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三上税理士法人発行 

平成 30 年 7 月号                            オリジナル事務所通信 

 

 
 

前回に引き続き新事業のご案内です。 

屋号が決定致しました。「かすがい M＆Aセンター」となります！ 

文章を読むとあぁそういうことか。と思われる方多数いらっしゃると思います。ベタですいません（笑） 

 

１つに春日井という地方、２つに会社と会社を繋ぐ鎹という意味が籠められています。最初に名前を

つけるときに、春日井 M＆Aセンターにしようかと思いました。他の M＆Aセンターも名古屋 M＆Aセンタ

ーや岡崎 M＆Aセンターみたいな地域名が多いですし。だけど小牧や近隣もマーケットですし、春日井色

を強く打ち出すと他の地域からの仕事が来にくいかなって。次に尾張 M＆Aセンターにしようかとも思い

ました。だけど「おわり」っていうと語呂が悪いんですよね。 

そもそも M＆Aとは、終わらないために理念と事業を引き継いで一緒になるわけですから（＾＾；） 

そういう意味では、縁結び M＆Aセンター、仲人 M＆Aセンターみたいなものでもいいかなと。 

そこで、「あっ」となりました。 

子は「鎹」の「かすがい」にしようと思ったわけです。M＆Aにピッタリ！そして地域としての春日井も

旧の春日井郡を指すんだよ！と勝手に思い込んいでます。知っていましたか？春日井郡ってもともとは、

春日井市、小牧市、瀬戸市、守山区、尾張旭市、豊山町、北名古屋市までを指していたんですよ。広い

ですねー。そこまで広げられるように頑張ります。 

 

それはさておき、本題です。この M＆A事業の新事業設立記念祝賀会を行います！ 

 

７月２４日（火）ホテルプラザ勝川 １８：００～ 

（受付開始は１７：３０） 

参加費 無料です。（祝儀、お花は辞退させて頂きます。） 

 

大勢の皆さまに知っていただかないと始まらないので、 

今回、祝賀会を企画いたしました。是非ともご参加ください。 

参加は、同封の申込書を FAX お願いします。 

参加対象者は、経営者の方です。 

M＆Aに興味ないけど無料だからと友達、家族、従業員を連れてくる

のは、やめてくださいね（笑） 
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                            文責：亀田 

 

本店では、ここ数年春先にツバメが巣作りにやってきます。 

今年も同様に巣作りにきて数羽の雛を育てています。今年は、事務所の換気をしていると事務所の中に

も遊びに来てくれ、みんなをほっこりさせてくれる場面も・・・あと、この時期の日課として毎朝ツバ

メの「うん（運）」をキレイにすることを後輩と交代でおこなっています。すこしは「うん（運）」が良く

なったかもしれません（（笑 

 ツバメが幸運の象徴とされているのは、色々と諸説がありますが、ツバメが渡り鳥で巣作りに居心地

の良い場所や環境をみつけることや、田んぼの害虫を食べてくれることで豊作になることから商売繁盛

に繋がるといったことから縁起が良いと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・固定資産税(都市計画税)の第 2期分の納付         納付期限…7 月中において 

各自治体の条例で定める日 

・源泉所得税納期の特例分(1月～6月分)の納付         納付期限…7月 10日(火) 

・6 月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付          納付期限…7月 10日(火) 

・所得税の予定納税額の減額申請              申請期限…7月 17日(火) 

・5 月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉                                   

申告期限…7月 31日(火) 

・11 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) 

                             申告期限…7月 31日(火) 

・所得税の予定納税額の納付（第 1期分）             納付期限…7月 31日(火) 

 

 

 

 

 

 

 

 

本店便り ～ツバメは幸運の象徴！？～ 

７月 の税務 
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機械装置     ：1台又は 1基 取得価額 160 万円以上 

測定工具・検査工具：1台又は 1基 取得価額 120 万円以上 

※事業年度の取得価額の合計額が 120 万円以上のものを含む。1台又は 1基の取得価額が 30万未満の

もの除く。 

一定のソフトウェア：一のソフトウェア 取得価額 70万円以上 

※事業年度の取得価額の合計額が 70 万円以上のものを含む。 

普通貨物自動車  ：車両総重量 3.5t 以上 

内航船舶     ：全て 

※取得価額の 75％が対象。 

 

 

 

文責：服部 

 

今回は九星気学のお話です。 

先日、隣人とホームパーティーしていたところ、その隣人が九星気学

について経営者の勉強会で勉強しており、色々と教えてくれました。 

 隣人は占いに従って経営するというより、従業員に当てはまるタイプを九星気学で判断して、従業員

ごとに教育方法や対応の仕方を変えているそうです。しかもそれが上手くいっているとの事。 

確かに新人が入社してきて、画一的に対応するより教育する側もきっかけがあって面白いなぁと思いま

した。ちなみに私は五黄土星で、ワガママで気が強い性格との診断でした。当たってる！！と思う反面、

主人は明るくエネルギッシュとの診断でしたが全くの正反対。当たるも八卦、当たらぬも八卦ですね。 

 

 

 

        文責：塚本 

 

中小企業者等が、一定の機械装置等の対象設備を取得や製作等した場合に、取得価額の 30％の特別償却

又は 7％の税額控除が選択適用できる制度です。 

※税額控除はその事業年度の法人税額または所得税額の 20％が上限となります。 

 

青色申告する中小企業者等が平成31年3月 31日までに、対象設備を取得等して指定事業の用に供するこ

とが要件となります。 

対象設備となる設備は… 

詳細や指定事業については国税庁や中小企業庁の HP で確認できます。 

機械等購入をご検討されている方はご確認ください。 

インター店便り ～九星気学～ 

経営情報  ～中小企業等投資促進税制～ 
~
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行楽日記 

 

 

 

 文責： 片山 

 

週末に、家族で愛知県豊山町にある「あいち航空ミュージアム」を訪れまし

た。ミュージアムには、名古屋空港で初飛行したという YS-11 をはじめとする

実機が展示してある他、展望デッキや３Ｄシアターなどの体験型コーナーも

充実しています。 

中でも人気なのが、各日数回開催される、小・中学生を対象としたパイロ

ットの職業体験です。我が子も参加するため開館と同時に入場して、無事に

早めの時間帯の整理券を取ることができました。 

ここでは、案内係のお姉さんが、主にフライトシミュレーション・機体のチェック・フライトシミュ

レーターでの操作方法を説明してくれます。飛行前には機体のどこをチェックするのか？等、YS-11の実

機の周りをぐるりと歩きながら具体的に教えてくださり、横で見学している私も思わず聞き入ってしま

う興味深い内容でした。たくさんの情報を頭に入れて、いざ、シミ

ュレーターでの操縦に挑戦です。翼の傾き・地図・高度など･･チェ

ックすべきポイントがたくさんあり難しそうでしたが、さすが子供

たち！！どの子も上手に操縦していました(^^)/ 

他にも、上下左右に動くシートに座りながら上空を飛んでいるよ

うな体験のできるアトラクション的なものもあり、飛行機に詳しく

ない私ですが大いに楽しめました。家族皆で楽しく学べるミュージ

アムは、また是非訪れたい場所の一つとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三上税理士法人では、税務担当者とは別に代表三上努による経営相談を実施しております。 

 

7 月開催スケジュール(予約必要) 

7 月 11 日(水)午後 1 時より 5 時まで 

7 月 17 日(火)午後 6 時より 8 時まで 

7 月 20 日(金)午後 1 時より 5 時まで 

 

ご予約電話番号 

担当：大久保 

無料経営相談実施中！！ 
 

0120-974-830 


