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未来を語り 未来を創り 未来に残す。 

                               参議院選挙 7月 21日（有力候補）➔消費税 8％→10％へＮＯと意思表示！最後の戦いですよ。 

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）  

 

 
 

 

 

 

 

 

 衆参同時選挙はなくなりました。→ということは、消費税は 8％

から10％へ確定ですかね？参議院選挙 7月21日（有力候補）の投

票結果で中止又は延期となってくれればいいのですが、ホンノ少

しだけ期待したいです。 

 消費税は引き上げないと財政が厳しいことは分かりますが、すべ

てを10％にすべきです。農林水産業、第 1次産業に従事する方にと

っては不平等です。売上は8％しかもらえないのに仕入肥料農薬代

等は10％です。差引き 2％損をするのです。ソロバンが合う訳がな

いでしょう。今度の参議院選挙にＮＯと投票してもらいたいのです。

免税事業者等 1,000万円以下の人は重税になります。これこそ、酷

税（国税）です。どうして農家の人、ＪＡの人等分からないでしょ

うか。飲食店もレジ対策等、国が補助金を出すとＰＲしていますが、

今いち盛り上がっていないようですね。このままでは、参議院選挙

も自民党が圧勝し消費税も確定して、不平等不正の世の中になり正

直者が報われない時代が来るのではないかと危惧します。 

そこで、当事務所は 7月 25日、8月22日、9月 25日と毎月消費税

【軽減税率対策セミナー】を実施しますので、農家の方は出来るだ

けお越し頂き自分がどれだけ税金負担になるか、今後どうしたらい

いのか勉強して下さい。税金は税法を知っている人に味方します。 

別紙、同封のチラシを見て今すぐ申し込んで下さい。お願いします。

令和元年の確定申告は大変ですよ。

9月 30日までは 8％、10月～12月

は 10％となるので申告が大変です。

複雑で不明瞭な税金になります。 

早めの対策をすべきです。 

 
 

講演： 1部 軽減税率対策セミナー 

     2部 税務調査対策について 

日時：令和元年 7月 25日（木） 

    13：30～16：30 （受付13：00より） 

場所：未来税務会計事務所 3Ｆ会議室 

講師：税理士 西田尚史 片平和代 

費用：お茶・資料代 お客様 1,000円 お客様以外 5,000円 

※詳しくは別紙にて 

～税務調査～ 

昔は、7月 8月は異動時期・暑さや夏休み等で税務調査はあまり来

ていませんでしたが、熊本地震後の H30年から、通常の 2倍近く来

ています。H28年H29年分を取り戻そうとしているかの如くです。

7月に入ってすぐに来ています。建設業関係が多いようです。    

→あなたのところも来るかも？ 

 
 
 
従業員が 10人未満の事業所は、1月～6月までの給与等の源泉税

をまとめて 7月10日に支払うことになっています。また、7月～

12月までの分については、翌年の 1月 20日に源

泉税を支払うことになっています。1日でも納付

が遅れたら、源泉税不納付加算税が 10％と延滞税

等が課税されますので、必ず 7月10日までに納付

して下さい。宜しくお願い致します。 

 
 
 
第 413号(平成 31年 4月 1日発行)のニュースにおいて、改元に伴

う各自治体の対応をお伝えしましたが、源泉所得税の所得税徴収高

計算書（納付書）についての具体例が公表されました。 

 
 

基本的には、改元後においても、「平成」が印字された納付書を引

き続き使用することができますが、記載にあたっては、別紙の通

り留意が必要となります。 

［設例］納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の方で 

    7月 10日に納付する場合 

詳しくは別紙又は担当者までお尋ねください。 

 

 

 

当事務所お客様限定にて、ソリマチ製品をご検

討中の方にご使用中の疑問等、なんでも“無料”

かつ“個別対応”でお答えします。 

※先着制 

日時：令和元年 7月 20日(土) 

場所：未来税務会計事務所 3階会議室 

時間：①10：00～11：00 ②14：00～15：00   

メールでの申込となりますのでご注意ください！！ 

申込先：mirai2030-ide@memoad.jp 担当：出(イデ) 

 

 

 

 

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、

個別相談会を開催致します。 

日 時：令和元年 7月 17日(水) 

11：00～16：00の中での 1時間

※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。予めご了

承ください。             ※詳しくは別紙にて 

※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下さいませ。 

源 泉 所 得 税 の 納 付 の 特 例 

消費税 8％→10％へ確定？（10月 1日） 

今月も無料個別相談会を開催します！ 

ソリマチ会計王・給料王 なんでも無料相談会 

 

改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた 

軽 減 税 率 ・ 税 務 調 査 対 策 セ ミ ナ ー 



令和元年７月１日発行 第４１６号（２０５号） 

 

 

未来を語り 未来を創り 未来に残す。 

                                参議院選挙 7月 21日（有力候補）➔消費税 8％→10％へＮＯと意思表示！最後の戦いですよ。 
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）    

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/ 

チラシ配布希望者は

担当者まで♪ 

 

 

 

 

 

 

●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。 

☎ ０９６－３７２－５３１５ 

 ０９６－３６２－００２３ 

 

 

 

●有限会社 宮川洋蘭 
産地直送の洋蘭を安く買うならココ！ 

ギフト用胡蝶蘭からミニ洋蘭まで、 

全品卸価格＆安心のアフターフォロー 

で全国へお届けします。 

 

 

 

 

●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

せが可能です。            

 

 

●有限会社 のだ・香季園 

季節に合った限定商品はい

かがでしょうか？翠王青汁

(コラーゲン入)や自社 農園

栽培完全無添加。 

奇跡のブルー茶！ 

 

☎０９６－２９３－５３８９ 

 

             ●株式会社 瀬川製茶 

 

夏はやっぱり“水出し緑茶” 

大好評発売中です！！ 

 

 ☎ ０１２０－１７０８０４
いいなお茶おいしい

              

 

●合資会社 金山本店 

明治 35年創業の味噌、醤油の醸

造元様です。各種味噌、醤油等の

セットがございます。 

熊本市南区城南町島田１９ 

☎０９６４－２８－７１３７        

０９６４－２８－７０６４ 

 

 

●お茶乃のぐち 

～先祖から受け継いだ滋養林の

恵み、吉無田水源の名水～ 

☎０９６－２８４－２７３３ 

 

 

 

●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気！ 

熊本県山鹿市鹿北町四丁 1684-1 

☎ 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♪ 

☎ ０９６－２４２－７９１３ 
 

 

 

 

●有限会社 いりえ茶園 

自然の茶畑からお客様のお手元へ 

福岡県と熊本県県境に位置する標

高４５０メートルほどの釘山の頂

にある「いりえ茶園」。安心して飲

める完全無農薬栽培のお茶を作り

続けています。 
☎ ０１２０－７４１１８８

しなよいいいはっぱ
 

 

～企業シリーズ２６７～ 

米村常次郎商店 

森水木のラン屋さん 

えころとん 

のだこうきえん 

オオヤブデイリーファーム 

いりえ茶園 八女 お茶乃のぐち 上益城 


