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企業繁栄のアドバイザー 

日本の農産物高くても買いましょう。それは日本の自然環境と生命、
健康等を守ることです。（日本の農産物を高く買う国民運動連盟）    将とは、智・信・仁・勇・厳なり ←トランプ氏へのお願い 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
あと１ヶ月が無事に終わり、新年を迎えられますようにお祈り申し
上げます。平成２８年は４月１４・１６日の熊本地震、その後の大
雨、猛暑など天候の変動といった自然災害が大きな年でした。被害
を受けられた皆様に心から御見舞申し上げます。復旧には時間がか
かります。当事務所も塀と窓ガラス、トイレ、水道等が被害を受け
ましたが、部分的な修理は終わりました。今年は屋根工事で雨漏り
をふさいで終わりです。あとは内装工事ですが、いつになるか分か
りません。それでも良い方だと思っています。一人も傷つかず無事
だったのが何よりでした。新年からは年末調整、マイナンバー、雑
損控除と３月１５日までは気が抜けません。そこで先月号でもお知
らせしましたが、下記の通り、雑損控除等のセミナーを開催します。
どうか御出席下さいませ。御願い申し上げます。 
日 時：平成２８年１２月１２日（月） 
     受付１３：００   開始１３：３０（～１６：００） 
  場 所：当事務所３F 
  演 題：＜雑損控除他 確定申告について＞ 

◇ マイナンバーと年末調整、確定申告について 
当事務所 税 理 士   西田 尚史 

   費 用：当事務所顧問契約のお客様  無 料 
まずは別紙にてご確認下さいませ。   

＜御願い＞ 
セミナーに御参加出来ない方は必ず市町村の窓口へ“り災証明

書”を持参し、雑損控除の損失額の証明書をもらってください。 

これがあれば、確定申告の手続きがスムーズに進みます。 
宜しくお願い致します。 
 
 
 
 
イギリスのＥＵ離脱。アメリカ大統領トランプ氏の勝利。まさかど
うして？何故？マスコミの報道と国民の思いは違っていたのですね。
本当に世界中をグローバル化し
て統一してやるＴＰＰが国民の
幸せを得られるのだろうか。お
金持ちと貧乏人の格差がだんだ
んと大きくなって不平不満がた
まっているのではないでしょう
か。日本においても同じように

思います。貧富の差が出ているなとは感じています。田舎で仕事
があれば田舎に住んでみたいと思う人は多いと思いますが、仕事
がありません。それを上手く利用したのが、トランプ氏の陣営で
はなかったのかと思います。然し、本当に世界のリーダーと言え
るのでしょうか、トランプ氏は… 

 
 
 

 
年金の受給資格を得るために必要な保険料の納付期間を 25 年か
ら 10年に短縮する改正年金機能強化法が 16日午前の参院本会議
で、全会一致で可決、成立した。改正法は来年 8月に施行され、
10月から約64万人が新に年金を受けられるようになる見通しで、
新たに受給できるようになるのは、保険料を払った期間が 10年以
上 25年未満の人。ただし、納付期間が 10年以上25年未満だった
者が過去にさかのぼって受け取ることは出来ない。 
納付期間の長さに応じて支給額に差は生じるものの、年金受給者
が増えることは間違いないため、今まで諦めていて今回の改正で
受給ができるようになった人にとっては良いニュースといえるで
あろう。            参考文献 – 日本経済新聞 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

現在、国税を口座振替により納付している方には、口座振替の都
度、金融機関から領収証書が送付されていますが、預貯金通帳等
で容易に振替履歴や金額が確認できるとの会計検査院の指摘を踏
まえ、国の経費節減の観点から、平成 29年 1月以降、領収証書の
送付が廃止されます。 
会計検査院の検査報告によると、振替
納税の領収書発行のために用紙代とし
て、年間 2,600万円程度、被覆シール
代として 250万円程度、さらに領収書
1通当たり63円が支出されていたこと
がわかりました。2 年間で 7 億円の税
金の無駄遣いが指摘され、今回廃止と

なりました。 
来年の平成 29年 1月からは、振替納税をご利用の方で申告所得税及
び復興特別所得税又は消費税及び地方消費税の申告書をｅ-Ｔａｘ
により申告している方は、ｅ-Ｔａｘホームページ等の「振替納税結
果」メニューから振替納税結果が確認できるようになります。 
また、振替納税をご利用している方で書面による証明が必要な方に
は、税務署にて口座振替がなされた旨の証明書を発行する予定です。 
 
 
 
 
平成29年 1月から医療費控除の特例制度が始まります。医薬品購入
の際には、レシートを捨てずに保管されてはいかがでしょうか。 
平成29年から平成 33年の5年間について、一定のスイッチＯＴＣ
医薬品を購入した場合に、その購入金額の合計額が 1万 2,000円を
超える場合には、その超える金額で 8万8,000円までの金額を所得
金額から控除する特例制度ができます。 
この制度は、従来の医療費控除と選択適用となっており、重複して
適用することはできません。 
スイッチＯＴＣ医薬品とは聞き慣れない言葉ですが、厚生労働省の
ホームページに対象となる医療品の一覧が公開されています。風邪
薬から湿布、点鼻薬まで 1,500品目を超えるものが対象となってい
ます。ＣＭなどでおなじみの市販薬もこれに含まれます。また、一
部の製品については、薬のパッケージにスイッチ OTC医薬品である
旨のマークが掲載されてくる予定です。 
例えば、おなじみの市販薬もこれに当たります。 

頭痛薬 イブ（糖衣錠）、バファリン、 
エスエス製薬・ 
ライオン㈱ 

虫さされ 液体ムヒアルファＥＸ ㈱池田模範堂 

かぜ薬 パブロン 大正製薬㈱ 

湿布 サロンパス EX 久光製薬㈱ 

※ OTC とは、Over The Counter の略。OTC 医薬品とは、カウンタ
ー越しにアドバイスを受けた上で購入できる薬、というところから
由来しています。 
 
※ スイッチOTCとは、医療用から一般用に切り替えた(=スイッチ
した)ということから「スイッチ OTC」と呼ばれています。医療用医
薬品と成分が同じですので、薬剤師によるしっかりとした服薬サポ
ートが大切となります。  

（出典：日本調剤HP） 
 
 
 

 
年末調整とは給与所得から源泉徴収された所得税の過不足を年末に
精算することです。前職のある方は、そちらの源泉徴収票も必要と
なります。年末調整に必要な書類・証明書等の早めのご準備をよろ
しくお願いします。また、個人住民税の徴収方法が原則、特別徴収

年末調整と確定申告の準備について 

あと 1ヶ月 年金の受給資格の変更 

振替納税の領収書廃止 

医療費控除の特例について 

世界の動き まさか？？？ 
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チラシ配布希望者は

担当者まで♪ 

将とは、智・信・仁・勇・厳なり ← トランプ氏へのお願い 

となります。年末調整で切り替えとなりますので、変更の有無を当
事務所担当者までご連絡ください。 

今年からマイナンバーの記入（扶養家族分も♪）必要です。  
●必要書類（税務署より） 
・給与所得者の保険料控除申告書 兼  

給与所得者の配偶者特別控除申告書 
・給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 
・給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書 
●必要証明書（１０月中旬より発送） 
・生命保険料控除証明書  
・地震保険料控除証明書 
・国民年金保険料控除証明書 
・小規模企業共済控除証明書 
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書 等 

 
九州農業経営研究会 主催 

「２０１６年 気になる話題」講演会 

標記の通り、九州農業経営研究会 定期講演会を実施いたします。
今回の講演では、第一部に熊本地震による雑損控除等個人の申告と
法人税の申告の違いについて税理士 渕川知幸氏より講演頂きます。
第２部では、米大統領がトランプ氏に決まり、今後の TPP政策はど
うなるのか注目されている中、いち早く皆さんへ情報発信して頂き
ます。テレビでおなじみ東京大学大学院教授 鈴木宣弘氏による講
演！皆様奮ってご参加くださいませ。講演終了後、交流会を予定し
ております。 
 

日 時：平成２８年１２月１６日（金）（受付 13:00より） 
講 演 13：30～17：00  
第一部＜熊本地震における所得税、法人税の税務処理について＞                

税理士 渕川 知幸 様 
第二部＜米大統領トランプ氏の TPP政策は？＞ 

           東京大学大学院教授 鈴木 宣弘 様  
場 所：メルパルク熊本 

費 用：講 演 会 無 料 

          交流会参加者 お一人様 5,000円 
 
詳細は別紙にてご確認の上、早めにお申込みくださいませ。 

 
 

  
 

誠に勝手ながら、１２月２９日～１月３日まで 

年末年始の休暇を頂戴いたします。 

お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、 

何卒ご容赦いただきますよう、よろしくお願い申 

し上げます。 

 ＜企業シリーズ Ｎｏ．２４２＞ 
 

【お歳暮特集】 
●株式会社 瀬川製茶 

“じ～んとしみるこれが人生の味 瀬川製茶の玉緑茶” 

 ご注文は ０ １ ２ ０ － １ ７ ０ ８ ０ ４
          いいなおちゃおいしい

 

 

 

●有限会社 いりえ茶園 

 土に生きる!! 

無農薬栽培３３年!! 

地球に優しいお茶づくり!! 

ご注文は０ １ ２ ０ － ７ ４ １ １ ８ ８
          しなよい  いいはっぱ

 
 
●フィッシャリーナ天草 株式会社 

天草より、穏やかな瀬戸内の海が育んだ生きのいい魚介類を、新鮮な

まま販売！ 

 お問合せは 熊本県上天草市松島町合津７５００番地 
 ℡ 0969-56-3043  FAX 0969-56-3083 

 

 

●株式会社 なかせ農園 

            従来のさつまいもの甘みを越える糖度

40度以上を実現しました。まさにスイー

トポテト。さつまいものイメージを変え

る美味しさに、リピーターが続出中! 

             ＴＥＬ：096-221-7829 

熊本県菊池郡大津町岩坂 578 

 

  
●有限会社 のだ・香季園 

自社で育てた茶葉を同社工場で製茶したこだわりのお茶です。 

熊本県菊池郡大津町瀬田１０２１ 

              ＴＥＬ： 096-293-5389 

 

 

 

●小山製茶 

地元の「岳間茶」や「鹿北茶」を用いて 

造られているギャバロン茶・紅茶は、今 

話題の品！高血圧や動脈硬化などに効果 

があるとされ大人気！ 

熊本県山鹿市鹿北町四丁 1684-1 

お問合せは０９６８（３２）２１３５   
●有限会社 山下精肉店 

黒毛和牛、天草大王地鶏、その他 

ホルモン類、各種品揃えにて販売中！ 

 福岡県八女市吉田 1574-5 

 ℡ 0943-23-2753 

 

●有限会社 ファームヨシダ 

 阿蘇山のふもとで、地下 200ｍから地下 

水を汲み上げ与えるなどのこだわりを 

もって育てられた「えころとん」。 

ご予算に応じての詰め合わせ可能です。 

 

     

●株式会社 米村常次郎商店 

 創業明治４５年 

～ 伝 統 の 味 噌・醤 油 の 味 ～ 

是非一度、ご賞味くださいませ。 

TEL （０９６）－３７２－５３１５ 

FAX （０９６）－３６２－００２３ 

    

 

●有限会社 コーシン 
霜降りが綺麗な柔らかい極上豚肉！くせのないさらっとした甘み 

ある脂！電話注文の他、オンラインショップでの商品購入にも対 

応しております。 
■本社農場 
〒869-1103 熊本県菊池郡菊陽町大字久保田 911 
TEL：096-232-6411    ＨＰ http://www.cohsin.jp/．  

●香心ポーク直売所：熊本県菊池郡菊陽町大字原水 5666-5 
営業日：金・土・日 13：00～日没まで 

なかせ農園 

瀬川製茶 

フィッシャリーナ 天草 

のだこうきえん 

えころとん 

米村常次郎商店 

年末年始の御案内 
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