株式会社ブリッジコーポレーション様が
創⽴ 20 周年を迎えられました
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お客さまである株式会社ブリッジコーポレーション様が、2015 年 11 月 1 ⽇に創⽴ 20 周年を迎えられま

新納会計事務所・㈱新納経営

した。京都を代表するホームページ制作会社のうちの一社として、烏丸三条に本社を構え、従業員約 40 名、
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平均年齢 30 歳代と若い⼒が集結した会社です。創⽴ 20 周年記念祝賀会では多くのお客さまが集まり、盛⼤な
ものとなりました。今後ますますのご発展を期待しています。

〜社⻑様ご挨拶〜
創業 20 周年を迎え、改めてこれまでご愛顧いただいた皆さまへ⼼からの感謝を申し上げます。
インターネット社会における役割もこの⼆⼗年間で⼤きく変わりました。

プ ロ グ レ ス

第 62 号
平成 28 年 1 月 8 日発行

PROGRESS（プログレス）とは「進歩」の意。皆様と共に進歩していきたいという願いを込め発行します。

現在では、多くの方の生活、企業活動にとってなくてはならないものと言っ

あけましておめでとうございます

ても過言ではないでしょう。そしてその役割はこれからも拡がり続けていく
のだと思います。当社もその中で利便性だけではなく、⼈の⼼を、⽣活を豊

副所⻑ 公認会計⼠・税理⼠

かにしていく、そんな一助をこれからも 担えたらと考えております。
統計によると設⽴ 20 年続く会社は全体の 0.3％だそうです。一方で人間で

新納

麻衣子

平成 28 年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げます。

言うと 20 歳は成人。いよいよこれからが大人のスタートです。20 周年を迎
えられたことを誇りに、そしてこれからも発展し続けられる企業へと成⻑し

昨年中は、新納会計事務所へのご⽀援及びご協⼒、誠にありがとうございました。

ていくことを皆さまへお約束し、そのご期待に応えてまいります。

今年の年末年始休暇は例年にくらべて短かったですが、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。
私は年末に信州⾞⼭⾼原にスキー旅⾏にでかけ、雲⼀つない晴天の下、⼭頂よりとてもきれいな⻘い富⼠

火災現場からの人命救助

〒603‑8312

〜有限会社電気の店なかじま寺ノ内店〜
京都市北区にある当事務所の関与先「有限会社

山、そして四方を取り囲む⽇本アルプスの絶景を⾒ることができました(記録的暖冬によりスキー場は全く

京都市北区紫野中柏野町 21 番地

雪がなく、人工雪しかありませんでしたが)。

TEL：075‑462‑7123

電気の店なかじま寺ノ内店」の代表取締役

中嶌重男氏及

び従業員の荒木氏に、北消防署から感謝状が贈られました。昨年１２⽉に店舗近くで発⽣した⽕災の現場に駆
け付け、御近所の⽅と協⼒し出⽕した建物に残っていた男性の救助活動にご尽⼒されました。
普段より地域住⺠の⽅々とのコミュニケーションを⼤切にされているからこそ、危険な状況の中でも勇気あ
る⾏動をとることが出来たのだと思います。

〜900 年以上前のクメール王朝時代の遺跡を訪ねて〜

職員：鎌田

真規子

昨年 11 ⽉、⺟とカンボジア旅⾏に⾏ってきました。歴史好き、遺跡（建築）好きの私にとって、カンボジア
は憧れの国でした。古代より三⽑作が可能な場所もあるほど⽔源豊富な場所に⽴つ「アンコールワット」は幻想
的でとても美しかったです。乾季の気温は日中 40 度を超えますが、移動は専⽤⾞両ですし、遺跡のそばには⽔
洗トイレが完備されており南⻄アジアでも快適な旅を満喫しました。
なお、カンボジアは外務省の安全情報では危険レベル１
に該当します。旅⾏は現地ガイド付きのツアーをご利⽤く
ださい。

天空の城ラピュタのモデル
になったとも言われる。

朝日を⾒る為に早朝から多く
の観光客が訪れる。

昨年は、所⻑の⻑年の懸案事項であった事務所改装がようやく完了。作業スペースがきれいで広くなり事
務所職員が快適に仕事できるようになりました。また、応接スペースもお客さまに快適に感じていただける

これから先、どれだけ発展していってもこの美しい自然
がいつまでも残っていて欲しいと思いました。

また、⾦融機関と連携した経営改善計画の策定⽀援の仕事を多数こなすことにより、お客さまの経営をサ
ポートする⼒が増してきました。事務所職員も勤続年数を重ねるにつれて、よりレベルアップした仕事に取
り組めるようになってきています。
そして、新しいお客さまとの出会いもお互いにいい刺激となり、活⼒となりました。
今年は、マイナンバー制度の運⽤開始、そして来年 4 ⽉からの消費税率アップと軽減税率導⼊による複
数税率への経理対応等、会計税務分野における新しい制度が始まります。
お客さまがスムーズに対応できるよう、しっかりと準備してまいります。
今年も、事務所職員⼀同、⼈間⼒を⾼め、お客さまの経営のお役⽴ちとなり、
社会に貢献できる会計事務所づくりを進めていきたいと思っております。
引き続きご支援、ご協⼒を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

目 次

観光地であるシェムリアップの街は L クラスの豪華ホテ
ル開発で賑わっていましたが、未開発エリアとの貧富の格
差は依然として残っています。（同⾏現地ガイドの賃⾦は
1,500 円／⽇だが現地の平均賃⾦は 400 円〜500 円／日）
<アンコールワット (寺院)>

本殿を覗きこみ、無病息災をお祈りしてきました。今年は幸先がいい感じです！

よう、プライバシーに配慮した空間を設けることができました。

カンボジア紀⾏

<ベンメリア（城跡）>

元⽇には御所にジョギングにでかけ、参拝者がまばらな梨⽊神社を参拝。いかにも神様が住んでいそうな
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差し込み：仕事も人生も面白くなる働き方

平成 28 年度税制改正の概要
今回の税制改正の⼤網は、法⼈税制の改⾰、消費税率の引上げに伴う軽減税率制度の導⼊等の主な改正案は以下の通りです。

●法人
実施時期

税目

改正内容

法人税

なし

30％減税

雇用保険被保険者

正社員のみ

7％減税

なし

おられる「タカショウ建設株式会社」様です。タカショウ建設株式

なし

50％減税

会社様は平成７年に開業されてから国⽴大学をはじめとする、様々

原紙保管

データ保管

不申告等の加算税の加重

40％

50％

国税のクレジット納付可

窓口･コンビニ

ｸﾚｼﾞｯﾄ納付も可能

雇用促進税制の縮小
太陽光発電パネル設置時の法人税減税の廃止

固定資産税

H28.10.1

中小企業の新規設備(160 万円以上)の固定資産税の軽減
領収書のデータ保存可

加算税

H29.1.1

実施時期

改正内容

現⾏

給与所得控除上限額の縮小

1500 万円超 245 万円

1200 万円超 230 万円

H28.4.1

3 世帯同居の住宅改修の減税(H31.6.30 まで)

住宅ローン年末残⾼１％

住宅ローン年末残⾼ 2％､5 年間

なし

相続した空家売却促進(昭和 56 年以前の⼀⼾建)

H29.1.1

H30.1.1

1200 万円超 230 万円

1000 万円超 220 万円

市販薬購入の負担軽減(医療⽤から転⽤薬のみ)

医療費年間 10 万円超

年間購⼊額 12,000 円超 10 万円まで課税所得

(予防接種や定期健康診断等を受けた人が対象)

課税所得より控除

より控除(現医療費控除と併⽤不可)

結婚･⼦育資⾦の⼀括贈与の対象費⽤の明確化

上限 1000 万円

上限 1000 万円、範囲拡大

の様々な建築工事に係る資格を取得されているので、お客様のニー
ズに沿った建築設計やリフォーム等を⾏っております。

タカショウ建設株式会社

京都市上京区七本松通下⽴売上る
七番町３５１−５１
ＴＥＬ ０７５−８２３−３４１９
ＦＡＸ ０７５−８２３−３４２０
代表取締役 ⿊⽊ 隆利

ＮＩＳＡの手続きにマイナンバーの活用

食彩

消費税率 10％、軽減税率の導⼊に伴う請求書記載⽅式の変更
H29.4.1〜

軽

H30.4.1〜

現⾏の請求書を使った

率
売上高 5000 万円以下

よしもと

選

みなし課税

択

簡易⽅式

制

マスターの吉本様が御夫婦で切り盛りされており、市場

インボイス

ぶほど評判の定食屋さんで、雑誌やインターネットでも何
度も取り上げられています。
朝定食は日替わりのメイン・小鉢 3 品・白飯・味噌汁が
つき、何とお値段 580 円と非常にリーズナブル！
他にも市場から仕入れた新鮮な食材を使用した、お造り
定食や、きずし定食などお手頃価格で美味しい 10 種類以

売上高 1000 万円以下

免除

↑マスターの吉本 勝人様

※ みなし課税：売上に占める軽減税率品⽬(未確定)の割合を業種ごとに定め納税額を決める方法

次世代⾃動⾞

軽減措置
非課税

H32 年度燃費基準⾞＋10％達成⾞

80％減税

H32 年度燃費基準⾞

⾃家⽤⾃動⾞ 3％

60％減税

1％

H27 年度燃費基準⾞＋20％達成⾞

営業⽤⾃動⾞ 2％

40％減税

2％

H27 年度燃費基準⾞＋10％達成⾞

20％減税

H27 年度燃費基準⾞＋5％達成⾞

減税なし

詳しくは当事務所までお取合せ下さい

五条通

＜住所＞

京都市下京区朱雀分木町
京都中央市場関連 12 号棟

燃費税

非課税

ですので、ぜひ⼀度お⽴ち寄りください！

＜電話＞

075‑311‑6726

＜営業時間＞

7:00〜13:30（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ）

＜定休日＞

日曜、祝日、市場の休場日

★専用の駐⾞場はございませんので、
お近くのパーキングをご利⽤下さい。

花屋町通

ミニ
ストップ
◎

★
中央市場関連

ＯＤＡ
◎

１２号棟内です
七本松通

ＪＲ
丹波口

標準税率

上の定食メニューを用意されています。営業は朝 7 時から

京都中央卸売市場

⾃動⾞取得税

↑朝定食にだし巻を追加注文
しました

⾃動⾞燃費税の導⼊と同時に⾃動⾞取得税が廃⽌へ(適用開始時期：H29.4.1 より)
対象

を営まれている、「食彩 よしもと」様です。
の常連さんだけでなく、一般客や観光客も遠方から足を運

みなし課税

●地方税

今回ご紹介致しますのは、京都中央卸売市場内で定食屋

H33.4.1〜

簡易⽅式

売上高 5000 万円超

税

入

社⻑の⿊⽊隆利様及び社員の皆様は１級建築士の資格やその他

3000 万円特別控除

給与所得控除上限額の縮小

●消費税

導

な工事を施工されています。

改正

H28.1.1

の

今回ご紹介させて頂くお客様は、京都市上京区で建築業を営んで

京都府内で設計・建築をお考えの際は、是非ご用命ください。

●個人

減

株式会社

改正

企業版ふるさと納税の新設

H28.4.1

タカショウ建設

現⾏

七条通
新千本通

3％

お知り合いに会計事務所をお探しの方がいらっしゃる時は、是非、ご紹介いただきますようお願いいたします。

