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中村会員

クラブ協議会

発表

岡田会員

遠田会員

ロータリーソング 「それでこそロータリー」「４つのテスト」
◎本日の出席状況
出席：24 名（22 名）中 16 名

72.73％

欠席：大原・山本・長野・平山・斉藤（英）・松本（相澤・鯨井）各会員

会 長 挨 拶

鈴 木（ 恭 ） 会 長

あまり世間では話題になっていませんが、来年 10 月から消費税の取り扱いが変わることになっています。
これまで年間売り上げが 1000 万円以下の事業者は免税事業者として消費税の申告納付の義務はありませ
んでした。それでも一般の課税事業者と同様に売上に消費税を上乗せして請求して、それを支払う得意先も
消費税の課税仕入れとして、納付の金額から差し引くことができていました。それが来年 10 月から「適格
請求書発行事業者」でなければ消費税課税での取引（売上に消費税を上乗せすること）ができなくなってし
まいます。
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このこと自体はそもそも益税とされていたものが取れなくなるだけ（と言いながら、免税事業者の払った
消費税が損税としてなっているので純粋に駅とは言い難いが）なので、仕方ない面もあるかもしれません。
しかし支払う側からすれば、その支払い先が課税事業者か免税事業者かを判断して、処理を変えていかなけ
ればならないことになります。
例えば工務店の下請けの大工さんが、今までは 100 万円の仕事をして、工務店から 110 万円を受け取って
いたとします。今後は工務店は下請けの大工さんが課税事業者（適格請求書発行事業者）かどうかによって、
いちいち処理を変えたり、支払いを 110 万円から 100 万円に下げたりする必要があります。もう一つの例と
して、タクシーに乗って 1100 円を支払ったとします。これまではどんなタクシーでも 1000 円を旅費交通費、
100 円を支払消費税としていましたが、課税事業者（適格請求書発行事業者）かどうかで、1100 円全てを旅
費交通費として処理をしがちて、消費税は控除できないということになります。この例だと今までは 400 円
税金が戻っていたものが、330 円しか戻ってこないことになります。ですから同じ金額であれば、免税事業
者の個人タクシーは避けて、課税事業者の大手のタクシー業者に乗った方が良いということになってしまい
ます。
また課税事業者は今後はヨーロッパとなどと同様に「インボイス」という請求書・領収書を、必ず「適格
請求書発行事業者番号」記載して発行することにもなっています。
30 年以上前に既にお亡くなりになった竹下登首相（当時）が消費税導入に際して、手間が最小限の帳簿
方式を採用して、零細事業者は益税も有り、簡易課税制度や限界控除制度で納税額も少なく済みますとした
約束手形が今更違うと言っても仕方ないのかもしれませんが、一部業界では大騒ぎになっているのが現状で
す。一般の人には少し難しい話で、なかなか問題として意識しにくい話であるためにあまり議論もされずに
導入されているようなのはいかがなものかと思います。８％と 10％の複数税率もこのインボイス制度も以
前から欧米諸国で導入されていて、その弊害も多く言われています。難しいことだからこそしっかり説明を
してもらって、国民の理解のもとで改正をしてもらいたいと思います。

幹 事 報 告

三須幹事

１．先ほど臨時理事会におきまして６月 16 日（木）の例会を夜例会に変更することが可決されましたのでご
報告致します。
場所：ふなぞう

会費：3,000 円

受付 18：00

点鐘 18：30

２．４月 14 日に開催されました第１グループ・第２グループ合同会員基盤向上セミナーのレポートが CD で
届きました。印刷したものを回覧致します。また CD の貸出を致しますので、必要な方は事務局までお願
い致します。
３．小倉ガバナーエレクトより 2022 年規定審議会の報告が届いておりますので回覧します。
正式なものは後日配布との事です。
４．次年度の三つのお祝いにつきましてアンケート用紙を回覧いたします。
それぞれご記入をお願い致します。
５ ．５月 23 日（月）に地区大会記念ゴルフ大会が開催されます。
山﨑会員・草野会員・大原会員・平山会員が参加されます。
６．次年度クラブ協議会について
本日例会終了後、この会場で次年度クラブ協議会を行います。
参加者：次年度役員・理事・各委員長です。宜しくお願い致します。
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〇三つのお祝い

本日の卓話

例会終了後

会員スピーチ

・誕生日

藤井会員

クラブ協議会

・本日は私の誕生日祝いありがとうございます。この年になると、子供優先で自分の事を祝ってもらう機会
はなかなかないのでうれしいです。ありがとうございました。

行方

良宏

・先日、家内の誕生祝いを頂きました。本人もとても喜んで頂いておりました。ありがとうございます。
・誕生祝い有難うございました。

行方

良宏

藤井

仁毅

・先週の例会、1.6 歳児歯科健診の為欠席しました。泣く子が多くて閉口しましたが口を開けているので良く
診れました。

遠田

毅

・藤井先生、まだまだ大丈夫ですヨ。元気ですヨ。私もあとは 10 年は生きれるか。

岡田

敏男

・やっと暑くなりました。

山口

習明

・藤井先生 85 才の誕生日おめでとうございます。

斉藤

守

・行方会員「遅かりし誕生日」ですが、おめでとうございます。ゴルフ会への入会をお待ちしています。
ゴルフ会幹事

山﨑

新一

・先週の例会はお休みして、鎌ヶ谷さんとの合同コンペに参加して来ました。お天気も良く久しぶりに楽し
いゴルフになりました。

草野

宏隆

・藤井さん、ゴルフ場での顛末、お聞きしてびっくり。まだまだお元気でいて下さいね。

水庫

直子

・所用のため早退致します。申し訳ありません。

大家

浩明

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

５・６月のプログラム
５月26日（木）「私の履歴書」行方会員
６月２日（木） 三つのお祝い・会員スピーチ
理事会
９日（木） クラブ年次総会
16日（木）
23日（木）
週報今週の担当

水

庫

５月 19 日

23,000 円

累計

678,000 円
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