第12回税務研修会＆講演会

平成29年度税制改正の実務

日時／平成29年６月13日㈫〜15日㈭ 13：30〜16：30 会場／昭和ビル９Fホール
参加法人会／（公社）千種法人会、（一社）昭和法人会 講師／税理士法人名南経営理事長 安藤 教嗣氏、木村 健一氏

一億総活躍社会の実現を目指す税制改革
子育て、介護への不安をなくし、女性や若者の活躍を
進めることにより、少子高齢化の流れに歯止めをかけ、誰
もが生きがいを感じられる「一億総活躍社会」の実現に
向けて取組んでいる。日本全体の成長力を底上げしてい
くためには、
「働き方改革」と「イノベーション」が両輪
となり、多様な働き方が可能となるよう、社会の発想や
制度の大きな転換が求められている。
平成29年度の税制改正では、このような背景のもと各
項目について改正が行われた。
《主な改正内容》
〇 配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
〇 積立 NISA の創設
〇 取引相場のない株式の評価方法の見直し
〇 タワーマンションに係る固定資産税の見直し
〇 中小企業経営強化税制の創設
〇 外国子会社合算是正の総合的見直し

テキスト
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図解 平成29年度税制改正のポイント

講師

木村 健一氏

講師

安藤 教嗣氏

社長の
“やる気”
サポート
第23回やさしい法人税セミナー

他に類を見ない内容の法人税セミナー

日時／平成29年９月６日㈬・12日㈫・20日㈬・27日㈬・10月４日㈬・10月12日㈭ 会場／昭和ビル９Fホール 日程／毎回２時間30分、６回述べ15時間全課程終了
参加法人会／（公社）千種法人会、（一社）昭和法人会 講師／税理士、元名古屋国税局不服審判所国税審判官 小掠 めぐみ氏

企業を発展させる法人会の税務研修
やさしい法人税セミナーは、回を重ねること今年で23回
を迎えた。法人税法の研修では、６回延べ15時間で全課程
終了という、他に類を見ない内容のセミナーとなっていて、
会場はいつも満席である。
各回の講演後に集められた、様々な企業の参加者から寄
せられた質問事項について、講師が次回のセミナーで答え
るというコーナーも設けられていて、受講者たちは真剣に

講師

小掠 めぐみ氏

３法人会合同セミナー

講義に耳を傾けていた。法人会の地域社会貢献事業と共に、
こうした税務研修が健全な企業の発展に結びついている。
セミナーには毎回多数の参加があり、平成27年から千種
法人会と昭和法人会との３法人会の合同セミナーとなって
いる。

テキスト
平成29年度図解法人税

《主なセミナー内容》
法人税法の基礎事項

費用の税務

②更正の請求？

〇法人税法の仕組みとあらまし

〇給与と役員

③再調査の請求、審査請求？

〇法人の種類と納税義務者

〇交際費・寄附金その他の費用など

④税務調査終了の通知はあるのか？

〇納税地と事業年度
〇法人の所得
収益の税務
〇法人収益の税務
〇営業外収益の計上時期
〇受取配当等
〇資産の評価益と受増益、債務免除益
資産の税務
〇棚卸資産の評価
〇有価証券
〇固定資産の取得価額と償却等

損失の税務
〇評価損と貸倒損失
完全支配関係法人の取引及び圧縮記帳

⑤加算税、延滞税、利子税
〇税制改正
〇不確定概念と言われる難解な言葉

〇完全支配関係法人との損益

①…著しく短い…

〇圧縮記帳

②…価額が著しく低下…

海外取引の税務
〇海外取引と税額控除
公益法人
〇公益法人制度と収益事業課税
その他の重要事項
〇その他

③…不相当に高額…
④…やむをえない事情…
⑤…通常要する費用…
⑥…その他これに類する行為…
⑦…相当の期間…
⑧…課税上弊害がない場合…

①修正申告と更正、決定の違いは？

NAKA  平成29年秋号
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社長の
“やる気”
サポート
青年部会税務研修会

知っておきたい税務会計

日時／平成29年６月27日㈫ 13：30〜16：30 会場／昭和ビル９Fホール
第一部：税務研修会「誤りやすい主な事例」 講師／名古屋中税務署法人課税第一部門統括国税調査官 荒井 威彦氏
第二部：税務講演会「企業が知らない税務調査のポイント」 講師／名古屋中税務署副署長 伊藤 志朗氏
来賓／名古屋中税務署署長 野口 洋氏

ふるさと納税でゴルフクラブ

した。

主催者を代表してあいさつに立った田中部会長は、

在任中一番の思い出は、租税教育の楽しいイべン

身近な「知っておきたい税務」について、昨日（６

トでした。体育の日の名古屋ニコニコランド（10月

月26日）新南愛知カントリー美浜コースで開催され

10日 久屋大通公園）、税を考える週間の特別スポー

た「青連協親睦ゴルフ大会」での話題を取り上げた。

ツ大会法人会 TAX 杯「ミニサッカー大会」
（11月５

スタート前、一緒にプレーする人たちと自己紹介

日 愛知県体育会館メインアリーナ）では、税務署職

する中で、地方自治体へ寄付する「ふるさと納税」

員が税金博士に扮して、TAX 〇×クイズを頑張って

を活用して、素晴らしいゴルフクラブを手に入れた

くれました。

青年部会の会員の話題で盛り上がっていた。

元気な子どもたちの笑顔と青年部会のスタッフの

「ふるさと納税」は、ある一定の条件に基づいて確
定申告をすれば、自分の所得税・住民税から控除さ
れる仕組みの制度である。

素晴らしい運営は、忘れられない貴重な体験でした」
と感想を述べられた。
「本日の研修は、第一部『誤りやすい主な事例』と
第二部『企業が知らない税務調査のポイント』です

活発な青年部会に期待
「自主点検チェックシート」を積極的に活用しよう

が、全法連が国税庁の協力で作成された『自主点検

来賓の野口署長は、
「本日の青年部会の税務研修会

企業になります」とシートの有効性を勧められた。

チェックシート』を活用することで、健全で強固な

は署長として法人会の事業に参加する最後となりま

来賓あいさつ
野口 洋氏
名古屋中税務署署長

第一部講師
荒井 威彦氏
法人課税第一統括官

第二部講師
伊藤 志朗氏
副署長

主催者あいさつ
田中 義明氏
青年部会部会長

司会
大野 らん氏
青年部会税務委員会副委員長

昭和ビル９F ホール

テキスト
課否のポイント Q ＆ A
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日時／平成29年８月３日㈭ 16：00〜17：00
会場／理 事 会 東京第一ホテル錦
情報交換会 東京第一ホテル錦11Fアンビオ

第６回理事懇談会

会員増強に向けた新規施策
会員支援サービス ETCコーポレートカード
（高速有料道路料金割引制度）
の推奨
来賓／
名古屋中税務署長



小久江 元秀氏

名古屋中税務署筆頭副署長



伊藤 志朗氏

名古屋中税務署法人課税
第一部門統括国税調査官  


議長
岡谷 篤一氏

議

来賓あいさつ
名古屋中税務署長
小久江 元秀氏

小泉 和也氏

福利厚生制度推進状況説明 小林 敬介氏
協力保険会社 大同生命保険会社名古屋支社支社長

事／
会員増強運動推進の件
福利厚生制度推進状況について

報告事項／
①福利厚生制度推進状況について（保険会社説明）
②平成29年度支部事業の計画（実施）状況について

名古屋中法人会推奨
ETC コーポレートカード
案内チラシ

③名古屋中税務署の人事異動について
④主要行事予定について
⑤その他

第３回税に関する絵はがきコンクール
税金は毎日の生活の中で、どのように役立っているのか、
ということを小学生のみなさんに知っていただき、理解と
関心を深めていだくために実施しています。
応募作品の中から、法人会役員が厳正かつ公平に審査し
選定します。
優秀作品は、
「税を考える週間－暮らしの中の税金展」に
おいて、中日ビル２F ギャラリーで展示されます。
優秀作品展示／
11月６日㈪〜12日㈰
表

彰

中日ビル２F ギャラリー

式／

11月11日㈯

10：30〜

昭和ビル９F ホール

平成29年度 税に関する
絵はがきコンクールの募集チラシ

平成28年度の優秀作品

愛知県法人会連合会表彰状

平成28年度
研修活動参加率が150％以上達成

平成28年度
厚生制度推進累積収入保険料金額が前年の100％以上達成

NAKA  平成29年秋号
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誠心誠意
松寿園菓舗

二代目店主
三代目店主

お茶会
写真右上より

取材日時／平成29年９月４日㈪

12
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須賀 良治氏
須賀 義之氏

秋の和菓子

紫式部、案山子、白菊、初雁、玉菊
下段 菊華、山里まんじゅう
白菊は250円（税込）、その他の菓子は230円（税込）です。

14：00〜15：30

取材場所／松寿園

ききて／古市晴比彦・加藤育美・清水正彌

ハロウィンの菓子

その頃、父は勤めていまして、２年くらいしてから菓子

旦那衆だった父

屋を始めました。配給券をもっている人はおはぎと芋羊羹

――創業についてお聞かせください。

がもらえたのですが、米軍供出の小豆と冷凍芋が手に入り

【良治】 大正10年に父が創業しました。
父の親は農家でしたが田畑を取られてしまって、父は15

ましたので、それを作り始めたのです。
うちの父は旦那衆の最後みたいな人で、いつも丹前に羽

歳のとき、貿易商になるのだと希望に燃えて東京に出たそ

織りを引っかけて、パーッと出ていって帰ってこない（笑）
。

うです。東京駅で「お兄ちゃん、いいところを紹介してや

それが戦後まで続いたのですが、そんなことばかりはやっ

るわ」と言われ、栄太郎飴で５年働き、名古屋へ帰ってき

ておられません。

て門前町にあった不老園に入り25歳で独立、地下鉄の栄駅
の上辺り（錦通り）で店を出していました。

不老園のご主人に可愛がられまして、出掛けるときは、
いつもお供させられて、絵も習わせてもらっていました。

戦後、焼け出されて、家があった豊田の田舎へ疎開した
のですが大事にしてもらえました。というのは、ここで成
功したときに豊田のお百姓さんたちに頼まれてお金を融通

末っ子なのに跡取り

していたのですが。戦後、抵当権を抜いてくれと親父に頼

――二代目として家業を継ぐきっかけはありましたか。

みに来る人が大勢いまして、当時のお金で額面５円ほどで

【良治】 私は６人兄弟の末っ子ですが、私の一回り上の兄

その金額で返済してもらい抵当権を放棄していました。そ

は動員学徒で爆死、他は女ばかりでして、跡取りは私しか

ういうことで田舎とはいまだに行き来しています。

いなくて、中学を出たらすぐに家を継いでくれと親に言わ

――先代が栄で創業されて、こちらに移転されたのはいつ

れました。学校の先生が高校くらいは行かせてと頼んでく

頃ですか。

れまして、高校に行かせてもらいました。卒業後は大学に行

【良治】 昭和22年です。田舎の居心地が良かったこともあ

きたいと、願書を提出するために大学に自転車で走っている

りましたが、終戦のときに母・兄・姉と、１年のうちに３

途中に落としてしまったのです。それは締め切り当日のこと

人も亡くしましたので、親父も気落ちして出てくる気にな

でしたので進学は諦めましたが、１カ月ほどは家でふて寝し

らなかったのでしょうね。こちらに来たとき私は小学校４

ていました。でも、父は一言も文句を言いませんでした。

年生でした。

――大学でやりたいことがおありでしたか。

――老松小学校に入られたのですか。

【良治】 特に目指すものがあったわけではありませんが、

【良治】 はい。ここは焼け野原で何もなかったですね。長

電気系統や機械が好きでした。壊れた目覚まし時計をバラ

屋が４軒建っていまして、最初に入ったのですが、水道も

して組み立て、３つ目にやっと直すことに成功しました。

ガスも電気もなくて、12月末でしたから寒くて、姉と２人

あまり和菓子屋をやりたくありませんでしたね。私はシャ

で背中を合わせて震えていたのを憶えています。

イなので、自分としては商売向きではないと思っていたの

抹茶茶碗

作

須賀 良治氏
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です。
呉服屋の息子と話をしていたら、お客様に対しての話し
方が素晴らしいのです。感心しましたが、私にはとてもで
きない。それなら他の手でいくより仕方ない。誠心誠意、

べていましたから、もう芋なんて食べたくなかったのです
（笑）
。最近はハロウィンが盛んになってきたので、かぼちゃ
でもハロウィンのお菓子を作っています。
最近は料亭松楓閣に納めています。結婚式のとき、ケー

お客様の要望される和菓子を作ろうと思いました。

キの入刀式のように新郎新婦が揃って和菓子に焼き印を押

――いまの社長は三代目です。

すのです。食後のデザートになります。

【義之】 私は23歳で継ぎました。特に和菓子が好きという
わけではなかったのですが、私は自分が育ったこの家を潰

――どなたが作られるのですか。
【良治】 私が作ります。テーマを聞いてパソコンで画像を

すのはイヤだったのです。

検索してデザインします。今月下旬の結婚式のテーマは恐

――どこかで修行されましたか。

竜です。リアルに作って欲しいと言われています。

【義之】 名古屋の短大を出ましてから、販売が大事だと思っ

――ぜひ見たいです！毎回テーマは違うでしょうし、例え

て、デパートのお菓子屋さんの売り子になりました。他の

ば100個とかお客様の数だけ作られるのですから、柔軟な

和菓子屋さんとの接点もありますし、いろいろと勉強にな
りました。
【良治】 私は営業がうまくないので、対人関係の勉強をし
てこいと言ったのです。

発想と、お好きでないとできませんね。
【義之】 先日はお寺から、子どもが集まるお茶会をやるの
で子どもに受ける和菓子の注文がありました。
【良治】 サンタもよく作ります。家内も息子も断れと言う
のですが、職人魂とでも申しましょうか、「できません」

ウェディングに創作和菓子
――鬼饅頭が評判と聞きました。
【良治】 15年前から製菓の専門学校に教えに行っています。

と断れないんです。夢中になってやってしまいます。
――珍しいですから、もっと宣伝されるといいですね。
【良治】 あまり注文がきても困ります。
カリモクの社長さんが初めて売り出したときの椅子の写

最初は高度な技術のものを教えていましたが、６年前に短

真を持ってきて依頼されたこともあります。お茶の先生か

大に変わってからは、簡単でしかも家庭でできておいしく

らオーロラを依頼されました。葛に紫色、赤色、緑色を入

食べられるレシピに変わっていきました。生徒が鬼饅頭を

れ箸で軽くかきまぜて固めました。切ったところによって

作りたいということで、４年前、当店ならではの鬼饅頭を

色が変わり、先生に褒められまして嬉しかったです。

考えました。創作和菓子の “ 金魚 ” は15年前から教えてい
ますが、簡単で愉しいと言ってくれます。いまの子どもた
ちは手先が器用です。
――三代目も教えにいかれるのですか。
【義之】 私は年に１回、菓子屋の従業員が集まっている菓
子学校に教えに行きます。
――４年前まで鬼饅頭を置いてなかったのは？
【良治】 私は食糧難の時代に育ち、芋とかぼちゃばかり食

14
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いちご大福は弘法屋のいちご
――営業時間は？
【良治】 ８時から７時ですが、息子は６時頃にこちらへ来
ますので、７時から店は開いています。
【義之】 早い人は、通勤途中に朝ごはん代わりに鬼饅頭を
購入される方が多いです。いちご大福など、作ってあるも

のをお買い求めいただいています。
【良治】 午前に納品する菓子を作り松楓閣さんの他に２〜
３軒配達があるとお昼頃になります。その間に昼からの仕
事の仕込みをやってくれています。
【義之】 朝起きて、食べずにこちらに来て、一仕事を終え

【義之】 好きな言葉は「（体の中に）鬼が入る」です。ノ
リに乗って何も聞こえなくなってお菓子作りに没頭したい
と思っています。
【良治】「誠心誠意」です。こういうきめ細かい商売は心
配りが大事です。菓子も誠心誠意向き合って作る。妥協し

てから朝食を食べますから、女房と一緒に朝食を食べたこ

ない。それが生命だと思います。

とはないんです。

――最近の名古屋の和菓子屋さん事情はいかがですか。

こし餡を炊くときは、手間がかかるので朝５時から８時

【良治】 もう引退していますからあまりわからないですが、

頃まで炊きます。クーラーはありませんので夏は40度を越

機械で大量生産するようになって、高級和菓子に目を向け

しますから顔を真っ赤にして水を飲みながらやります。

て貰うことが少なくなって寂しいです。

――メイン商品を教えてください。
【義之】 茶席菓子です。栗と餅の最中がメイン商品です。
【良治】 栗蒸し羊羹があります。
――いちご大福が美味しいとお聞きました。
【良治】 昭和62年、うちのいちご大福が珍しいと名古屋タ

今年は金魚をよく売りましたね。可愛い干支とか、明る
い菓子とかを創りたいと思っています。
――ご主人の健康法とご趣味を。
【良治】 学校は15年務めましたが、（体が）えらくて今年
で辞めさせてもらいました。体調がよくないので、いまの

イムズに掲載されました。その１年ほど前に週刊誌で見た

健康法は昼寝です。

のです。名古屋でイチ早く作り始めました。特徴としては、

――ご趣味は？

弘法屋さんのいちごを使っていますので、日持ちがいいです。
【義之】 同業者の人から美味しいお菓子を作りたければ、
材料をケチるなと言われました。
【良治】 そこが問題で、美味しいものは高いです。高いも
のを使えば商品の値段が高くなります。
【義之】 餡は、いちご大福用は甘みを減らして炊きます。
おはぎ用など、それぞれに砂糖の量も固さも変えます。
――餡にこだわりを持っておられるのですね。
【良治】 偏屈なんです（笑）。
――材料以外で大切にされていることはありますか。
【良治】 できるだけ柔らかく作りたいと思っていますが、
なかなか難しいです。

【良治】 パソコンとカメラです。パソコンはウインドウズ
95の頃からやっていて、ノートとデスクトップと両方もっ
ています。その前はキャノワード（ワープロ）で表計算し
ていましたが、これからはパソコンの時代だと勧められて
始めました。95はよく固まってしまって往生しました。
――ここにある写真は二代目が全部撮られたのですか？
【良治】 はい。人間が古くなりましたので、終活で膨大に
あるアルバムの整理を始めましたが大変です。
――跡継ぎはいかがですか。
【義之】 高校生の男の子が２人いますが、好きな道に進ん
でくれればいいと思っています。二人とも建築関係に興味
があるようです。
――今日は、これまで創られた創作菓子の写真を見せてい

「鬼が入る」

ただきましたが、あまりにも可愛くて驚いてしまいました。
益々のご発展を祈念しています。

――座右の銘をお聞かせください。

■松寿園
所 在 地／中区栄５-22- ９ Phone ／052-241-3165
営業時間／８：00〜19：00 日曜休
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