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申告・記帳・決算
新規開業・法人設立
労働保険・一人親方
税金相談・法律相談

《相談は大宮民商へ》

全国商工新聞 第 3430 号 付録

☆班集金・個別集金ともに 15 日集金へのご協力をお願いします。☆相談・来所時は事前に電話予約してください。
〈世相〉新型コロナの治療薬として期待されるが副作用も強いアビガン。識者は「政府は承認を急ぎ過ぎ。もっと慎重な審査が必要」と警告。

参加者募集中 !!

大宮民商 婦人部総会
日時 ： １０月１３日（火） １２: ０0開会

会場 ：大宮民商2階

　今回の総会および食事懇親会は新
型コロナ感染防止のため、飲食店で
はなく大宮民商の 2 階で行ないます。

お弁当をご用意します。
申込 ： 10/9 までに民商の平山までご連絡ください

砂糖が多過ぎで 税率が ０% → 13.5％ に

アイルランド最高裁 「サブウェイのサンドイッチはパンではない」と判決
　アメリカに本社を置く大手ファーストフードチェーン店のサブウェイ。日本でもよく見かけますが、アイルランドでは最高

裁が「サブウェイのサンドイッチは糖分が多すぎるためパンとは認められない」という判決を出しました。

　アイルランドには日本の消費税にあたる付加価値税がありますが、子供服や基礎食品（いわゆる主食など）は税率が 0%です。

しかし今回の最高裁判決で「糖分が多すぎて主食であるパンとは認められない」ことになり、外食の税率 13.5％の付加価値税

が課されることになります。この判決に対しサブウェイ側は「サブウェイのパンは、もちろんパンだ」と反発しています。

　アイルランドの付加価値税法では「パンは小麦粉の重量の 2％を超える砂糖や脂肪などを含んではならない」

とされています。最高裁の 5人の裁判官は「サブウェイで提供される白パンと全粒粉パンは両方とも、小麦

粉の重量の 10％近い砂糖を含んでいる」と結論付けました。

《 大宮民商 予定表 》
10/ 9（金）与野支部総会 15:00 ～（大宮民商 2 階）
　　　　　大宮支部総会 18:30 ～（みな家）
　　　　　西支部役員会 19:00 ～（大宮民商 2 階）
10/13（火）婦人部総会 12:00 ～（大宮民商 2 階）
10/25（日）大宮民商 本部総会（西部文化センター）

2020 年分の確定申告から

65 万円要件が変更
　2020 年分の所得税確定申告から、基礎控除
額の 38 万円が 48 万円に増額されます。それに
合わせたかのように、青色申告特別控除額の
65 万円が 55 万円に減額されます。
　引き続き 65 万円の特別控除を受けるために
は、今までの要件に加え、電子帳簿保存または
e-Tax（電子申告）による申告が必要です。
　Ⓐ 電子帳簿保存で 65 万円控除を受けようとする場合は、税務署に承認申請書を提出する必要があります（原則、課税期
間途中からの適用は不可）。2020 年分の所得税確定申告から 65 万円控除を受ける場合、9 月 30 日までに承認申請書の提
出が必要でしたが、財務省は「20 年分に限っては 9 月 30 日にかかわらず、柔軟に対応する。税務署に相談の上で申請を」
としています。
　Ⓑ e-Tax による申告は、パソコンから確定申告書と青色決算書のデータを送信する必要があります。
　55 万円の特別控除を受ける場合は、これまでと同じで表中の①～③が要件です。
　10 万円の特別控除を受ける場合は、これまでと同じで「簡易な記帳」が要件です。

この記事の詳しい内容は全国商工新聞 10 月 5 日号 3 頁で解説されています。

改正前 改正後
控除額 適用要件 控除額 適用要件

10万円 簡易な記帳 → 10万円 簡易な記帳

65万円

①�正規の簿記原則で記帳
（複式簿記）
②�申告書に貸借対照表と
損益計算書などを添付
③期限内申告

→

→

55万円 従来の要件（①～③）

65万円

従来の要件（①～③）　
＋

　　Ⓐ�電子帳簿保存
または

　　Ⓑ�e-Tax（電子申告）

青色申告
特別控除

北支部 総会 は 文書総会 で行ないます
　北支部の会員さんへ議案書（案）を郵送しました。

「承認書兼意見書」を同封の返信用封筒でご返送ください。



家賃支払いがある事業者を支援～ （国）家賃支援給付金　
支給対象
①②③を
全て満た
すこと

①  2019 年 12 月 31 日以前から事業収入を得ており、今後も事業継続を望む中小企業及び個人事業者。
②  5月～12月の売上高について、1ヵ月で前年同月比▲ 50％以上または連続する 3ヵ月の合計で前年同期比▲ 30% 以上。
③事業のために占有する土地・建物の賃料支払いがある。

駐車場や倉庫、個人事業主の住居兼事務所で事業用として税務申告している部分も支給対象です

対象外
・�転貸を目的とした取引　・貸し主と借り主が夫婦または一親等以内の取引
・貸し主と借り主が実質的に同じ取引（社長が自分の会社に貸している、など）

給付額 支払賃料× 2/3 の 6 倍（法人最大 600 万円　個人最大 300 万円）※細かな算定法は経産省 HP を参照

申請期限 2021 年 1 月 15 日まで　支給が決定されると、大家さん（貸し主）にも通知が届きます

申請窓口
完全予約制 ℡ 0120-150-413 埼玉会場：大宮区仲町 2-26 富士ソフトビル TKP 大宮ビジネスセンター
　※ 事前に「申請補助シート」をホームページから印刷して記入し、会場へ持参します。印刷が困難な場合は会場に

印刷した用紙があるので事前に取りにいきましょう。※ WEB 申請も有りパソコンが得意な人はチャレンジ！

必要書類

□☆誓約書　□身分証明書（個人の場合）　□対象月の売上台帳等　□通帳の表紙と 1、2 ページ目
□ 2019 年分の申告書控え（法人は事業概況書も）（個人の青色申告者は青色決算書も）
□ 直前 3 カ月間の賃料支払いを証明する書類（通帳の写し、振込明細書、☆支払実績証明書など）
□ 賃貸借契約書（無い場合は「☆賃貸借契約等証明書）

（☆印の書類はホームページからダウンロードします）

（埼玉県）中小企業・個人事業主等家賃支援金
主な要件

①埼玉県内にある建物、土地等を事業目的で賃借している。
②国の家賃支援給付金に申請し、給付通知を受け取っている。
③ 2019 年の月平均売上が 15 万円以上ある。

給付額 月額支払家賃の 1/15 の 6 か月分（上限額 20 万円（契約が複数の場合は 30 万円））

申請期限 2021 年 2 月 15 日まで

申請方法
電子申請…「埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金（賃借人）」で検索
郵送申請…書類をホームページからダウンロードするか、県庁・市役所等で入手

　埼玉県は、売上が減少した店舗に家賃を減免した�賃貸人（大家・オーナー等）に対する支援金の制
度も行なっています。詳細は申請要領・県のホームページなどをご覧ください。

個人事業に最大 100 万円
中小法人に最大 200 万円 （国）持続化給付金

内容 　2020 年 1 ～ 12 月のいずれかの月で売上が前年同月比 50％以上減少している事業者に支給。

申請期限  2021 年 1 月 15 日まで に Web申請（https://jizokuka-kyufu.jp）もしくは 窓口申請（完全予約制）

申請窓口 完全予約制☎ 0570-077-866 さいたま会場：浦和区高砂 3-17-15 さいたま商工会議所会館 1F

必要
書類

●法人�□直近の確定申告書�第一表の控え（税務署の受付印があるもの）
　　　�□�直近の法人事業概況書の控え（2枚（両面））※無い人は民商へご相談ください。

●個人�□身分証明書〔運転免許証（両面）〕〔マイナンバーカード〕〔住民票＆健康保険証のセット〕…のいずれか
　　　�□ 2019年分の確定申告書�第一表の控え（税務署の受付印があるもの）
　　　�□ �2019年分の青色決算書の控え（2枚）（表紙と月別売上が記載のページ）※青色申告の場合のみ

●共通 □対象月の月間事業収入が分かるもの（「2020 年〇月の売上」と明確に記載されているもの）
　　　�□�口座通帳の写し（表紙と表紙を開いた 1・2 ページ目の両方）※申請者本人もしくは法人名義のもの


