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先月、
３台 玉 突きの 追 突 事 故 に遭 いまし
た。加害者は、遠くの信号機が青になった
のを見て発進し、停まっている直前の車を
見ていなくて、パニックになりブレーキとア
クセルを踏み間違えたそうです。加齢とと
もに判断能力の低下はつきものですが、車
をいつまで運転するか自分で判断しないと
いけないのが難しいですね。
「ちょっと」
し
た事故でしたが、車は全損だし、交通事故
の怖さを再認識することになりました。

田村

最近、鼻からの胃カメラを初めて体験しま
した。鼻からうどんを通 すような感じとは
聞いてたのですが、とても緊張していまし
た。
ドキドキしていましたが、検査の担当は若
くて可 愛 い お 姉さんで 胃カメラも鼻から
スっと入り、とてもスムーズ に 終 わって
ほっとしました。バリウムより胃カメラの方
がいいなと思いました！

古川

最近、塩こうじ料理にハマっています。料
理といっても、 朝、塩こうじにお肉を漬け
ておいて、夕方帰ったら焼くだけ。
お肉が柔らかくなっていて子供達が喜ん
で 食 べ てくれます。これ から少しずつ レ
パートリーを増やしたいです。

谷田

最近買ってよかった期間限定モノを紹介
します。
①バスクリンと森永製菓「ICE BOX」のコ
ラボ入浴剤
色はブルー、香りはグレープフルーツで、
とても癒されます。
②スタバの加賀棒ほうじ茶フラペチーノ
味は予想以上♪ぜひレギュラー化してほし
いです！

村田

奈保子

和代

佳子

美香

長女が高校生になり、弁当作りが始まって
はや３ヶ月。
週 末も長 女 、次 女 い ずれか の 部 活 、試 合
で早朝からの弁当作り・・・。休みなしの弁
当作りに早くも音を上げています。
次女の高校卒業まで６年間、乗り切れるの
か不安です・・・。
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先日、大学時代の先輩が京都高島屋で陶
芸の個展をしていたので、遊びに行ってき
ました。先輩夫婦と久しぶりに昔話に花が
咲きました。他の先輩方の近況を聞くと、
私も知っている大企業の社長になってい
たり、主夫や学校の先生、桶職人になって
いる人も・・・。今でも春には京都で花見を
されているらしいので、来年は混ぜてもら
おうかと思っています。

親の車の車検が 近付き、運転をサポート
する機 能 のつ いた車を買 おうか 、親と一
緒に悩んでいます。
買うとなれ ば お 金 が か かるし、だ からと
いってあと何年乗るんだ？乗らなくなった
ら同居？など、先のことまで考えるのは本
当に難しいです。
まだまだ元 気な両 親なので、余 計に悩ん
でいます。
どうなることやら・・・

子どもが通う保育園に、中学生4人が、”お
仕事体験”にやってきました。
その中に男の子もいて、珍しいなと思って
いました。翌日保育園の教室をのぞいて
みると、その男の子が園児を膝の上にの
せて絵本を読んであげているのです！
ちょっと感動しました。日本の未来は明る
くなりそうです♪

お知らせ
クラフトビールを楽しもう
事務所窓から

-税務調査が増えています-

新人さんいらっしゃい！

市村

沙織

この時期は庭が雑草だらけになります。
子どもが庭で土遊びをするので、なるべく
除 草 剤は使 いたくないと思っていました
が、草刈りをしたそばから生えてくるような
雑草の勢いに閉口して、今年は除草剤を
使うことにしました。
おかげで今年は庭の管理が楽ちんです。

福田

宗弘

東京に勤務しておりましたが、Uターンで
生まれ育った奈良に戻ってきました。
6月は田植えのシーズン、実家の周りでは
蛍が夜空を舞う姿を見ることができ、都会
にはない自然の豊かさを感じることがで
きます。
奈 良 は時 間 の 流 れ は ゆっくりで す が、仕
事は一つ 一つ 確実に覚え、テキパキこな
せるように頑張ります！
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税務署の手間が省略され、人員を税務調査

は、税金に関する質問を納税者に行うことが

へ振り分ける傾向のようです。

できる質問検査権を有しているため、納税者

員）の4～6月の報酬月額を「算定基礎届」によ

り提出します。今年の提出期間は、7月1日から7
月10日までです。

クラフトビールを楽しもう
『とりあえず、
ビールで！』

ベネ部

事前通知なく調査されることもあります。

申告や 医療費控除の領収書添付が不要と

なる場合はSBLからお知らせいたします。

7月1日現在の従業員（提出すべき被保険者全

8

す。ただ、現金商売を行う事業者に対しては、

去年から、税務調査が増えています。電子
なったこと、年金所得者の申告不要制度など、

健康保険・厚生年金の
「被保険者報酬月額算定基礎届」提出
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-税務調査が増えています-

月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所

得税は7月10日が納付期限になります。対象に

-30万円の一括損金算入- 4,5

七転び八お記

-お知らせ-

ル選びを相談したりと、
クラフトビールを通

SBLではベネフィット・ステーションを福利厚生サービスとして導入しています。
じてコミュニケーションの輪も広がります。普
毎月どのように活用しているか、
ご紹介します。

夏に向けて気温も上がり、
ビールが美味し

い季節になってきました。
かつては大手ビール

段ビールを飲み慣れない人も新たなビール

メーカによる一般的なラガービールが日本で

の味を発見できるのではないでしょうか？

のビール市場の大半を占めていましたが、近

奈良ならではのクラフトビール

調査日程は変更も可能ですが、税務調査官

は税務調査を拒否したり、黙秘したり、虚偽の

「強制調査」
と
「任意調査」

説明をすることはできません。

強制調査は、事前に当局が

強い会社にするための監査として

不正の情報をつかんでいて、

調査を受けるということは、取り調べを受け

証拠隠滅の恐れのある納税者に対して通告

ているようで感情的に嫌なものです。

なしに強制的に行われるものです。映画「マ
ルサの女」
などで、
『税務調査は怖い』
というイ

ただ、調査を受けて良いこともあります。社

メージが先行していると思いますが、
よほどの

内外の不正が判明したり、今後の社内体制を

ことがない限り強制調査には至りません。ほ

見直し、強い会社にするきっかけになります。

とんどの税務調査は任意調査です。

タダで会社を強くするための監査をしてもらっ
ているという見方もできます。
（八木）

任意調査は、事前に税理士を通じて、調査
日程、対象期間、調査人数などが通知されま

奈良でクラフトビールといえば、ならまち

年大きく成長しているのがクラフトビールの

にバーを併設している醸造所があったり、奈

シェアです。

良県産のお米を使ったビールがあります。

最近では、各所でクラフトビール専門店が

また、東向商店街にあるビアバー『LBK

オープンし、普通の飲食店でも置いているお

Craft』
では国内外の10種類ものビールを飲

店が増え、
とても身近になってきました。
また春から秋にかけて国内のどこかで、
ビ

むことができます。
インスタ映えする美味し

アイベントが開催され、多くの人が色々なビー

い料理もあり、
ビール好きの事務所スタッフ

ルの味を気軽に楽しむことができます。

は何度かお邪魔してい

多彩な味わいを楽しむ

ます。皆さんも今夏、お

爽や かな柑橘系の味

好みの一杯を見つけて

わ いや、スパイシーな喉

みてはいかがでしょう？

越しを楽しめるものなど、

(古川）

作り手の個性を感じるこ

LBK CRAFT

とができるのがクラフトビールの面白さです。

奈良市東向南町5-1, 井上ビル2F
TEL 0742-93-6707

何人かで飲み比べしたり、お店の人にビー
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新たにスタッフとして加わりました福田です。

出身は奈良県天理市で、大学院卒業後、就職を機に上京いたしました。東京で

は信託銀行・銀行で計４年間働いておりましたが、父親も定年退職を迎え、田舎

の長男として、今後は私が地元を支えていく立場となるため、決心し生まれ育った奈良に戻って参りました。
実家では水稲とぶどうを栽培しており、奈良に戻ってからは栽培方法に加え、農業用機械の使用方法、
メ

ンテナンス等を父親より本格的に引き継いでおり、将来的には一人で父や亡き祖父と同じように立派な農
産物の栽培ができるようになりたいと考えております。

企業を取り巻く経営環境は厳しさを増す中、職を求めて上京する知人も多く、地元で先祖代々の土地・資

産・事業の承継が今後益々困難になっていくと考えております。私も引き継いでいく立場となりますが、税理
士事務所SBLではそのような悩みの相談を受けられるような人材になりたいと考えております。

一日も早く社内業務を覚え、お客様に信頼していただけるよう努力してまいる所存でございますので、今

後ともどうぞよろしくお願いいたします。
（福田）
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tax topics

30万円未満の一括損金算入
年間50万を超える法人が適用する、30万円未満の減価償却資産を全額損金として認め
てもらえる制度、
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度」
（以
下、当該制度）の適用が2年延長されました。
これは法人だけでなく、個人事業者であっ
ても同様の取扱いがありますが、
ここでは法人を前提に制度を紹介します。

適用のポイント

（3）他の特例と併用できないこと
研究開発税制を除き、他の租税特別措

当該制度を適用するにあたり、注意す

置法上の特例（圧縮記帳・特別償却・

べきポイントは、次のとおりです。

税額控除）
との併用適用はできません。

（1）期間が限定されていること

（4）経理処理や申告手続きが必要

適用には期限があります。改正前は平

実際に適用を受ける場合には、次の経

成 30（2018）年 3 月 31 日まででした

理処理や手続きが必要

が、平成 30 年度税制改正により期限
が 2 年延長され、“ 平成 32（2020）年

•費用として経理処理（損金経理）する

3 月 31 日まで ” となりました。

こと
•申告の際に明細書（別表十六（七））

（2）適用できる金額に上限があること

当該制度の概要

当該制度は、従業員数 1,000 人以下の

取得価額が 30 万円未満の減価償却

を添付すること

資産であることが要件です。
この “ 取

なお、取得価額が 10 万円以上 20 万円未

得価額 ” の単位は、通常の減価償却

中小企業者等※が、一定期間内に取得等

満である場合には、3 年間で償却する制度

資産の取得価額の判定と同じで、「通

し、かつ、事業に用いた取得価額 30 万円

（20 万円未満の一括償却資産の損金算入

常 1 単位として取引されるその単位ご

未満である減価償却資産で一定のもの（以

制度）の適用も考えられます。20 万円未満

と」
です。

下、少額減価償却資産）を費用にしたとき

の一括償却資産の損金算入制度を適用し

また、金額に消費税分を含めるか否か

は、その費用とした金額の合計額が事業年

たときには、償却資産税の対象にはなりま

は、法人の経理方法に従います（税抜

度単位で 300 万円（事業年度が 12 ヶ月に

せんが、当該制度は対象になります。
そのた

き経理→税抜きで判断）。

満たない場合には月数按分が必要）に達す

め当該制度とどちらを適用した方が総合的
に有利なのか、慎重な検討が求められます。

例（１単位）

るまで、その事業年度の損金として認めて

・ 応接セット…テーブルとソファの合計

もらえる特例です。

（出典：MyKomon）

・ 部屋のカーテン…1部屋ごとの合計

中小企業者等とは

中小企業者等とは、
資本
（又は出資、
以下同じ。
）
の有無に応じて、
それぞれ次に掲げる法人です。
① 資本がある場合
…その資本金の額が 1 億円以下である
こと

a. 常時使用する従業員の数が 1,000
人を超える法人
b. 同一の大規模法人（資本金の額が 1
億円を超える法人又は資本がない法
人のうち常時使用する従業員の数が
1,000 人を超える法人で、中小企業投
資育成株式会社を除く。）

ただし例え 1 億円以下であっても、次
の法人に発行済株式総数（出資総額）
の 2 分の 1 以上を所有されている法人
や 2 以上の大規模法人に発行済株式
総数（出資総額）の 3 分の 2 以上を所

② 資本がない場合

有されている法人は、“ 中小企業者 ” に

…常時使用する従業員の数が 1,000

はなれません。

人以下であること
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○取得価額金額別の特例適用可否（適用○、不適用×）
償却方法
取得価額

10万円未満の 20万円未満の
少額減価償却 一括償却資産
資産
の損金算入

全額損金算入 3年均等償却

当該制度
全額損金算入

（年300万円上限）

10万円未満

○

○

10万円以上20万円未満

×

○

○

20万円以上30万円未満

×

×

○

5

○
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に基づいたアドバイスには僕も共感した。
自分自身も受験に専念してみて、これから
税理士試験を受験しようとしている人には、
若いうちに受験に専念して資格を取ることを

-ロボット掃除機について-

勧めている。
退職を決めた 12 月

No.3

た。仕事から帰って掃除機を引っ張り出し、

最近の掃除機には様々な種類があるよう

受験に専念するために退職することを所

で、吸引力自慢なキャニスタータイプ、スタイ

床におもちゃを広げる子供たちに不満をこ

長に言ったのは、
１２月末のことだったと思う。

リッシュなスティックタイプ、自動でおまかせ

ぼしつつ、家具の下をかける時は腰をかが

最初、退職時期は確定申告後の３月末の予

同僚とも人間関係は良く、充実した２年間

ロボットタイプ、その他にハンディ型や布団

めて…。『掃除機をかけるってこんなに大

定だったが、引き継ぎの関係でＧＷ前になっ

だった。
けれど僕はそこに安住するつもりは

専用なども見かけるようになりました。

変なんだ』と、改めて感じました。

た。後任者へうまく引き継げたか気になって

なかった。
ここはゴールではない。資格を取

中でもロボットタイプの掃除機は、自分で

いたが、所長からは
『何とかなるから』
と言わ

らなければ納得できない。
このままで収まり

掃除機をかける作業がなくなるので、とても

れ、少し寂しい思いがしたのを覚えている。

時短になります。

税理士受験④
〜現状に甘んじないために〜

たくはなかった。

ロボット掃除機のデメリット

デメリットもいくつかあります。

ロボット掃除機は、センサーで障害物を

『もう君はいらないよ』と言われたように思え

もしあの環境にいて数年も経てば、会計

判断し、あると判断したときは速度を緩め

たのだ。

ながら掃除します。

事務所での地位も確立できただろう。気楽

僕も後に経営者側となってわかったこと

な実家暮らしのままでもいられた。

は、良くも悪くも組織というものは新陳代

しかし、センサーに引っかからないもの

謝を繰り返しながら存在しているという

もたくさんあり、そんなときは結構な強さの

しかしそれでは満足できない自分がい
た。
自分がどこまで行けるのか、見てみ

ことだ。引き継いだ後任者も、最初はミ

たかった。

スをするかもしれないが、それなりに能

受験に専念することを選択

がち、次第に部屋は汚れていきます。部屋

退職してからの日々

が汚れていると落ち着きませんし、やっと休

の科目に合格すればいいので、働きな

受験勉強の計画だが、まず退職し

がらでも取り組むことができる資格だ。

た年に１科目、２年目に２科目、３年目

しかし学校に通ったり、試験前に休み

に２科目の計画を立てた。受験に専念

をとって勉強に専念できるかなど、勤め先

するので、金銭的にそれが限界だ。母親に受

の理解が必要になってくる。当時、試験休暇

験勉強代を援助してもらうことになるので、

をもらえる会計事務所はまれだった。

何としても２年４ヶ月でケリをつけないといけ

実際に働きながら受験されている人は少

ない。

なくないが、10 年〜 20 年という長期戦を覚

当然、受験勉強に打ち込まないといけな

悟しなければならない。

いのだが…。

僕が退職して勉強に専念することを決め

人間誰でもやる気のスイッチというものが

たのは、先輩税理士Ｓさんのアドバイスの影

あるのだろう。
そのスイッチの押し方が誰に

響が大きかった。受験に専念できる環境を

も…自分でも…わからない。
それまで、毎日

作れる若いうちに、短期集中で合格を目指

顔を合わしていた同僚や所長、顧客と接点

すため、受験一本に絞った方が良いという

がなくなり、ポッカリ大きなものが失われた

のがＳさんの考えだ。

気持ちになった。…続く
（八木）

実はＳさんも受験専念組で、その実体験
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るものには注意が必要です。また、毛足の

仕事などで忙しいと、掃除は後回しにし

力を発揮してうまく引き継げるものだ。

税理士試験は数年かけて５つ

ままぶつかっていくので、転倒の恐れがあ

ロボット掃除機は負担を軽くする

長いカーペットに対してはゴミを吸い取る効
果が弱くなります。
『掃除ルートがもどかしい』というデメリッ

みの日が来ても、部屋の片付けや掃除で貴

トもあります。ロボット掃除機は、センサー

重な休みが潰れてしまうことも。

で判断しランダムに走行するので、ゴミ除

ロボット掃除機の最大のメリットは

去が完全にできるまでに時間がかかります。

『勝手に掃除をしてくれる！』

最新のロボット掃除機は自分でルートを

もう、これに尽きます。

考えるマッピング機能を搭載し、この無駄

家事にかける時間が短くなると、自由な

をグッと省いてくれる

時間が増え、心にも余裕が生まれてきます。

そうです。

また、掃除機の効率を上げるために普段
から床にものを置かなくなるという習慣も身

ロボット掃 除 機 が

につきます。

入っていけない場所や、急いで気になる範

我が家はロボット掃除機を 3 年ほど前か

囲を掃除したい場合は自分で行わなけれ

ら導入しました。留守にしている時間に設定

ばいけませんが、普段のお掃除はロボット

しているので、帰ってきたときにはスッキリ

にお任せして、うまく負担を減らしてみては

です。

どうでしょう？（村田）

少し前にロボット掃除機を修理に出した
のですが、修理中の掃除はとても大変でし

7

