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ごあいさつ 

上川路会計事務所     上川路美恵野会計事務所 
 

 〒890-0056         〒892-0821 
 鹿児島市下荒田4-1-9     鹿児島市名山町1-3 鹿児島ビル4Ｆ 
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 所長 

 上川路 長生 大 迫 劇 場 

は、コロンビア・セネガル・ポーランドという難敵揃いの

グループで、惨敗の下馬評を覆す健闘を見せて見事１次

リーグを突破しました。Ｗ杯を左右する初戦で力強いプ

レーで勝利に貢献したのが大迫勇也選手でした。〝半端な

い大迫〟として国民に歓喜を届けた立役者大迫の〝半端な

い〟は今年の流行語大賞にノミネートされるかと言われる

ほどで、猫も杓子もＮＨＫでさえ天気予報で〝半端ない暑

さ〟と言い始める人気になりました。Ｗ杯開幕直前で西野

監督の電撃就任があったとしても、三戦全敗というのが巷

の評価でした。前回大会の王者ドイツが敗退するほど戦い

は水物です。勝負師西野監督の覚悟と執念の決断力ある采

配は冴えサムライジャパンは国民の期待に応えてくれまし

た。現在世界最強と言われる〝赤い悪魔〟ベルギーに惜敗

して不動のワントップとして躍動、県民を熱くした大迫劇

場は幕を閉じました。 

 前々から検討を重ねてきた鹿児島ビルの上川路美恵野会

計事務所と今年１０月１日に合併して、税理士法人上川路

会計を設立することに致しました。法人化を前にして『お

客様満足度調査』を行い皆様の率直なご意見や感想をお聞

かせ頂きありがとうございました。顧客第一主義の税理士

法人として、お客様に真にお役に立てる事務所へと変革し

てまいります。         (平成３０年７月吉日) 

 『平成』最後の、恒例荒田八幡宮六月夏越の大祓式へ参

加しました。梅雨の間の好天に恵まれ、〝半端ない〟多く

の人々と一緒に茅の輪を３度くぐりました。今年の干支は

戌で、『新しい息吹の芽生える年』と言われます。戌年に

あやかり、１０月には事務所を法人化して未来へ夢多き事

務所を目指します。 

 世界が注目したシンガポールで、歴史的な米朝会談が行

われました。翌日北朝鮮のメディアは、焦点の非核化につ

いて両首脳が『段階的同時行動』の順守が重要との認識で

一致したと報じました。北朝鮮の本気度を量りかねる中、

共同声明では『朝鮮半島の完全な非核化への、確固として

揺るぎのない約束をする』と曖昧な声明にとどまり進展は

なかったのです。千載一遇のチャンスとなった拉致問題解

決へ安倍首相はトランプ大統領に命運を託すことになりま

したが、したたかで計算高い金正恩委員長との共同声明に

〝拉致〟が盛り込まれることはありませんでした。 

 平成時代は間もなく３０年で終焉します。当時の内閣官

房長官小渕恵三氏が「元号は平成です」とテレビで伝えた

のを、昨日のように覚えています。近年しきりとマスコミ

が取り上げる〝百歳人生説〟があります。特別養護老人

ホームの夏祭りに行くと、施設には必ず百歳を越えた入居

者が少なくともお一人はいて会の輪の中心に座しておられ

ます。私は父が名付けてくれた『長生』という名前が気に

入っていて、美しく老いて秘やかに百歳を迎えたいと願っ

ています。人口減少が続く中、百歳人生時代に懸念される

のが、ＡＩ(人工知能)の進化やインターネットの発達によ

りこれまでのシステムが様変わりしていくことです。長寿

であってもロボット相手に生きねばならずに孤独に耐える

時代の到来が透けて見えてきます。幸運にも私は小学生時

代から将棋三昧で過ごしてきた将棋好きです。百年に一人

という若き天才藤井聡太少年がやがて名人になり、２０年

後の私が陽だまりで将棋界のトップに君臨する藤井将棋名

人の棋譜を見ながら孤独を楽しむ姿を夢見ている昨今で

す。 

 サッカー・ワールドカップ(Ｗ杯)ロシア大会で日本代表 
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５月決算会社申告書提出 

税務カレンダー 
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2018年7月 

７月中において市町村の 

       条例で定める日 
 

 ・固定資産税（都市計画税）の 

  第２期分の納付 

 ７月３１日まで 

 ・５月決算法人の確定申告   

 ・１１月決算法人の中間申告（半期分） 

 ・消費税、地方消費税の中間申告  

   ８月決算法人  第３四半期分 

  １１月決算法人  第２四半期分  

   ２月決算法人  第１四半期分  

 ・２・５・８・１１月決算法人の３月ごとの期間短縮に 

  係る確定申告 

 ・年税額4,800万円超の４月、５月決算法人を除く 

  法人・個人事業者の１月ごとの中間申告 

 ・所得税の予定納税額の納付（第１期分） 

７月１７日まで 

・所得税の予定納税額の減額申請 

７月１０日まで 
 ・源泉所得税の納付     

 ・住民税の特別徴収税額の納付 

● 夏期休業のお知らせ ● 
 

当事務所では下記の期間、夏期休業とさせて頂きますので、ご案内申し上げます。 

休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。  

                  夏期休業期間  ２０１8年8月13日（月）、14日（火）、15日（水） 

税金等の納付・ 

  手続きはお早めに・ 
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２０１８年７月の経理・税務チェックリスト 

業務に漏れはありませんか？チェックしてみましょう！ 

□ ７月は所得税（復興特別所得税を含む）の予定納税額の納付月となりますが、予定納税の義務のある人で、そ

の年の申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、予定納税額の減額に係る承認を申

請することができます。 

 予定納税基準額とは、税務署が計算をして事前に通知する予定納税額をいい、予定納税基準額が１５万円以上

になる場合に、予定納税が必要となります。この予定納税基準額は、所得税及び復興特別所得税の合計額で計算

されます。 

所得税の予定納税額の減額申請 

□ ７月１日現在の従業員（提出すべき被保険者全員）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～７月１０日までです。 

□ 従業員が業務上の事故・疾病で1～３日休業した場合は、四半期ごとにまとめて所轄の労働基準監督署に届け

出ます。７月末までに４月～６月分の報告を行いますが、休業が４日以上になった場合は、その都度報告しなければ

いけません。 

労働者死傷病（軽度）報告の提出 

健康保険・厚生年金の「被保険者報酬月額算定基礎届」提出 

□ 国や自治体の補助金・助成金制度は、毎年度の予算成立を受けてから７月頃までに各制度の骨組みが固まり

ます。補助金・助成金は、それぞれ募集期間や受給要件などが異なります。自社に必要な補助金・助成金について

の情報は早めに収集し、申請のスケジュールを立てておくようにしましょう。 

補助金・助成金の情報確認 

 

おすすめスポット（あこがれの場所・行きたいところ） 

：福岡アンパンマン こどもミュージアム in モール 

このコーナーでは、当事務所職員がひとりずつおすすめ

のスポットや憧れの場所などを紹介していきます。 

お出かけの際の参考にしていただければ幸いです☆ 

職員コラム 
～PART2～ 

 今月の担当：経営支援部 此元 洋助 

 先日、一番下の男の子と一緒に「福岡アンパンマ

ン こどもミュージアムinモール」へ遊びに行って

きました。場所は、福岡の中州川端の博多リバレイ

ンモール内で地下鉄の中洲川端駅から直接行くこと

ができるので小さな子供が一緒でも楽に行くことが

できます。入った瞬間からアンパンマンの世界で、

子供も出迎えたジャムおじさんやアンパンマンに

ギューッとされ満足した様子でした。全天候型の施

設で今からの暑い季節でも空調が効いていてなおか

つお天気の心配もなく小さな子供が遊ぶのにはもっ

てこいの場所だと感じました。また、いろいろなア

ンパンマンのキャラクターがあちこち描かれていた

遊具や小規模なイベントの開催、ステージショーな

どが時間毎にあり短い時間でもたっぷりと楽しむこ

とができます。また、アンパンマンのグッズもたく

さんあります（特にジャムおじさんのパン工場のパ 

ンはよくできてます。）のでぜひ、小さなお子さん

がいらっしゃる方はぜひ一度は遊びに行ってみてく

ださい。 
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『 平成29年度税制改正（案）について 』 

会計・税務のＱ＆Ａ！ 

テーマ 『  「働き方改革」ってなに？  』 

★ 
★          6月29日に、改正された労働基準法や労働契約法など合わせて8本の法律で構成される 

「働き方改革関連法」が成立しました。中小企業でも、人手不足が深刻化し、人材確保に取り組まなけ

ればならない状況です。今回は、働き方改革の概要を取り上げていきます。 

少子高齢化に伴う 

 生産年齢人口(15歳～64歳)の減少 

大企業だけでなく、中小企業においても 

人手不足や長時間労働、生産性の向上などが

重要な課題 

       働き方改革は、このような課題の解決のため、 

  働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる 

 社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるよう 

       にすることを目指しています。 

就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる

環境を作ることが重要な課題 

育児・介護の両立、副業・兼務 

 など、働く人のニーズの多様化 

 働き方改革が必要とされる背景・目的 

  これまで、残業時間は労使協定を結べば、事実上上限なしでした。それが今回の法整備により、改正

労基法が定める残業の上限が、「原則、月45時間かつ年360時間」となります。 

  特別な事情がある場合でも、「年720時間以内、2～6ヶ月平均で80時間以内（休日労働を含む）、 

単月で100時間未満（休日労働を含む）」に抑え、「月45時間を超えていいのは、年6回まで 」 と条件を 

つけました。 

  さらに、違反した企業には6月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される

罰則規定が設けられました。 

①時間外労働（残業）の上限規制（施行時期：大企業2019年4月、中小企業2020年4月） 

 同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の実効ある是正を

図り、同一労働同一賃金の実現を目指します。 

 同一労働同一賃金とは、仕事ぶりや能力が適正に評価され、意欲をもって働けるよう、同一企業・団体

におけるいわゆる正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者） と非正規雇用労働者（有

期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者）の間の不合理な待遇差の解消を目指す

ものです。どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方

を自由に選択できるようにします。雇用形態の違いによって、賃金や休暇、福利厚生などで

差別的な扱いをしてはなりません。 

②雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保（施行時期：大企業2020年4月、中小企業2021年4月） 
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中小企業における働き方改革への取り組み 

 中小企業の人手不足や生産性向上・業務効率化、社員育成などに関し

て、どのように対応すべきか、どのように取り組むべきか、専門家が無

料で相談や支援をしてくれる相談窓口があります。  

 詳細に関してましては、厚生労働省・中小企業庁の「働き方改革支援

ハンドブック」をご覧ください（右図は表紙です）。働き方改革を契機

に、課題解決を進めてみてはいかがでしょうか。 

 労働時間規制や残業代、深夜・休日手当の支払対象外とする「高度プロフェッショナル制度」

が創設されます。 

 この制度の適用は、研究職やコンサルタントといった高度な専門的知識を必要とする業務に就

く、年収が厚生労働省令で定める額以上の労働者に対してであり、本人の同意等が条件です。  

③高度プロフェッショナル制度の創設（施行時期：2019年4月） 

 勤務間インターバル制度とは、前日の終業時刻と翌日の始業時刻との間に、一定の

休息時間を確保する制度のことをいいます。企業にこの制度の努力義務を課し、普及

促進をはかります。 

 終業から、翌日の始業時間まで一定時間の休息を確保することで、労働者の健康面

に配慮するとともに、集中して業務に取り組んでもらうことがこの制度の導入目的です。 

⑤勤務間インターバル制度（施行時期：2019年4月） 

 企業に対し、産業医（企業等において労働者の健康管理等を行う医師）に労働者の健康管理

に必要な情報提供を行うこと義務付けます。過重な長時間労働やメンタル不調などにより過労死

等のリスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、産業医による面接指導や健康相談等が

確実に実施されるようにし、企業における労働者の健康管理を強化します。  

⑦産業医の機能強化（施行時期：2019年4月） 

 月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率（50％以上）について、中小企業への猶予措

置がありましたが、これが廃止されます。月60時間を超える時間外労働に対しては、使用者は

50％以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。 

⑥割増賃金率の猶予措置廃止（施行時期：中小企業2023年4月） 

 有給休暇が年10日以上ある労働者に対し、うち5日について、年次有給休暇の付与後、一年

以内の期間に時季を定めて与えることを企業に義務付けます。 

 ただし、労働者の時季指定又は計画的付与制度により年次有給休暇を与えた場合は当該与え

た日数分については、使用者は時季を定めて与えることを要しません。 

④有休取得の義務化（施行時期：2019年4月） 



第３０回ＫＭＣセミナー(社福編)のご案内 

 講師：上川路美恵野会計事務所 所長 

                 公認会計士・税理士 上川路 美恵野 

『 社会福祉法人会計の基礎社会福祉法人会計の基礎 』 

詳細は同封の参加申込書をご覧ください☆ 

新人経理実務担当者向け新人経理実務担当者向け  
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平成３０年度税制改正セミナーのご報告 

主催 

『 平成３０年度税制改正の留意点平成３０年度税制改正の留意点 』 

カリキュラム 
Ⅰ 法人税制 
Ｑ１ 所得拡大促進税制の見直し 

Ｑ２ 研究開発投資税制その他一定

の税額控除不適用 

Ｑ３ 情報連携投資(lot)促進税制 

Ｑ４ 高度省エネルギー増進設備等

の特別償却制度等の創設 

Ｑ５ 法人税における収益認識時期

の明確化 

Ｑ６ 組織再編税制等の見直し 

Ｑ７ 消費税関係の改正 

Ｑ８ その他の改正 

Ⅱ 電子申告に関する改正 
Ｑ９ 大法人の電子申告義務化 

Ｑ10 年末調整手続の電子化 

Ｑ11 その他の改正 

Ⅲ 国際課税 
Ｑ12 恒久的施設(PE)関連既定の

見直し 

Ｑ13 その他の改正 

Ⅳ 事業承継税制 
Ｑ14 事業承継税制の特例の創設 

Ⅴ 所得税制 
Ｑ15 所得税改革の概要 

Ⅵ 相続・贈与税制 
Ｑ16 特定一般社団法人等に対す

る相続税の課税 

Ｑ17 小規模宅地等についての課

税価格計算の特例の見直し 

Ⅶ その他の改正 
Ｑ18 その他の改正 

 講師：上川路美恵野会計事務所 所長 

                 公認会計士・税理士 上川路 美恵野 

 平成30年7月5日（木）にかごしま県民交流センターに

て、平成30年度税制改正セミナーを開催いたしました。

お忙しい中、たくさんの方にご出席いただきまして誠に

ありがとうございました☆ 

 今後もセミナーを開催予定ですので、是非ご活用くだ

さい☆ 

 社会福祉法人会計は、通常の企業会計と同じく複式簿記が基本ですが、公益性の高い法人の性格などを

反映し特有の考え方が取り入れられているため最初はとまどいがちです。 

 日常の会計処理から決算業務まで経理担当者がおさえておきたいポイントを基礎から解説します。 

 新人経理担当者向けですが、もう一度おさらいをしておきたい方にもおすすめです。 

■ 日日      時時    平成３０年８月７日（火）平成３０年８月７日（火）  

            １３：３０～１６：３１３：３０～１６：３００（※受付開始１３：００～）（※受付開始１３：００～）  
 

■ 会会      場場    鹿児島ビル９Ｆ鹿児島ビル９Ｆ  大会議室大会議室    鹿児島市名山町鹿児島市名山町11--33  
 
 

■ 会会      費費    資料代資料代  2,0002,000円／人（関与先・セミナー会員円／人（関与先・セミナー会員  1,0001,000円／人）円／人）  

  
 

■ お申込方法お申込方法    当事務所通信同封の参加申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸしてください。当事務所通信同封の参加申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸしてください。  

                  参加申込書は、ホームページからもダウンロード可能です。参加申込書は、ホームページからもダウンロード可能です。  

お座席残りわずか！ 
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事業承継対策のすすめ ～ Part4 ～ 

当事務所は、 Ｍ＆Ａ業務に関して㈱日本Ｍ＆Ａセンターと提携する地域Ｍ＆Ａセンターであり、日本Ｍ＆Ａ協会の理事

会員です。 このコーナーでは、Ｍ＆Ａによる事業承継など事業承継対策についてご紹介致します。 

  病院・医療法人、介護施設向けのＭ＆Ａサービスの御紹介病院・医療法人、介護施設向けのＭ＆Ａサービスの御紹介  

引用・抜粋 ㈱日本Ｍ＆AセンターＨＰより 

Ｍ＆Ａシニアエキスパート（31A-31-0028） 

事業承継シニアエキスパート（01AJ-01-0020） 

経営支援部 岩下 

まずは当事務所へお気軽にご相談下さい。 

譲渡側のメリット 

◎連帯保証からの解放、 

 ハッピーリタイアの実現 

◎地域医療・福祉を担う 

 中小病院・介護施設の 

 存続と発展 

◎従業員の雇用を確保、 

 地域の雇用が守られる 

◎子供の希望を尊重できる 

友好的Ｍ＆Ａとは、経営者のご了解のもとに行うＭ＆Ａです 

 

 後継者がいない（子供が継がない）、連帯保証人から解放されたい、労務管理は苦手だ、頻繁な制度

改革で先行き不安、建替え・設備投資の資金負担が重い等、医療・介護の経営者の悩みを解決する手段

の一つとして友好的Ｍ＆Ａ戦略があります。 

所内News！ 新新  入入  社社  員員  紹紹  介介  当事務所に新入社員が 

入所いたしましたので、 

ご紹介します！ 
経営支援部所属 小川 陽加 

 この度、上川路美恵野会計事務所に入所いたしました小川陽加と申します。 

 今年の３月末より勤務を始め、あっという間に３カ月が経ちました。 

 事務所と関与先の皆様のお役に立てるよう、日々努めてまいります。 

 よろしくお願いいたします。 
どうぞよろしく 

お願いいたします 

譲受側のメリット 

◎経営効率化の早い実現が 

 可能（時間を買う、参入 

 障壁を乗り越える） 

◎経営ノウハウの共有化、 

 管理部門・システム統 

 合、共同人材育成 

◎共同仕入れ、資金の効化 

◎医療の質の向上と地域医 

 療の存続と発展 

 ◎地域医療・福祉のさらなる発展のため 

 ◎地域医療・福祉を支えてきた中小病院・介護施設の後継者問題を解決し、 

      施設を存続させるため  

 
 
 

医療・介護にも友好的Ｍ＆Ａによる経営戦略が有効です。 



ご相談は上川路まで ・・ 

編集委員 上川路美恵野 赤塚 盛喜 福留 坪山 川口 小川 

 編集後記 
        記録的な豪雨により、12府県で土砂災害や川の氾濫等の甚大 

       な被害を残した西日本豪雨。土砂崩れや水没により変わりはて

てしまった街の様子、避難をする人々をみて、昨日まで平穏に過ごしていた人々

の幸せを一瞬にして奪い去ってしまう大自然の脅威に言葉をなくしました。そん

な中、建物の2階近くまで水が迫り、取り残されてしまった人達を自主的にボー

トを出して助け出そうとしている人達の姿をみて心が温かくなりました。被害に

あわれた方達の為に今の自分に何ができるかを考え、行動したいと思います。 

上川路会計   検索 

   連絡先：上川路会計事務所  
 

 〒890-0056 鹿児島市下荒田4-1-9     

  Tel 099-252-7070 Fax 099-252-6400 
  E-Mail kamikawaji@tkcnf.or.jp 
         URL http://kamikawaji-kaikei.com/ 
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随想 「 蟻の道  」  上川路美恵野 

 
 

  ブランコの子ら夏雲を蹴り上げる     美恵野 

 税務や会計、経営や保険な

どについて、分からないこと

があれば上川路会計事務所

にご相談ください！ 

 ま た、お知り 合

いに開業予定の

方がいらっしゃい

ましたら是非ご

紹介ください！！ 

梅雨の終わりは集中豪雨が付き物ですが、今年は広範囲で平成最悪と言われる大きな被害を出してしまい

ました。お見舞いを申し上げます。 

 

先月、娘の小学校で授業参観があり、その中で「親子で俳句を作る」という時間がありました。娘の通う

小学校は私の母校でもあって、一緒に校内を巡り、私の記憶よりも古ぼけた校舎や大きく育った木などを感

慨深く眺めてきました。句の出来映えはご愛敬ですが、子どもの感性や目の付け所などを知ることが出来て

楽しいひと時でした。参加している保護者には祖父母世代も多かったのですが、俳句は小さな子供もお年寄

りも一緒に気軽に取り組める文芸だなと改めて魅力を感じたところです。 

さて、小林一茶といえば『雀の子そこのけそこのけお馬が通る』や『痩せ蛙負けるな一茶これにあり』

等、誰でも一度は聞いたことのある句を遺して親しまれている俳人ですが、句から想起される人物像とは別

の顔もあったようです。 

『一茶の相続争い～北国街道柏原宿訴訟始末～（高橋敏 著 岩波新書）』という本では、小林一茶が故

郷の北信濃で父親の遺産を巡って継母・弟を相手に訴訟を起こした顛末が語られています。 

 若い頃に故郷を出たっきりの兄が数十年ぶりに戻ってきて、病床に伏していた父親の看病をします。父は

兄弟で田畑家屋敷を折半するよう遺言状を遺し、それを拠り所として長年実質的に家業を支えてきた継母・

弟と十年にわたって争いを繰り広げる・・・何だか、設定を現代に置き換えても通用するような筋立てです

ね。 

 『我と来て遊べや親のないすずめ』という句に表されるように家庭的に寂しい境遇に育ったため弱きもの

小さきものへの優しい眼差しを持ち『めでたさも中くらいなりおらが春』と、あまり経済的には恵まれなく

とも事足れりとする無欲な人柄なのかと思っていたのですが、相続が絡むとかなり生々しい人間的な面も

あったようで興味深く読みました。 

 相続は、財産の移転の面と事業の承継の面とがあり、多面的に検討が必要な事案ですから、現代でも重要

なテーマです。特に中小企業の事業承継が十分に進んでいないことは社会の課題となってい 

ます。代替わりを積極的に推進するために平成３０年度の税制改正では特例事業承継税制 

が創設されました。中小企業の円滑な事業承継の推進は地方都市では今後の活力に影響を 

与える重要な課題であって、私も新しい制度について勉強中です。 

 また、事業承継は他人事でもなく当事務所でも大切な課題であって準備を着々と進めて 

         いるところです。一茶の句に『蟻の道雲の峰よりつづきけん』があり 

         ますが、小さなものが粛々と大切なものを運び続ける様子に親近感を 

         感じています。 

           今後ともよろしくお願い申し上げます。  

mailto:kamikawaji@tkcnf.or.jp
http://kamikawaji-kaikei.com/

