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 梅雨が明けたとたんに猛烈な暑さになりました。この暑さが今年も続きそうですので体調に気

を付けていきたいですね。そして、ついにオリンピックが始まります。まだまだ先のことだと思っ

ていましたが、月日が経つのはあっという間です。苦渋の判断だとは思いますが、いまのところ無

観客になりそうですので、せっかくの日本開催ですから、感染拡大にならないように、テレビ観戦

で楽しみたいなと思います。 

 

政府系金融機関による実質無利子・無担保融資の延長 

 政府系金融機関（日本政策金融公庫、商工組合中央金庫）による新型コロナウィルス感染症によ

り影響を受けた事業者に対する無利子・無担保融資の期限が令和３年１２月末まで延長されまし

た。まだまだ新型コロナウィルス感染症による影響により資金繰りに大きな影響が出ている企業

が多くあります。難局を乗り越える手段として活用を検討しましょう。 

 

電子帳簿保存法の改正 

 帳簿書類を紙面ではなく電子データで保管することができる電子帳簿保存法が改正されます。

これまでは決算３ヶ月前までの事前申請が必要でしたが、令和４年１月１日以降は事前承認制度

が廃止されます。電子帳簿にしたいタイミングで申請すれば良いことになりますので、利用しやす

さが向上しました。  

消費税における適格請求書発行事業者の登録申請 

令和５年１０月からいわゆるインボイス制度が開始されます。インボイス（適格請求書）は、売手

が買手に対して、正確な消費税の適用税率や消費税額等を請求書に記載して伝えるものです。具体

的には、現在の請求書に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載を追加する必要があ

ります。売手側、買手側は以下の対応が必要になります。 

＜売手側＞ 

売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボイスを交付

しなければなりません（また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります）。 

＜買手側＞ 

買手は原則として、取引相手（売手）である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要とな

ります。インボイス(適格請求書)を保存していると消費税の課税仕入(支払った経費)として認められます。 

 

この適格請求書発行事業者の登録が令和３年１０月１日から可能となります。

特に免税事業者の方は課税事業者の取引先から適格請求書を発行するように要

望を受ける可能性があります。免税事業者が課税事業者を選択すべきかなど、検

討していきましょう。制度の内容が難しいと思いますので、訪問時に詳細をご案

内していきます。 

 

公認会計士 森 弘毅  

所 感 
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い ざ と い う と き 

 

いざというときのために備えておくことがだいじですよね。 

先日、事務所の駐車場に停めていた私の車が、進入してきた見かけぬ

トラックに衝突されるということがありました。衝突の瞬間は見ていな

かったのですが、ちょうどお昼休みということもあり事務所のみなさん

が一部始終を目撃していて、お昼ごはん中にも関わらずすぐに外に飛び

出し写真を撮り、トラックのナンバーを控え、警察に連絡し、トラック

の運転手に免許証の提示を求めたりと、ものの数分の間に、本当にあっ

という間にてきぱきと動き回ってくれました。事務所のみなさんのその連係プレーの間に、当の

本人の私はというと、ただ立ち尽くしているだけ。どうしていいか分からずじまいでした。 

その後警察が到着し、急にぶつけていないとか車の汚れだとか相手方が言い出し始めたとき

は、さすがに、「じゃあ凹んだところとトラックのバンパーの高さを測りましょう」とメジャー

を持ってくることだけはできましたが。 

警察と相手方が帰り、今後の相手方との交渉云々をどうしようかと、私の加入している保険会

社に連絡したところ、こちらの非はないので相手の保険会社と直接交渉してくださいとのこと。

私は何も悪くないのに自分で動かなくちゃならないのか、と正直面倒に感じたのですが、幸いに

も相手方のトラックが運送会社の所有だったため、勇気を出して運送会社に電話をしたところす

ぐに保険会社に連絡を取ってくれ、その後は保険会社とのやりとりとなりました。 

そんなすったもんだしている最中に、見た目も声もかわいい叔母から電

話がありました。 

「権利証をなくしちゃって、何年か前に智ちゃんに再発行お願いしてた

と思うんだけどどうなった？終活しようと思って通帳とか整理していて

ね、でさ、権利証がないといざ死んじゃったときたいへんでしょ？」と。 

「権利証は再発行できないの。でも権利がなくなるわけじゃないから心

配しないで、登記所にはちゃんと登記されているから。もし売買するとき

はほかの方法で対応できるから。それに死んじゃったら自動的に相続人に

権利が移るし、権利証はなくてもいいの」などと答えながら、ああ、これたしか数年前も私、同

じこと喋ったなと思い出しつつ、 

「でもさ、おばちゃんはまだまだ必要ないだろうけど、終活とか良い心がけだよね、できると

きにやっておいたほうがいいよね、いざというときのために」 

はっ、そうか、いざというときのために準備しておくことが大事なのか。起こりうることを予

期しておかないとならないのですね。 

でもまさか車がぶつけられるなんて。それも交通事故じゃなくて駐車場に停めているときのこ

とまでは。 

  

 

司法書士 米澤 智子  
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コロナ禍ですっかり疲弊し小さくなってしまった私たちの生活は、借入金の返済、納税猶予期限の

到来、低迷する売上と山積みの問題に押しつぶされそうです。 

令和 3 年度の税制改正は雇用を守りつつ賃上げを促すよう企業をささえようとする改正も図ら

れています。ここではひとまず令和 3 年度税制改正から法人税関連で中小企業が使いやすいと思

われるものについて簡単にご紹介します。 

 

 

 

 

①中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長 

中小企業者等の法人税率について、年 800万円以下の所得に対する軽減税率の特例 15％ 

の適用期限が令和 5年 3月 31日まで２年間延長されました。 

 

②所得拡大促進税制の見直し 

適用要件が緩和され、適用期限も令和 5年 3月 31日まで 2年間延長されました。 

改正前  継続雇用者給与支給額が前年度より 1.5％以上増加 

          雇用者給与等支給額が前年を上回ること  

          ↓ 

改正後  雇用者給与等支給額が前年度より 1.5％以上増加  

       

     当期の雇用者給与支給額を前年支給額と比較するだけになりました。 

     増加額 15％の税額控除と教育訓練費増加等による上乗せ 10％は改正前と同様です。 

 

③中小企業向け設備投資促進税制の拡充 

指定業種が拡充され、適用期限も令和 5年 3月 31日まで 2年間延長されました。 

    追加業種  対象となる指定事業に次の事業が追加されます。 

          不動産業、物品賃貸業、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ 

          商店街振興組合など 

  

   適用対象となる資産や取得価格の要件は変わりません。令和 3 年 4 月 1 日以後に取得した

資産に適用されます。 

 

その他改正等ありますが、適用要件等の詳細につきましては、各担当者までご確認下さい。 

 

 

川口 雅子 

 

 

税制改正 
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ワークマン式しない経営 

 

この本は、ワークマンの専務取締役である土屋哲雄氏が書いた本です。 

「ワークマン」というと少し前までは作業服を取り扱っているお店というイ

メージがあり、職人さんたちのお店、と思っていました。けれども、ここ最

近、ワークマンは一般の人達からも注目を浴びています。例えば、小さいお

子さんをお持ちのお母さんが雨の日に、子供を抱っこして歩いても滑りにく

い長靴（レインシューズといった方がおしゃれ）を求めたり、あるいは、山

歩きを楽しんでいる人たちが専門店では高価となっている山用の靴をワー

クマンなら安く手に入る、といって、入荷にするのを心待ちにしていたり･･･

と、いろいろな場面でのいろいろな用途の商品がそろっていて、お客様も

様々な層に拡がっているようです。 

この様な変化はいかにして起こったのか？その疑問に答えてくれるのが、

変化の火付け人である土屋氏が書いたこの本です。 

今まで業績を上げるためにあたりまえだと思ってしていた事を「しない経
．．．．

営
．
」、そして「エクセルを活用

．．．．．．．
するエクセル経営」←（ちょっとこれはエクセル音痴のわたしは エ！ 

と思ってしまいますが）この両建てで経営を改革していったというのです。 

固定観念にとらわれていると飛躍はできません。考え方のヒントがつまっていると思いますので、興味

のある方は是非手に取ってみて下さい。 

相澤 順子 

 

 

 

 

新入社員ご紹介 

 

4月 1日より入社致しました、藤生 将太朗と申します。 

高校時代に簿記を勉強し、そこから会計業務に興味を持ち始めました。皆

さまにご指摘いただきながら、早く即戦力として貢献できるよう精一杯や

っていきたいと思います。 

プライベートでは、サッカー、スノーボード、映画鑑賞が好きで、最近は

麻雀にハマっています。お好きな方とお話が出来れば嬉しいです。 

これからどうぞ宜しくお願い致します。 

 

藤生 将太朗  

  

出版社 : ダイヤモンド社 
著 者：土屋 哲雄 
定 価：1,760 円（10％税込） 
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前号の事務所通信では、未払い賃金の主な原因となる４項目を挙げ、その第１項目“時間外労働手当

等の計算が正しく行われていない”を説明しましたが、今回は、第２項目目の“労働時間の把握が正しく

行われていない”について述べます。 

 

労働時間の把握は、従業員の健康確保の観点からも重要なことですので、労働安

全衛生法によって事業主の義務として定められていて、長時間労働が原因で従業員

が健康被害を受けた場合には、労災事故となったり、事業主の安全配慮義務違反とし

て損害賠償請求を受けたりすることがあります。 

今回は、未払い賃金をテーマにしていますので、労働基準法第３２条関係“労働時

間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準”に沿って、以下説明

します。 

（１）労働時間の確認・記録は次のように行うこととされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）賃金台帳は適正に作成し、その前提となる労働時間の記録に関する書類を保存しなければならない

とされています。 

賃金台帳には、従業員毎に賃金額の前提となる労働日数、労働時間、時

間外労働時間数、休日労働時間数、及び深夜労働時間数を記入しなけれ

ばならない。また、タイムカード、ICカード、出勤簿、残業命令書、従業員自

身が記録した報告書等の労働時間の記録に関する書類は、賃金台帳と共

に３年間は保存しなければならない。 

なお、上記の適正な労働時間の把握と賃金台帳の作成と同時に、就業前の着替えや準備運動、就業後

の後始末等、労働時間としてどこまで考慮するか十分検討し、結果を従業員に周知して、未払い賃金が

生じないようにすることが必要です。 

 

社会保険労務士 白澤 貴夫  

（１－１） 始業・終業時刻の確認と記録は、原則として、次の客観的な方法によることとされて

います。 

タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等を基に確認し、記録するか、

或いは、使用者自らが現認して確認し、適正に記録すること 

（１－２） 事業場外での仕事等の為、例外的に、自己申告制によらざるを得ない場合には、次

のように行うこととされています。 

自己申告が適正に行われるように、従業員、管理者へ十分な説明を行った上で実

施する。自己申告された時間と実態と違いがある恐れがあるときは、実態調査をし、従

業員からの申告が正しく行われているか確認する。 

また、従業員が自己申告できる時間外労働時間数等に上限を設けて、上限を超える

時間数の申告を認めない等、従業員が労働時間数を適正に申告することを阻害して

はならない。 

正しく労働時間の把握を行うには 
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 今月のお取り寄せ 

 

朝の情報番組でとある女優さんが紹介しているのを観て気になっていた 

「道の駅川場」 のプレミアムヨーグルト。 

包装やその外観からもプレミアム感が出てます。 

お味の方もプレミアム！濃厚でまるでレアチーズケーキを食べているかの

よう。 

普段ドカ食いの娘たちも、さすがにその特

別感を味わうべく、少しずつ上品に美味し

く頂きました。 

川場村のふるさと納税の返礼品としても紹

介されています。 

 

 

今泉 典子 

 

夏におすすめ！ 

 

健康や美容に良いとされるお酢。疲労回復や便秘改善、内臓脂肪の減少などさまざまな効果が期

待できますが、毎日の食生活に取り入れるのは大変ですよね。そこでお勧めなのが、炭酸水や水、

牛乳で割って飲める「サワードリンク」。自家製はもちろん、市販の商品でも簡単においしくお酢

を取り入れられます。 

今回は、私のお気に入りの商品をご紹介します。サワードリンクで暑い夏を乗り切りましょう！ 

 

               

 

 

 

 

 

 

自家製サワードリンクの作り方 

果物：リンゴ酢：氷砂糖＝１：１：１の割合で金属以外の容器に入れ、１日１回混ぜれば、約

1週間で出来上がりです(出来上がったら果物は取り除く)。オレンジやレモンはスライスして。

その他にも、好きな果物で作れますよ。 

渋谷 和美 

美酢マスカット(ｼｰｼﾞｪｲｼﾞｬﾊﾟﾝ)  

美酢シリーズの中でも、少しドラ

イで食事に合います。牛乳で割る

と、ヨーグルト風味のデザートに

もなりますよ。 

りんご黒酢(ミツカン)  

リンゴの甘さとお酢の酸味の

バランスが良く、飲みやすい

です。炭酸水で割れば食欲 UP

間違いなし！ 

★ 川場田園プラザ プレミアムヨーグルト ★ 

プレミアムヨーグルト 350ｇ 

1,940 円（ 送料 980 円） 

★ サワードリンク ★ 
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相続が発生すると､その相続人が複数いる場合は遺産を分けるために、遺産分割の協議を行

い、誰がどの遺産を相続するか決めることになります。一般的には「遺産分割協議書」という

書面をつくり実印を押印します。これは遺産が不動産の場合には登記をするために必要な書類

となり相続人全員の「印鑑証明書」とともに分割が適正適法にされたことを証明する書類とし

て法務局に提出する事になります。また遺産が預金等の場合には同様に銀行に提出することに

なります。そして､相続税の申告では相続税の申告書に添付して提出します。 

たまに、不動産の登記の時に作った「遺産分割協議書」と銀行に提出する「遺

産分割協議書」が違うことがあります。法務局と銀行は突き合わせをしないので、

実印と印鑑証明書が添付されていれば、両方とも有効と判断します。ところが税

務署では「遺産分割協議書」は最初に作られたものと内容が異なる遺産分割を行

うと、異なっている部分は「贈与」として贈与税の対象になります。 

例えば相続税の申告を配偶者が全部相続するとして遺産分割協議書を作成し、

税務申告したの後で、再度遺産分割を行って預金等を子供達に相続させる遺産分

割協議書を作った場合などは、配偶者から子供達への預金の「贈与」として、贈与税の対象になり

ます。税務署では最初に作成された遺産分割協議書を基準として、その後に変更があった場合には

贈与として課税するわけです。 

 

平成 2年の民事訴訟に関する最高裁判決では、「すでに成立している遺産分割協議の全部または

一部を相続人全員の合意により解除した後、改めて遺産分割を成立させたことにより取得した財

産は、相続開始時に遡って相続により取得した財産である」と判示し、相続によって取得したもの

と判断しています。 

さらに、平成 11年の東京地裁の贈与税課税処分をめぐる判決では、平成 2年の最高裁判決を踏

まえたうえで、「再度の分割協議が当初の分割協議により帰属の確定した財産を分割協議の名の下

に移転すると認められる場合には、その原因を相続によるということはできず、当初の遺産分割協

議の合意解除および再度の遺産分割協議の成立が無制限に認められるものではない」と判断し、贈

与税を課税した税務署の処分を支持しています。 

つまり、民事的（登記や銀行などに対する対応）には､遺産分割協

議は相続人全員の合意があれば何度でも行えるのですが、税務的に

は当初に作成した遺産分割協議が基本になってその後の遺産分割協

議は贈与となるということになります。民事的な判断と税務的な判

断が異なりますので、くれぐれも遺産分割協議はやり直しが無いよ

うに慎重に行ってください 。 

 

 

 

税理士 武井 秀樹    

  

遺産分割協議のやり直しと贈与税 
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言いかえ図鑑 

 

日本メンタルアップ支援機構代表理事で、企業内ｶｳﾝｾﾗｰとしての経験を生かし防

衛省をはじめ年間 150件以上の研修・講演を行う筆者が「余計なひと言」を「好か

れるセリフ」に言い換えるパターンを、 

15章のシーン別に分けて解説しています。 

日々、無意識に使っている言葉の使い方を少し変えるだけで相手の捉え方が全く

違ってくるひと言… 

言いにくいことを伝えるときでも、相手を傷つけることなく素直に納得してもら

うひと言… 

15章全てが、簡単に実践できる内容となっています。 

更に、2020年 6月に施行された「パワハラ防止法」になりやすい NGワードも

分かりやすく解説しています。 

誰かとかかわりながら生きていく世の中、ちょっとした「言いかえ」で自分

も相手も幸せに… 

豊かな人間関係構築の一助になりそうな一冊です。 

 

新島 澄栄 

  

著 者：大野 萌子 
出版社：サンマーク出版 
価 格：1,540 円 

（10％税込） 

【杉本敦美 作品集より】 
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＜パソコンの基本＞ 

これだけは覚えたい！ショートカットキー 

コピーや貼り付けをするとき、右クリックをしていませんか？ 

パソコン初心者の方にもおすすめの簡単なショートカットがあります。 

 

 

 

 

 

コ ピ ー：『Ctrl』＋『Ｃ』 

貼り付け：『Ctrl』＋『Ｖ』 

切り取り：『Ctrl』＋『Ｘ』 

 

さまざまなソフトウェアで共通して使用できるショートカットキーです。 

３点セットで覚えて、是非日々のパソコン業務の効率化にご活用ください。 

もっと便利に！ショートカットキー 

上記ショートカットキーに慣れましたら、他にも様々なショートカットキーがありますので、 

いくつかご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作を元に戻す：『Ctrl』＋『Ｚ』 

操作をやり直す：『Ctrl』＋『Ｙ』 

開いているアプリ間で切り替える：『Alt』＋『Tab』 

 

文字入力時に、半角カタカナや全角英字に変換したいときはコチラ！ 

 

 

Ｆ６：全角ひらがな    Ｆ９：全角英数字 

Ｆ７：全角カタカナ    Ｆ１０：半角英数字 

Ｆ８：半角カタカナ 

山本 亜希子  

 

おまけ 
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六合地区の温泉は白砂川、長笹沢川の渓谷沿いに点在しています。昔

は草津温泉の強い湯に入った後の「仕上げ湯」として、多くの訪れる人

がいたそうです。 

無色透明でさらりとした、優しい浴感が特徴です。川底から温泉が湧

く尻焼温泉は全国的にも有名です。 

共同浴場「川の湯」（無料）は長笹沢川の川の中に、相当広く仕切られ

たスペースがあり、川底からは、お湯が湧出しております。女性は水着

を用意して下さい。（取材した時は長雨のため増水していて、相当ぬるか

った為入浴はできませんでした。） 

 

「川の湯」の近くには、星ヶ岡山荘（0279-95-5121）、ホテル光山荘（0279-95-5126）の 2軒があり、

それぞれは日帰りの入浴が楽しめますので、旅館も利用してみて下さい。 

尻焼温泉は、野反湖の手前 9 ㎞ぐらいのところにあります。野反湖も観光地として素晴らしいです。

また今回はせっかくですので旧六合村の次の場所も是非とも巡ってみませんか！！ 

 

1. 太子駅
おおしえき

 0279-95-3055 

 戦時中、鉄鉱石を輸送するための太子線の終着駅

である太子駅跡。要塞を思わせる重厚なコンクリート

建造物です。 

2. 赤岩地区の重要伝統的建造物保存地区 

   0279-95-3008 

 山村の養蚕集落として県より選定されています。 

通り沿いの景色、農地や森林が一体となって、昔の

景観を今に伝えています。 

3. 六合
く に

豆腐工場 0279-95-5258 

 六合の天然水を使った手作り豆腐が味わえる。   

 

尻焼温泉：群馬県吾妻郡中之条町 

        

 

所長 森 富夫  

 

 

「六合
く に

の里 温泉郷／ 尻焼温泉：川の湯」 

太子駅 

六合豆腐工場 
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 税務 労務 

８
月 

 

□7月分源泉徴収税額・住民税の特別徴収税

額の納付 ·························· 8 月 10 日(火)まで 

□6月決算法人の確定申告と納税         

 ········································· 8 月 31 日(火)まで 

□12月決算法人の中間(予定)申告と納税         

 ········································· 8 月 31 日(火)まで 

□7 月分の社会保険料の口座振替日       

 ············································· 8 月 31 日(火） 

・災害シーズンに備えて、緊急時の行動基準を周知・徹底するとともに、非常用薬品の常備、重要持出し書類の

表示・区分保管、緊急連絡体制の整備など、防犯対策の見直しを行いましょう。 

・暑さによる疲労がたまりがちなので、従業員の健康管理に注意を払いましょう。 

９
月

 

□8月分源泉徴収税額・住民税の特別徴収税額

の納付 ······························ 9 月 10 日(金)まで 

□7月決算法人の確定申告             

 ······································· 9 月 30 日(木)まで 

□1月決算法人の中間(予定)申告         

 ······································· 9 月 30 日(木)まで 

□令和 2年分の労働保険料（全期・第 1 期）の口

座振替日 ······························· 9 月 6 日（月） 

□8 月分の社会保険料の口座振替日       

 ·············································· 9 月 30 日(木)  

・7 月に提出した算定基礎届に基づいて 9 月分からの新しい標準報酬決定通知書が所轄の年金事務所（又は健

保組合）から送付されてきます。通知が届いたら各人に新標準報酬月額を通知するとともに、10 月支給の給料

からの徴収に備え、賃金台帳等に移記しておきましょう。 

・秋の交通安全運動に伴い、改めて安全運転を呼びかけましょう。 

10
月

 

□9月分源泉徴収税額・住民税の特別徴収税額

の納付 ···························· 10 月 11日(月)まで 

□8 月決算法人の確定申告        

 ······································· 11 月 1 日(月)まで          

□2月決算法人の中間（予定）申告    

 ······································· 11 月 1 日(月)まで       

□9 月分の社会保険料の口座振替日       

 ·············································· 11 月 1 日（月） 

□労働者死傷病（軽度）報告（7 月～9 月分）の提

出期限 ··································· 11 月 1 日（月） 

・全国労働衛生週間に伴い、労働衛生に対する意識を高め、労働衛生管理活動を展開しましょう。 

・健康診断を実施する場合は、受診予定者を最終確認するとともに、受診の周知徹底を図りましょう。 

・税務署は 7 月から新しい事務年度に入り、秋口から税務調査が本格化します。いつ税務調査を受けても対応で

きるように、証拠資料などを整理しておきましょう。 

 

 

税務・労務カレンダー 

梅雨も明け、本格的な暑さが続く今日この

頃… 

皆さまいかがお過ごしでしょうか。 

近隣の花火大会が中止になってしまい、仕

方がないので手持ち花火で気分を上げようと

たくさん花火を買い込みました。 

でもやっぱり打ち上げ花火見たい…。 

大谷 佳夫里 

税理士法人 森会計事務所 

森 弘毅 公認会計士事務所 

白澤貴夫 社会保険労務士事務所 

米澤智子 司法書士事務所 

群馬県邑楽郡大泉町坂田 4 丁目 20番 22 号 

TEL 0276-63-6011 FAX 0276-63-6056 

E-mail morikaikei@mva.biglobe.ne.jp 

URL http://www.morikaikei.jp/ 


