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●総会のご案内

公益社団法人 麻布法人会 第4回通常総会

５　租税教室報告書
６〜７　都税事務所からのお知らせ
10〜11　平成27年度税制改正大綱
13　グリーンクラブ活動報告、
　　親睦委員会主催 ボウリング大会の報告記事
14　税務署からのお知らせ
15　麻布街角物語、事務局から、編集後記
16　部会活動の報告、3月から6月の予定

４　賀詞交歓会　報告記事
８〜9　トップインタビュー 青木 保氏（国立新美術館）

12　企業訪問　有限会社 麻布ビル

２　総会のご案内
３　新会員のご紹介（12月〜1月）
　　熱血先生の経営指南�

日　　時　：　平成27年６月４日（木）
　　　　　　　１．総　会　
　　　　　　　２．懇親会　
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

●新会員のご紹介交流は、企業の力。
〔平成26年12月〜平成27年1月　13法人入会〕　

法　人　名 連絡先住所氏名 業　種 連絡先TEL 入会

医療法人旺和会  みちよデンタルクリニック

㈱アイエフパートナーズ

プランゼージャパン㈱

ネクスト・アイズ㈱

石田労務管理事務所

シークレットダイレクトジャパン合同会社

㈱ヴェリタスコーポレーション

㈱エムユニバース

㈱ジェムストーンズ

㈱ウィークス

㈱マインネット

松岡　広子

㈱andR

鹿児島市下荒田1-20-4
みちよビル4F
中央区日本橋室町1-13-1
DKノア4階
港区六本木1-9-10 アーク
ヒルズ仙石山森タワー41F
港区麻布十番1-3-1
アポリアビル5階
港区北青山2-10-17
SOHO北青山103号
港区赤坂1-12-32 赤坂アー
クヒルズ・アーク森ビル12階

港区東麻布1-7-7-801　

港区南青山3-1-3  スプラ
イン青山東急ビル6F

港区赤坂5-5-8　3F

港区南麻布5-2-9  インス
タイル南麻布ビルディング

三島市加茂川町14番1号607

港区六本木4-3-11  六本木
ユニハウス1F Tea Please

足立区入谷2丁目1番4号

迫田美智代

藤田　雅彦

小野　信一

石田　久男

雪下喜久子

愛場　美和

榎本　ミナ

丸山　朱美

遠藤　哲也

村山　里美

松岡　広子

高橋　利周

歯科医院

経営コンサルタント

非鉄金属製品輸出及び製造加工販売

不動産コンサルティング業

社会保険労務士業

化粧品、医療部外品の販売

人材育成･コンサルティング、ビジ
ネスコンサルティング､保険代理店

結婚相談業

不動産、貿易業

TVCM/WEB企画制作 DVD･ミュージ
ッククリップ等映像コンテンツ企画制作

ITサービス

飲食業

サービス業

099-213-1755

03-5689-3347

03-3568-1106

03-5574-7320

03-5410-0789

03-4360-9234

03-6426-5440

03-5785-1841

03-5549-6160

03-5798-8051

055-941-6619

03-5775-1007

03-6807-1545

12月

1月

といけません。
②既存市場に新商品を投入するモデル
　販路は保有していますから、営業努
力は小さくても済むかもしれません。
既存市場のニーズをよく把握し、商品
開発力を持って戦く領域です。売れる
商品開発も簡単ではありません。
　資金的にもリスクの負える範囲でコ
ツコツ取り組まなければなりません。
③既存商品を新市場に売るモデル
　商品戦略的にはロスはありませんが、
営業戦略コストや新市場開拓の価格戦
略が必要ですね。営業投資を補うＣＦ
のマネジメントも必要です。
④新市場に新商品を投入するモデル
　これは大変リスクの大きな領域であ
まりお薦めできません。
　如何でしょうか？どこの領域かにビ
ジネスモデルアイデアはありますか？
　ビジネスアイデアがあれば、それを
具体的に数値に落としてみる必要があ
ります。新しい取り組みのＰＬ・ＢＳ・
ＣＳを想定で作るのです。そして既存
モデルのＰＬ・ＢＳ・ＣＳと合算します。
　チャレンジなくして新しい経営の形
なし、ですがチャレンジの仕方やタイ
ミングは財務に裏打ちされた計画的な
ものでなければなりません。

取引条件、仕入構造・取引条件
を見直さなければなりません。
　営業ＣＦは問題なくても、営
業ＣＦを超える投資でＣＦを圧
迫しているケースもあります。

　営業ＣＦを大きく上回る、借入返済
がＣＦ圧迫しているケースもあります。
　財務改善に際しては、このような点
を詳細に分析し「どこに手を打てばい
いか」を見える化して、的確な手を打
たなければなりません。
　ところが「つぼを押さえた改善」が
出来てなく「頑張っても効果がない」
努力をしているケースが多いのです。
　きちんと分析すれば道は見えてきます。
　次に財務構造を革新します。次世代
の経営戦略を考えプランニングするの
です。
　既存のビジネスモデルの改善だけで
は将来が見えないケースもあります。
　次世代の経営戦略・ビジネスモデル
を開発しなければなりません。
　アンゾフのマトリクスで考えましょう。
①既存市場での既存商品の拡販モデル
　これが最も利益とキャッシュを生み
出しやすい領域です。徹底して規模の
効果を追求し、価格的優位性をもって
戦うか圧倒的な差別化戦略を考えない

　継ぎたい会社を作るにはどうしたら
よいか？
　まず現在のビジネスモデルの範囲で
財務改善を行なう場合「黒字を増やし、
ＣＦを増やす事」をゴールに改善をし
ます。
　その際、財務上のポイントはどこか
を的確に把握していないケースが多い
です。
　わが社の経営改善の為には、・売上
拡大なのか？売上でもどの分野の売上
を増やすのが利益とキャッシュを生み
出すのか？ここが客観的に定量的に見
極められていない、利益もキャッシュ
も残らない分野で売上を上げているケ
ースも多いです。
　材料費や外注費の変動費改善を優先
すべきケースも多いです。
　まだまだ固定費圧縮の改善が出来る
ケースも多々あります。
　売上が伸び営業利益は出ていても運
転資金差でキャッシュを圧迫している
ケースもあります。これは、顧客構造・

中小企業の事業承継を
考える⑥
〜継ぎたい会社をつくるには？〜
税理士　飯島 一郎

●熱血先生の経営指南 �

ペーター・
アルドリアン
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●租税教室●賀詞交歓会

【開催日】　2014年11月13日
【場　所】　青南小学校　各クラスルーム
【対　象】　青南小学校　6年生全児童

　今回、はじめてワークショップを開催しました。
　最初に、講師よりワークショップで何をするのか？の
説明を行います。10年後の税金の使われ方を議論して、
何が必要となるか？何を削減すればよいか？を実際に10
年後には選挙権を持つ小学６年生にイメージしてもらい
ます。
　具体的には、１クラスを４～５名程度を１班として６
班に分かれてもらい、20分弱の制限時間を設けて各班の
考えをまとめてもらいます。まとめた考えを配布した模
造紙に好きな構図で記入して、代表者がまとめた内容を
与えられた２分間を使い、全員の前で発表してもらいま
す。最後に発表に使った模造紙を我々で管理し、10年後
青年になった児童たちにタイムカプセルのように返却し
ます。
　最初はとまどいつつ様子見だった生徒たちも、講師の
助言や本人たちからの活発な質問もあり徐々にペースを
つかみ始め、残り５分からの取りまとめのラストスパー
トで、白かった模造紙がどんどん埋まって行くその集中
力は素晴らしいものがありました。
　発表の際は、代表者が各班の考えを挙げ、更にその理
由を明確に発表していきます。

　必要なものには、公共施設・設備の充実や国防に至る
まで幅広い意見が飛び出しました。不必要・削減したい
ものの中には、議員の使途不明金や道路事業の削減など、
小学生とはいえ現在の日本のおかれている状況を的確に
把握しているかのような意見が多数あり、我々も考えさ
せられることが多々ありました。
　租税教室をインプットの機会と考えるならば、ワーク
ショップはアウトプットであり、税金を払いましょう！
から一歩進んで、なぜ税金を払うのか？どう税金を使っ
てもらいたいか？を一元的に考える良い機会になったも
のと思います。
　　　　　麻布法人会　サンエークラブ

事業委員会　委員長　前畑隆之

サンエー・クラブ　租税教室
青南小学校  ワークショップ｢未来の税を考える｣  報告書　１月22日(木)18時15分より明治記念館蓬莱の間に

て2015年麻布法人会賀詞交歓会が開催され、180名
の方が参加して盛会に行われました。
　前回も素晴らしい司会をして頂いた後藤副会長と
初めて司会をするテレビ朝日アスクの大西遥香さん
のお二人のアナウンスで会が始まり、坂本会長のご
挨拶があり、その後、ご来賓の方のご紹介とお祝辞
を頂戴致し、税務協力六団体を代表して麻布納税貯
蓄組合連合会の小林会長の御発声で乾杯が行われ、
祝電が披露された後、新入会員の紹介がありました。
　そして19時頃からサプライズイベントとして選抜
チームによる連想ゲームが行われました。連想ゲー
ムは各テーブル10名のうち、８名が解答を連想でき
る漢字一文字を各人がホワイトボードに記入し、残
りの２名がその漢字から解答をするといった内容で
した。

賀詞交歓会の報告記事
　難しいお題にも関わらず各チームとも解答がすぐ
出て、麻布法人会の会員の知識や教養の高さ、頭の
柔軟さをつくづく感じました。また選抜されなかっ
たテーブルは優勝チームを予想するということで会
場内も大変盛り上がっておりました。
　今回は目玉となる豪華賞品があったためか参加さ
れた方は皆様真剣な様子でした。優勝・準優勝・予想
チームの３組全員に賞品が用意されたので３チーム
の皆様は満足したご様子で席に戻られておりました。
　楽しい時間は早く過ぎるもので気が付くと20時半
となっており、阿武副会長の中締めで賀詞交歓会は
お開きとなりました。
　今回は総務委員会と親睦委員会の共同での開催・
運営となりました。大同生命の皆様の受付のお手伝
いをはじめ、多くの方にお手伝いを頂き、また各社
からの賞品のご提供など皆様のお力により会が成功
を致しましたこと心より感謝を申し上げます。

親睦委員　片岡　雅敦



あかやまぶき 2015.36 あかやまぶき 2015.3 7

4月から固定資産税にかかる土地・家屋の価格などがご覧になれます（23区内）

◦対象：平成27年１月１日現在、23区内に土地・家屋を所有する納税者   
◦内容：所有資産が所在する区で課税されている土地・家屋の価格など（縦覧帳簿）
◦期間：４月１日（水）から６月30日（火）まで（土・日・休日を除く）
◦時間：午前９時から午後５時まで
◦場所：土地・家屋が所在する区にある都税事務所
　納税通知書は６月１日（月）に発送予定です。詳細は、主税局HPまたは下記問合先へ
問：港区内に所在する物件について
　　港都税事務所　03（5549）3800　（代表）

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16日(月)です
　平成26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。
◦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区内の事業所等の合計従業者数が100人を超える場合
※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
問：港都税事務所　03（5549）3800　（代表）
　　　　　　　　　事業所税第一係・事業所税第二係
　　所管は、港区、品川区、大田区です

個人事業者の方へ　個人事業税の申告期限は3月16日(月)です 
◦申告が必要な方：前年に事業主控除額を超える事業所得等のある個人事業主
◦申告期限：平成27年３月16日（月）
※所得税の確定申告書や住民税の申告書を提出した方（年の中途で事業を廃止した場合を除く。）は、　
　改めて事業税の申告書を提出する必要はありません。
問：事務所・事業所が港区にある方
　　港都税事務所　03（5549）3800　（代表）
　　　　　　　　　個人事業税係

耐震化のための建替え又は改修を行った住宅(一定の要件を満たすもの)に
対する固定資産税・都市計画税を減免します（23区内）

　減免の期間と額は、下記のとおり
◦建替え：新築後新たに課税される年度から３年度分について全額減免（居住部分に限る。）。ただし、
　　　　　減免の対象となる戸数は、建替え前の家屋により異なる。
◦改　修：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
　　　　　耐震減額適用後の税額を全額減免。
　減免を受けるには申請が必要です。詳細は、HPまたは下記問合先へ
問：港区内に所在する物件について
　　港都税事務所　03（5549）3800　（代表）

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）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。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。
＊平成27年３月31日（火）までに手続きをお済ませください。
問：東京都自動車税コールセンター　03（3525）4066

自動車税住所変更届の電子申請をご利用ください 
　引越しをしたときは、自動車の変更登録の手続きが必要です。
　手続きが遅れますと、自動車税の納税通知書が届かないなどのトラブルの原因となります。やむを得
ず手続きが遅れる場合は、電子申請や電話により、納税通知書の新しい送付先住所をお知らせください。
問：東京都自動車税コールセンター　03（3525）4066

個人住民税の寄附金税額控除を受けるには確定申告が必要です
　個人住民税の寄附金税額控除を受けるためには、確定申告書の「住民税に関する事項」欄に寄附先及
び寄附金額等を記載し、領収書等を添付の上、税務署に申告する必要があります（所得税が課税されず
に個人住民税のみが課税される方は、お住まいの区市町村に住民税申告を行ってください。）
　詳細は、HPまたは下記問合先へ
問：主税局課税部課税指導課　03（5388）2969

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〜
　都では、中小企業者が行う省エネ設備等の取得を支援するため、法人事業税、個人事業税を減免して
います。
　詳細は、東京都主税局HP「<東京版>環境減税について」をご覧ください。
問：○中小企業者向け省エネ促進税制について
　　　港都税事務所　03（5549）3800　（代表）
　　　　　　　　　　（法人）法人事業税第一係・第二係
　　　　　　　　　　（個人）個人事業税係
　　　主税局課税部（法人）03（5388）2963
　　　主税局課税部（個人）03（5388）2969
　　○地球温暖化対策報告書制度・導入推奨機器について
　　　　　　　　　　　　　03（5388）3408

法人事業税・地方法人特別税・都民税法人税割の税率の改正について　 
　平成26年度税制改正により、法人事業税・地方法人特別税・都民税法人税割の税率の改正が行われました。
　平成26年10月１日以後に開始する事業年度から適用されます。
　詳細は、東京都主税局HPをご覧いただくか、下記へお問い合わせください。
問：港都税事務所　03（5549）3800　（代表）
　　　　　　　　　法人事業税第一係・第二係
　　主税局課税部法人課税指導課　03（5388）2963

●都税事務所からのお知らせ●都税事務所からのお知らせ
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物も妖怪も一緒になったりするような、
それは鳥獣戯画図の世界ですよね。また
浮世絵とかそういう文化の伝統が現代日
本文化に全部入っている。アニメ、マン
ガ、ゲーム、村上春樹、国際的に人気の
あるものは大体似ています。しかも基本
的に宗教色、民族色が強くないので、世
界のどこにでも入っていける。国境とか
文化の壁を現代の日本文化は越えてゆき
ます。民族や宗教の紛争に巻き込まれな
い、世界の誰もが好きになるもの、楽し
めるものを提供している。これは珍しい
こと」。

六本木、国立新美術館から発信を
　
　「数年前に、六本木をアート特区にと
提唱したことがあります。六本木地区に
は４つの美術館のほか、シアターやいろ
いろなものが揃っている。さらに特区に
することで規制が緩和され、広場やスト
リートでカフェを出したり、音楽やダン

たちを取りあげて、世界へ出るきっかけ
を作れたら良いと思う」。さらに、「日本
には欧米から多くの作品が来るが、日本
から発信することは少ない。日本には素
晴らしい文化が沢山あるけれど、世界か
らぜひやって欲しいと言われるのは、マ
ンガ・アニメ・ゲームの分野。巡回を計
画している各国の美術館から、ぜひやり
たいと声がかかっている。ただ、美術館
が自分たちの企画で海外巡回展を行うの
は初めてのことで、ノウハウが何もない。
まったくの試行錯誤で、手探りで行くし
かありませんが、日本が文化発信をきち
んとすることは、今もっとも重要なこと
の一つです」と意欲をみせる。
　また、「日本のマンガやアニメは、子
どもがみても、大人がみてもおもしろい。
技術が高く話もおもしろい。たとえばジ
ブリ作品でも、アンデルセン童話などが
ベースになっていも日本流に料理されて
いて、日本の物語になっている。人も動

チューリヒ美術館展、また日本の抽象画
や国立民族学博物館に所蔵される展示資
料、標本資料を美術品として展示した自
主企画展は、多くの来場者で賑わった。

『ニッポンのマンガ＊アニメ＊ゲーム』
で世界へ

　国立新美術館では６月中旬より、手塚
治虫が亡くなった1989年から現在までの
日本のマンガ、アニメ、ゲームに焦点を
あてた『ニッポンのマンガ＊アニメ＊ゲ
ーム』展を開催する。この展覧会は日本
だけでなく、東南アジア、ヨーロッパ、
アメリカを巡回する予定になっている。
　「海外の有名美術館の代表的な作品展
をすることも大切ですが、新しいものや、
アジア関係のことも大切です。アジアは
今、さまざまな面で発展していて、素晴
らしいアーティストがいる。こういう人

国の美術団体などの発表の場ともなって
いる。「全国にある大小の美術団体は重
要です。小さな子どもから大人まで、同
じ習い事をやるという、世界で他に事
例をみないユニークな文化の伝統があ
り、古くは万葉集。貴族や有名歌人の作
品もありますが、詠み人知らずが半分以
上。半分以上が一般人です。これは連綿
とした文化の伝統で、たとえば皇居の歌
会始めは天皇ご一家、文化人、歌人、同
時に一般の人が一緒になって歌を詠むわ
けです。こういうことは世界のどこにも
ない。その美術版をここでやっているの
です。僕は公募展を大変重要だと思って
います。この美術館を紹介するとき、ま
ず公募展をあげます」と話す。
　同美術館では、その他に自主企画展、
新聞社や他の美術館と共催する展覧会を
行っている。昨年はオルセー美術館展、

コレクションを持たないからこそ
自由に

　青木氏は、2007年から2009年まで文化
庁長官を務め、その後、青山学院大学特
任教授時代に美術館館長のオファーを受
け、2012年国立新美術館館長に就任した。
　「どうして僕を起用したかはわかりま
せんが、僕としては六本木なら大学も近
いし、もともと文化行政や文化政策など
も研究していましたから、大いに意義の
あることと思った。ただ美術館は初めて
なので多少戸惑いはありましたが、幸い
活気があって楽しく仕事をさせていただ
いています。また、国立新美術館は、コ
レクションを持たない美術館ですが、だ
からこそ自由にできるだろうとも思いま
した」。
　同美術館は日展や毎日書道展など、全

●特集・トップインタビュー●特集・トップインタビュー

　文化人類学者であり、元文化庁長官、そし
て国立新美術館の館長とユニークな経歴をも
つ青木保氏。一見、美術とは結びつかないよ
うにも思える。文化庁長官、美術館の館長を
引き受けたのは『おもしろそうで意味がある』
と思ったからだという。日本の文化を、新し
い視点で世界にアピールしていきたい、と意
欲をみせる青木氏にお話を伺った。

国立新美術館　館長

青木  保氏
　　　　　  （あおき　たもつ）

文化人類学者の視点で美術を考える
日本の文化力を世界に

▪青木　保氏プロフィール ───────
国立新美術館長、文化人類学者ph.D.
1965年以来、タイ、スリランカなどのアジア
各地、英国、ドイツ、フランスなど西欧各地、
中国などで文化人類学・文化政策学研究のフ
ィールドワークに従事。1972年から73年にか
けてバンコクのタイ仏教寺院で僧修行を行う

（「タイの僧院にて」中公文庫、にその体験を
書いている）。
著書：多数　近著「『文化力』の時代」（岩波書
　　　店、2011年12月刊）

「安齊重男の“私・写・録（パーソナル フォト アーカイブス）”1970－2006」展示風景 「光　松本陽子／野口里佳」展示風景 「アーティスト・ファイル2011」鬼頭健吾 展示風景 「アーティスト・ファイル2013」國安孝昌 展示風景 アートライブラリー

別館外観 内観（ロビー）

外観（横）

外観（俯瞰）外観（正面）

内観（3Fエスカレーター）

スなどのパフォーマンス会場となったり
と、アーティストが活動しやすく、また
アート創造の場を構えやすくなったりと、
アートの街として世界の人気文化スポッ
トにしようとの提案です。」と話す。日
本にはすばらしいものが沢山あるが、世
界が認める『文化力』を意識してアピー
ルすることがあまり上手くない。『文化
力』は国家や地域の発展の力につながる
と指摘する。
　さらに、「この地区は東京のコアです
よね。でも夜中まで営業しているカフェ
がない。カフェ好きとしてはとても残念。
世界に冠たる文化地域を、目先のことだ
けではなくもっと先のことを考えて、ア
ジアのメッカになるような街づくりをし
て欲しい。今アジアは都市競合時代に入
っていて、北京、香港、ソウルもシンガ
ポールも様々な趣向を凝らした文化施設
を作っています。大きな劇場やオペラハ
ウスが建設され、アジアだけでなく世界
の人たちの注目の的にもなっています。
　　　　日本の美術館やコンサートホー
　　　　ルも頑張らなければと思う毎日
　　　　です」。
　　　　（取材：須藤純男、齋藤竹雄
　　　　　　　　吉田眞紀子、岡田敏江
　　　　　文責：岡野孝子）
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●平成27年度税制改正大綱●平成27年度税制改正大綱

■法人税率の引き下げ
　法人税の税率が、現行の25.5％から23.9％
に引き下げられます。これにより法人実効税
率は現行の34.62%から32.11%（東京に所
在する法 人 の 実 効 税 率は3 5 . 6 4 %から
33.10%）になります。平成27年４月1日以後
開始する事業年度から適用されます。

■中小法人の軽減税率の特例の延長
　中小法人の軽減税率の特例の適用期限が
平成28年度末まで2年延長されます。

■商業・サービス業・農林水産業活性化税制の
　延長

　商業・サービス業・農林水産業を営む中小企
業者が経営改善設備を取得した場合に、取得
価格の30%特別償却又は7%税額控除ができ
るもので、その適用期限が平成28年度末まで
２年延長されます。

■欠損金の繰越控除制度の見直し
　大法人（資本金1億円超の法人）の控除限度
について現行の80%から次のとおり段階的に
引き下げられます。なお、中小法人等について
は、従来通り控除限度額の制限は適用されま
せん。

・ 平成27年4月1日から平成29年3月31日まで
  に開始する事業年度　65％
・ 平成29年4月1日以後開始する事業年度
  50％
　また、繰越欠損金の繰越期間が現行の9年

から10年に延長されます。平成29年4月1日
以後に開始する事業年度に生じた欠損金から
適用されます。

■受取配当金の益金不算入制度の見直し
　保有割合の高い支配目的の株式の受取配
当金については、100%益金不算入としつつ
保有割合が現行の25%から１／３超に引き上
げられます。保有割合５％以下の株式は非支
配目的の保有として、受取配当金の益金不算
入割合が50％から20％に引き下げられます。

■所得拡大税制の見直し
　雇用者給与等支給増加割合の要件につい
て、中小企業者であれば平成28年4月1日以
後開始する適用年度から５％以上が３％以上
に、中小企業者以外は平成28年4月1日から
平成29年3月31日までに開始する事業年度
から５％以上が４％以上に緩和されます。

■外形標準課税の拡大
　大法人の法人事業税のうち１／４に導入さ
れている外形標準課税が２年間で１／２に拡大
され、これにあわせて所得割の税率が引き下
げられます。平成27年4月1日以降開始事業
年度と、平成28年4月1日以降開始事業年度
と段階的に実施されます。

■ＮＩＳＡの拡充
　ジュニアＮＩＳＡが創設されます。これにより
未成年者でも口座開設できることになりまし

た（年間投資上限額は８０万円）。平成28年以
降利用できるようになります。
　また、現行ＮＩＳＡの年間投資上限額が、平成
２８年から年間１２０万円（現行１００万円）に引上
げられます。

■国外転出をする場合の譲渡所得の特例の創設
　海外へ移住する際に、有価証券等を有する
場合、その含み益について課税する仕組み
で、含み益が1億円以上ある場合に適用され、
富裕層の国外転出対策と位置付けられます。
なお、含み益のある有価証券等が、贈与・相続
等により非居住者に移転した場合にも、含み
益について課税されます。平成27年7月1日
以後の国外転出、贈与・相続等について適用
されます。

■国外に扶養親族がいる場合の取扱い
　日本国外に居住する親族に係る扶養控除等
の書類の添付等が義務化されます。年末調整
や源泉徴収、確定申告の際に、親族関係書類
及び送金関係書類の添付または提示が必要と
なります。平成28年分の所得税から適用され
ます。

■ふるさと納税の拡充
　地方創生を推進するため、個人住民税の特
例控除額の上限を1割から2割に引上げ、確
定申告が不要な「ふるさと納税ワンストップ特
例制度」が創設されます。住民税の控除限度
額の引き上げは平成28年度分以後の住民税
に適用されます。

■事業承継税制の拡充
　贈与税の納税猶予制度の適用を受けてい
る者（２代目）が、３代目に対する再贈与を行な
う場合に、贈与税の納税義務が免除されます。

■住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
　の延長・拡充

　直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を
受けた場合の贈与税の非課税措置について、
適用期限が平成31年6月末まで延長され、消
費税が10％に引き上げられてからの住宅取
得であれば、最大で3,000万円までが非課税
となります。

■結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税
　措置の創設

　20歳以上50歳未満の個人の結婚・子育て
資金の支払いに充てるために、直系尊属が金
銭等を拠出して金融機関に信託した場合に、
一人につき1,000万円（結婚は300万円）まで
は贈与税が非課税となります。平成27年4月1
日以降の贈与に適用されます。

■教育資金の一括贈与制度の延長・拡充
　直系尊属からの教育資金の一括贈与制度に
ついて、その適用期限が平成31年3月31日ま
で延長され、特例の対象となる教育資金の使途
の範囲に、通勤定期代、留学渡航費が加えられ
ます。

■消費税率10％への引き上げ時期の変更等
　消費税率10%への引き上げが平成27年
10月1日から平成29年4月1日へ変更される
ことになりました。それに伴い、転嫁対策措置
法も平成30年9月30日まで延長されます。

■外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充
　外国人旅行者向けの輸出物品販売場の免
税手続について、免税手続カウンターを設置
する事業者に代行させることが可能となりま
す。また、外航クルーズ船が寄港した際に、臨
時販売場を輸出物品販売場とみなす制度が
設けられます。いずれも、平成27年4月1日
以降適用されます。

■国境を越えた役務の提供に対する消費税の
　課税の見直し

　国外事業者が国境を越えて行なう電子書籍・
音楽・広告の配信等の電子商取引が消費税の
課税対象となります。平成27年10月1日から適
用されます。

☆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・贈与税関係

消費税関係

東京法人会連合会

　政府は、平成27年１月14日に平成27年度税制改正大綱を閣議決定しました。
　法人税率の引き下げをはじめ、課税ベースの拡大等により、法人課税を成長
指向型構造に変え、企業の競争力を高め景気回復を後押しするという方向性を
前面に出しているところが特徴と言えます。
　主な内容をお知らせします。

法人税率の引き下げ 盛り込まれる！
平成27年度 税制改正大綱

法人会の改正要望実現へ
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ャンケン大会も行なわれ大いに盛り上がりました。ご協賛い
ただきました皆様ありがとうございました。
　最後になりますが、このように盛大に第17回ボーリング大
会を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。またボーリングを通して会員相
互の親睦を深めることもできました。至らぬ点もございまし
たが、来年度は更に盛大に開催していきたいと思いますので、
　　　　　　　　　　　　　是非ご参加ください。ありがと
　　　　　　　　　　　　　うございました!!

親睦委員　堀場 功一郎

　まだまだ厳しい寒さが続く２月６日、品川プリンスホテル
のボーリングセンターにて、第17回麻布法人会ボーリング大
会が開催されました。今年度は昨年度の34名を大きく上回り
71名の方にご参加いただきました。
　ゲームが始まりストライクやスペアが出るとハイタッチを
したり、至る所で歓喜の声が聞かれ、非常に白熱した戦いが
繰り広げられました。ゲーム後の表彰式ではお酒も入り、更
に盛り上がっていました。ボーリングは２ゲームのスコアを
集計し個人戦、チーム戦で表彰させていただきました。今回
はたくさんの協賛を頂戴することができ、なんと参加者全員
に漏れなく商品をお渡しすることができました。最後にはジ

●事業特集●企業訪問

　おとなの遠足  グリーンクラブ  １月例会報告  武蔵陵を訪ねて

　ボーリング大会 報告書

　１月の例会と言うと毎月実施しているように思われますが
年３～４回、なるべく季節感も意識しています。昨12月に靖
国神社～明治神宮、今回は武蔵陵を訪ねまして一連のお参り
シリーズとしました。特に宗教的だったり国家観云々を考え
ることではなくごく自然に散策してきました。もちろん、法
人会の繁栄も祈願しています。故陛下にお願いしていいかわ
かりませんが、そこのとこはアバウトな世間一般の日本人と
してお許し下さいませ。法人会のＨＰがリニューアルしまし

たので活動予定と報告をアップさせて頂いています。12月と
１月の月間予定をご覧下さい。さて、今回は正月気分と連休
初日ということもあって５名の最小精鋭メンバー。人数を問
わず実施するところが同好会たる強み。好きな方の集まりで
す。御陵は高尾駅北口で40分位。観光地ではなく静寂で神域
の「気」を感じます。参加者には皇室に詳しい方も居て、楽
しい時間でした。本来目的？のお鍋とお酒もあり。よく「素
人料理の店」なんてのれんを掲げる居酒屋がありますがお味

はプロ。しかし私たちは本当に素人日帰り旅のメンバー
でハプニングはつきもの。これも思い出です。今後も色々
な方との出会いを楽しみにしています。（Ｗ．Shirouto）

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

道を、形式
にこだわる
あまり遠ざ
けてしまうの
はもったいない。
　「洋服でもよくて、立礼式（椅子席）
でお茶やお菓子をいただくスタイルな
ら始めやすいかなと。お道具もそうです
が調度品も古くから実家にあったもの
を置いて、お茶室の床には東京の木を使
いました。皆さんがくつろげる場を、何
より女性にやさしいコミュニティを心
がけています」
　茶道を気軽に体験したい方には１回
コース、基礎を一通りおさえたい方には
３回コースと、希望に合わせて２種類の
カリキュラムを選択できる。心落ち着く
場をもつことは日々を明るくする。麻布
でこの春おもてなしの心に触れてみて
は。

（取材：吉田眞紀子　文責：神山亜由子）

い縮小していく事業もあったが、牧野商
店が栄えていた頃は餅つきをしたりと人
が集まり活気があったという。３年ほど
前にその120年の歴史を閉じ、現在は賃
貸業を続けている。
　「以前から、社会人などが夜お稽古に
来てくれるようなコミュニティをここに
つくりたいと思っていて、それと曽祖父
が残していたお道具が価値のあるものだ
とわかり、お茶の席で皆さんの目に触れ
てもらう方がいいと思って。茶道は学生
の頃から少しずつ習っていましたが、ま
さか自分が教える立場になるとは思って
もみませんでしたね」　

着物や正座のない茶道を提案

　環境が整い、思いがけない品が出てき
たことも後押しして、念願だった新たな
コミュニティをスタートさせた。茶道で
は、その季節だけに味わえる和菓子やお
道具などから四季を感じとることができ
る。日本人の精神を養う時間にもなる茶

　茶道というと、「教室に行くまでにも
いろいろ準備があって大変そう」などと
構えてしまうところはないだろうか。け
れど仕事帰りの服装のまま椅子席で作法
を学べるなら、もっと気楽にお稽古に通
えそうだ。

この地に再び人が集うように

　ふんわりと木の香りが漂うマンション
の一室は、心地よいティーサロンの空間
を演出している。都心にいることをしば
し忘れてしまう静けさだが、昔この辺り
は今とずいぶん様子が違っていた。
　「この麻布ビルの前身は曽祖父の代の
明治33年にあった牧野商店でした。戦前
は官公庁の被服付属品や旧国鉄の制服な
どの工場を運営しており、また戦後は山
の権利を得て枕木を旧国鉄に納めたりし
ていました。入札制度が導入されてから
は、ビルを建てて賃貸業を始めたんです」
　戦前から戦後と時代の移り変わりに伴

ほっとひと息つく時間を共有できるコミュニティを目指して
有限会社 麻布ビル
港区東麻布３−６−５　　

ティーサロンのご案内
45分コース　　　  2,500円
１回（１時間半）　  4,000円
３回（１時間半）　10,000円
予約制　070−5582−5191

手ぶらでお越し下さい。



あかやまぶき 2015.314 あかやまぶき 2015.3 15

●麻布街角物語●事務局から●編集後記●税務署からのお知らせ

近頃では憲法改正が叫ばれておりますが、
世界中で70年近く改正されていない憲法
もないと聞きます。
六本木一丁目駅に程近いサウジアラビヤ
大使館に隣接する一角に「日本国憲法草
案審議の地」の記念碑がひっそりと佇ん
でいた。
昭和21年２月に連合軍総司令部と日本国
政府との間で日本国憲法草案について審
議された。
総司令部代表にはホイットニー准将、ケ
ーティス大佐と日本側は外務大臣吉田茂、
法務大臣松本烝治であった。
昭和21年５月16日の第90回帝国議会の審議を経て若
干の修正を受けた後、11月３日に日本国憲法として
公布され、その6か月後に施行された。
これ程の短期間に審議、施行された憲法も少ないの

◎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
料や研修会参加費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
フォーレ倶楽部にお申し込みの場合、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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日本国憲法草案審議の地

　昨年の年末に麻布法人会のホーム
ページがリニューアルされました。

　トップページもスッキリ見やすくなり、法人会のトピッ
クス・スケジュールもスピーディーに更新されるようにな
りました。
　カレンダー機能もあり、委員会、同好会など何時何処で
行なわれるかが簡単に検索出来るようになりました。

　勿論スマートフォンからのアクセスも出来ます。
　又、サンエークラブの40周年記念事業の動画を見る事出
来ますので、是非「麻布法人会」のホームページにアクセ
スしてみて下さい。
　広報誌「あかやまぶき」も引き続きご愛読お願い致します。
宜しくお願い致します。　

広報委員長　須藤純男

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

ではないでしょうか。
これからも今の平和憲法に負けずに日本が平和であ
り続けてほしいものです。

広報委員　斎藤竹雄



【ボランティアタオル寄贈】
　ティー・クラブの社会貢献活動の一つ「ボランティア
タオル活動」にご協
力を頂きありがとう
ございます。賀詞交
歓会でのご寄付をあ
わせ、約670本を数
えました。クラブ創
立17年目を迎える今
年、この地道な活動
が徐々に浸透し、ご
理解ご協力を頂いて
いることを感謝申し
上げます。２月９日
には２つの高齢者福
祉施設（ありすの杜、
ルネサンス麻布）に寄贈し、大変喜んで頂きました。

【今後の予定】
☆５月20日☆「綾戸智恵氏講演会＆懇親会」
　活動報告もおこないます。同封のチラシでお誘い合わ

せてお申し込みください。
☆６月25日☆「施設見学 ANA整備場見学会」
　旅の第一歩、飛行機の整備場を見学。普段は見られな

い裏の裏を知り安心したら、旅をもっと楽しめます。
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サンエー・クラブ（青年部会）

　平成26年サンエークラブ忘年会が、昨年12月４日
に開催されました。今回会場となったのが、CROSS 
TOKYO。六本木ヒルズのけやき坂を下りて、丁度正面
に立つEXけやき坂ビルR棟の２階にあるフランス・イ
タリア料理のダイニングレストランです。窓の外には六
本木ヒルズが目の前に見え、絶景のポイントです。

　プレゼント
交換タイムな
ど会の進行の
ために、サン
エークラブ広
報委員の皆さ
んが、実によ
く動いてくれ
ました。当時
世間では、総
選挙の公示期
間中というこ
とで、何とな
くせわしい雰

囲気でしたが、サンエークラブの皆さん、ＯＢの皆さん
が多数お集まりいただき、一年を振り返りながら、楽し
いひと時を過ごしました。

サンエー・クラブ副会長　山本閉留巳

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。～2015年6月

行　　　事 日　　　時 会　　　場 内　　　容

麻布ときめき
パーティー

新設法人説明会

源泉部会研修会

決算法人説明会

通常総会

婚活サポート事業

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。

詳細は案内をご確認下さい。

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。
※詳細は案内葉書をご確認下さい。

3/14 18:00〜21:00

4/8    13:30〜16:00

3/17

3/20    9:00〜16:00

4/15 13:30〜16:00

5/21 13:30〜16:00

6/16 13:30〜16:00

ANAインターコンチネン
タル東京

麻布税務署

赤坂区民センター

石垣記念ホール

麻布税務署

麻布税務署

麻布税務署

明治記念館


