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── 法人会加入のおすすめ ──

〈法人会の主な活動〉

☆法人会に加入すると、こんなメリットがあります☆

○税制改正に関する要望ならびに陳情活動
○税の啓発・租税教育活動
○経営や税務・一般教養等の研修会の開催
○地域に密着した社会貢献活動
○経営（者）支援のための活動
○情報誌や各種参考資料の配布
○会員相互（異業種）の交流
○経営者・従業員のための福利厚生制度の推進

1　さまざまな業種の人との出会いは、新しい仕事のつながりを生み出します。
2　正しい税知識を身につけられ、節税に役立ちます。
3　最新の税制ニュースや経営・経済などの情報を得ることができ、直接会社経営に

役立ちます。
4　経営法律無料相談や優遇貸出金利で金融機関の融資が受けられます。
5　経営者の健康管理のための健康診断（人間ドック）が、助成金付きで受けられます。
6　法人会独自の充実した福利厚生制度をご利用いただけます。
7　法人会の社会貢献活動に参加することにより、地域のお役に立つことができます。

入会のお申し込み・お問い合わせは ──────────────

〒838-0068  福岡県朝倉市甘木 955-11  朝倉商工会議所会館 3F
Tel（0946）24-5757   Fax（0946）23-2844
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　令和２年５月に開催した第９回定時総会は新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止を考慮して、

短時間で終了し新年度が始まりました。

　全国では４月、５月にかけてコロナ緊急事態宣言の決行に伴い東京オリンピック開催延期またイベ

ント・スポーツ関係の延期、中止などが増え続けています。

　法人会活動も中央では今年度の全国大会、全国青年の集い、全国女性フォーラムの中止が決定され

ました。

　当会においても、当初は令和元年度の活動をベースとして新年度も活動継続をめざしていましたが、

今日の状況を鑑み８月開催の理事会で例年実施していた本部主催の決算事務説明会、法人会講演会

の中止を決定しました。

　また、小学６年生を対象にした租税教室については、開催可能か否か税務署を中心に各学校と調

整中です。

　このように今年度は「税知識普及に関する事業」が十分にできない中で、新たな社会貢献活動とし

て小、中学校へ「横断中」の黄色い旗、関係団体等へ図書やコロナ感染防止グッズ等の贈呈事業など

を検討しています。

　各委員会・支部事業においても、コロナ対策を行いながら実施可能な事業の推進を行い、あわせて

会員増強や福利厚生事業推進に取り組んで参ります。

　最後に法人会ののぼり旗『一歩、一歩あさくら』を目にされましたら九州北部豪雨災害、新型コロナ

ウイルスの影響も乗り越えていく願いを込めた復旧・復興のメッセージとしてご理解頂ければ幸いで

す。本年度も会員の皆様並びに関係者の方々のご支援、ご協力を賜れるよう頑張って参りますので宜

しくお願い申し上げます。

ご 挨 拶

会 長  阿部 達彦

朝倉市商工観光課 〈写真提供〉

甘木朝倉法人会　会長ご挨拶

第9回定時総会開催

平成29年７月九州北部豪雨 復旧復興支援活動

委員会・各支部の活動

絵はがきコンクール入賞作品の紹介

租税教室を受講した小学６年生の感想

税に関する広報

入会会員紹介

会員紹介

不動産譲渡契約書等にかかる印紙税軽減措置とは？
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公益社団法人 甘木朝倉法人会の目的及び事業
（目的）
　この法人は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公平な申告納税制度の
維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与するとともに地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

（事業）
　この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（1）税知識の普及と納税意識の高揚を目的とする事業 （5）会員の交流を図るための事業
（2）税制の調査研究及び提言に関する事業 （6）会員の福利厚生のための事業
（3）地域企業の健全な発展に貢献することを目的とする事業 （7）その他この法人の目的達成に必要な事業
（4）地域社会に貢献することを目的とする事業
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役職名 氏　名 事業所名

　平成29年７月の豪雨災害に関して、多くの法人会単位会

等から多額の義援金・見舞金を預託していただきました。こ

れらの義援金は、平成31年３月までに名所旧跡の観光看板

の寄贈、朝倉市へ義援金としての全額を使用させていただ

きました。

  さらに、当会の事業として、会員事業所に掲げていただい

ているのぼり旗「一歩、一歩、あさくら」は、復旧復興の目処

が立つまで作成配布することとしています。

　のぼり旗やポールは、雨・風などで破損したり、老朽化して

しまうことから、随時事業所からの申し出により新たなものを

お渡ししています。

　のぼり旗等交換が必要な場合は、法人会事務局へご連絡

ください。

　また、令和元年８月佐賀県での集中豪雨災害、及び令和

２年７月の豪雨災害に関して、県連を通じて日本赤十字社

に義援金を預託しています。　

日時 : 令和２年５月22日(金)
場所 : 甘木観光ホテル　甘木館

公益社団法人 甘木朝倉法人会

第9回　定時総会開催
日時 : 令和２年５月22日(金)
場所 : 甘木観光ホテル　甘木館

平成29年７月九州北部豪雨

復旧復興支援活動

平成31（令和元）年度正味財産増減計算書

科　目 決算額

特定資産運用益 676

受取会費 4,463,440

受取補助金等 9,501,400

受取負担金 2,000

雑収益 321,872

経常収益計 14,289,388

事業費 11,495,545

管理費 3,127,584

経常費用計 14,623,129

当期経常増減額 ▲ 333,741

正味財産期末残高 11,036,609

経

　常

　収

　益

経
常
費
用

(単位：円)

会　　長 阿部　達彦 （株）阿部興産

副 会 長 森山　達巳 （株）森山建材

副 会 長 藤田　勇助 （株）藤田ふとん店

副 会 長 坂田　善弘 （有）坂田電気工事

副 会 長 仲山　昌成 ハトマメ屋（株）

専務理事 髙瀬　健次 （公社）甘木朝倉法人会

理　　事 石井　昭博 （有）絹匠石井

理　　事 井上　慶一郎 井上紙工印刷（株）

理　　事 井上　信之 （有）ワイ・エヌ

理　　事 梶原　教義 （株）カジワラ商事

理　　事 梶原　雄次 （株）梶原工務店

理　　事 北川　智英 （株）キタガワ

理　　事 具嶋　孝一朗 （有）蛭子屋商事

理　　事 久保　幸枝 久保測量設計（株）

理　　事 鶴田　陽一 （株）鶴田工業

理　　事 中村　保眞 （有）中村通信建設

理　　事 原田　　輝 朝倉調味料（株）

理　　事 廣渡　利秀 広渡商会（有）

理　　事 見山　時男 （有）セイカ

理　　事 本石　敏明 （有）本石産業

理　　事 森部　晶伸 森部建設（株）

理　　事 師岡　哲也 （有）八車荘

理　　事 安岡　正博 （株）安岡酒造場

理　　事 山下　太郎 （名）山下衣料店

監　　事 綾部　茂明 （有）チェック保険サービス

監　　事 稲葉　武彦 あさくら税理士法人

顧　　問 矢野　清博 矢野タクシー（株）

（任期は令和３年度開催定時総会まで）

　今回の総会については、新型コロナウィルス感染症の

拡大予防の観点から、①総会は役員段階で開催する。②

来賓は招かない。③式次第を大幅に縮小し短時間で終

了する。④正会員には委任状の提出を求める。⑤会員交

流会は行わない。等を基本に、令和２年５月22日、朝倉

市甘木の甘木観光ホテル甘木館において開催しました。

　冒頭の全法連会長・県連会長表彰伝達、甘木朝倉法

人会会長感謝状の贈呈は受賞者の紹介のみとしました。

　阿部会長を議長に選出し、有資格社員総数560社に

対し、出席17、委任状提出405、計422社で定足数を満

たしており、議長が総会成立を宣言し、議案の審議を行

いました。

　令和元年度決算報告承認では、経常収益計14，289，

388円、経常費用計14,623,129円で当期経常増減額

は△333,741円、正味財産期末残高11,036,609円で

あることを報告、採決の結果全会一致で承認されました。

　次に、役員の選任では、長年にわたって法人会活動に

ご尽力いただきました理事で十文字支部長の藤嶌タヱ

子様から、骨折治療のため理事退任届が提出されました

ので、新たに十文字支部長予定者として原田輝様、現在

空席となっている女性部会長予定者として久保幸枝様の

理事選任決議を提案、採決の結果全会一致で承認され

ました。

　その後、令和元年度事業報告、令和２年度の事業計

画・予算を報告し、総会を終了しました。

　今回退任された藤嶌理事におかれましては、長期にわ

たって法人会活動に貢献頂きましたことに対し、心からお

礼を申し上げ、一日も早い完治をご祈念申し上げます。

表彰・感謝状贈呈

令和２年度事業計画
１.税知識の普及を目的とする事業

毎年の改正により複雑難解化する一方の税法、税制について、正し
い知識を身につけてもらうための事業を行う。

2.納税意識の高揚を目的とする事業
納税意識の高揚を図り、税務行政に寄与することを目的とした事業
を行う。

3.税制の調査研究及び提言に関する事業
納税者の納得する適正・公平な税制実現のための的確な軽減を
行う。

4.地域企業の健全な発展に貢献することを目的とする事業
中小企業が単独では実施することが難しい人材の育成を支援する。

5.地域社会に貢献することを目的とする事業
中小企業単独ではその要請に応えることが難しい社会的責任を果
たすことを目的とした事業を行う。

6.会員の交流を図るための事業
会員の交流と相互の意思疎通を図ることを目的とした事業を
行う。

7.会員の福利厚生のための事業
会員である法人の福利厚生事業の充実と経営の安定、安心
を目的とした事業を行う。

8.その他この法人の目的達成に必要な事業
会員の拡大及びこの法人の認知度の向上に努める。

法人会活動にご尽力いただいた方々が表彰されました。
皆様、おめでとうございます。

全国法人会総連合会　会長功労者表彰
 副 会 長 仲山　 昌成 様

福岡県法人会連合会　会長功労者表彰
 副 会 長 藤田　 勇助 様
 副 会 長 坂田　 善弘 様
 理　　事 石井　 昭博 様
 理　　事 北川　 智英 様

福利厚生事業推進に貢献したことに対する
感謝状の贈呈
 大同生命保険株式会社　久留米支社
  大渕　淳子 様

 （有）チェック保険サービス 様

令和２年度役員
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事業費 11,495,545

管理費 3,127,584

経常費用計 14,623,129

当期経常増減額 ▲ 333,741

正味財産期末残高 11,036,609

経

　常

　収

　益

経
常
費
用

(単位：円)

会　　長 阿部　達彦 （株）阿部興産

副 会 長 森山　達巳 （株）森山建材

副 会 長 藤田　勇助 （株）藤田ふとん店

副 会 長 坂田　善弘 （有）坂田電気工事

副 会 長 仲山　昌成 ハトマメ屋（株）

専務理事 髙瀬　健次 （公社）甘木朝倉法人会

理　　事 石井　昭博 （有）絹匠石井

理　　事 井上　慶一郎 井上紙工印刷（株）

理　　事 井上　信之 （有）ワイ・エヌ

理　　事 梶原　教義 （株）カジワラ商事

理　　事 梶原　雄次 （株）梶原工務店

理　　事 北川　智英 （株）キタガワ

理　　事 具嶋　孝一朗 （有）蛭子屋商事

理　　事 久保　幸枝 久保測量設計（株）

理　　事 鶴田　陽一 （株）鶴田工業

理　　事 中村　保眞 （有）中村通信建設

理　　事 原田　　輝 朝倉調味料（株）

理　　事 廣渡　利秀 広渡商会（有）

理　　事 見山　時男 （有）セイカ

理　　事 本石　敏明 （有）本石産業

理　　事 森部　晶伸 森部建設（株）

理　　事 師岡　哲也 （有）八車荘

理　　事 安岡　正博 （株）安岡酒造場

理　　事 山下　太郎 （名）山下衣料店

監　　事 綾部　茂明 （有）チェック保険サービス

監　　事 稲葉　武彦 あさくら税理士法人

顧　　問 矢野　清博 矢野タクシー（株）

（任期は令和３年度開催定時総会まで）

　今回の総会については、新型コロナウィルス感染症の

拡大予防の観点から、①総会は役員段階で開催する。②

来賓は招かない。③式次第を大幅に縮小し短時間で終

了する。④正会員には委任状の提出を求める。⑤会員交

流会は行わない。等を基本に、令和２年５月22日、朝倉

市甘木の甘木観光ホテル甘木館において開催しました。

　冒頭の全法連会長・県連会長表彰伝達、甘木朝倉法

人会会長感謝状の贈呈は受賞者の紹介のみとしました。

　阿部会長を議長に選出し、有資格社員総数560社に

対し、出席17、委任状提出405、計422社で定足数を満

たしており、議長が総会成立を宣言し、議案の審議を行

いました。

　令和元年度決算報告承認では、経常収益計14，289，

388円、経常費用計14,623,129円で当期経常増減額

は△333,741円、正味財産期末残高11,036,609円で

あることを報告、採決の結果全会一致で承認されました。

　次に、役員の選任では、長年にわたって法人会活動に

ご尽力いただきました理事で十文字支部長の藤嶌タヱ

子様から、骨折治療のため理事退任届が提出されました

ので、新たに十文字支部長予定者として原田輝様、現在

空席となっている女性部会長予定者として久保幸枝様の

理事選任決議を提案、採決の結果全会一致で承認され

ました。

　その後、令和元年度事業報告、令和２年度の事業計

画・予算を報告し、総会を終了しました。

　今回退任された藤嶌理事におかれましては、長期にわ

たって法人会活動に貢献頂きましたことに対し、心からお

礼を申し上げ、一日も早い完治をご祈念申し上げます。

表彰・感謝状贈呈

令和２年度事業計画
１.税知識の普及を目的とする事業

毎年の改正により複雑難解化する一方の税法、税制について、正し
い知識を身につけてもらうための事業を行う。

2.納税意識の高揚を目的とする事業
納税意識の高揚を図り、税務行政に寄与することを目的とした事業
を行う。

3.税制の調査研究及び提言に関する事業
納税者の納得する適正・公平な税制実現のための的確な軽減を
行う。

4.地域企業の健全な発展に貢献することを目的とする事業
中小企業が単独では実施することが難しい人材の育成を支援する。

5.地域社会に貢献することを目的とする事業
中小企業単独ではその要請に応えることが難しい社会的責任を果
たすことを目的とした事業を行う。

6.会員の交流を図るための事業
会員の交流と相互の意思疎通を図ることを目的とした事業を
行う。

7.会員の福利厚生のための事業
会員である法人の福利厚生事業の充実と経営の安定、安心
を目的とした事業を行う。

8.その他この法人の目的達成に必要な事業
会員の拡大及びこの法人の認知度の向上に努める。

法人会活動にご尽力いただいた方々が表彰されました。
皆様、おめでとうございます。

全国法人会総連合会　会長功労者表彰
 副 会 長 仲山　 昌成 様

福岡県法人会連合会　会長功労者表彰
 副 会 長 藤田　 勇助 様
 副 会 長 坂田　 善弘 様
 理　　事 石井　 昭博 様
 理　　事 北川　 智英 様

福利厚生事業推進に貢献したことに対する
感謝状の贈呈
 大同生命保険株式会社　久留米支社
  大渕　淳子 様

 （有）チェック保険サービス 様

令和２年度役員
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青年部会／租税教室（朝倉東小学校）

立石支部／税務研修会

東部支部／社会貢献講演会

筑前支部／税務研修会

筑前支部／大黒様物産展　うどん店出店

青年部会／租税教室（三輪小学校）

青年部会／租税教室（金川小学校）

筑前支部／草場川桜並木ライトアップ

立石支部／大平山初日の出登山

南陵支部／環境美化活動

事業研修委員会／飛び出し人形看板設置

事業研修委員会／租税教室（三奈木小学校）

委員会・各支部の活動
事業研修委員会／ひみこ杯小学生バレーポール大会

事業研修委員会／租税教室（蜷城小学校）

税制委員会／税制改正提言活動

全法連全国大会／三重大会

税務署表彰式

女性部会／税の絵はがきコンクール

事業研修委員会／租税教室（三並小学校）

事業研修委員会／まちづくり講演会
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青年部会／租税教室（朝倉東小学校）

立石支部／税務研修会

東部支部／社会貢献講演会

筑前支部／税務研修会

筑前支部／大黒様物産展　うどん店出店

青年部会／租税教室（三輪小学校）

青年部会／租税教室（金川小学校）

筑前支部／草場川桜並木ライトアップ

立石支部／大平山初日の出登山

南陵支部／環境美化活動

事業研修委員会／飛び出し人形看板設置

事業研修委員会／租税教室（三奈木小学校）

委員会・各支部の活動
事業研修委員会／ひみこ杯小学生バレーポール大会

事業研修委員会／租税教室（蜷城小学校）

税制委員会／税制改正提言活動

全法連全国大会／三重大会

税務署表彰式

女性部会／税の絵はがきコンクール

事業研修委員会／租税教室（三並小学校）

事業研修委員会／まちづくり講演会
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法人会長賞

法人会女性部会長賞

甘木税務署長賞

優 秀 賞

※学年は、平成31年度当時のものです。

立石小学校　６年

三原 芽李 さん
み    はら　    め      い

福田小学校　６年

井上 真衣 さん
いの  うえ　　  ま　　い

福田小学校　６年

川 愛莉 さん
かわ   はら　　あい　 り

金川小学校　６年

田子森 優奈 さん
た　　ご　 もり　　  ゆ     な

立石小学校　６年

安岡 玲緒奈 さん
やす   おか       れ　  お　　な

福田小学校　６年

今福　 梓 さん
いま   ふく 　　　   あづさ

租税教室を受講した
小学6年生の感想

R.Aさん R.Yさん

K.Sさん

N.Sさん

T.Sさん Y.Kさん
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法人会長賞

法人会女性部会長賞

甘木税務署長賞

優 秀 賞

※学年は、平成31年度当時のものです。

立石小学校　６年

三原 芽李 さん
み    はら　    め      い

福田小学校　６年

井上 真衣 さん
いの  うえ　　  ま　　い

福田小学校　６年

川 愛莉 さん
かわ   はら　　あい　 り

金川小学校　６年

田子森 優奈 さん
た　　ご　 もり　　  ゆ     な

立石小学校　６年

安岡 玲緒奈 さん
やす   おか       れ　  お　　な

福田小学校　６年

今福　 梓 さん
いま   ふく 　　　   あづさ

租税教室を受講した
小学6年生の感想

R.Aさん R.Yさん

K.Sさん

N.Sさん

T.Sさん Y.Kさん
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国税庁からのお知らせ

　税務行政につきましては、日頃からご協力をいただき厚くお礼

申し上げます。

　今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び参加さ

れる皆様の安全を考慮し、例年実施していました年末調整等説明

会につきましては開催を中止することとしました。

　ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い

申し上げます。

　なお、年末調整に関する各種情報については、国税庁ホーム

ページに年末調整特集ページ

（https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm）

を作成していますので、ご不明な点等ございましたら、こちらの

ページをご覧ください。

令和２年分
年末調整等説明会
開催中止のお知らせ

年末調整特集ページはこちら ＞＞ 

上記の詳細や上記以外の年末調整に関する各種
　　　　　情報はこちら（年末調整特集ページ） ＞＞ 

Q

A

年末調整の方法について知りたいのですが。

　年末調整に関する動画（年末調整のしかた、法定調書の作成と提出）を、国税庁インターネット
番組Web-TAX-TVに掲載していますので、そちらをご覧ください。

Q

A

昨年の年末調整との変更点を教えてください。

「給与所得控除」、「基礎控除」及び「寡婦控除」の改正、「所得金額調整控除」及び「ひとり親控
除」の創設や新たな申告書が設けられるなど、昨年と比べて変更となった点があります。
　詳しくは「年末調整のしかた」４ページをご覧ください。

Q

A

年末調整の相談や手続きをオンラインでできますか？

　国税庁ホームページでは、年末調整の手続に関する情報を掲載するとともに、ご質問を入力いただ
くと、AIを活用して自動回答する「チャットボット」を令和２年10月下旬から公開する予定です。
　また、従業員の方が作成する書類については、前述している「年調ソフト」を利用いただくことで
データで作成することができますので、ぜひご活用ください。

Q

A

税務署などへの書類の提出をオンラインでできますか？

　源泉所得税の納付や徴収高計算書の提出、法定調書の提出は、e-Taxで行うことができます。
　なお、ダイレクト納付をご利用いただければ、金融機関や税務署に出向く必要がなく、即時又は納
付日を指定して納付を行うことができます。詳しくはe-Taxホームページをご確認ください。
　また、「給与所得の源泉徴収票」はeLTAX（地方税ポータルシステム）を利用することで、「給与支
払報告書」（市区町村へ提出するもの）も同時に作成し、税務署と市区町村にそれぞれ提出すること
ができますので、ぜひご活用ください。詳しくはeLTAXホームページをご確認下さい。

Q

A

これまでよりも効率的に年末調整ができると聞いたのですが、
どのような方法ですか？
　令和２年10月から国税庁ホームページなどで提供する「年調ソフト」を利用することで「保険料
控除申告書」など年末調整で従業員の方が作成する書類をデータで作成することができます。本ソ
フトウェアを従業員の方に利用していただくと、控除額の計算が正しく行われますので、控除額の
検算事務が省略できるなど、事務の効率化が見込まれます。
　また、本ソフトウェアで作成した扶養控除等申告書等をデータで出力し、自社の給与システム等
にインポートすることにより、控除額を給与システムに手入力する必要がなくなるなど、さらに効率
的に年末調整事務を実施することができます。
　※扶養控除等申告書等をデータで提出するためには、源泉徴収義務者が事前に所轄税務署へ
「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出す
る必要があります。

　※「給与所得の源泉徴収票」などの法定調書は、「年調ソフト」で作成できません。

Q

A

年末調整関係の用紙が欲しいのですがどうしたらいいですか？

「扶養控除等申告書」や「保険料控除申告書」など控除申告書の用紙及び法定調書の用紙は国税
庁ホームページに掲載していますので、そちらからダウンロードしてご利用いただけます。
　※令和２年10月に国税庁から、控除申告書を作成するためのソフトウェア「年調ソフト」を提供します。
　　詳しくは次のQ&Aをご覧ください。

年末調整に関するFAQを記載しております。
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国税庁からのお知らせ

　税務行政につきましては、日頃からご協力をいただき厚くお礼

申し上げます。

　今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び参加さ

れる皆様の安全を考慮し、例年実施していました年末調整等説明

会につきましては開催を中止することとしました。

　ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い

申し上げます。

　なお、年末調整に関する各種情報については、国税庁ホーム

ページに年末調整特集ページ

（https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm）

を作成していますので、ご不明な点等ございましたら、こちらの

ページをご覧ください。

令和２年分
年末調整等説明会
開催中止のお知らせ

年末調整特集ページはこちら ＞＞ 

上記の詳細や上記以外の年末調整に関する各種
　　　　　情報はこちら（年末調整特集ページ） ＞＞ 

Q

A

年末調整の方法について知りたいのですが。

　年末調整に関する動画（年末調整のしかた、法定調書の作成と提出）を、国税庁インターネット
番組Web-TAX-TVに掲載していますので、そちらをご覧ください。

Q

A

昨年の年末調整との変更点を教えてください。

「給与所得控除」、「基礎控除」及び「寡婦控除」の改正、「所得金額調整控除」及び「ひとり親控
除」の創設や新たな申告書が設けられるなど、昨年と比べて変更となった点があります。
　詳しくは「年末調整のしかた」４ページをご覧ください。

Q

A

年末調整の相談や手続きをオンラインでできますか？

　国税庁ホームページでは、年末調整の手続に関する情報を掲載するとともに、ご質問を入力いただ
くと、AIを活用して自動回答する「チャットボット」を令和２年10月下旬から公開する予定です。
　また、従業員の方が作成する書類については、前述している「年調ソフト」を利用いただくことで
データで作成することができますので、ぜひご活用ください。

Q

A

税務署などへの書類の提出をオンラインでできますか？

　源泉所得税の納付や徴収高計算書の提出、法定調書の提出は、e-Taxで行うことができます。
　なお、ダイレクト納付をご利用いただければ、金融機関や税務署に出向く必要がなく、即時又は納
付日を指定して納付を行うことができます。詳しくはe-Taxホームページをご確認ください。
　また、「給与所得の源泉徴収票」はeLTAX（地方税ポータルシステム）を利用することで、「給与支
払報告書」（市区町村へ提出するもの）も同時に作成し、税務署と市区町村にそれぞれ提出すること
ができますので、ぜひご活用ください。詳しくはeLTAXホームページをご確認下さい。

Q

A

これまでよりも効率的に年末調整ができると聞いたのですが、
どのような方法ですか？
　令和２年10月から国税庁ホームページなどで提供する「年調ソフト」を利用することで「保険料
控除申告書」など年末調整で従業員の方が作成する書類をデータで作成することができます。本ソ
フトウェアを従業員の方に利用していただくと、控除額の計算が正しく行われますので、控除額の
検算事務が省略できるなど、事務の効率化が見込まれます。
　また、本ソフトウェアで作成した扶養控除等申告書等をデータで出力し、自社の給与システム等
にインポートすることにより、控除額を給与システムに手入力する必要がなくなるなど、さらに効率
的に年末調整事務を実施することができます。
　※扶養控除等申告書等をデータで提出するためには、源泉徴収義務者が事前に所轄税務署へ
「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出す
る必要があります。

　※「給与所得の源泉徴収票」などの法定調書は、「年調ソフト」で作成できません。

Q

A

年末調整関係の用紙が欲しいのですがどうしたらいいですか？

「扶養控除等申告書」や「保険料控除申告書」など控除申告書の用紙及び法定調書の用紙は国税
庁ホームページに掲載していますので、そちらからダウンロードしてご利用いただけます。
　※令和２年10月に国税庁から、控除申告書を作成するためのソフトウェア「年調ソフト」を提供します。
　　詳しくは次のQ&Aをご覧ください。

年末調整に関するFAQを記載しております。
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法人会会員の方　会員紹介のページを募集しています。

〒838-0068 朝倉市甘木955-11 朝倉商工会議所会館3階
TEL （0946）24-5757　FAX　（0946）23-2844
ホームページ http://www.a-houjinkai.jp
メールアドレス　a-houjinkai@tea.ocn.ne.jp

〒838-0068
朝倉市甘木955-11 朝倉商工会議所会館3階
TEL （0946）24-5757
FAX （0946）23-2844
H  P  http://www.a-houjinkai.jp
MAIL  a-houjinkai@tea.ocn.ne.jp

法人会の広報誌「あさくらの風」では会員の方の紹介ページを
募集しております。企業の理念や仕事内容、歴史や社会貢献等。
あなたの企業を広く紹介しませんか？

ご入会ありがとうございます。 

平成元年９月１日～令和２年８月３１日（敬称略）

会社名・個人名

（有）アキラ

（株）朝倉農園

甘木本通り商店街振興組合

（株）ＮＲ企画

志学塾

（株）重松電工

柴山電気（株）

（有）清水興産

（有）筑後家徳兵衛

とり庵

（株）Nest Innovation

（株）ハウスサポート

Yoshino Trading（株）

髙木 義光

濵﨑 二郎

業種

運送業 

農産物生産加工販売

不動産コンサル業

学習塾

電気工事業

電気工事業

建築・土木工事業

飲食サービス業

飲食サービス業

土工工事業

オーディオ機器輸入卸業

個人会員

個人会員

所在地等

朝倉郡筑前町上高場1833－1

朝倉市宮野1407－1

朝倉市甘木1072

朝倉市牛鶴24－8

朝倉市堤1587－1

朝倉市長渕905

朝倉市堤437

うきは市浮羽町山北1930－2

朝倉郡筑前町依井442－1

日田市夜明上町1028

朝倉市菩提寺539－4

朝倉市持丸781－1

朝倉市秋月今小路307

福岡市城南区

小郡市

電話番号

0946-23-9245

0946-28-7744

0946-24-3979

0946-22-8389

0946-23-0242

0946-52-3130

0946-22-6693

0943-77-2677

0946-22-2516

0973-27-2500

080-6416-0574

0946-23-2310

050-3375-3975

新会員のご紹介

ご存知でしょうか？ 「甘木朝倉法人会」を！
法人会は現在80万社の会員企業、41都道県に440の
会を持つ全国組織の経営者の団体です。会

員
を
ご
紹
介
下
さ
い

各
種
保
険
割
引
経
営
者
大
型
総
合

保
障
制
度
・
が
ん
保
険

活動内容 加入のメリット

1.会員企業の繁栄にプラスになります。
2.各種福利厚生制度の利用ができます。
3.税務署に対する苦手意識が解消されます。
4.貴社に対する税務署の認識が変わります。

・機関誌や各種参考資料の配付
・国税、地方税の関係法規と経営や経理に

関する説明会、講演会、交流会等の開催
・関係各庁および友好団体との連絡および

協調

■年会費
資本金500万円未満 ………………………年　3,000円
資本金500万円以上1,000万円未満 ……年　6,000円
資本金1,000万円以上2,000万円未満………年 10,000円
資本金2,000万円以上3,000万円未満………年 15,000円
資本金3,000万円以上1億円未満 ………年 20,000円
資本金1億円以上 …………………………年 30,000円
管内外に本店を有する法人の事業所……年　3,000円
公益法人およびグループ法人 ……………年　3,000円
賛助会員 ……………………………………年　3,000円

公益社団法人 甘木朝倉法人会

公益社団法人
甘木朝倉法人会

※年の中途に入会される場合は、会費は月割です。

リフォーム・Webマーケティング
・ハト害対策業

　ハトマメ屋は朝倉市にあるお菓子屋さんです。看板商品は金トキ豆（ハトマメ）。

明治１８年の創業当初からあるハトマメ屋の原点となる焼菓子です。

　他にもシュークリームやケーキなどの洋菓子や、いそべ餅やもちパイ、おこ

め大福といった和菓子など店内には５０種類を超える様々なお菓子をご用意

致しております。

どれも旬のものや地元の食材など原材料にもこだわった商品です。

　ご希望のお客様にはお茶とご試食もご用意しておりますので、楽しみながら商品をお選びいただけます。

皆様のご来店、心よりお待ちしております。

ハトマメ屋 ／ 福岡県朝倉市宮野 1910-3　TEL：0946-52-0036　HP：https://hatomame.jp/

ハトマメ屋

会員
紹介
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法人会会員の方　会員紹介のページを募集しています。

〒838-0068 朝倉市甘木955-11 朝倉商工会議所会館3階
TEL （0946）24-5757　FAX　（0946）23-2844
ホームページ http://www.a-houjinkai.jp
メールアドレス　a-houjinkai@tea.ocn.ne.jp

〒838-0068
朝倉市甘木955-11 朝倉商工会議所会館3階
TEL （0946）24-5757
FAX （0946）23-2844
H  P  http://www.a-houjinkai.jp
MAIL  a-houjinkai@tea.ocn.ne.jp

法人会の広報誌「あさくらの風」では会員の方の紹介ページを
募集しております。企業の理念や仕事内容、歴史や社会貢献等。
あなたの企業を広く紹介しませんか？

ご入会ありがとうございます。 

平成元年９月１日～令和２年８月３１日（敬称略）

会社名・個人名
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甘木本通り商店街振興組合

（株）ＮＲ企画

志学塾

（株）重松電工

柴山電気（株）

（有）清水興産

（有）筑後家徳兵衛

とり庵

（株）Nest Innovation

（株）ハウスサポート

Yoshino Trading（株）

髙木 義光

濵﨑 二郎

業種

運送業 

農産物生産加工販売

不動産コンサル業

学習塾

電気工事業

電気工事業

建築・土木工事業

飲食サービス業

飲食サービス業

土工工事業

オーディオ機器輸入卸業

個人会員
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所在地等

朝倉郡筑前町上高場1833－1

朝倉市宮野1407－1

朝倉市甘木1072

朝倉市牛鶴24－8

朝倉市堤1587－1

朝倉市長渕905

朝倉市堤437

うきは市浮羽町山北1930－2

朝倉郡筑前町依井442－1

日田市夜明上町1028

朝倉市菩提寺539－4

朝倉市持丸781－1

朝倉市秋月今小路307

福岡市城南区

小郡市

電話番号

0946-23-9245

0946-28-7744

0946-24-3979

0946-22-8389

0946-23-0242

0946-52-3130

0946-22-6693

0943-77-2677

0946-22-2516

0973-27-2500

080-6416-0574

0946-23-2310

050-3375-3975

新会員のご紹介

ご存知でしょうか？ 「甘木朝倉法人会」を！
法人会は現在80万社の会員企業、41都道県に440の
会を持つ全国組織の経営者の団体です。会
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を
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紹
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下
さ
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各
種
保
険
割
引
経
営
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大
型
総
合
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・
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活動内容 加入のメリット

1.会員企業の繁栄にプラスになります。
2.各種福利厚生制度の利用ができます。
3.税務署に対する苦手意識が解消されます。
4.貴社に対する税務署の認識が変わります。

・機関誌や各種参考資料の配付
・国税、地方税の関係法規と経営や経理に

関する説明会、講演会、交流会等の開催
・関係各庁および友好団体との連絡および

協調

■年会費
資本金500万円未満 ………………………年　3,000円
資本金500万円以上1,000万円未満 ……年　6,000円
資本金1,000万円以上2,000万円未満………年 10,000円
資本金2,000万円以上3,000万円未満………年 15,000円
資本金3,000万円以上1億円未満 ………年 20,000円
資本金1億円以上 …………………………年 30,000円
管内外に本店を有する法人の事業所……年　3,000円
公益法人およびグループ法人 ……………年　3,000円
賛助会員 ……………………………………年　3,000円

公益社団法人 甘木朝倉法人会

公益社団法人
甘木朝倉法人会

※年の中途に入会される場合は、会費は月割です。

リフォーム・Webマーケティング
・ハト害対策業

　ハトマメ屋は朝倉市にあるお菓子屋さんです。看板商品は金トキ豆（ハトマメ）。

明治１８年の創業当初からあるハトマメ屋の原点となる焼菓子です。

　他にもシュークリームやケーキなどの洋菓子や、いそべ餅やもちパイ、おこ

め大福といった和菓子など店内には５０種類を超える様々なお菓子をご用意

致しております。

どれも旬のものや地元の食材など原材料にもこだわった商品です。

　ご希望のお客様にはお茶とご試食もご用意しておりますので、楽しみながら商品をお選びいただけます。

皆様のご来店、心よりお待ちしております。

ハトマメ屋 ／ 福岡県朝倉市宮野 1910-3　TEL：0946-52-0036　HP：https://hatomame.jp/

ハトマメ屋

会員
紹介
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久留米支社/
福岡県久留米市東町38-1(大同生命久留米ビル3F)
TEL 0942-32-4306

久留米支店/
福岡県久留米市東町38-1(大同生命久留米ビル1F)
TEL 0942-33-0441

不動産譲渡契約書等にかかる印紙税軽減措置とは？
～経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答～

不動産譲渡契約書等にかかる印紙税軽減措置とは？
～経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答～

　「不動産譲渡契約書」や「建設工事請負契約書」にかかる印紙税の軽減措置が延長になり
ましたね。

　そうですね。これまでは平成９年４月１日から令和２年３月３１日までに作成される契約
書について、軽減措置の対象となっていましたが、令和２年４月１日から令和４年３月３１
日までに作成されるものについても、適用の対象となりました。

　ところで、不動産の譲渡に関する契約書とは、印紙税額一覧表の第１号文書の「不動産、
鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書」のうち、不動産
に関する契約書が軽減措置の対象になるのは何となくわかりますが、第２号文書の「請負に
関する契約書」のうち、軽減措置の対象となる文書はどのような文書ですか。

　第２号文書の「請負に関する契約書」のうち、建設業法第２条で定められている建設工事
に係る文書が軽減措置の対象になります。ここでいう建設工事とは土木一式工事、建築
一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、
管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工
事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁
工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施
設工事、解体工事をいいます。

　例えば、不動産譲渡代金や建設工事代金を受領した際に作成する受取書も軽減措置の対
象になるのですか。

　たとえ不動産の譲渡や建設工事の請負に係る契約に関して作成される文書であっても、
不動産の譲渡に関する契約書又は建設工事の請負に係る契約書に該当しないものは、軽減
措置の対象にはなりませんよ。

　建築物の設計についても、建設業法第２条で定められている請負工事には該当しない
ので、軽減措置の対象となりません。

　じゃあ、建築物の設計については、建設工事には該当しませんか。

　そうですか。建設に係る契約書などはすべて印紙税が軽減されると思っていたのです
が、そういうわけではないのですね。

★筆者紹介

山端美德（やまはた・よしのり）
国税庁長官官房事務管理課、東京国税局課税第二部調査部門、同消費税課などを経て、神奈川県相模原市で税理士
登録。中小企業を中心に財務・税務サービスを行うとともに、法人会において印紙税等に関するセミナー講師を行う。
著書に「文書類型でわかる印紙税の課否判断ガイドブック」（清文社）、「建設業・不動産業に係る印紙税の実務」（税務
研究会）、「間違うと痛い‼印紙税の実務Ｑ＆Ａ」（共著、大蔵財務協会）等がある。

リサ

サキ先生
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久留米支社/
福岡県久留米市東町38-1(大同生命久留米ビル3F)
TEL 0942-32-4306

久留米支店/
福岡県久留米市東町38-1(大同生命久留米ビル1F)
TEL 0942-33-0441

不動産譲渡契約書等にかかる印紙税軽減措置とは？
～経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答～

不動産譲渡契約書等にかかる印紙税軽減措置とは？
～経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答～

　「不動産譲渡契約書」や「建設工事請負契約書」にかかる印紙税の軽減措置が延長になり
ましたね。

　そうですね。これまでは平成９年４月１日から令和２年３月３１日までに作成される契約
書について、軽減措置の対象となっていましたが、令和２年４月１日から令和４年３月３１
日までに作成されるものについても、適用の対象となりました。

　ところで、不動産の譲渡に関する契約書とは、印紙税額一覧表の第１号文書の「不動産、
鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書」のうち、不動産
に関する契約書が軽減措置の対象になるのは何となくわかりますが、第２号文書の「請負に
関する契約書」のうち、軽減措置の対象となる文書はどのような文書ですか。

　第２号文書の「請負に関する契約書」のうち、建設業法第２条で定められている建設工事
に係る文書が軽減措置の対象になります。ここでいう建設工事とは土木一式工事、建築
一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、
管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工
事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁
工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施
設工事、解体工事をいいます。

　例えば、不動産譲渡代金や建設工事代金を受領した際に作成する受取書も軽減措置の対
象になるのですか。

　たとえ不動産の譲渡や建設工事の請負に係る契約に関して作成される文書であっても、
不動産の譲渡に関する契約書又は建設工事の請負に係る契約書に該当しないものは、軽減
措置の対象にはなりませんよ。

　建築物の設計についても、建設業法第２条で定められている請負工事には該当しない
ので、軽減措置の対象となりません。

　じゃあ、建築物の設計については、建設工事には該当しませんか。

　そうですか。建設に係る契約書などはすべて印紙税が軽減されると思っていたのです
が、そういうわけではないのですね。

★筆者紹介

山端美德（やまはた・よしのり）
国税庁長官官房事務管理課、東京国税局課税第二部調査部門、同消費税課などを経て、神奈川県相模原市で税理士
登録。中小企業を中心に財務・税務サービスを行うとともに、法人会において印紙税等に関するセミナー講師を行う。
著書に「文書類型でわかる印紙税の課否判断ガイドブック」（清文社）、「建設業・不動産業に係る印紙税の実務」（税務
研究会）、「間違うと痛い‼印紙税の実務Ｑ＆Ａ」（共著、大蔵財務協会）等がある。

リサ

サキ先生
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── 法人会加入のおすすめ ──

〈法人会の主な活動〉

☆法人会に加入すると、こんなメリットがあります☆

○税制改正に関する要望ならびに陳情活動
○税の啓発・租税教育活動
○経営や税務・一般教養等の研修会の開催
○地域に密着した社会貢献活動
○経営（者）支援のための活動
○情報誌や各種参考資料の配布
○会員相互（異業種）の交流
○経営者・従業員のための福利厚生制度の推進

1　さまざまな業種の人との出会いは、新しい仕事のつながりを生み出します。
2　正しい税知識を身につけられ、節税に役立ちます。
3　最新の税制ニュースや経営・経済などの情報を得ることができ、直接会社経営に

役立ちます。
4　経営法律無料相談や優遇貸出金利で金融機関の融資が受けられます。
5　経営者の健康管理のための健康診断（人間ドック）が、助成金付きで受けられます。
6　法人会独自の充実した福利厚生制度をご利用いただけます。
7　法人会の社会貢献活動に参加することにより、地域のお役に立つことができます。

入会のお申し込み・お問い合わせは ──────────────

〒838-0068  福岡県朝倉市甘木 955-11  朝倉商工会議所会館 3F
Tel（0946）24-5757   Fax（0946）23-2844
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