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太田孝昭が語る元気な経営のワンポイント

“良い恐怖心”
を持ちましょう
太田アカウンティンググループ代表
太田孝昭
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を喪失すれば、いずれ会社は破綻する運命

太田孝昭が語る春夏秋冬

にあると私は思っています。
といっても、過剰な心配は必要ありませ

“良い恐怖心”を持ちましょう

ん。経営者がいつも恐怖の色を浮かべてい
たら、社員は希望もやる気もなくしてしま

03

います。会社を存続させたい、より良い業

外部の有識者による「顧問会」を
新設致しました

績を挙げたい、ブランドを高めたい……そ
うした願いがあるのなら、それを実現させ
るための「良い恐怖心」を持つことが大切

04

です。
ビジネスシーンに限らず、恐怖心を持つ

社会保険・労働保険・労働法改正
の確認
1年の締めくくりと来年に向けて

ことは、きわめて健全な精神状態といえる
でしょう。恐怖心があるからこそ、人はまっ
とうな人生を送れるのではないでしょうか。

ＯＡＧ社労士事務所
社会保険労務士 古見明子

「良い恐怖心」は、会社に次のような効果
をもたらします。
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●人を傲慢にしない

今日から役立つヘルシー講座

企業不祥事が毎日のように紙面を賑わせ

その九

自律神経のバランスを整えて、
ストレス退散！

会社の業績は、右肩上がり＝成長してい

ています。経営陣が恐怖心を持っていたら、

るか、右肩下がり＝衰退しているかのどち

こうした事態は絶対に避けられたはずです。

らかしかありません。横ばいは、ライバ

●人に知恵を授ける

ル会社やマーケットが成長している中では、

07

My Favorite Book

衰退と同義語です。すべての会社は、成長

集に余念がなくなり、トラブルやアクシデ

の可能性と衰退の危険性を合わせ持ってい

ントにも迅速に対処できるようになります。

るのです。

●反省を促す

繁栄している会社でも、倒産の危険は常

the Heartful OAG

自分の非を認めない経営者は少なくあり

にあります。最近相次いでいる食品偽装事

ません。反省できる人は成長します。

件では、高いブランド力を誇ってきた会社

●団結を促す

が、一夜にして存亡の危機に瀕しています。

2

危険を避ける（予測する）ための情報収

社員にも良い恐怖心を持ってもらうこと

けれども、こうした事件を他山の石として

で、社員自らが会社にいる意義や役割を考

いる経営者や経営幹部は、意外なほど少な

え、積極的に動くようになります。

いように思います。自分の会社が消滅する

●夢を実現する近道

かもしれないという恐怖心を失い、会社は

自分たちが怖れているものを明確にし、

空気のように当たり前に存在していると考

その恐怖心を克服するために努力する―。

えるようになっているのでしょう。恐怖心

それは、夢を実現するための第一歩です。

外部の有識者による「顧問会」
を新設致しました
前号に引き続き、「顧問会」の皆さまをご紹介します。
それぞれの分野で活躍され、社会的な評価も極めて高い
方々ばかりですので、弊社のみならず、お客さまにとり
ましても有益なアドバイスをいただけると存じます。「無
理難題」をどうぞお問い合わせください。顧問会の皆さ

顧問会
上原靖弘様（オフィス上原代表、元さくら銀行副頭取）
金重凱之様（国際危機管理機構社長、元警察庁警備局長）
阪田雅裕様（アンダーソン ･ 毛利 ･ 友常法律事務所弁護士、前内閣法制局長官）
清水康之様（ＮＰＯ法人福祉総合評価機構代表、元厚生省児童家庭局長）
森末暢博様（森末法律事務所弁護士）

まとも力を合わせ、解決に全力で取り組んでまいります。

顧問の皆さまのご紹介②
※今号では阪田様、清水様、森末様をご紹介します。

阪田雅裕

清水康之

森末暢博

様

様

様

左から、上原様、金重様、阪田様、清水様、森末様

◆ OAG 顧問になって 国税庁総務課長として税理士を
所管していた頃から、弁護士や公認会計士に比べて税
理士はほとんどが一匹狼で、その結果、租税に関する
ことであっても、国際課税など専門性を求められる分
野については、弁護士等に職域を席巻されている状況
を歯がゆく思っておりました。ＯＡＧが、プロ集団と
して組織的に業務を遂行され、専門性を高めていかれ
ることは、まさに改正税理士法の企図したところであ
り、税理士の業務分野の拡大とその社会的地位の向上
に資するものと確信しています。
◆最近の関心事 子供の関係で今年の春から盲ろう重
複障害者、つまり “ 日本のヘレン・ケラー ” ともいうべ
き人たちのための社会福祉法人の理事長を務めていま
す。また、内閣法制局での経験を社会に還元したいと
考え、明治大学の公共政策大学院（特別招聘教授）で
立法学の講義をしています。その他講演・執筆や国選

弁護等も含めて、公益的な活動にできるだけ時間を割
きたいと考えています。
趣味は、ゴルフ、スキー、ガーデニング、囲碁、麻雀、
プロ野球観戦などです。
◆座右の銘 特にありません。昨秋の退官後は、時間
の三分の一を家庭のために、三分の一を社会のために、
三分の一を生計のために（仕事に）、ということをモッ
トーにしています。

◆ OAG 顧問になって 太田代表が常日頃語っているよ
うに、私も「企業の発展は人づくり」にあると思って
います。幅広い教養と豊かな経験、そしてチャレンジ
精神旺盛な人材が、多数ＯＡＧに結集するように期待
しています。私のこれまでの経験や人脈が少しでもＯ
ＡＧの発展に役立てられれば、望外の幸いです。
◆最近の関心事 都道府県の組織と国の地方出先機関
等を統合し、分権型の道州制を導入した新しい統治構
造の構築（地方分権の推進と道州制の導入）が一日も
早く実現することを望んでいます。その際、消費税を
新しい道州の基本財源の一つとすることと、国は法人
諸税と所得税を基本財源とする方向に改めるべきだと
思っています（参考 アメリカでは Sales Ｔ ax は州税
です）。ともあれ、国は外交・国防等に限定して、簡素
効率化すべきだと考えています。

趣味は、旅行・読書・映画鑑賞。特に旅については健
康が許す限り、世界中を巡って見聞を広げたいと思っ
ています。これまで訪れた所の中で、お勧めは世界三
大フォールズとオーストラリアのエアーズロックです。
◆座右の銘 「有言実行」 よく「沈黙は金・雄弁は銀」
といわれますが、人・物・情報の交流が極めて国際化
している今日、日本人はもっと積極的に発言し、かつ
実行することが大事だと思います。「沈黙」が誤解を招
かないためにも。

◆ OAG 顧問になって 太田代表は常に世の中の情勢や
変化を鋭く見据えて、素晴らしいアイデアと発想力の
下、次々と新機軸を打ち出しています。近年はそれを
支える有能なスタッフも充実し、組織としての企画力
や実行力は格段にアップしています。今後とも世の中
を先取りして、さらに一層発展していかれることを期
待しています。
◆最近の関心事 経済が豊かになり、安心なシステムが
出来上がって、結婚しなくてもよい、あるいは子ども
は一人でよいという風潮が蔓延しています。また、そ
の子どもは何となく親の財産を頼りにして、死にもの
狂いの生き方をしなくなった日本の最近の社会事情が
気掛かりです。
趣味は、囲碁、テニス、ゴルフです。囲碁は頭の若さを

保つのに最適です。私の父は９１歳になりますが、今だ
もって頭脳明晰です。これも囲碁のお陰です。テニス
やゴルフは、健康、時間、相手、遊べる家庭環境、天候、
お金など全ての条件が整わないとできないものです。今
日もそれを与えたくれたことを神に感謝し、プレイ場
に頭を下げてから始めています。
◆座右の銘 「巧詐拙誠不如」誠のある話や内容は、た
とえ口べたであっても、その一言ひとことが人の心に
訴える力を持ってます。

■ 1966 年東京大学法学部卒業後、大蔵省入省。81 年
内閣法制局参事官。87 年大蔵省銀行局保険部保険第一
課長。89 年国税庁長官官房総務課長。92 年大蔵省大
臣官房審議官。2004 年内閣法制局長官等を歴任。現在、
内閣法制局参与、アンダーソン ･ 毛利 ･ 友常法律事務
所弁護士、社会福祉法人 全国盲ろう者協会理事長、明
治大学公共政策大学院ガバナンス研究科特別招聘教授。

■東京大学法学部卒業後、自治省入省。1988 年厚生省
大臣官房審議官、90 年総理府社会保障制度審議会事務
局長、92 年厚生省児童家庭局長、96 年川崎医療福祉大
学教授等を歴任。現在、特定非営利活動法人社会福祉
総合評価機構理事長。

■東京大学法学部卒業。第二東京弁護士会所属弁護士
（森末法律事務所）。公認会計士試験委員、市の情報公開・
個人情報保護審査会会長、総務省独立行政法人評価委
員会専門委員、市の代表監査委員等を歴任。
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社会保険・労働保険・労働法改正の確認
1年の締めくくりと来年に向けて
ＯＡＧ社労士事務所
社会保険労務士 古見明子
いよいよ年末調整の処理等で慌ただしい季節になりました。今回は社会保険・労働法規等の本年度改正の確認と来年
４月から実施される改正についてお伝えします。
法改正があっても、実際に手続等を行わなければ気付かない点も多く、現場で受けたご質問やご相談にお答えすると、
初めて改正の事実を知り、驚かれることもしばしばです。紙幅の都合上、すべての改正点を挙げる事はできませんので、
ご質問の多い事例について解説致します。

健康保険

平成 19 年 4 月 1 日改正

傷病手当金および出産手当金の改正
任意継続被保険者には、「傷病手当金」と「出産手当金」が支給されないことになりました。また支給額は標準報酬日額
（標準報酬月額／ 30 日）の 2 ／ 3 相当額となりました。

◆任意継続被保険者とは？
健康保険に継続して 2 カ月以上加入していた人（被保険者期間が継続して 2 カ月以上ある人）が退職した場合、自分で
健康保険料を納入することで、最大 2 年間健康保険の「任意継続被保険者」になることができます。

◆任意継続被保険者の保険料は？
通常の健康保険料は事業主と被保険者が 2 等分して負担していますが、任意継続被保険者になると、全額が本人負担と
なるため、それまでの保険料の 2 倍の金額を支払うことになります。ただし、この金額には限度があります。政府管掌健
康保険の場合、任意継続の平成 19 年度最高等級は 21 等級（標準報酬月額 28 万円）です。この等級と自分の等級を比較し、
低い方の等級の保険料が適用されます。ちなみに税理士の健保組合では、平成 19 年度の任意継続の最高等級は 28 等級（同
44 万円）となります。この等級は健保組合ごとに異なりますのでご注意下さい。

資格喪失後の出産に関する給付の改正
改正前は資格喪失後でも「出産手当金」と「出産育児一時金」が支給されていましたが、改正後は出産育児一時金のみ
の支給となりました。

◆出産育児一時金とは？
妊娠 4 カ月以上で出産したときは、一児ごとに 35 万円（双子は 70 万円！）が受けられます。

◆出産手当金とは？
被保険者が出産のため仕事を休み、給料を受けられないときは、欠勤 1 日につき標準報酬日額の 2 ／ 3 の出産手当金が
支給されます。支給期間は出産日以前 42 日～出産日後 56 日までです。

雇用保険

平成 19 年 10 月 1 日改正

被保険者資格および受給資格要件の一本化
「短時間労働被保険者」の区分が無くなり、一般の被保険者区分に統一されました。また、基本手当を受給するためには、
原則として離職の日以前 2 年間に 12 カ月（各月 11 日以上、週所定労働時間の長短にかかわらず）の被保険者期間が必要
となりました。ただし、
「特定受給資格者」（会社都合での退職等）の場合は、離職日の前 1 年間に 6 カ月（各月 11 日以上）
の被保険者期間があれば支給を受けることが可能です。

教育訓練給付金の支給要件の引き上げと支給額の引き下げ
支給要件が、雇用保険被保険者の期間が 3 年以上（一度もこの給付金を受給していない場合は 1 年以上）、受講費用の額
の 20％までとなりました。上限は 10 万円、下限は 4001 円です。
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◆教育訓練給付金とは？
雇用保険被保険者（在職者）または離職者（ただし条件あり）が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け、修了した場合に、
支払った受講料の 20％が支給されます。

育児休業者職場復帰給付金の引き上げ
「育児休業者職場復帰給付金」が休業開始時賃金（月額）の 20％（改正前は 10％）となり、合計の育児休業給付率が休
業開始時賃金（月額）の 50％（改正前は 40％）となりました。

◆育児休業給付は 2 種類あります！
①育児休業基本給付金

育児休業期間中、賃金日額に支給日数を乗じた額の 30％が支給される（2 カ月に一度、申請に

基づいて支給）
②育児休業者職場復帰給付金

育児休業終了後職場復帰し、6 カ月引き続き雇用されている場合に、賃金日額の 20％に

上記①の支給日数を乗じて得た額が支給される（一括支給）

◆休業開始時賃金月額とは？
休業する直前 6 カ月の賃金の合計を 180 で割ったものを 30 倍したものです。
＜例＞

産前休業に入る前 6 カ月間の月額給与が 30 万円だった場合

休業開始時賃金月額＝休業開始時賃金日額（30 万円× 6 ／ 180）× 30 ＝ 30 万円
育児休業基本給付金＝ 30 万円× 30％＝ 9 万円（1 カ月分）
※育児休業中の賃金支払いが無いか、支払われていても 50％以下の場合で算出しています。

◆育児休業の延長申請
最近、育児休業の延長申請（最大 1 歳 6 カ月）が大変多くなって来ました。そのほとんどの理由が、｢保育園に入園でき
ないため｣ です。申請は、延長する期間の直前の育児休業基本給付金の申請時に、市区町村発行の ｢保育園入園不承諾通
知書｣ を添付して行います。無認可保育園は含まれません。
入園時期の証明は、お子さんの 1 歳の誕生日の前日までで、誕生日を過ぎた入園時期では延長が認められませんので、
注意が必要です。多くの保育園では、入園は月初のみとなっており、延長ができずトラブルになった例もあります。延長
を希望する従業員の方には、早めに保育園に入園を申し込むようにご指導ください。

保険料の確認
雇用保険
被保険者負担分

厚生年金
6 ／ 1000

平成 19 年 9 月から、厚生年金保険料が 149.96 ／ 1000 になり

年度更新の頃に国会で慌ただしく決定したことを覚えている方

ました。事業主負担分は 74.98 ／ 1000。毎年 3.54 ／ 1000（会

も多いと思いますが、まだ被保険者負担分を以前の 8 ／ 1000 の

社負担分と従業員負担分の合計）ずつ保険料が上がり、平成 29

ままで徴収している企業がございます。また、来年度もこの保

年 9 月以降は固定することが決まっています。

険料率は据え置きになることが決定しました。

国民年金
平 成 19 年 度 国 民 年 金 保 険 料 は 一 律 14,100 円 で す。 来 年 は
14,420 円×改定率となります。

来年度改正が決まっている法律等
パートタイム労働法
平成 20 年 4 月 1 日から改正される予定ですので、以下の点に留
意して、早めの準備が必要です。
1. 労働条件の文書交付・説明義務※
2. 働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備
3. 通常の労働者への転換の推進
4. 苦情処理・紛争解決援助

※労働基準法では、雇入れの際に書面によって「労働契約の期間」
「就業場所」
「労働時間関連」「賃金関連」「退職」に関する事項を明示するよう義務付け
ています。今回のパートタイム労働法の改正では、加えて次の 3 つを文書
で明示し、交付することを義務付けました。
① 昇給の有無
② 退職手当の有無
③ 賞与の有無
労働基準法による労働条件の明示に関する違反は、30 万円以下の罰金とい
う罰則があります。さらに、改正パートタイム労働法による違反になると、
10 万円以下の過料が掛かる可能性があります。
これを踏まえ、パートタイム労働者用の「労働条件明示書」や「パートタ
イム労働者就業規則」を修正する必要があります。

法制度の改正のない年はありません。新しい情報を早くキャッチし、正しく発信するように心掛けたいものです。

the Heartful OAG
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今日から役立つヘルシー講座

その九

自律神経のバランスを整えて、
ストレス退散！
自律神経は、身体の機能を調整する神経です。人間

のです。毎年繰り返されるインフルエンザの大流行は、

の意志とは無関係に、体温の調節や呼吸、血流、発汗、

ストレス社会の反映といえるかもしれません。まさに

心拍などをコントロールしています。

「ストレスは万病のもと」なのです。

自律神経には、
「交感神経」と「副交感神経」の 2 種

ちなみに、鼻呼吸をしていると鼻毛とその奥にある

類があり、例えば呼吸時、吸うときには交感神経、吐

粘膜が、細菌やウイルスを除去してくれますから、口

くときには副交感神経が働いているという関係になっ

呼吸に比べて病気になりにくいといえます。

ています。
また、前者は「緊張」、後者は「リラックス」の神経

自律神経のバランスを保つには、ビタミンＢ 16 含

と呼ばれ、その意味では身体を活動的にするのが交感

有食品が有効です。シジミ、アサリ、イワシ、牡蠣な

神経、抑制するのが副交感神経といえるでしょう。

どの魚介類のほか、卵、チーズにも含まれています。
食事をすると、最初の 30 分ほどは胃で消化が行わ

この二つの働きのバランスが崩れると、さまざまな

れ、交感神経が活発に働いています。30 分が過ぎると

不調を引き起こします。例えば、交感神経が活発化す

小腸に移動し、副交感神経が働き始めます。食後に眠

ると、高血圧、動悸などが現われ、低下すると、冷え、

くなるのは、副交感神経が働き始めるからだと考える

頭痛、めまいなどの原因になります。一方、副交感神

と、分かりやすいかもしれません。

経が活発化すると、便秘、胃もたれなどを引き起こし、
低下すると、慢性疲労、不眠などの症状を強めます。
身体の不調を強く感じているのに、内科の検査では
異常がない場合、「自律神経失調症」と診断されること
がよくあるのは、このためです。

副交感神経が活発になると、体の緊張がほぐれ、全
身の血管が太くなります。その血管に血液を満たすた
めには水分が必要になるので、食後の水分補給は、体
をリラックスさせる上でも欠かせません。
身近な食品では、コーヒーやお茶（カフェイン）は
交感神経を刺激し、みかんやグレープフルーツ（ビタ

自律神経のバランスが崩れる原因として最も多いの
は、ストレスです。ストレスを受けると、身体は緊張

ミンＣ）は副交感神経を刺激します。体の不調を感じ
たら、食事療法を心掛けるのも有効です。

状態になり、呼吸を速く浅くさせてしまいます。スト
レスを感じたときにはゆっくりと腹式呼吸をして、身

また、話すことは声帯を刺激し、副交感神経の働き

体をリラックスさせましょう。このとき、吸うことよ

を助けます。その意味では、食事中の会話は、食後に

りも、吐き切ることを意識します。息をゆっくりと吐き、

副交感神経が働きやすくするための絶好のアシスタン

副交感神経が優位になると緊張がほぐれていきます。

トです。悩みを打ち明けると、それだけでストレスが

また、ストレスを強く感じる状況では、口で呼吸し

解消したり、カラオケで熱唱すると気持ちがスッキリ

ていることが多いものです。口呼吸をしていると、空

したりするのは、副交感神経が活発に動いた結果なの

気中の細菌やウイルスなどを吸い込んで、扁桃腺が攻

かもしれません。

撃されがちです。扁桃腺に感染した細菌やウイルスは、

6

これからの忘年会シーズン、宴席には楽しいおしゃ

血流に乗って全身に運ばれ、免疫力を低下させてしま

べりを忘れずに、そして思いきり歌えば、今年一年の

います。その結果、さまざまな不調が現れやすくなる

ストレスを退散させることができるでしょう！

the Heartful OAG

My

Favorite

Book

推薦人：太田孝昭（代表社員）

推薦者：奥田周年（資産税部）

『貝と羊の中国人』
加藤 徹／著
新潮社 ￥756（税込）

『胃腸は語る食卓編』
新谷弘美・新谷尚子／著
弘文堂 ￥1,575（税込）

数ある “ 中国人論 ” の中で、これ程ピン

普段の食事では、季節のものを食べるの

とくる中国人論に初めて出会いました。

が良いと頭で分かっていても、なかなかう

何故、世界各地に中国人街はあるのか（イ

まくはいかない。本書では、どのような食

ンド人街はありません）。

事をすれば最も良いパフォーマンスができ

何故、金儲けと共産主義が両立するのか。

る体になるのか、カラー写真で解説してく

何故、本音と建前がこんなにも違うのか。

れる。著者の新谷弘美氏は、世界で初めて

私たちが常日頃疑問に感じていた中国人

開腹手術をせずに内視鏡で大腸ポリーブを

という存在への回答が本書にはあります。

切除した医師で、胃相腸相と食生活の関係

中国でビジネスをする人にとっては必読

を研究している。

の書ですし、世界でのプレゼンスを急拡大

研究の成果か、この本の中では、主食と

させている中国を正しく知ることは、われ

して玄米を薦めている。一日三食、玄米を

われにとってもとても大事なことだと教えて

3 カ月試したところ、他の生活を変えないま

くれる本でもあります。

までも体重が３キロ減った。

推薦者：親富祖政彰（法人税部）
『28 年目のハーフタイム』
金子達仁／著
文藝春秋 ￥460（税込）

話題の新刊
『ホームレス中学生』
麒麟・田村裕／著
ワニブックス ￥1,365（税込）

1996 年アトランタオリンピック。28 年ぶ

人気お笑い芸人が書き、瞬く間にベスト

りにオリンピック出場を果たしたサッカー日

セラーになったことで話題の本ですが、中

本代表は、ブラジル戦で奇跡的な勝利を飾

身は非常にシュールです。父親が蒸発して

り日本中を沸かせた。しかし、その勝利の

家を失い、公園で暮らすことになった中学

影で、チーム内での亀裂を抱えた日本代表

生。それが「ネタ」ではなく、真実の物語。

は、続くナイジェリア戦のハーフタイムでつ

公園のハトに餌をやるおじさんと、その餌

いに崩壊する。

をハトから奪って食べる少年…。雨をシャ

オリンピック予選から本戦出場、歓喜の

ワー代わりにして頭を洗う少年…。そんな

勝利、そして敗退…。当時、日本中の誰も

少年が罪を犯せば、裁判でも情状酌量され

が知り得なかったチーム崩壊までの真実を、

るでしょう。しかし、田村少年は逆境に負

西野朗監督、中田英寿、前園真聖、川口

けることなく真っすぐに生き、今ではテレビ

能活選手を中心に、著者の取材によってド

で引っ張りだこの人気者に。兄姉の愛、人

キュメンタリー形式で迫った一冊です。

情、そして亡き母への思慕…。心温まる “ 前
向きパワー ” を感じさせてくれる本です。

the Heartful OAG
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OAG Calendar
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December 2007
SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

奴隷制度廃止国際デー
日本人宇宙飛行記念日
原子炉の日

国際障害者デー
カレンダーの日
個人タクシーの日
自動車電話の日
奇術の日
みかんの日

血清療法の日

9

10

障害者の日

16

友引

大安

6

7

8

経済・社会開発のため
の国際ボランティア
デー

音の日
シンフォニー記念日
ラジオアイソトープの日

国際民間航空デー
クリスマスツリーの日

太平洋戦争開戦記念日
レノンズデー

11

12

13

14

15

11 月 分 源 泉 所 得 税・
住民税の特別徴収税額
の納付
世界人権デー
三億円事件の日
ノーベル賞授賞式

ユニセフ創立記念日
百円玉記念日
胃腸の日

バッテリーの日
漢字の日
児童福祉法公布記念日

ビタミンの日
双子の日

忠臣蔵の日
南極の日

年賀郵便特別扱い開始
観光バス記念日

17

18

19

20

21

22

日本初飛行の日

7 月～ 12 月分源泉所
得税の納期限の特例届
出書の提出
デパート開業の日
道路交通法施行記念日
霧笛記念日
シーラカンスの日

クロスワードの日
遠距離恋愛の日

労働組合法制定記念日
改正民法公布記念日

26

27

28

浅草仲見世記念日
ピーターパンの日

官公庁御用納め
取引所大納会
身体検査の日
シネマトグラフの日

大安

電話の日
紙の記念日

飛行機の日

国連加盟承認の日
東京駅の日

23

24

25

友引
大晦日

クリスマス
昭和の日
スケートの日

天皇誕生日
東京タワー完成の日

地下鉄記念日

30

振替休日
クリスマスイブ

31

友引

大安

友引

プロ野球誕生の日

友引

大安

友引

大安

29
国際生物多様性の日
シャンソンの日
清水トンネル貫通記念日

1/4…10 月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告、4 月決算法人の中間申告、1 月、4 月、7 月、10 月決算法人の 3 カ月ごとの期間短縮に係る確定申告、法人・個
人事業者の１カ月ごとの期間短縮に係る確定申告、
4 月決算法人の中間申告、
消費税の年税額が 400 万円超の 7 月、
1 月、
4 月決算法人の 3 カ月ごとの中間申告、
消費税の年税額が 4,800
万円超の 10 月決算法人を除く法人・個人事業者の 1 カ月ごとの中間申告
固定資産税（都市計画税）の第３期分の納付…12 月中において市町村の条例で定める日
給与所得の年末調整…本年最後の給与の支給時
給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出…本年最後の給与の支払を受ける日の前日

編集後記
ＯＡＧ税理士法人では、11 月上旬に社員旅行で熱海に行ってきました。バス旅行の車中、事務所

発

行

ＯＡＧ税理士法人

経費に関するクイズ大会を開催しました。意外に（？）難問ぞろいで、皆、目をシロクロ。成績優

（株）
シーケーシステム研究所

秀者には賞品が授与されたものの、私は参加賞のみでした…。でもエコバッグをいただき、コン

（株）
経理秘書

ビニでお昼を買うときや仕事帰りに買い物を頼まれたときに便利に使っています。スーパーのレジ

（株）
ビジコム /（株）
福祉総研

袋を厚くしてカラフルにしたようなもので、コンパクトにたためます。使ってみたいという方は弊社

東京都新宿区左門町3番地1

経営管理部までお問い合わせ下さい。一泊二日の短い旅行でしたが、おいしい料理と温泉で鋭気

tel.03-3352-7500 / fax.03-3356-1180

を養い、スタッフの思わぬ一面も見ることができた、とても有意義なひと時でした。年末から 3 月

発行人

太田 孝昭

15 日までは会計事務所にとっての繁忙期。健康に留意して、乗り切っていきたいと思います。
（ま）

編集人

松本 眞一

左門イレブンビル5階

Vol.32

世界エイズデー
冬の省エネ総点検の日
映画の日
鉄の記念日

