未来を語り

未来を創り

企業繁栄のアドバイザー

未来に残す。

寄付金の取扱いについて

平成３０年８月１日発行

平成 30 年分の路線価が発表されました！

先般の「平成 30 年 7 月豪雨」
（通称：西日本豪雨）では、西日

暑中お見舞い申し上げます
日頃は格別のご厚情を賜り誠にありがとうございます。
世界の気候が狂っているのではないかと思いますね。（自然界や
政治、経済、人間界も）昔は、台風は 9 月以降でしたが、今は 5 月
ごろから台風、そしてゲリラ豪雨に見舞われます。特に 7 月の大雨
で、中国地方の被害に遭われた方々には、大雨の後始末を連日酷暑
の中、大変な思いをされていることと存じております。
今年は、連日猛暑というより酷暑の日々で、熱中症で死亡する人
が相次いでいますので、暑さの厳しき折柄、皆様方のご健勝をお祈
平成 30 年 盛夏

を公表しました。利便性の高い地域は、住宅地の地価の回復や、外

に義援金等の支援を行う企業様も多いかと思われます。そこで寄

国人観光客の増加による店舗・ホテル需要の高まりの影響によって

付金を支出した場合の一般的な取り扱いをご紹介します。

堅調に推移しています。一方、熊本局管内（南九州 4 県）は依然、

なお、寄付金控除を受けるためには、申告時に申告書とあわせ
詳しくは国税庁の HP 又は担当者までお問い合わせください。
1 寄附金控除の概要
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、
「特
定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができま
す。これを寄附金控除といいます。
2 特定寄附金の範囲
(1)国、地方公共団体に対する寄附金(寄附をした人に特別の利益
が及ぶものは除きます。)

熊本 代表社員 西田尚史

(2)公益社団法人、
公益財団法人その他公益を目的とする事業を行

川内 代表社員 鍋 清見

う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たす

社員税理士 片平和代
外 従業員一同

もので、財務大臣が指定したもの
イ 広く一般に募集されること
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他
公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに

銀行が変わってきているな？
週刊ダイヤモンド 2018 年 7 月 28 日〈さらば旧型金融エリート〉
を読んで見て下さい。銀行の特集記事が詳しく書かれています。
①職員は、給与日賞与日に、銀行へ預金して下さい。銀行は、昔
は集金に力を入れていたが、今は集金にきません。
②銀行は企業等にお金を貸すのが本業でしたが、今は事業承継や
Ｍ＆Ａ、生保損保の保険の営業、振込手数料で稼ぐ日々等です。
③融資審査も人工知能（ＡＩ）やＲＰＡ（ロボティックプロセス
オートメーション）で融資判断等... 時代が変わっていきますね。
詳しくは、別紙「金融エリート新旧交代の波に乗り遅れるのは誰
か？」をご覧ください。

減少傾向にあるものの、下げ幅は減少しています。

て領収証や証明書の添付若しくは提示が必要となります。

（税）未来税務会計事務所

副所長税理士 中野民夫

国税庁は 7 月 2 日に平成 30 年分の路線価等（路線価、評価倍率）

本の各地で甚大な被害が発生しました。この度の災害で、被災地

特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。

り申し上げます。

第４０５号（１９４号）

充てられることが確実であること

【県庁所在地都市 最高路線価ランキング】
（単位：1 ㎡当たり）
順位

所在地

1

東京 中央区銀座 5 丁目銀座中央通り

44,320

2

大阪 北区角田町御堂筋

12,560

3

横浜 西区南幸 1 丁目横浜駅西口

10,240

バスターミナル前通り
∫
12

∫

∫
16

∫

熊本 中央区手取本町下通り
∫
鹿児島 東千石町天文館電車通り

1,500
∫
830

路線価は、相続税や贈与税において土地の評価額を計算する際に
用います。路線価が定められている地域は路線価方式により評価し、
それ以外の地域は倍率方式により評価します。
【熊本・鹿児島税務署別 最高路線価】 （単位：1 ㎡当たり）
署名

所在地

熊本西

熊本市中央区手取本町・下通り

路線価（千円）
1,500

熊本東

熊本市東区若葉 1 丁目・電車通り

(3)所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立

八代

八代市本町 2 丁目・本町通り

42

された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉

人吉

人吉市九日町・九日町通り

33

への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税

玉名

玉名市中・国道 208 号線

46

法施行令第 217 条※で定めるものに対する当該法人の主たる目的

天草

天草市南新町・国道 324 号線

77

である業務に関連する寄附金((1)・(2)に該当するものを除く。)

山鹿

山鹿市山鹿・国道 325 号

35

菊池

菊陽町光の森 3 丁目・県道住吉熊本線

98

宇土

宇城市松橋町松橋・国道 266 号線

45

阿蘇

阿蘇市一の宮町宮地・国道 57 号線

24

※日本赤十字社、認定 NPO 法人等など
3 寄附金控除の金額
法人の場合：その年度に支出した特定寄付金の額の全額
個人の場合：次のいずれか低い金額－2,000 円＝寄附金控除額

115

鹿児島

鹿児島市東千石町・天文館電車通り

830

イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額

川内

薩摩川内市西向田町・太平橋通り

79

ロ その年の総所得金額等の 40％相当額

大隅

志布志市志布志町志布志 2 丁目

25

・国道 220 号線
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）

路線価(千円)

自然災害の基はすべて人間がしたことである➜気候変動枠組条約（地球温暖化防止条約）
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先月号の未来税務会計ニュースにも載せましたが、再度ご案内致し
ます。下記の各セミナーとも、定員１０名までとしておりましたが、
参加者が集まっているため、聞きたいという全ての方のご参加を受け

第４０５号（１９４号）

企業シリーズ２ ５ 6 号

無料個別相談会を開催します！

各種セミナーを開催します！

平成３０年８月１日発行

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、個別相談会を開催しています。

※詳細は別紙にて

日 時：平成３０年８月８日(水)

付けております。お忙しい中また暑い中ですが、決算書の見方にご興

①１１：００～１２：００

味のある方、事業承継をさらに知っておきたい方には是非ご出席いた

②１３：００～１４：００

だきたいセミナーです。皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。

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

『決算書の見方、Ｂ/ＳとＰ/Ｌの見方？』

ご

希望の時間帯に沿えない場合がございます。
※上記日程以降も毎週水曜日に個別相談会を開催しております。

内容：決算書とは何のために作成されるのか？他

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

日程：平成３０年８月２１日（火）

ておりません。この機会に是非ご参加くださいませ。

時間：１３：３０～１７：００（受付１３：００より）
場所：未来税務会計事務所３階会議室
（熊本市東区小峯１丁目１番１０６号）

相続セミナーを開催します！

費用：お客様１，０００円 お客様以外５，０００円（資料代込み）
持参物：筆記用具・電卓・貴社の決算書３期分

今回の相続セミナーでは、遺言について説明します。
主催：相続・承継総合センター（☎０１２０－６５－３０３９）
日程：平成３０年９月１３日（木）

『事業承継の進め方と税制特例の活用法』

時間：１０：００～１１：００ （受付９：４５より）
場所：男女共同参画センターはあもにい 研修室Ｂ

内容：事業承継全般の進め方から事業承継税制の具体的な活用方法

（熊本市中央区黒髪３丁目３番１０号）

日程：平成３０年８月２３日（木）

定員：先着２０名様

時間： 講演 １３：３０～１５：３０ （受付１３：００より）

費用：１，０００円 ※要予約

個別相談１５：４５～１７：００

※詳細は別紙にて

※個別相談は現時点でお申込みが数社きていますので、別日で
ご案内する場合がございます。ご了承ください。
場所：未来税務会計事務所３階会議室
（熊本市東区小峯１丁目１番１０６号）
費用：お客様１，０００円 お客様以外５，０００円（資料代込み）

○ 夏季休暇のお知らせ ○
誠に勝手ながら８月１１日(土)～１５日(水)まで、当事務所では
夏季休暇を頂戴致します。お客様には大変ご迷惑をおかけいたし
ますが、何卒ご容赦頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。

持参物：過去３年分の決算書（個別相談される方）

※各セミナーの詳細は別紙チラシにてご覧下さい。お申し込みは、別
紙チラシよりＦＡＸ（096-368-4639）もしくは、お電話（096-368-2030）
でも受け付けております。
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）

チラシ配布希望者は
担当者まで♪

製作・発行：税 理 士 法 人
未来税務会計事務所
〒 862-0933 熊 本 県 熊 本 市 東 区 小 峯 1-1-106
Tel：096-368-2030 ／ Fax：096-368-4639

http://www.mirai-town.net/
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