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事業：新年賀詞交歓会・新春経済講演会の開催 

経営：商業部会主催経営革新セミナーの開催 

経営：工業部会主催販路開拓セミナーの開催 

税務：源泉所得税に係る年末調整指導会の開催 

情報：消費税申告対策・1月度予定等 

今月のトピックス 

 商業部会では、“出汁（だし）”の総合メー

カー「だしのフタバ」として業務用だし

パックや鰹節、だし調味料等を製造する

「㈱フタバ」（三条市）の代表取締役・江

口晃氏をお招きし、経営革新や商品開発に

関する講演会を開催します。 

 同社は2017年からオリジナルブラ

ンド『ON THE UMAMI』をスタート

させ、消費者に対して新たな価値提案

を行っています。 

 本講演会では新ブランドの立ち上げ

に踏み切った理由、新商品開発のポイ

ント、今後のブランド展開等について

お話しいただきます。 

 消費者の“心”を動かす「だし」への

新たなアプローチとは…業種問わずどなたでもご参加いただ

けます。 

◆日時：令和2年１月２３日㈭ 16:00～17:00 

◆会場：村松商工会館 ２階大会議室 

◆講師：江口 晃 氏（㈱フタバ 代表取締役社長） 

◆申込：令和2年1月16日㈭までにお申込みください。 

※講演会終了後、商業部会新年会を行います。 

我が社の経営理念 
～消費者の“心”を動かす新たな商品開発とその取組み～ 

商業部会主催 経営講演会＜経営革新・商品開発セミナー＞ 工業部会主催 経営講演会＜販路開拓セミナー＞ 

 せっかく良い製品や技術があっても、今は待っていれば売れ

るという時代ではありません。効果的な「魅せ方」と「伝え

方」を知らないために、良さが伝わらず

売上に結びついていないケースが多く存

在します。 

 工業部会では、コピーライターとして

名立たる実績を持つ「㈱エスト・コミュ

ニケーションズ」の代表取締役・弓削徹

氏を講師に迎え、工業系業種の販路開拓

に関する講演会を開催します。 

 「良いモノをつくれば売れる」というのはもはや過去の

話。現代に求められるモノの魅せ方、伝え方について企業の

規模を問わず導入できる手法を「製造業の弓削」と評価を得

る販路開拓のスペシャリストが丁寧に解説いたします。「宣

伝下手」と言われがち（!?）な新潟の県民性にグッと訴えか

ける講演です。業種問わずぜひご参加ください。 

◆日時：令和2年２月４日㈫ 16:00～17:30 

◆会場：村松商工会館 ２階大会議室 

◆講師：弓削 徹（ゆげ とおる） 氏 
    （㈱エスト・コミュニケーションズ 代表取締役） 

◆申込：令和2年1月28日㈫までにお申込みください。 

※講演会終了後、工業部会新年会を行います。 

総務委員会主催 ２０２０年 新年賀詞交歓会・新春経済講演会  

●日時：令和２年１月１５日㈬  

①新春経済講演会【16:30～17:30】 

 テーマ：2020年の経済展望 

               ～県内経済の今後の見通し  

      と中小企業経営   

 講師：副所長 二宮 康彰 氏 

②新年賀詞交歓会（懇親会）【17:30～19:30】 

●会場：割烹 新瀧（城町 ℡58-7191） 

●会費：4,000円（賀詞交歓会懇親会費として） 

モノづくり企業のカオづくり経営 
～お客様から選ばれるために何を発信しますか!?～ 

発行元：村松商工会／経営支援室 
〒959-1705 新潟県五泉市村松乙２４５ 
TEL:0250-58-2201 FAX:0250-58-8409 

E-mail:mms2201@blue.ocn.ne.jp 

URL  http://www.muramatu-net.or.jp 

[村松商工会HP] [むらまつ商売繁盛.com] 

 
スマホをかざして 

最新情報チェック☞ 

 総務委員会の主催により新年恒例の「新年賀詞交歓会」を

１月15日に開催します。 

 今回は記念講演として、金融・経済、特に県内経済の動向

に精通する「㈱ホクギン経済研究所」副所長・二宮康彰氏を

講師にお迎えし、「新春経済講演会」を開催します。 

 国内外・県内の現状を見据え、現代社会の環境変化に対応

していくための企業経営のヒントや指針を得ることを目的

に、2020年の県内経済の見通しについて講演いただきます。 

 商工会員皆様の相互の親睦と情報交換の場として、ぜひご

参加ください。 



 

村松商工会報 

 令和元年分源泉所得税に係る 

「年末調整指導会」開催 

 源泉所得税の年末調整事務に関す

る個別指導会を下記の日程により開

催します。 

 商工会へ源泉税納付事務や記帳・

決算・申告事務等を委託している方

及び指導を受けている方は、賃金台

帳や各種所得控除証明書等の必要書類をご用意の上、期間中

に商工会へお越しください。 

◆日程：１月６日㈪・７日㈫・８日㈬・９日㈭・１０日㈮  

    時間は各日とも9:00～16:30まで 

◆納付期限：令和2年1月10日㈮ 

   （納期特例適用者の場合は令和2年1月20日㈪） 

 ※期限までに納付されない場合は延滞税等が発生しますの

でご注意ください。 

◆必要書類： 

 ①事業主本人の個人番号（マイナンバー）確認書類 

 ②源泉所得税の納付書等年末調整関係書類 

 ③賃金台帳（H31/1～R1/12の給与明細・源泉徴収簿等） 

 ④給与所得者の扶養控除（異動）申告書 

 ⑤給与所得者の配偶者控除等申告書 

 ⑥給与所得者の保険料控除申告書 

  ※生命保険や年金、地震保険、小規模企業共済等の掛金

払込証明書を添付する必要があります。 

 ⑦（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書 

◆手数料：基本料300円＋作業量割200円×人数（税込） 

＜重要＞確定申告書用紙に代わり 
「確定申告のお知らせ」はがきが送付されます 

 近年インターネットを利用した電子申告の普及拡大に伴

い件数が増加し、税務署から送付される申告書用紙が利用

される割合が年々低下しており、資源保護及び行政コスト

の観点から、国税庁からは申告書用紙の送付に代えて「確

定申告に必要な情報」「e-Tax等のご案内」などを記載し

た「確定申告のお知らせ」はがき（又は通知書）が送付さ

れます。 

 令和元年分の確定申告で必要となりますので、下記のは

がき又は通知書が届きましたら必ずお手元に保管いただき

ますようお願いします。 

   新潟県消費動向調査 ２０１９年冬期 
【出典】一般財団法人新潟経済社会リサーチセンター センター月報（2019年12月号） 

今後半年間に購入・支出を予定している商品等 

 新潟県内の個人消費関連の経済指標をみると、百貨店・スーパー販売額は

衣料品が低調だったことなどから前年を下回って推移していたものの、消費

税の引上げ直前には酒類や日用品のまとめ買いによって売上高の押し上げが

みられた（図表１）。ただし、前回増税時に比べると伸び率は小幅にとど

まった。家電大型専門店販売額はパソコンや４Ｋテレビ、白物家電などを中

心に、好調に推移している。一方、乗用車新規登録・届出台数は人気車種の

モデルチェンジの効果や駆け込み需要が幾分みられたことから前年を上回る

推移が続いたものの、増税後は反動減などにより減少している。消費増税と

いう特殊要因があったことから、増税前後で大きな振れ幅を伴う動きとなっ

ており、足元の個人消費は駆け込み需要の反動が一部にみられる。 

今後半年間における消費支出項目（増えそうな項目） 

 「増えそう」と回答した人の割合は「食費（外食費を除く）」が最も高

く、41.0%となった（図表２）。以下「日用品（生活雑貨・消耗品等）」

「教育費（学費・学習塾・教材費等）」などの順となっており、比較的購入

頻度の高い項目が上位となっている。 

近年登場した商品・サービスで半年以内に利用したもの 

 近年登場した商品・サービスのうち、最近半年以内に利用したものを尋ね

たところ（複数回答）、「ネットショッピング」が66.0%と最も高くなった

（図表３）。以下「定額制の映像配信・雑誌読み放題・音楽配信等サービス

（Amazonプライム・dマガジン・Apple music等）」（17.1%）、「フリ

マアプリ（メルカリ等）」（14.2%）、「オンラインゲーム」（12.2%）な

どの順となっている。一方で、「家計簿アプリ」（4.9%）、「ネットスー

パー」（4.4%）、「投資アプリ」（4.3%）などの利用は一部にとどまって

いる。 

図表１ 

図表２ 

図表３ 
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  特集：キャッシュレス・消費者還元事業に見る消費税の仕入税額控除の考え方… 

  「本日売上」として、お店はいくらで帳簿に書くべきか 

 令和元年10月1日の消費税増税、軽減税率、キャッシュレ

ス・消費者還元事業がスタートして以来、初めての確定申告の

時期を迎えようとしています。 

 キャッシュレス・消費者還元事業については、消費者への還

元方法が４パターンあります。 

①ポイント付与…次回以降の買い物時に使えるポイントが付

く、○○payの残高がポイント還元分増える  

②引落相殺…クレジットカードの利用額が預金口座から引き落

とされるときに、ポイント還元分が差し引かれる 

③口座充当…銀行口座にポイント分が還元される 

④即時充当…会計時にキャッシュレス還元分を差し引く 

 ①～③はキャッシュレス決済を行ったお店は介さず、消費者

に直接還元される方法です。一方で、④では買物をしたときに

そのお店で即ポイントを使うことになるので、お店の立場とし

ては売上がいくらになるのか注意が必要です。 

 コンビニ等が行っている即時充当によるキャッシュレス・消

費者還元は、商品対価の合計額が変わるものではありません。

消費税の課税事業者が商品を購入した際、その取引（仕入れ）

について仕入税額控除を行うことになりますが、即時充当によ

る消費者還元を受けた場合には、商品対価の合計額が「課税仕

入れに係る支払対価の額」となります。 

 一方、自社ポイントのように、商品等の購入の際のポイント

利用が「値引き」となる場合には、「値引き後の金額」が「課

税仕入れに係る支払対価の額」となります。 

例１）加盟店手数料に対する補填金が後日支払われる場合 

①商品代金109,000円（税込）をキャッシュレス決済した。 

②キャッシュレス決済分の入金があり、加盟店手数料3%分

（3,270円）、入金手数料200円が差し引かれて入金された。 

③経費補填金（加盟店手数料の1/3）が入金された。 

例２）加盟店手数料への補填金が手数料等と相殺される場合 

①商品代金109,000円（税込）をキャッシュレス決済した。 

②キャッシュレス決済分の入金があり、加盟店手数料2,180円

（手数料3%分 3,270円から経費補填金1,090円を差し引かれ

た額）、入金手数料200円が差し引かれて入金された。 

商品等を購入した事業者においては、レシートの表記から「課税仕入れに係る支払対価の額」を判断して差し支えありません。 

【ケース別仕訳例】 キャッシュレス決済額：109,000円（税込）加盟店手数料率：3.0% の場合 

借 方 貸 方 

売掛金            109,000 売上             109,000 

借 方 貸 方 

普通預金         105,530 

支払手数料          3,270 

支払手数料           200 

売掛金     109,000 

借 方 貸 方 

普通預金             1,090 雑収入（不課税）   1,090 

借 方 貸 方 

普通預金         106,620 

支払手数料          3,270 

支払手数料           200 

売掛金     109,000 

雑収入（不課税）  1,090 

借 方 貸 方 

売掛金            109,000 売上             109,000 

 

 

 

 

 

例３）加盟店手数料に対する補填金が後日支払われる場合で、 

消費者還元方法は即時充当とする場合 

①商品代金109,000円（税込）をキャッシュレス決済した。 

②キャッシュレス決済分の入金があり、加盟店手数料3%分

（3,270円）、入金手数料200円が差し引かれて入金された。 

③経費補填金（加盟店手数料の1/3）、即時充当分2,180円が

入金された。 

借 方 貸 方 

売掛金            109,000 売上             109,000 

借 方 貸 方 

普通預金         103,350 

支払手数料          3,270 

支払手数料           200 

売掛金     106,820 

借 方 貸 方 

普通預金             3,270 雑収入（不課税）   1,090 

売掛金      2,180 



Muramatsu Management Express   2020.1  
 

 村松商工会青年部主催 

  小学生新春！むらまつカルタ大会 
 青年部では、郷土かるた「村松かるた」で子どもたちに遊

んでもらうことで村松の文化に関心を持ち、自分の住む地域

に誇りを持ってもらいたいという思いから、小学生を対象と

したカルタ大会を開催します。 

★日時：令和２年１月２５日㈯ 

    9:30受付 10:00開始 

★会場：さくらんど会館２階和室 

★対象校：村松小学校・愛宕小学校 

     大蒲原小学校 

★参加費：無料（全員に参加賞あり） 

★ルール：『村松かるた』を使用し、学年ごとにグ 

     ループに分かれて行います。 

★申込：令和２年1月15日㈬までに商工会へお電話かFAXに

てお申し込みください。 

商工会費・労働保険料第３期分納入について 

 第３期分の商工会費と労働保険料（事務委託事業所）の

納入期日は下記のとおりです。 

 労働保険料につきましては、分納を申し込まれている事

務委託事業所の方へ１月中旬に納入通知書を送付いたしま

すので、通知書に記載の金額を期日までお納めください。 

納入期日：令和２年１月３１日㈮ 

※口座振替実施日になります。現金納付の方は期日までに

商工会へお納めください。 

※代表者や振替口座に変更がある場合はお早目に商工会ま

でお知らせください。また、雇用保険適用事業所におい

て、従業員の雇入れ・退職の事実があった場合は、雇用保

険資格取得・喪失の手続き（別途手数料を頂戴します）を

行いますので、随時お知らせください。 

１月の行事予定 

6㈪～

10㈮ 
源泉所得税「年末調整指導会」 村松商工会館 

8㈬ 
税理士派遣による代理送信打合せ会 

（三者協議会） 
新津税務署 

15㈬ 
新春経済講演会 

新年賀詞交歓会 
割烹 新瀧 

23㈭ 
商業部会主催経営講演会 

商業部会新年会 

村松商工会館 

村松 

25㈯ 青年部小学生むらまつカルタ大会 さくらんど会館 

29㈬ 
青年部新年会 

青色申告会決算実務研修会 
村松 
新津商工会議所 

31㈮ 商工会費・労働保険料口座振替日  

 新潟県内特定最低賃金が改正されました 

必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も。 

 10月6日から新潟県内の基本最低賃金が830円へ改正され

たことに伴い、12月から特定業種別の最低賃金が改正とな

りましたので、お知らせします。 

 最低賃金法に基づき国が定めている地域別最低賃金は、常

用・臨時・パート・アルバイト・嘱託などの雇用形態や呼称

にかかわらず、原則としてすべての労働者とその使用者に適

用されます。 

 

① 

新潟県自動車（新車）、自動車部分品・附属品小売業 

改正前：時間額898円→改正後：時間額９１９円 

効力発生日：令和元年12月19日㈭ 

 

② 

新潟県各種商品小売業 

改正前：時間額824円→改正後：時間額８４２円 

効力発生日：令和元年12月31日㈫ 

新潟県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具 

情報通信機械器具製造業 
 

③ 
改正前：時間額890円→改正後：時間額９０８円 

効力発生日：令和元年12月31日㈫ 

日本政策金融公庫貸付利率（令和元年12月2日現在） 

     ◆普通（一般）貸付…貸付限度額 4,800万円 

        運転資金：５年以内/2.16～2.45％ 

        設備資金：10年以内/2.16～2.45％ 

     ◆経営改善貸付…貸付限度額 2,000万円 

        運転資金：７年以内/1.21％ 

        設備資金：10年以内/1.21％ 

※最低賃金の対象となる賃金は毎月支払われる基本的な賃

金に限定されます。日給・月給の場合は時間額に換算して

比較することとなります。 

 

 

 商工会では、商工会に加入していない事業者の方の加入

促進を行っています。皆様の周りで商工会に未加入の方や

新たに事業を創業予定の方、創業された方がおられました

ら、商工会への加入をお勧めくださるようお願いします。  

 ご連絡いただければ、事務局が商工会事業・指導内容等

のご説明に伺いますので、商工会までお知らせください。 

商工会員募集へのご協力のお願い 

主催年金事務所 
（予約先電話番号） 

会 場 相談日 時 間 

五泉市福祉会館 16㈭ 10:00～15:00 新潟東年金事務所 
（025-283-1014）  

阿賀町役場本庁 22㈬ 10:00～15:00 

１月の年金相談のご案内 

商工貯蓄共済の主な特色（メリット） 

①貯蓄に重点   ②安心保障    ③低利な融資 
 毎月の掛け金は1口    万一の生命事故に   一定の条件のもとで、 
2千円で、その大部分は  備え、安価な共済料  運転・設備資金等の 
貯蓄積立金となります   で大きな保障       融資が利用できます 

「商工貯蓄共済」加入促進実施中！ 


