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平成１９年度 事業報告 
（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日） 

 平成１９年度は、当法人会の前身「酒田法人協会」の設立（昭和２２年８月）

から６０年目の年度でした。全国に先駆けて５番目に結成された歴史と今日の

位置づけは、先人の先見性とその趣旨に賛同し結集した会員の民活力を示すも

ので、この１年また新たな課題に取り組んだ年度でありました。 
 
１）概 況 
  当年度は役員改選の年でありましたが、何かと難しい局面にあるだけに、

理事１名の交代と監事１名の新規選任が行われた他は、地区役員・支部役員

とも可能な限り「現体制の維持・継承」を前提に最小規模の改選に止まりま

した。また組織的には、①八幡・松山・平田の３商工会の合併（平成２０年

４月）と、②公益法人制度改革法案対応で、遊佐支部含めた４支部の組織的

検討の結果、「地区」として本会との組織的一元化を図ることとし、新年度か

ら「地区運営規定」に則った運営に移行することとなりました。 
  更に「Ｗｅｂ化促進委員会」を新たに設け、税務業務の電子化計画に協力

する立場で、実態調査と啓蒙活動に努力するとともに、組織活性化に貢献で

きる情報ネットの構築に向けた検討を開始致しました。合わせてホームペー

ジの充実で、会員間の情報交換・情報共有化に向けた可能性を模索すること

となりました。 
  青年部会・女性部会の活動は、当年度も活発で独自事業の当初計画を消化

するとともに、本会事業の推進役として共催事業にも積極的に取り組み、法

人会の社会貢献に大きく寄与したことは高く評価できます。三水会は実務研

鑽の場として、年間計画に沿って活動を展開しました。 
 
２）組織の強化・拡大 
  当年度も「組織強化月間」を設けて、会員増強運動を精力的に展開しまし

た。具体的には、組織委員会にて１２月末・加入率の期待目標値を７５％と

する基本方針を決定し、「役員（理事・監事・地区役員・正副支部長）は１人

あたり１件以上会員獲得を目指す」ことを理事会・役員合同会議で承認され



ました。地区役員会・支部役員会を中心に個別の目標を掲げて取り組んだ結

果、３月末現在・稼動法人数２，２６８法人に対し、会員数１，６７４法人

となり、期待値には及ばなかったものの、加入率７３.８％を確保できたこと
で、現下の環境の厳しさを勘案すれば、評価できる内容となりました。 
  目標達成は、支部・地区では遊佐支部（１００％）・北部地区（１１０％）

で、表彰対象は北部地区と新規５会員以上獲得の３役員となりました。 
  なお、加入率７０％以上を維持していることで、２０年連続で山形県連会

長表彰を受けております。（参照：Ｐ２３・３１） 
 
３）税制改正に関する改善要望 
  平成２０年度に向けての税制改正要望は、平成１９年９月に全法連におい

て「税制改正に関する提言」として纏められ、全法連・単位会がそれぞれに

政府・地方自治体に対し一斉に提言・要望活動を展開いたしました。 
  ポイントは、多くの緊喫の課題を抱える国政にあって、税制面においても、

経済社会の構造変化に対応したあるべき姿を再構築すべく、①経済活性化に

資する税制、②中小企業者等努力した者が報われる税制、更には、国民の理

解を得るとの観点から、③分かり易く透明性の高い税制、の確立が不可欠で

あると提言しました。（具体的成果は、参照：Ｐ４０）） 
  当会としても、税制委員会を中心に「独自要望事項」の取り纏めを行い、

県連を通じて意見反映するとともに、１０月３０日に酒田市長と市議会議長

に対し、前田会長と畠中税制委員長（理事）から「提言書」を提示し、陳情・

要請を行いました。主要項目は、①法人税基本税率の引き下げ、②事業承継

税制の確立、地方税制では③「固定資産税軽減」を要請しました。また、個

別には「たばこ税」の税収に見合った「喫煙権の共生」に向けた施策の必要

性と「租税教育」の組織的取組についても提言しました。 
 
４）税務行政の円滑化と納税意識の高揚 
 ①税務当局が精力的に推進している「ｅ－Ｔａｘの利用促進」には、積極的

に協力する立場で、当年度新設の「Ｗｅｂ化促進委員会」において実態調

査を行うとともに、その結果に基づいて啓蒙活動に努めました。また、引

き続きカードリーダーの斡旋と、金融機関への紹介状交付で会員の優遇措

置が得られるよう図りました。 
 ②「税を考える週間」には、横浜ベースターズの現役投手・工藤公康氏を招

いて記念講演会（１１／１４）を開催し、一般参加者も含めて５００名を

超える多数の参加を得て、大いに好評を博しました。法人会の社会貢献事

業でもあり、納税意識高揚の一助となったものと考えます。 



  
 ③全法連発行の漫画「税って何だ？」（水木プロ）を、成人式（酒田・遊佐 
１，４００部）・記念講演会（５００部）・公益文科大卒業式（２００部）

に配布し、広く納税意識の高揚に努めました。（参照：Ｐ３０） 
  
５）税知識・実務の修得と自己啓発 
  酒田税務署の協力の下、決算説明会（５回）・年末調整説明会（２回）・年

末調整講習会・新設法人説明会（２回）を開催した他、税制改正・電子申告

納税システム・社会保険・財務・営業・労務と多岐に亘る実務分野について

外部講師も招いての実務者セミナーを開催し、多数の参加を得ました。 
 （参照：Ｐ３０） 
 
６）社会への貢献 
 ①当法人会は会員加入率において、中規模以上の単位会ではトップクラスで

あり、その組織規模に見合った社会的責任を自覚し、当年度も本部および

三部会とが一体となって諸事業を展開しました。公開講演会・研修会を開

催し、会報に掲載する他、新聞広告・広報誌等の広告媒体で広く周知する

ことで集客に努めた結果、多くの一般参加者を得ることができました。 
 ②当年度新たに青年部会・女性部会共済で「租税教室」に取り組みました。

女性部会・コミュニケーション委員会の発案で、酒田の伝統民族芸能であ

る「庄内出羽人形芝居」を使った「出前租税教室」と銘打って、９月１９

日に松原小学校と港南小学校の２校で全校生徒を対象に実施しました。 
生徒達の感想は、大変好評で所期の目的に沿うものであり、今後とも継続

して取り組むことが肝要と考えます。（参照：Ｐ３５・３７） 
 ③「公益法人制度改革」対応について、当会としても「公益認定」を目指す

方針は既に決定しており、当年度は組織の見直しと支部会計の一元化を図

りました。従って、次年度以降は事業費の過半は公益性を求められること

となり、社会貢献を意識した取組となる筈であります。 
 
７）青年部会の活動 
   この１年、青年部会は部会長を中心に、総務・会員拡大・会員交流・税

務・社会貢献の５委員会が夫々に企画立案した年間事業計画に沿った活動  
が展開されました。その間、役員新体制でもあり、６回に亘る役員会を開

催し、事業の内容充実を図るとともに、部会員相互の良好なコミュニケー

ションの構築に努力しました。 
   また青年部会の活動は、本部事業運営の強力な推進力であり、積極的な



異業種交流と合わせ、共催事業において重要な役割を果たしました。 
  具体的には、「税を考える週間」記念講演会では主幹として中心的に取り組

み例年になく木目細かい対応で、多数の参加者から好評を博しました。新

企画の「出前租税教室」では、１日に２つの小学校での開催を良くサポー

トするとともに、「教育問題」については継続的なテーマとして取り組みま

した。一方、組織拡大については、課題として残りました。部会員向け会

報「ランナー」（第 24号・25号）を発行しました。（参照：Ｐ３４・３５） 
 
８）女性部会の活動 
   女性部会は、新役員体制の下、プランニング・コミュニケーション・ゼ

ミナール・コーデｲネートの４委員会が、それぞれに年間計画のテーマに沿

って活動が展開されました。とりわけ社会貢献で取り組んだ「出前租税教

室」は初めての試みで、伝統民族芸能・「庄内出羽人形芝居」を楽しみなが

ら、「税金って何？」を学ぶ趣向で、松原・港南の両小学校で全校生徒を対

象に行いました。低学年の生徒にはどうかとの懸念もありましたが、寄せ

られた感想文は、各学年とも大変好評でした。今後とも伝統芸能の継承支

援も意識しつつ、継続すべき事業と位置づけました。 
   また「環境問題」・「酒田の歴史を識る」を継続テーマとして、リサイク

ルセンターの視察や講演会の開催に取り組んだ他、親睦交流の場を大切に

して、会員相互の意思疎通に努力しました。（参照：Ｐ３６・３７） 
 
９）三水会の活動 
   当年度も第三水曜日を中心に毎月例会を開催しました。幹事会にて年間

計画を立案し、担当幹事を決めて実施する手順で、経理・税務を主題とし

つつも、行政・経済・経営課題と幅広く研鑽に努めました。 
   また「税を考える週間」記念講演会では、共催の立場で積極的に取り組

みました。（参照：Ｐ３８） 
 
１０）会員福利厚生関係 
   全法連と保険会社 3 社がタイアップして経営者向けに提供している「経
営者大型保障制度」をはじめとする契約・保険料の状況は、県内シェアで

前年度比０．３％のダウンとなりました。このことは全法連からの推進費

に反映される結果となることから、今後とも改善に向けた努力が必要と考

えます。（参照：Ｐ３１） 
 



Ⅰ－３）－（１）会議関係

１．総会
会議名 日　　時 議　題　等 場　　所 参加者数

第２６回 平成１９年 ①Ｈ１８事業報告＆決算報告 ベルナール １３２名
通常総会 ５月２３日（水） ②Ｈ１９事業計画案＆予算案 酒田 （委任状　８１３）

１４：００～ ③任期満了に伴う役員改選

２．理事会
会議名 日　　時 議　題　等 場　　所 参加者数

第１回 平成１９年 ①第２６回通常総会付議事項 東急プラザ 理事　２８名
理事会 ５月８日（火） ②Ｈ１９・２０上位機関役員＆委員会 監事　　２名

１２：００～ 　　委員の委嘱 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ２名
③報告事項他 事務局　２名

第２回 ５月２３日（水） ①新任理事互選による正・副会長 ベルナール 理事　２７名
理事会 １４：４０～ 　　の選出 酒田 監事　２名

②新委員会の設置 事務局　１名
　　「Ｗｅｂ化促進委員会」の設置

第３回 １０月１９日（金）①Ｈ２０税制改正に関する提言 東急プラザ 理事　３１名
理事会 １６：３０～ ②公益法人認定に向けた取り組み 監事　２名

③Ｈ１９／６末会員数調査結果 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ２名
④Ｈ１９　地区長・副地区長推薦 事務局　１名
⑤組織強化月間の取り組みについて
⑥支部の組織的見直し
⑦Ｗｅｂ化促進委員会の中間答申

第４回 平成２０年 ①平成２０年度暫定予算について 酒田産業会館 理事　３０名
理事会 ２月２１日（木） ②支部組織の見直しについて 監事　２名

１７：００～ ③会員増強運動の総括 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ１名
④その他報告事項 事務局　１名

３．正副会長会議
会議名 日　　時 議　題　等 場　　所 参加者数

第1回 平成１９年 ①第26回通常総会議案内容説明 前田製管（株） 会長　
正・副 ４月１９日（木） ②被表彰者の確認 副会長　3名
会長会議 １４：３０～ ③その他 事務局　1名

第２回 ７月１９日（木） ①組織点検と当面の日程について 前田製管（株） 会長
１４：３０～ 副会長　２名

事務局　１名
第３回 １２月５日（水） ①庄内総合支庁･鶴岡合同懇打合せ 前田製管（株） 会長

１４：００～ ②支部組織の見直し 副会長　３名
③組織強化月間の取り組み状況 事務局　１名

４．委員会
会議名 日　　時 議　題　等 場　　所 参加者数

第１回 平成１９年 ①Ｈ１８の成果確認・Ｈ１９の活動方針 ベルナール 委員　５名
税制 ５月１０日（木） ②全法連アンケート結果の総括 酒田 事務局　１名
委員会 １２：００～ ③独自要望事項のまとめ



会議名 日　　時 議　題　等 場　　所 参加者数
第１回総務 ５月１７日（木） ①第２６回通常総会対応について ベルナール 総務委員　７名
広報合同 １２：００～ ②「税を考える週間」記念事業 酒田 広報委員　４名
委員会 　　について 事務局　２名

第１回 ６月２７日（水） ①ｅ－Ｔａｘ利用促進について 東急プラザ 委員　４名
Ｗｅｂ化 １２：３０～ ②法人会業務のＷｅｂ化促進 事務局　１名
促進委員会

第２回総務 ８月１日（水） ①「税を考える週間」イベントについて ベルナール 総務委員　７名
広報合同 １２：００～ ②新たな試みについて 酒田 広報委員　６名
委員会 事務局　２名
第１回 ９月２５日（火） ①支部役員・地区役員体制の確認 ベルナール 組織委員　６名
組織委員会 １２：００～ ②「組織強化月間」の取組み 酒田 事務局　１名

③今後の日程について

第２回 １０月１６日（火）①ｅ－Ｔａｘ利用促進について ベルナール 委員　３名
Ｗｅｂ化 １２：００～ ②ホームページの内容充実について 酒田 事務局　１名
促進委員会 ③法人会業務のＷｅｂ化促進について

第３回総務 １１月１日（木） ①「税を考える週間」記念講演会（最終打合）ベルナール 総務委員　７名
広報合同 １２：００～ 　　　　具体的対応・役割分担について 酒田 広報委員　４名
委員会 ②第２７回通常総会対策 事務局　２名

第４回総務 平成２０年 ①「地区運営規程」（答申案）について 酒田産業会館 総務委員　７名
委員会 ２月８日（金） ②第２７回通常総会対策 事務局　２名

１２：００～ ③Ｈ２０「税を考える週間」イベントについて

５．役員合同会議
会議名 日　　時 議　題　等 場　　所 参加者数

第１回 平成１９年 ①地区役員体制の確認 ベルナール 役員　１６名
組織合同 １０月４日（木） ②Ｈ１９組織強化月間「会員増強運動素案」 酒田 事務局　１名
会議 １２：００～
第１回 １０月１９日（金）①組織強化月間における取組みについて 東急プラザ 役員　６５名
役員合同会議１７：００～ 　Ｈ１９「会員増強運動実施要領」について 来賓　９名

②第３回理事会報告 事務局　２名

第２回 １２月１２日（水）①組織強化月間における取組み状況 ベルナール 役員　１４名
組織合同会議１１：３０～ ②組織強化対策 酒田 事務局　１名

③支部の組織的見直し（案）について

第３回 平成２０年 ①Ｈ１９会員増強運動のまとめ ベルナール 役員　１４名
組織合同会議１月２２日（火） ②地区運営について 酒田 事務局　１名

１２：００～ 　　　理事会への答申（案）
第２回 ２月２１日（木） ①Ｈ１９会員増強運動の成果と総括 酒田産業会館 役員　５５名
役員合同会議１７：３０～ ②事務局報告（第４回理事会報告） 来賓　１０名

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ１名
事務局　２名

６．監査
会議名 日　　時 議　題　等 場　所 参加者数

会計監査 平成１９年 平成１８年度会計監査 法人会事務所 監事　２名
４月１６日（月）

税務監査 １２月１８日（火）平成１９年　業務監査 法人会事務局 酒田税務署　
１０：００～ 　　　　　２名



７．地区役員会
会議名 日　　時 議　題　等 場　　所 参加者数

河南 平成１９年 ①新役員体制の確認 治郎兵衛 役員　８名
７月１７日（火） ②正副地区長の選任 事務局　１名
１８：３０～

東部 ８月３日（金） 鳥や 役員　１１名
１８：００～ 事務局　２名

駅東 ８月２２日（水） ①新役員体制の確認 東急プラザ 役員　５名
１１：３０～ ②組織強化対策について 事務局　１名

南部 ８月２４日（金） ③その他　情報交換 ベルナール 役員　３名
１１：３０～ 酒田 事務局　１名

北部 ９月５日（水） 千寿 役員　６名
１１：３０～ 事務局　２名

東部 １０月２６日（金）①会員増強運動の具体的展開 鉄工組合 役員　９名
１２：００～ 　　　　　　　取組手順と日程 会館

北部 １０月２９日（月）②組織強化対策について 玉勘 役員　９名
１１：００～ ③その他　情報交換 事務局　２名

河南 １１月１日（木） だるま寿司 役員　７名
１８：００～ 事務局　２名

中央上 １１月８日（木） 東急プラザ 役員　６名
１２：００～ 事務局　２名

中央下 １１月１４日（水） 酒田産業会館 役員　３名
１８：３０～ 事務局　１名

南部 １１月１５日（木） ベルナール 役員　７名
１８：００～ 酒田 事務局　１名

中央上 １１月１６日（金） 東急プラザ 役員　３名
１７：３０～ 事務局　２名

駅東 １１月２７日（火） 東急プラザ 役員　６名
１８：００～ 事務局　１名

北部 １１月２８日（水）①組織強化月間の成果確認（取組状況） 千寿 役員　７名
１８：３０～ ②最終目標の設定と情報交換 事務局　２名

河南 １２月３日（月） 酒田産業会館 役員　５名
１２：００～ 事務局　１名

８．地区長会議
会議名 日　　時 議　題　等 場　　所 参加者数

地区長 ３月１０日（月） ・「地区運営規程」について 酒田産業会館 地区長　７名
会議 １２：００～ 　　　　　詳細運営についての確認 事務局　１名

・連絡体制について

９．その他
会議名 日　　時 議　題　等 場　　所 参加者数

本部支部 平成２０年 ①Ｈ１９事業報告まとめと決算見込み 玉勘 役員　２名
事務局 １月２８日（月） ②会計処理の手順と日程 支部　４名
会議 １６：００～ ③役員連絡体制について 本部　２名



Ⅰ－３）－（２）　事業関係

１．講演会
開催日時 内　　　容 講　　師 場　　所 参加者数

平成１９年 第２６回通常総会記念講演会 東京国際大教授 ベルナール １３５名
５月２３日（金） 　「中小企業の生き残りをかけて」　増田　正敏氏 酒田

１１月１４日（水「税を考える週間」記念講演会 横浜ﾍﾞｰスターズ投手 ベルナール ５１２名
１４：００～ 　生涯現役「工藤家の戦い」 　工藤　公康氏 酒田

２．研修会・講習会
日　　時 内　　　容 講　　師 場　　所 参加者数

平成１９年 決算説明会（３月） 酒田税務署 酒田市総合 ９３名
４月１１日（水） ｅ－Ｔａｘ説明会 総括上席国税調査官 文化センター

１４：００～ 法人課税国税調査官

５月９日（水） 新設法人説明会 酒田税務署 酒田市総合 ４名
１４：００～ ｅ－Ｔａｘ説明会 同上 文化センター

６月７日（木） 決算説明会（４･５･６月） 同上 同上 ３６名
１４：００～ ｅ－Ｔａｘ説明会
７月２７日（金） 社会保険セミナー 社会保険労務士 同上 ２４名
１４：００～ Ｈ１９改正の健康保険法と厚生年金法 　　　三浦　　洋　氏

９月１３日（木） 決算説明会（７・８・９月） 酒田税務署 同上 ４６名
１４：００～ ｅ－Ｔａｘ説明会 総括上席国税調査官

法人課税国税調査官

１０月１１日（木新設法人説明会 同上 同上 ６名
１４：００～
１１月２０日（火年末調整説明会 同上 酒田市・市民会館 ３７２名
１３：３０～ 　希望ホール

１１月２１日（水年末調整説明会 同上 平田タウン １６１名
１３：３０～ ｾﾝﾀｰ

１２月６日（木） 決算説明会（１０･１１･１２月） 同上 酒田総合 ２４名
１４：００～ 文化センター

１２月１１日（火年末調整講習会 同上 同上 ４２名
１４：００～
平成２０年 経営・財務セミナー ＣＳチャレンジ･サポート

２月６日（水） 「決算書見方・活かし方の 所長　小坂　雄二　氏 同上 ３８名
１４：００～ 　　　　　　　　　チェックポイント」

２月１２日（火） 決算説明会（１･２月） 酒田税務署 同上 ２１名
１４：００～
３月６日（木） 営業マンセミナー （有）タカザワ企画 同上 ４２名
１４：００～ 「売れる営業が実践する１０のポイント」 代表（取）　高澤　彰　氏

３．広報
会報等 発行・配布 配布先

酒田法人会 「ほうじん　さかた」　　第７４号 Ｈ１９／７ 全員
会報 　　　　　　　　 　　　　　第７５号　 Ｈ２０／１
全法連会報 「ほうじん」　　 季刊発行 全員

「全法連情報」 Ｗｅｂ配信 役員
県連会報 「山形県法人会連合会会報」 年２回発行 全員

その他配布物 「平成１９年度税制改正のあらまし」 Ｈ２０／７ 全員
会社の税金ガイドブック（新設法人向け） Ｈ１９／５・１０ 説明会資料
決算申告の実務 決算説明会（年５回） 同上
会社役員のための確定申告実務ポイント Ｈ１９／１２ 役員
「平成２０年度税制改正のあらまし」（速報版） Ｈ２０／３ 全員
「税ってなんだ？」（水木プロ） 成人式・卒業式 （社会貢献）

名　　　　　称



４．会員福利厚生制度
制　度

経営者大型
保障制度

がん保険制度

医療保険制度

痴呆・介護
保険制度

５．表彰関係
被表彰者

酒田税務署長表彰 上野　重征 （株）ユーテック

仙台国税局長表彰 大滝　健二 （有）木村屋

東北六県連功労役員表彰 佐藤　淳司 東北銘醸（株） 役員勤続１５年
大井　誠一郎 大井建設（株）

(社）山形県連功労役員表彰 大滝　健二 （有）木村屋 役員勤続１０年
佐藤　　茂 酒田米菓（株）
和島　　公 せんじん商事（株）

(社）山形県連会長表彰 会員増強優秀法人会

永年勤続功労役員表彰 大滝　健二 （有）木村屋 役員勤続１０年
佐藤　　茂 酒田米菓（株）
和島　　公 せんじん商事（株）
斎藤　藤八 出羽工業（株） 支部役員勤続１０年
後藤　正光 （有）後藤農機具商店 以上

会員増強功労者表彰 池田　　求 （株）千代田 新規会員５件以上
五十嵐　亮 日新開発（株）
庄司　正喜 コーワ（株）

会員増強目標達成地区 目標達成
・支部表彰

研修会等事業推進者表彰 佐藤　清人 テック両羽（株） 研修会参加回数
池田　ミチ子 （株）池田ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ 　　　（５回以上）
佐藤　敬一 （株）暖工業 事業の積極推進者
佐藤　豊記 Ｔ＆日本ﾒﾝﾃ開発（株）

８３件
１億１０００万円

８９２件
１７６億
３８０社
１１４件

２億４４８万円

９６２件
１９３億
４０１社加入企業数

表　　彰

平成１９年３月

法人名 表彰事由

内　　　容
加入件数
保障総額

平成２０年３月現在

八幡支部

社団法人酒田法人会
（加入率７０％以上２０年継続）

保険料
加入件数
保険料

加入件数
保険料

北部地区
中央上地区

加入件数

保険金・給付金
支払状況

８７３件

２５５件
８９万円
１５件

９０３件
４９０万円４６７万円
２３７件

９万円
１８件
９万円

８３万円



Ⅰ－３）－（４）部会関係
＜１＞　青年部会
　１．組織 ①部会会員数 ６３名

②役　　員 幹事　１５名（部会長　１　副部会長　４　委員長　５　副委員長　５）
監事　２名　　顧問　２名

　２．活動実績
　　（１）総会

平成１９年 第１４回青年部会通常総会 東急プラザ 会員　３７名
６月１４日（木） １．平成１８年度事業報告・収支決算報告 卒業生　３名
１８：００～ ２．平成１９年度事業計画案・収支予算案 来賓　　３名　

３．役員改選について 事務局　２名
　終了後懇親会・卒業式・新入会員歓迎式

　　（２）会議等

平成１９年 第１回役員予定者会議 わかば 役員予定者　８名
４月１９日（木） １．委員会分担の件 事務局　　　　２名
１８：３０～ ２．各委員会事業計画案について
５月２日（水） 平成１８年度会計監査 事務所 監事２名委員長１名
１２：００～ 総務１名事務局１名
５月２９日（火） 新旧合同役員会 だるま 役員　１３名
１８：３０～ 　第１４回通常総会対策 事務局　２名

　役割分担・卒業式・アトラクション等
６月５日（火） 第２回役員予定者会議 志幡 役員　１０名
１２：００～ 　１．第１４回通常総会対策 事務局　２名

　２．平成１９年度県連・酒田会議について
６月６日（水） 第１回税務委員会 浪漫亭 役員　３名　
１９：００～ 　平成１９年度活動計画 委員　６名

　　①ｅ－Ｔａｘ講習会　
　　②税を考える週間の取り組みについて

６月７日（木） 会員交流委員会 かめちゃん 役員　２名　
１８：３０～ 　他団体との交流　　懇親会の企画・運営 委員　２名
７月２４日（火） 第１回役員会 ベルナール 役員　１４名
１２：００～ 　１．租税教室開催について 酒田 事務局　１名

　２．税を考える週間・記念講演会について
７月２６日（木） 租税教育実行委員会（女性部会との共催） 酒田産業会館 青年部会　３名
１８：３０～ 　出前租税教室について 女性部会　４名

事務局　　２名
８月１日（水） 第２回税務委員会 浪漫亭 役員　２名
１２：３０～ 　１．ｅ－Ｔａｘ講習会開催について 委員　２名

　２．税を考える週間・記念講演会について
９月１２日（水） 第２回役員会 ベルナール 役員　１２名
１２：００～ 　１．租税教室 酒田 事務局　２名

　２．第２１回「全国青年の集い」について
　３．税を考える週間・記念講演会対策

１１月６日（火） 第３回役員会 ガーデンパレス 役員　１１名
１２：００～ 　税を考える週間・記念講演会対策 みずほ 事務局　１名

　　（講師変更対応）
１２月１３日（木 第４回役員会 ガーデンパレス 役員　１１名
１８：３０～ 　１．新年会について みずほ 事務局　２名

　２．第１５回通常総会に向けた取り組み
　３．会員拡大委員会報告
（忘年会） ＯＢ参加　５名

平成２０年 三役会議 事務所 正副部会長　２名
１月８日（火） 　新年会・講師打合せ 委員長　１名
１３：００～ 事務局　２名

参加者数

場　所 参加者数実施内容

日　時

日　時

実施内容 場　所



平成２０年 第５回役員会 ガーデンパレス 役員　１３名
１月２８日（月） 　１．新春講演会・新年会について みずほ 事務局　２名
１２：００～ 　２．第１５回通常総会対策

　３．会員拡大委員会　企業訪問実施企画
１月３１日（木） 総務委員会 浪漫亭 役員２名　委員２名

　　 　１．通常総会対策 事務局　２名
　２．平成２０年度事業計画について

３月１３日（木） 第６回役員会 海鮮どんや 役員　１１名
１３：００～ 　平成２０年度事業計画（案）の検討 事務局　２名

　　（３）委員会活動（研修会・交流会・会報等）

９月６日（木） 税務委員会 酒田総合文化 役員８名　会員９名
１８：３０～ 　ｅ－Ｔａｘ講習会　講師　酒田税務署調査官 ｾﾝﾀｰ 事務局　１名
９月１９日（水） 社会貢献委員会 松原小学校 役員６名
１０：３０～ 　「出前租税教室」（共催事業） 港南小学校
１０月１８日（木 会員交流委員会 カートソレイユ
１４：００～ 　１．「かっとび交流会」 最上川 ７名
１９：００～ 　２．懇親交流会 だるま １１名
平成２０年 総務委員会 ホテルリッチ＆ 会員　２６名
２月１４日（木） 新春の集い ガーデン酒田 事務局　２名
１８：００～ 　新春講演会「親子にとって大切な時間」

　　講師　思春期保健相談士　後藤　敬子氏
３月１３日（木） 会員拡大委員会
１４：００～ 　１．企業訪問（阿部農園・菊勇（株）） （課外研修）

　２．懇親会 海鮮どんや ２０名

　　（４）共催事業

９月１９日（水） 「出前租税教室」
１０：３０～ 　　庄内出羽人形芝居　「税金って何？」 松原小学校 ５８０名
１３：３０～ 港南小学校 １９７名
１１月１４日（水 「税を考える週間」記念講演会 ベルナール ５１２名
１４：００～ 　　「工藤家の戦い」 酒田

　　　　講師　工藤　公康氏

　　（５）外部派遣会議等

５月２８日（月） 酒田飽海地区間税会総会 酒田産業会館 部会長　
１６：００～
６月２２日（金） （社）県連青年部会連絡協議会 香梅咲 部会長他　１８名

　平成１９年度連絡会議
１１月８日（木） 第２１回法人会全国青年の集い「愛媛大会」 愛媛県民文化 部会長
１５：３０～ 「部会長サミット」　基調講演（玉越賢治氏） 会館 副部会長　１名
１１月９日（金） 「円卓会議」
９：３０～ 　～熱意と想いは次世代に繋ぐ未来力～
１４：００～ 「全国青年の集い」　記念行事（宮本信子氏）

実施内容 場　所 参加者数

日　時 実施内容 場　所 参加者数

日　時

日　時 実施内容 場　所 参加者数

日　時 実施内容 場　所 参加者数



<２＞女性部会
　１．組織 ①部会会員数　　７５名

②役員　　　　　　　幹事　１２名　監事　２名
　　　　　　　　　　　（部会長　１　副部会長　２　委員長　４　副委員長　７）

　２．活動実績
　　（１）総会

日　時 実施内容 場　所 参加者数
平成１９年 女性部会第１３回通常総会 ベルナール酒田 会員　４６名
６月６日（水） ①平成１８年度事業報告＆決算報告 来賓　　４名
１０時３０分～ ②平成１９年度事業計画案＆収支予算案 事務局　２名

　総会記念講演会
　　「酒田の民活のそもそも」そして３６人衆の役割
　　　講師　３６人衆代表　　　鐙谷　誠一氏

　　（２）会議等
日　時 実施内容 場　所 参加者数

平成１９年 新三役予定者打合せ 法人会事務所 三役　　３名
４月５日（木） 事務局　２名
１５：００～
４月２７日（金） 平成１８年度会計監査 法人会事務所 監事　２名
１３：３０～ 事務局　１名
５月１日（火） 正副部会長　打合せ 同上 ３名
１０：００～
５月１０日（木） 新旧合同役員会 ホテルリッチ＆ 役員　１４名
１８：３０～ 　１．第１３回通常総会対策 ガーデン酒田 事務局　２名

　２．役員改選について
　３．山形県内女性部会合同研修会について

６月４日（月) 正副部会長　打合せ 同上 ２名
１６：００～
７月２６日（木） 租税教育実行委員会（青年部会と共催） 酒田産業会館 女性部会４名
１８：３０～ 　「出前租税教室」について 青年部会３名

事務局　２名
８月２０日（月） 正副部会長会議 志幡 ３名
１２：００～ 事務局　２名
８月２１日（火） 役員会 ベルナール 役員　１２名
１８：３０～ 　１．「出前租税教室」について 酒田 事務局　１名

　２．課外研修について
　３．「税を考える週間」記念講演会について

８月２９日（水） 正副部会長・委員長会議 志幡 役員　７名
１１：３０～ 事務局　１名
１０月１０日（水役員会 ベルナール 役員　１３名
１８：００～ 　１．課外研修について 酒田 事務局　１名

　２．「税を考える週間」記念講演会について
　３.公開講座「酒田の歴史」について

１０月１５日（月担当委員会 さくら亭 委員　５名
１２：００～ 事務局　１名
１２月６日（木） 役員会 ベルナール 役員　１４名
１８：３０～ 　１．公開講座「酒田の歴史」について 酒田 事務局　２名

　２．第１４回通常総会対策
平成２０年 正副部会長
１月７日（月） 正副部会長会議 法人会事務所 　３名
１８：３０～ 事務局　２名
１月１１日（金） 役員会 志幡 役員　９名
１２：００～ 　「新年の集い」　打合せ 事務局　１名



日　時 実施内容 場　所 参加者
平成２０年 役員会 ベルナール 役員　１２名
２月１５日（金） 　１．平成２０年度事業計画案について 酒田 事務局　２名
１８：３０～ 　２．第１４回通常総会対策
３月２７日（木） 正副部会長会議 紅屋 正副部会長
１８：００～ 　　第１４回通常総会対策 　　３名

事務局　１名

　　（３）委員会活動（研修会・交流会・課外研修等）
日　時 実施内容 場　所 参加者数

平成１９年 プランニング委員会
７月６日（金） 　第８回県内女性部会合同研修会(長井大会） タスパークホテル１６名
１５：００～ 　記念講演会　「元気の出る話」　田中　信生氏 事務局　１名

９月１９日（水） コミュニケーション委員会
１０：３０～ 　「出前租税教室」　（共催事業） 松原小学校 ８名

港南小学校 １０名
１０月１８日（木ゼミナール委員会
９：００～ 課外研修 クリーン酒田 １７名

～「ゴミ減量・みんなで進めるリサイクル」～ 青南商事 事務局　１名
平成２０年 コーデイネイト委員会 ３５名
１月１８日（金） 　「新年の集い」 東急プラザ 事務局　２名
１６：００～ 　①新春講演会「酒田の歴史」

　　　講師　　郷土民族研究家　安藤　豊氏
　②庄内出羽人形芝居「たぬき退治」
　　　座長　　津盛　柳貳郎　氏

　　（４）共催事業
日　時 実施内容 場　所 参加者数

９月１９日（水） 「出前租税教室」
１０：３０～ 　庄内出羽人形芝居　「税金って何？」 松原小学校 ５８０名
１３：３０～ 港南小学校 １９７名
１１月１４日（水「税を考える週間」記念講演会 ベルナール ５１２名
１４：００～ 　「工藤家の戦い」　工藤　公康氏 酒田

　　（５）外部派遣会議等
日　時 実施内容 場　所 参加者数

７月６日（金） 第８回県内女性部会合同研修会(長井大会） 長井市 部会長他
１５：００～ （上述） タスパークホテル１６名

事務局　１名



＜３＞三水会
　１．組織

　　①会員数　　　　　　　３４名
　　②役　員　　　　　　　幹事　５名（代表幹事　１）　　監事　１名

　２．活動実績（月例会）
日　時 内　　　　容 講　　師 参加者数

平成１９年 平成１９年度三水会通常総会
４月１８日（水） 「今後の景気動向と金融情勢について」 東北財務局山形財務事務所 ２１名
　１２：００～ 　　所長　　　山口　和義　氏

５月１６日（水） 地方銀行の再編･合併への課題と対応 元（株）浜銀総合研究所 １５名
１４：００～ 　（本会共催） 　研究参与　　関口　　清　氏　 （３１名）

６月１３日（水） 平成１９年度税制改正について 酒田税務署法人課税第一部門
１３：３０～ 　ｅ－Ｔａｘ説明会 　　　総括上席国税調査官 １８名

　　　　　　　　　国税調査官

７月１８日（水） 交通法規と交通事故の実態 酒田警察署　交通課長 １６名
１３：３０～ 　　山形県警部　高山　浩喜　氏

８月８日（水） （課外研修）
１４：００～ 羽黒町松ヶ岡　庄内映画村資料館と 庄内映画村株式会社 １５名

　　　　　　　　　　石倉ロケ地　　視察 　代表取締役　宇生　雅明　氏
「映画の魅力と今後の庄内について」

９月１１日（火） 「年金の現状と将来の展望」について 三浦社会保険労務士事務所
１４：００～ 　社会保険労務士　三浦　洋 氏 １９名

１０月１２日（金）（課外研修） 秋田県横手市増田町
７：００～ 「増田町　鯰養殖場」視察 　　横手市産業振興課 ８名

１１月１４日（水）税を考える週間記念講演会（本会共催） 横浜ﾍﾞｰスターズ ５１２名
１４：００～ ー生涯現役ー　「工藤家の戦い」 　　投手　　工藤　公康　氏

１２月１２日（水）「都市計画とまち」づくりについて 酒田市建設部都市計画課
１３：３０～ 　・都市マスターズプランの概要 　　　　　　都市開発主幹 １８名

　・景観への取組　　・駅前周辺計画 　　　　　　都市計画主査
　・中町三丁目再開発事業の取組

平成２０年 「税務署長講話」 酒田税務署
１月１６日（水） （新年懇談会） 　　署長　　　白田　正広　氏 １６名
１５：３０～
２月１３日（水） 「農業経営の現状と問題点」について 遊佐町農業
１３：３０～ 　ー土門家農業の進化と具体例ー 　　　　　　　　土門　秀樹　氏 １６名

３月１９日（水） 「労務管理」 （有）池田労務行政事務所
１３：３０～ 　　長時間労働とサービス残業対策 社会保険労務士　池田　順一 氏 １９名

　３．会議等
日　時 内　　　　容 場　所 参加者数

平成１９年 監査 監事１名
４月４日（水） 　　平成１８年度三水会会計監査 法人会事務所 事務局
１３：３０～ 　　　１名
平成２０年 幹事会 幹事５名
２月８日（金） 　　平成２０年度事業計画案の検討 アトラーム酒田 事務局
１８：００～ 　　　２名



　Ⅰ－３）－（５）外部派遣等

会議名 日　時 場　所 出席者
県連　事務局長会議 平成１９年 仙台大同生命ビル 事務局　１名

４月２５日（水）
１３：３０～

酒田飽海地区間税会 ５月２８日（月） 酒田産業会館 青年部会長
定時総会 １６：００～

県連　総務委員会 ５月３０日（水） ホテルメトロポリタン山形 佐々木理事
１１：００～ 事務局　１名

県連　第２２回通常総会 ６月１２日（火） 同上 会長・滝井副会長
１５：３０～ 佐藤（茂）理事

畠中理事
県連　税制委員会 ６月１３日(水） 同上 畠中理事

１０：３０～ 石井理事

県連　新旧正副会長会議 ７月３日（火） 上山　月岡ホテル 事務局　１名
１７：３０～

酒田税務関係団体協議会 ８月８日（水） 酒田産業会館 弦巻副会長
通常定例会 １６：３０～ 事務局　１名

東北税理士会懇談会 ９月１２日（水） 酒田産業会館 会長
１７：３０～ 事務局　１名

東北六県連　 ９月２０日（木） 米沢市「伝国の杜」 事務局　２名
　事務職員研修会 １４：００～

第２４回法人会全国大会 ９月２７日（木） 新潟市「朱鷺メッセ」 会長・滝井副会長
「新潟大会」 １４：００～ 畠中理事・事務局　１名

県連　福利厚生委員会 １０月３日（水） ホテルメトロポリタン山形 事務局　１名
１６：００～

東北六県連　運営協議会 １１月６日（火） 仙台市「江陽グランドホテル」 会長
１２：３０～ 事務局　１名

平成１９年度納税表彰式 １１月１３日（火） 酒田産業会館 会長
１４：００～

庄内支庁長懇談会 １２月５日（水） 鶴岡市「東京第一ホテル」 会長・副会長３名
　ｅＬ－Ｔａｘ説明会 １７：００～ 事務局　１名

酒田税務関係団体協議会 平成２０年 酒田産業会館 事務局　１名
臨時会 ２月６日（水）

１６：３０～

県連　正副会長会議 ３月１１日（火） 山形市　グランドホテル 会長
　　　　理事会 １５：００～ 滝井副会長

畠山理事・事務局　１名



Ⅰ－３）－（３）支部関係

１．支部長会議
場　所 参加者数

平成１９年 第１回 支部組織の見直しについて ひらた 支部長 ４
１１月７日（水） 　支部長会議 　　（基本構想） ﾀｳﾝｾﾝﾀｰ 事務局 ２
１８：００～
平成２０年 第２回 「支部」から「地区」へ 支部長 ４　
２月１８日（月） 　支部長会議 　　「地区運営規程」の内容確認 同上 事務局 ２
１２：００～ ・組織移行に伴う手続きと日程について

２．４支部共催
場　所 参加者数

平成１９年 庄内北部商工中小企業会計啓発・普及セミナー ガーデンパ ２４名
１１月２２日（木 会・４支部共催　　講師　中小企業診断士 レスみずほ

セミナー 樋口　智成　氏

３．遊佐支部
場　所 参加者数

平成１９年 支部役員会 総会対策（議案・日程等） 天一 ５名
５月２日（水）
５月１５日（火） 監査 平成１８年度会計監査 遊佐町 ２名

商工会館
６月２６日（火） 支部通常総会・平成１８年度事業報告・決算承認の件 鳥海温泉 １３名

・平成１９年度事業計画・予算審議の件 遊楽里
・平成１９年度会費徴収の件
・研修会　「改正税制について」
　　酒田税務署　統括国税調査官

７月１０日（火） 行政研修会 企業経営者行政研修 遊佐町 ４５名
（商工会主催）　「都市計画の方向性」 商工会館

　　　　遊佐町町長　　小野寺　喜一郎氏
　「平成１９年度主要施策について」
　　　　遊佐町　　各担当課長

１１月９日（金） 支部役員会 ・会員の新規加入促進について 遊楽里 ５名
・支部組織の見直しについて

１１月８～９日 視察研修 ・丸三木材（株）東北プレカットワークス 福島県 １７名
・あだたら商工会 二本松市

平成２０年 行政研修会 企業経営者行政研修 パレス ７５名
１月１１日（金） （商工会主催）　「振興計画の進捗状況と進むべき方向舞鶴

賀詞交換会 　　　　遊佐町町長　　小野寺　喜一郎氏
３月３日（月） 臨時 ・臨時総会対策 遊佐町 ５名

役員会 ・支部組織の見直しについて 商工会館
３月２８日（金） 監査 平成１９年度会計監査 ２名

パレス
支部臨時総会・平成１９年度事業報告・決算承認の件 舞鶴 １６名

・支部から地区への組織変更の件

４．八幡支部
場　所 参加者数

平成１９年 支部役員会 総会対策（議案・日程等） 八幡町 ８名
５月１５日（火） 商工会

監査 平成１８年度会計監査 ３名

６月２０日（水） 支部通常総会・平成１８年度事業報告・決算承認の件 八森荘 １９名
・平成１９年度事業計画・予算承認の件

７月２１日（土） 交流会 八幡町商工会ビアガーデン 八森荘 １２０名
（商工会主催）

日　時 会議等 内　　容

日　時 会議等 内　　容

日　時 会議等 内　　容

日　時 会議等 内　　容



場　所 参加者数
平成１９年 支部役員会 ・加入促進会議 後藤屋旅館 ９名
１１月９日（金） ・組織の見直しについて
１２月８日（土） 会員の集い 商工会会員の集い 八幡中央 ６０名

（商工会主催） 公民館
平成２０年 支部臨時 ・臨時総会対策 八幡町 ５名
３月５日（水） 役員会 ・支部組織の見直しについて 商工会
３月１８日（火） 監査 平成１９年度会計監査 同上 ３名

３月２６日（水） 支部臨時総会・平成１９年度事業報告・決算承認の件 八森荘 ２０名
・支部組織の見直しについて

５．松山支部
場　所 参加者数

平成１９年 監査・ ・平成１８年度会計監査 ２名
６月１２日（火） まつやま

支部役員会 ・総会対策（議案・日程等） 会館 ６名

６月２１日（木） 支部通常総会・平成１８年度事業報告・決算承認の件 まつやま １６名
・平成１９年度事業計画・予算承認の件 会館

平成２０年 祝賀会 産業奨励賞受賞祝賀会 まつやま ４０名
２月１日（金） （商工会主催） 会館
３月７日（金） 支部臨時 ・臨時総会対策 まつやま ６名

役員会 ・支部組織の見直しについて 会館
３月２４日（月） 監査・ ・平成１９年度会計監査 ２名

まつやま
支部臨時総会・平成１９年度事業報告・決算承認の件 会館 １１名

・支部組織の見直しについて

６．平田支部
場　所 参加者数

平成１９年 監査 平成１８年度会計監査 平田町 ２名
５月２８日（月） 商工会

支部役員会 ・総会対策（議案・日程等） ８名

６月１２日（火） 支部通常総会・平成１８年度事業報告・決算承認の件 ひらたタウン１１名
・平成１９年度事業計画・予算承認の件 センター
・「税制改正研修会」
　　　　講師　　酒田税務署長

７月１４日（土） ゴルフ大会 平田町企業人ゴルフ大会 庄内ゴルフ ２６名
（商工会主催） クラブ

１１月１３日（火 支部役員会 ・会員加入促進対策 つたや ６名
・支部組織見直しについて

１２月１４日（金 交流行事 年忘れ職場交流ボウリング大会 酒田 ７５名
（商工会主催） 大成ボウル

平成２０年 支部臨時 ・臨時総会対策 ７名
３月２５日（火） 役員会 ひらたタウン

支部臨時 ・平成１９年度事業報告・決算承認の件 センター ８名
総会 ・支部組織変更承認の件

・組織変更に伴う地区役員について

日　時 会議等 内　　容

日　時 会議等 内　　容

日　時 会議等 内　　容



Ⅰ－1)組織増強運動総括表

　　１．会員数および加入率の状況（参考　前年同期比較）

稼動法人数 会員数 加入率 稼動法人数 会員数 加入率

北部地区 215 158 73,5% 214 156  72,9%

駅東地区 297 202 68,0 297 208 70,0

中央上地区 221 160 72,4 222 161 72,5

中央下地区 217 168 77,4 218 167 76,6

東部地区 305 214 70,2 311 220 70,7

南部地区 356 272 76,4 359 271 75,5

河南地区 273 193 70,7 278 199 71,6

遊佐支部 193 149 77,2 194 149 76,8

八幡支部 81 69 85,2 81 70 86,4

松山支部 44 40 90,9 46 40 87,0

平田支部 66 49 74,2 67 52 77,6

その他

計 2,268 1,674 73,8 2,287 1,693 74,0%

　　２．会員の異動状況（平成１９年４月～平成２０年３月）

入　　会 ５０社
退　　会 ６９社 （脱会　３０　休廃業・倒産　２６　合併・移転　８　他　５）

増減数 △１９社

　　３．山形県連・法人会別会員数および全法連の状況（参考　平成１９年１２月末現在）
　　　　　①（社）山形県法人会連合会の状況

法人会名

酒田法人会

山形法人会

寒河江法人会

村山法人会

新庄法人会

鶴岡法人会

長井法人会

米沢法人会

県連計

　　　　　②（財）全国法人会総連合の組織率

全法連　総計

５６，８

2,108,029 1,075,149 51、0

18,946 10,757

５３，３

５５，１

５０，４

７１，０

７３，７％

４８，７

５２，４

５６，５

1,672

3,400

659

655

618

1,369

476

1,908

1,159

2,484

945

2,686

2,268

6,986

1,258

1,160

平成１９年３月末

稼動法人数 会員数 加入率

平成２０年3月現在



 平成１９年度　税制改正要望の成果

平成２０年度においては、持続的な経済社会の活性化を実現観点から、法人関係税制・中小企業関係
　　税制・金融証券税制・公益法人制度改革への対応など、一定の措置が講じられました。特に、中小企業
　　の事業承継について抜本的見直しが行われることになり、法人会にとって長年の懸案が実現する運びと
　　なりました。平成１９年度に法人会が提言・要望した項目を中心に、改正された箇所は以下の通りです。

１．法人関係税制

１）事業承継税制の 「中小企業の経営承継の円滑化に関する法律（仮称）」の制定に Ｈ２１年度税制改正
　　抜本的見直し より、Ｈ２１税制改正において「取引相場のない株式等に係る相続 で創設予定

税の納税猶予制度」が創設される。併せて、相続税の課税方式を （Ｈ２０／１０施行　　
遺産取得課税方式に改めることを検討。現行の「特定同族会社株 　日に遡及）
式等に係る相続税の課税価格の計算の特例」が経過措置を講じ
た上で廃止される。

２）減価償却制度の 機械および装置を中心として、実態に即した使用年数を基に、資産 Ｈ２０・４・１以降
　　見直し 区分を整理するとともに、法定耐用年数が見直された。 開始の事業年度
３）研究開発税制 試験研究費の増加分に対する特別税額控除割合を上乗せする Ｈ２０・４・１～Ｈ２２

特例を改組し、新たな特例を選択適用できる制度が創設された。 ・３・３１の間に開始
する各事業年度

４）情報基盤強化 対象設備等の追加、取得価格合計額の最低限度の引き下げ等の Ｈ２２・３・３１まで
　　税制 見直しを行った上、適用期限を２年延長される。
５）公益法人関係 公益法人制度改革による新たな法人制度の創設に伴い、公益社団検討開始
　　税制 法人等について、公益目的事業から生じる所得を非課税にするとと

もに、特定公益増進法人と位置づけ寄付優遇の対象とする等の措
置が講じられる。また、準則主義で設立可能となる一般社団法人
等様々な態様の法人に対応する税制整備が図られる。

６）寄付金税制 特定公益増進法人等（ｅｘ．日赤）に係る寄付金の損金算入限度額
（所得基準）が現行の２，５％から５％に引き上げられた。

７）その他 次の措置について、適用期限が２年延長となった。 Ｈ２２・３・３１まで
　　①中小企業投資促進税制
　　②交際費等の損金不算入
　　③欠損金の繰り戻し還付の不適用制度
　　④少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例

２．金融税制
１）上場株式の 上場株式等の譲渡所得等に対する軽減税率は、Ｈ２０・１２・３１を Ｈ２１・１・１～
　　譲渡所得等に 以って廃止される。特例措置として、Ｈ２２・１２・３１（２年間）までに Ｈ２２・１２・３１まで
　　対する課税 譲渡した場合は、その年分の譲渡所得金額のうち５００万円以下

の部分について、１０％の軽減税率が適用される。
　なお、配当所得に対する課税についても見直しがなされた。

２）損益通算の特例 上場株式等の譲渡損失と配当所得との間の損益通算の特例が Ｈ２１年分以降の
創設された。 所得税

３．その他
１）エンジェル税制 一定の要件を満たす特定中小会社が発行した株式を取得した場合 Ｈ２０・４・１以降

１，０００万円を限度に寄付金控除が適用される特例が創設された。払込により取得
した場合

２）地域間の財政力 地域間の税源偏在の是正に対応するため、税体系の抜本的改革 Ｈ２０・１０・１以降
　　格差の縮小 が行われるまでの暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、 開始する事業年度

法人事業税を課税標準とする「地方法人特別税」（国税）とされ、
その税収を人口等一定の基準により、都道府県へ譲与する「地方 譲与税はＨ２１年度
法人特別譲与税」が創設された。 から

３）個人住民税に 地方公共団体に対する寄付金について、５，０００円を超える部分 Ｈ２１年度分以降
　おける寄付金税制 の金額に対して、一定額が個人住民税から税額控除されることと の個人住民税
　の拡充 なった。

以　　　上

（参考資料）

～法人会の提言による主な実現事項～

要望項目 実 現 内 容 適用時期・対象




