
ぎんざ寄席 撮影：新納正也

公益社団法人

京橋法人会

CONTENTS
令和４年度税制改正に関する提言   2・3
ぎんざ寄席の報告   4
令和４年度税制改正スローガン   5
納税表彰・功労者表彰受彰者の紹介   5
事業報告   6・7 
コラム

「在宅勤務に係る費用を会社で負担する場合の取扱い」  8

知って得する税情報
「100％子会社の清算に伴う税務上の取扱い」   9

京橋税務署からのお知らせ   10 ・11
中央都税事務所からのお知らせ   12 
中央区役所からのお知らせ   13
築地警察署からのお知らせ   13 
INFORMATION   14・15

「ぎんざ寄席」を再開　～会場は大盛り上がり～
法人会の「令和４年度税制改正に関する提言」

セミナー情報、会員サービス事業の
詳細はホームページをご覧下さい。

京橋法人会 検索

2021 ／ 11・12 月号
税と地域の情報誌

社内回覧願います



2

法人 きょうばし

１.財政健全化に向けて
○２０２５年度は団塊の世代がすべて７５歳の後期
高齢者となる節目の年であり、社会保障給付の急
増が見込まれる「２０２５年問題」と称されている。
政府が歳出・歳入の一体改革に本気で取り組めば、
２０２５年度のＰＢ黒字化は決して達成できない目標
ではないことを強調しておきたい。
○感染症拡大が収束段階になった際には、税制だ
けではなく大胆な規制緩和を行うなど、スピード感
をもって日本経済の本格的な回復に向けた施策を
講じる必要がある。なお、相応の需要喚起を行うこ
とも必要ではあるが、それがバラマキ政策となら
ないよう十分配慮すべきである。
○財政健全化は国家的課題であり、コロナ収束後
には本格的な歳出・歳入の一体的改革に入れるよ
う準備を進めることが重要である。歳入では安易
に税の自然増収を前提とすることなく、また歳出に
ついては、聖域を設けずに分野別の具体的な削減
の方策と工程表を明示し、着実に改革を実行する
よう求める。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
○社会保障給付費は公費と保険料で構成されて
おり、財政のあり方と密接不可分の関係にある。適
正な「負担」を確保するとともに、「給付」を「重点
化・効率化」によって可能な限り抑制しないかぎり、
持続可能な社会保障制度の構築と財政健全化は
達成できない。
○社会保障は「自助」「公助」「共助」が基本である。
これを踏まえ公平性を確保したうえで、その役割と
範囲を改めて見直す必要がある。次なる新型感染
症が発生した場合に備える意味でも、抜本的な医

療制度改革の議論を開始する必要がある。
○医療は産業政策的に成長分野と位置付け、デジ
タル化対応など大胆な規制改革を行う必要がある。
令和４年度は診療報酬の改定年となるが、給付の
急増を抑制するために診療報酬（本体）の配分等を
見直すとともに、ジェネリックの普及率をさらに高
める。

3．行政改革の徹底
○地方を含めた政府・議会は「まず隗より始めよ」
の精神に基づき自ら身を削り、以下の諸施策につ
いて、直ちに明確な期限と数値目標を定めて改革
を断行するよう強く求める。
・国･地方における議員定数の大胆な削減、歳費の

抑制。厳しい財政状況を踏まえ、国と地方の公
務員削減と能力を重視した賃金体系による人件
費の抑制。

１．新型コロナウイルスへの対応
○中小企業は我が国企業の大半を占め、地域経済
の活性化と雇用の確保などに大きく貢献している。
いわば経済社会の土台ともいえる存在であり、こ
れが立ち行かなくなれば、経済全体にとっても取り
返しのつかない事態に陥る。政府と自治体は複雑
で多岐にわたるコロナ対策の周知・広報を徹底す
るとともに、申請手続きの簡便化やスピーディーな
給付を行い、中小企業が存続を図れるよう全力で
取り組む必要がある。

2．法人税関係
○中小法人に適用される軽減税率の特例１５％を

本則化すべきである。また、昭和５６年以来、８００万
円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得
金額を、少なくとも１，６００万円程度に引き上げる。
○租税特別措置については、公平性・簡素化の観
点から、政策目的を達したものは廃止を含めて整
理合理化を行う必要はあるが、中小企業の技術革
新など経済活性化に資する措置は、以下のとおり
制度を拡充したうえで本則化すべきである。
①中小企業投資促進税制については、対象設備を

拡充したうえ、「中古設備」を含める。
②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特

例措置については、損金算入額の上限（合計３００
万円）を撤廃し全額を損金算入とする。なお、そ
れが直ちに困難な場合は、令和４年３月末日まで
となっている特例措置の適用期限を延長する。

3．消費税関係
○消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全
化に欠かせないが、軽減税率制度は事業者の事務
負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コスト
および税収確保などの観点から問題が多い。この
ため、かねてから税率１０％程度までは単一税率が
望ましく、低所得者対策は「簡素な給付措置」の見
直しで対応するのが適当であることを指摘してき
た。国民や事業者への影響、低所得者対策の効果
等を検証し、問題があれば同制度の是非を含めて
見直しが必要である。
○消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってよ
り重要な課題となっている。消費税の制度、執行面
においてさらなる対策を講じる必要がある。
○令和５年１０月からの「適格請求書等保存方式」
導入に向け、本年１０月より「適格請求書発行事業
者」の登録申請がはじまる。新型コロナは小規模事
業者等の事業継続に大きな困難をもたらしており、
さらなる事務負担を求めれば休廃業を加速するこ
とになりかねない。現行の「区分記載請求書等保存
方式」を当面維持するなど、弾力的な対応を求める。

4．事業承継税制関係
○我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経
済の活性化や雇用の確保などに大きく貢献してい
る。中小企業が相続税の負担等によって事業が承
継できなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐことに
なる。平成３０年度の税制改正では比較的大きな見
直しが行われたが、さらなる抜本的な対応が必要
である。
○我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較す
ると限定的な措置にとどまっており、欧州並みの本
格的な事業承継税制が必要である。とくに、事業に
資する相続については、事業従事を条件として他
の一般資産と切り離し、非上場株式を含めて事業
用資産への課税を軽減あるいは免除する制度の
創設を求める。
○取引相場のない株式の評価については、企業規

模や業種によって多様であるが、企業価値を高め
るほど株価が上昇し、税負担が増大する可能性が
あるなど、円滑な事業承継を阻害していることが
指摘されている。取引相場のない株式は換金性に
乏しいこと等を考慮し、評価のあり方を見直すべき
である。

　○今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧さ
や行政組織間の意思疎通不足、病院間の特性に応
じた役割分担がなされていなかったことが浮き彫
りとなった。これを機に、緊急時の医療体制を整備
する必要があるが、そのためには国と地方、さらに
自治体間の情報共有が不可欠であり、改めて広域
行政の必要性を強調しておきたい。

 ○地方自身がそれぞれの特色や強みをいかした活
性化戦略を構築し、地域民間の知恵と工夫により、
新たな地場技術やビジネス手法を開発していくこ
とが不可欠である。その際に最も重要なのは、地
方が自立・自助の精神を理念とし、自らの責任で必
要な安定財源の確保や行政改革を企画・立案し実
行していくことである。

○政府は東日本大震災からの復興について、令和
３年度から７年度までの５年間を「第２期復興・創生
期間」と位置付け、令和３年度以降の復興の円滑か
つ着実な遂行を期することとしている。そのために
はこれまでの効果を十分に検証し、予算の執行を
効率化するとともに、原発事故への対応を含めて
引き続き適切な支援を行う必要がある。とりわけ被
災地における企業の定着、雇用確保を図ることが
重要であり、実効性のある措置を講じるよう求める。

○環境問題に対する税制上の対応として、欧米な
どの制度や議論の動向を見極めつつ、既存のエネ
ルギー関係税制との調整を図り、幅広い観点から
十分な検討が行われる必要がある。
○税の意義や税が果たす役割を国民が十分に理
解しているとは言いがたい。学校教育はもとより、
社会全体で租税教育に取り組み、納税意識の向上
を図っていく必要がある。

提言の全文は「全法連ホームページ」で
ご覧いただけます。
https://www.zenkokuhojinkai.or.jp/

Ⅰ 税・財政改革のあり方

Ⅱ 経済活性化と中小企業対策

Ⅲ 地方のあり方

Ⅳ 震災復興等

Ⅴ その他

―― 東京法人会連合会 ――

法人会の「令和４年度税制改正に関する提言」が、9月２１日の公益財団法人全国法人会総連合
（以下「全法連｣）の理事会でまとまった。
同提言は、会員企業からの要望意見、税制改正に関するアンケートなどをもとに税制委員会の審
議を経て、取りまとめられたもので、｢税・財制改革のあり方｣「経済活性化と中小企業対策」「地方の
あり方」｢震災復興等｣「その他」などからなっている。
全法連では、全国７５万会員の声として、財務省、総務省、中小企業庁、自民党、公明党および国会
議員などに対して実現を求めて要望活動を行っている。
さらに、全国41都道県連および440単位会でも、地元選出の国会議員、地方自治体の首長、議長
あて広汎な要望活動を行っている。提言（要約）は次のとおり。

法人会の「令和 4年度税制改正に関する提言」まとまる

コロナ禍の影響はまだ残る。深刻な打撃を
受ける中小企業に、実効性のある対策を！
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行していくことである。

○政府は東日本大震災からの復興について、令和
３年度から７年度までの５年間を「第２期復興・創生
期間」と位置付け、令和３年度以降の復興の円滑か
つ着実な遂行を期することとしている。そのために
はこれまでの効果を十分に検証し、予算の執行を
効率化するとともに、原発事故への対応を含めて
引き続き適切な支援を行う必要がある。とりわけ被
災地における企業の定着、雇用確保を図ることが
重要であり、実効性のある措置を講じるよう求める。

○環境問題に対する税制上の対応として、欧米な
どの制度や議論の動向を見極めつつ、既存のエネ
ルギー関係税制との調整を図り、幅広い観点から
十分な検討が行われる必要がある。
○税の意義や税が果たす役割を国民が十分に理
解しているとは言いがたい。学校教育はもとより、
社会全体で租税教育に取り組み、納税意識の向上
を図っていく必要がある。

提言の全文は「全法連ホームページ」で
ご覧いただけます。
https://www.zenkokuhojinkai.or.jp/

Ⅰ 税・財政改革のあり方

Ⅱ 経済活性化と中小企業対策

Ⅲ 地方のあり方

Ⅳ 震災復興等

Ⅴ その他

―― 東京法人会連合会 ――

法人会の「令和４年度税制改正に関する提言」が、9月２１日の公益財団法人全国法人会総連合
（以下「全法連｣）の理事会でまとまった。
同提言は、会員企業からの要望意見、税制改正に関するアンケートなどをもとに税制委員会の審
議を経て、取りまとめられたもので、｢税・財制改革のあり方｣「経済活性化と中小企業対策」「地方の
あり方」｢震災復興等｣「その他」などからなっている。
全法連では、全国７５万会員の声として、財務省、総務省、中小企業庁、自民党、公明党および国会
議員などに対して実現を求めて要望活動を行っている。
さらに、全国41都道県連および440単位会でも、地元選出の国会議員、地方自治体の首長、議長
あて広汎な要望活動を行っている。提言（要約）は次のとおり。

法人会の「令和 4年度税制改正に関する提言」まとまる

コロナ禍の影響はまだ残る。深刻な打撃を
受ける中小企業に、実効性のある対策を！
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出演者の皆さん

第１３回文化芸能公演会「ぎんざ寄席」

　京橋法人会社会貢献活動の一環として毎年開催してい
ます文化芸能公演会「ぎんざ寄席」が 9月 8日（水）に銀座
ブロッサム大ホールにおいて開催されました。昨年度は
感染症の影響から中止となってしまいましたが、今年度
は座席の間隔を１つ開ける対策を取り、通常の半分の人
数で開催しました。一年振りとなりましたが、人気は衰
えず早いうちから多数の申し込みがあり、「ぎんざ寄席」
のチケットは、ほぼ完売の売れ行き好調にての開演とな
りました。
　今年の出演は、一昨年に引き続き大トリに林家たい平
さんを迎え、コントのコント青年団さん、落語の瀧川鯉
昇さん、同じく落語の春風亭弁橋さん、講談の日向ひま
わりさんと盛りだくさんのメニューでした。

　渡辺厚生委員長の司会により、松﨑会長、協賛会社代
表の大同生命山田部長の挨拶の後、いよいよ開演です。
まずは、若手の春風亭弁橋さんの落語で快調に飛ばした
後は、講談のひまわりさん、そして中トリのベテランの
瀧川鯉昇さんが『茶の湯』で会場を大いに沸かせて後半へ
の期待を膨らませてくれました。
　中入り後は、コント青年団さんの出演です。最新の時
事ネタを広く取り入れた、興味深いコントで会場を盛り
上げていました。そして、大トリは林家たい平さんが演
目『井戸の茶碗』で場内を大いに沸かせて頂き終演となり
ました。お帰りのお客様の笑顔が「ぎんざ寄席」の感想を
物語っています。今後も社会貢献活動の一環として継続
開催する予定ですので、お楽しみに。　

■今年度も来場者多数

■会場は大盛り上がり
林家たい平 さん

第１回から「ぎんざ寄席」のコーディネートを
お願いしている日向ひまわりさんのお礼状
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●ポストコロナの経済再生と財政健全化を目指し、税 財 政 改 革 の 実 現 を ！
●適正な負担と給付の重点化・効率化で、持続可能な社会保障制度の確立を！
●コロナの影響はまだ残る。深刻な打撃を受ける中小企業に、実効性のある対策を！
●中小企業にとって事業承継は重要な課題。本格的な事業承継税制の創設を！

納税表彰・功労者表彰

令和４年度税制改正スローガン

会員増強にご協力をお願いします
10月から 12月は、京橋法人会の会員が一丸となって会員増強を図る会員増強月間です

　■　京橋法人会とは
　申告納税制度の適正・円滑な運営に協力し、あわせて税制改正運動を推進するため、納税者自身が
自主的に結成した団体で、昭和 42年に社団化、平成 25年には東京都から公益社団法人の認定を受
けています。
　京橋法人会の会員数は約2,300社弱、全国では、75万社の企業が地元の法人会に加入しています。
　法人会では、税務署や税理士会の協力のもとに各種セミナーの開催をはじめ、最新の税務情報をお
届けして企業経営をサポートするほか、地域企業の発展や地域社会への貢献を活動の中心に活発に事
業を展開しています。

　■　法人会に入ると
　経営者・役員向けの評論家や専門家の講演会、税務署担当官や税理士を講師に迎えた数多くの実務
担当者向けの研修会を、無料または非常に安価な料金で参加することができます。
　また、各種保険共済、選択制企業型確定拠出年金、特定退職金、貸倒保障などの企業経営に役立つ
制度や保養施設・ゴルフ場が特別価格で利用できる制度、また、車を優待価格で購入できる特典など
の様々なサービスを受けることができます。
　更に、多種多様な業種の企業経営者が集う法人会は、自ずと「異業種間交流」の場として様々な情
報交換が行われ、新たな事業展開のヒントを得る格好の場ともなっています。
　詳しくはリニューアルした当会ＨＰをご覧ください。

●お問い合わせ TEL：03 － 3523 － 2030　　Mail ：hojinkai@kyobashi.or.jp

各種説明会・研修会

会員交流会

　当会からは次の方々が受彰されます。なお、納税表彰受賞者については、令和３年 11 月 18 日、京橋税務署
に於いて法人会会長感謝状受賞者とともに贈呈式が行われる予定です。受彰されます皆様へ心よりお祝いを申し
上げます。
 	 	 	
●京橋税務署長表彰　　　　　　　清水　　努　様（理事）
　　　　　　　　　　　　　　　　月岡　祐二　様（青年部副部会長）
    
●京橋税務署長感謝状　　　　　　木村　克一　様（理事）
　　　　　　　　　　　　　　　　村山　　陽　様（理事）
　　　　　　　　　　　　　　　　中嶌　秀高　様（理事）
　　　　　　　　　　　　　　　　柴　　嘉亮　様（理事）
    
●東京都主税局長表彰　　　　　　森口　　一　様（副会長）
    
●東京都中央都税事務所長表彰　　唐木　千暁　様（副会長）
    
●東京都中央区功労者表彰　　　　亀岡　正博　様（常議員）   
    
●京橋法人会 会長感謝状　　　　  森口江美子　様（青年部幹事）
　　　　　　　　　　　　　　　　飯沼　和子　様（女性部副部会長）
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　未来を担う子ども達

に税金は毎日の生活の

中でどのように役立っ

ているのかということ

を知っていただき、理

解と関心を深めていた

だく主旨で毎年度実施している『税に関する絵はがきコ

ンクール』、本年度は京橋税務署管内公立小学校 8校よ

り 288 点と過去最多の応募がありました。厳正な審査基

準に則り、女性部会役員による第一次審査を経て（9月

29 日）有識者らによる最終審査会（10 月 12 日）において

各賞が選定されました。入賞作品は『税を考える週間』（11

月 11 日（木）～ 17 日（水））期間中に、松屋銀座 8Fおよ

び銀座三越 9Fにて展示

されます。児童の皆さ

んの創意工夫溢れる力

作をご覧にお立ち寄り

ください。なお、入賞

作品は次号会報誌上に

掲載いたします。

　支部別研修会の充実を図るため、9月 10 日（金）、京

橋法人会会議室に於いて、三者（京橋税務署、税理士会

京橋支部、法人会）からの出席による講師打合せ会を開

催しました。

　また、今後における研修テーマ等についてもフリー

トーキングを行い活発な意見交換の場となりました。

事 業 報 告

　9 月 6 日（月）、日本橋公会

堂に於いて、日本橋、麹町、

京橋法人会共催講演会『SNS

で業績・集客アップ』を開

催、講師には多数のメディ

ア出演で活躍中のメディア

スケッチ㈱代表取締役・伊本貴士氏を迎え、3 単位会合

わせて 56 名の参加がありました。

　前半は 4 大 SNS と言われる Instagram・Facebook・

Line・Twitter を中心に、SNS の基本的な仕組みや運用

上の注意点、事業者が自社 PR のツールとして戦略的に

ビジネス利用してゆく方法を説明、後半は Facebook 広

告マネージャー機能を利用した具体的なマーケティング

調査活用例の解説があり、実践的な内容で参加者から好

評でした。

　９月から法人税申告書作成セミナー（講師：京橋税務

署　守田上席、参加者 25 名）と源泉所得税入門セミナー

（講師：京橋税務署 山﨑上席、参加者 11 名）が京橋法人

会館で始まりました。今年度からは WEB での参加も可

能となり参加者が増加しました。両セミナーは 12 月を

除く３月まで全６回の講義が行われます。

　10 月１日（金）、銀座ブ

ロッサムに於いて、特別説

明会『グループ通算制度に

ついて』がライブ配信併用

で開催され 22 名の参加が

ありました。税理士の岩田篤氏より、連結納税制度との

比較から、損益通算・税額調整の具体例、事前に検討すべ

き事項などについて、わかりやすい解説が行われました。

女性部会 第12回税に関する
絵はがきコンクール審査会

伊本貴士 氏第一次審査会

最終審査会

会議 三者協議会

説明会・研修会 特別講演会
『SNSで業績・集客アップ』

説明会・研修会 法人税申告書作成セミナー
源泉所得税入門セミナー

説明会・研修会 特別説明会
「グループ通算制度について」
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事 業 報 告

　10月12日（月）、日本印刷会館に於いて、特別説明会『交

際費の実務』がライブ配信併用で開催され、52 名の参加

がありました。税理士の加美裕史氏から、交際費の例示、

隣接費用との区分、

企業経験を踏まえた

注意事項などについ

て、自作の説明資料

でわかりやすい解説

がありました。

　昭和 53 年から統一テーマで毎年開催している支部別

研修会については、10 月１日からインボイス発行事業

者の登録申請が始まることから、制度の骨格でもあるイ

ンボイス制度を含む仕入税額控除をテーマとして、ライ

ブ配信併用の会場も設けて、９月 28 日から 10 月 28 日

にかけて５回開催しました。

　インボイス制度を含めた仕入税額控除の制度説明は、

京橋税務署　守田上席より、インボイス制度による影響

と対策ポイントは、税理士の曽宮崇広氏から説明が行わ

れました。150名を超える参加者から、経営の参考になっ

た、参加して良かったとの好評をいただきました。

　８月 24 日（火）、京橋法人会館に於いて、青年部幹事
会が開催されました。今後の青年部会セミナーや健康経
営プロジェクトの一環としての行事などについて、積極
的な議論がされました。幹事会終了後、新入会員を含め
意見交換会も開催されました。

　10 月１日（金）、京橋法人会館に於いて、大久保京橋
税務署長をお迎えして京橋優申会役員会が開催されまし
た。役員改選後の新体制での役員会でした。10 月 18 日

（金）開催の第１回研修会の実施内容等について意見交換
を行いました。役員会終了後、各役員から現在の状況等
についても意見交換が行われました。

　10 月 14 日（木）、銀座ブロッサムに於いて、大久保京
橋税務署長ほか来賓多数のもと、理事並びに常議員全体
会議が開催されました。上半期の事業実施状況や収支状
況、助成金に関する実地調査の実施結果などの報告が行
われました。

説明会・研修会 特別説明会
「交際費の実務」

説明会・研修会 支部別研修会
『インボイス制度を含む仕入税額控除の留意点』

青年部会 青年部幹事会

優申会 優申会役員会

会議 理事・常議員全体会議

9/28 法人会館にて
守田上席

10/8 全印健保会館にて
曽宮 崇広 氏

大久保署長（左）　　　　石原優申会会長（右）

10/6 銀座ブロッサムにて
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在宅勤務に係る費用を会社で負担する場合の取扱い
～経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答～

　税理士　互井敏勝

コラム

互井敏勝（たがい・としかつ）1968 年生まれ。東京国税不服審判所審判部、同所管理課、国税庁長官官房会計課、
東京国税局総務部税務相談室などを経て、東京都中央区で税理士登録。近著『令和３年版	税制改正経過一覧ハン
ドブック』、『経営に活かす税務の数的基準』（共著、大蔵財務協会）、『所得税重要事例集』（共著、税務研究会）など。

筆 者 紹 介

リサ 　新型コロナウイルス感染症の感染予防対策として在宅勤務を進めていますが、使用するマスク等の消耗品の購

入費用を従業員に支給した場合、給与として課税対象となりますか。

サキ先生 　勤務時に使用するマスクや消毒液など、在宅勤務のために通常必要な費用（消耗品等）を精算する方法により

支給する一定の金銭については、給与として課税する必要はありません。

リサ 　在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法とはどのようなものですか。

サキ先生 　精算する方法としては、会社が在宅勤務に通常必要な費用として仮払いした後、従業員が業務のために使用

する消耗品等を購入し、その領収証等を会社に提出してその購入費用を精算（仮払金額が購入費用を超過する場合には、

その超過部分を会社に返還）する方法や、従業員が業務のために使用する消耗品等を立て替え払いにより購入した後、

その購入に係る領収証等を会社に提出してその費用を精算（購入費用を会社から受領）する方法が考えられます。

リサ 　パソコンなどの事務用品等を支給した場合も、給与として課税する必要はありませんか。

サキ先生 　会社が所有する事務用品等（パソコン等）を従業員に貸与する場合は、給与として課税する必要はありません

が、事務用品等を支給した場合（事務用品等の所有権が従業員に移転する場合）は、現物給与として課税する必要があり

ます。この貸与には、例えば、従業員に専ら業務に使用する目的で事務用品等を支給という形で配付し、その配付を受

けた事務用品等を従業員が自由に処分できず、業務に使用しなくなったときは返却する場合も、貸与とみて差し支えあ

りません。

リサ 　従業員が負担した通信費について、在宅勤務に要した部分を支給する場合はどうなりますか。

サキ先生 　通話料は、通話明細から業務のために使用した金額が確認できるので、その金額を支給する場合は、給与と

して課税する必要はありません。また、基本使用料やインターネット接続に係る通信料は、業務のために使用した部分

を合理的に計算する必要があります。なお、営業担当など業務のための通話等を頻繁に行う場合の通話料、基本使用料、

インターネット接続に係る通信料は、簡便的な算式（従業員が負担した１カ月の通信費×その従業員の１カ月の在宅勤

務日数／該当月の日数×1/2）等により算出したものを支給する場合は、給与として課税しなくて差し支えありません。

リサ 　感染が疑われる従業員に対してホテルなどで勤務することを認め、そのホテルの利用料や交通費を従業員に支

給した場合はどうなりますか。

サキ先生 　職場以外の場所で勤務することを会社が認めている場合、その勤務に係る通常必要なホテルの利用料や交通

費について、その費用を精算する方法または会社の旅費規定などに基づいて、従業員に対して支給する一定の金銭につ

いても、給与として課税する必要はありません。

リサ 　なるほど。基本的には新型コロナウイルス感染症に関する感染予防対策として、業務のために通常必要な費用

を負担する場合には給与として課税しなくていいのですね。
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　新型コロナウイルス感染症の影響により、苦しい経営

状況にある企業も多いと思います。多角的に事業を行う

企業の中には、採算の合わない子会社を整理して、採算

性の高い事業に集中しようとする動きもあるようです。

　そこで、今回は、いわゆる 100％子会社の清算に関す

る法人税の取扱いについてお話したいと思います。お話

を分かりやすくするために、ある親会社が子会社の発行

済株式等の全部を直接に有する場合の親会社と子会社と

の間での子会社の清算としましょう。

　まずは、累積的な赤字を抱える子会社を清算した場合

の取扱いです。

　100％子会社が解散して残余財産が確定した場合にお

いて、その残余財産が確定した日の翌日前 10 年以内に

開始した各事業年度において生じた未処理欠損金額があ

るときは、その未処理欠損金額は、親会社の各事業年度

のおいて生じた欠損金額とみなされます（法人税法 57 条

2 項）。つまり、100％子会社において使用されなかった

欠損金額がある場合には、その子会社の清算に伴いその

欠損金額を親会社に引き継いで、親会社の所得金額から

控除することができるのです。

　ただし、未処理欠損金を利用した租税回避を防止する

ために、例えば、親子会社間に 50％超の支配関係が残

余財産の確定の日よりも 5 年前の日から継続している場

合に該当しない、つまり支配関係が生じてからすぐに清

算するときは、欠損金額の引継ぎが制限されます（法人

税法 57 条 3 項）。　

　次は、残余財産の分配を金銭以外の資産で行った場合

の取扱いです。

　清算中の法人の残余財産が確定し株主に対して残余財

産を分配する場合において、金銭以外の資産、例えば土

地をそのまま分配するときは、原則的には、その資産を

その残余財産確定の時における時価により譲渡したもの

として譲渡損益を認識し、所得金額を計算します（法人

税法 62 条の５第 1 項第 2 項）。

　税理士　奥田芳彦

　しかし、100％子会社が親会社に金銭以外の資産を分

配する場合には、税法上適格現物分配に該当し、その残

余財産の分配を行った会社の直前の帳簿価額により譲渡

したものとして所得金額を計算します。つまり、子会社

において譲渡損益を認識しないことになります（法人税

法 62 条の５第 3 項）。

　また、この場合において、被現物分配法人、つまり親

会社の資産の取得価額はその帳簿価額に相当する金額と

され、また、親会社が適格現物分配により資産の移転を

受けたことにより生ずる収益の額は、所得金額の計算上、

益金の額に算入しないこととされています（法人税法 62

条の５第 4 項、法人税法施行令 9 条 1 項 4 号、123 条の

６第 1 項）。つまり、現物分配により資産の移転を受け

ても課税関係は生じません。

　平成 22 年度の税制改正によりいわゆるグループ法人

税制が導入されたことに伴い、清算に伴う親子会社間の

課税関係が従前と変わっているので、ご注意ください。

100％子会社の清算に伴う税務上の取扱い

知って得する税情報
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京橋税務署からのお知らせ           

【法定調書関係】 
○ 法定調書の提出期限は、 令和 4年 1月 31日 （月） です。 

 
 

○ 令和3年 1月提出分より、 e-Tax 又は光ディスク等による法定
　調書の提出義務基準が、 100 枚以上に引き下げられています。 

○ 「国外財産調書」の提出をお忘れなく！ 

○ 「財産債務調書」の提出をお忘れなく！ 

 

法定調書への「署番号」「整理番号」の記載のご協力をお願いします。 
　法定調書最下段の「整理欄」には京橋署の場合は「01107」及び「0 から始まる 8 桁の数字」
（法定調書合計表の右上上部欄の「整理番号」）をご記載ください。
　※納付書の「税務署番号」00031071は記載しないでください。  

（書き方見本…京橋税務署管轄で整理番号が00123456 の場合） 

整 理 欄 ０１１０７ ００１２３４５６ 
※詳しくは税務署・管理運営部門までお問い合わせください。 

法定調書も、
ぜひe-Taxで！ 

　令和 3 年分の｢給与所得の源泉徴収票」｢退職所得の源泉徴収票｣｢報酬、料金、契約金及び賞金の支
払調書｣｢不動産の使用料等の支払調書｣｢不動産等の譲受けの対価の支払調書｣｢不動産等の売買又は貸
付けのあっせん手数料の支払調書｣の提出期限は、令和4年1月31日（月）となっておりますので、
お早めにご提出いただきますようお願いいたします。
　提出にあたっては、個人番号又は法人番号を確実に記載いただきますようお願いします。
　詳しくは国税庁ホームページにてご確認ください（https://www.nta.go.jp）
　（国税庁ホームページ「法定調書関係」掲載場所）
　　ホーム＞税の情報・手続・用紙＞申告手続・用紙＞申告・申請・届出等、用紙（手続の案内・様式）
＞税務手続の案内（税目別一覧）＞法定調書関係  

 法定調書は、①e-Tax 又は②光ディスク等（CD・DVD 等）により提出することができます。
　提出にあたっては、税務署への事前の申請をお願いします。   

　居住者（「非永住者」の方を除きます。）の方で、令和 3 年 12 月 31 日において、国外財産の価額の
合計額が 5,000 万円を超える方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した｢国外
財産調書｣を、令和4年3月15日（火）までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。  

　所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の
合計額が 2,000 万円を超え、かつ、令和 3 年 12 月 31 日において、その価額の合計額が 3 億円以上の
財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する場合には、その財産の種類、
数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した「財産債務調書」を、令和4年 3月 15
日（火）までに、所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 
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京橋税務署からのお知らせ           

＜令和 3 年分の年末調整について＞ 

※ 詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 

所得金額調整控除について

源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の
納付期限

○納期の特例の承認を受けていない場合 

○納期の特例の承認を受けている場合 
（給与など特定の所得に限ります。） 

e-Taxを利用した源泉所得税の納付

年末調整関係書類について

国外居住親族に係る扶養控除等
の適用

基礎控除について

配偶者控除・配偶者特別控除
について

＜源泉所得税の納付について＞ 

　配偶者控除及び配偶者特別控
除については、配偶者だけでは
なく、所得者本人の合計所得金
額によっても、控除額が変わり
ますのでご注意ください。 

　基礎控除については、「基礎控除申告書」の提出がないと控除できません。また、所得者本人の合計所得
金額によっても、控除額が変わりますのでご注意ください。 

　令和 3 年 12 月に給与や報酬などについて源泉
徴収した所得税及び復興特別所得税の納付期限
は、令和 4 年 1 月 11 日（火）になります。 

　令和 3 年 7 月から 12 月までの間に給与や税理
士等報酬などについて源泉徴収した所得税及び復
興特別所得税の納付期限は、令和 4 年 1 月 20
日（木）になります。 

　インターネットにアクセスできるパソコンをお
持ちの方は、次の手順で事前準備を行うことによ
り、e-Tax を利用した電子納税ができます。 

　所得金額調整控除について
は、主たる給与の支払者（「扶
養控除等申告書」の提出を受
けた給与の支払者）が控除額

（15 万円を限度）を計算する
ことになりますのでご注意く
ださい。 

　非居住者である親族に係る扶養
控除、配偶者控除、障害者控除又
は配偶者特別控除の適用を受ける
場合には、「親族関係書類」及び「送
金関係書類」を源泉徴収義務者に
提出又は提示する必要があります。

　年末調整関係書類は、 
　　　・源泉徴収簿　　　　・扶養控除等（異動）申告書
　　　・保険料控除申告書　・基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
の４種類となっています。 
　令和 3 年分の年末調整において、 
　　　・基礎控除の適用を受けるためには「基礎控除申告書」、 
　　　・配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには「配偶者控除等申告書」、
　　　・所得金額調整控除の適用を受けるためには「所得金額調整控除申告書」
を提出する必要がありますのでご注意ください。 
　また、年末調整手続の電子化として「年調ソフト」をご活用ください。

【ご利用までの流れ（e-Tax ソフト（ＷＥＢ版）
を利用する場合）】
１　e-Tax ソフト（ＷＥＢ版）の準備をします。
２　e-Tax の開始届出を行います。
３　税務署又は金融機関に対し電子納税のための

手続を行います。
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・ ・ 

  いつでもどこでもスマホで簡単に納付ができます。 
  スマートフォン決済アプリの「請求書の支払いサービス」で 

納付書のバーコードを読み取るだけで納付ができます。 
  手数料はかかりません。 

利用できるアプリ 

都税がスマホ決済アプリで納付できます 

注意事項 
■領収証書は発行されません。 
■納付手続完了後に、納付を取り消すことはできません。 
■バーコードのない納付書や汚損によりバーコードが 
読み取れない納付書はお使いいただけません。 

主税局 HP で詳細をご確認の上、ご利用ください。 

（令和 3 年１１月１日時点） 

 

中央都税事務所 ０３－３５５３－２１５１（代表） 

 

取扱税目 
○法人事業税・法人都民税・特別法人事業税/地方法人特別税 
○事業所税 ○個人住民税（特別徴収分、退職所得分） 
〇都民税利子割・都民税配当割・都民税株式等譲渡所得割 

詳しくはホームページをご覧ください。 
https://www.eltax.lta.go.jp 

地方税共通納税システムのお知らせ 

～全国の地方公共団体へ一括して納付可能～ 

○ダイレクト納付が実現‼ 
事前に登録した金融機関口座から指定

した期日に税額を引き落とすことがで

きる納付方法です。 

○全国の自治体に一括電子納付‼ 
個人住民税（特別徴収分）や法人二税な

どが複数の地方公共団体に対して、一度

の操作で電子的に納税できます。 

エルタックス 

納付事務の負担が軽減されます‼ 税理士の方など代理人による 
納付手続きができます‼ 

中央都税事務所からのお知らせ           
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ATMでの詐欺被害増加中！

警視庁築地警察署

 

 

 

 

 

◆サービス内容 

 ご自身のパソコンやスマートフォンでホームページにアクセスし、インターネット上に表示される

フォームに、給与や年金の源泉徴収票の内容や、そのほかの所得、控除等を入力していただくと個人

住民税額を試算することができます。ふるさと寄附金控除額の目安を試算することも可能です。  

◆アクセス方法 

「中央区ホームページ」（トップページ⇒暮らし・手続き⇒税金⇒住民税⇒個人住民税額シミュレーション） 

    https://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/zeikin/zyuminzei/simulation.html 

 

 

◆お問い合わせ先  中央区総務部税務課課税係 ℡ 03-3546-5270 

個人住民税額（特別区民税・都民税）の試算がインターネットでできる 

サービスをご利用ください!! 

スマートフォンの方は、こちらの二次元コードからお入り下さい。  

URL  

中央区税務課からのお知らせ           

築地警察署からのお知らせ           
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研修会予定 ★すべての説明会・セミナーは会員・一般を問わず参加できます
 　　　　参加申込はチラシもしくはホームページよりお申込みください

講演会を除く全ての研修会は Web 併用とし、会場、Web とも事前申込・定員制といたしております。また状況により開催を中止・
延期をする場合がございますので、参加する前に最新の情報を京橋法人会のホームページでご確認下さい。なお、ご参加の際
には、感染防止にご協力をお願いします。

項目 開催日 時間 場所
特別説明会「年末調整等に際しての留意事項等」 11 月 ９日（火） 午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分 法人会館
特別説明会「年末調整等に際しての留意事項等」 11 月 ９日（火） 午後１時 30 分～２時 30 分 法人会館
特別説明会「年末調整等に際しての留意事項等」 11 月 10 日（水） 午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分 法人会館
特別説明会「年末調整等に際しての留意事項等」 11 月 10 日（水） 午後１時 30 分～２時 30 分 法人会館

経営者セミナー
「企業の福利厚生と財務テクニックを考える」 11 月 11 日（木） 第 1 部 午後１時 30 分～２時 50 分 法人会館第 2 部 午後３時 00 分～４時 30 分

調査部法人部会　講演会
第１部　「税務行政の現状と課題」
第２部　「アジアの中の日本～アジア経済の最前線～」

11 月 19 日（金） 午後２時 00 分～ 4 時 00 分 銀座ブロッサム

特別説明会『法人税申告書別表４と５から会計と税務を学ぶ』 11 月 26 日（金） 午後１時 30 分～４時 00 分 日本印刷会館
特別説明会『国際源泉（使用料を中心として）』 12 月 ９日（木） 午後１時 30 分～４時 00 分 日本印刷会館

公益法人等説明会   1 月 27 日（木） 午後１時 30 分～３時 30 分 日本橋公会堂
調査部法人部会　実務研修会   2 月  ９日（木） 午後１時 30 分～３時 30 分 日本橋公会堂

第一ブロック法人会　合同税務研修会
第１部　適格請求書等保存方式（インボイス制度）について
第２部　法人税申告のポイント

  ２月 18 日（金） 午後２時 00 分～４時 00 分 銀座ブロッサム
ホール

新入会員紹介（Ｒ3年度4月～9月入会）　　　　　　（敬称略）
第1支部(京橋1~3、八重洲2)

京橋総合法律事務所 法律事務所
第2・3支部(銀座1~8)※昭和通りより西

ミッシェル・ホームサービス㈱ 家事代行
㈱龍保険事務所 保険代理業、不動産賃貸業
Virtuozzo㈱ コンピュータソフトウェア
㈱矢動丸プロジェクト 広告制作
㈲理容室藤田 理美容業

第4支部（銀座1~8）※昭和通りより東
㈱パルピトー 小売
㈱ヘルス企画 調剤薬局
佐藤　弘康 法律事務所

第5支部（湊・新富・明石町・入船）
㈱コスモマーチャンダイズィング 商品化権販売業
㈱スプリングフィールド イベントプロダクション

新光精工㈱ 機械工具の製造及び販売並びに之に附帯する業務、
土地建物の取得・所有・売買・管理及び賃貸借

㈲セントラルアート 広告企画制作
野村證券㈱　本店営業一部 証券業
㈱Blick 建設業

第5支部（湊・新富・明石町・入船）
㈱協同制作ホールディングス グループ管理会社
清水総合事務所 税理士事務所
㈱バリューメン 型枠大工、建築一般
山本　卓也 型枠大工、建築一般

第6支部（築地）
㈱食文化総研 飲食
北翔水産㈱ 水産物加工販売
㈱ラデックス コンピュータソフトウェアの開発・作

成
㈱グローバルポケット IT事業
財務リスクコンサルティング㈱ 経営コンサルティング

第7・8支部（八丁堀・新川）
㈱トーヨー・インター 不動産管理
興亜産業㈱ 鋼材卸売
㈱エイブルジャパン 化粧品製造販売
㈱YO－ZAN 経営コンサルティング
第9支部（月島・勝どき・佃・晴海・豊海町）

㈱セキーマデザイン デザイン制作業
合同会社　ラッシュドノエ 不動産賃貸業

発行人：専務理事　本田　完　発行所：（公社）京橋法人会（〒 104-0043 中央区湊 1-13-1）  印刷所：中和印刷㈱
　　TEL：03-3523-2030　FAX：03-3523-2033

INFORMATION

京橋法人会 検索

「一般寄附金」御礼とご報告
　当会では、税務知識の普及、地域企業の発展、地域社会への貢献を柱とした公益目的事業等のより一層の拡大、充実を図
るべく、「公益目的事業等のための寄附金（一般寄附金）」の募金をお願いしております。
　今回、ご寄付を賜りました皆様に、あらためまして心からの御礼を申し上げます。
　お寄せいただきました寄附金は、当会の規程に則り、適正に使用させていただき、公益社団法人としての使命を果たして
まいる所存でございます。なお、一般寄附金は随時受け付けておりますので、この募金の趣旨をご理解いただき、引き続き
ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

一般寄附金をお寄せいただいた方（令和３年９月～受納分）
　　　株式会社 新和興業 様　株式会社 飛和興業 様 等（公表について同意をいただいた方を掲載しています）

一般寄附金のお申込み・お問合せ
　当会への寄附金のお申込みは、同封の「寄附金申込書」に必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送にてお送り下さい。
(当会ホームページからダウンロードもできます)
【お問合せ】　公益社団法人 京橋法人会 事務局　寄附金担当　TEL03-3523-2030
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法人 きょうばし

発行人：専務理事　本田　完　発行所：（公社）京橋法人会（〒 104-0043 中央区湊 1-13-1）  印刷所：中和印刷㈱
　　TEL：03-3523-2030　FAX：03-3523-2033

INFORMATION

■ 個人情報の取り扱いについて 貴社よりお預かりした個人情報につきましては、本会事業活動のために利用し、それ以外の目的で利用すること又は第三者へ提供することはございません。

法人会の会社名、代表者等の変更届はお早めにお願いいたします

会員番号

旧

〒
住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 （ 部 課 ）
Ｔ Ｅ Ｌ・ Ｆ Ａ Ｘ
資 本 金

新

〒
住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 （ 部 課 ）
Ｔ Ｅ Ｌ・ Ｆ Ａ Ｘ
資 本 金

■住所、会社名、代表者名等の変更、または宛名印刷に誤字脱字が 
ありましたら、お手数ですが、下記ご記入の上、FAX にて当会宛て
にお送り下さい。 　【京橋法人会事務局  FAX 03-3523-2033】

《新入会員紹介コーナー》
■株式会社パルピトー
P 　 R ： 1 階にはデザイナーズ・トイを展開、

2 階ギャラリーは現代アートが主流　
皆様のご来館を心よりお待ちしています

事業内容 ： アート・トイなど、美術品・芸術品の販売
代 表 者 ： 金田　萌花

住 所 ： 〒 104-0061 東京都中央区銀座二丁目 11-14
銀座 SLC ビル

T E L ： 0 3 - 6 2 6 0 - 6 6 2 3
F A X ： 0 3 - 6 2 6 0 - 6 6 2 5
E - m a i l ： keiri@palpito.co.jp
H 　 P ： www.palpito.co.jp

京橋法人会の会報で会社のPRをしませんか！
掲載は年１回　京橋法人会 HP より申込フォームでの申し込みも可能です。

京橋法人会 会員紹介ページ
京橋法人会の会員が無料で広告を掲載できるページです！

株式会社 テイタン

 

東京都中央区銀座1-18-2
TEL：03-3564-1351  FAX：03-3564-1366

掲載無料！

弊社は1916年創業、100年を超える総合探
偵調査会社です。「誠実さを最も重んじる」こ
とを基本理念として調査業務を提供しており
ます。お客様のご要望に真摯に向き合い、
これからも社会に貢献すべく努力してまいり
ます。

【お詫びと訂正】新理事紹介
本誌「法人きょうばし」2021/9･10 月号（505 号）の４ページ『令和３年度　新理事紹介』おいて、一部の理事の氏名の欠落
等の誤りがありました。お詫び申し上げますとともに下表のとおり訂正をさせていただきます。（アンダーラインは訂正箇所）
理事
１支部理事 田中　孝久 タナカ印刷㈱ ４支部理事 村山　陽 日本運行システム㈱
１支部理事 田中　歳久 ㈱辰商 ４支部理事 清水　努 ㈱ C Cube コンサルティング
１支部理事 中原　敏勝 ㈱ナカハラ ５支部理事 木村　克一 ㈱キムラ
１支部理事 星野　雅信 ㈱伊勢廣 ５支部理事 田中　英明 ㈲田中
２・３支部理事 岡本　圭祐 ㈱文明堂銀座店 ５支部理事 宮坂　信次 ㈱飛和興業
２・３支部理事 清水　誠治 ㈱銀星堂清水薬局 ６支部理事 平野　操 ㈱築地正本
２・３支部理事 長谷川　尚功 彌生興業㈱ ６支部理事 石原　能郎 ㈱東広
２・３支部理事 下山　明輝 （一社）銀座社交料飲協会 ７・８支部理事 柴　嘉亮 ㈱恵命堂
２・３支部理事 中里　浩士 中里㈲ ７・８支部理事 中嶌　秀高 ㈱ナカリンオート
２・３支部理事 林　克昌 内外施設工業㈱ ７・８支部理事 卯辰　和美 ㈱七映
４支部理事 阿部　力造 ㈱チョウシ屋 ７・８支部理事 水谷　孝治 ㈲西勘商店
４支部理事 安田　松慶 ㈱安田松慶堂 ９支部理事 櫻井　良尚 ㈱日高製作所
４支部理事 湯木　俊次 ㈱東京吉兆
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プレゼント抽選

ご応募の流れ

2021年10月1日（金）～2022年1月３１日（月）

○第一期：2021年12月抽選：10月1日（金）から11月30日（火）応募分を対象。
○第二期：2022年 2月抽選：12月1日（水）から2022年1月31日（月）応募分を対象。
※プレゼントの当選はお届けをもって発表とかえさせていただきます。
※お一人さま1回限りの応募となります。また、同一メールアドレスで応募された場合は最新の入力情報に基づき抽選します。

以下のとおり2回に分けてプレゼント抽選を実施します。

二次元コードから応募フォームにアクセスください。

「経営者大型総合保障制度」と「健康経営®」に関するアンケートを
ご回答いただき、必要事項を入力し応募ください。

二次元コード

アンケート

　法人会の「経営者大型総合保障制度」は１９７１年に創設され、今年で５０周年を迎えました。

　これまで「経営者大型総合保障制度」の推進を支えていただいた方々への感謝の想いとともに、

「健康経営®」の普及・推進を通じて全国の中小企業に元気をお届けするべく「日本の企業を元気に

キャンペーン」を実施します。 ※大同生命は法人会の「経営者大型総合保障制度」の受託会社です。
※「健康経営®」は特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。

抽選で合計5,000名様にプレゼント！

キャンペーン実施期間

キャンペーン内容

47都道府県の名産品の中から
ご希望の商品を抽選で

プレゼントさせていただきます。

https://lp.ganbarusite-daido.jp/
houjinkai_member_202110.html

ご応募はこちらから

大同コード： 13050400


