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相談会開催日以外での記帳相談は有料です。ご来所の際はご予約ください。

〠951-8067 新潟市中央区本町通 8-1318 白勢第一ビルディング 4階

TEL.025-224-9752 FAX.025-224-6176
✉ aoirokai@poppy.ocn.ne.jp

https://www.bluereturna.com/一般社団法人 新潟市青色申告会

下記の通り、開催します。講座の詳細は 2ページをご覧ください。

日 時 2019 年 9 月 24 日(火)・ 25 日(水) 時間予約
会 場 白勢第一ビルディング４階 相談室 （中央区本町通 8-1318）

持ちもの 帳簿、会計ソフトご利用の方はノートパソコン（ブルーリターン Aはバックアップデータ可）

受講会費 年額 5,000 円
申 込 み 新潟市青色申告会 ☎025-224-9752 ✉aoirokai@poppy.ocn.ne.jp

個人事業者に必要な記帳や税務手続きを、練習問題を使いながら説明します。
新しく会員になられた方、新規開業をされた方、経理を担当することになられた方、勉強をしたい方、どなたでも。
必要な回だけの参加もOKです。
※個別相談会ではございません

開催日程 会場

第２回 税制改正 2019年11 月 25 日(月) 午後２時～４時 東区プラザ 多目的ルーム②

第３回 年末調整 2019 年12 月 2日(月) 午後 1時 30分～3時 中央公民館 402 講座室
（クロスパルにいがた）

第４回 決算と申告 2020 年 1 月 開催 午後２時～４時 未定

☑ 持ちもの 筆記用具、電卓
☑ 申 込 み 新潟市青色申告会 ☎025-224-9752 ✉aoirokai@poppy.ocn.ne.jp

第 2回 税制改正

令和２年分より青色申告特別控除６５万円が変わります。
手書きで決算書を作成されている方、会計ソフトで作成しているけど
イータックスを利用していない方は、青色申告特別控除額が変わります。
また、消費税軽減税率制度に対応した記帳はできていますか？
決算のとき、計算に困らないよう解決しておきましょう。
税制改正は毎年行われます。昨年、本講座を受講された方も、
「第２回 税制改正」は毎年受講されることをお勧めします。

1 第 3回 継続記帳講座 年額5,000 円｜予約必要

2 あおいろスクール 全４回コース 参加費無料｜予約必要
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改正のポイント



今年から青色申告特別控除６５万円に挑戦したい方、消費税申告が必要になった方、事務負担を軽減したい方。
青色申告会が開発した会計ソフト「ブルーリターン A」を使って、実際にパソコンに入力する体験をしてみましょう。

2020年分より「青色申告特別控除は 55万円になります」
ただし次の条件を満たせば 65 万円控除を適用できます

① 従来の条件 ＋ ＜イータックスにより決算書・確定申告書を提出する＞
または

② 従来の条件 + ＜電子帳簿保存法の適用を受ける＞

日 時 2019 年 7 月 17 日(水) 午後１時 30 分～3 時 30 分
会 場 東区プラザ 2階 講座室② （東区下木戸 1-4-1 東区役所内）

持ちもの パソコン機材等は当会にて準備いたします。持ちものはございません。
申 込 み 新潟市青色申告会 ☎025-224-9752 ✉aoirokai@poppy.ocn.ne.jp

次に該当される方は、ぜひ継続記帳講座に加入してください。

■1. 開催日指定の相談会に行くことができない
月 1回の無料相談会は、開催日を指定させていただいております。
開催日以外での相談をご希望のときは、会員さんとお打ち合わせの上、別日程をご案内します。

■2. 決算申告相談会を待ち時間なく利用したい
継続記帳講座受講者様専用の相談日を設けてありますので、待ち時間は殆どございません。

■3. 早めに決算申告を終わらせたい
一般会員さんの決算申告相談会は 2月中旬から。
継続記帳講座受講者様は、ひと足早く 1月下旬～2月上旬に終わらせることができます。

■4. １回あたりの相談時間が長くかかる
会計ソフト導入の初年度や、手書きの試算表作成にお手伝いが必要な方。
通常の相談会は１回あたり 30 分の相談時間ですが、継続記帳講座は１時間のご用意がございます。

受講会費 年額 5,000円（決算申告相談会利用時の運営費 1,000 円を含みます）

お申込み 新潟市青色申告会 ☎025-224-9752 ✉aoirokai@poppy.ocn.ne.jp

新潟陸運局指定 民間車検工場

各種自動車の修理・販売のご用は

㈱上松モータース
新潟市北区松浜新町 2-11

TEL ０２５（２５９）２４４７

FAX ０２５（２５９）２１７４

内山篤 税理士事務所
税 理 士

行政書士

内 山 篤

〒950-0075新潟市中央区沼垂東 5-14-7

TEL 025（243）2251

FAX 025（243）0617

印章・ゴム印

関 本 印 房
新潟市中央区沼垂東1 丁目 7番 11 号

TEL 025-243-2327

FAX 025-243-0332

http://www.hancowa.jp/smt.html

3 継続記帳講座 に 加入しましょう 年額 5,000 円｜申込必要

4 パソコン会計体験会

①②どちらの条件にも、

会計ソフトがお勧め！

参加費無料｜予約必要
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相談会等で事務所を留守にすることがございます。不在中は下記へお問い合わせください。

〇税金に関すること 新潟税務署 ☎025-229-2151（平日 9時～17 時）
〇ブルーリターンAに関すること ㈱ゼンアオイロ ☎03-3294-2306（平日 9時～17 時）
〇小規模企業共済に関すること 中小企業基盤整備機構 ☎050-5541-7171（平日 9時～19 時）

7 月 12 日 PM 8 月 13 日~16日、22日
9 月 ３日AM、4日、

11～13 日
※上記以外にも急きょ不在にすることがございます。お電話にてご確認の上、ご来所ください。

運営費
決算申告相談会ご利用は、運営費 1,000 円のご協力をお願いします

決算申告相談会では、確定申告書をパソコンで作成するため、会員様ご自身に清書をしていただく
必要がなくなりました。
しかしながら、物価高騰・消費税率の引上げ等により、インクや印刷用紙代等の相談会運営費用の
捻出が困難となっております。当面の間、年会費の値上げを据え置き、決算申告相談会をご利用い
ただく際に、運営費のご協力をお願い申し上げます。

イータックスの利用

ご自宅にイータックス送信設備がない場合、決算申告相談会場にて、
当会の送信機器を利用して送信ができます。

ブルーリターンA利用＋マイナンバーカードあり 手数料 1,000 円
上 記 以 外 手数料 2,000 円

総勘定元帳の印刷 会計ソフトをご利用の方は、電子帳簿保存法の適用を受けている方を除き、総勘定
元帳を印刷して保存することが必要です。プリンタのない方は、印刷を承ります。

1 年分 手数料 2,000 円

相談会の予約 決算申告相談会のお電話でのご予約は大変混雑する上、ご希望の会場をお取りいただけ
ない場合がございます。今年度は、FAX またはメールでのご予約をお勧めします。
FAX ・メールでのご予約は、電話予約よりも先行して申し込むことができます。
詳しくは、あおいろスクエア 11 ・ 12 月号にてお知らせします。

税務・会計・相続・事業承継

成年後見サポートセンター

Art 税理士法人
～ まちを、ひとを、未来をアートする

ひらめきとこだわりが、未来をつくる ～

税理士

行政書士・FP 渡邉 信子 税理士 仲谷 正美

〒950-0916 新潟市中央区米山５番７号

tel 025-242-3201 fax 025-242-3202

http://art-taxoffice.tkcnf.com

５
事
務
所
不
在
日
の
お
知
ら
せ

6 2019 年分 決算申告相談会について
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無 料

記 帳

相 談

会場：白勢第一ビルディング 4階 相談室
予約申込：新潟市青色申告会 ☎025-224-9752

7 月 24 日(水)・ 8 月 23 日(金)



令和元年度 定時会員総会のご報告 令和元年5月20日(月)午後4時 万代シルバーホテル

一般社団法人新潟市青色申告会定時会員総会および新潟市青色申告会創立 50 周年記念表彰式が開催されました。

〇第 1号議案 平成 30年度収支決算書案承認の件

収支決算書
自 平成 30年 4月 1日 至 平成 31年 3月 31日 （単位：円）

科目 本年度予算額 本年度決算額
収入の部
会費 19,020,000 19,238,000
事業収入 9,042,820 11,059,078
助成金収入 2,000,000 1,954,700
共済事業収入 1,800,000 1,548,755
雑収入 340,000 352,485
特別会計より繰入 300,000 0
前期繰越金 370,289 370,289

合計 32,873,109 34,523,307
支出の部
指導事業費 2,576,200 3,253,635
OA化事業費 7,627,569 7,744,195
運営費 2,459,164 2,662,091
共済事業費 80,000 99,984
人件費 18,148,117 18,524,964
事務所費 1,975,000 1,995,572
予備費 7,059 0
次期繰越金 0 242,866

合計 32,873,109 34,523,307

貸借対照表
平成 31 年 3 月 31 日現在 （単位：円）

科目 当事業年度 前事業年度
資産の部
現金 22,175 22,678
普通預金 2,807,382 2,620,655
定期預金 39,116,292 39,665,331
未収金 489,200 1,168,560
仮払金 116,640 0
出資金 13,500 13,500
敷金 280,000 280,000

合計 42,845,189 43,770,724
負債の部
預り金 520,385 518,766
前受金 1,292,450 1,695,560

合計 1,812,835 2,214,326
純資産の部
正味財産
(うち次期繰越金)

41,032,354
(242,866)

41,556,398
(370,289)

合計 41,032,354 41,556,398
1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 有価証券の評価方法 時価のないもの 原価法によっている。
(2) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

〇第 2号議案 令和元年度事業活動方針案承認の件

本年は、当会の基礎となる新潟市青色申告会の設立から50年を迎えます。先達の功績に感謝するとともに、さらなる
青色申告制度の普及を図り、個人事業者の記帳水準向上を目指します。

1. 記帳相談
正しい決算書の作成には、日々の正しい記帳が大切です。記帳水準の向上を目標に、記帳相談を行います。
また、会計ソフト「ブルーリターンA」を基軸に、会員の記帳OA化を推進し、また、イータックスの普及

を目指します。

2. 講習会・説明会
講習会・説明会では、適正な決算申告が行えるよう、各種説明会を等を開催いたします。特に本年度は軽減

税率制度がスタートするので、会員事業所に混乱がないよう、知識普及に努めます。

3. 会員福利等
会員事業所向け健康診断の開催等、会員事業所の福利厚生の向上に寄与します。

4. 組織運営の強化
会員の廃業退会に伴う地域役員の減少は深刻な問題です。次代を担う後継役員の育成等、組織強化に努めま

す。また、会員の減少は会財政に大きく影響を及ぼします。健全な会運営が行えるよう努力します。

5. 税制政策活動
全青色の指導の下、公平な税制の確立を目指し、特に、青色申告を行う個人事業主の勤労性所得を正当に評

価した青色事業主勤労所得控除が早期に制度化されるよう運動を推進します。

当会活動にあたっては、税務行政当局をはじめ関係諸団体と連携し、会勢拡大・会員増強に 繋がるよう努力します。

〇第 3号議案 令和元年度収支予算書案承認の件

収支予算書
自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2年 3月 31 日 （単位：円）

科目 前年度予算額 本年度予算額
収入の部
会費 19,020,000 18,610,000
事業収入 9,042,820 8,328,760
助成金収入 2,000,000 1,950,000
共済事業収入 1,800,000 1,600,000
雑収入 340,000 320,000
特別会計より繰入 300,000 500,000
前期繰越金 370,289 242,866

合計 32,873,109 31,551,626
支出の部
指導事業費 2,576,200 2,450,800
OA化事業費 7,627,569 7,152,594
運営費 2,459,164 2,339,764
共済事業費 80,000 80,000
人件費 18,148,117 17,029,748
事務所費 1,975,000 2,482,000
予備費 7,059 16,720
次期繰越金 0 0

合計 32,873,109 31,551,626

監査報告書
平成 30 年度収支決算書について、関係諸帳簿ならびに証拠書類の

監査の結果、いずれも適正に処理されており正確であると認めます。

令和元年 5月 7日 監 事 田中 忠夫
監 事 椎谷 四五

-4-

〇新潟市青色申告会創立 50周年記念表彰状
長年、役員として当会にご尽力された役員の皆様、また組合員への青色申告指導
とイータックス指導にご尽力された団体が表彰されました。

山の手支部長・常任理事 井上 健 様
女性部副部長・監事 椎谷 四五 様
下本町支部長・常任理事 佐々木 猛 様
新潟市個人タクシー事業協同組合 様


