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11/1

18:00〜19:30

11/5

【税を考える週間行事】

税について考える日
主な内容

①税務講演会（15：30〜16：30）
「税務行政の将来像〜税の過去・未来〜」
講師：刈谷税務署 署長

深尾 俊一 氏

②税理士による「なんでも税務相談会」
（午前）10時〜12時／（午後）13時〜16時

「日本で一番大切にしたい会社」
〜人に喜ばれる会社経営とは！
価値ある人づくり・ものづくり〜
「これからの中小企業が目指す道」

講師：法政大学大学院政策創造研究科
教授

《相談例》・相続税の対策はどうしたらいい？
・土地などの資産を売却する時に関わる税金は？
・生命保険と税金について聞きたい。

③税務署による「知っておきたい税制説明会」
（10時〜12時）
・所得税及び消費税に関する改正
・e-Taxによる申告（電子申告）の進め方
・所得税及び消費税に関する誤りやすい事例
・消費税の軽減税率制度

主な内容

坂本 光司

氏

全国８,０００社以上の中小企業を訪問・調査を実
施した中小企業研究の第一人者で、ベストセラー
「日本でいちばん大切にしたい会社」の著書である
「坂本光司氏」を講師にお迎えし、これからの中小
企業が目指すべき「小さくても強い」会社に共通
する特徴と経営の極意について語っていただきます。
《こんな方にオススメ！》
; 自社の企業価値を高めたい！
; 小さくても強い会社にするための極意を知りたい！

《こんな方にオススメ！》
; 最近の税制改正について詳しく聞きたい！
; 税に関わる事で相談したい！

14:00〜16:00

11/13

あなたの会社もなれる！

14:00〜16:00
〜本年度、法務分野の大きな課題〜
11/29

どんぶり勘定からの
企業を取り巻く
起死回生の脱却術！ 「法務の諸問題」対策セミナー
講師：中央税務会計事務所
所長

中島 由雅

氏（税理士）

主な内容
①ナカジマは見た！どんぶり勘定の結末
②売上が大事？利益が大事？
③売上と５つの利益？
④年商１億円の会社と年商１０００万円の会社…
どちらがいいですか？
⑤利益は出るがお金が残らない？
⑥給料の出どころからお金の流れを見る
⑦赤字なだけではつぶれません！お金が無くなると
つぶれます！
《こんな方にオススメ！》
; 決算書の正しい読み方を知りたい！
; 自社の資金繰りを見直したい！
; どんぶり勘定、どんぶり経営から脱却したい！

テーマ：
「法務行政の現下の課題について」
講 師：名古屋法務局 刈谷支局
統括登記官
氏

金古 浩一

テーマ：
「企業を取巻く法務の諸問題対策について」
講 師：宮田合同事務所
代表
氏

宮田 幸 泰

（司法書士、土地家屋調査士、行政書士、刈谷モノづくり大学教授）

主な内容

①「知っておくべき会社法」への対応策
②登記の重要性について
③電子証明書のメリットについて
④法律の知識、トラブルの対応策、予防法務など
《こんな方にオススメ！》
; 会社の運営に係る法改正について詳しく聞きたい！
; 会社に係る事務手続きが遅れがちなので、詳し
く知りたい！

※詳細は、別紙チラシ又はホームページをご覧ください。
お問い合わせ先：刈谷商工会議所 TEL（0566）
21―0370
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ＨＰ： 刈谷商工会議所
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相談所だより

無 料 相 談 会 のご案 内

刈谷商工会議所・中小企業相談所では、経営に関する様々なご相談に応じています。お気軽にお問い合わせください。

愛知県信用保証協会
【日

金融相談

小規模事業者経営改善資金融資制度
（マル経融資制度）

時】 10月９日
午後１時30分〜４時00分
１事業所30分程度

【場

無担保・無保証人かつ低金利の融資制度です。

※予約制です

◇融資限度額 2,000万円

所】 刈谷商工会議所１階小会議室

◇返 済 期 間 運転７年以内、設備10年以内

【相 談 員】 愛知県信用保証協会経営支援部 担当者

日本政策金融公庫
【日

１１％
◇融 資 利 率 １．
◇融 資 対 象 常時使用する従業員数が20名以下。

移動相談

（ 商 業・ サ ー ビ ス 業 で は ５ 名 以 下 ）

時】 10月17日

の法人・個人事業主であること。

午前10時30分〜12時
１事業所30分程度
【場

※1,500万円以上のご融資を希望さ

※予約制です

れる方は、事業計画書等をご提出

所】 刈谷商工会議所１階小会議室

いただきます。

【相 談 員】 日本政策金融公庫岡崎支店国民生活事業 担当者

税務相談（相続・贈与・譲渡等税務全般）

労務相談（労務管理・労使紛争・年金等）
【日

時】 10月10日
午後１時〜４時
１事業所１時間 ※予約制です
【場
所】 刈谷商工会議所１階小会議室
【相 談 員】 当所委嘱社会保険労務士
【相談内容】労務管理・社会保険・労働保険・労使紛
争の解決・年金など様々な疑問・質問に
対し、秘密厳守でご相談に応じます。

【日

時】 12 月 4 日
午後１時〜４時

【場

所】 １事業所１時間

※予約制です

【相 談 員】 刈谷商工会議所１階小会議室
【相談内容】当所委嘱東海税理士会刈谷支部所属税理士

下請受発注相談
（公財）あいち産業振興機構には県内の発注情報、
受注情報が取りまとめられています。詳しくは下
記までお問い合わせください。

相続・事業承継の問題など税務全般に
関する個別相談です。

申込及び問合わせ先
刈谷商工会議所 中小企業相談所
TEL
（0566）
21−0370

大切なご家族の介護は
博愛にお任せください

税理士法人笠松 & パートナーズ
私たちは企業参謀をめざします

新規開業 ( 会社設立または
個人青色申告 ) の悩み解決

since1965

簡単出納帳入力がクラウド
上で月額 800 円より !!
相続対策 まずは現実を知
ることから

介護付有料老人ホーム

博愛ナーシングヴィラ
〒448-0803 刈谷市野田町北口９５番地
☎（0566）25‑1600（JR 野田新町駅南）
http://www.hakuai.co.jp/
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税務関係書類作成・提出の
心配から解放

〒444-1305 高浜市神明町 2-5-17
TEL 0566-53-7881 FAX 0566-54-2055
http://www.kasamatsu.gr.jp/pc/index.html

2018年・10月号

【刈谷モノづくり大学専門家派遣】
（刈谷市委託事業）

刈谷モノづくり大学専門家派遣制度のご案内
本事業は、経験豊富な専門家を直接企業に派遣することにより、個々の企業が抱える様々な課題を
解決することをねらいに開催するものです。

個別相談・指導・社内研修
派遣回数制限無し・無料！

秘密厳守！
業種を問わず利用可能！

【対象者】

刈谷市内に本社、工場等拠点がある中小企業（従業員300人以下または資本金３億円以下）の方
※但し、刈谷商工会議所会員事業所の方に限り、市外の事業所の方もお申込みできます。
刈谷市内において新たに事業を開始しようとする方 など

【専門家一覧】

【安全・衛生問題】 【経営戦略構築・
経営改善策検討相談】
労働安全衛生マネジメント
システム評価員

前川 茂晴 氏

【新規事業・
ビジネスプラン相談】

【人材育成・品質管理】

大参 直子 氏

水野 忠男 氏

新産業創出支援コーディネーター

中小企業診断士

神谷 正仁 氏

近藤 邦治 氏

【会社法務相談】

【法律相談】

宮田 幸泰 氏

花井 淳 氏

司法書士・土地家屋調査士・行政書士

【労働・助成金相談】

弁護士

特定社会保険労務士
年金マスター、
ＦＰ

品質管理アドバイザー
工場管理アドバイザー

【知財相談】

【事業計画策定・原価管理】

前田 大輔 氏

照井 清一 氏

弁理士

中小企業診断士

※相談内容に応じて複数の専門家で対応可能です！

何でもお気軽にご相談ください！

刈谷商工会議所中小企業相談所 TEL 0566 21 0370
ИƗǸǌ»ǒȍǸǫżԓƻ©

みどり経営グループ
代表社員税理士
社会保険労務士

天野卓男
守山暁子

塗る防滑

資金繰りの改善をお手伝いするとともに
黒字経営の支援を行います。

ヒヤリハットを
無くそう！

ミッドランド税理士法人

刈谷市井ケ谷町中ノ嶋22

刈谷市幸町２-３-３
電話 0566-23-3240 FAX 0566-22-9544

詳しくは
お問合せ
下さい■

☎
（0566）
36‑5527

http://www.hayajin.co.jp
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（愛知県知事許可 般 28 第 27192 号）

2018年・10月号

無担保、無保証、低金利の３拍子揃った融資制度！

マル経融資

固定金利 １.１１％
こんな時にご活用頂けます！
新規顧客開拓のための資金を調達したい！
営業力強化のために営業車を購入したい！
商品ラインナップを強化するための仕入資金を調達したい！
大規模な受注が入り、つなぎ資金を確保したい！
など
返済期間

融資対象・条件等

最高限度額

２,０００万円

商業・サービス業：５人以下
製造業・建設業：２０人以下
１年以上事業を行っている方
設備資金１０年
確定申告を行い、税金を完納されている方
運転・設備資金 併用可能
現在マル経融資の借入額の半分以上ご返済されて
いる方は、借替も可能です。
（※借替の目安です。
）
※刈谷市から利子補給制度も有ります！

運転資金 ７年

お気軽にお問い合わせください！

刈谷商工会議所中小企業相談所 ☎0566−21−0370
【広告】Pasco

753〜

歯
科
矯正歯科
小児歯科
刈谷市桜町４丁目 24 番地

s23-2222（デンソー本社前）
Z0120-148020
ホームページからもご予約できます

http://www.futamura.or .jp
●高度な滅菌・消毒で安心・安全
●専門医・認定医による良質治療
●日曜日・祝日も診療しています
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