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２月の行事予定 

�㈬ 

県連合会第３四半期監査 
県青連第３回正副会長会議 
県青連第４回理事会 
県法人会連合会総務委員会 

新潟県商工会館 
新潟県商工会館 
新潟県商工会館 
新潟市中央区 

�㈮ 村松青色申告会監査会・役員会 村松商工会館 

�㈫ 村松さくらカード会総会 村松商工会館 

��㈫ 県連合会第�回特別選考委員会 
関ブロ青年部リーダー結魂式 

新潟県商工会館 
山梨県 

��㈭ 経営発達支援事業評価委員会 
金融懇談会 

村松商工会館 
五泉市村松 

��㈪ 貯共事業運営委員会 新潟県商工会館 

��㈬ 所得税・消費税確定申告相談会⋇ 村松商工会館 

�㈪ 県法人会連合会協議会・理事会 新潟市中央区 

��㈮ 県商工青年同友会経営研修会 新潟市中央区 

��㈭ 所得税・消費税確定申告相談会⋈ 村松商工会館 

主催年金事務所 会 場 相談日 時 間 

五泉市村松支所 4㈭ 10:00～15:00 

五泉市福祉会館 18㈭ 10:00～15:00 

新潟東年金事務所 

（025-283-1014）  

２月の年金相談のご案内 

日本政策金融公庫貸付利率（令和�年�月�日現在） 
 

 貸付限度額 �����万円ؼ普通（一般）貸付ٷ
    運転資金：５年以内/����～����％ 
    設備資金：��年以内/����～����％ 
 貸付限度額 別枠�����万円ؼ新型コロナウイルス感染症特別貸付ٷ
���������万円以内：当初�年間��������年経過後����� 
���������万円超：����� 
����運転：��年以内 設備：��年以内（ともに据置�年以内）��� 
 貸付限度額 �����万円ؼ経営改善貸付ٷ
    運転資金：７年以内/����％ 
    設備資金：��年以内/����％ 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大の
影響に伴い、従業員の雇用維持と事
業の継続を行う事業者へ、雇用調整
助成金の申請を社会保険労務士等に
依頼した費用を支援します。 
＜制度概要＞ 
Ⓥ対象者（以下の⋇～⋉を満たす者） 
⋇五泉市内に所在する中小企業の事業主であること。 
 。五泉市に住民登録を行っていることؼ個人事業主پ
 。五泉市内に本社または本店があることؼ法人پ
⋈新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、雇用調

整助成金等の支給決定を受けた事業者であること。 
⋉雇用保険適用事業所であること。 
Ⓦ支援金額ؼ上限�������円（一事業所�回まで） 
雇用調整助成金等交付申請の際に、社会保険労務士等へ事務پ

処理等を依頼したことに要した経費が対象 
 休業等の初日が令和�年�月��日以降のものも遡及適用پ
Ⓧ申請方法ؼ下記書類を五泉市商工観光課へ郵送にて提出 
⋇五泉市雇用調整助成金利用促進支援金交付申請書 
⋈雇用調整助成金等の支給決定通知書のコピー 
⋉社会保険労務士等に申請事務を依頼したことが確認でき  
 る書類のコピー 
⋊社会保険労務士等への報酬支払いの完了を確認できる書類 
 のコピー 
⋋支援金振込先の金融機関、支店名、口座番号、口座名義人 
 が確認できる書類のコピー 
 申請書は、五泉市ホームページからダウンロードできるپ
 他、市役所商工観光課、五泉商工会議所、村松商工会窓 
 口でも配布しています。 
Ⓨ申請期限ؼ令和�年�月��日㈬ 
 雇用調整助成金等の支給決定を受けた日から�カ月以内پ
 。予算に達し次第受付を終了しますپ

・・・詳細は商工会までお問合せ下さい・・・ 

【五泉市】雇用調整助成金利用促進支援金のお知らせ 

【確定申告期限】 
    所得税及び復興特別所得税、贈与税：３月１５日㈪ 
    個人事業者の消費税及び地方消費税：３月３１日㈬ 
【納期限】 
 ⋇現金納付・電子納税の納期限 
  所得税及び復興特別所得税、贈与税：３月１５日㈪ 
  個人事業者の消費税及び地方消費税：３月３１日㈬ 
 ⋈振替納税の振替日 
  所得税及び復興特別所得税、贈与税：４月１９日㈪ 
  個人事業者の消費税及び地方消費税：４月２３日㈮ 

新津税務署からのお知らせ ～署外の確定申告会場について～ 

 新津税務署では、所得税・個人消費税・贈与税の署外の確
定申告会場を下記のとおり設置します。（この期間中は、新
津税務署庁舎での申告相談を行いません。）申告書の作成に
は時間を要しますので、必要書類をご用意の上、お早目に会
場へお越し下さい。 
入場には会場で当日配布される「入場整理券」が必要でپ
す。また、/,1(を通じた事前発行も可能です。（/,1(アプ
リから国税庁/,1(公式アカウントを友だち追加の上、ご利用
下さい。） 
入場の際に検温を実施しています。咳・発熱（����度以پ
上）等の症状のある方は入場をご遠慮頂く場合があります。
また、来場の際はマスク着用にご協力下さい。 

会場 秋葉区役所 ６階（会議室） 

期間 ２月１６日㈫～３月１５日㈪ ※土日・祝日を除く 

時間 （受付）午前９時～午後４時 

 

 

 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下さい。 

商工会員募集へのご協力のお願い 

 

 

村松商工会報                                                                           【令和３年２月１日発行（9RO���）】 

 専門家（税理士）及び職員による青色申告等の所得税・消
費税に関する確定申告個別相談会を下記の通り開催します。  
 混雑を避けるため予約制とさせていただきますので、事前
に商工会へお申込み下さい。（申込状況によっては日程の希
望に添えない場合もありますので、ご了承下さい。） 
 なお、例年商工会で作成指導を受けられている事業所につ
きましては別途日時を指定してご案内します。 

 日時：⋇２月２４日㈬��⋈２月２５日㈭�⋉３月１日㈪ٷ
������������⋊３月３日㈬  ⋋３月５日㈮    ⋌３月８日㈪  

        ⋍３月１０日㈬  
    ⋎３月１２日㈮ؼH-7D[(電子申告)指導のみ 
�   ／午前ؼ各日受付時間پ���～�����  
        午後／ �����～����� 
  申告手続きにおいて「個人番号（マイナンバー）」の記載پ
 が必要となるため、個人番号や本人確認のための書類を必

ずご持参下さい。 
新型コロナウイルス感染症対策として、アクリル板や非接پ

触型体温計、アルコール消毒液等の配備による感染防止措

税務：所得税・消費税確定申告相談会の開催 

税務：【特集】コロナ対策助成金等の収入計上 

事業：商業・工業部会共同チラシ発行事業 

情報：新津税務署・五泉市からのお知らせ 

情報：２月度行事予定・公庫金利情報等 

置を行います。来場の際はマスク着用にご協力下さい。 
 会場：村松商工会館 ２階大会議室ٷ
 ：相談にあたる税理士ٷ
 Ⓥ中村 賢一 先生 
 Ⓦ山田 浩一 先生 
 Ⓧ渡辺 伸秀 先生 
 ：持参書類等ٷ
 （必ずご持参下さい） 
⋇令和２年分「確定申告のお知らせ」はがき又は通知書 
 （１月下旬に税務署から送付されています） 
⋈コロナ関連給付金等の交付決定通知書（持続化給付金等） 
⋉令和２年分の売上・仕入・経費等を集計した帳簿等 
⋊社会保険（国民年金・国民健康保険等）・生命保険・損害

保険（地震保険）等の支払証明書 
⋋給与・年金等の源泉徴収票 
⋌前年分・前々年分の決算書・所得税及び消費税申告書の控 
⋍事業主の個人番号ｶｰﾄﾞまたは通知ｶｰﾄﾞ＋運転免許証等 
⋎印鑑（認印で可）  
⋏手数料（事務量に応じて納入いただきます） 

発行元：村松商工会／経営支援室 
〒���-�����新潟県五泉市村松乙２４５ 
7(/�����-��-�����)$;�����-��-���� 
(-PDLO�PPV����#EOXH�RFQ�QH�MS 
85/��KWWS���ZZZ�PXUDPDWX-QHW�RU�MS 

[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╟ 

準備はお早目に！令和２年分所得税・消費税確定申告相談会開催 

平成��年度税制改正により青色申告特別控除・基礎控除額が
それぞれ以下のように変更となります。  
 
【改正点⋇】 
 個人の所得税について
変更があります。 
・青色申告特別控除額 
 ��万円 ܒ���万円 
・基礎控除額 
 ��万円 ܒ���万円 
 
【改正点⋈】 
 上記に加え、H-7D[による電子申告または電子帳簿保存を
行うと青色申告特別控除額が令和�年度以降も��万円とな
り、基礎控除額との控除合計額が���万円となります。 

＜令和２年度所得税確定申告から＞ 

青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります！ 

【現行】 【改正①】 【改正②】 

 令和２年度分の確定申告からٷ
⋇H-WD[による電子申告または⋈電子帳簿保存 
上記⋇～⋉の要件に加え、⋇または⋈のどちらかを満پ
たすことで、引続き��万円の控除が適用されます。 

＜青色申告控除（��万円）の適用要件＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

詳しくは国税庁ホームページよりご確認下さい。 
 国税庁ホームページ（85/:ZZZ�QWD�JR�MS）ٷ

 令和元年度分の確定申告までٷ
⋇正規の簿記の原則で記帳（複式簿記） 
⋈申告書に貸借対照表と損益計算書を添付 
⋉期限内申告 

上記⋇～⋉に加えて 

今月のトピックス 



 

 
 

≪特集≫新型コロナウイルス対策に係る各種助成金の収入計上時期について 

…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…

 新型コロナウイルス感染症対
策を目的に、国や地方自治体等
から支給を受けた各種助成金等
について、それぞれの収入計上
時期が国税庁ホームページに示
されています。 
 各種助成金等は「国や自治体

によって助成金等の支給が決定された日に収入すべき権利が
確定する」と考えられるため、原則として、「助成金等の支

 課税対象となる主な助成金等と収入計上時期ٷ

村松商工会報 

 助成金等の種類 収入計上時期 

事業所得等に区分されるもの 
（法人税についても同様） 

持続化給付金（事業所得者向け） 
支給決定時  

県・市の感染拡大防止協力金 

雇用調整助成金 

支給決定時または経費発生時 
 

小学校休業等対応助成金 

家賃支援給付金 

小規模事業者持続化補助金 

農林業業者への経営継続補助金 

医療機関・薬局等における感染拡大防
止等支援事業における補助金 

一時所得に区分されるもの 

持続化給付金（給与所得者向け） 支給決定時 

*R7Rトラベル事業における給付金 
旅行終了時（旅行代金相当額） 

クーポン使用時（地域共通クーポン
相当額） 

*R7Rイート事業における給付金 ポイント・食事券使用時 

*R7Rイベント事業における給付金 ポイント・クーポン使用時 

雑所得に区分されるもの 持続化給付金（雑所得者向け） 支給決定時 

給決定がなされた日の属する年分の収入金額」として計上し
ます。 
 つきましては、下記一覧表をご確認の上、収入の計上漏れ
が無いようご留意願います。 
 なお、当会にて実施する青色申告等の所得税・消費税に関
する確定申告個別相談会では、各種助成金の申告漏れ等を防
止するため、新型コロナウイルス対策に係る各種助成金の交
付を受けた事業者については、必ず助成金等の「交付決定通
知書」を持参されるようお願いします。 

【注意事項】 
 事業所得等の金額の計算においては、「総収入金額」から「必要経費」を差し引くこととされており、各種給付金等の申請ٳ
 手続に際して発生した費用（行政書士等に対する報酬料金）はこの必要経費に該当します。 
 。助成金等に係る経費が発生した際は、支給対象となる経費を支出した時点で収入計上しますٳ
 助成金等による補填を前提として、経費の支出等に係る所定の手続きを済ませている場合には、その収入計上時期はその支ٳ
 出が発生した日の属する年分となります。 
 これらの助成金等を固定資産の取得等に充てた場合において、一定の要件を満たすときには、その固定資産の取得等に充てٳ
 た部分の金額に相当する金額を総収入金額に算入しない（総収入金額不算入）こととされています。 

～締切間近！お申し込みはお早めに！～  
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�月にご案内のとおり、商業・工業部会では両部会合同による非接触型のコロナ対策支援とし
て、事業所や商品・サービスの紹介・クーポン等を掲載する共同チラシ『まるっと村松！お店＆
企業ガイド』の掲載店舗を募集しています。本チラシは全業種対象の共同チラシとなっており、
どなたでも無料で事業所の35活動にご活用いただけます！この機会にぜひお申込み下さい！ 

発行時期 
令和３年２月２０日(土)  
 。五泉市内全域に新聞折込を行いますپ

内  容 

【商業部会】・・・・・・・・・・・・ 

お店の情報や商品・サービスの紹介ととも

に、昨年実施したクーポンチラシ事業と同

様、お店独自のクーポン情報を掲載しま

す。(クーポンを掲載せずに、事業所35の

みを掲載することも可能です。） 

【工業部会】・・・・・・・・・・・・ 

事業所の35をメインに、事業内容や技

術・製品等の情報を掲載します。 

（商業部会と同様に、クーポンを掲載する

ことも可能です。） 

【クーポン有効期間】・・・・・・・・ 

令和３年２月２０日(土)～３月３１日(水)  

仕  様 Ｂ３サイズ・二つ折り・白黒両面印刷 

募集期限 令和３年２月３日�水�  

申込方法 

�月に送付済みの申込用紙に必要事項をご記

入の上、商工会まで)$;またはご持参にて

お申込み下さい。 

:RUGファイル�は商工会+3にも�申込書پ

掲載しています。 

その他ご不明な点等がありましたら、商ٳ

工会までお問合せ下さい。 

（担当：本間・菊池／7(/:��-����） 

◆共同チラシ概要 

◆業種別記載イメージ（※記載内容の詳細は1月20日付送付の案内をご確認下さい。） 

⋇事業所名（店名）をご記入下さい。 
≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・ 
⋈クーポン内容または事業所の「ひとこと35」

をご記入下さい。 
（例１）小売業の場合  
 「ポイントٳ倍！」 
（例２）飲食業の場合 
 「！１品サービスٳٳ」 
≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・ 
⋈事業所の「ひとこと35」をご記入下さい。 
（例１）建築業の場合 
 「家のリフォームお任せください！」 
（例２）設備工事業の場合 
 「水廻りでお困りのこと、ご相談ください」 
≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・ 
⋉お店や商品情報を簡単にご記入下さい。 
自社ホームページをお持ちの場合は85/もご記پ

入下さい。 
≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・≼・ 
⋊連絡先、営業時間、定休日等をご記入下さい。 
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⋇ 

⋇ ⋇ 

⋈ ⋈ 

⋈ ⋈ 

⋉ ⋉ 

⋉ ⋉ 

⋊ ⋊ 

⋊ ⋊ 

例：小売業（クーポンありの場合） 例：飲食業（クーポンありの場合） 

例：建築業（クーポンなしの場合） 例：製造業（クーポンなしの場合） 


