
大藤（黒木町）

八女法人会だより
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とはできません。

まいます。

います。
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９月26日（火）と 
　27日（水）の２日間

10：00～15：30

６月12日（月）
10：00～16：30

４月４日(火）
13：30～16：30 

14：00～16：00 
３月２２日(水)

７ 12

2,000円
　　　　　2,000円
　　　　　4,000円
　　　　　

7
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Word初級（３回）・Excel初級（３回）
１日でわかる経理の実務

経理業務に携わっている方でもう一度基礎を確認したい方、新

人の経理担当者、管理者、営業担当者で決算書のしくみを必要

とされる方々対象の研修です。

・新入社員･社会人として2～3年目を迎える方 

　この機会にビジネスマナーを再確認したい方対象。 

・社会人としてのビジネスマナー習得のための講義。 

・職場の基本動作、来客・電話対応の基本をロールプレイング　

　を中心とした実践研修で行います。 

・知って得する相続税、知らなきゃ損する相続税など 

　相続税･贈与税について学びます。 

・相続税の税務調査あれこれ。 

相続対策講座

Ｗ

で



6 6 （火）

（水）

８

ビジネスコミュニケーション研修会

経営セミナー１０月１２日(木）
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吉　泉　正　幸 氏 八女間税会副会長 

山　下　雅　子 氏 八女法人会女性部会　副部会長   

福岡八女農業協同組合
青色申告会

課税事業者の方

　・軽減税率対象品目の売上げ・仕入れの両方あり

　　例）飲食料品を取り扱う小売・卸売業（ス-パ-マ-ケット、

　　　　青果店等）、飲食業（レストラン等）

　・軽減税率対象品目の仕入れのみあり

　　例）会議費や交際費として飲食料品を購入する場合等

免税事業者の方

　軽減税率対象品目の売上げあり

①　発行する請求書等は区分記載請求書等へ

②　取引先から、区分記載請求書等を受領し、日々の取引を

　　税率ごとに記帳（区分経理）

③　申告時の税額計算

※　仕入れのみの場合は②と③が必要

課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付を求

められる場合があります。     

八女税務署長感謝状
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軽減税率制度の実施時期 平成３１年１０月１日（消費税率の引上げと同時）

 消費税率等

 内容  改正前  改正後（平成28年11月改正）

 区分記載請求書等保存方式の適用期間  平成29年4月1日～平成33年3月31日  　平成31年10月1日～平成35年9月30日

 適格請求書等保存方式の導入時期  平成33年4月1日  平成35年10月1日　

標準税率は　１０％（消費税率７．８％、地方消費税率２．２％）

軽減税率は　　８％（消費税率６．２４％、地方消費税率１．７６％）

軽減税率の対象品目
①　酒類・外食を除く飲食料品

②　週２回以上発行される新聞（定期購読契約に基づくもの）

・売上げ及び仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。

・区分経理が困難な中小事業者の方には、経過措置として売上げに係る税額（売上税額）又は仕入れに係る税額（仕

　入税額）の計算の特例があります。

帳簿及び請求書等の記載と保存

税額の計算

・対象品目の売上げ・仕入れがある事業者の方は、これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等の発 

　行や記帳などの経理（区分経理）を行っていただくこととなります。

・仕入税額控除の要件は、現行、「帳簿及び請求書等（注１）の保存」ですが、軽減税率制度実施後は、こうした区

　分経理に対応した帳簿及び請求書等（注２）の保存が要件となります（区分記載請求書等保存方式）。

（注）１「請求書等」には一定の領収書や納品書、レシート等も含まれます。

　　　２「区分記載請求書等」といいます。なお、平成３５年１０月からは「区分記載請求書等」に代わり、「適

　　　　　格請求書等」の保存が要件となります（適格請求書等保存方式）。

平成28年度 八女税務署納税表彰

消費税の軽減税率制度が実施されます

消費税率の引上げ時期が平成29年４月１日から平成３１年１０月１日に変更されたことに伴う改正点

～飲食料品の取扱い（売上げ）がない場合や免税事業者の場合も軽減税率制度への対応が必要です～
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　「肉体的・精神的疲れの解消法～その日の疲れはその日のうちに解消しましょう！～」をテーマに開催しまし
た。講師は健康管理士の小久保晴代氏。簡単で楽しいストレッチを取り入れての実技中心のセミナーでした。
会員14名、非会員10名の参加でした。

　八女商工会議所との共催で初歩から検
定試験3級合格コースと実務・実践コース
を開催しました。講師は猿渡満徳氏と江﨑
洋介税理士。会員9名、非会員19名の参加
でした。10名が3級を受験し、6名が合格し
ました。
　また、日商簿記検定に向けての日商簿記
3級対策講座を開講しました。講師は蔵森邦
彦税理士。会員2名の参加でした。

8/29㈪～11/18㈮の32日間
12/8㈭～2/2㈭の6日間

　「職場の接遇力を高め、コミュニケーションのある人間関係をめざそう」をテーマにコミュニケーションアッ
プセミナーを開催しました。講師は西島昇子氏。講義とロールプレイング形式で思いを形に、言葉にするを目
指して研修しました。会員25名、非会員8名の参加でした。

　福利厚生事業の一環としてボウ
リング大会を開催しました。20チー
ム80名の会員の皆さまが参加しま
した。
　優勝は黒木町の山口運送チーム
でした。

１０/１4(金) ボウリング大会

10/7(金) ビジネスコミュニケーション研修会

簿記講座

9/6(火) 医療健康セミナー

会員のページ



　八女ライオンズクラブ、福岡県生コンクリート工業
組合青年部と共催で開催しました。168名の皆さんに
参加していただき、採血者は155名でした。
　黒木ライオンズクラブと共催で開催しました。84名
の皆さんに参加していただき、採血者は75名でした。

　恒例の秋の視察研修会に出かけました。バスの中で「税金クイズ」（八女税務署作成）を考えながら篠栗町
の南蔵院へ向かい、法話を聴いた後、久山温泉ホテル夢家で昼食。午後は太宰府へ移動して九州国立博物
館の「京都高山寺と明恵上人　鳥獣戯画」を見たり、散策や買い物などを楽しみました。会員41名の参加でし
た。

８ 八女法人会だより vol.49

　「決算書も見方と留意したい税務上の取扱い」を
テーマに決算書作成ポイントのセミナーを開催しま
した。講師は税理士の米満まり氏。決算書のポイント
や損益計算書と貸借対照表の分析ポイントなど具体
的に研修しました。参加者は会員39名、非会員1名で
した。

　「会社がもらえる助成金」をテー
マに開催しました。講師は産学コ
ーディネーターの太田嘉孝氏。企
業継続・成長の条件や新技術・新
商品開発への助成事業の活用な
どを研修しました。参加者は会員
49名、非会員4名でした。

会員のページ

11/17(水) 視察研修会

11/11(金) 経営セミナー

税務セミナー

11/10(木)ゆめタウン八女
11/14(月)黒木町ふじの里

10/19(水)

献血 全国大会表彰



　グリーン八女の江渕康枝さんを講師
に正月花のフラワーアレンジメント講
座を開催しました。会員26名と非会員1
名の皆さんが参加しました。

　今年度、八女税務署管内で新設された法人を対象に、八女税務署と共催で税務研修会を開催しました。法
人税や消費税、等の説明を法人課税部門の坂梨統括官と小林上席にしていただきました。非会員８社10名
の参加でした。

　法人会は毎年税制改正に関し、政府・政党・関係省庁等に対して建設的な意見を提言し、その実現を訴え
ています。八女法人会でも税制委員が野田くによし事務所と八女市役所、立花支所を訪問し、野田参議院議
員と三田村市長、川口市議会議長に「平成29年度税制改正に関する提言」を提出しました。

９　2017春号

　八女市主催のキャンペーンに参
加しました。八女法人会からは会員
5名が参加し、八女市をきれいにす
るために空き缶や空き瓶、紙くず、吸
いがらなどを拾いました。

11/20(日) 空き缶空きびん回収キャンペーン

12/6火) 税制改正要望書提出

1/26(木) 新設法人説明会

12/26(月) フラワーアレンジメント講座
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　八女税務署の森尚雄署長を講師として税務研修会を開催しました。「税のよもやま話」をテーマに講話をし
ていただきました。10名の部会員の皆さんが参加しました。

青年部会だより

10/21(金) 税務研修会

租税教室

　1月25日㈬
八女市立立花小学校（39名）

講師：福島正治

　12月21日㈬
筑後市立筑後北小学校（37名）

講師：吉田元彦

　11月25日㈮
筑後市立水洗小学校（40名）

講師：桐明孝幸

　1月31日㈬
 筑後市立筑後小学校（76名）

講師：中村太一

　1月11日㈬
筑後市立西牟田小学校（39名）

講師：入部賢太

　12月5日㈪
筑後市立下妻小学校（16名）

講師：吉田元彦

　 2月1日㈬
八女市立黒木西小学校（26名）

講師：松木　誠

　1月16日㈪
八女市立八幡小学校（19名）

講師：谷川徹治

　12月6日㈫
八女市立忠見小学校（34名）

講師：坂田淳一

　2月9日㈭
広川町立上広川小学校（26名）

講師：高鍋一成

　1月20日㈮
八女市立上陽北汭学園小学校（24名）

講師：山下剛司

　12月12日㈪
八女市立矢部小学校（8名）

講師：入部賢太



課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付を求

められる場合があります。     

201７春号

11/4(金)

女性部会だより

　飲酒運転撲滅と未成年者の飲酒防止に取り組んだ街頭キャンペーンを酒類業八女地区懇話会と共催で
開催しました。八女市の祭、あかりとちゃっぽんぽんの会場で地元高校生のボランティア部員たちとともに啓
発チラシやティッシュペーパー、うちわ等を配布しました。

税務研修会

絵はがきコンクール

　八女税務署管内の小学6年生を対象に「税に関する絵はがきコンクール」を開催しました。全作品をゆめタ
ウン八女（2月9日～16日）、八女伝統工芸館（2月17日～3月15日）、八女税務署（3月16日～31日）に展
示しました。参加した生徒の皆さん、ありがとうございました。

  八女税務署の森尚雄署長を講師として税務研修会を開催しました。「税のよもやま話」をテーマにDVDを見
ながら講話をしていただきました。23名の部会員の皆さんが参加しました。

9/23(金) 飲酒運転撲滅キャンペーン

授賞作品は５ページをご覧ください。

審査の様子 ゆめタウンでの展示



株式会社ニシコーフードサービス
〒834-0051 福岡県八女市立野127－2
TEL 0943－23－3131
FAX 0943－23－3035 代表取締役社長   田中 義孝
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〒833-0005 福岡県筑後市大字長浜1958
TEL ０９４２-５２-１１８５
FAX ０９４２-５２-４１８５ 代表取締役社長　山村　曜子

九州ダンボール株式会社

経営理念「いい人　いい箱　いい会社」
　2017年　弊社はお蔭様で創業102年を迎えることができました。大正４年　縁日関連の飾り物や

菓子箱の製造を始め、昭和28年本格的に段ボールの製造を開始し九州ダンボール株

式会社と改称しました。

　平成３年　筑後市に工場を移転し、地域密着企業として筑後地方の多くのお客様に支えられて今日

に至っています。

段ボール製品は、お客様の大切な商品を傷つけずに運ぶ丈夫で軽い優れた製品です。

“段ボールは段ボールで出来ている”と言われるぐらいほぼ100％リサイクル可能な、環境にやさしい

製品でもあります。

　お客様の物流を支え地域社会の発展に貢献することを使命とし、これからも段ボールの可能性を追

求し続けながら、お役に立つ提案が出来るように心掛けています。

2017春号
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〒８３４－００７４ 福岡県八女市立花町谷川１０９７－２
TEL 0943-37-0045　
FAX 0943-33-8501 代表取締役　大鶴　孝介

大丸タクシー株式会社

企業紹介

車種案内

私たちは安全運転を常に心がけ、お客様に気持ち良くご乗車
いただける様に親切・丁寧な接客サービスを目指しております！

３６５日 ２４時間対応　低料金運行

初乗り運賃 ５９０円初乗り運賃 ５９０円初乗り運賃 ５９０円

ＴＥＬ０９４３－３７－００４５

小型車以外にもジャンボタクシーや福祉車両も完備
近距離へのお出かけやグループ旅行、車いすのお客様の移動など大歓迎♪



 

 春号 


