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●9月＆10月プライベートセミナーのお知らせ 

●特定求職者雇用開発助成金 

●郵便料金割引に関してのご提案 

●dailyコラム（好評記事をもう一度） 

●9月の税務 
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夏季休暇のご案内 
　当社では夏季休暇を（7月から9月の間）各担当ごとに取得
いたします。 

夏季休暇の連絡は各監査担当より連絡させていただきます。 
ご協力とご理解をお願いいたします。 

9月＆10月プライベートセミナーのお知らせ 

 

節税倶楽部セミナーのご案内 
日　時　平成18年9月25日（月）　午後2：00～5：00 
場　所　きゅりあん　4Ｆ　研修室　 

※セミナー内容については会員の方に後ほど別紙にてお知らせ
いたします。 

経営者・幹部候補・財務担当者向けのプライベートセミナーのお知らせ 

※無料お試しは、経営計画策定の関係上プライベートセミナー受講後の方に限らせて頂きます。 
　先着順優先の為、作成希望者が多数の場合には、日程の調整をさせていただくことがあります。 

毎回少人数に絞り経営者・財務・経理担当者のためのプライ
ベートセミナーを開催いたします。 
定期的に行っていましたセミナーを「プライベートセミナー」
にリニューアルし、戦略会計の考え方から参加された企業の経
営環境・状況を例示に具体的な経営計画の作成方法まで4回の
講議で、10月には新たに「経理初心者講座」を開設。出納帳
のつけ方から領収書の保管方法など、今更聞けないまた意外に
ない「経理の初心講座」を行います。 
代表者の方だけではなく幹部候補・財務担当者も出席してい
ただけるセミナーです。 

※セミナーリニューアル特典として、経営計画セミナー受講先
着順優先で無料お試し「経営計画」の作成を行います。 

セミナー会場： 
株式会社エム・エム・アイ　4Fシュミレーション室 
〒140-0014　品川区大井1-7-6THビル 
JR・東急大井町線「大井町駅」徒歩3分 
 お申込FAX：03-3778-2326 

会社名、参加者名、TEL、E-mailを明記の上お申し込み下さい。 

お問い合せ：03-3778-2311　担当：鈴木 

□ 9月 6 日（水） 

開催時間は全て18：00～20：00　　　　　受講料は全て1講座 1人 3,000円 

実務版　経営計画編　その2
経費計画・資金計画・設備投資他具体的な作成方法を解
説いたします。 

□ 9月29日（金） 実務版　中小企業会計指針 

会計基準・会計指針・会計基準の位置関係 
会計指針の対象会社とは？ 
会計指針の趣旨・経緯 
「会計指針」に準拠するメリット 

□ 10月5日（木） 経理初心者講座 

経理が必要なのは分かるけど、どの書類をどう書けばよ
いのか、また会計ソフトを使用したいけど、難しそうな
どの問題を解決致します。 
現金出納帳のつけ方／領収書の保管方法／決算書や総勘定
元帳の見方／弊社の会計ソフトのC-BOOKや市販の会計
ソフトとの違いや簡単な使用方法等を予定しております。 
その他に「ここが知りたい、聞きたい」などの質問は、
随時ご相談下さい。 

プライベートセミナー日程表 



プライベートセミナーをご一緒に開催しませんか？ 
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今回は、タイトルにあります「特定求職者雇用開発助成金」
についてご案内いたします。この助成金は、条件に合った労
働者をハローワークを通じて雇入れることにより、受給する
ことができる、シンプルな助成金です。事前の届出や計画書
の提出も必要ありません。また、届出先も管轄のハローワー
クですので、わざわざ遠方に出向くこともなく、待ち時間も
少なく手続きが済む傾向にあります。 
では、具体的にどのような事業主が、どのような労働者を
雇うと受給することができるのか、ご説明いたします。 

＜受給できる事業主＞ 
次の1～5のいずれにも該当する事業主 
1．雇用保険の適用事業の事業主 
2．次のいずれかに該当する求職者をハローワーク等の紹介
により、継続して雇用する労働者として雇入れること（受
給後も雇い続けることが確実であると認められることが
必要） 
・60歳以上の者 
・身体・知的・精神障害者 
・母子家庭の母など 
・中国残留邦人等永住帰国者…その他 

3．対象労働者の雇入れの前日から起算して6ヶ月前の日か
ら1年を経過する日までに、当該雇入れにかかる事業所
において、雇用する被保険者を事業主都合による解雇（勧
奨退職等を含む）をしたことがない事業主 

4．対象労働者の雇入れの前日から起算して6ヶ月前の日か
ら1年間を経過する日までに､当該雇入れにかかる事業所
において､特定受給資格者となる離職理由により雇用する
被保険者を3人を超え､かつ､当該雇入れ日における被保
険者数の6％に相当する数を超えて離職させていない事
業主 

5．対象労働者の出勤状況及び賃金の支払状況等を明らかに
する書類（労働者名簿・賃金台帳・出勤簿等）を整備保
管している事業主 

＜受給金額＞ 
対象労働者の条件等により､受給金額、受給期間ともに異
なってきます。詳細についてはハローワークにお問い合わせ
ください。 
ハローワークを通じて労働者を雇い、その方が上記の条件
に当てはまるような場合、基本的にはハローワークから、「○
○さんが特定求職者雇用開発助成金の対象です」と案内と申
請用紙一式を送ってくれます。条件の3、4についてはわか
りにくいかと思いますが、ハローワークから用紙が届いたら、
面倒くさがらずにハローワークに問い合わせをし、受給手続
きをとりぜひ受給につなげてください。ハローワークに問い
合わせてもわかりにくい場合、当事務所でも手続き代行をい
たしております。ぜひご相談ください。 
 

株式会社　渡邊事務所 

特定求職者雇用開発助成金 

社会保険通信 

プライベートセミナーは、当社エムエムアイ会議室（定員
10名）を利用して開催するミニセミナーです。現在、定期
的に弊社主催の「戦略会計」「経営計画」「サラリーマン法人
化」等の個別セミナーが平日、夜間（18時から20時）に開
催されています。ミニセミナーですから原則として参加者が
1名で開催します。 
上記以外で１ヶ月の内、概ね7日以上は会議室は開いてお
ります。そこで今回弊社のお客様、お取引先様に本セミナー
の個別セミナーを共催者として広く募ります。 
具体的には、当社の会議室を利用して、共催者の事業特性
や商品、サービスを活かした、企業経営者向けの講座を開催
していただきます。告知は、当社からはＭＭＩニュース、当
社ホームページ及びブログ等で行います。共催者は個別に独
自の方法で集客いただきます。 

＊＊＊＊＊開催概要＊＊＊＊＊＊ 
会　場：エムエムアイ会議室（定員10名） 
時　間：原則として平日の夜間（18時から20時） 
最小催行人数：１名 
企画内容：主に企業経営者向けの講座。 

皆様自身が講師となり、自社の事業特性や商品、
サービス、ご経験を活かした、企業経営者に役立

つ講座を開催していただきます。ビジネス交流的
に売り先募集でも構いません。 
（当日、会場で販売を目的とした即売会は出来ま
せん） 

活用例：「これからの社会保険」（共催：社会保険労務士） 
「売り上げに貢献できるホームページの作り方」 

（共催：Web制作会社） 
「デンタルケアの基礎知識」（共催：歯科医師） 
「職場のストレスチェック」（共催：臨床心理士） 
「不動産鑑定の初歩」（共催：不動産鑑定士） 
「ネット通販ビジネスの今後」（共催：通販会社） 

費　用：参加者は2000円程度 
共催者の費用負担はありません、当社からの講師謝
礼等もありません。 

・セミナー共催希望者は所定の「企画申請用紙」がございま
すので、ご請求ください。 
＊簡単な内容につきましての審査をさせていただきました後、
具体的なお打ち合わせをいたします。 
＊セミナー開催日程は弊社にて調整させていただきます。 
【お問合せ＆お申し込み先】 
企画営業部　　鈴木　　info@m-m-i-g.com

プライベートセミナーをご一緒に開催しませんか？ 

プライベートセミナー 
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東京都港区赤坂4－6－3－505 

お問合せ先：03－5545－9391  

株式会社ドーベルマンエクスプレス 

新郵便料金割引に関してのご提案 

　当社ドーベルマンエクスプレスを窓口にする事により、郵

送物が通常より安く取り扱えますので、御社郵送コスト削減

に必ずつながります。 

①広告郵便 

　20％～49％引き。1000通より割引いたします。 

②ヤマトメール便  

　100ｇ以内75円～65円。1000通より割引いたします。 

③佐川冊子郵便  

　100g以内75円～65円。1000通より割引いたします。 

④ポスティング 

　都内、100ｇまで50円で配送いたします。 

⑤宅配2Kg以内 

佐川、ヤマトを使い、都内便は翌日配送で1個口最大390

円で配送いたします。 

⑥DM作業 

ラベル貼り、封入、封緘、区分、折作業も格安でお受けし

ます。 

⑦印刷 

　デザイン印刷から発送まで一括で受注します。 

※郵送物、郵送量により単価を設定し、 

　お見積りいたします。 

企業・事業・冒険 

【dailyコラム】より好評記事をもう一度 

税金よもやま話｠ 戦争は新税の生みの親 
一般的に、戦争の遂行には莫大な費用がかかるので、戦費

調達や戦後の財源に充てるために増税や、新税創設のなされ

ることが多く、税と戦争には深いつながりがあります。 

印　紙　税　印紙税を発明したのは、1624年オランダです。

スペインとの独立戦争で窮乏した財政のための

財源調達方法を賞金公募したところ、これに応

募してきたアイデア新税でした。1660年デン

マーク、1673年フランス、1694年イギリス

でも採用され、日本では1873年に採用されて

います。 

所　得　税　世界初の所得税創設は、1799年イギリスです。

ナポレオン戦争で膨張した戦費をまかなうために、

総所得に10％の比例税率を課するという制度

でした。次いでスイスで1840年、イタリアで

1864年に導入されています。 

アメリカでは、1862年南北戦争のときに導入

されましたが、翌年には憲法違反との理由で廃

止され、第一次大戦中に復活しています。イギ

リスでも、1816年に一度廃止になっています。 

日本では日清戦争に備えての軍艦建造費用調達

などの必要で1887年に導入されました。 

世界で8番目の導入で、当初は年収300円以上

の人だけを対象とし、全国で約12万人、当時

の人口の約0.3％が納税者に該当しました。そ

のため、別名「名誉税」とも呼ばれたそうです。 

湾岸戦争税　最近の事例では、1991年の湾岸戦争に際し、

日本の国際協力の名目で90億ドルの資金提供

を行うため、法人臨時特別税と石油臨時特別税

が創設されました。 

身血を租税とする　極めつけは血税の創設でしょう。血税

とは「身血を租税とする意」と広辞苑にあります。 

1872年（明治5）太政官告諭に「西人之を称して血税とす。

その生血を以て国に報ずるの謂なり」とあります。 

献血の義務付けではありません。 

「国民皆兵の制」の告諭で徴兵制のことをこう性格付けし

たのです。徴兵とは「身血による租税」なのだと認識してい

たのでしょう。 

翌明治6年から徴兵反対の血税一揆が西日本一帯で勃発し

ています。 
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9月の税務 

10月2日 

9月11日 

MMIグループはISO 9001：2000を取得し、 

日々お客様の満足を追求します。 

電車の中などで人の立ち話をなんとなく聞いてしまうこ
とってありますよね。そんな時のお話しです「眠れなくて
羊を数えながら眠ろうと囲いの中に羊たちを一匹ずつ入れ
ていった。100匹ぐらい数えたら、いい感じにくたびれて『あ
あ眠れる・・・』と、思った矢先に羊を追い込んだ囲いが
壊れて、あっという間に羊の群れがこっちへ・・・！！び
っくりして目が覚めちゃった」　 
この時期、眠れない人が増えていると思います。睡眠導

入剤もありますができれば自然に眠りにつきたいものです。
たとえば夕食後の運動・入浴も効果的です。特に夕方の軽
い運動は早朝のそれよりはるかに体にいいそうです。また、
ホットミルクやハーブティを寝る前に飲むのもリラックス
効果があります。 
先ほどの話に戻しますが、羊を数えるというのは英語圏

の話で、SleepとSheepをかけているとか。日本ならさしあ
たり「ネムの木が1本。ネムの木が2本・・・」となるか
も。「ネムの木を数えていたら、ネムの木の樹海に迷い込
み助けを呼んだら目が覚めた」なんて事の無いように・・・。 

不要なものはない 
みなさんは、いろいろな立場にお立ちになってお
られると思いますが、私はどんな立場でも、この立
場はいけない、この仕事はまずいということはない
と思います。どの仕事が必要でなくて、どの仕事が
必要であるということはないのです。この世に存在
するものは、すべて必要である、というように考え
ていただきたいと思うのです。 
そしてそうした考えに立って、要は自分には何が
適しているか、何が向いているか、自分はどういう
ところに自分の使命を見出し、そこに打ち込むべき
であるかということを、みずから考え、そしてそこ
に信念を持つことが大切だと思います 

松下幸之助　一言集 

7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〉 

1月・4月・7月・10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉 

法人・個人事業者の1ヶ月ごとの期間短縮係る確定申告〈消費税・地方消費税〉 

1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 

消費税の年税額が４００万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告＜消費税・地方消費税＞ 

消費税の年税額4,800万円超の7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告 

＜消費税・地方消費税＞ 

8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 

１０/２ 

海外旅行。その観光旅行へ「他人が何処、其処へ行く」と

聞くと羨ましい気になる。日常生活から離れた優雅な特別の

舞台が、そこにある感じになるが、これは現実の具体性を離

れたアタマの造る想いの世界のようだ。だから、旅行とはい

ろいろと空想して準備している時が一番楽しいと言う人もい

る。そんな気もする。 

7月6日AM4：30起床、かみさんも起きて世話をやいて

くれる。成田エクスプレスの乗車券・ABC宅配便の受取券・

旅行コース日程帳・帽子・雨具・手帳・保険証などなど、そ

して最も大事なものドルとパスポートなどを再確認する。で

も何か忘れ物がないか、気がかりになり、面倒な感じになる。

これは年寄りのせいか。それでも、やはりイソイソととした

気分はある。まだ早いのでテレビを見ていると、「早く出か

けた方がいいわよ」とかみさんに言われて、出かける。 

空港第二ターミナル・ビルの地階でＹ君に会う。 

「おはよう…」私は後ろから声をかける。 

「やあ、おはよう、君　朝飯はどうする？」とＹ君 

「かみさんの作った弁当を電車の中で食べたよ」 

「そうか、俺はレストランで食べようと思って…」 

「一緒にお茶を飲むよ」と私。 

出発ロビーは人々で溢れている。未だ夏季のシーズンでもな

いのにと思う。 

待ち合わせ場所でO君と合流する。 

「大した人だなー」 

「やはり景気が良いと言うことかなー」 

私たち三人　近畿日本ツーリストの「日航で行くロシヤ9日間」

に参加したのだ。 

モスクワ行き　JAL　441便　AM11.15発　は時間どおり

にフライトした。 

ロシヤ旅行記（其の一） 会長コラム 


