ホームページもご覧下さい
公益社団法人

国見町の木【あかまつ】
国見町の花【もも】
町で古くから栽植されている。
町の代表的な生産物。４月下旬、
義経伝説で知られる「義経の腰か 阿津賀志山からの眼下に広がる花
け松」があかまつです。
の景観が美しいです。
国見町の鳥【うぐいす】
町に生息し、３月中旬から８月
上旬にかけて「ホーホケキョ、ケ
キョケキョ」と美声をさえずる小
鳥です。

第509号
平成27年9月1日発行

私のポケット

﹁ 今 日 も 暑 い で す ね ぇ﹂ 今 年 の 夏
はこの言葉でどの位挨拶を交わした
だろうか︒連日 ℃を越える暑さの
中︑今年ほど夏バテで体が堪えたこ
とはありませんでした︒まさしく猛
暑・ 酷 暑 な ど の 季 語 が 当 て は ま り︑
さらには炎暑や極暑という言葉もあ
るようです︒
また今夏は局地的な集中豪雨︑突
風や竜巻などが各地で発生してお
り︑年々異常気象が多くなってきて
いると感じます︒また火山噴火活動
も 昨 年 の 御 嶽 山 を は じ め︑ 今 年 に
入って口永良部島︑箱根山︑桜島と
続いております︒地元である吾妻山
も心配ではありますが︑土砂災害や
噴石などの大きな災害にならないこ
とを切に願います︒
お盆を境に空気が変わり︑朝晩涼
しく感じるようになりました︒確実
に秋に向かって季節の変わり目を感
じます︒お盆中に東北自動車道を車
で北上しました︒宮城︑岩手県内に
入ると広大な土地に田んぼが広がっ
ており︑稲穂が黄金色に少し色づき
始めていました︒東北に住んでいる
私たちは豊かな大地でそれぞれの伝
統文化や四季折々の美味しい食材な
どの恩恵を十分に享受しているんだ
なぁとその景色を見て実感しました︒
季節は秋に入ります︒秋の味覚と
言えば秋刀魚や秋茄子などたくさん
の美味しい食材があります︒実り多
い豊穣な秋に思いを寄せながら︑残
り少ない残暑を乗り切って行きたい
と思います︒
︵日下記︶

9
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http://f-hojin.or.jp
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着任あいさ つ
福島税務署長

告書や法定調書といった税務関係書類

されます︒皆様におかれましても︑申

災害対策の３分野での利用が順次開始

まり︑来年１月から︑社会保障・税・

ご協力をお願い申し上げます︒

用の働きかけなど︑
引き続きのご支援︑

で︑未利用の会員や取引先の方への利

のための取組を進めてまいりますの

とも︑ｅ

Ｔａｘ の一層の普及・定着

や︑社会保険料の事務手続などでマイ
ナンバーが必要となりますので︑記載

福島法人会と会員企業の皆様の益々の

最後になりましたが︑公益社団法人

光
が必要な書類の確認や社内規程の見直

ご繁栄を心から祈念いたしまして︑着

美
し等といった準備を進める必要があり

橘
７ 月の定期人事異動により︑福島税

供を行っているほか︑法人会の皆様の

動は次のとおりです︒

橘

美光

︵敬称略︶

福島税務署の法人関係部門の主な異

の定期人事異動が発令されました︒

七月十日付で︑国税庁︑仙台国税局

ോ୕ྩ૽ম։൲

任の挨拶とさせていただきます︒

公益社団法人福島法人会の皆様に

お力添えをいただきながら︑会員の皆

ます︒国税当局といたしましても︑国

は︑日頃から税務研修会︑税務情報の

様向けの説明会への講師派遣に積極的

税庁のホームページ等を通じた情報提

広報紙への掲載など︑税務行政に対し

に対応するなど︑
あらゆる機会を捉え︑

務署長を拝命いたしました橘でござい

−

ます︒

ご支援をいただき︑厚く御礼申し上げ

周知・広報を実施してまいりたいと考
たします︒
Ｔａｘ に関しまして申

えておりますので︑よろしくお願いい

ます︒
特に︑女性部会及び青年部会を中心
に︑次代を担う児童・生徒の皆さんに

続いて︑ｅ

し上げます︒国税当局としては︑利便

対する﹁租税教室﹂の開催につきまし
ては︑積極的にご支援をいただいてお

Ｔａｘ で受付可能なデータ形式
て準備を進めているところです︒今後

に変換する機能を提供することについ

−

小幡 孝子
佐々木匡之
長南 和明
早坂 貞浩

調査第三部門総括主査︶

︵仙台国税局調査査察部

特別調査官

︵仙台中税務署総務課長︶

特別調査官

︵仙台国税局調査査察部特別査察官︶

副署長

︵仙台国税局総務部税務相談官︶

副署長

︵仙台国税不服審判所管理課長︶

︻新任︼

え︑携帯電話等の音声通信認証による

性向上に向けて︑個人利用者が電子証

本人確認といった新たな認証方式を導

りますことに改めて感謝申し上げま
開催した各学校からも︑大変ご好評

入することや︑ｅ

署 長

をいただいており︑この場をお借りし

明書を使用する現行の認証方式に加

ましてご報告させていただきますとと

際の郵送による添付書類の提出に代え

Ｔａｘ で申告した

もに︑今後も引き続きご支援をよろし

て︑イメージデータによる提出を可能

月

で作成された企業の財務諸表のデータ

とすること︑更には市販の会計ソフト

−

され︑社会保障・税番号制度︑いわゆ

さて︑平成 年５月に番号法が公布

くお願いいたします︒

す︒

−

をｅ

になりました︒これにより︑本年

から個人番号及び法人番号の通知が始

10

るマイナンバー制度が導入されること

25

法人課税第一部門統括官

︵仙台南税務署

夏坂

小林

真史

康弘

法人課税第一部門統括官︶

法人課税第三部門統括官

︵仙台中税務署

千葉

智宏

個人課税第一部門連絡調整官︶

法人課税第四部門統括官

法人課税第二部門統括官︶

︵古川税務署

︻転任︼

吉幸︵署長︶

仙台国税局課税第一部次長

北野

隆資︵副署長︶

仙台国税局課税第一部資産評価官

佐藤

昌吾︵副署長︶

国税庁関東信越派遣監督評価官

松㠀

邦彦︵特別調査官︶

仙台国税局総務部主任税務相談官

菊地

茂之

盛岡税務署法人課税第一部門統括官

平栗

︵法人課税第一部門統括官︶

純一

郡山税務署特別調査官

千田

︵法人課税第三部門統括官︶

健一

仙台中税務署情報技術専門官

西崎

︵法人課税第四部門統括官︶

2

実際の譲渡対価

時価×50％未満

時価を課税売上

県税からのお知らせ

︽個人住民税における特別徴収義
務者の一斉指定について︾

福島県と県内市町村は︑県内にお

個人県民税︶の特別徴収を推進して

ける個人住民税︵個人市町村民税と

いくため︑対象となる事業主の皆様

︽平成 年度税制改正について︾
今回は︑法人税︑消費税︑源泉所得

を特別徴収義務者として︑平成

年

税関係の改正内容についてのお知ら

度又は平成

年度に一斉に指定する

取組を実施しています︒

支払者が︑納税義務者である給与所

年４ 月１ 日 以 後 開 始
支配目的の株式︵持株比率１／３

得者︵従業員︶に代わって︑毎月従

個人住民税の特別徴収とは︑給与
超︶への投資については︑経営形態の

／３以下︶への投資については︑他の

株比率は①５％以下︑又は②５％超１

りました︒支配目的が乏しい株式︵持

な い よ う に １０ ０ ％ 益 金 不 算 入 と な

自分で納税に出向く手間が省けるな

かからず︑従業員の皆様にとっては

に税額計算や年末調整をする手間は

していただく制度で︑所得税のよう

徴収︵差し引き︶し︑市町村に納入

標準とします︒ただし︑棚卸資産を贈与

当する金額に満たない価額により譲渡し

譲渡金額がその資産の仕入価額以上の金

投資機会との選択を歪めないように︑

なお︑譲渡資産が棚卸資産である場合︑

た場合をいいます︒

した場合には︑その棚卸資産の仕入価額

額で︑かつ︑通常他に販売する価額のお

ど大変便利になります︒

産の価額︵時価に相当する金額︶を課税

以上の金額︑かつ︑通常他に販売する価

新たに区分を設け︑益金不算入割合は

金額を対価の額として確定申告したとき

扱われます︒

した場合には該当しないものとして取り

あるときは︑著しく低い価額により譲渡

ては全額益金算入︵特定株式投資信託

また︑株式投資信託の分配金につい

︵県庁税務課︶

の各市町村にお問い合わせください︒

詳しくは︑給与支払報告書提出先

おむね ％に相当する金額以上の金額で

はその取扱いが認められます︒

① ％︑又は② ％となりました︒

額のおおむね ％に相当する金額以上の

２．法人がその役員に対して低額譲渡し

の分配金は︑ ％益金不算入︶となり

実際に役員から受領した金額ではな

数などに応じて合理的に定められた値引

用人の全部に対して一律にまたは勤続年

載しているパンフレットをご覧くだ

詳しくは︑国税庁ホームページに掲

ただし︑贈与や低額譲渡が︑役員や使

く︑その譲渡の時におけるその資産の価

率に基づき行われた場合は︑時価ではな

ました︒

額︵時価に相当する金額︶を課税標準と

東北税理士会福島支部 杉原 吉一

さい︒

た場合

50

20

課税資産を役員に贈与した時︑その資

著しく低い価額により譲渡した場合と

事業年度︶

直し︵平成

３．受取配当等の益金不算入制度の見

せ第２回です︒

27

税理士会コーナー

﹁法人の役員に対して贈与・低額
譲渡した場合の消費税の取扱い﹂
消費税は︑原則として︑実際に受領し
た課税資産の譲渡等の対価の額が課税標
準となります︒例外として︑対価を得な
い取引に対して︑対価を得て行う資産の
譲渡とみなして課税される場合と一定の
取引でその対価の額が時価に比べて著し
く低い場合には︑その時価を対価の額と

時価×50％以上

渡した場合は次のように取り扱います︒

棚卸資産以外の資産

業員に支払う給与から個人住民税を

仕入金額未満

選択等に税制が影響を及ぼすことの

みなして課税されます︒

27

時価を課税売上

50

法人がその役員に対して贈与や低額譲

28

通常の売値×50％
未満で譲渡

は︑その資産の時価のおおむね ％に相

仕入金額以上

１．法人が役員に対して贈与した場合

27

実際の譲渡対価
を課税売上

棚卸資産

通常の売値×50％
以上で譲渡

50

く実際の対価の額により課税されます︒

します︒
この場合の︑その資産の価額に比べて

3

20

50

﹁それは趣味とは言わないじゃないでしょ

﹁お酒ですかねぇ﹂

情に厚く相手の気持ちを重んじる社長のよ

な人物では無い︒私の思うところ義理と人

月のこよみ︼
﹃敬老の日の前は⁝⁝﹄

﹁３年 億増収計画﹂
推進員等表彰

７月 日︵木︶開催の第 回厚生委員
会にて︑３年間で事務手数料収入 億を
目指す﹁３年 億増収﹂計画︵ 〜 年度︶
において︑ 年度に優秀な成績をあげた
福利厚生制度受託会社の推進員と代理店
の表彰が行われた︒
◎大同生命︵村島誠・佐藤ケイ子・阿部
洋子・村上由貴・菅野恵美子・一條陽子︶
◎ＡＩＵ損害保険︵㈲エイビーシー総合
保険事務所・東京商事㈱・㈱クリエイ
ト︶
◎アフラック︵共進㈱︶

4

続けていた︒また昨年の七月には福島西ラ

イオンズクラブに入会︑様々な社会・地域

︻

福島税務署と共催の改正税法説明会を
月２日︵金︶
・伊達市︑５ 日︵月︶
・福
島市において開催予定です︒詳細は別途
ご案内します︒

改正税法説明会開催のお知らせ

28 10

1

26

弟の渡辺忠雄氏は飯野町で株式会社エコ

たが︑株式会社になったら世間の見る眼も

年となる︒創業者は渡辺兼三郎氏で東北電
うか﹂

すよと冗談をいう︒学法福島工業高校を卒

うである︒二十七歳の頃から地元の消防団

23

貢献をしている︒

ライフ福島の社長をしている︒一般廃棄物

違ってきたし社員も誇りを持ったという︒

大事に考え︑また社員及び作業員全員の幸

力とご縁ができ︑現在も発電所︑変電所︑

﹁いまでも酒は毎晩のように飲んでいます

業するとすぐ宇都宮で土木の仕事を修行す

に入団︑消防活動をまじめにこなし九年前

10

10

26

処理業︑材木のリサイクル︑堆肥の製造な

どをしており︑渡辺土木の専務も兼ねてい

渡辺兼光氏が社長に就任したのは平成七

る︒

年︑株式会社に改組したのは平成二十二年

ころは好き勝手なことをし︑親子ケンカも

絵・文 ややまひろし

度々あった︒だが︑それが社会勉強になり

である︒長い間︑有限会社で仕事をしてき

猛暑が続くなか︑例によって福島法人会

会社は常に安全最優先をモットーにして

せな家庭を守り︑今後も活力ある職場を目

おり︑いままで地道に築かれてきた信用を

すね﹂

﹁十五歳の頃は相当無茶をなさったようで

対してくれた︒両者とも話が面白く︑三人
ありました﹂

﹁えぇ︑無免許でバイクに乗っていた頃も

送電関係の請け負い工事と維持管理などの

よ︒もっとも酒も飲めないようでは土木の

る︒二年後の昭和五十一年に福島に戻り︑

に退団︑その後他の組合組織に入会した︒

指していきたいと語っていた︒

で 爆 笑 が 続 き︑ ま る で 居 酒 屋 に い る よ う

仕事を請け負っている︒その他公共工事の

仕事は続けられませんからねぇ﹂

﹁ご趣味は﹂

土木工事︑とび土工︑環境緑化などの仕事

父の仕事を手伝う︒当時の社員は五︑六名

話は面白いがこの社長︑決していい加減

もあります﹂

もありますし︑定期便の運転手をしたこと

﹁赤ちょうちんの調理場で仕事をしたこと

﹁社会勉強というと﹂

もしている︒
残念ではあるが先代の兼三郎氏は平成七
年二月二日に他界された︒
二代目社長の渡辺兼光氏は昭和三十一年
二月三日︑節分の日に福島市上浜町で生ま

で忙しいときは近所の農家の人々に手伝っ

現在︑福島県北鳶土木業協同組合の代表理

れた︒いまも誕生日に豆を投げられるんで

てもらって︑電力施設の草刈りなどをして

事を務めている︒また福島地区の安全運転

９

創業は昭和二十五年だから︑業歴六十五

だった︒

社長の渡辺兼光氏と顧問の斎藤守氏が応

の渋谷氏同伴で仁井田にある渡辺土木を訪

（ıĳĵ）ĶĴĶ-ĶĲĸĶ

世の中のことがいろいろ解ってきた︒

༠᥆¡ ӎҴ 

問する︒

（福島市仁井田字前林川原２−８）

管理者協会の会長を昨年の五月まで五年間

吉川会長はじめ厚生委員・受賞者の方々

代表取締役

いた︒毎日仕事があるわけでもなく親子で

10
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パ チ ン コ を し て い た 時 期 も あ っ た︒ 若 い

2015

