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大好評！

税務・税金の話
医療ステーション
好評連載

徳田孝司の「月刊マルトク堂」
もう悩まない事業承継・M&A徹底解説
「ぶらトク」
大迫力の和太鼓体験
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ぎもん・しつもん・お答えします

税金 事前確定届出給与
Q & A について

Q

uestion

私は、食 品製 造業 の同 族会 社役
員で す。役員 に対 する 賞与 は法

A

人税 の損 金に なら ない と理 解し
てい まし たが、役 員賞 与を 損金

nswer

。
にす る方 法が ある と聞 きま した
税務 上の 役員 報酬 に関 する 取扱

については、次の 2つのケース以外の支給金額は損金にならないという規

いと、役 員賞 与を 損金 にす る方

定になっています。
（上場会社等は「業績連動給与」もありますが、上場

法について教えてください。

会社の 100％子会社等特殊な場合を除き、同族会社の場合には対象外と

法人税法において、役員に対する給与等（役員報酬および役員賞与）

なります）
1.

「定期同額給与」… 事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与。役員
に対する給与等は、株主総会において「支給限度額」の承認を受け、その「支給限
度額」の範囲内において取締役会等で、各人の支給額を決めることが通例となりま
す。株主総会は、会社法の規定によって決算期日から 3ヶ月以内に開催することが
求められており、株主総会を境として、総会前と総会後の給与に増減があるケース
においては、総会後の支給額が事業年度終了時期まで同額であれば、総会前の支給
額と異なっていても「定期同額給与」となります。また、事業年度途中に、役員の
職制上の地位の変更（たとえば専務取締役から代表取締役に昇格）などがあった場
合には、
「臨時改定事由」に該当し、増額等があったとしても認められます。

2.

「事前確定届出給与」…ご質問にある役員賞与を損金にする方法とは、この規定
のことと思われます。役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに
基づいて支給する給与（役員賞与）は、所定の時期までに、一定の事項を記載した
書類を税務署長に届出することにより損金とすることが可能となります。所定の時
期とは、株主総会等の決議により事前確定届出給与の定めをした場合には、決議の
日から 1ヶ月以内に届出の必要があります。具体的には、3月決算法人の場合、前
述の通り株主総会は 3ヶ月以内に開催されますので総会は 6月 30日までに開催する
必要があり、届出は最長でも7月31日までに行わなければなりません。ただし、実

税金 Q & A では皆さんの
税金への疑問にお答えいたします。
税務に関する質問を

s c o p e @ h t - t a x . o r . j p まで

際の株主総会が5月25日であった場合には、6月25日までに届出の必要があること
にご留意ください。また、株主総会を 3ヶ月目に開催する場合には、決算申告期限
が 2ヶ月以内であることから、
「法人税の申告期限の延長」の制度があります。
（申
告期限の延長承認であり納期限の延長ではありません。また消費税の延長はできま
せん。税務ミスが生じやすい事項です）

お寄せください。

｢便利な
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すぐれものは、G o o g l e E a r t hです。世界中の地図はもとより写真や映像も見ることができます。いつかは行ってみたいワシントンＤＣの地下
鉄駅や、旅行を計画したときの国内名所の案内などに便利で、カーナビ同様、便利に使っています。
（小林）
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医 療 ス テ ー ション vol.13
今回の診療報酬・介護報酬の同時改定をみると、
医療機関の単体での経営では立ち行かなくなる
ようです。待ちの経営から攻めの経営への転換
がキーワードです。

恒吉弘基

（つねよしひろもと）

▲辻・本郷 SCOPE
ヘルスケアコラム

●ヘルスケア事業部顧問

三つの骨太施策

回復期リハビリ病棟は、病床数

今 回の同 時 改 定の大きな特 徴

関係なく「①重症患者の受け入れ

は、団塊の世代全員が 75 歳の後

状 況 」、
「 ②リハビリによる身 体 機

が 7 万 7000 床とほぼ目標病床数

期高齢者になる2025 年を目途に

能の高い改 善 率 」、
「 ③ 手 厚い医

を達成しています。一方経常利益

可能な限り住み慣れた地域で、自

療の必 要な高 齢 者の受け入れ状

率は 10% 以 上と、一 般 病 床、療

分らしい暮らしを人生の最期まで続

況」を、実績に基づきランキング評

養病床の倍近い利益率となってい

けるための医療・介護の包括的支

価しています。

ます。そのため身 体 機 能の目覚し

援・サービス提供体制の構築、つ

い改善率が求められることになりま

急性期病院は、重症度、医療・

まり地域包括ケアシステムの構築

看 護 必 要 度の高い患 者の受け入

した。短期間で高い改善率が期待

を強烈に後押しするものになってい

れに注力しなければなりません。重

できる患者を集めることが課題で、

ます。そして 200 床 未 満の病 院を

症 度、医 療・看 護 必 要 度の評 価

そのためにも、急性期病院などとの

その 主 役として高く評 価していま

項目は現在 22 項目あり、項目に該

連携が重要な課題です。

す。特に急性期病院から在宅への

当すると重 症 患 者としてカウントさ

慢性期病院は高齢の入院患者

橋 渡し施 設である200 床 未 満 の

れます。入院患者に対する重症患

を医療の必要性に応じて医療区分

地 域 包 括ケア病 棟は医 療と介 護

者の割合により7 段階の評価を取

1 〜 3 の 3 段 階で評 価します。手

の連 携 強 化の担い手としてますま

り入れました。今後は改定の都度、

厚い医 療の必 要な患 者 割 合（ 医

す重要になります。近隣の訪問看

項目の内容と水準が厳格化される

療区分 2・3 の患者割合）を80%

護ステーション、診 療 所、居 宅 施

ので、医療資源に見合う真の急性

以 上と、50% 以 上 の 2 つ の 入 院

設などとの顔の見える関係づくりが

期病院が生き残っていくものと思い

料で 2 段階評価することになりまし

これからたいへん重要になっていき

ます。また、患者は入院していると

た。医 療 区 分 2・3 に該 当する患

ます。

重 症 度、医 療・看 護 必 要 度は低

者を集めるためには急性期病院と

入院医療についてはフルモデル

下するため、早めの退院指導が必

の強い繋がりが必 要になり、患 者

チェンジということになりました。従

要となります。重症患者を集患しな

の争奪戦が予想されます。

来は入院患者に対して看護師を多

がら安定期に入った患者を早期退

医 師が 不 得 意としてきた 営 業

く配 置することで高い診 療 報 酬を

院させるためには地域の医療・介

力・連携力・アピール力の強化が

確 保でき、売 上が 安 定していまし

護施設などとの顔の見える関係づ

重要施策になるものと思います。

た。今 回 の 改 定では看 護 配 置に

くりが必要になります。

｢便利な

モノや

アプリ」

私は、スマホのいろんなアプリを駆使するタイプではありませんが、顧問先訪問の際の交通手段を見つけるためにNAVITIMEのアプリを
よく活用します。ドア・ツー・ドアの所要時間がほぼ正確にわかるため重宝しています。一昔前は、目的地の近隣地図を、普通版と拡大
版にコピーして時刻表で交通手段を決めていたものです。便利になりました。
（恒吉）
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税金

相続税を美術品で物納する場合について

Topic

相続税を物納する場合、物納に充てることのできる財産には順
位があります。一般的な美術品であれば第 3順位ですが、特定
登録美術品であれば第1順位になります。

上仲孝明

●公益法人部

（うえなかたかあき）

物納に充てられる財産には順位

ただし、登録美術品のうち相続開

相続税は原則として金銭で納付し

があり、第 1 順位は不動産や国公

始前から所有していたもの（特定登

ますが、延納によっても金銭で納付

債、上 場 株 式 等 で、第 2順 位は

録美術品といいます）であれば第 1

することが困難な場合、一定の相続

非上場株式等、第3順位は自動車

順位になるため不動産等と同順位に

財産による物納が認められています。

や美 術 品 等の動 産となっています。

なります。

【登録美術品制度】

と登録美術品公開契約を結び、その

することができません。なお、登録美

優れた美術品を鑑賞する機会を拡

登録美術品を美術館に引き渡します

術品になったら物納が容易になります

大するため、平成10年に美術品の登

（所有権はそのままです）
。美術館との

が、登録美術品になっても必ず物納し

録制度ができました。文化庁に登録

公開契約は、5年以上の期間にわたっ

なければならないということはありません。

申請をして登録が決定すると、登録通

て有効なものであり、契約期間中は、

納付資金の状況を勘案の上、物納を

知を受けた日から3ヶ月以内に美術館

契約者が一方的に解約の申し入れを

しないという選択もできます。

【登録の基準】

録基準が定められています。

その美術品の制作者が生存中でないも

【物納順位】

どのような美術品でも登録を受け

さらに、これらの基準を満たす美術

られるわけではありません。 登録を

品であっても、その美術品が世界文

受けるには、その美術品が「日本

化の見地から貴重なものであり、かつ、

の国宝や重要文化財に指定されて
いるもの」、または「世 界 文 化 の
見地から歴史上、芸術上又は学術
上特に優れた価値を有するもの」
でなければなりません。
具体的には美術品の種類ごとに登

また、その美術品を一定の美術館で
公開することも条件になっています。

種類

基準

絵画

「制作が優秀なもの」または「絵画史上特に意義があるもの」

彫刻

「制作が優秀なもの」または「彫刻史上特に意義があるもの」

工芸品

「制作が優秀なもの」または「工芸史上特に意義があるもの」

文字資料

「制作が優秀なもの」または「文化史上特に意義があるもの」

考古資料

出土品であって、学術上特に意義があるもの

歴史資料

歴史上の重要な事象又は人物に関する遺品であって、学術上特に意義があるもの

複合資料

異なる種類の美術品が系統的又は統一的にまとまって存在することにより、特に意義があるもの

録を受けていなければ物納に充てら

の美術館の協力を得て作成するた

登録美術品の申請はいつでも行

れる順位は第 1順位にはならないこ

め、計 画 的に準 備をすることが重

うことができます。ただし、相 続が

とに注意が必要です。 文化庁へ提

要です。

発生する前に登録美術品として登

出する申請書類は、公開する予定

【登録美術品の申請を行う時期】

｢便利な

モノや
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のであることが登録基準になっています。

写真と動画の保存や共有をすることのできる G o o g l eフォトがお気に入りです。学生時代の友人と出かけたときなどに撮った写真を友人たちと共
有しています。検索機能が充実しているので、写真の枚数が増えても、見たい写真を簡単に探し出すことができて便利です。最近は L I N Eのアル
バム機能で写真を共有する機会も増えましたが、Googleフォトもオススメです。
（上仲）
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国際
税務

Topic

PE（恒久的施設）
認定の改正動向について
国外に本店を有する法人・個人が日本国内にPEを有する場合、
日本で得た所得につき申告納税が必要となります。PE認定の改
正動向について、経緯と概要をお伝えいたします。

永田慧太郎

●法人国際部

（ながたけいたろう）

は、上記の P E認定回避の防止措

建設、据え付け、組み立て等建設作業

PE（Permanent Establishm

置が盛り込まれており、BEPS行動

等のための役務提供を、1年を超えて行う

e n t）とは事業を行う一定の場所で

計 画７の 最 終 報 告 書 に 基 づき、

建設作業場と定義されています。契約期

あり、日本では国内法上の P Eと、

OECD加盟国のモデル租税条約と歩

租税条約上のPEとで、若干異なる

調を合わせるため、平成30年度税制

PEの定義が存在していました。

改正大綱にこの取り決めに係るPE関

ました。

2. 条約署名による租税条約改正の

連規定の見直しが明記され、国際的

（3）代理人PE

効率化とPE認定の改正

標準に対応することとなりました。

1. PE

以前よりPEとしての認定を逃れる
ための租税回避行為が国際的な問

3. PEの主な変更概要
変更の概要については以下の通

題となっていました。そのため平成

りとなります。

27年 10月に、租 税 条 約 上の P E

（1）支店PE
支店、出張所、事業所、工場倉庫業

取組みであるBEPS（Base Erosi

者の倉庫、その他の事業を行う一定の場

利 益 移 転）行 動 計 画 7にて、P E

契約期間を分割した場合、分割された期
間を合計して1年超の判定を行うこととなり

既存の在庫保有代理人・注文取得代
理人の規定が削除されました。また、個人
に販売等を委託することによるP E認定回
避行為が見られたため、これまでの常習代
理人の定義に、「外国法人等のために反

の定義を変更することを目的とした
on Profit Shifting / 税源浸食と

間を細分化してP E認定回避を図るために

所と定義されており、保管・展示・引き渡
しのための施設や保管場所等、準備・補
助的活動のための場所を除くとされていまし

復して契約締結又は締結のための主要な
役割を果たす者（一定の者を除く）」が追
加されました。

この改正は平成 31年分所得税、
平成 31年 1月1日以後に開始する

認定回避の防止措置が報告書とし

た。改正後は保管・展示・引き渡しのため

事業年度分の法人税から適用されま

てまとめられました。

の場所であっても、その機能が事業遂行上、

す。これにより今まで日本で納税義

準備的・補助的な機能でないと認められる

務がなかった個人・法人が P E認定

場合はPEに該当することとなりました。

を受け、申告納税が必要になる場合

平成29年6月に、租税条約に関
するB E P S防止措置実施条約に日
本も署名し、これまで各国間で個別
に改正していた租税条約が、この
署名により全体的・効率的に改正
可能となりました。
このBEPS防止措置実施条約に

現行法令上、物品の保管・展示・引き
渡しや購入、保管のみに使われる場所に
該当する場合でもP Eに認定されませんが、
適用後はその活動実態によりPE認定が行
われることになります。
（2）建設PE

詳しくは法人国際部までお問い合わせください。

｢便利な

モノや
アプリ」

● TEL：03-5323-3537

がございます。詳細は会計士・税理
士等の専門家にご確認ください。
出典
財務省 H P 平成 30年度税制改正大綱・租
税条約に関する資料

mail：t p@ h t - t a x .o r .jp

クラウドを活用した会計ソフトの普及が進んできており、すでに導入されているお客様もいらっしゃいます。複数人で同時に同じ帳簿に記帳し、違う
場所からでも同じ会計データを共有することができます。会計データをお客様とやり取りする作業や記帳時間の削減ができとても便利です。
（永田）
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もう悩まない

事業承 継・M &A
徹底解説

買収後の経営統合 （PMI）について
辻・本郷 ビジネスコンサルティング株式会社

代表取締役

荒井 洋一

今回はM & A成立後の統合プロセ

終契約締結後は正に自社で運営して

員のモチベーションが低下すると業績

スを意味するP M Iについて何が難し

いかなければなりません。ところが、

の低下にも繋がります。買い手企業

いのかを解説いたします。PMIとは、

契約書が締結されると「M & Aはゴー

にとっても子会社に対して予想してい

Post Merger Integrationの頭文

ルではなく、スタートである」と頭では

た収益を生み出すことができないため、

字を取ったものでM&A後にグループと

わかっていてもどこかで安堵してしまう

痛手に感じることが多くなります。

して持続的な成長をするために重要な

ものです。そういった中でどのようなプ

ものです。人口が減少しており、人

ロジェクトメンバーで買収後の統合に

このように買収直後は親会社・子

手不足な業界が多い昨今では資産

取り組むかは後手に回ってしまいがち

会社共に従業員のモチベーション低

獲得のためのM & Aよりもむしろ人材

です。

下が見受けられ、それが深刻な問題
に繋がることが多いです。

獲得のためのM&Aが増えています。

また、オーナー企業が買収した場

一方でM&Aで最も影響を受けて不

合に多い事例としてM & Aの成立まで

最近ではM & Aで買収し、事業を

安を抱くのは現場の人々です。従業員

は経営陣が検討していますが、M & A

拡大させたいという意欲を持つ経営者

の方々がモチベーションを維持して業務

後の子会社とのやり取りは現場が中

の方のご相談を、毎週のように受け

に取り組めるようにすることは譲受企業

心となります。急に買収をしたと言わ

ております。しかし、買収すること自

経営者の手腕に掛かっています。

れても、現場の従業員には買収目的

体が目的ではなく、グループ間での相

がわからない等の不協和音が生まれる

乗効果を発揮し、1 +1 =2以上の成

ことが頻繁に見られます。

長をしていくことが重要であることは言

1. 買い手（親会社）社内の問題

うまでもありません。M & Aの仲介会

M & A成立後の買い手企業は「買
い手」から「親会社」に変わり、ス

2. 売り手（子会社）社内の問題

社や金融機関等からM & Aの案件が

子会社の従業員にとって、M&Aを

持ち込まれて買収したものの、その後

に変わります。一般的な日本の企業

されて子会社になることの発表を受け

の経営統合が上手くいかないという際

では、M & Aは日常とは異なった業務

た直後は誰の利益のために働けばい

には、辻・本郷の税理士に相談して

となっており、M&Aプロセスの中では

いのか、自分の仕事内容やポジショ

頂ければ解決策のアドバイスをいたし

アドバイザーや弁護士、公認会計士、

ンは変わらないのかなど不安になるも

ます。

税理士などが支援していますが、最

のです。不安に感じることにより従業

タンスが「買収する」
から「経営する」

｢便利な

モノや
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社長

アプリ」

最近、自宅では A m a z o nの E c h oというスマートスピーカーを使っています。服を着ながら「A l e x a、今日の天気を教えて！」とス
ピーカーに話しかけるだけで本日の天気を教えてくれるなど、非常に効率が良い生活を送れていて、かけがえのない家族の一員が
加わったようだと実感しています！（荒井）
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訪 日 観 光 客 、4 , 0 0 0 万 人 の そ の 先 へ
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沖縄軍用地は金融
資産？
〜返還されると
「タダ」
の土地〜

地価格が上昇しており、年間地代の40〜

４割くらいの評価となっているようで

60倍が相場となっているようです。つま

す。これにより、財産評価が低く抑えら

安定収入が確保できる」
「 ②相続評価額

り、
年間の受取地代が100万円であれば、

れ、相続税や贈与税の軽減効果が見込ま

が比較的低く、相続税・贈与税の軽減に

4,000万〜6,000万円が相場となります。

れます。
（下表参照）

なる」
「 ③将来の売却も比較的スムーズ

表面利回りとしては、
2.5〜1.6％です。

1. 軍用地のメリット
軍用地の購入メリットは、
「 ①地代の

利回りとしては、決して高くはありま

にできる」ことです。
地代もわずかですが毎年上昇し、かつ

せんが、毎年約１％程度の賃料の上昇が

軍用地はメリットも多いのですが、将

相続税の軽減にもなることから、県の内

見込まれ、滞納等のトラブルが一切ない

来返還される可能性もゼロではありま

外を問わず引き合いは多いようです。土

のが魅力といえます。

せん。返還されると、賃料も受け取れず、
その後の売却も思うように進まないこ

地そのものの利用価値はないものの、地
代収入を安定して受け取れる資産と割
り切れば、ある意味金融資産として見る
こともできます。

３．相続・贈与の際の評価

とになりかねません。将来の返還の可能

軍用地の相続等の評価額は、固定資産

性を予想するのは、とても難しい面があ

税の倍率により決まります。たとえば、

りますが、そのあたりがポイントと言え

昨年度の嘉手納飛行場のケースは、1.8

そうです。

倍 と な っ て お り 、固 定 資 産 評 価 額 ×

２. 軍用地の相場
軍用地の売買相場は、実際受け取る地

1.8×（1-0.4（地上権割合））が評価額と

代の何倍かが目安とされます。
現在は、
土

なります。
結果として、
売買相場の、３〜

財産評価および相続税シ

1億円

時価
相続税評価額
相続税

1億円
4,000万円

時価×40％
軍用地の相続税評価額
１．
（注）

｢便利な

モノや
アプリ」

ミュレーション

預金

項目
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４．注意点

軍用地
1億円
4,000万円
1,600万円

差
0円
6,000万円
2,400万円

相続税率 40％
２．

40年以上使っているコンタクトレンズには、感謝しています。昔はハードタイプで毎日の洗浄・保存が面倒だったのですが、今は 1 D A Yタイ
プの使い捨てのものを、近目用と遠目用とで使い分けています。乱視にも対応しているので、視界良好です。あとは、年齢的にいつまで使え
るかが、一番の不安です。
（徳田）

SCOPE No.204

SCOPE5月号（No.203）のコラム、月刊マルトク堂で、掲載される予定のない文章「見出し 5」が紛れ込みました。
謹んで訂正いたしますとともに、読者および関係者の皆様にお詫び申し上げます。
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アンケート ＆ プレゼント 応募〆切は
いつも『SCOPE』をご愛読いただき、ありがとうございます。
アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で1 名様に、プレゼントを差し上げます。
このページを、Faxもしくは、E-mail、アンケートフォームよりご応募ください。
皆様のご意見、ご感想を心よりお待ちしております。

Q.1

今回のクラウド会計特集について、それぞれお答えください

（それぞれ当てはまる項目をひとつ選び、○印を付けて下さい）

今回の特集はいかがでしたか？ ①とても面白かった ②面白かった ③興味を持てなかった
クラウド会計について教えて下さい
①既に導入している ②興味はあるが使っていない ③初めて知ったが、使ってみたいと思った ④初めて知ったが、興味ない

今号の『 SCOPE 』で面白かった記事を選んでください（3 つまで選び、○印を付けて下さい）

Q.2
Q.3

6月30日

①特集・クラウド会計

②税金 Q&A ③医療ステーション ④税金

⑦もう悩まない事業承継・M&A 徹底解説

⑧月刊マルトク堂

⑤国際税務

⑥インバウンド

⑨ぶらトク「和太鼓」

『 SCOPE 』についてご意見ご感想等ありましたら、ご自由にお書きください

Q.4

税金に関するお悩みがありましたらお書きください（任意、誌面で紹介させていただくことがあります）

5 月号「漫画で学ぶ、税理士のこと 税金のこと」で紹介した漫画の詰め合わせを
1 名様にプレゼントします。

当選の発表は商品の発送を
もって代えさせていただきます。

●会社名

（ふりがな）
●性別

●お名前

男・女

●年代（ 20 代・30 代・40 代・50 代・60 代・70 歳以上 ）
●ご住所 〒
●電話番号

（

）

個人情報の取り扱いについて ご応募いただいたお客様の個人情報は、抽選及び賞品を発送するためのもので、
それ以外の目的では使用いたしません。
また、
お客さまの個人情報をお客さまの同意無しに業務委託先以外の第三者に開示・提供
することはありません
（法令等により開示を求められた場合を除く）
。
また、
アンケートの結果については誌面で紹介させていただくことがあります。
その場合はイニシャル・年代・性別を掲載いたします。

●応募先 FAX 番号

03-5323-3302
12
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●応募先 E-mail アドレス

scope@ht-tax.or.jp

●応募先アンケートフォーム
http://www.ht-tax.or.jp/scope-questionnaire/

辻・本郷 税理士法人

〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー28階
TEL 03-5323-3301（代表） FAX 03-5323-3302

札幌事務所

〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西4-1 北海道ビル7階
TEL.011-272-1031 FAX.011-272-1032

代々木事務所

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル5階
TEL.03-5333-1545 FAX.03-5333-1546

青森事務所

〒030-0861 青森県青森市長島2-13-1 AQUA青森スクエアビル4階
TEL.017-777-8581 FAX.017-721-6781

渋谷事務所

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー13階
TEL.03-6418-6761 FAX.03-6418-6762

八戸事務所

〒031-0072 青森県八戸市城下4-25-5
TEL.0178-45-1131 FAX.0178-45-5160

品川事務所

〒108-0074 東京都港区高輪3-26-33 京急第10ビル3階
TEL.03-5791-5731 FAX.03-5791-5732

秋田事務所

〒010-0954 秋田県秋田市山王沼田町6-34
TEL.018-862-3019 FAX.018-862-3944

吉祥寺事務所

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-14-5 吉祥寺本町ビル７階
TEL.0422-28-5515 FAX.0422-28-5516

久慈事務所

〒028-0064 岩手県久慈市八日町2-8 中野ビル2階
TEL.0194-53-1185 FAX.0194-53-1330

東大和事務所

〒207-0031 東京都東大和市奈良橋5-775
TEL.042-565-1564 FAX.042-563-0189

盛岡事務所

〒020-0021 岩手県盛岡市中央通2-11-18 明治中央通ビル5階
TEL.019-604-6868 FAX.019-604-6866

立川事務所

〒190-0012 東京都立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル10階
TEL.042-548-1841 FAX.042-548-1842

遠野事務所

〒028-0541 岩手県遠野市松崎町白岩16地割31-8
TEL.0198-63-1313 FAX.0198-63-1317

町田事務所

〒194-0021 東京都町田市中町1-1-16 東京建物町田ビル9階
TEL.042-710-6920 FAX.042-710-6921

一関事務所

〒021-0893 岩手県一関市地主町6‐1
TEL.0191-21-1186 FAX.0191-26-1665

横浜事務所

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-11 NMF横浜西口ビル4階
TEL.045-328-1557 FAX.045-328-1558

仙台事務所

〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央3-2-1 青葉通プラザ2階
TEL.022-263-7741 FAX.022-263-7742

大和事務所

〒242-0017 神奈川県大和市大和東3-8-16
TEL.046-262-8332 FAX.046-262-5650

福島事務所

〒960-8114 福島県福島市松浪町4-23 同仁社ビル4階
TEL.024-534-7789 FAX.024-534-7793

湘南事務所

〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢4-3 日本生命南藤沢ビル4階
TEL.0466-55-0012 FAX.0466-55-0032

郡山事務所

〒963-8002 福島県郡山市駅前1-15-6 明治安田生命郡山ビル5階
TEL.024-927-0881 FAX.024-927-0882

小田原事務所

〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階
TEL.0465-40-2100 FAX:0465-40-2101

新潟事務所

〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-3-28 パーク新潟東大通ビル5階
TEL.025-255-5022 FAX.025-248-9177

甲府事務所

〒400-0046 山梨県甲府市下石田2-5-9
TEL.055-228-5722 FAX.055-228-5723

上越事務所

〒943-0892 新潟県上越市寺町3-8-8
TEL.025-524-3239 FAX.025-524-3187

甲府中央事務所

〒400-0845 山梨県甲府市上今井町684-6
TEL.055-241-7522 FAX.055-241-7578

水戸事務所

〒310-0903 茨城県水戸市堀町1163-7
TEL.029-252-7775 FAX.029-254-7094

大月事務所

〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津642-4
TEL.0555-72-0505 FAX.0555-72-0905

館林事務所

〒374-0024 群馬県館林市本町2-5-48 マルゼンビル6階
TEL.0276-76-2011 FAX.0276-76-2012

伊東事務所

〒414-0002 静岡県伊東市湯川1-3-3 上條ビル5階
TEL.0557-37-6706 FAX.0557-37-8988

深谷事務所

〒366-0052 埼玉県深谷市上柴町西4-17-3
TEL.048-571-4619 FAX.048-571-8158

豊橋事務所

〒440-0086 愛知県豊橋市下地町字長池13番地
TEL.0532-54-3000 FAX.0532-54-3002

大宮事務所

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル18階
TEL.048-650-5211 FAX.048-650-5212

名古屋事務所

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-2-29 名古屋広小路プレイス5階
TEL.052-269-0712 FAX.052-269-0713

越谷事務所

〒343-0808 埼玉県越谷市赤山本町2-11 プランドール雅II 202号
TEL.048-960-1751 FAX.048-960-1752

四日市事務所

〒510-0822 三重県四日市市芝田1-3-23
TEL.059-352-7622 FAX.059-351-2988

川口東事務所

〒332-0012 埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル6階
TEL.048-227-1260 FAX.048-227-1261

京都事務所

〒600-8009 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町79番地 ヤサカ四条烏丸ビル6階
TEL.075-255-2538 FAX.075-255-2539

柏事務所

〒277-0023 千葉県柏市中央1-1-1 ちばぎん柏ビル4階
TEL.047-165-8801 FAX.047-165-8802

豊中事務所

〒560-0021 大阪府豊中市本町1-1-1 豊中阪急ビル6階
TEL.06-4865-3340 FAX.06-4865-3341

松戸事務所

〒271-0091 千葉県松戸市本町11-5 明治安田生命松戸ビル6階
TEL.047-331-7781 FAX.047-331-7786

大阪事務所

〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町4-6-5 淀屋橋サウスビル6階
TEL.06-6227-0011 FAX.06-6227-0063

船橋事務所

〒273-0005 千葉県船橋市本町4-40-23 SADOYA SOUTHERN TERRACE 6階
TEL.047-460-0107 FAX.047-460-0108

堺事務所

〒590-0985 大阪府堺市堺区戎島町3-22-1 南海堺駅ビル412号
TEL.072-224-1006 FAX.072-224-1007

西新井事務所

〒123-0842 東京都足立区栗原3-10-19-307
TEL.03-3848-3767 FAX.03-3848-3791

神戸事務所

〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-10 オリックス神戸三宮ビル10階
TEL.078-261-0101 FAX.078-261-0120

東京中央事務所

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-3 丸の内仲通りビル7階
TEL.03-6212-5801 FAX.03-6212-5802

岡山事務所

〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1-1-15 岡山桃太郎大通りビル7階
TEL.086-226-8555 FAX.086-226-8556

東京丸の内事務所

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 丸の内中央ビル10階
TEL:03-6212-2830 FAX:050-3730-6208

広島事務所

〒730-0051 広島県広島市中区大手町2-11-2 グランドビル大手町9階
TEL.082-553-8220 FAX.082-553-8221

芝事務所

〒105-0014 東京都港区芝3-5-7 カレッタ芝3階
TEL.03-6435-1711 FAX.03-6435-2245

北九州事務所

〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-2-26 日幸北九州ビル4階
TEL.093-512-5760 FAX.093-512-5761

神田事務所

〒101-0047 東京都千代田区内神田3-20-3 小鍛冶ビル8階
TEL.03-5289-0818 FAX.03-5289-0819

福岡事務所

〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル8階
TEL.092-477-2380 FAX.092-477-2381

池袋事務所

〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-7-7 東京西池袋ビルディング12階
TEL.03-5396-7491 FAX.03-5396-7492

大分事務所

〒870-0035 大分県大分市中央町1-1-3 朝日生命大分ビル4階
TEL.097-532-2748 FAX.097-538-7006

新 宿ミラ イナ
タワー 事 務 所

〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー28階
TEL.03-5323-3301（代表） FAX.03-5323-3302

延岡事務所

〒882-0823 宮崎県延岡市中町1-2-8 和光中町ビル（旧第一生命ビル）
TEL.0982-22-3570 FAX.0982-31-2789

新宿アルタ事務所

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-32-10 松井ビル8階
TEL.03-5919-2680 FAX.03-5919-2670

沖縄事務所

〒900-0029 沖縄県那覇市旭町1-9 カフーナ旭橋B街区ビル 1階
TEL.098-941-3230 FAX.098-941-3231

新宿HR事務所

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-1-1 世界堂ビル7階
TEL.03-5361-8060 FAX.03-5323-3533

編集
後記

新緑の季節から、夏へと移り変わっていく今日この頃、新宿ミライナタワーのオフィスから見える、新宿御苑は、緑の美しいグラデーションが、ひと際
照り輝いていて、観ているだけで、心が癒されます。そんなキラキラとした夏を迎えるタイミングで、
「SCOPE」もちょっとした衣替えをすることになりまし
た。これからも多くの方に愛される広報誌として、成長できるよう精進してまいります。次号からの「SCOPE」もどうぞよろしくお願いいたします。
（佐脇）
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〒160-0022

http://www.ht-tax.or.jp
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