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【要件】

①給与等支給総額：平成24年度から一定割合以上増加

②給与等支給総額：全事業年度以上

③平均給与等支給額：全事業年度を上回る

【税額控除】

給与等支給総額の24年度からの増加額の10％

【要件】

①～③ 変更なし

【税額控除】

給与等支給総額の24年度からの増加額の10％

+

(平均給与が前年度比2％以上増の場合)

前年度からの増加額の12％上乗せ
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Your Success is our Success -貴社の繁栄のためにお役に立てることこそ私達の使命です- 

通 信 2017年6月1日発行 

 平成29年4月28日（金）富山第一ホテルにて、御来賓として富山市長 森 雅志様、富山市名誉市民 

 中尾 哲雄様、また富山市及びその周辺市町村の関与先様を中心に多数の御臨席を頂き、懇親会を開催 

しました。深く感謝申し上げます。 

 

 

◆富山事務所・豊田事務所の開設を記念し 
          富山地区の懇親会を開催しました 

今後は、富山市で講演会・異業種交流会を開催し、皆

様の発展に少しでもお役に立てるよう企画してまいり

ますので、どうぞご協力の程よろしくお願い申し上げ

ます。 

前列が豊田税理士と豊田事務所スタッフ 

深松税理士と富山事務所スタッフ      

代表税理士 本田百合子 挨拶 

多数のご臨席を頂きました    

アシステム経営研究会「富山支部」を発足します 

   富山市長 森様        富山市名誉市民 中尾様  

 ◆所内研修風景 
スタッフの能力向上のため研修を実施しています 

 今回は、外部主催の研修に参加したスタッフによる研修
報告や、業務中に実際に経験した事例を交えながらの実務
研修、さらにH29年度の税制改正についての研修を実施し
ました。毎月1回、業務の貴重な時間を割いての研修です。 
外部講師を招いたり、スタッフが講師になったり、日々勉
強しております。 
 スタッフ一同、皆様をサポートできるよう取り組んで参
ります。 
 



中小企業経営強化税制の適用には経営力向上計画の認定を受ける必要があります。 
アシステム税理士法人は認定支援機関として経営力向上計画の作成代行も行っておりますので 

お気軽にお問い合わせください。 

 平成29年度 税 制 改 正 

 ◆平成29年度 税制改正 

① 所得拡大促進税制の見直し …10％→22％へ控除額が拡大！ 
 

② 中小企業投資促進税制の拡充 

 本税制では対象設備が拡充し、これまで対象外であった器具備品・建物付属設備が
追加されたため、税額控除や即時償却が適用しやすくなりました。 

…器具備品・建物付属設備の即時償却も可能に！ 
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③平均給与等支給額：全事業年度を上回る

【税額控除】

給与等支給総額の24年度からの増加額の10％

【要件】
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【 器具備品 】 【 建物付属設備 】 

○ 対象設備の具体例 

改正後

【要件】

①～③ 変更なし

【税額控除】

給与等支給総額の24年度からの増加額の10％

+

(平均給与が前年度比2％以上増の場合)

前年度からの増加額の12％上乗せ

計 22％控除 

冷蔵陳列棚 

空調設備 

介護浴槽 業務用冷蔵庫 

サーバー ルームエアコン 

＋ 
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平成29年7月27日（木） 
 
 

17：30～          18：00～ 
 
 
 

ホテルグランミラージュ（２Ｆ天翔の間） 

  （魚津市吉島1－1－20） 

 アシステム経営研究会 女性部(AKK-J) 講演会＆セミナー情報 

開催日 平成２９年１０月１１日(水)  

  講師 土屋佳瑞（つちやかずい）氏 
富山の企業に25年勤務。社内初の育児休業取得や他県への子連れ転勤を経験。2012年に独立。
現在は企業研修・セミナー・パーソナルコーチング等を通して、働く女性の為のコーチ＆ライフオーガナイ
ザーとして活躍されています。 

開催日 平成３０年６月６日(水)  

   講師 宮永満祐美（みやながまゆみ）氏 
コンサルタント会社にて人材教育。その後、「受講者の方の可能性を広げたい、ご自身の成長をサ
ポートしたい」という思いから、平成５年に、office・ＣａｎＤｏを設立。創業以来、研修テーマをど
んどん増やし、活躍されています。 

講師 久保 あき（くぼ あき）氏   講演テーマ 「物事の受け止め方・捉え方」 

開催日 平成29年６月14日(水)  

企業、個人相談は全国から寄せられ、延べ2000組以上。紙面連載、ラジオなどのメディア、政
治家やミス・ユニバース、芸能事務所など多方面からの依頼を手掛け、仏教哲学を基礎とした
経営指導やビジネスマン向けのセミナー等で高い評価を得て活躍されています。 

場所 新川文化ホール 201研修室       料金 会員 無料／非会員 500円 
時間 10：00～11：30（受付9：30～） 

♪会員の方も非会員の方も、たくさんのご参加をお待ちしております！ 

阿部 重利（あべ しげとし）氏     
   経営コンサルタント・ファイナンシャルプランナー  
 

 企業向けコンサルティング業務、ビジネスコーチング業務、企業社員向け研修業務等を行う。 
全国各地で年間約150本の講演、セミナーを行い、受講生の知識やモチベーション、スキルアップ、業績向上に貢献。 
主な著作物に『実践 ワーク・ライフ・ハピネス ― 働き方が変わる 会社が変わる！』、『コモディティ投資入門 ― 普通の
暮らしを守るためのおカネ術』等がある。 
 
        会員無料 （会員以外は1社1,000円） 
                                               
        19：30～  会費6,000円 

第202回アシステム経営研究会（旧 本田経営研究会）公開講演会 

開 催 日 

講演会受付 

会 場 

講 演 会 

講 師 

受講料 

懇談会 

講演テーマ 

事業承継セミナー！！「素晴らしい会社とは？イキイキ働くとは？天職とは？」 

「わかりやすく、やさしく、楽しい」と評判の阿部先生の講演。パワフルでユーモア感あふれるお話はきっと聴く人
の心に響きます。是非ご参加ください！！ 



 

  

アシステム税理士法人 

〠937-0041 富山県魚津市吉島1丁目12番5号 ☎ 0765（22）5737   0765（24）6500 

代表税理士 本田 百合子 社員税理士 深松 定 社員税理士 豊田 雅夫 税理士 成田 聡  

顧問税理士 小森 伸彦 顧問税理士 平井 伸治 本田百合子公認会計士・行政書士事務所  

〠930-0953 富山県富山市秋吉164番地17 ☎ 076（461）7401   

〠939-2718 富山県富山市婦中町分田157 コンチネンタルビル ☎ 076（466）2009   

 

  

ローソン入善舟見店 感謝状の贈呈 
（株式会社ＴＥＣＴ） 

 入善警察署より感謝状と特殊
詐欺被害防止推進の認定証が手
渡されました。 
電子ギフト券を購入しようとし
た男性に、店員が「警察に相談
するよう」助言し、特殊詐欺被
害を未然に防ぎました。 

八尾北・山田地域包括支援センター 竣工 
（医療法人社団 萩野医院 南館） 

 地域に暮らすお年寄りやご 
家族の相談に応じたり、介護 
予防教室を開催したり、地域 
住民の皆様が健康で安心して 
暮らせるよう、サポートをし 
てくださるそうです。 
  

 ◆お客様情報 

 魚津市の空家をﾘﾌｫｰﾑし、4 
月に開所。たくさんの草木を 
楽しめる広い庭園と、落ち着 
いた雰囲気が魅力のﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ 
です。（魚津市天王15番地） 

デイサービス むすびの里 開所 
（一般社団法人 むすびの里） 

ファミリーマート魚津新角川店 感謝状の贈呈 
（野崎 治夫 様） 

 魚津警察署より感謝状が手渡
されました。 
電子マネー販売に際し、適切な
対応と迅速な通報により、特殊
詐欺被害を未然に防ぎました。 

◆平成29年5月29日(月)より法定相続情報証明制度が始まりました！ 

 必要な書類が多く面倒な相続手続き。とりわけ不動産の登記は手間や時間がかかるため後回しとなり、名義変更を

しないままのことも多くなっています。この新制度では、相続手続きに係る相続人等の負担が軽減し、相続登記が促

進されることが見込まれています。 

 
 ①申出     法務局に    戸除籍謄本等 
                法定相続情報一覧図   を提出します 
 
 ②確認・交付  登記官による確認の後、無料で 
        「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を交付してくれます 
 
 ③利用       その後の相続手続(金融資産や不動産の名義変更)は、 
          「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を利用できます！ 

４月３０日(日)に第３７回魚津しんきろうマラソンに参加しました。 
当社では５ｋｍの部と１０ｋｍの部に数名ずつエントリーし、無事に
参加者全員が完走することができました。 
 
沿道で応援して下さった皆様、本当にありがとうございました。 

私たちもランナーと共に 
         汗を流しました！ 6月4日(日)に黒部市で行われる黒部名水 

マラソンにも皆で参加します！ 
応援よろしくお願いします！（西尾） 

◆  給水ボランティアにも参加 ◆ 

女性スタッフの中で唯一、１０ｋｍに
エントリーし、みごと完走する 
ことができました！（和泉） 
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