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月間テーマ

青少年奉仕月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

会員卓話「電子帳簿・インボイス対応研修」（担当：プログラム委員会）

次週例会

講師例会「いよいよ新時代へ〜スポーツの力で切り拓く釧路の未来〜」（担当：プログラム委員会）

■ロータリーソング：君が代・奉仕の理想
■会員数

■ソングリーダー：横田 英喜君

102 名

■ビジター なし
■ゲスト

なし

会長の時間

杉村

荘平会長

皆さん、こんにち

は。お食事の方はそ
のままお続けくださ
い。

久しぶりの３週空け
ての例会で、いつの
間にかゴールデンウ

イークも終わり、５月に入り釧路も桜の花が咲くよう
な暖かい時期になってまいりました。今日も 10 人く

らいしか来なかったらどうしようかなと思ったのです
が、多数の皆さんに来ていただいてありがとうござい

ます。次週以降もぜひご出席いただければと思います。
ぜひ、どうぞよろしくお願いいたします。

少しご説明だけさせていただきますが、４月中旬に複
数のコロナ陽性者の報告がありましたものですから、
４月 21 日と 28 日の例会をやむなく休会とさせてい

ただきました。それに合わせて、予定をしておりまし
た炉辺会合とメイクアップ体験会も一旦延期とさせて
いただきました。急なキャンセルになり、ご準備いた
だいた皆さんには大変ご迷惑をかけたと思います。こ
の場をお借りしまして、お詫び申し上げます。申し訳
ございませんでした。

このコロナに関連しての休会の判断は大変難しいもの
がありますから、正直何が正解かは分からないところ
でありますが、三役、理事会で判断していくことです

ので、なにとぞご理解いただければ思っております。
この 1 年間、振り返るのはまだまだ早いですが、コ
ロナに多少苦労させられている 1 年となってきまし
た。改めて僕のこの 1 年間の今年度の思い・役割と

いうのは、最近増加してきました若いメンバーにこの
釧路クラブの素晴らしい雰囲気や楽しさをしっかり体
感していただくこと。そして、その若いメンバーとベ
テランメンバーの融合を図りながら 90 周年を見据え

ながらクラブの一体感を育んでいくことと考えており
ました。ちょうど今年は 85 周年の年でしたので、ク

ラブの歴史を紐解きながら、しばらくやっていなかっ
た夜例会を含んだ夜の事業をうまく活用しながら 90

周年に向けて、次年度に向けて、少しでも上昇カーブ
を描いてバトンを渡せたらいいなと思ってやってまい
りました。なかなか思うようにいかず、引き続き難し
い判断が必要かなと思っている次第でございます。

このままコロナが無くならない前提で考えていきます
と、いよいよこのクラブ活動とコロナの共生・共存を
模索していく時期に来ているのではないのかなと思っ
ております。お隣の韓国でもマスクの義務をやめて、
陽性者も隔離しない新しいステージにチャレンジして
いるようです。やはり、そういう形を含めて隔離する
だけじゃない、共存していく仕組みを考えていかない
といけないのかなと思っております。

どちらにしても難しい判断が続くところでございま

す。残りの今年度は２カ月を切りました。われわれは





しっかり判断させていただきながら、ご支持いただき
ながら続けさせていただければと思っております。

５月、６月のスケジュールを少しお知らせしたいと思
います。今日から普通どおりに例会を再開していきた
いと思っております。５月末には夜例会も再開したい
と考えております。延期したメイクアップ体験会は日
程が迫ってきていて難しいと判断しまして中止せざる
をえないと思っております。炉辺会合は理事会のご意
見お聞きしながら６月頭からの再開で考えていきたい
と思っています。改めて皆さんのご理解とご支援をよ
ろしくお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願
いいたします。

本日の例会は久々の例会ということで、満を持して甲
賀先生からのインボイスに関する例会です。皆さんも
言葉だけは知っていると思います。まだまだ先のこと
と言わずに今日勉強させていただいて、それぞれの会
社に持ち帰って早め早めの準備をしていただければと
思っております。

僕の会社みたいな、駐車場や店舗管理をやっている所、
いわゆる個人の方のお相手をしている大家さんとか、
免税業者の方とお相手もしている所もとても面倒なこ
とと聞いております。僕もしっかり勉強させていただ
きながらしっかり対策を立てていきたいと思っていま
す。

どちらにしても、これから２カ月を切ったところで、
今日からまた再開ということになります。改めて楽し
んでロータリーをやっていきたいと思います。どうぞ
よろしくお願いいたします。
幹事報告

市橋夛佳丞幹事

皆さま、こんに

ちは。はじめに４
月に私がコロナに
罹ってしまいまし
て、皆さま方に健
康不安を巻き起こ
してしまいました

新入会員の紹介
スポンサー 白幡

博会員

こんにちは。新し
く仲間になられま
す伊藤さんをご紹
介させていただき
ます。

伊藤淳さん、日本
生命の道東支社長

として３月に着任をされております。前支社長の廣部
さんの後任でございます。本人は、名古屋でわれわれ
と同じロータリークラブの活動経験がございます。そ
ういった意味では皆さんとともに活動できるかなと
思っております。

北海道の勤務は初めてということですが、先ほどお話
を聞いていますと奥さまと旅行に来ていたり、また先
日もゴルフでいらっしゃっております。そういった意
味では勤務は初めてですけども、北海道を快く受け止
めている方と思っております。

また、趣味はゴルフを楽しまれるということで、私ど
ものクラブであるナユタの会にもすぐ入会されると思
いますのでよろしくお願いいたします。それからお料
理の方もお得意だと聞いております。特にお飲みの物
はワインがお好きだと聞いております。地酒の福司も
楽しんでいただけるかなと思います。

それから、奥さまも日本生命に勤務をされておりまし

て、現在は東京ということで、お二人は離れ離れになっ
ております。先日もゴールデンウイークの時に釧路に
いらっしゃっておりますので、機会があれば釧路に来
ていただければと思っております。

最後になりますが、スポンサー・紹介者は天方会員と
白幡でございます。

それでは伊藤さんからご挨拶を頂戴したいと思いま
す。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
伊藤

淳会員

皆さん、こんにち

こと、大変申し訳なく思っております。申し訳ござい

は。この度、白幡様、

リー活動に邁進してまいりたいと思います。どうぞよ

りまして、この歴史

ませんでした。しっかり体調管理に気を付けてロータ
ろしくお願い申し上げます。

幹事報告ですが、他クラブの今週の例会につきまして
はご一読をお願いいたします。５月のロータリーレー

天方様にご紹介を与
と伝統ある釧路ロー
タリークラブに入会
させていただくこと

トは１ドル 130 円となっております。

ができました。本当にありがとうございます。先ほど、

日で、先日期日が来ておりますが、まだ多少は受け付

ことで名古屋の「あまロータリークラブ」に１年ほど

また、第７分区の会員名簿の変更依頼期限が 5 月９

けていただけると思います。もし変更等の情報がある
方は事務局までお申し付けいただければと思います。
以上です。

ご紹介いただきましたとおり、前任地は名古屋という
ですが所属させていただいておりました。まだまだ

ロータリアンとしては初心者でございますので、いろ
いろとご教授いただければと思っております。

紹介にもありましたとおり、入社して 32 年目になり





ますけれども、内地での勤務がずっと続いたので勤務

らばザ・ロード・

会社で担当しているエリアが北海道の東半分の全てに

うに頑張っていた

地としての北海道は初体験となります。

なりまして、四国の 1.6 倍の広さのエリアを担当して

おります。そういう意味では日本生命という会社の中
で一番広いエリアを担当する支社を担当させていただ
いているということです。３月末に着任して、４月１
カ月で自分の担当エリアをひと通り回らせていただい
て、車の走行距離が 3,000 ㎞を超えました。改めて
北海道の大きさを痛感しています。

前任地の名古屋では繁華街のど真ん中で暮らしており
ましたので、カラスの鳴き声、あるいは酔っ払いの叫
び声とかで朝起こされることも多かったのですが、今

ウォリアーズのよ
だきたかったんだ
けど、かたくなに
横田君が「僕は横
池コンビがあり」

と、何かよく分からないことを理由にして断られまし
たので、今日は甲賀君お一人でということになります
が、よろしくお願いいたします。
甲賀 伸彦君

皆さん、こんにちは。

は幣舞橋の近くに居を構えておりまして、カモメの鳴

久々の例会というこ

き声で目が覚めるという爽やかな港町らしい朝を迎え

とで。以前、壇上に

ることができています。

上がった時には「電

趣味はいろいろあります。先ほど言ったように夫婦が

子取引とか電子帳

離れ離れに暮らしております。単身赴任生活 12 年目

になり、別に仲が悪いわけではございません。至って

簿・インボイス、危
ないですよ」とお話

仲は良いのですが、一定の距離感をとりながら暮らし

したら、会長の頭の隅に残っていらっしゃって「喋っ

の趣味ということで、食べることも飲むことも大好き

だきたいと思っております。

ております。そういう関係もありまして、料理が一番
です。先ほど紹介いただきましたようにゴルフも大好
きですので、いろんな場面で皆さんとご一緒させてい
ただく機会を持てたならと楽しみにしております。

これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとう
ございます。

てくれないか」と言われましたので、お話させていた
パワーポイントありますが今日は字も大きくして、皆
さんの所にはそのままのレジメがありますので、この
パワーポイントについては今、どこ喋っているか程度
に見ていただければと思います。全部で 22 ページあ
り、あと 25 分しかないので１ページ１分のペースで

やっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いい

歓迎の言葉と委員会配属の発表

杉村

荘平会長

それでは、伊藤君におかれましては釧路クラブご入会
おめでとうございます。クラブを代表いたしまして心
から歓迎を申し上げます。

いつも同じことばかり話をするのですが、クラブの出
席は義務ではなく権利だと言われております。せっか
く入ったロータリーですから、その権利を有意義に生
かして一日でも早く馴染んでいただいて、また釧路地
域にもなじんでいただいて、有意義な生活をしていた
だければと思っております。よろしくお願いいたしま
す。

配属委員会は出席委員会で、樋口委員長でございます。
何かあったら何でも言ってください。よろしくお願い
いたします。

たします。

まず１ページ、今日どんなお話するかといいますと、
時計文字の１番、電子帳簿保存法というものがありま
して、その中に電子取引という項があります。これ、
あまり皆さん聞いていないと思うのでこれについて前
半お話させていただいて、２番目はインボイス。これ
は新聞紙などでちょろちょろ出てきている話で、実は

「税率について、消費税の大改正」なんて言われてい

ますが、僕ら税理士は非常に大きな大改正だと思って
おります。

「インボイスって何よ」という話ですが、漢字で書い
て「的確請求書等保存方式」と。
「等」とついている

のは「請求書でなくてもいいよ」ということです。イ
ンボイスですね。

ここで消費税の話からします。皆さんがお預かりして、
■

本日のプログラム ■

「電子帳簿・インボイス対応研修」
プログラム委員会 工藤

彦夫委員長

プログラム委員会です。本日は電子帳簿、インボイ

スということで甲賀伸彦会員にお願いします。本来、
横田君と二人でタッグを組んで、プロレス界でいうな

あるいは売り上げでお預かりする消費税、
いわゆる「仮
受消費税」から皆さんがいわゆる課税取引として払っ
た消費税を引いて納税しているのです。ここの、皆さ
んが払った「仕入税額控除」をきちんとやらないと引
けない状態になることが今日の最大のテーマでありま
す。なので、ここが大事なところです。

あと、
「電子インボイス」というのもあるのです。電





子的にインボイスを発行する制度がある。

Amazon、ペイペイとか使いますが、それについては

のない時代」の話になります。本当は横田さんと一緒

保存しなければならない」という法律が 7 月１日か

いずれにしましても１番、２番、電子的すなわち「紙
にお話したかったのですが、横田さんが「いやだ」と
いうことで私が代表して紙のない時代の話をさせてい
ただきたいと思います。

スケジュールをご覧ください。実は平成３年と書かれ
ておりますが、
「電子帳簿」という話と「電子取引」

という２つの話があります。この電子帳簿というのは
すでに行われていて、例えば、うちの事務所のお客様

については「総勘定元帳」というのは全くないのです。
ＣＤブックに焼き付けて最終的お渡ししていますので
電子帳簿という形ですでに認定を受けています。です
から、うちの事務所も「紙のない事務所」ということ
ですね。

そこはいいのですが、次の赤で囲った部分「４月１日
から５月 12 日」と書いてあります。実はもう電子取

引の法律改正が４月１日にされたのですが、業界団体
からの反対がありまして、多分、法人会さんとか青申
会さんからそうなのですが「まだ準備できていないの
に、無理」という話で、今日は荒井先生いらっしゃっ
ていますかね。宥恕（ゆうじょ）規定、遊女じゃない
ですよ。この宥恕規定ですが、法律では寛大な心で許
すと書かれています。
「２年間待ってやるぞ」という

意味だそうです。なので、後ほどご説明しますが、い
ずれにしてもしなければならない規定ですので、今は
いいのですが、６年１月からスタートしなければなら
ない。

今度は、インボイスになります。もうすでに登録期間
が始まりました。この的確請求書発行事業者の申請が
なされています。

僕の事務所は法人で消費税を払っている「課税事業者」
なので登録をしました。実は僕は個人で行政書士も登
録しております。ただ、そこは 1,000 万円をいって

いない「免税事業者」です。甲賀伸彦行政書士事務所
と皆さんがお取引すると、僕は免税事業者ですので、
皆さん方は先ほどの仕入れ税額額控除を取れなくなる
のです。それはいかんということで、僕も個人で登録
をしております。
「免税業者が課税事業者にならない

と的確発行事業者になれない」ということ、あとでま
たお伝えします。いつからスタートかというと令和５
年の 10 月です。もう間近です。

まず、電子取引から始めたいと思います。電子帳簿に
はこの 3 つがあるのです。先ほど言いました電子帳

簿保存法がありまして、元帳とかを焼き付けて改ざん
できないようにするという法律があります。これは

ずっと前からあります。あと、最近はスキャナー保存、
ドキュワークスなどを使ってスキャナーして保存して

置く保存方法が電子帳簿保存法の中にあります。今回、
言われているのが、例えば電子取引ですが、

印刷をしてはダメということです。
「電子取引のまま

らスタートしたのですが、宥恕規定でとりあえず今は
良いけど６年１月からやらないといけないと言われて
います。

次のページ、これは法律の話なので面白くないのです
が、皆さんのお仕事について必ずしなければというこ
となので、お気を付けください。令和４年４月１日以
降、事業年度に関わらず、何月決算であってもスター
トしなきゃいけないということです。会社で電子取引
の取引情報を受領した場合には電子データを紙に出力
して保存することは認められておりません。電子媒体
のまま、
ＰＤＦやＪＰＧ、そういったもので保存して
置いてください。

具体例が書いていますが Amazon さんやペイペイ、

僕も良く使わせていただいております。一番下に去年
の 12 月までにやらなきゃいけなかったのですが、宥

恕措置が設けられて２年間待ってあげますよというこ
とです。

次のページをご覧ください。電子取引とは何なのかで
すが、まずは電子メールに請求書や領収書がＰＤＦで
添付されて来るものがあると思います。メールのまま
保存して置いてダメです。そのファイルをきちんと整
理して保存して置かなきゃならないと決まりました。
あるいはインターネットのホームページからダウン

ロードした請求書、例えばＪＡＬさん、Amazon さん

などもあるかと思います。あるいは Suica とかの交通

系ですとか、４番目。あと大事なのは６番、僕も最初
分からなかったのですが今のＦＡＸは自動的に印刷し
ないでデータとして保存されます。うちの事務所もあ
るファイルサーバーに入れて、それを総務の人が担当
する人に電子媒体としてメール添付で送ることになっ
ているのです。それも電子取引なので紙に印刷しては
いけないことになっています。

具体的には次ですが、
「こんなのないか」というチェッ
クリストをつけておきました。建設関連の方は「モノ
タロウ」などがあるのではないのかなと思います。保
存としては最長２年プラス１週間くらいと言われてい
ます。

保存措置としては発行者あるいは事業者のスタンプ、

あるいは訂正・削除の履歴が見られるもの、のどれか。
いわゆる改ざんしたものではないのが分かればいいと
いうことです。保存期間は一応 10 年間ということで

す。これは商法・会社法の保存期間、税務署のあれと
一緒だと思ってください。

われわれの「ＴＫＣ」という団体があります。税理士

は大体 78,000 人くらいいて、
ＴＫＣ会員は 11,800 人
おります。事務所的には、世の中には 32,000 の税理
士事務所がありまして、
ＴＫＣは約 10,000 人の事務





所があります。このシステムを使っている方は全然気

インボイス制度です。皆さんが物を売る方と仮定して

んどだと思いますので、
「対策 2」を見ていただきます。

書発行をしなければならない」
。売ったら必ず出さな

にしなくてもできるのですが、そうじゃない方がほと
一定のルールを決めて任意のフォルダに入れてくれと
いうことです。メール添付のままではダメです。まず
事務処理規定を会社の中で設けていただき、日付・金
額・取引などの検索ができるようにしなければならな
いのです。安いメルコ、バッファロー、アイ・オー・
データの外付けハードディスクがありますが、レイド

（RAID）の組んでいないようなバックアップファイル、
サーバーが飛んでしまったらダメなので、サーバーや
クラウドに置くことも考えなきゃならないということ
です。

対応策２としまして、一定のルールを定めて任意の

フォルダに入れるということ。例えば、例１ですが、
この日にもらったものだったら、
「20221013̲（国税
省）̲110,000」みたいなＰＤＦのファイル名にして

おかなきゃならないということです。
「相手先」でソー
トをかけるか、あるいは「各月」でやるか、その保存
方法はどうでもいいのですが、まとめてやらなきゃな
らないことになります。

３番目、事務処理規定を作成し備え付けることが必要。
これをやらないとどうなるかというと、青色申告が取
り消しになります。青色申告の最大のメリットは、仮
に皆さま方が赤字になればその欠損を今 10 年間繰り

越すことができます。それが無くなるということは、
赤字にできない、赤字になっても繰り越せないので相
当な悪い影響が及ぶと思います。

先ほどの「電子取引のデータおよび削除の防止」とい
うのは国税庁のホームページに出ていますので参考に
して規定を作っていただければと思います。前半、電
子取引の方は終わりました。

多分、皆さんが最も注目されているのがこの「インボ
イス」の方だと思いますので、こちらを 10 分くらい

の時間をいただいて、お話させていただきたいと思い
ます。

13 ページをお願いします。もう一度言いますがイン

ボイス制度は何かというと、日本語で言いますと的確
請求書等の保存方式であります。
Ｑの１、日本にもイ

ンボイス制度が導入されるそうですが、どのような制
度ですか。ということで、
Ａの１、インボイス制度と
は複数税率。すなわち８％や 10％に対応した仕入税

額控除の方式です。先ほど申しましたとおり、売上げ
で受け取っている消費税を全部払うわけにはいかない
ので、皆さんが払った仮払消費税のことを仕入税額控
除と言いますが、これができるかできないかという話
です。現行のは、区分記載請求書等保存方式という方
式です。令和５年 10 月１日から導入されて、導入後

は、売り手・買い手双方に新たな義務です。皆さま方
の会社はしなければならないです。

ください。買い手さんから求められた時、
「的確請求

きゃダメということです。一方、買い手はどうしなけ
ればいけないかというと、きちんとインボイスを持っ
ていないと仕入税額控除ができませんので、それの管
理をしっかりしておかなきゃならないことになりま
す。

これは「消費税はどうなっているの」という話です。
納付する消費税額は売った時に預かった消費税から

払った消費税ですが、今までは免税業者さんから買っ
ていても引けたのです。

例えば、皆さんが免税業者の中島菓子店でお菓子を
買っているとします。免税業者の中島さんの部分の

10％は引くことができて、払わなくてよかったので

す。これからは免税業者の中島さんから買ったら、イ
ンボイス番号が書いていなければ、その消費税が引く
ことができなくなるのが最大の困ったことです。じゃ
あ、今のこの時期に皆さんは何をしなければならない
かというと、まずは発行者としてのことをやらなけれ
ばいけないと思っております。今年のせいぜい 11 月
くらいまでにやっていただきたいなと思います。

まず、自社発行の請求書にインボイス制度に対応する
ものにするということです。じゃあ、何をしないとい
けないのかというのが次の話で、だいたい物事に見積
もりがあって、注文書があって、納品書があって、請
求書があって領収書という一連の取引で出てくる書類
がこういったものかと思われます。

インボイスを何に使うかというと、先ほど言いました
とおり請求書等と書かれています。請求書じゃなくて
もいいのです。納品書か領収書でもいいのです。右側
の青い所のどちらでも構わないと言われています。で
は、インボイスに何を載せなければならないのか。請
求書とかに載せておくべきものはこの 1.2.3.4.5.6 で

したが、新たに必ず載せなければならないのが的確請
求事業者さんになるともらえる番号、登録番号を必ず
納品書・請求書・領収書に載せておかないといけませ
ん。ここにいる法人の皆さまはもうすでに税務署から

法人番号 13 桁が与えられています。それの前に「Ｐ」
が付くだけです。じゃあ、
Ｐを付けて請求書に載せて

いいかというとダメです。届け出をしないと載せちゃ
いけないのです。
「的確請求書発行事業者」という届

け出を税務署にしてください。それは注意深く顧問税
理士の先生とよく検討してから出していただければと
思います。

発行すると、税務署さんの中で登録番号Ｐと 13 桁を

打ちますと、税理士法人トップマネジメントが出てき
ます。

これ、個人の方はどうするのですが、
「個人の方につ

いては、マイナンバーカードは使わない」ということ





になりました。個人の方は先ほどの例で言ったのです

僕、売り上げは知りませんけれど、
「免税事業者だっ

うすると、個人でまず登録番号をもらうことになりま

いよ」ということがあるかもしれません。例えば、年

が、村上さんが個人で事業を行っていたとします。そ
す。ただ、
「村上祐二」と打つと、村上祐二さんがいっ
ぱい出てきます。何の村上祐二さんか分からないので
後で屋号を付けることになりますので、村上商店・村
上祐二という番号が付与されるということになりま
す。

インボイスを発行する時にどうするかというと、すで
に皆さんは総額表示でお肉などの販売価格として出し
ていると思います。今度、消費税の処理で「税率ごと

にまとめて計算しなさい」と変わりました。ですから、
システム改修が必要になってくると思います。

右側のようにそれぞれを足すと消費税もずれて、それ
はいけないということに決められています。

次のページ、納品書を的確請求書とする場合と請求書
を的確請求書とする場合はどちらもありますが、納品
書の場合は細かいのでリアルな消費税があります。納
品書の場合、一発でバサッと行きますのでこんな感じ
になるということです。

ここから大事な話になります。20 ページ。免税業者
さんというのは 1,000 万円以下の方です。いわゆる

消費税はもらっているけれど、国に納めていない方な
のです。先ほど、杉村会長からありましたが、個人で
駐車場を貸しているとか、物件を貸している。事業者
に消費税払っているのですが、貸しているという方が
いるのです。ただ、持ち主は個人です。

例えば、菓子折り持って行くのに免税事業者さんの中
島菓子店で買ったら、消費税を控除できないから、中
島さんのところに行かないで違う方の所に行ってお菓
子を買うことが考えられることになります。免税事業
者のままだとインボイスを発行できませんので、僕も
行政書士事務所は免税事業者ですがインボイスを発行

たら、あなたの社会保険労務士事務所とお取引できな
間 100 万円払っているとしたら 10 万円控除できな
いわけです。大きいですよね。

ここまで消費税のことをご理解されたら、国はなんで
やっているか分かりますか。まず、インボイスを使う
ことで、すべての取引を洗い出したいというのがひと

つです。もうひとつは、
免税事業者はずるいなぁと思っ
ているということで、国はここをつぶしてきます。国
の今やっている話じゃないかなと思います。

あと、簡易課税制度。1,000 万円から 5,000 万円の

方は、割合で、業種区分で、それを控除できるのです
けれど、簡易課税制度の方はパーセント程度で仕入税
額控除をしていますから、インボイスの補助は考えな
くていいです。いわゆる本則課税の方が大事だという
ことです。

それにしたって大変だよねというので、経過措置とい
うのが最後認められております。平成５年 10 月１日
に始まってから３年間については、仕入額相当の

80% は見てあげようじゃないか。あるいはその次の

３年は仕入額相当の 50% は見てあげようじゃないか。
６年過ぎるとダメですよ、となります。

いずれにしましても最後に書いてありますとおり、請
求書などを受け取る都度、経理の方が、仕入れ先がＰ
の入った的確請求書か、
Ｐの登録番号が入っていない

事業者か、で会社が払う税金も変わってきますので、
そこを注意していただきたいということになります。
１分くらい超過しましたが、これは法律の改正ですの
で顧問税理士さんとよく相談していただいて、11 月
くらいまでの準備をお願いしたいと思います。
ご清聴どうもありがとうございました。

できる状態にしました。士業の方、ここにもたくさん
いらっしゃいます。池田先生もどうなのでしょうか。

本日のニコニコ献金
■杉村
■浅川

荘平君
正紳君

久しぶりの例会司会です。噛まないように頑張ります。

豊年君

長期滞在研究会会長、無事卒業させて頂きました。感謝です。

■市橋夛佳丞君
■木村

例会再開でございます。改めて、宜しくお願い致します。

本日より例会再開になります。いろいろとご迷惑おかけして申し訳ありませんでした。

今年度累計

535,000 円





