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未来を語り 未来を創り 未来に残す。 

                                   

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）    
 
 

人手不足  すべての商売は人なり 

 

 

 

 

 

 

 

◎あと１ヶ月で新年を迎える時期になりました。あっ～という間に

一年が過ぎていきます。歳をとるごとに年々早くなっているように

感じますね。当事務所は今年の６月末で熊本地震の修繕が完了して

落ち着いてきました。それまでは足が地についていないようで不安

な状態でした。今でも仮設住宅等で避難生活をされている被災者の

皆様が１日も早く元の生活に戻られます様に心よりお祈り申し上げ

る次第です。来年の確定申告におきましても、雑損控除や地震災害

損失の繰越控除等の適用を受けられる方はどうかお早目にご相談等

下さいませ。お待ち申し上げます。 

◎今年の 12月から来年の 1月末まで年末調整の時期 

となります。扶養控除の確認、生命保険料控除証明書     、      

地震保険料控除証明書等色々な証明書をご準備下さい     ま

ますようにお願い致します。人手不足だと思いますがスマホで年末

調整を外部委委託しているレストランチェーン店の人手不足対策を

ニュースが紹介されていました。個人情報は漏れないのだろうかと

思いました。 

◎個人事業者の場合や12月決算法人の場合、12月 31日現在のたな

卸等決算で対応しなければならないところは早め早めの対応をお

願いします。また、銀行も12月 31日は休日なので 12月 29日が最

終日となり、超多忙な日になりますので、支払いや入金等の諸手続

きも早め早めの対応を宜しくお願いします。 

◎天皇陛下の退位と皇太子さまの即位に伴う新元号は何になりま

すでしょうか 

 

2019年（平成 31年）4月 30日、あと 2年後が楽しみです。平成も

終わっていくのですね。 

◎農業や建設業をはじめ、すべての業種で人手が足りず、儲けられ

るところが儲けられず、人手不足でお店を閉めるところもありまし

た。通常10人いる工場が 5人しかいないため、流れが悪く逆にコス

ト高になり、利益を圧迫しているなど色々と支障が出ています。商

売の基は人です。企業は人なり、利益も人なり。あと1ヶ月、ご多

忙の折、お身体をご自愛下さいまして、良き新年をお迎え下さい。 

 

 

 

 

 

今年も残り２カ月を切り、取引先との飲食の機会が集中するこの

時期、交際費に計上する支出が急増するタイミングでもあります。 

税法では資本金 1億円以下の中小企業に限り、以下の特例が認め

られます。 

国税庁の会社標本調査によれば、中小企業が 1年間に支出した交

際費の平均額は約 118万円で、800万円には程遠くほとんどの中

小企業にとって交際費は全額損金で落とせ

るものと考えて大丈夫です。しかし、会社が

交際費として損金計上していても、税務調査

で否認されて多額の追微税額が課税されるこ

とがあります。場合によっては、その影響は

法人税だけでなく、消費税、源泉税にも及び

ます。 

税務署がチェックするのは、その交際費のな

かに「役員のプライベートの支出が混じってないか」という点で

す。税務署に否認されないためには、プライベートの飲食を交際

費に計上しないことは当然として、仕事に関係ある支出であるこ

とを証拠として残しておく必要があります。領収書だけでなく、

参加した人の名前、勤務先、関係性、人数を記録しておくことが

望ましいです。 

また、交際費の額があまりにも高額だと税務署に疑いの目で見ら

れることがあります。ただし、金額が多いからといって必ずしも

税務署に否認されるわけではありません。それでも、業務に必要

な支出であることを説明できない額であるのならば、損金化を税

務署に否認される可能性があることを覚悟しなければなりません。 

また、交際費支出が多く、損金になる上限の 800万円を超えるよ

うな場合は、交際費とするのではなく、「飲食費」として損金で

落とす方法があります。代表的なのが｢飲食費 5 千円基準｣です。

これは取引先との飲食で1人当たりの代金が5千円以下なら｢飲食

費｣として全額損金にできるというルールです。このルールを適用

するには、飲食をした相手やその肩書き、人数を必ず控えておか

なければなりません。保存書類の様式は法律で定められているわ

けではなく、必要事項を記載していれば問題ありません。この「飲

食費」には飲食物の詰め合わせの贈答費用は含まれませんが、他

方で、得意先が年末に行う業務等のために会社が差し入れる弁当

の費用は含まれます。また、取引先だけでなく、部下や同僚など

の社員との飲食も含まれます。 

交際費は税務調査で特に狙われやすいポイントでもありますの

で、掛かった費用のすべてを損金にできると思い込まず、注意点

をきちんと押さえた上で飲食を楽しむようにお願いします。 

 

 

 

これまで医療費控除の申告といえば、領収書をクリアファイルや封

筒などに詰め込んで、確定申告書と一緒に税務署に提出するという

流れでしたが、平成 29年度分の確定申告から、領収書の提出の代わ

りに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。具体的に

は以下のとおりです。 

さらに、これまで添付書類として利用

できなかった、医療保険者から交付を

受けた医療費通知(健康保険組合等が

発行する「医療費のお知らせ」など）

を添付すると、①の明細書への記入は

医療費の総額や実際に負担した額を記

入すればよく、支出ごとの明細の記入

が省略できることとなりました。 

また、今年１月からスタートしたセルフメディケーション税制を選

択した場合も同様に、「セルフメディケーション税制の明細書」に支

払先や医薬品の名称、金額などを記載すれば領収書の提出は不要と

なります。 

※経過措置として平成 29年から平成 31年分までの確定申告につい

ては、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。 

 

 

 

 
 

日 時：平成２９年１２月２１日（木）（受付 14:30より） 
講 演：15：00～17：00 

（農業から学ぶ地域復興） 
            オーツーファーム 大津 愛梨 様  
場 所：メルパルク熊本 
費 用：講 演 会 無 料 

医療費控除は領収書が提出不要となりました 

 

 

 
 

師  走 

 

 

 

忘年会シーズンが到来します 

交際費を損金処理するためのポイント 

 

 

 

 
下記のどちらか高い金額を損金の額に計上することができる。 

① 交際費のうち 800万円以内の額 

② 交際費に含まれる接待飲食費のうち５割以内の額 

① 領収書などをもとに「医療費控除の明細書」（医療を受けた

人の氏名、支払先、医療費の区分、金額、保険などで補て

んされる額）を記入する。 

② 記入後の領収書は自宅で 5年間保存する。（税務署から求め

られたときは、提示又は提出しなければなりません） 

 

九州農業経営研究会 主催   頑張る女性 

「農業から学ぶ地域復興」特別講演 

 

何になるのでしょうか 

ワクワクしてきます 

明治→大正→昭和→平成→Ⓧ 

45年 15年  63年  31年 
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チラシ配布希望者は

担当者まで♪ 

人手不足  すべての商売は人なり 

交流会参加者 お一人様 5,000円  ※詳細は別紙にて 
 

 
 

 

 
当事務所では、相続・事業承継に関する様々な疑問

にお答えするために、個別相談会を開催いたします。 

 日 時：平成 29年 12月 20日(水) 

     ①11:00～12:00 ②13:00～14:00 

     ③14:00～15:00 ④15:00～16:00 

※上記の時間帯は先着順での受付となるため、ご希望の時間帯に沿えな

い場合がございます。あらかじめご了承ください。 

※上記日程以降も毎月個別相談会を開催予定としております。また、電

話相談は正確なアドバイスができませんので、一切行っておりません。

この機会に是非ご参加くださいませ。 

※詳しくは別紙にて 

 

 

 

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．２４９＞ 
 

【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 

 自然の茶畑からお客様のお手元へ!! 

無農薬栽培!地球に優しいお茶づくり!! 

クレジットカードもご利用できます 

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 

 

 

●株式会社 オオヤブデイリーファーム 

一回食べたらやみつきになる美味しさ！！ 

まろやかでクリーミーなヨーグルトはまるで

レアチーズケーキのような味わいです！ 

是非一度ご賞味あれ♪ 

お問合せは ０９６（２４２）７９１３ 

 

 

 

 

●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 

 

●株式会社 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 

 

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 

いりえ茶園 オオヤブデイリーファーム 

年末年始のご案内 

 

 

 
 

今月も無料個別相談会を開催します！ 
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