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当会のシステムに減価償却資産のご登録がある会員の方には、８月に「減価償
却費の計算書」を発送いたしました。
記載内容に誤りがある場合、あるいは固定資産の新規取得や除却等がある場合には修正いたしますの
で、お早めにご連絡下さい。また、新たに計算書の作成を希望される会員の方は、前年分の決算書の「減
価償却費の計算」欄（３面）をお持ち下さい。

消費税

「簡易課税制度」を選択される方は、
今年中に届出書の提出をお忘れなく！

平成３０年

令和元年

課税売上高
5000万円以下

「簡易課税制度選択届出書」
提出

令和２年

令和３年

「簡易課税制度」適用開始
（２年間継続）

消費税の確定申告の方法は、２通りの方法（「本則課税」と「簡易課税」）があり、納める税
金が大幅に異なる場合があります。「個別面接による記帳相談・指導会」の際に資料をご持参
いただければ、どちらの方法が有利か試算いたします。はじめて消費税の課税事業者になられ
る方や事業用資産の購入予定がある方は、試算されることをおすすめします！
軽減税率制度実施後の消費税額の計算について、「中小
事業者の税額計算の特例」があるそうですが、どのよう
なものでしょうか？
令和元年10月1日以降は、税率ごとに
区分して記帳する（区分経理）ことが原則
ですが、様々な理由から区分経理することが困難な中小事業者の方につい
ては、簡便に税率ごとの区分ができるよう、税額計算の特例が設けられて
おり概要は次のとおりです。
【売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者】
①
②
③

仕入れを税率ごとに管理できる中小事業者
①の特例を適用する事業者以外の中小事業者
①・②の割合の計算が困難な中小事業者

⇒
⇒
⇒

小売等軽減仕入割合を利用可能
軽減売上割合を利用可能
50／100を利用可能

【仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者】
①
②

売上げを税率ごとに管理できる中小事業者
①の特例を適用する事業者以外の中小事業者

⇒
⇒

小売等軽減売上割合を利用可能
簡易課税制度の届出の特例を利用可能
（青色だより第135号参照）

※
※

中小事業者とは、基準期間における課税売上高が5，000万円以下の事業者をいいます。
制度の詳細は国税庁ホームページ（www．nta．
go．jp）内の特設サイト「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。
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お知り合いの方に
“大和青色申告会”を
ご紹介下さい！

令和元年11月１日発行

お店を経営している個人事業主の方
マンションなどの賃貸収入のある方

新規入会者をご紹介していただいた方には
粗品（缶ビール券5枚）をプレゼント！

会員サービスのご紹介

青色申告会って
どんな団体？

青色申告会は、青色申告者によって組織された健全な納税者団体であり、神奈川
県には18の青色申告会があります。
「一般社団法人 大和青色申告会」は、大和税務署管内（大和市、座間市、海老名市、
綾瀬市）の青色申告者によって組織され、約
５千８百名の会員の中から選任された役員が
無報酬で会運営にあたっております。
年会費15，000円で、記帳・決算の個別
指導、金融斡旋のほか、研修旅行・生活習慣
病健診・各種共済等の福利厚生事業も行いつ
つ、公平で合理的な税制の確立を目指して活
動しております。

■セミナーや研修会、研修旅行の開催
■会報などで税の情報を発信
■あおいろ優待サービス

■記帳・決算の個別指導（予約制で月1回、土曜日または日曜日も実施）

（ズーラシアや八景島シーパラダイスなど約20の施設での優待割引サービス）

■税理士、弁護士、総合保険コンサルタントといった各分野
の専門家による無料相談

■「生活習慣病健診」や「ＰＥＴ－ＣＴがんドック」も優待
料金で受診できます。

■会計ソフト「ブルーリターンＡ」のサポート

■掛金全額が所得控除できる「小規模企業共済」をはじめ、
団体割引または格安な掛金の共済・保険の斡旋

■税務書類の提出代行
■当会にご登録いただいた減価償却資産の「減価償却費の計
算書」を作成・送付

■「一人親方労災保険」加入のサポート
■日本政策金融公庫など融資制度のご紹介
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ティバザーの開催、下田青年部長

次いで佐藤女性部長からチャリ

次いで小林事務局長からパナソ

減税率制度説明会の開催、指導員

から街頭献血の開催、会計ソフト

指導計画、税理士無料税務相談の

の増強、ｅ‐Ｔａｘへの取り組み、

ブルーリターンＡの講習会の開催

ニックホームズ株式会社との提携

減価償却費の計算書の作成および

等、それぞれの部の事業について

について報告が行われた。

配付、記帳支援サービス、農業支

報告が行われた。

開催、記帳指導受託事業の実施状

部の確定申告相談指導体制、租税

況、税務研修会の開催、消費税軽

の収支状況、役員研修会の開催、

教室の開催等について報告が行わ

各委員会から
理事会決定事項の報告

支部繰越金、会費の口座振替の現

名が出席し、役員研修会

業承継税制について」と題し、約

香 野 署 長 は、 小 石 川 署（ 東 京

１時間の講話が行われた。

都）をはじめ、東京国税局、二本

松署（福島県）など過去の赴任地

の話、凍み豆腐や地酒、花見山と

いった出身地・福島県福島市の特

産品や観光地の話、若い頃に従事

していたコンピューター関連事務

の話などを交えながら、後継者が

先代事業者から特定事業用資産の

贈与を受けた場合に贈与税の納税

が猶予されるという事業承継税制

の概要、対象となる資産、適用を

受けるための手続や要件、具体例

による税額計算などを分かりやす

く説明された。

佐藤女性部長

下田青年部長

支部長会議開催
今年度第１回目の支部長会議が
況、事務局のトイレ改修と電話機

員等約

総合福祉センターにおいて、役職

さ る ９ 月 ９ 日（ 月 ）、 座 間 市 立

役員研修会開催

大和税務署長が講話

個人版事業承継税制

れた。

年度の税制改正要望意見が報告さ

最後に小林事務局長から令和２

９ 月 ９ 日（ 月 ）、 座 間 市 立 総 合 福

合保険コンサルタントによる無料

支決算、参加者へのアンケート結

回会員大会の実施（参加者数、収

次いで西海厚生委員長から第

祉センターにおいて理事および支
回

れた。

護士無料法律相談の開催、第

入れ換え、休日指導会の開催、弁

部長等約
れた。
通常総会の収支決算等が報告され
次いで岩崎組織委員長から青色

た。
コーナーでの事績と今後の対応、

セミナーおよび無料保険相談の開

回会員大会の開催、総

さつの後、川会長が議長に、一

催、保険および共済等の手数料収

果）と第

部支部長（大和南支部）と矢澤支
夏期会員増強特別運動の事績、会

誌の発行計画、税を考える週間に

次いで大原広報委員長から広報

いて報告が行われた。

入、生活習慣病健診の開催等につ

勢拡大の有効的な方策等について
次いで柴田税制委員長から会員

報告が行われた。

部長（入谷第２支部）が議事録署

いて各委員会から報告が行われた。

会議では、理事会決定事項につ

名人に選出され議事に入った。

務署・個人課税第１部門）のあい

川会長、水澤統括官（大和税

50

まず藤井総務委員長から今年度

因む広報活動、役員一泊勉強会の
開催、会館取得についての調査、
ホームページ改修等について報告
が行われた。

香野義吉署長

香 野 義 吉 署 長 を 迎 え、「 個 人 版 事

研修会は、講師に大和税務署の

が開催された。

50

27
西海厚生委員長
大原広報委員長

28

25

名の出席のもと開催さ

藤井総務委員長
岩崎組織委員長
柴田税制委員長

令和元年11月１日発行
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会員の皆様からの寄稿
だったので水田は青々と茂ってい

だった。

１番下の娘に男の子が生まれ、
今２歳である。幸いにも、私に懐

りで、孫と２人きりでキャンプす

いつの日か上高地の梓川のほと

いてくれている。

た。イチイの木の丸い刈込と、な

私 の 運 転 で 信 州 路 を 走 る。 夏

あおいろポスト
まこ壁土蔵の黒と白が織りなす独

青年部ニュース

下田

兼義

多くの献血協力に感謝
部長

しいですね。

また、今年分の確定申告にも気

を付ける必要がありそうです。早

月９日に行われました

めの情報提供をお願いしたいと思

います。

さて、

街頭献血のご報告です。

こんにちは、青年部です。

この５年間、大和税務署さんに

ることが私の最大の夢である。

ご協力いただき、良い結果を残す

特な風景がなぜか懐かしい。父は
遥かにかすむ山並みを眺め、その

厳しい夏もやっと終わりを迎

告会の会員さんも多く含まれてい

残っています。その中には青色申

た大型台風の被害は各地にまだ

め幹部の皆様、職員の皆様にも献

お忙しい中、香野署長様をはじ

た。

の献血人数

今年もおかげさまで、過去最高

山からの湧水が竹のパイプから

ることと思います。心よりお見舞

しかし、この秋に連続で発生し

ことができております。

え、さわやかな秋の訪れを感じら

であった。
父の案内で車は山奥へ入って行

滔々と流れ落ち、庭から見上げる

く。昔は木こりで生計を立ててい

父の故郷は、見渡せば遥かに北
山並みは、ほぼ垂直にそびえ立ち、

名を達成いたしまし

アルプス連峰が見える長野県の安

だきました。

曇野。病を発症する前、父は某大

月１日、とうとう消費税の軽

血車においでいただきご協力いた

いる。

い申し上げます。

た。

くださった会員さんもいらっしゃ

らには、わざわざ車で駆け付けて

また、近隣の事業者の方々、さ

事業者としてだけではなく、消

いました。

減税率が導入されました。

ルーツということもあり、私は信

費者としても税率の違いに気を配

父の故郷、すなわち自分自身の

突然、故郷に帰りたいと父が言い

らなければならないのは少し煩わ

詳しくは年内発行の青年部通信
人に個人事業税の納付書が送られ

費税の軽減税率導入など、ますま

毎年の確定申告についても、消

借りいたしまして、ご協力いただ

まずは、取り急ぎこの紙面をお

ブルーウェーブに掲載いたします。

息子の開業届等。たくさんの書類

てきました。こういうものが送ら

ようになりたいと思います。

州が好きである。特に上高地が大

女性部ポスト

れてくることも知らなかったの

主人と息子、それぞれが別個の

を書きました。

55名

きました皆様にお礼申し上げま

52名

す。ありがとうございました。

3名

す複雑なものになりつつありま

合計

す。納税者としては、もっと簡単

400ml

で、慌てて送付元の県税事務所に

200ml

問い合わせました。

献血人数

に申告できないものかと願うばか
りです。

63名

相続なんて一生に一度経験する
制は複雑で、一度の経験で全てを

かどうかです。しかし、日本の税
把握することは、とても出来ない

58名

月から

月分までを申告すれば良いものと
ところが、消費税の納税義務に

5名

月まで、息子の分は
思っていました。

ついては、主人の分と息子の分を

ですが、女性部の活動で自己研鑽

合計

扱いなので、主人の分は１月から

監査役

とありますが、当時は何も分から

と感じました。

して知識を深めたり、部員の皆さ

まだまだ分からないことばかり

合算して判定されることを聞かさ
不思議に思う点や戸惑いを感じ

れ驚きました。

ないまま、教えてもらいながら手
続に着手しました。

る点もありましたが、何とか手続

まずは主人の廃業届等。そして、
亡くなった日までに確定した所得

ん と 情 報 共 有 し た り し て、 何 か
あっても落ち着いた対応が出来る

400ml

清水

月、主人が亡くなり

12
そして数か月経ち、３人の相続

200ml

相続雑感
４年前の

11
を終えました。

受付人数

10
金額と税額を計算して作成する準
確定申告書。さらに、跡を継いだ

献血のご報告

陽子

好きだ。

数年前、

た村だ。

れるようになりました。

景色を瞼に焼き付けているかの様

10

55

出した。先祖のお参りと無沙汰し

あれは父が亡くなる

10

その先は北アルプスへと繋がって

松 岡 純 二

手企業の副社長を現役で務めてい

今は亡き父を偲んで

南林間西支部
支部長
ている親戚を回りたいとのこと

10

ました。死亡後の手続はいろいろ

10
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令和元年10月１日から消費税の軽減税率制度が実施されました。軽減税率の
対象品目を取り扱っている事業者の方（飲食料品の卸売・小売、農業・漁業、
食品製造、外食等の業種）はもとより、軽減税率の対象品目を取り扱っていな
い事業者の方や、課税事業者と取引を行う免税事業者の方も以下のような事務
を行っていただくこととなります。
事業者の区分
軽減税率対象品目の
売上げ・仕入れ（経費）あり

課税事業者
軽減税率対象品目の
仕入れ（経費）あり

事業者の例

令和元年11月１日発行

大和税務署からの
お知らせ
必要となる主な事務

●飲食料品を取扱う小売・卸売業
●売上げ・仕入れ（経費）を税率ご
（スーパーマーケット、青果店等、農家）
とに記帳するなどの区分経理
●出前・テイクアウトがある飲食業
（レストラン等）

●税率ごとの税額計算

会議費や交際費として飲食料品を購入す
る場合など

●仕入れ（経費）を税率ごとに記
帳するなどの区分経理
●税率ごとの税額計算

軽減税率対象品目の売上げあり

免税事業者

課税事業者と取引を行う場合に相
手方から区分記載請求書等の交付
を求められる場合あり

※【区分経理】とは、これまでの記載事項に加え、「軽減税率の対象品目である旨」帳簿に記載することです。
※【区分記載請求書等】とは、これまでの記載事項に加え、「軽減税率の対象品目である旨」及び「税率ごとに合計した税込対
価の額」を記載した請求書等で、課税事業者の方が仕入税額控除の適用を受けるために保存が必要な書類です。

会員様のご家族 及び 従業員の皆様へ
平成３１年１月以降、
「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書は、ＩＤとパスワー
ドがあれば、ｅ-Ｔａｘで送信できます。（スマートフォンでもご利用できます。）

【利用のための手続き】
１

ＩＤ・パスワード方式の申請
お近くの税務署で職員と対面による本人確認の後、ＩＤとパスワードを即日発行します。運転免許
証などの本人確認書類をご持参ください。（勤務先のお近くの税務署でも発行できます。）

２

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」へアクセス
確定申告書の作成を行います。

３

作成コーナーからｅ-Ｔａｘで送信（申告書を提出）
上記１で取得したＩＤとパスワードを利用してｅ-Ｔａｘで送信すれば申告完了。

青色だより
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支部と会員数
支部数

（令和元年10月20日 現在）
会員数

大 和 北

１３

９６２

大 和 南

１６

座

間

海 老 名
綾

瀬
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支部数
農

会員数

会員数

業

４

１，１５８

準会員Ａ

１２４

１，
０１８

歯科医師

２

２４

準会員Ｂ

１４２

１４

９８７

税 理 士

１

７８

１４

８０８
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今後の行事予定

事務局からのお知らせ
◆下記の日付につきましては、業務時間に変更がござい
ます。会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、
ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

●令和元年12月15日（木）
業務時間 13：30 ～ 17：30
●令和元年12月16日（金）
業務時間 18：45 ～ 11：00
●令和元年12月19日（月）
業務時間 18：45 ～ 15：00
●令和元年12月18日（水）
業務時間 18：45 ～ 15：30
●令和２年11月15日（水）
業務時間 18：45 ～ 11：30
●令和２年11月16日（木）
業務時間 13：30 ～ 17：30
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会計ソフトを利用した記帳指導等(受託)(第3回、
第4回)
青年部 ブルーリターンＡ講習会
役員一泊勉強会
広報活動(やまと産業フェア)
広報活動(やまと産業フェア)
記帳確認
厚生委員会(第5回)、
会員大会入札
大和南地区 記帳確認
大和北地区 記帳確認
青色家づくりサポート無料個別相談会
海老名地区 記帳確認
座間地区 記帳確認
監事会(中間監査)
女性部 役員会(第3回)、
バザー値付け
綾瀬地区 記帳確認
大和北地区 記帳確認
女性部 チャリティーバザー(えびな市民まつり)
座間市民ふるさとまつり
海老名地区 記帳確認
座間地区 記帳確認
東京地方税理士会大和支部との幹部協議会
座間地区 記帳確認
大和北地区 記帳確認
綾瀬地区 記帳確認
弁護士無料法律相談
海老名地区 記帳確認
大和南地区 記帳確認
広報活動(海老名ふれあい農業まつり)
広報活動(あやせ産業まつり)
綾瀬地区 記帳確認
大和北地区 記帳確認
海老名地区 記帳確認
座間地区 記帳確認
海老名地区 記帳確認
大和北地区 記帳確認
大和南地区 記帳確認
座間地区 記帳確認
指導員研修会(第4回)
休日指導会
女性部 役員会(第4回)、
懇親会
青色家づくりサポート無料個別相談会
無料保険相談
弁護士無料法律相談
理事会、
理事会・委員会合同懇親会
女性部 サークル活動(フラワーアレンジメント)

■広報紙「青色だより」に広告
を掲載してみませんか？

広告募集

■発行部数は、会員数と同数（約
5,800部 ） で、 大 和 市、 座
間市、海老名市、綾瀬市の会員様に配付しております。
■この記事の大きさで１回5,000円です。（会員様の場合
は、２割引で4,000円）さらに、年間契約（年５回）
の場合は、１回分を無料とさせていただきます。
■ご希望の方は、当会事務局（広報担当）までご連絡くだ
さい。

