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－ １ － 

仕事は楽しく 

先月末に羽田にあるＪＡＬの整備工場の見学に行ってきました。飛行場の中にある設備だ

からでしょうか警備が厳しく、出入りも念入りにチェックされていました。 

ＪＡＬといえば日本一の航空会社でしたが２０１０年１月に会社更生法の適用を申請しま

した。そして三顧の礼で迎えられたのが稲盛和夫でした。稲盛さんは着任早々幹部を集め「常

に明るく前向きに。そして仕事は楽しく」と説きました。仕事を好きになる真意は何なので

しょうか。以下にまとめてみました。 

１．仕事を好きになる努力で「仕事は楽しく」なる 
仕事を楽しくするためには、仕事を好きになる努力をする事です。 

 好きになる努力とは、今日よりは明日、明日よりは明後日と、次から次へと創意工夫を重

ねていく事です。よく、『好きな仕事がしたい、好きな職業に就きたい、だけどそれが手に

入らなくて悩んでいる』と言う人がいますが、好きな仕事というものは簡単に手に入るも

のではありません。目の前に好きな仕事があるという事は、まずありません。だから、今

自分に与えられた仕事を好きになる努力をすべきです。 

２．人生の大半を費やす「仕事」。だから楽しく
「厳しい社会の中で一生懸命生きていくためには、仕事が苦痛であっては長続きできるは

ずはありません。だから、たとえ好きな仕事に就けなくても、せっかく人生の大半を費や

す仕事なのですから、仕事を好きになる努力をして、仕事を楽しくしなければならないの

です。そうしなければ人生そのものが失敗となってしまいます。 

３．仕事に打ち込むと、心が高まる。そして幸運が訪れる 
同時に、仕事は人間性を高めてくれるものです。仕事に打ち込んでいると、不平不満を

言っている暇がありません。ブツブツ文句を言っていたら仕事になりませんから、目の前

にある仕事に必死に打ち込むと雑念・妄念を忘れてしまいます。それはあたかも修行僧が

行をしているようなものです。仕事に打ち込む事によって、知らず知らずのうちに自分自

身の心が高まっていき、自然と良い心になります。 

４．仕事はお金を稼ぐためだけではない 
仕事は、一生懸命打ち込めば、喜びや生きがいを与えてくれ、また人間性を高めてくれる

ものです。日本にはもともとそのような価値観がありました。金銭的な動機付けは必要で

す。成果に対して金銭的に報いていく成果主義を 100％否

定するわけではありません。人間をモチベートするのに直

接的に効き目があるのは、欲望を満たす事だからです。し

かし、それは決して長続きするものではなく、またそれだ

けでは非常に殺伐として、砂を噛むような社会ができてし

まうと思うのです。 



＜ 畑 ＞

－ ２ － 

【改正の概要】 

 簡易課税制度のみなし仕入率について、現行の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第

五種事業とし、そのみなし仕入率を５０％（現行６０％）とするとともに、現行の第五種事

業のうち、不動産業を第六種事業とし、そのみなし仕入率を４０％（現行５０％）とするこ

ととされました。 

事　業　の　種　類
みなし仕入率

改正前
みなし仕入率

改正後

卸　売　業
　購入した商品を性質、形状を変更しないで事業者
に販売する事業をいいます。

９０％
（第一種）

９０％
（第一種）

小　売　業
　購入した商品を性質、形状を変更しないで消費者
に販売する事業をいいます。

８０％
（第二種）

８０％
（第二種）

製　造　業
　農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、
建設業、製造小売業、電気業、ガス業、熱供給
業、水道業をいいます。

７０％
（第三種）

７０％
（第三種）

その他事業
飲食店業、その他の事業

６０％
（第四種）

６０％
（第四種）

金融業及び保険業
５０％
（第五種）

サービス業等
運輸通信業、サービス業（飲食店業を除く）

５０％
（第五種）

５０％
（第五種）

不動産業
４０％
（第六種）

【適用開始時期】 

 この改正は、原則として平成２７年４月１日以後に開始する課税期間から適用されます。

ただし、次の経過措置が設けられています。 

【経過措置の内容】 

 平成２６年９月３０日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平

成２７年４月１日以後に開始する課税期間であっても当該届出書に記載した「適用開始課税

期間」の初日から２年を経過する日までの間に開始する課税期間（簡易課税制度の適用を受

けることをやめることができない期間）については、改正前のみなし仕入率が適用されます。 

〔例〕　不動産業（第六種事業）に該当する事業を営む者に係る経過措置の適用関係
＜３月３１日決算法人の適用例＞

①25. 3.31以前 第五種で計算 第五種で計算 第六種で計算 第六種で計算 第六種で計算

②26. 3.27 （一般課税） 第五種で計算 第五種で計算 第六種で計算 第六種で計算

③26. 9.26 （一般課税） （一般課税） 第五種で計算 第五種で計算 第六種で計算

④26.10. 6 （一般課税） （一般課税） 第六種で計算 第六種で計算 第六種で計算

「消費税簡易課税
制度選択届出書」
の提出年月日

課　　税　　期　　間
自25. 4. 1
至26. 3.31

自26. 4. 1
至27. 3.31

自27. 4. 1
至28. 3.31

自28. 4. 1
至29. 3.31

自29. 4. 1
至30. 3.31

25.4.1 26.4.1 26.10. 27.4.1 28.4.1 29.4.1

改正適用日① ② ③ ④



＜ 伊 藤 ＞

－ ３ － 

労災保険は経営者を守るためのもの

従業員が、業務中や通勤途中に、怪我をした、病気にかかった、障害が残った、死亡した

などの労災にあった場合、労働基準法により、会社は療養費用や休業中の賃金などを保証す

る責任を負うことになります。

 しかし、実際には、労災保険からの給付によって従業員への補償が行われるため、これに

より経営者は補償責任を免除されます。

 つまり、労災保険は、万一、労災が発生したときに、経営者に代わって補償する、いわば

経営者を守る制度なのです。

労災保険と健康保険の違い

たとえば、「業務中に従業員がけがをしたが、急いでいたので本人の健康保険で治療した」

「パート社員が業務中にけがをしたが健康保険を使った」ということはなかったでしょうか。

 従業員が仕事中や通勤途中にけが等をした場合は、正社員、パート・アルバイトの別に関

係なく、労災保険の給付対象となり、健康保険を利用することはできません。

労災保険と健康保険の違い

原因・事由 具体例

労災保険 業務中または通勤途中に、従業員

（パート・アルバイトを含む）が、

けが、疾病、傷害、死亡した場合に、

従業員やその家族に必要な保険給

付を行う制度

・仕事中に機械操作を誤り、腕を裂傷

した。

・通勤途中の駅の階段で転倒し、骨折

した。

健康保険 業務中または通勤途中以外で、けが

や病気（私傷病）等をした場合、必

要な保険給付を行う制度

・帰社の途中で映画館に行き、そこで

転んでけがをしてしまった。

※業務中のけがにもかかわらず健康保険証を使って受診してしまった場合には、診療を受けた病

院の窓口で労災保険に切り替えることができるか確認してみましょう。診療後数日以内であれば切

り替えてもらえることがあります。



＜ 山 田 ＞

－ ４ － 

◎国内での感染は７０年ぶり

 ８月、東京都の代々木公園に行った人が

デングウイルスを持った蚊に刺され、デン

グ熱に感染しました。日本国内での感染が

確認されたのは約７０年ぶりです。

◎デング熱とは？ 

デングウイルスが感染しておこる急性の熱性感染症

で、発熱、頭痛、筋肉痛や皮膚の発疹などが主な症状です。ウィルスに感染した人の血を吸

った蚊が、ほかの人を刺すことで広がりますが、直接人から人へは感染しません。

◎発症した場合  !!

現在のところ特効薬はなく、予防するワクチンもありません。発症したら、脱水を防ぐ点

滴などを使いながら、体からウィルスが消えるのを待つことで治療します。

◎予防法は？

当然ですが、蚊に刺されないように注意することが大切です。長袖、長ズボンを着用し、

虫よけスプレーなどを使って蚊を寄せ付けないようにしましょう。ウィルスを感染させるヒ

トスジシマカという蚊は青森県から南に生息しており、１０月頃まで活動すると言われてい

ます。家庭では、幼虫の発生を防ぐため、鉢植えの皿など水たまりを放置しないことも対策

となります。 

10月になり、一雨ごとに、秋の足音が感じられる今日この 
頃です。素晴らしい景観と味覚が魅力的な季節ですが、蚊の

活動期間が続いています。虫よけ対策をして、快適な行楽シ

ーズンを過ごしていただきたいと思います。



＜ 山 口 ＞

－ ５ － 

 損金に算入することはできません。

 税負担はおおよそ下記のようになります。

役員等の個人が直接消費したとされる場合は､その消費税分を

 や使い途が明らかでないもの (費途不明な交際費とされます) は､

　お尋ねのような､事業に関係のない､社長や役員の個人的な支出とみら

 れるものは､交際費ではなく､社長や役員への給与(役員賞与)になります。

　社長への役員賞与と認定されると､新たな税負担が増えることになります。

に認定された部分について全額が損金不算入になる。

役員賞与に認定された場合の税負担

社長への役員賞与になることで 社長に所得税の課税が発生

する。 会社は所得税の源泉徴収漏れがあったことになる。

 　区別するように注意しましょう。

社長、役員の個人的な支出は役員賞与になる

　実務において､事業に関係のない､社長や役員の個人的な支出を､

交際費として処理していた場合､どのように取り扱われるでしょうか､

またそれによる税の負担はどのようになりますか?

Q

　 　日頃から､事業に関係のある支出(交際費)と個人的な支出はきちんと

法人税

所得税

消費税

　会社が交際費として支出したもののうち､事業に関係のないもの、

定期同額給与(全額損金算入)以外の給与になるため､役員賞与

仕入税額控除することができなくなり､消費税の負担が増える。

A



－ ６ － 

◇◆◇ おもしろ雑学 ◇◆◇ 

眠りが浅くなったときにとるといいものはどれ？ 

①牛乳・バジル・キャベツ  

②セロリ・カモミール・レタス  

③牛乳・クミン・白菜 

正解は②。レタスは安眠効果、カモミールは静穏・睡眠誘導、セロリは神経を静め

る香り成分がある。 
教育モチベーションカレンダーより   （担当：たなか）

加藤輝守税理士事務所は、中小企業経営力強化支援法に基づく 

経営革新等支援機関に認定されました！！ 

経営革新等支援機関から支援を受けるメリットとして… 

①信用保証協会の保証料の引き下げ  ②低金利での融資制度  ③各種補助金制度 

④商業・サービス業等投資減税制度   などが挙げられます。ぜひご活用ください。 

お客様をご紹介ください

ご友人やお知り合いの方で、税務・会計でお困りの方、 

企業経営について相談してみたい等々ありましたら、是非ご紹介ください。 

会社の広告お手伝いします

お客様の広告チラシ等がございましたら月一回発行の事務所通信に同封いたし 

ます。お気軽にお申し付け下さい。 

ビデオ研修

参 加 費日 時 研 修 内 容 場 所 講 師

テルモ経営研究会

１０月２４日（金） 熟年世代の心をつかめ！ 加藤輝守税理士事務所 税理士
1,000円

午後６時３０分～ ニッコウトラベル 2F　セミナールーム 加藤輝守



日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４
池原・小林

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１
伊藤・畑

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
 体育の日 広川・山田

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５
テルモ経営研究会

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

・網掛けの日が当事務所の休日です。

（名前の記入されていない土曜日は、全員出勤となっています。）

１０月１０日 　　平成２６年９月分の源泉所得税・住民税の納付

　　個人住民税（第３期分）の納付

１０月３１日 　　平成２６年８月決算法人　法人税等・消費税確定申告・納付

　　平成２７年２月決算法人　法人税等・消費税中間・予定申告・納付

　　平成２７年５月、平成２６年１１月決算法人の消費税の中間申告、納付

１０月３１日 　　１０月決算法人で平成２６年１１月開始事業年度（課税期間）から消費税

　　の簡易課税制度を適用する場合、または適用を取りやめる場合

■■■■　　休日カレンダー　　■■■■

１０月の税務

１０月( 神無月 ) Ｏｃｔｏｂｅｒ

◇◆ あとがき ◆◇

  すっかり秋ですね。 過ごしやすい季節になりました。先日、お昼休みに金木犀の 

 香りが漂ってきて、秋になったのだなあと実感しました。  

毎年この時期になると、健康診断があるので運動不足を解消するためにも何かスポ 

ーツでも始めようかと思う今日このごろです。 〈 池 原 〉 


