXにより電子申告を
行っている場合、電子納税による納付も可能です。ぜひご
利用ください。

●ご利用手続きについて、詳しくはeLTAXのホームページ
をご覧いただくか、ヘルプデスクまでお問い合わせくださ
い。　

【　　　　　 ホームページ】   http://www.eltax.jp/

【　　　　　 ヘルプデスク】   0570−081459
（IP電話・PHSをご利用の場合：045−759−3931）
平日 午前８時30分～午後９時

（土日・祝日、年末年始12/29～1/3を除く）

●港都税事務所からのお知らせ●港都税事務所からのお知らせ

便利な電子申告・電子納税等をご利用ください！ 中小企業者向け省エネ促進税制　〜法人事業税・個人事業税の減免〜
　東京都では、現在、法人事業税・地方法人特別税・法人都民税、23区内の事業所税、23区内の固定資産税（償却資産）について、
eLTAX（地方税ポータルシステム）を利用した電子申告等の受付を行っています。
　東京都で現在利用できる手続は下表のとおりです。

　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ています。

電子申告
○予定申告　　　　　　○中間申告
○確定申告　　　　　　○均等割申告
○清算確定申告　　　　○修正申告　　　など

○納付申告　　○修正申告
○免税点以下申告
○事業所用家屋貸付等申告

○償却資産申告

〇法人設立・設置届出　○異動届出　　
〇中小企業者向け省エネ促進税制による減免申請
〇申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・
　承認申請書
○法人税に係る連結納税の承認等の届出　など

○事業所等新設・廃止
○事業所税減免申請
○みなし共同事業に関する明細

────

○本税の納付　　　　　○延滞金の納付
○加算金の納付　　　　○見込納付

○本税の納付　○延滞金の納付
○加算金の納付 ────

電子申請
・届出

電子納税

法人事業税・地方法人特別税・法人都民税 事業所税（23区内） 固定資産税
(償却資産)(23区内)

＜利用手続についてのお問い合わせ＞【　　　　　ホームページ】　http://www.eltax.jp/
　　　　　　　　　　　　　　　　　【　　　　　ヘルプデスク】 0570−081459(PHS・IP電話をご利用の場合：045−759−3931)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平日 午前８時30分～午後９時（土日・祝日、年末年始12/29～1/3を除く）
＜申告内容や審査・納税についてのお問い合わせ＞　東京都港都税事務所　０３（５５４９）３８００（代表）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   【電子申告、電子申請・届出】　各税目担当係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 【電子納税】　徴収管理係

エルタックス 検索

区　　分　　　　　　　　　要　　　件
資 産 割　　23区内の事業所等の合計床面積が1,000㎡を
　　　　　　超える場合
従業者割　　23区内の合計従業者数が100人を超える場合

エルタックス 検索

区市町村民税の均等割額
都民税の均等割額
均等割額の合計

３，０００円
１，０００円
４，０００円

３，５００円
１，５００円
５，０００円

平成25年度まで 平成26年度から
平成35年度まで

【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
　○所管都税事務所の法人事業税係・個人事業税担当係
　○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
●地球温暖化対策報告書制度・導入推奨機器に関すること
　「地球温暖化対策報告書制度ヘルプデスク」「導入推奨機器申請窓口」　03−5388−3408

【中小企業者向け省エネ促進税制の概要】

対 象 者

対象設備

減 免 額

対象期間

減免手続

「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、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＊（指定された導入推奨機器は、環境局のホームページで公表しています。）
　＊空調設備（エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機）
　＊照明設備（蛍光灯照明器具、LED照明器具、LED誘導灯器具★）
　＊小型ボイラー設備（小型ボイラー類）
　＊再生可能エネルギー設備（太陽光発電システム、太陽熱利用システム）
　　★LED誘導灯器具（例：避難口誘導灯等）は、平成25年７月１日以後取得し、減免申請期限までに指
　　　定を受けたものが対象となります。
設備の取得価額（上限2,000万円）の２分の１を、取得事業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、当期事業税額の２分の１が限度
※減免しきれなかった額は、（法人）翌事業年度等、（個人）翌年度の事業税額から減免可

（法人）平成27年３月30日までの間に終了する各事業年度に設備を取得し、事業の用に供した場合に適用
（個人）平成26年12月31日までの間に設備を取得し、事業の用に供した場合に適用
減免を受けるためには、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。
なお、申請期限を過ぎますと減免を受けることができませんのでご注意ください。

◆詳しくは主税局ホームページ
　内「〈東京版〉環境減税につい
　て」をご覧ください

詳しい案内やＱ＆Ａも掲載しています。

主税局　環境減税 検索
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う め

梅の匂いを移りたり　猪突庵

●特集・トップインタビュー

接客を繰り返すことでわかる
相手の気持ち

　現在の接客業とは全く関係のない生活
から、結婚をきっかけにだんだんとお店
に立つようになったという２代目女将。
３人の子育てなどで大変な時期もありな
がら、時に厳しい初代からの教えをひた
すらに学び、女将としての品格を磨いて
きた。
　「最初は裏方でお台所を手伝ったり、
お部屋まで運んだりのお手伝い程度でし
た。お座敷に入ることが苦ではなかった
ので、仕事は自然に身についていきまし
たね。他にお手伝いの方が７人いて、初
代は何かあったら本人には直接言わずに、
私を注意して周りにも理解させるように
していました。私を通すことで、『これ

は自分たちにも言われていることだから、
気をつけなくてはいけないな』そう皆に
も気付いてほしいとの思いがあったのだ
と思います」
　相手の思いを察するよう常に気を配る
ように、訪れる人が心地よく過ごすため
の創意工夫は、日本人の根底にある思い
やりの心が生み出しているのだろう。そ
して従業員一人ひとりの笑顔は、最高の
おもてなしに通じている。
　「やはり笑顔が大事ですよね。何にで
も、笑顔で接していないといけないと思
うんですね。一緒に働いているメンバー
でギスギスし合っていたら、お客様に全
部通じてしまいますから。お客様には穏
やかに、心細やかに気を使って差し上げ
て、この方は次に何を欲しているんだろ
うかと、向こうから要求される前に気

付くことが、本当のサービスではないか
と思います。『～をくださいと言われて
から動くのは、犬や猫だってできますよ。
その前に理解するのが人間でしょう』初
代の秋葉よしが、常日頃口にしていた言
葉です。このことはこれからも心がけて
いきたいと思っています」
　いっぽうで女将としては仕事でもある
のが歌舞伎の鑑賞。演目のほとんどを見
ているほどで、プライベートを充実させ
る趣味でもある。
　「花柳界と歌舞伎は深いつながりがあ
るんですね。今は色々な関係で歌舞伎と
関わっていますが、私は中学・高校ぐら
いから歌舞伎が好きでした。雰囲気がい
いですね。娘も同じように好きなので、
よく二人で鑑賞しに行きます。歌舞伎っ
て、じっとまじめに見ているとけっこう

疲れるんですよ」
　穏やかな女将の笑顔が、その場を和や
かにさせる。どんなに疲れていても気力
を維持して仕事に向き合えるのは、家庭
とお店の両方を行き来する日々を長年続
けられ、支え続けてきたものがあるから
だろう。

日本ならではの催しを増やすことが
一番の夢

　「このお店にある伝統芸能というもの
は、通常の和食のお店にはない部分なん
ですね。赤坂花柳界の芸者集を呼んだり、
長唄の会やその他諸々、落語や太鼓持ち、
どんどん少なくなっているものを、ここ

からまた発信していこうという強い思い
があります。お料理・お飲み物・和の木
造建築の空間に加えて伝統芸能といった、
色々なものが凝縮されているのが私ども
のお店だと思っています。一度閉店しま
したが、こんなに素晴らしい日本の文化
を無くしてはいけないという息子の知人
のご進言のおかげで、建物をリニューア
ルさせていただき、営業を再開していま
す」
　現代では貴重となった数奇屋建築は、
雑音を遮り都心にいるのを忘れてしまう
ほどの静けさがある。そしてその場に溶
け込むようなデザインの調度品がさりげ
なく置かれ、部屋全体を質素にすること
で品のある空間を作り出している。
　「私はこんなに綺麗な木造建築を見た
ことがあまりないです。これは椋の木
だけで作られている100％木造の建物で、

他にはほとんどないすごい日本の文化な
んですね。できるだけ無駄なものは省い
て、例えば部屋の鴨居を無くすことでと
てもシンプルになり、モダンな和に仕上
がっていると思うんです」
　リニューアルに携わった３代目の息子
さんは、熱心に話す。このような木造建
築は珍しいため、外国人は非常に興味を
示すのだとか。時には英語で詳しく建物
の説明をしながら部屋を案内することも
あり、とても喜ばれているそうだ。東京
オリンピックを前に、海外からの来客も
少しずつ増えてきているという。
　「敷居が高くて、初めて来られる方は
すごく緊張していると思うんですね。そ
こをできるだけ和らげて、お店の雰囲気
をゆったりと味わってもらいたい。入っ
てみると、外の雑踏から一変してとても
静かなので、違う世界に来たような錯覚
を得ていただけると思います。これから
は、散歩がてら寄ってもらえるような場
所にしていきたい。そして日本文化の素
晴らしさを、日本の方にも再認識してい
ただきたいですね」
　海外から日本を見ると、日本人にとっ
ての当たり前が、実は日本独自の文化や
風習であり、世界に類のないものであっ
たことに気付かされる。だからこそ日本
のことを多くの人に伝えたいという意気
込みが、女将をはじめお店の皆さんから
感じることができた。
　　　　（取材：須藤純男、岡田敏江
　　　　　文責：神山亜由子）

●特集・トップインタビュー

▪秋葉冨佐江氏プロフィール ───────
1933年、東京都港区青山生まれ。
父親の転勤と共に福岡、千葉と移り住み地元
の高校を卒業したのち、1955年、赤坂 金龍
に嫁ぐ。
1982年、初代女将 秋葉 よしが亡くなりその
後2代目女将を引き継ぐ。
2005年に一度閉店を余儀なくされたが2009年
長男の秋葉 佳宣より、建物の趣は残したま
ま新業態店としてリニューアルする。

広間　松の間

　親子３代にわたり赤坂の花柳界で街の移り変わり
を目にしてきた。古きよきものを残しつつ、時代の
ニーズに沿いながら日本の文化を伝え
続け、雅の世界ならではのおもてな
しに力を注ぐ。

赤坂 金龍  女将　

秋葉 冨佐江氏
　　　　　　　　　　　　 （あきば　ふさえ）

たくさんの方が日本の伝統文化に触れて
いただく場としてあり続けたい

前菜

入り口の佇まい 玄関

金龍屋根

紅葉の間 個室　梅の間

お庭の風景

会席料理

バーカウンター

赤坂芸者の舞台 港区　小学生文化体験に協力

棟方志功の書
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詩人・串田孫一の理想の女性は「割烹着が似合って、コロコロ笑う太めのひと」とか。
STAP細胞の生みの親である小保方晴子さん。割烹着という麗しいお姿で奮闘中。俳句同好会優秀作　電車内席のゆとりに春を知る　神山

■中小企業投資促進税制の拡充
　生産性向上につながる設備を取得した場合
に、即時償却または税額控除が認められます。

■生産性向上設備投資促進税制の創設
　生産性向上設備等を取得して事業の用に
供した場合は、特別償却又は税額控除が認
められます。平成２８年３月末までに取得した
ものであれば即時償却が認められます。

■交際費課税制度の拡充
　大法人は、交際費の額のうち飲食費用の
５０％について損金として認められることにな
ります。なお、中小法人については、従来通り
８００万円までを全額損金算入する方法と、飲
食費用の５０％を損金算入する方法との選択
適用が可能となります。平成26年4月1日以
後開始する事業年度から適用になります。

■復興特別法人税の1年前倒し廃止
　復興特別法人税が１年間前倒しで終了す
ることになります。

■所得拡大税制の延長及び要件の緩和
　平成２５年度の税制改正で創設された所得

拡大税制の適用年度が２年延長され、従来
５％以上とされていた給与支給増加割合が、
平成２７年３月末までに開始する事業年度（平
成25年度・平成26年度）については２％以上
まで引き下げられ、非常に使いやすくなります

（2７年度は3％以上）。現在進行中の年度から、
改正の影響を受けるので注意が必要です。

■民間企業によるベンチャー投資促進税制の
　創設

　特定新事業開拓投資事業計画について認
定を受けたファンドへ投資を行った場合に、
その投資額の８０％までを準備金として積み
立てることで、損金算入が認められます。平
成26年4月1日以後に終了する事業年度か
ら適用されます。

■国家戦略特別区域における税制優遇措置の
　創設

　国家戦略特別区域において機械等を取得
した場合に、特別償却又は税額控除ができる
制度が創設されます。

■給与所得控除の見直し
　平成２５年分から給与収入が１５００万円を

超えた場合は、給与所得控除の金額は２４５
万円が上限となりました。それが、平成２８年
分は給与収入１２００万円を超える場合、給与
所得控除は２３０万円に、平成２９年以後は給
与収入１０００万円を超える場合、給与所得控
除は２２０万円に上限が引き下げられます。

■ＮＩＳＡの利便性向上
　１年単位でＮＩＳＡ口座を開設する金融機関の
変更が認められるとともに、ＮＩＳＡ口座を廃止
した場合、翌年以降にＮＩＳＡ口座の再開設が認
められます。

■ゴルフ会員権・リゾート会員権等の譲渡損失
　の損益通産廃止

　平成２６年４月以降は、ゴルフ会員権・リゾー
ト会員権等を売却した場合の損失を他の所得
と通算することが認められなくなります。

■医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予
　等の特例措置の創設

　認定医療法人の出資持分を相続又は遺贈
により取得した場合、一定の場合に相続税額
のうちその認定医療法人の持分に対応する
相続税額について、納税猶予が認められます。
また、計画通りに持分のない医療法人に移行
した際には、その猶予額が免除されます。
　認定医療法人について、他の相続人の持
分放棄により課税される経済的利益に対す
る贈与税について、納税猶予を認め、計画通
りに持分のない医療法人へ移行が完了すれ
ば、その猶予額が免除されます。なお、認定を
受けられる期間は、認定制度の施行の日から
３年以内とされています。

■簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
　簡易課税制度におけるみなし仕入率が、従
来の５種類から６種類に変更になります。みな
し仕入率は、第１種は９０％、第２種は８０％、第
３種は７０％、第４種は６０％、第５種が５０％と
従来通りで、新しくできた第６種は４０％とな
ります。この改正は、平成２７年４月１日以後開
始する課税期間から適用されます。

　なお、不動産業は、従来は第５種に分類さ
れていましたが、改正後は第６種事業に分類
されることになります。また、金融保険業は、
従来は第４種に分類されていましたが、改正
後は第５種に分類されることになります。

■車体課税の見直し
 ・自動車重量税
　　平成26年４月からエコカー減税が拡充さ

れ、経年車に対する課税が強化されます。
 ・自動車取得税
　　平成26年4月から自動車取得税の税率が

引き下げられます。
 ・自動車税
　　環境負荷の大小による自動車税の特例措

置（いわゆる自動車税のグリーン化）が拡充
のうえ2年延長されます。

 ・軽自動車税
　　平成27年4月以後に新規取得される新車

について、軽自動車税が引上げられます。
　　平成28年4月から経年車重課制度が導入

されます。

■国際課税原則の見直し
　非居住者・外国法人に対する課税原則が、
総合主義から帰属主義へ変更になります。

■地方法人課税の見直し
　法人住民税法人税割の税率が引き下げら
れ、新たに「地方法人税（仮称）」（国税）が創設
されます。地方法人特別税（国税）については、
規模が縮小され法人事業税に復元されます。

「地方法人税」はその全額が地方交付税の原
資に繰り入れられ、地域間の税収偏在の是正
に充てられます。

☆記事内容についてのお問合せは…
ＴＳＫ税理士法人

税理士　飯田 聡一郎
TEL: 03-5363-5958
FAX: 03-5363-5449
HP: http://www.iida-office.jp/

法人税関係

所得税関係

相続税関係

消費税関係

その他

東京法人会連合会

　政府は、平成25年12月24日に平成26年度税制改正大綱について、閣議決
定しました。デフレ脱却・経済再生に向け、中小企業投資促進税制や交際費課
税の拡充に加え、民間投資と消費の拡大、地域経済の活性化等のための税制
措置などが盛り込まれました。また、復興特別法人税が1年間前倒しで廃止さ
れることがうたわれています。主な内容をお知らせします。

中小企業投資促進税制や
　交際費課税の拡充など
　　法人会の改正要望が実現！

税制改正大綱平成26年度

●平成26年度 税制改正大綱●平成26年度 税制改正大綱
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●企業訪問

きっかけは義父の納税問題

　渡辺氏が嫁いで間もないころ、義父が
固定資産税の納税に苦慮していたこと、
さらに将来の相続税についても心配して
いることに気づいた。当時、世話になっ
ていた税理士事務所に相談をすると『相
続税の対策をするのなら10年遅い』と言
われ、このことがきっかけとなり税理士
を目指したという。
　「専業主婦から40歳になって初めて社
会に出て、資産活用と節税がメインのコ
ンサルティング会社に入社。そこで多く
の経験を重ね、平成19年に独立し相続対
策、資産活用に特化した事業を展開して
います」と渡辺氏。

多くの人に相続税・資産活用
のことを伝えたい

　渡辺氏は「節税対策のためには、まず
ご家族全員にきちんと理解してもらう必
要があります。そのために何度も面談す
る機会を持ち、最低でも１年～２年のお
付き合いしていきながら、信頼していた
だく事が大切です。こうしている間に次
の対策を提案できるようになる。特に不
動産売買では譲渡所得税の申告で有利選
択をすることのみならず、相続税の節税
の観点からも検討すべきなので、相続税
のシミュレーションは欠かせません。加
えてその時々の投資や売却の時期の経済
合理性についても検討すべきです。未上
場株についても事前の対策が可能な場合
が多いので、対策に充分な時間がとれる

　多くの税理士事務所があるなかで、相
続税・資産活用に特化した税理士事務所
は数少ない。ルギード株式会社／渡辺資
産税税理士事務所はその相続税・資産活
用のエキスパート。わからないことが多
いこの分野で、親身になって対応してい
る。

現状を知ること、
そこに価値がある

　相続税は、知らないことが多い。社長
の渡辺由紀子税理士は、「法人税などは、
会社を経営している方は毎年納めている
のでよくわかっていらっしゃる。所得税
についても、個人事業の方は毎年納税し
ているからよくご存知です。けれど、相
続税は一生に２回（両親）。明らかに納
税が厳しいとか、周囲から事業承継を迫
られるということがなければ関心を持た
ないことが多く、従ってわからないこと
が多い」と話す。また、「争続という問
題も、相続が発生してから短い期間に判
断を迫られるから起こるのだと思う。事
前に相続がどうなるのかわかっていれば、
多くの人が争わなくてすむというのが私
の考え」と。では、どうすればよいのだ
ろう。平成27年からは相続税が引き上げ
られる。
　渡辺氏は、「まず自分の税理士さんに
相談することをお奨めします。ポイント
は３つ。相続財産の分割と納税と節税。
まずは現状と改訂後では相続税がいくら
になるのかを知ることから初めても良い
でしょう。　

よう早めに株価の試算をなさる必要があ
るでしょう。何より『わからない』こと
を『わかる』ためお客様自身の知識を
UPしていただけるように、サポートす
ることが私たちの仕事だと思っていま
す」。さらに「相続税対策には長い年月
がかかる。だからこそ、プロの力が必要
です。ですからいつでも気軽に相談して
もらえるよう初回の相談は無料。料金プ
ランも明確に提示しています。一人でも
多くのお客様に、後悔しない相続のため
にサポートをし、税のことを教えてあげ
たい」と、熱く語った。
　　　（取材：曽我禎夫、吉田眞紀子
　　　　文責：岡野孝子）

相続税・資産活用のエキスパートとして円満な相続対策を提案
ルギード株式会社
渡辺資産税税理士事務所
港区南青山6−13−5 ポルトポヌール302　☎ 03−3486−7276

渡辺 由紀子
わたなべ　ゆきこ

平成16年　　　税理士試験合格
平成20年１月　渡辺資産税税理士事務所開業
　　　　　　　財産コンサルタント会社　ルギー
　　　　　　　ド株式会社設立

「お客様の身近なパートナーとして、『相続対策』
『事業承継』『資産活用』の3つの視点から包括的
なご提案をしております。
平成27年は相続税改正元年となります。その影響
が大きいのは所有資産5千万円～3億円の方々で
す。改正後の納税額を知り、この時を機にできる
対策を始めましょう」

「創業後まもなく作成した『わた史を伝える』という自分史+エン
ディングノートです。みなさんから好評をいただいております」

「関心が高まる相続というテーマでは色々な立場のかたが
ご相談にいらっしゃいます。私どもは日頃馴染のない相続
について､できるだけわかり易く丁寧にお伝えしております」

●事業特集
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「セミナーなども随時開催しています」

　平成25年12月19日㈭  港区立六本木中学校  租税教室を実施

　親睦委員会主催　ボウリング大会が開催されました

　中学３年生は、公民の授業と夏休みに提出する税の作文等
が、税を学ぶ主な機会になっています。
　子どもたちにとって、税金については、学ぶことや考える
というよりも、生まれた時から既に消費税が存在していたこ
ともあり、税金は社会生活の一部に成っています。
　今回は、税金の流れ、世界の消費税、主な税金の種類、日
本の財政の現状と歳入・歳出、税金クイズ、そして特に、平
成26年４月に８％、平成27年10月に10％に増税される消費税、
軽減税率について、子どもたちと一緒に考えました。
　有権者が選んだ政治家が、法律をつくり、集める税金の金
額を決め、税金の使い方を決めるということは、私たち国民
が決めているのと同じある、という考え方を、いつも子ども
たちに話していますが、未成年者にとっては私たち大人の選
んだ国会議員が決めたことを、ただキャッチアップするだけ
となっています。

　消費税は、老
若男女、あらゆ
る層に平等であ
るという前提の
もと、有権者で
はない義務教育
中の子どもまで
も関わってくる
こと、国債発行

　毎年恒例の人気事業、会員親睦ボウリ
ング大会が、２月７日㈮田町ハイレーン
にて開催されました。
　個人・団体戦で表彰が行なわれ、個人
ベストスコアは２ゲーム合計で320（男
子）278（女子）と、今年も熱戦が繰り
広げられました。
　最初は具合を見つつ投球していた皆様
も徐々にエンジンが掛かり始め、ピンを
弾き倒す快音に一層フロアが沸き上がり
ました。
　次回は平成27年２月上旬開催予定です。

◆協賛企業の皆様（五十音順）
　・㈱麻布文明堂
　・アメリカンファミリー生命保険会社
　・ＡＩＵ損害保険㈱
　・大同生命保険㈱
　・㈱ディックスプロモーション
　・㈱テレビ朝日
　・㈱虎屋
　・㈱葉山国際カンツリー倶楽部
　・㈱保険代理店

等についても同じことが言えます。
　人口バランスによる社会保障の増大と経済低迷、散々な無
駄遣い等、先行きを見誤った社会構造計画者の穴埋めをする
ような負担増を強いる歳入と歳出は、これからの未来、子ど
もたちの社会にとってどの様な影響を与えるのか、私たち世
代は、今のままの考え方の延長線上に、豊かな社会があるか
について、考えなければならないという責任を、子どもたち
の瞳を見ながら痛感いたしました。

　　麻布法人会　サンエー・クラブ　相談役　淺沼 洋一

　サンエー・クラブ（青年部会）では、租税教室活動を中心
に勉強会や交流会など、様々な活動を行なっています。税を
通じて研鑽し、交流し、企業の発展を目指しています。ご興
味のある方は、どうぞ事務局までご一報下さい。

ストライクでチームメンバーとハイタッチ！

豪華賞品獲得おめでとうございます

惜しい！　残り１ピン！

懇親会・表彰式は万歳三唱でお開きとなりました
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●新設法人説明会
　12月３日（火）13：30～16：00
　麻布税務署会議室

　主に新設法人を対象にした説明会です。講師に
麻布税務署法人税担当官と、東京税理士会麻布支
部所属の税理士をお迎えし、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
について解説を致しました。

　

●決算法人説明会
　12月９日（月）13：30～16：00
　麻布区民ホール

　決算を迎える法人を対象にした説明会です。麻
布税務署法人税担当官と、東京税理士会麻布支部
所属の税理士を講師に、法人税の概要、改正税法、
消費税、印紙税、源泉所得税などについて解説を
いただきました。
　決算期を迎える法人でなくても受講ができます。
開催日程については麻布法人会ホームページにて
ご確認下さい。

●会員向け健康診断
　１月23日（木）
　渋谷区神宮前 こどもの城

　(一財)全日本労働福祉協会との共催で行なわれ
た麻布法人会会員向けの生活習慣病健康診断です。
今回は46名が受診されました。
　会員特別料金で、所要時間も約２時間と短時間
で効率よく受診することが出来ます。診断内容、
料金でコースを選べるほか、血圧脈波検査、女性
健診などオプションもご用意。各コースとも「労
働安全衛生法」に基づく「一般定期健康診断」と
してご利用できます。
　次回は平成26年７月の予定です。

●第3回人事労務研修会
　12月５日（金）
　麻布法人会事務局　地下会議室

　経営者・役員、人事労務担当者向けの、全５回
の研修会。今回のテーマは「65歳継続雇用への対
応と賃金の決め方」でした。
　講師は社会保険労務士の佐藤純先生。好評につ
き、26年度も開講予定です。詳細は会報誌封入の
ご案内、または麻布法人会ホームページでご案内
して参ります。

●事務局から●編集後記

次の「あかやまぶき」は7月号です。5月は簡易版「あかやまぶきNEWS」をお届けします。次号
予告集募

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

●●法人会の活動〈12〜1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

過去の説明会よりの一枚。税理士講師による熱の入った講義。

過去の決算法人説明会の模様。毎回多くの方にご参加をいただいています。

平成22年より始まった健康診断。過去に、はあといん乃木坂で開催した際の一枚。
社員の福利厚生制度の一環としてもご利用になれます。

昨年３月、麻布区民センターで開催された際の模様。
実践的な内容は参加者より好評をいただいています。

◎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。

港区の一部では少子化の影響で小学校の廃校が多く見受けられます。
問題は様々ですが、地域のネットワークと云うことを考えた場合マイナスといえます。
私の地域でも、小学校は既に廃校になっております。

幸いに保育園が２園、学童クラブが２カ所あります。
そこで、地域コミュニティーの柱としてお祭りを推進しております。
先日の節分祭にも予想以上に多くの親子が参加され賑わっておりました。
６月には祭礼があります。町会の垣根を超えた地域の祭礼であればと考えます。
昨年発表された漢字は「輪」でした、正にネットワークです。
法人会報「あかやまぶき」も目的は会員のネットワークの要と思います。
新任の須藤委員長は広報の在り方やホームページ改訂を初め新たな取組を進めております。
皆様方のご期待に添うべく張り切っておりますので、宜しく応援をお願いいたします。

（広報副委員長　斎藤竹雄）



体験教室「話し方教室」開催しました
　２月19日、株式会社テレビ朝日アスク様のご協力で体
験講座「話し方教室」を開催致しました。詳しい模様は、
次回お知らせにてご報告予定です。

「税の絵はがきコンクール」
多数のご応募ありがとうございます
　小学生対象の「税に関する絵はがきコンクール」に、
管内の３校より多数の応募をいただきました。応募総数
は304通にものぼり、各校の先生方や小学生の税への意
識の高さに運営一同感動いたしました。
　麻布税務署長、法人会会長とティー・クラブ役員によ
る厳正な選考の結果、署長賞・会長賞・女性部会長賞・
優秀賞を決定致しました。受賞作品は「あかやまぶき７
月号」に掲載予定です。数多くのご応募、ありがとうご
ざいました。
　来年度はさらに対象校を増やしての開催を予定してお
ります。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

「平成26年度報告会」講演会の日程が決まりました
　年次報告会の日程が５月13日㈫に決定致しました。今
回の講演会では、1985年に成立した「男女雇用機会均等
法」の生みの親である赤松良子先生を講師にお招きしま
す。部会員の皆様は、報告会、懇親会とともにどうぞふ
るってご参加下さい。
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サンエー・クラブ（青年部会）

サンエー・クラブ平成25年度忘年会

　昨年の12月４日、六本木７丁目の石楼頭（スートーロ
ー）本店にてサンエー・クラブ委員会活動報告会・忘年
会が開催されました。
　当日は麻布法人会坂
本会長をはじめ親会の
皆様や、多数のサンエ
ー・クラブOBにご出
席いただき約40名にて
盛大に会が行われまし
た。
　今回は活動報告会も
兼ねての開催となり、
各委員会から今年の活
動報告と来年に向けて
の意気込み等活発な報
告会と和やかな忘年会
が名物の台湾の石鍋料
理をいただきながら行われました。
　最後に今後の会の発展を祈念して、いつものサンエー
〆が全員で行われました。

サンエー・クラブ広報委員長　前野　裕司

ティー・クラブ（女性部会） 部会員
募集中

　東京は意外と坂が多い。一般的に「すり鉢」という
と調理器具を思い浮かべるでしょう。でも今は「スリ
バチを歩く」「あそこはスリバチ」と言うそうです。起
伏の富んだ谷や窪地などの凹んだ地形をスリバチと表
し、最近は、雑誌や書籍で取り上げられている。
　有名なところでは有栖川宮記念公園。上流の崖から
は湧水が出て、台地の斜面を利用した回遊式の日本庭
園もある。都心にありながら豊かな自然を残し、江戸
の歴史がそのまま残る。ほかにも、麻布十番やアーク
ヒルズなどの場所がある。
　美しい風景と、特徴的なスリバチ地形を活かした景
観の魅力を、改めて知りました。

広報委員　吉田眞紀子

40

港区はスリバチ地形の宝庫なの？

有栖川宮公園から見上げる六本木ヒルズ


