◇◇税理士法人 計理センター◇◇
栃木県宇都宮市西２丁目３番５号 斉藤ビル２階
ＴＥＬ）028－636－6790 ＦＡＸ）028－632－8389
Ｅ－mail ；tgkc@ucatv.ne.jp
ＵＲＬ：http://www.ｔｇｋｃ.co.jp

◇経営理念◇
１．私たちは、お客様のニーズを把握し親切・迅速・的確なサービスを提供します。
２．私たちは、納税者の権利を守るため、不断の努力によって知識を習得し、税
制・税務行政の民主化に生かせるよう活動します。
３．私たちは、自社の経営体質を堅固にし、社員の労働環境と待遇向上に努めな
がら、地域の発展と社会貢献に尽くしていきます。

業者研修会開催のお知らせ
本年も下記日程において計理センター業者研修会を開催致します。
昨年の講演内容はマイナンバーに関するもので、多くの方々がご参加下さいました。
また、講演内容等の詳細は確定次第ご連絡させていただきます。
皆様のご来場をお待ちしております。

開催日
場 所

平成２８年１１月５日（土曜日） 午後
とちぎ健康の森
宇都宮市駒生町３３３７－１

残暑お見舞い申し上げます。
本年の夏季休暇
８月１３日（土）～１６日（火）
よろしくお願い致します。
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今を考える

～～ 『英国のＥＵ離脱』のなぜ ～～

去る６月２３日に行われた、国民投票で英国がＥＵ離脱を決めた。このニュースが日本に流れると、円高
は一時９９円まで高騰し、株価は一気に下落、日本経済は敏感に反応した。７月１９日に国際通貨基金（Ｉ
ＭＦ）は世界経済成長見通しを下方修正し、英国のＥＵ離脱決定が今後の見通しをさらに大きく悪化させ
る可能性があると警告した。少なからずこの問題は日本経済に中長期的な影響を及ぼすだろう。

英国の正式名称は「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国」といい
、イングランド・ウェールズ・スコットランド・北アイルランドの４地域で構成
され、人口は約6,500万人、ＥＵでの経済規模はドイツに次いで第２位である。
「ＥＵ」とは、欧州連合のことで、地域統合体と呼ばれる組織。その組織の活
動として主なものに、ＥＵ加盟国での貿易の障害となる関税や規制を撤廃、Ｅ
Ｕ域内の市民の移動や仕事の自由を保証して、経済を活性化させることにある。

では、なぜ英国民はＥＵ離脱を選択したのか？
１ 格差の増大
英国のＥＵへの拠出金は約１兆5,200億円である。この支出は英国の一般庶民のためになっておらず、
この財源を国民医療サービスにしようと離脱派がスローガンに掲げた程だ。つまり、ＥＵ参加の恩恵は
一部のエリート層に還元され、一般庶民には回ってこない。いわゆる格差増大が庶民の根底にあった
こと。
１ ＥＵ規制の多さ
英国の掃除機で有名なダイソン創業者が離脱を支持したことは広く知られているが、ＥＵの規制の中
に「掃除機の吸引力がすごすぎてはいけない」という規制があったらしく、その創業者は「人生でもビジネ
スでも最も大切なのは決定権だ」と述べた。他にも「スーパーで売られるキュウリとバナナは曲がっては
いけない」などの規制もあるらしい。
要は、このＥＵ規制の多さが「主権を取り戻せ」の主張にむすびついたこと。
１ 移民の多さ
ＥＵ域内の市民移動が自由なことから、英国にルーマニアやブルガリア等から多くの移民が移り住み
、低賃金で働く労働者が増えたこと。それが労働者の給料が上がらない要因となり一般庶民の不満が募
っていったこと。
ほかにも様々な理由があるとは思うが、最大の要因はＥＵというグローバル化において、ＥＵ参加が
英国民の格差増大を招き、今回の国民投票はエリート層と一般庶民の対決による結果につながった。
今後、英国は、スコットランドの独立問題も再燃し、各々４つの地域が分裂していく事態も招きかねない
。同じ島国の日本にも、今、グローバル戦略の元ＴＰＰ締結問題があり貿易の関税や規制撤廃に向かっ
ている。このＴＰＰにはラチェット規定（市場を開放したら、後で規制を強化することは許されないという
規定）や、ＩＳＤ条項（公共利益のために作った政策により、海外企業や投資家が不利益を被った場合、
世界銀行傘下の機関に訴えることができる制度）が内包されていて、数々の問題をはらんでいる。
日本でも格差是正が叫ばれている中、決して他国のことと傍観できず、私にとって考えさせられる事
態であった。
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ＴＡＸトピックス
◆輸出大企業の消費税還付金は８％で大激増､１０％でさらに輸出戻し税が増額
税理士が推算しました

（ 単位 ： 億円 ）

企業名

事業年度

売上高

売上高のう
ち輸出割合

2015年の推
定還付金額

2014年の指
定還付金額

還付金
増加額

トヨタ自動車

平成２６．４
～２７．３

１１兆２０９４

６８．４６％

２５９４

１４０４

１１９２

日産自動車

同上

３兆５１６４

６８．００％

１２１２

７５７

４５５

ホンダ

同上

３兆３３１１

５７．４９％

８６９

４３２

４３７

マツダ

同上

２兆３３４４

８１．３８％

７３４

３６３

３７１

ソニー

同上

２兆０７２７

７２％
(推定）

５９６

３８９

２０７

◆民主的税制の原則 これは憲法の精神です。
○総合累進課税で応能負担
所得の多い人は高い割合で負担する
○生活費非課税
生きていくのに必要な最低限の生活費には税金をかけない
○勤労所得には軽度の課税
勤労から得た所得への課税は､資産の運用による所得への課税より軽くする。
憲法の精神を活かすなら、食料品、生活必需品は非課税とすべきです。
◆富裕層と大企業には、きちんと課税
年度

所得税率

住民税率

法人税率

１９８４年

７０％ （８０００万円超）

１８．００％

４３．３０％

１９８７年

６０％ （５０００万円超）

１８．００％

４２．００％

１９８９年

５０％ （２０００万円超）

１５．００％

４０．００％

１９９５年

５０％ （３０００万円超）

１５．００％

３７．５０％

１９９９年

３７％ （１８００万円超）

１３．００％

３０．００％

２００７年

４０％ （１８００万円超）

１０．００％

２５．５０％

２０１５年

４５％ （４０００万円超）

１０．００％

２３．９０％
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税務クイズ
第１問

ビールには酒税がかかっています。缶ビール（３５０ｍｌ）にはどのくらいの酒税がかかっているの
でしょうか。（消費税は除きます）
〔１〕 ５７円

第２問

〔２〕 ６７円

発泡酒にも税金がかかっています。缶入り発泡酒１缶（３５０ｍｌ）（麦芽比率２５％未満）にはどの
くらいの酒税がかかっているのでしょうか。
〔１〕 ３７円

第３問

〔３〕 ７７円

〔２〕 ４７円

〔３〕 ５７円

最近第３のビールいわれるビール風酒類が人気を呼んでいます。ビール風酒類１缶（３５０ｍｌ）
にはどのくらいの酒税がかかっているのでしょうか。
〔１〕

８円

〔２〕 ２８円

〔３〕 ３８円

回答
第１問 〔３〕７７円

第２問 〔２〕４７円

第３問 〔２〕２８円

ビール類の酒税を５５円に統一しようという動きが昨年ありましたが、
参議院選の影響を考慮し先延ばしになりました。
ビールのおいしい季節です、税金の心配はしないで飲みたいですね。

書籍紹介

～～ 天地明察（てんちめいさつ） ～～
作

冲方

丁

本好きの友人が熱く語っていたのが､この本との最初の出会いでした。さし
て本好きではない私に､お勧めなんて言ってこない友人が､興奮気味にこれ
は面白いからと勧めてくるので、それならと思い読んでみることにしました。
江戸幕府四代将軍家綱の時代。日本独自の太陰暦を作り上げる――そんな壮大なプロジェクトが立ち上
がりました。日本文化を変えた大いなる計画を、個の成長物語としてみずみずしくも重厚に描く傑作時代小説
。当時使われていた暦・宣明暦は正確さを失い、ずれが生じ始めていた為、改暦が必要となり、その実行者と
して選ばれたのは渋川春海。碁打ちの名門に生まれた春海は己の境遇に飽き、算術に生き甲斐を見出して
いた。彼と「天」との壮絶な勝負の物語。
江戸時代に北極星の緯度を測ったりして暦を変える・・・時代背景や政治的宗教的文化的視点もありで忙
しい話ですが、登場人物が関孝和をはじめ、社会の教科書にも出てくるような有名人が多く、生き生きと描
かれ、スラスラ読み進めることができました。
いま私たちが当たり前に享受する文化も､先祖たちの努力があってのことだと感動しました。カレンダーが
現実と合わないなんてこれまで疑ったこともなかったし、この話を読まなければそんな考えさえ浮かばなかっ
たと思います。日々目にするカレンダーの見方が変わってきます。２０１２年に映画化もされた小説です。機
会があればご一読してみてはいかがでしょう？
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顧問先紹介

～～ 合同会社 Ｓ＆Ｓセミナー ～～

～ 会社概要 ～
当塾は小・中・高校生を対象に旧日光地区で２０年間（通算３５年間）学習塾を営んできました。「教えきる
」指導が支持され、２０１３年には今市地区からの強い要望もあり､今市教室を開校いたしました。教え方や
伝え方の日々のブラッシュアップの仕組みづくりを常に行なっています。こうした創業以来の着実な努力の
積み重ねにより少子化の中にあって、地元の生徒や保護者に支持される塾に成長する事ができました。

～ ＰＲポイント ～
当塾の圧倒的強みは学習方法での差別化と､２１世紀型『問答法』教師研修ノウハ
ウがあることです。結果として教務面での競争力が当塾の最大の強みです。成績が
下降した場合は､無料補習を結果が出るまで実施しています。
『問答法』とは教師の役割を「教える事」から「生徒から引き出す」事へと根本的に変
化させる21世紀型教育手法です。教師は生徒の回路を活性化させる役割（ただ待つ
のではない）で、生徒は「ほんとうは自分だけでも解けたんだな」という形で終わること
になります。教師は触媒の役割で、最後には足跡を消すという方法です。
こうしたＳＳ式学習方法は､２０分の説明会で生徒保護者を何度もうなずかせること
のできる説得力のあるものです。
結果、入塾後の成績の上昇は本人も保護者も驚くほどのものとなっています。

～ 代表社員から ～

定休日
営業時間
駐車場
住所
日光教室
電話番号

毎週日、月曜日
１５：００ ～ ２３：００
完備

当塾が２０年前に提起いたしました『現在は、広義の創造力（
発想力・智恵、工夫の能力）が、即社会的価値を持ち得るという
特異な歴史的段階にある。したがって、従来の知識習得を中心と
した受身型能力・教育は急激にスクラップ化せざるを得ない！』
という指摘の正当性は、今や社会的に認知されていると言って
も過言ではないでしょう。
子供たちが社会に出て“食べていける”能力を身に着けてもら
うためにも、教育改革の最先端の担い手としての役割を果たし
ていきたいと思います。

栃木県日光市相生町２０－９
０２８８－５３－２６２３

住所
今市教室 栃木県日光市今市７０３
電話番号 ０２８８－２１－４２２２

ＨＰアドレス http://sandsjuku.sakura.ne.jp/
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～～

税務カレンダー

～～

≪ ８月 ≫
内

容

納付／申請期限

個人事業税の納付（第１期分）

平成２８年８月中

個人の道府県民税及び市町村民税の納付

平成２８年８月中

７月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

平成２８年８月１０日

６月決算法人の確定申告

平成２８年８月３１日

１２月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税＞（半期分）
※法人税の予定納税額が１０万円以下は申告省略です

平成２８年８月３１日

３・９・１２月決算法人の消費税年税額が４００万円超の決算法人
・個人事業者の３月ごとの中間申告

平成２８年８月３１日

個人事業者の２８年分の消費税・地方消費税の中間申告

平成２８年８月３１日

≪ ９月 ≫
内

容

納付／申請期限

８月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

平成２８年９月１２日

７月決算法人の確定申告

平成２８年９月３０日

１月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税＞（半期分）
※法人税の予定納税額が１０万円以下は申告省略です

平成２８年９月３０日

１・４・１０月決算法人の消費税年税額が４００万円超の決算法人
の３月ごとの中間申告

平成２８年９月３０日

≪ １０月 ≫
内

容

納付／申請期限

９月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

平成２８年１０月１１日

８月決算法人の確定申告

平成２８年１０月３１日

２月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税＞（半期分）
※法人税の予定納税額が１０万円以下は申告省略です

平成２８年１０月３１日

２・５・１１月決算法人の消費税年税額が４００万円超の３月
ごとの中間申告

平成２８年１０月３１日
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