申告・記帳・決算

大宮民商News

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》

大宮民主商工会〒330-0856 さいたま市大宮区三橋 3-262
TEL:048-623-6731 FAX:048-622-7162 休み:第２第４土と日祝
営業時間：9 ～ 17 時 WEB http://www.ohmiyaminsyo.jp/index.html

持続化給付金、家賃支援給付金の申請
期限は 2021 年 1 月 15 日までです。

2021 年

（令和 3 年）

1月 4・11日
第 1089 号

雇用調整助成金 の コロナ特例 は
2021年 2 月末まで延長されました

期限日直前は申請サポート会場の大混雑、予約枠が埋まる
ことも予想されます。早急に準備・申請しましょう。

年末調整 計算会

全国商工新聞 第 3451 号 付録

2020 年中に支給する給料・賞与が確定して、資料が揃ったら計算スタート！

※日時は特に定めません ※必ず予約してください（予約無き場合は対応できません）
○必要な物・個別源泉徴収簿

・生命保険料、損害保険料、地震保険料等の控除証明書

・国民年金の控除証明書、国民健康保険、土建国保の支払い金額分かる物
・住宅借入金等特別控除申告書、住宅ローン残高証明書

・小規模企業共済掛金等払込証明書

・上記内容を記入した、給与所得者の扶養控除（異動）申告書、

基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、
・税務署からの書類 ・7 月納付分半期納付書控え ・昨年の資料など

税務署への書類提出と半期納付は 1 月 20 日が納期限です。計算はお早目に。

2021 埼商連 新春決起集会について

2021 年の 大宮民商 新年会

および
大宮民商 婦人部 新年会 は中止です。

民商会長・事務局長のみが会場（クレアこうのす）
に集まり、その他の会員は WEB 参加となります。

日時：2020 年 1 月 9 日（土）13:30 ～ 16:00
会場：クレアこうのす大会議室
※会場に出席するのは民商会長・事務局長のみです。
※ WEB 参加したい会員さんは大宮民
商までご連絡ください。後日参加
ID・パスコードをお知らせします。

「持続化給付金」受給事業者を対象とした

NHK の受信料 2 か月間免除制度
※事業所で契約し、事業所に置かれた受信機が対象。
※個人事業主の場合、自宅兼事務所や自宅兼店舗に置
かれた受信機は対象外です。
【要件】・住居以外の場所に受信機を設置している。
・持続化給付金を受給し、給付通知書を受け取っている。
【期限】令和 3 年 3 月 31 日までに申請すること

《予

定

表》

12/28（月）
大宮民商事務所 仕事納め
1/ 5（火）
大宮民商 事務所開き
1/ 9（土）
埼商連 新春決起集会

【申請方法】NHK のホームページから「免除申請書」をダ
ウンロードし、
「持続化給付金」給付通知書のコピー（「宛名」
と「通知内容」の両面）と共に長３サイズの封筒で郵送。
詳しくは NHK のホームページをご覧ください。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jigyousyo_tasuu.html

さいたま市内に本社を置くアパレル大手のしまむらは 2021 年 1 月
に、本社を現在の北区宮原町からさいたま新都心駅近く（大宮区北袋
町）へ移転します。
3 月下旬には新本社の隣に、「ファッションセンターしまむら」、
シューズの「アベイル」、子ども服の「バースデイ」を集めた大型商
業棟「さいたま新都心ファッションモール」をオープンする予定です。

新社屋（左）と商業棟のイメージ

しまむら本社 さいたま新都心へ移転

☆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〉ウレタン製のマスクは飛沫を防ぐ効果が低い。人混みに行く場合は「N95」の不織布マスクか、最低でも布マスクを着用した方が良い。

新

（国）持続化給付金

個人事業に最大 100 万円
中小法人に最大 200 万円
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給付金を支給

申請期限
申請窓口

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）
完全予約制☎ 0120-279-292 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
●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。

必要
書類

〕〔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
●個人 □身分証明書〔運転免許証（両面）
□ 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

（国）家賃支援給付金

家賃の支払いがある事業者は申請できます
支給対象

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。

①②③を

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。

全て満た
すこと

対象外
給付額
申請期限

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
・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）

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

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
完全予約制 ℡ 0120-150-413 埼玉会場：〒 330-0845 大宮区仲町 2-26 富士ソフトビル 4F

申請窓口

※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！

□☆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）
必要書類

□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
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。
主な要件

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
申請期限
申請方法

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））

2021 年 2 月 15 日まで
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。

