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●お知らせ

６　活動報告　サンエー・クラブ、ティー・クラブ
　　オンリーワン経営成功のために②
７　活動報告　赤坂支部、青山支部
12　活動報告　租税教室
13　企業訪問　㈱Yクリエイト
14　税務署からのお知らせ、都税事務所からのお知らせ
15　新会員のご紹介、編集後記

８〜９  トップインタビュー
　　　  前田泰洋氏（㈱ジェイコム港新宿 代表取締役社長）

10〜11  平成28年度税制改正大綱  
３　お知らせ、行事日程
４　活動報告　賀詞交歓会
５　活動報告　絵はがきコンクール

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。～2016年6月

行　　　事 日　　　程 会　　　場 内　　　容

サンエー・クラブ主催
屋形船 deお花見

新設法人説明会

決算法人説明会

理事会

ティー・クラブ
報告会、講演会

第5回通常総会

サンエー・クラブ報告会

屋形船で隅田川を巡り部会員間の親睦を深め
ます。

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。

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。

講演会　ホッピービバレッジ㈱
　　　　代表取締役社長　石渡美奈氏

平成27年度事業報告、平成28年度事業計画
など。

4/4　  19:00出船

4/12　13:30〜16:00

4/18　13:30〜16:00

5/19　13:30〜16:00

5/9

5/25　16:30〜20:00

6/6

6/23

麻布税務署

麻布税務署

ハリウッド・ビューティー
プラザ「メイスクラブ」

国際文化会館

明治記念館

霞会館

公益社団法人  麻布法人会

「第５回通常総会」のお知らせ
日　時　平成28年６月６日(月)
　　　　総　会
　　　　懇親会

会　場　明治記念館
　　　　住所：港区元赤坂2-2-23
　　　　電話：03-3403-1171

対　象　麻布法人会会員

別途郵送にてご案内と議案書を
送付いたします。
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●活動報告●活動報告

　１月22日㈮18時00分より、ザ・
リッツ・カールトン東京グランド
ボールルームにて2016年麻布法人
会賀詞交歓会が開催されました。
昨年は、明治記念館にて180名の
方々にご参加頂きましたが、今回
は新たな会場で当初予定の200名
を大幅に上回る240名の方々にご
参加頂き、キャンセル待ちまで出
る大変盛会な賀詞交歓会となりま
した。
　前回、素晴らしい司会で会場を盛り上げて頂いた後藤
副会長と、今回初司会となるテレビ朝日アスクの糸井文
菜さんのお二人の司会により開会しました。はじめに稲
葉副会長からのご挨拶、その後、ご来賓の皆様のご紹介
と御祝辞を頂戴致しました。続いて税務協力六団体を代
表して東京税理士会麻布支部水戸部支部長の御発声によ
る乾杯、祝電披露、例年より多い新入会員34社の紹介へ
と続きました。
　そして19時20分頃から新年にふさわしく和装姿の親睦
委員の木村さんと内田さんの司会によるおみくじ抽選会
が行われました。抽選前には権・権・権禰宜のイワ神様

（岩上副会長）による御祓いがあり、入り口で手渡され
たおみくじを皆様一斉に開封しました。大吉と末吉の方
には賞品が用意されており、当選された皆様は、嬉々と
した表情の方もおられ、大いに盛り上がりました。楽し
い時間は早く過ぎるもので、20時半には大西副会長の中

締めで賀詞交歓会はお開きとなりました。
　今回の会場は、当初予定より大幅増員となったため、
移動スペースが手狭な場所もございましたが、両サイド
には彩り豊かに盛り付けられたお料理が並び、参加され
た方々は美味しいお料理と素敵な雰囲気を存分に楽しん
で頂いているご様子でした。
　なお、今回も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。日頃の会員皆様方のご尽力により業
種も年齢も様々な方々が一堂に会し、新年のお祝いと親
睦を深められたことは、麻布法人会ならびに会員の皆様
の更なる飛躍の年に繋がることと確信致しました。
　最後に、大同生命の皆様、ティー・クラブ、サンエー・
クラブの皆様をはじめとする多くの方々からご協力を賜
り、また会員各社からの賞品のご提供など皆様のお力添
えによって今回の賀詞交歓会が無事成功しましたこと、
ここに心より厚く御礼を申し上げます。

総務委員会委員長　片岡　雅敦

新会員の皆さん　壇上にてご紹介

おみくじ抽選会で豪華賞品をゲット

彩り豊かに盛り付けられた料理が並ぶ

おみくじ抽選会を
盛り上げる名司会
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岩下　桜子

港区立青南小学校
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久野　玄貴

港区立赤坂小学校
６年

原田　鴻輝

港区立本村小学校
６年

菊地　健友

　第３回税に関する絵はがきコンクールを実施致しました。麻布税務署管内８校全校に参加頂き、今回から港区区
長賞を新設し、入賞作４作品と各校からの優秀賞６作品、努力賞２作品を加え12人の児童の表彰をする事が出来
ました。またこの度初めて当会の会長賞の作品が東法連の優秀賞に選ばれるという栄誉のある活動となりました｡
　今年度はこの作品を載せたポスターカレンダーを作り、この活動を広めて参りたいと思っております。28年度
もより多くの児童の参加をお待ちしています。　　　　　　　　　　　　

ティー・クラブ　部会長　鈴木　秀世
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●活動報告●活動報告

骨呼吸体操　２月16日
　初めての「骨呼吸体操」を体験しました。講師は湧氣

塾チーフインストラ
クターの森　菜旺未
先生。呼吸、血液の
流れを意識しながら、
動きの悪くなった関
節を少しずつストレ

ッチ。湧氣球（山桜材５㎝球）を立ったまま両足の指で
掴んで、踵を上げたり下したり等々。会場のあちこちで
足がつったり、痛い！と言いながらもユルユルと一時間
半たっぷり稽古をしました。
　懇親会は六本木ヒル
ズにある「新-ARATA-」。
講師を交えての食事会と
なり、様々なことについ
て話すいい機会となりま
した。

ティー・クラブ副部会長　吉田眞紀子

サンエー・クラブ（青年部会）

　平成27年サンエー・クラブ忘年会が、昨年12月９日、
六本木七丁目に在る「パラッツォ ドゥカーレ 麻布」に
て開催されました。
　会場は東京ミッドタウン前から脇道を入った閑静な住
宅地の中に在る結婚式場ですが、華やかさだけでなく隠
れ家の様な雰囲気も漂う場所で、同クラブ広報委員会の
皆さんが幹事役を務めました。
　クラブの皆さんやＯＢの皆さんが多数にお集まりいた
だき、一年を振り返りつつ、プレゼント交換タイムは盛
り上がり、最後は恒例のサンエー〆で幕を閉じました。

広報担当副会長　山本閉留巳

ティー・クラブ（女性部会） 部会員
募集中

て恒久的な部署に育つ場合も有ります。
　また、チームのスクラップアンドビルド
を継続的に繰り返す場合も有ります。
　コンサルティング会社など、案件、環境
の変化が激しい業種に適しており、著しい
業績を期待できることも有ります。また、
社内の組織改革に使われることも有ります。

（3）その他の組織
　その他の組織として、プロジェクト責任
者を中心とした組織編成を行うプロダク
ト・マネージャー制や、一つの部門を独立
会社と同様に扱うカンパニー制や、カンパ
ニー制より少人数で、新規事業の立ち上げ
などを目的とした社内ベンチャー制などが
有ります。
　前回今回と、会社の組織デザインの概要
についてお話してまいりましたが、組織デ
ザインだけで終わってしまっては決して期
待する変化が起きないものです。
　組織デザインと同時に権限再編、人事評
価制度の見直しなども行わなくてはいけま
せん。
　その為には、まず経営戦略をしっかりと
定め、どのような会社にしたいかをイメー
ジしておかなくてはなりません。そのうえ
で、現在社内にどのような人材が居てその
人が何をしていて、どこで過不足が生じて
いるのかも分析しなくてはいけません。
　会社をつくるのは、やはり人なのです。

いる場合も有ります。このとき、エリア担
当責任者は、担当エリアにおける販売責任
者となり、品質管理責任者は製品の品質管
理をグローバルレベルで行うこととなりま
す。
　社内横断的な動きが出来る為、うまくい
けば全社的な人材の活用が可能にもなるの
ですが、１人のスタッフに２人の上司が出
来てしまうため、混乱が生じることも有り、
社内調整に終始してしまうリスクも有りま
す。

（2）チーム制組織
　チーム制組織（プロジェクト組織、タス
ク・フォース）とは、特定の目的のために
各部署から専門性の高いメンバーを少人数
集めて編成された組織のことです。通常は、
目的が達成されればメンバー達は各部署に
戻りますが、社内での正式な地位を確立し

　前回は静態的組織についてお話しさせて
いただきましたので、その続きとして動態
的組織についてお話をさせていただきます。
○　動態的組織

（1）マトリックス組織
　マトリックス組織は、前回お話しした職
能別組織と事業部制組織のメリットの融合
を目的とした組織構造です。（表１参照）
　例えば、グローバル組織では全世界に同
一水準の製品を提供するため、製品の品質
管理責任者と、エリア担当責任者を設けて

経営者と考える
組織経営
〜組織デザイン②〜

税理士　渡邊 俊雄

●オンリーワン経営成功のために②

〈表１〉マトリックス組織

平成27年度第１回赤坂支部　管外研修会報告

遅ればせながら…【青山支部　新年を祝う会】開催！

日時：平成27年11月16日
場所：泉屋東京店　多摩川工場
　赤坂支部主催で管外研修会が行われました。今回訪問
し見学をさせていただいたのは泉屋東京店多摩川工場で
す。
　泉屋は昭和２年に京都で創業し、その後
麹町（千代田区）に出店され、昭和46年に
工場を移転されました。泉屋といえば皆様
子供のころから浮き輪型のクッキーをすぐ
に思い出されるのではないでしょうか。
　工場見学は本来受け入れていないとのこ
とですが、逆にすぐそばで手作りのクッキ
ーを焼いている姿を見ることができました。
おやつやお土産にクッキーをいただき、と
てもスウィートな気持ちで見学することが
できました。
　最後に教わった知識を上げさせていただ
きます。

　２月25日リビエラ青山にて、ゲストにNHK新人落語
大賞受賞の新風亭朝也さんをお招きして、参加者48名で
新年を祝う会が催されました。
　2016年がスタートして２か月がたとうとする当日、開
会の挨拶にも戸惑いはありましたが、乾杯で頂いたお酒
で心地よくなったところに、チントンシャン♪と耳当た
りの良いお囃子の音が響き、その中をやや腰をかがめ満
面の笑みで挨拶をしながら朝也さんが登場されました。
先ずは誰でも日常で使えそうな小噺をいくつかご披露頂

　クッキーは糖分、油脂分の合計が40％以上で手作り風
のもので、ビスケットはイギリス、サブレはフランスの
呼び方だそうです。　　

赤坂支部　副支部長　眞壁久雄

いた後に『子ほめ』『真田小僧』をご披露くださいました。
会場は一瞬にして感嘆の声と笑い声に包まれあたかもお
正月を２度迎えた様でお得感に満ちていました。
　落語といえば知らない方はいないと思いますが、出向
いてライブで聞く機会は多くありません。そのうえ朝也
さんには会食もご同席頂いて会員の皆様とご一緒に色々
とお話を伺うこともできました。
　今後も一人でも多くの会員の方にご参加いただいて地
域の情報を知り親睦を深める場として有効に活用してい

ただきたいと思います。
　次回の青山支部主催【星を見る会】も期待
してお知らせが届くのを待つとしましょう。

　青山支部　奥平祥瑚

赤坂支部

青山支部

場内は大盛り上がり 落語家　春風亭朝也さん
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と会うことが難しい状況です。通常はコ
ンシューマー営業が主流で、法人営業は
他のJ:COM局では１％にも満たないので
すが、ここは10％くらいが法人です。こ
れはけっこうな割合です」。
　「ホテルやマンションなど、新築の段
階からご利用いただくという、法人に対
しての営業が重要になってくる地域です。
従って、他の地域とは異なる、法人系の
サービスパッケージをさらに充実拡大し
たいと思っています。不動産会社や港区
からも後押しをしていただいて、広報番

組も充実させていますが、さらに地域と
の関わりを充実させるために、法人会に
も入会させていただきました」。
　また、「せっかく法人会に入ったので、
コミュニティチャンネルに使える話題を
提供していただくとともに、会員皆さま
のメディアとしても使っていただきたい
と考えます。そこで貢献できれば良いと
思います」とし、法人会を通じてJ:COM
の認知度を高めていきたいと話す。

社会貢献も含め新たな挑戦を目指す

　J:COMでは、災害時などのVODサー
ビスを活用した募金活動をはじめ、地域
の方々と共に全国で実施している清掃活
動やJ:COMグリーンカーテンなどといっ
た様々なCSR活動も行っている。
　また、港・新宿局では「J:COM旗争奪
学童軟式野球大会」を昨年からスタート
するなど、地域活動にも積極的に取り組
んでいる。
　「今年は東京大会をやろうと思ってい

ます。ゆくゆくは全
国大会、できれば最
後は東京ドームで。

『子どもたちの夢』
の応援ができればと
思っています。それ
にコミュニティチャ
ンネルを活用した地
域密着の番組を作っ
ていきたいですね。
今考えているのはラ
グビー。慶應、早稲
田ともエリア内にあ

るので、学生によるラグビー教室をライ
ブで放送するなどを考えています。また、
ケーブルテレビでは初めて、J:COMが今
年のリオデジャネイロオリンピック中継
をすることになりました。このようにメ
ジャーなものをコミュニティチャンネル
で放送することも大事だと思っていま
す。引き続き地域に根差した番組づくり
やイベントのスポンサー協力など、地域
貢献の可能性は沢山あると思っています。
J:COMグループという組織力を活かせば
大きなことができると思っています」
　前田氏は多くの事業所に勤務してきた
中で、一人暮らしの女性宅訪問には女性
営業マンを担当させるシステムを取り入
れるなど、より信頼されるコンシューマ
ーサービスを進めてきた。
　インタビューの最後に、チャレンジし
てみたいことについて「新しい事業をど
んどん立ち上げていきたいと考えていま
す。またプライベートでは、ふるさとで
ある千葉県館山市の活性化のために何か
できることがないかと、地元の同級生と
模索しているところです」と話した。
　　　（取材：須藤純男、一寸木美奈
　　　　　　　吉田眞紀子、愛場美和
　　　　文責：岡野孝子）

新しいことには、とにかくチャレンジ

　前田氏は、千葉県館山市出身の49歳。
17年前に入社し、本社を含め全国各地の
拠点で研鑽を積んだ。だが、同社に入社
するまでには、ユニークな経歴がある。
　「高校生の頃はバンドをやっていまし
た。X（現X JAPAN）のYOSHIKIが同
じ高校の１学年上だったこともあり、自
分達もできると思ってしまったのですが、
失敗しました。才能がなかったんですね。
だから、バンドは諦めて、大学に入って
化学者になろうと思い、４年間実験の
日々を過ごしました。夜はバイトでシェ
イカーを振って、配合の研究も…」と茶
目っ気たっぷりに笑う。
　「学生時代は、先輩方にいろいろなこ
とを教えていただきました。とても生意
気だったのですが、なぜか皆好意的でし
た。その頃知り合った方が始める和食の
店に、学生時代から参画させていただい
たこともあり、大学を卒業してもそのま
ま和食店をやろうと思っていました。で
すが、一度サラリーマンを経験した方が
良いとのアドバイスで、化粧品会社に入
社しました。もちろん、その会社の社風
が良いと思って就職したのですが、当時、
化粧品の開発には大学院卒業が条件だっ
た為、残念ながら絶対嫌だと思っていた
営業職に就くことになりました」。

　ところが、そこで
営業成績が全国で１
位になった。３年間
勤務し、その後は学
生時代から参画して
いた和食店を継いだ。
　「調理師の免許も
取りました。技術も
毎日やっていれば何
とかなります。ただ、
やはりバブル後は景気が悪く、接待客を
対象にしたお店だったので、採算が合わ
なくなってしまいました。私が辞めると
言ったら、一緒にやっていた店主が『お
前が辞めるならお店を閉めよう』といっ
て５年で閉店しました」。
　その後、知人達と新しい形態の飲食業
を立ち上げもしたが、ついにはJ:COMに
派遣社員として入社した。
　「派遣社員のはしりでした。私は営業
の能力がないと思っていたので、人の倍
働けばいいと思っていました。今のよう
に残業がうるさくなかったので、朝から
夜中まで働いていました。そうしたら営
業成績が1位に。たまたまこの仕事が合
っていたんでしょうね。私は新しい事に
チャレンジすることが好きで、そしてこ
の会社は、始まったばかりの会社だった
ので、自分がしたいと思うことができた
のだと思います」。

港・新宿エリアは特異な地域

　1995年に創立し、今年21年目となる
J:COMは、ケーブルテレビで全国の約半
分をカバーしている。テレビ、通信を主
体に、今年４月からは電力の小売りも開
始される。
　日頃からきめ細やかなコンサルティン
グ営業を武器に、地域、社会貢献を進め
ている。今後は生活支援サービスも含め
たトータルサービスを目指している。
　「ケーブル会社は、第３セクター的に
作るケースが多いのですが、J:COM 港・
新宿局は他の局とはちょっと成り立ちが
違い、メディア関係が出資している会社
です。また、この港・新宿というエリア
はJ:COMグループの中ではとても特異で、
両方とも集合住宅が多いのです。特に港
区は高級マンションが多く、我々がコン
シューマー営業をしようとしても、住人

●トップインタビュー●トップインタビュー

　日本全国に27社74局の拠点を持ちケーブルテレビ、
高速インターネット、固定電話、電力、モバイルサー
ビスなどを提供するジュピターテレコム（J:COM）。
そのグループ会社であるJ:COM 港・新宿局に、昨年
6月、社長として就任した前田泰洋氏に話を伺った。

㈱ジェイコム港新宿　代表取締役社長

前田 泰洋氏
　　　　　　  （まえだ　やすひろ）

新しいことへチャレンジ
変革を恐れず、より良い方向へ導く

▪前田泰洋氏プロフィール ────────
千葉県出身
東洋大学工学部卒
大学卒業後、化粧品メーカーを経て池袋や六本木
で料理店などを共同運営後、1999年6月株式会社
ジェイコム東京に派遣社員として勤務した後、関
東圏のJ:COM局や本社勤務を経て2015年4月株
式会社ジェイコム港新宿に異動となり現在に至る。

地域に密着した取材

J:COM旗争奪学童軟式野球大会の放送

J:COMロゴはもうお馴染み

取材風景　前田社長(左)と広報委員

貴社のPRに！広報誌にチラシを同封できます。詳しくは事務局まで
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■法人実効税率のさらなる引き下げ
　昨年に引き続き、法人実効税率がさらに引
き下げられます。法人税の税率が、平成28年
4月1日以後に開始する事業年度については、
現行の23.9％から23.4%に引き下げられ、さ
らに、平成30年4月1日以後開始する事業年
度については、23.2%まで引き下げられます。
地方税を含めた法人実効税率は平成28年度
には、目標とされていた20％台に到達します。

■外形標準課税の拡大
　大法人（資本金1億円超の法人）の外形標準
課税については、所得割を縮小、資本割と付加
価値割の割合が増加します。なお、所得割が
縮小されることにより、所得割に対する地方法
人特別税率が引き上げられます。基本的には
内訳の変更ですが、所得割の縮小に伴い、赤
字法人に対する税負担が増すことになります。

■減価償却制度の見直し
　平成28年4月1日以後に取得する建物附属
設備及び構築物について、定率法を廃止し、
定額法が採用されることになりました。なお、
鉱業用の建物、建物附属設備及び構築物につ
いては、定額法又は生産高比例法の選択が認
められます。

■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
額について、平成27年度改正において、段階
的に引き下げられることになっていましたが、
その取扱について下記のとおり変更となりま
した。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月から平成28年3月までに

開始する事業年度　65%　⇒　65％
・ 平成28年4月から平成29年3月までに

開始する事業年度　65%　⇒　60％
・ 平成29年4月から平成30年3月までに

開始する事業年度　50%　⇒　55％
・ 平成30年4月以後開始する事業年度

50%　⇒　50％
　また、繰越欠損金の繰越期間が現行の9年
から10年に延長される措置については、施行
時期が1年遅れ、平成30年4月以後に開始す
る事業年度に生じた欠損金から適用されます。

■生産性向上設備投資促進税制の廃止
　非常に多く利用されてきた生産性向上設備
投資促進税制は、平成29年3月31日に取得さ
れた資産までで、制度が廃止されます。また、
即時償却と税額控除率の上乗せ措置につい
て、平成28年3月31日までとされている適用
期限は延長しないこととされました。

■企業版ふるさと納税制度の創設
　地方再生法の改正を前提として、青色申告
法人が、平成32年3月31日までに、地方再生
法の認定地域再生計画に記載された地方創
生推進寄附活用事業に関連する寄付金を支
出した場合に、法人税の５％を上限として一定
の税額控除が受けられます。

■空き家に係る譲渡所得の特別控除制度
　相続の開始の直前に被相続人の居住の用
に供されていた一定の家屋及び、その敷地の

用に供されていた土地等を、相続により取得
した個人が、平成28年4月1日から平成31年
12月31日までに、一定の要件で譲渡した場合
には、居住用の財産の譲渡所得の3千万円の
特別控除が適用されます。

■住宅の三世代同居改修工事等に係る特別控
　除制度

　所有する居住用の家屋について一定の三
世代同居改修工事を含む増改築をして、平成
28年4月1日から平成31年6月30日までの間
に、居住の用に供した場合に、ローン残高に応
じた税額控除又は自己資金で増改築した場合
の税額控除が適用されます。

■セルフメディケーション推進のための医療費
　控除の特例

　健康の維持増進及び疾病の予防への取組
として一定の取組を行い、平成29年1月1日か
ら平成33年12月31日までの間に、自己及び
生計を一にする親族に係る一定のスイッチＯ
ＴＣ医薬品の購入した場合に、その年中に支
払った対価の額の合計額が1万2千円を超え
る時は、その超える部分の金額（上限8万8千
円）について、その年分の総所得金額等から控
除されます。
　なお、一定の取組とは、特定健康検査、予防
接種、定期健康診断、がん検診等であり、一定
のスイッチＯＴＣ医薬品とは、要指導医薬品及
び一般医薬品のうち、医療用から転用された
医薬品です。

■消費税率の軽減税率制度の導入
　消費税率の軽減税率制度が、平成29年4
月1日から導入されます。軽減税率は、現行の
消費税率と同じ８％であり、対象品目は下記
の通りです。
①飲食料品（食品表示法に規定する食品で酒

税法に規定する酒類を除きます。また、外食
サービスは除きます。）

②定期購読契約が締結された週2回以上発
行される新聞

■適格請求書（インボイス）保存方式の導入
　平成33年4月1日から適格請求書保存方式
が導入されます。仕入税額控除の要件として
適格請求書の保存が必要となります。
　適格請求書とは、適格請求書発行事業者の

登録番号、適用税率、消費税額等の一定の事
項が記載された請求書、納品書等の書類です。
　適格請求書を交付するためには、適格請求
書発行事業者の登録が必要で、平成31年4月
1日から申請できます。なお、免税事業者は、
適格請求書発行事業者として登録できませ
ん。適格請求書を発行する必要がある場合
は、課税事業者を選択して、適格請求書発行
事業者の登録を行う必要があります。

■適格請求書等保存方式導入までの措置
　課税仕入が軽減税率対象品目である場合
は、帳簿にその旨を記載します。また、軽減税
率対象品目に係る請求書には、軽減税率対象
品である旨と税率が異なるごとに合計した対
価の額を記載する必要があります。

■クレジットカード納付制度の創設
　国税の納付手続について、クレジットカード
によって納付することができるようになりま
す。この場合に、クレジット会社が、委託を受け
た日に納付があったものとみなして、延滞税、
利子税が計算されます。なお、クレジットカード
の利用手数料は、納税者の負担となります。

■マイナンバーの記載対象書類の見直し
　マイナンバーを記載しなければならいこと
とされていた所得税の青色申告承認申請書、
消費税簡易課税制度選択届出書、給与所得
者の扶養親族申告書、退職所得申告書など
多くの書類にマイナンバーの記載が不要とな
ります。

■固定資産税の軽減措置
　中小企業の生産性向上に関する法律の制定
を前提に、平成31年3月31日までに、認定生産
性向上計画に記載された生産性向上設備のう
ち一定の機械及び装置を取得した場合は、固定
資産税の課税標準を最初の3年間は２分の１と
する措置が講じられます。

☆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

消費税関係

その他

東京法人会連合会

　政府は、平成27年12月24日に平成28年度税制改正大綱を閣議決定しました。
　平成28年度には、法人実効税率が29.97％となり、成長志向の法人税改革が実現し
つつあります。また、社会保障の充実・強化を実現するために、平成29年4月の消費税
率10%への引き上げと同時に、低所得者への配慮として軽減税率を導入することが盛
り込まれました。

法人税率２０％台への引き下げ、
消費税に軽減税率の導入盛り込まれる

平成28年度 税制改正大綱

●平成28年度税制改正大綱●平成28年度税制改正大綱
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●企業訪問●活動報告

広報委員が貴社を取材します！お問い合せは事務局まで。

未来を切り拓く子どもたちと税を考える！
日時：平成27年12月５日㈯　場所：港区立青南小学校
内容：６年１組28名　６年２組27名　６年３組27名
　　　１時限目　租税教室（8:55～9:40）　
　　　２時限目　ワークショップ（9:45～10:30）
講師：１組　講師：淺沼　洋一　アシスタント：若田部鉄也
　　　２組　講師：坂本　章彦　アシスタント：塩谷　征市
　　　３組　講師：大和田幹夫　アシスタント：樋口紗衣梨

　青南小学校の租税教室は、平成23年度の６年生に初めて行
われて以来今年で５回目、当時の２年生だった生徒に向けて
の授業ということで月日の流れとともに感慨深いものがあり
ます。
　６年生は３クラスあり、全クラス同時限に行います。それ
にはサンエー・クラブ側の講師、アシスタント、運営スタッ
フ共に同時に行えるマンパワーとスキルが備わってきたとい
うことであり、併せて実行できる喜びと感謝の気持ちを申し
上げたいと思います。

１時限目　租税教室
　授業の方は、時代が変わろうとも例年と同じく生徒側が緊
張していますので、教室内の空気を少しずつ温め、何かおも
しろそうだなぁ～、聞いてみたいなぁ～、という雰囲気づく
りをしっかり行い、こちらの話に耳を傾ける環境をいつもな
がら整えてスタートしていきます。
　温め過ぎると混乱・暴走を招き
ますので、その加減が大事です。
あくまでもターゲットは、６年生
12歳の子どもなのです。

　いつもながら消費税の話からはじまり、その仕組みと、ど
の様に社会に役立っているのか、また、いい加減に支出され
ているのかの話等を織り交ぜ、大切さと無関心が招く無駄使
い、その正の部分と負の部分について話をします。一方的な
大人の都合の良い話ばかりでは、「なぜ？」と考えない、社
会の矛盾に気付かない、無関心を培養してしまうと私たちは
常々考えているからです。
　総体的には、税の大切さは十分理解させることが出来たと
考えています。

２時限目　ワークショップ
　５名ひと組の班に分かれ、子どもたちが、未来の税金につ
いて深く考えるきっかけを作ります。

「10年後、みんなにとって、税金を使ってほしいこと、増や
して良いことは？」

「10年後、みんなにとって、税金を使ってほしくないこと、
減らしてほしいことは？」
　グループごとにディスカッションを行うことは、何とも意
義深く画期的なことか、実行をしていて、とても強く感じて
います。話し合っている時、発表している子どもたちの生き
生きとした姿、瞳の輝きには、一人の生活者、社会参画をし
ている意識が芽生えていると感じてならないからです。
　この素晴らしいワークショップについては、租税教育実行
委員会で何度も熱い議論と長い飲み会を重ね、メンバーの多
くの意見と努力によって、この様な形式に成り実施されるに
　　　　　　　　至りましたが、これを発案した山本閉留巳
　　　　　　　　君には心から敬意を表したいと思います。

報告：淺沼　洋一

サンエー・クラブ 租税教室

⃝自分のはらっているぜいきんをきちんと正しいことにつかってほしいと思う。
⃝税が私たち国民の生活をささえているのが分かりました。
⃝税の使い道についてあまりしらなかったので勉強になった。
　また、税金がなくなると大変なことになるという事もわかった。
⃝大人になって選挙をして自分の意見を伝えていこうと思った。

授業を受けた
生徒の感想

租税教室

ワークショップ

発表資料作成

ワークショップ発表

ウエディングに洋食、
新たなチャレンジへ　

　もともと口コミだけでケータリングも
行っていたのだが、2013年から知人の縁
で、西麻布に出来たハウスウエディン
グ「ラッセンブリ」の料理を担当するこ
とになり現在も「旬味 森やま」の厨房
で100人以上の料理を請け負う。さらに、
昨年春には周辺でランチをやっている店
や子供が入れる店がないと感じカジュア
ルな洋食の店をオープンさせた。店名は、
かつての町名である笄町にちなんで『笄
軒』地元の人にとっては懐かしい名前だ。
　震災時の困難も乗り越え、店舗を拡
張することが出来たのも「旬味 森やま」
があったからこそ。今はこの店を基盤と
して大事に守り、各店を軌道に乗せるこ
とに専念し、そして将来はフレンチレス
トランをやりたいという夢を持っている。
和食とフレンチを究める37歳の若い主人
の活躍に今後も期待したい。
　　　（取材：吉田眞紀子、愛場美和
　　　　文責：秋山美英）

なく使いたいと思っています。フレンチ
をやっていたのでエッセンスは取り入れ
ていますが、基本は和食。お決まりのコ
ース料理ではなく、その日の仕入れによ
ってお客様の好みも伺いつつ、旬の味覚
をおまかせでお出しするようにしていま
す。お酒に関しては、自分の料理と相性
のいいブルゴーニュのワインをはじめ、
日本酒もいわゆる流通酒でなく、蔵元を
訪ねたり、展示会で目にとまった注目銘
柄を率先して提供するようにしていま
す」
　お客様をいかに満足させるかを常に考
えているという森山氏。単に美味しい料
理を提供するだけではなく、まず、ひと
りひとりのお客様に関心を向け、嗜好や
欲しているサービスなどを感じ取り、そ
れに向かって何をすればよいかを考えた
うえで調理し、接客することを心がけて
いるそう。90％が常連客というのも、満
足度の高さの証であろう。

ピンチをチャンスに
日本酒バルを展開　

　「旬味 森やま」はこの地に店を構え14
年目になるが、ずっと順風満帆できたわ
けではない。リーマンショックや震災な
どの影響も受けてきた。
　「正直、東日本大震災のときは店を辞
めようかと思いました。食材が安定して
入らなくなったのが一番の理由でしたが、
周りも外食どころではない暗いムードに
包まれていました。でも、お客様が離れ
たわけではなく、売り上げも落ちていな
かったので、半年もすれば元に戻るので

はと思っていました。ただその
時、日々使うには少し敷居が低
い店のほうが今の時代にはニー
ズがあると実感し、震災の翌年、
近くに日本酒バルをオープンし
ました」
　角にあるから「ＫＡＤＯＹ
Ａ」。居酒屋感覚で気軽に日常
使いできるとあってサラリーマ
ンや地元の客で連日大盛況。森
山氏の狙いは見事に当たった。

　2002年に森山裕介氏の父が西麻布に
創業した日本料理店「旬味 森やま」を
受け継ぎ、先代の志を大事に守りなが
ら、フランス料理のエスプリをきかせた
自由なスタイルの日本料理を追求する。
2012年には近所に日本酒バル「ＫＡＤ
ＯＹＡ」を、2015年には洋食の店「笄
軒」を出店し、2013年にオープンした
ブライダルの式場「ラッセンブリ広尾」
とも提携、ウエディング料理も手がける。
時代のニーズを読み取り、幅広いジャン
ルの店作りに挑みながら、西麻布エリア
の発展に尽力する。

お客様第一主義をモットーに

　16歳から都内のフレンチレストランで
修業を始めた森山氏だったが、28歳の頃、
父が営む「旬味 森やま」で人手が足り
なくなったのを機に手伝いに入ることに
なり、結果、日本料理店を引き継ぐこと
になった。目指していたフランス料理の
道には進まなかったが、フレンチのエッ
センスを加味した独自のスタイルの和食
を確立した。
　「食材も調味料も国産にこだわってい
ますが、洋の食材もいいものは分け隔て

和仏融合の割烹を軸に、ニーズを捉えた店舗展開で地域の活性化を目指す

株式会社Ｙクリエイト
URL　http://www.aji-moriyama.com

森山 裕介
もりやま　ゆうすけ

1978年生まれ。東京都出身。高校時代から恵比寿
のフレンチレストランで修業を始め、都内数軒の
店でフランス料理の研鑽を積む。母が営むパティ
スリーでもパティシエとして働いた後、父が開業
した「旬味森やま」に2006年に入店。一から日本
料理を学び、二代目として店を引き継ぐ。現在西
麻布周辺に３店舗を構え、結婚式場とも提携し料
理長を兼ねる。

日本料理店「旬味 森やま」

洋食の店「笄軒」

日本酒バル「KADOYA」
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●都税事務所からのお知らせ

　初めての「あかやまぶき」に関わ
らせて頂いたのが新春号。今回の４
月号で二回目となります。

　　　　　　　　　　　私は主にインタビューに関わらせ
て頂いておりますが、インタビューとはその方の肩書きの
向こうにある深い体験や思い、人間味のあるところを肌で
聞ける唯一のチャンスです。
　私は人との出会いが大好きなので、インタビューの機会

を頂く度に毎回わくわく致します。
　時代は混乱、事件、世界的危機、天災など、この世をど
うやって生きていいのか明日も分からない今、人としての
人間味の何が大切かという部分をインタビューを通してお
伝え出来たらと思っております。
　これからも、「麻布法人会」という場を通じて人間味溢
れた「人とのつながり」「出会い」「ご縁」のため貢献出来る
様にお手伝い出来ればと願います。　広報委員　愛場美和

便利な電子申告・電子納税等を
ご利用ください

　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。あわせて、法人事業税・地方法人特別税・
法人都民税、23区内の事業所税について、eLTAXを利用
した電子納税も行っています。
問：【電子申告、電子申請・届出】各税目担当班
　   【電子納税】徴収管理班
　　　港都税事務所　03（5549）3800（代表）

クレジットカードで納付できる都税が
拡大します

　平成27年度から、自動車税に加え、固定資産税・都市計
画税（23区内）、個人事業税、不動産取得税等でもクレジ
ットカードによる納付ができるようになりました。
<納付方法>
　パソコンや携帯電話、スマートフォンからインターネッ
トに接続し、クレジット納税専用サイト（「都税クレジッ
トカードお支払いサイト」）から納付できます。納税通知書・
納付書に記載されている番号とクレジットカード情報を入
力し、確認を行うだけで手続きが完了します。
＜詳しくはこちら＞
　都税クレジットカードお支払サイト　https://zei.tokyo
　（平成27年４月１日開設）

【事業主の皆様へ】従業員の個人住民税は、
給与から差し引く特別徴収で！

　従業員（給与所得者）の個人住民税は、事業主（給与支
払者）が毎月従業員に支払う給与から差し引き、納入して
いただく特別徴収が原則です。
　首都圏では、平成27年度から平成29年度にかけて、原則
として全ての事業主を特別徴収義務者に指定する取り組み
を進めています。
問：【特別徴収への切り替え方法等】
　　　港区役所　03（3578）2600
　　【特別徴収推進にかかる取組】
　　　主税局徴収部個人都民税対策課　03（5388）3039

都税の納付には、安心・便利な
口座振替をご利用ください

　口座振替は、預貯金口座から納期の末日（納期限）に自
動的に納税できる制度です。開始月の前月の10日（土・日・
休日にあたるときはその翌日）までにお申込みください。
<口座振替がご利用できる都税>
個人事業税、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。
詳細は、HPまたは下記問合先へ
問：主税局徴収部納税推進課　03（3963）2177
　　※５月２日（月）から　　03（3252）0955

社会保障・税番号制度の
導入について

　社会保障・税番号制度の導入により、平成27年
10月以降、個人番号及び法人番号の通知が開始さ
れます。税務署へ提出いただく申告書・法定調書
等にも番号の記載が必要となりますが、所得税及
び復興特別所得税については平成28年分の申告書
から、法人税については平成28年１月以降に開始
する事業年度に係る申告書から、法定調書につい
ては平成28年１月以降の金銭の支払等に係るもの
から、申請書・届出書については、平成28年１月
１日以降に提出するものから、個人番号・法人番
号を記載していただくこととなっています。
　社会保障・税番号制度についての詳しい情報は、
国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）内の「社
会保障・税番号制度について」をご覧ください。
　なお、「社会保障・税番号制度について」のペ
ージは、国税庁ホームページのトップページにあ
る「社会保障・税番号制度」の入口から簡単にア
クセスすることができます。

社会保障・税番号制度の詳細や
お問い合わせは

社会保障・税番号制度の最新情報やお問い合わせ
◦内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ
　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
◦マイナンバーのコールセンター（フリーダイヤル）
　０１２０－９５－０

マ イ ナ ン バ ー

１７８
　　平　日　９時30分～22時00分
　　土日祝　９時30分～17時30分
　　（年末年始12月29日～1月3日を除く）

国税に関する社会保障・税番号制度の最新情報
国税庁ホームページのトップページにある　　　　　　　を
クリック
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm

法人番号の最新情報
国税庁ホームページのトップページにある　　　　　　　を
クリックし、「法人番号について（ご紹介コーナー）」をご覧
ください。

国税局・税務署

●新会員のご紹介〔平成27年12月〜28年2月　22法人入会〕　

エーシェル㈱
自由が丘総合法律事務所
㈱ネクステージ
東京青山･メディカルケア･鍼灸院
GMコンサルティング
アウラ・プラス㈱
㈱青山サロン
㈱さのけん
シグマアテンドサービス㈱
社労士オフィス  ネクストステップ
㈱麻布タマヤ
新栄不動産ビジネス㈱
パシフィックシステム合
㈲吉田内装
EYEGROUND
保科　剛
㈱レクシーズ
マネーブレイン㈱
プルデンシャル生命保険㈱
プルデンシャル生命保険㈱
㈱日本ビル管理サービス
㈱ウィリンク

港区南麻布4-12-25
目黒区自由が丘1-14-4
さいたま市中央区上落合2-3-2
港区南青山2-28-4
中央区銀座1-3-3
港区南青山3-15-19-203
品川区東五反田5-2-5-3-I
港区南麻布3-1-4
品川区上大崎2-25-2
港区東麻布1-7-3
港区東麻布3-4-15
新宿区新宿6-24-16
港区六本木1-5-3-206
小平市小川町2丁目1367-2
横浜市中区新山下1-15-13
新宿区神楽3-2
港区麻布十番1-11-10
中央区日本橋大伝馬町13-7
品川区大崎1-11-1
品川区大崎1-11-1
新宿区百人町1-12-1
熊谷市大麻生495-1

住谷　和寿
田中　博尊
大野　雄介
池田　和寛
熱田　龍明
石倉　信良
永野　敦子
佐野　賢一
佐藤ひとみ
山下　俊一
志賀　律子
新田　隆範
永濱　　健
鈴木　清貴
山形　愛子
　
伊藤　宏介
宮下　和俊
薄井　英幸
本田純一郎
上原　寿聡
石田　将司

建設業・通信設備の設計
弁護士
建設業
鍼灸院　
経営コンサルタント
広告制作､デザイン､ブランディング
ニット製造業
不動産業・広告宣伝
人材派遣紹介業・家事代行業
社会保険労務士業
室内装飾に関わる商材の提案､販売及び施工
不動産総合管理
建材貿易、ホテル運営
内装工事業
卸し･小売業務､医療コンサル､健康コンサル
飲食店
不動産業(賃貸仲介､売買仲介､不動産管理)
金融商品仲介業､ファイナンシャルプランナー
生命保険
生命保険
ビルメンテナンス業
企業研修受託

03-5449-6095
03-6459-5852
048-859-7580
　
03-4530-3793
03-6447-4924
03-5447-3911
03-3445-1188
03-3493-8817
03-6435-5404
03-3583-9561
03-5287-1041
　
042-344-6962
　
03-6265-0029
03-6826-8000
03-6661-6218
　
　
03-3368-6044
03-6869-2267

12月

1月

2月

法　人　名 連絡先住所氏名 業　種 連絡先TEL 入会

訃  報
　当会会長　坂本 章二様が、３月２日ご逝去されました。享年72歳。
　坂本会長は、平成23年に会長就任以来、当会に対し大変ご尽力いた
だきました。
　ここに慎んで哀悼の意を表しますとともに、心よりご冥福をお祈り
申し上げます。

故人略歴
シグマリアルエステート株式会社　会長
平成23年５月～平成28年３月　麻布法人会　会長
平成27年６月～平成28年３月　全国法人会総連合　評議員
主な表彰歴
平成21年５月　永年功労者表彰　東京法人会連合会功労者
平成24年５月　功労者表彰　全国法人会総連合功労者
平成24年11月　納税表彰　国税局長表彰

新春座談会で今年の抱負を手に
在りし日の坂本会長

（あかやまぶき平成28年1月号取材にて）
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