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 未来を語り 未来を創り 未来に残す。     

                               法律は法律を知っている者・愛している者に味方する。無知が故に課税される 

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）  

 

 

 
 

 

 
 

[1]早いもので、もうあと 1ヶ月を残すのみとなりました。月日が経つ

のは年齢を重ねるにつれて早くなりますね。第49回衆議院選挙は、

10月 31日に投票されましたが、結果は自民党・公明党で絶対安定

多数を確保したことです。定数465議席に対して、自民党だけで

11月 1日付で257(過半数は 233)を確保したことです。その結果令

和 4 年より税金の課税は減税より増税になると西田は見ています。

世界の国々は、消費税を減税していますが、日本は減税はしない

と思います。これでは経済はますます消費が冷え込み、経済発展

は見込めません。次に、富裕層に対して贈与税・相続税は課税の

強化が考えられています。それは令和元年 9月 26日から世界の流

れに合わせようとしているのです。全文は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2]そこで考えられること 

1.住宅取得等資金贈与   令和 3年 12月 31日廃止 

2.教育資金一括贈与    令和 5年 12月 31日廃止予定 

3.結婚・育児資金一括贈与 令和 5年 12月 31日廃止予定 

4.暦年贈与(110万円控除)  見直し予定 

＜法律は法律を知っている者・愛する者に味方する。無知が故に課税される＞ 

 (税)未来税務会計事務所では、今からでも間に合うように対策を 

するために“相続税セミナー”を開催しています！！  

 

[3]令和 4 年は、コロナ禍が早く終息することを祈っています。そ  

うなりますとコロナ禍により借入金した返済が始まりますと経

営は益々苦しいものになります。経営の舵
かじ

取りが運営を左右しま

す。経営者として、＜決算書の見方・貸借対照表・損益計算書の

見方・損益分岐点売上＞のセミナーを行っています。自分の会社

を良くするのも悪くするのもあなた自身です。どうか経営を良く

してコロナ禍を乗り切っていきましょう。セミナーのご案内は 

以下の通りです。 

①「決算書の読みこなし術」 

 開催日 12月 6日（月） 

時間 13：30～15：30 

場所 くまもと県民交流館パレア 

  1.会場 9階 第２会議室 

2.ZOOMでも対応しています 
 

B            ②「損益分岐点の活用法」 

 開催日 12月 14日（火） 

時間 13：30～15：30 

場所 くまもと県民交流館パレア 

  1.会場 9階 第２会議室 

     2.ZOOMでも対応しています 

最後にあと１ヶ月ですが、コロナや

インフルエンザにならにようにお

身体を大切にご自愛下さいまして、

新年をお迎え下さいますようご祈

念申し上げます。 

 
 

今年も早いものでもう年末となりました。恒例の年末調整のご

準備をお願い申し上げます。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。

また確定申告のシーズンも近づいておりますのでお早めにご準備を

お願い致します。 

●必要書類（税務署より） 

・給与所得者の保険料控除申告書   

・給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 基礎控除申告書  

兼 所得金額調整控除申告書 

・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 

・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 

・前職の源泉徴収票（年内に前職のある方） 
 

＜年末が近づいておりますが皆様ふるさと納税はされましたか？＞ 

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄付を行うことで、控除

上限内の 2,000円を超える部分について税金が控除される制度のこ

とです。 

 

 

 

控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。ただし、

確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が 5

団体である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請する

ことで確定申告が不要になるワンストップ特例制度の適用を受ける

ことが可能です。 

 現在、新型コロナウイルスの影響でイベント・宴会等の中止によ

り一部食材の消費が大幅に落ち込んでいます。この影響をうけて消

費拡大を目的とした特別な返礼品を用意する自治体もあるようです。 

ふるさと納税を通じて各地域の方々の助けにもなります。まだふ

るさと納税をされていない方はこれを機にされてみてはいかがでし

ょうか？ 

 

 

誠に勝手ながら、１２月２９日（水）～１月３日（月）

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、 

何卒ご容赦頂きますよう宜しくお願い致します。 

日 付 場  所 時 間 

12月 3日 
鹿児島県薩摩川内市川内駅 

SSプラザせんだい 201・202会議室 

13：30～15：30 

個別相談可能 

12月 16日 

くまもと県民交流館パレア 

9階 第２会議室 

（詳しい内容は別紙参照） 

13：30～15：30 

個別相談可能 

令和 3 年もコロナ禍で 1 年が経とうとしています 

年 末 調 整 と 確定 申 告 の 準 備 に つ い て 
年 末 年 始 の ご 案 内 
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★(資)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 

 
★㈲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、 

０１２０－７４１１８８

          しなよい  いいはっぱ

 

                 

★㈱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 

 

 

★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！しかも、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 

★㈲木之内農園 

上から下まで果実がぎっ

しりと詰まった甘くて美

味しい手作りジャムで

す！ＡＮＡ国際線ファー

ストクラスに晩・デコジ

ャム＜晩白柚と不知火ブ

レンド＞が採用されまし

た。是非ご賞味あれ♡   ☎０９６７（６８）０５５２ 

 

 
★㈲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 

☎：０９６-２３２-６４１１     

◇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 

★㈱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０１２０－１７０８０４

          いいなおちゃおいしい

 

 

★フィッシャリーナ天草㈱ 
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 

TEL 0969-56-3043  FAX 0969-56-3083 

 

 

 

 

 

 

★㈲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！日本茶以外にもハーブティーフレーバーティーや、

オーガニックハーブティー、健康茶、青汁も取り扱ってお

ります。 

熊本県菊池郡大津町瀬田１０２１ 

           ☎ ０９６-２９３－５３８９ 

 

 

 
★㈲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！ 

 

 

 

★㈱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 

 

 

★ジビエ工房やまと 

自然豊かな山都町で狩猟家協力のもと徹底した衛生管理

技術をもって提供するジビエは香り・味わい共に格別です

♫ ☎０９６７（７３）４４２９ 
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