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若布刈
「島々に灯をともしけり春の海」（子規）
海はおだやかに凪いで、海原を微風がわたってきます。春の大潮の頃
になると、若布刈やヒジキ採りをしていたことを思い出します。古来、
・誌面を昔のスタイル

布（メ）とは海草をいい、新春の縁起物とされ尊ばれてきました。九州

にしてみました。

の北部地方に布刈神事として今日まで受け継がれています。

・事務所の新人竹内も

春うらら。事務所のそばの「自然教育園」の緑も濃さを増しています。
春風にさそわれるように、景気も幾分か軽やかになってきました。日銀

登場です。

短観によると大企業の製造業を中心にして業況判断が大幅に改善してい
ます。調査対象の見直しの影響を加味する必要もあるようですが、デジ
タル関連や輸出の増加に支えられた業種で改善が目立っています。個人
目

消費に底堅さが出てきたとの指摘もあります。しかし中小企業や非製造

次

若布刈

業は改善傾向にはあるものの、実態はまだ花冷えの状態が続いているよ
うです。しばらくの間、景気の動向に一喜一憂する日々が続きそうです。

1

四月に入って様々な分野で新しいスタートが切られました。財政法に
３月決算の留意点

3

備えあれば憂えなし

5

「国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる
ものとする。
」と規定されています。これに倣ったのか、法人の決算も三
月に集中しています。法人税法の改正等も、通常、法律の適用開始日を

地価公示

7

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで公告

四月一日としてい
8

ます。
この日から消費

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ使い倒し術 9

税が総額表示に切

卒業報告

り替わって何かと

10

話題を提供してい
犬のはなし

11

春の息吹

12

ます。分りやすくな
った反面、混乱して
いる場面も目にし
ます。添付したレシ
ートのように金額
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表示も内税・外税が混在して複雑になったものもあります。表示方法の変更に伴う「便乗値上げ」
も取引の中に埋もれて、制度に慣れたころに税率の引き上げとなるのでしょうか。
六月一日からは、法人の電子申告が全国開始されます。電子申告を利用する場合は、電子申告
データに利用者が電子署名を行うことになります。代表者や経理責任者は「住基カード」で、税
理士は「税理士ＩＣカード」を利用して行います。既に事務所における電子申告対応システムの
導入は完了しています。また、暗号化による安全な電子申告データの送受信により、個人情報な
どのセキュリティー対策も万全なものになっています。
「電子申告・納税等開始届出書」を提出す
ると税務署から「電子申告キット」が送付されます。手続きに時間がかかりますので早目の準備
が必要となります。
ＩＴ化への対応と新規システムの提供も経営支援業務の一つだと確信して、前向きに取組んで
まいります。

消費税改正

平成 15 年度税制改正により、平成 16 年 4 月 1 日からすべての事業者は消費者に対して、価
格を表示する場合、消費税額を含めた「支払総額」を表示することが義務付けられました。
表示様式は、商品やサービスによってさまざまな方法があると考えられますが、例えば、現在、
税抜価格 9,800 円で販売されている商品であれば、とにかく値札等に消費税相当額を含めた支
払総額「10,290 円」を表示することがポイントになります。表示様式が統一されていないため、
少々混乱しているところもあるようです。
レジシステムを使っているところは注意が必要です。今回の改正ではレジシステムの変更まで
義務付けるものではありませんが、下記例示のように消費者とのトラブルも予想されますので、
いずれ変更が必要なようです。
例：支払総額（税込）157 円の商品を 2 個販売した場合、

レシート（実物）

「税込価格」を基に計算：157 円×2 個＝314 円
「税抜価格」を基に計算：150 円×2 個 ×1.05＝315 円
※店頭表示価格で考えた消費者は 2 個で 314 円と思うが、
税抜単価を計算基礎としたレジシステムでは 315 円で請
求される。
各レジメーカーからも詳細な情報提供がされているとは思い
ますが・・・。
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平成１５年度税制改正を振り返る！？
平成１６年度税制改正の話題を耳にすることが多いこの時期に、もしかしたら誤植？と思われ
たかもしれませんが・・・。
いえいえ、誤植ではありません。というのも平成１５年度税制改正は平成１６年３月決算で適
用されるものが多いからなのです。
そこで、平成１５年度税制改正のうち主なものを「廃止」「新設」「改正」の３つの区分に分け
て見ていこうと思います。
★

廃止されたもの

賞与引当金制度
税務上、経過措置も含めて完全に廃止されました。

★

新たに設けられたもの

ＩＴ投資促進減税
こんな内容です

→

当期中に購入またはリースで賃借したソフトウェアやＩＴ設備の取得

金額の合計額が一定金額以上なら税額控除または特別償却を行うことができます（リースに
関しては税額控除のみ）。
対象となるのは

→

青色申告書を提出する全ての会社が対象です。

ココがポイント

→

一定金額の区分と対象範囲は下記のとおりです。

区分

ソフトウェア

資本金額３億円超の会社が
取得した場合
取得した場合
上記以外の会社が
ﾘｰｽした場合

情報通信機器等

６００万円以上

６００万円以上

７０万円以上

１４０万円以上

ﾘｰｽ費用総額の合計額 ﾘｰｽ費用総額の合計額
１００万円以上
２００万円以上

少額減価償却資産
こんな内容です

→

当期中に取得した３０万円未満の減価償却資産について、一時の損金

算入が可能となりました。
対象となるのは

→

原則として、資本金額が１億円以下の会社です。

ココがポイント

→

この適用を受けるには、該当する資産の明細を保存しておく必要があ

ります。
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自己資本の額

★

総資産の額

改正されたもの

同族会社の留保金課税の適用停止
ここが変わりました

→

新たに自己資本比率が５０％以下の会社についても留保金課税の

適用が停止されることになりました。
対象となるのは

→

期末資本金が１億円以下の会社です。

ここがポイント

→

「自己資本比率」は、前期末の数値を基に判定します。また、同族株

主等からの借入があればその金額も自己資本の額に含めて計算をします。
交際費課税の基準
ここが変わりました

→

資本金が５０００万円以下の会社について、４００万円まで８

０％損金算入という規定から、資本金１億円以下の会社については、４００万円まで９０％損
金算入という規定になりました。
交際費等の金額
損金に算入される金額

３００万円 ５００万円
改正前 ２４０万円 ３２０万円
改正後 ２７０万円 ３６０万円

決算で大変な時期だと思いますが、税額に影響を与える話ですので、あらためて一年間を振り
返ってみてください。もしかしたら、税額が安くなるような事実を発見できるかもしれません。
（たかはし）

都市の夜景

シドニー編

Photo by Hiroyuki Takaoka

今回はシドニーのようです。私が行ってきたわけじゃないんですよね。シドニーって前回
のオリンピック開催地でしたよね。そういえば、今年はオリンピックイヤーですね。開催地
はどこでしたっけ・・・？

（でうし）
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−リスク対策は万全ですか？！−
いまだ、景気動向に関する報道ほどに、経営環境が改善しているという実感はありませんが…。

企業防衛と事業の継続
こんな時代にあって、
「突然の災難に遭遇したとしても事業継続は十分に可能」だと、自信を持
って答えられる経営者は数少ないのではないかと思います。ＩＴ化の進展で、企業活動に伴う新
たなリスクが発生しています。情報管理の不備から膨大な量の顧客情報が流失したり、危機管理
に対する認識の甘さから対応が後手に回って、信頼を失墜させてしまった企業も出ています。
リスクが複雑化し多様化する状況下で、事業の継続的な発展を可能にするには、どのような対
策を用意しておくべきなのか。厳しい時代だからこそ、真剣に考えて対応していかなければなり
ません。

企業経営者を取り巻くリスク
会計事務所として、お客様企業が万一の事故や災害に遭遇した場合の対応も重要な業務として
考えています。私たちは企業財務を通じて、経営内容とその実態を具に知り得る立場にあります。
企業経営者を取り巻くリスクを目の当たりにする機会も屡です。そして、緊急の際の対応として
は、何をさし置いても資金の準備・調達にあることを痛感しています。
身近な問題に限っても、「運転資金」や「債務返済資金」の確保、「従業員の福利厚生」や「労
務対策」資金、
「退職金」や「老後資金」の準備、｢事業承継対策｣や「相続対策」等々、多額の資
金を必要とするものばかりです。経営を円滑に進め、万一の危機に備える資金量は時々刻々と変
化しかつ増加しています。適正な資金量を定期的に算定し手当てしておく必要があります。

生命保険の有効活用
不慮の事故に備えるための資金の確保手段として、生命保険が活用されています。会社契約の
生命保険は、決算対策（節税対策）や福利厚生の一環としても利用されていますが、その契約内
容が状況の変化等によって当初予定した保険目的を満たさないものになっていたり、余分な保険
料を負担する結果となっている保険契約も少なくないように思われます。
契約の内容をチェックして、保険本来の目的に沿って、かつ、適正額を満額確保した保険契約
に組み替えられることをお勧めいたします。

標準保証額の算定
生命保険は人の「生存リスク」や「死亡リスク」に備えて、各
種の商品が開発提供されていますが、資金面からリスク対策を考
えるなら、
「最適な保険商品を確実に満額付保」しておかなければ
万全とは言えません。法人の企業防衛対策として、不測の事態の
発生による「経済的損失」を算出して、これを生命保険でカバー
する方法が用いられています。この客観的な根拠に基づいて「経
済的損失」を算定したものを標準保障額と呼んでいます。
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ここで、簡易な方法で標準保障額を計算してみましょう。実務的には、通常次の①から③の合
計を標準保障額として算定しています。一度、試算してみて下さい。
１．運転資金対策資金
・ 経営者の死亡による信用力の低下と売上の減少に備える。
・ 事業承継準備のための資金として
月間固定費
万円

必要月数
×

カ月

納税準備資金
＋

＝

万円

①

万円

２．借入金対策資金
・不測の危機の救済と、対外信用を維持していくための資金
借入金

支払手形
＋

万円

万円

買掛金・未払金
＋

万円

納税準備資金

＋

＝

万円

②

万円

３．役員退職慰労金・弔慰金対策資金
Ａ 退職慰労金
報酬月額

在任年数

万円

×

年

功績倍率
×

a

＝

万円

※功績倍率は会社規模や業績、役位等に応じて、役員退職給与規定等で定めたものにより
ます。（ 例

社長 3.0

取締役 2.0 監査役 1.5

）

Ｂ 功労加算金
・創業者など会社の発展に特別の貢献があった場合、退職慰労金に加算して支給します。
退職慰労金

a

万円

×

０〜３０％

＝

b

万円

＝

C

万円

Ｃ 弔慰金
報酬月額
万円

×

カ月

※ 遺族が受ける弔慰金については、現在、次の金額まで非課税となっています。
○ 業務上の死亡の場合

最終報酬月額×３６カ月

○ 業務外の死亡の場合

最終報酬月額×

６カ月
③ a＋b+ C
万円

標準保障額（ ①＋②＋③ ）
万円

結果はいかがでしたか？

充分手当てされていましたか？

生命保険の見直しもお手伝いいたします。
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地価公示

国土交通省は先月２２日今年１月１日時点の公示地価を発表しました。新聞各紙の報道は、全
国平均で１３年連続の前年比６．２％下落したが下落率は減少し、都心部における下げ止まりを
強調した記事となっています。これ以上の地価下落を避けたい政府の意向に沿った論調には失望
しましたが、以下発表されたデータから地価の動向とその背景に迫ってみました。
累積の下げ幅は、４８％！
地価は平成４年ごろから下がりはじめ、ここ 13 年間の下落幅は全国平均で 48％、住宅地は 43.2％
でバブル前の 87 年の水準まで戻し、
商業地では 67.6％にも達しています。
東京圏の住宅地で 56.9％、
商業地では 76.2％の下げ幅です。
地価バブルは三大都市圏を中心に急激な地価上昇をもたらし、バブル崩壊後は逆に著しい下落を
みせました。ここ最近はその下げ幅を鈍化させたことは、当然といえなくもありません。一方、地
方はバブル時にそれほどの上昇を見せなかったために下げ幅もゆるやかでしたが、地方経済の低迷
が続く中、近年下げ幅を拡大させてきており、なお底が見えない状態です。

上昇した地点もあり、その理由とは？
商業地で上昇率が 5％を上回った場所は、表参道の第 21ＳＹビル、銀
座の山野楽器ビル、ギンザコマツビル、丸の内ビルなど 9 地点となって
います。表参道周辺は、プラダなどの海外有名ブランド店が相次いで進
出したところであり、住宅地における全国の地価上昇率でもトップ 4 を
南青山と神宮前が独占しました。5 位から 8 位は 3％前後上昇した浦安市
が占めました。通勤の利便さとディズニーランド効果があるようです。
下落が続く地方は、人とマネーが流出し底なし沼状態
住宅地の下げ率ワースト 1 は、千葉県の九十九里町で 20％下落しました。
ワースト 10 の半分は、九十九里浜周辺の町村にあります。バブル期に海浜
リゾートとして人気を集めましたが、開発業者が撤退してしまいました。
商業地の下落率 2 位の愛知県知多郡南知多町は、リゾート施設「内海フ
ォレストパーク」が閉園し、ホテルや旅館の倒産・廃業が後を絶たず銀行
も撤退しました。
東京駅前の丸ビルは 3 年連続日本一
公示地価のトップは丸ビルで、㎡当たり 2100 万円で 5％の上昇。第２
位の銀座の山野楽器銀座ビルは、1700 万円で 8.3％上昇しました。

公示地価の動向を見れば、７月に国税庁から発表される路線価がおおよそ予想できますが、都
心部では上昇しているところもありますので、すべて下がるわけではなさそうです。（ねもと）
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少し前の話になりますが、平成１４年４月１日施行の商法改正で、従来の官報・新聞による公
告（貸借対照表又はその要旨）に加えて、ホームページによるインターネット公開が認められま
した。
本来、全ての株式会社には、計算書類を公開する義務があるのです（怠った場合の罰則規定ま
で設けられています）。なお、有限会社には公開する義務はありませんが、信用力の強化などの点
で公開する意義は十分にあると思います。

◎インターネット公告のメリットは？
簡単かつ経済的です！
インターネット公告は、従来の官報・新聞による公告と比べて、コストを低減できます。公
開に必要なコストは、ホームページアドレスを登記する際の登録免許税 30,000 円と、その他
司法書士の登記手数料のみです。
（参考）官報による決算公告の掲載料金

：

59,126 円〜88,689 円

日刊新聞（全国紙）の公告掲載料金： 570,000 円〜
社会的信用の強化へ！
ディスクロージャーの時代です。積極的に計算書類等を公開することで、会社の信用を高め
るだけでなく、新しい取引先の開拓や、資金調達の多様化も期待できます。

◎インターネット公告の方法は？
ＨＰへ決算報告書を

掲載する︒︵注３︶

ＨＰアドレスを登記

する︒︵注１・２︶

取締役会にてネット

公告について決議︒
（注１）

アドレスを変更する場合には、再登記が必要になります。

（注２）

掲載するホームページは自社のホームページでなくても構いません。
（有料でインターネット公開を請け負う企業・団体もあります。）

（注３）

一度掲載した貸借対照表は、５年間継続して掲載します。ただし、新たに公開する場合

には、初年度は直近の分だけでよいこととされています。

※

記事を御覧になりインターネット公告に興味が湧いた方はご相談ください。 （たけうち）
ここでお得な情報
Ｔ Ｋ Ｃ シ ステ ム を ご 利 用 の お 客 様 に つ い て は 、 Ｔ Ｋ Ｃ 全 国 会 の ホ ーム ペ ー ジ
（http://www.tkcnf.or.jp）を利用した「ＴＫＣ計算書類公開データベース」によ
り、自社の計算書類を無料で公開することができます。詳しくは山下事務所まで。
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通刊第５５号

発行日：平成１６年４月１５日

ふくろう通信の前身「こちら目黒駅前井上事務所」に『パソコンを買おう』という記事を書いていたのはもう１０
年ほど前だったでしょうか。その時の主人公スギヤマ君は独身でしたが、今はふたりの子供の居るお父さん。コ
ンピューターの世界でも、とりわけインターネットの普及はこの１０年特に目覚しいものがありました。
その昔のＩＳＤＮ時代、カクカクした映像でしかできなかったテレビ会議も、高速ＡＤＳＬでは
全く違和感のない映像で対話ができるようになり、それも世界中のどことでも通話料がかからな
いなんて、ひと昔前には考えも及ばなかったか、ドラえもんの世界でしかありませんでした。光
通信が普及すると、さて次は何がでてくるのか、ワクワクしてしまいますね。

様々な機能を仕事や生活に提供してくれるインターネットですが、とりわけ一番お世話になるのは、やはり
「検索サイト」ではないでしょうか。
何かを調べたいと思ったときに、ｙａｈｏｏやＧｏｏｇｌｅの文字入力ボックスに、検索したい文字を打てば、あっと
言う間に関連サイトを探してくれる便利さは、その昔、サーチャーなんていう特別な資格を持った人がやってい
たことをいとも簡単にやってのけてくれるわけで、インターネットの利用には欠かせない機
能となっています。
Ｇｏｏｇｌｅを利用して検索する場合、単語をひとつだけ入力しても莫大な数のサイトが引
かれてきてあまり意味がありません。そうした時、よく使うのが、「ａｎｄ検索」と呼ばれ、複数
の単語をスペースで区切って入力していくもので、誰もが知っていてかつ最も有効な検索方法であります。

今回は知っていると便利な検索方法について、さらにふたつ紹介してみます。

マイナス検索
Ａ -ｂ
例「ラーメン -インスタント」
といったように半角のマイナス記号をつけて二つ目以降のキィワードを入力していく方法で、「ラーメ
ンに関するサイトを探してください、でもインスタントは嫌いなので不要です」と指定する方法です。

ドメイン制約検索
＊＊＊＊ site:www.aaaa.com
あるサイトに以前載っていたはずの情報で、そのサイトはわかるのだけれど探すための方法がそのサイ
トでは提供されていない(ということがほとんどですが)なんて時にもＧｏｏｇｌｅが助けてくれます。
例「税金 site:www.asahi.com」
「朝日新聞のホームページで税金に関するページだけを探しあたい」といった場合には、このようにキ
ィワードの後ろにスペースで区切って半角で site: 、その後ろにドメイン名を入力します。こうするこ
とで特定のサイト内だけの検索に使うことが出来、特にＢＢＳ(掲示板)などで使うと便利でしょう。
ちなみに、Ｇｏｏｇｌｅを使ってページを検索した後は、ブラウザーのメニューから「編集」→「検索」を選んで、も
う一度そのキィワードを入力することで、後はそのページの中にあるキィワードを順に追って行く事が可能です
ので、併用するとより使い勝手が増します。

（たかおか）

9

山下久康税理士事務所

