
令和 1年分 決算申告相談会のご案内 共催：新潟商工会議所

1 月 15 日（水）9時より電話での予約受付スタート
※FAX予約用紙での予約受付は 12/10 よりスタートしています

会員番号をご用意の上、ご希望の会場・時間①～④をお申込みください
※事務所不在日：1/21、1/27、2/4、2/12～ 電話は繋がりません。
※2/12 以降の予約・キャンセル・変更は、FAXまたはメールにてお願いします。

月 日 曜日 会場 受付時間
2 13 木 東地区公民館 ３階 304講座室 中央区蒲原町 7-1 ①②③④

14 金 東区プラザ ２階 講座室① 東区下木戸 1-4-1 東区役所内 ①②③④

17 月 中地区公民館 4階 講座室 東区古川町 4-12 ①②③④

18 火 小針青山公民館 １階 ギャラリー 西区小針 2-24-1 ①②③④

19 水 北地区コミュニティセンター 1階 講座室① 北区名目所 3-1129 ①②③④

21 金 東区プラザ ２階 講座室① 東区下木戸 1-4-1 東区役所内 ①②③④

25 火 ユニゾンプラザ ５階 特別会議室 中央区上所 2-2-2 ①②③④

26 水 中央公民館 ４階 403・ 404 中央区礎町通 3-2086 クロスパルにいがた内 ①②③④

27 木 ユニゾンプラザ ５階 特別会議室 中央区上所 2-2-2 ①②③④

28 金 新潟テルサ 2階 中会議室 中央区鐘木 185-18 ①②③④

3 2 月 中央公民館 4階 403・ 404 中央区礎町通 3-2086 クロスパルにいがた内 ①②③④

4 水 坂井輪地区公民館 4階 講座室① 西区寺尾上 3-1-1 ①②③④

5 木 東区プラザ ２階 講座室① 東区下木戸 1-4-1 東区役所内 ①②③④

6 金 中央公民館 4階 403・ 404 中央区礎町通 3-2086 クロスパルにいがた内 ①②③④

9 月 東区プラザ ２階 講座室① 東区下木戸 1-4-1 東区役所内 ①②③④

11 水 中央公民館 4階 403・ 404 中央区礎町通 3-2086 クロスパルにいがた内 ①②③④

受付時間
［午前の部］①9：30～10：00 ②10：00～11：00
［午後の部］③13：00～14：00 ④14：00～15：00
※受付時間は、受付を済ませていただくお時間です。相談開始・終了時間ではございません。

持
ち
も
の

□決算書（控用は数字の記載・計算をしてくる、提出用は相談会後の記載でOK、パソコン会計の方は不要）
□確定申告書（控用に事業主・専従者・扶養親族のマイナンバー記載してくる、提出用は相談会にて作成します）
□平成 29年分・ 30年分の決算書・確定申告書（所得税・消費税）の控え
□令和1年分の帳簿一式、パソコン会計の方はデータの入っているノートパソコン（ブルーリターンAのバックアップデータを持参の
方はH30・ R01 年分が必要）
□各種保険料控除証明書（国民健康保険・介護保険・国民年金（基金）・小規模企業共済・生命保険料・地震保険料・住宅ローン控
除・医療費控除など）
□生命保険の満期・解約のある方は、保険会社発行の確定申告用計算書
□株式・配当の申告をされる方は、特定口座年間取引計算書
□年金受給されている方や給与収入のある方は、源泉徴収票
□確定申告のお知らせ（2ページ参照／税務署よりハガキまたは封書で届きます）
□マイナンバー確認書類（所得税・消費税が還付申告になる方は、マイナンバーカードの表裏コピーまたは通知カードコピー+運転
免許証等身元確認書類コピー）
□印鑑、会員証、筆記用具（清書用のボールペン）

一般社団法人 新潟市青色申告会
〠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
メール aoirokai@poppy.ocn.ne.jp
ホームページ https://www.bluereturna.com/

新年のごあいさつ
令和二年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨

拶を申し上げます。
はじめに、昨年、地震や台風等により被害を

受けられた方々に対し、心からお見舞い申し上
げますとともに、一日も早い復旧・復興がなさ
れますことを心よりお祈り申し上げます。
新潟市青色申告会の皆様方には、日頃から税

務行政に深いご理解と多大なご協力を賜り、厚
くお礼申し上げます。
さて、今日の税務行政を取り巻く環境は、経済
取引の国際化・ＩＣＴ化の進展、軽減税率制度
の導入など、大きな変革期にあります。このよ
うな状況下においても、私どもは納税者サービ
スの向上に努めるとともに、適正な申告を行っ
ている多くの納税者の皆様に不公平感を与えな

新潟税務署長
塚本 真一

謹んで新年の御祝詞を申し上げます。
年頭に当たり、昨年度重なる台風により被災

された皆様方に心中よりお見舞い申し上ますと
共に、一日も早く正常な日々が戻りますよう、
ご祈念申し上げます。
また、本年が会員及びご家族の皆様にとりま

して、幸多く笑顔で過ごせる一年でありますよ
うお祈り申し上げます。
昨年10月に消費税率が改正され、軽減税率が

新たに導入されました。その後、大きな混乱も
なく経過しているようですが、会員の皆様はそ
れぞれご苦労されて居られると拝察いたしま
す。
また次年度の申告から青色申告特別控除額が

変更になります。税制や経済状況が次々に変わ

会 長
浅井 忠雄

いよう、適正・公平な課税・徴収に努めているところです。
しかしながら、税務行政に課せられた使命を着実に果たすためには、

私どもの力のみでは自ずと限りがあり、誠実な納税者団体として青色申
告運動に邁進しておられる青色申告会の皆様方のお力に負うところが極
めて大きいと認識しております。
まもなく所得税・消費税等の確定申告の時期を迎えますが、会員の皆

様方には、申告会場内に設置する記帳・青色相談コーナーでのご指導、
ｅ‐Ｔａｘや国税庁ホームページ等のＩＣＴを活用した申告に、今後と
も、一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
結びに当たり、新しい年が会員の皆様とご家族にとりまして、健康で

幸多き年となりますよう心から祈念しまして、新年のご挨拶とさせてい
ただきます。

っていく中、その都度適切な対応が必要になります。対応には気持ちや
考え方の変換が不可欠であり、辛い部分もあると思われます。どうぞ心
を明るく前向きにリセットしてまいりましょう。まだ、手書きによる記
帳の方は早目の「ブルーリターンＡ」の導入とｅ－Ｔａｘによる申告を
お奨めいたします。間も無く確定申告の時期を迎えます。今回は消費税
率の改正に伴い記載内容が変わります。新潟市青色申告会からの発信に
ご注意いただき、ご心配や不明な点など遠慮なくご相談いただきたいと
存じます。また、会員以外の方へもお声掛けいただきますようお願い申
し上げます。
時節は大寒が近づき一段と寒さが増します。体調にご留意されお元気

でお過ごし下さいますようお祈り申し上げます。
本年も宜しくお願い申し上げます。

新年あけましておめでとうございます。
日頃より女性部の活動にご支援ご協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。
また、昨秋の台風により甚大な被害にあわれ

た方々にお見舞いを申し上げ、１日も早い復興
を心よりお祈り申し上げます。
昨年は、4 月にエンジェル・ハンズ平野貴子

様をお招きし、セルフフットケア講習会、6 月
の総会では新潟税務署の小川記推官様をお招き
し、講演会を開催いたしました。また、9月に
開催した交流会には、たくさんの方にご参加い
ただきありがとうございました。
10 月には、10 年ぶりに新潟税連が主幹とな

り県連女性部秋季研修会を開催いたしました。
ご臨席いただきましたご来賓の皆さまをはじ

女性部長
星野 真知子

新年あけましておめでとうございます。
日頃より青年部が大変お世話になっており
ます。新年のご挨拶とともに皆様に厚く御
礼を申し上げます。
昨年は全国青年部において、少し未来の

青年部を真剣に考え、その存在意義につい
て活発な議論が交わされました。
LINE グループを作り各地のメンバーと意見
交換や提案を随時行い、これからの取り組
みを模索しております。
話は変わりますが昨年、量子コンピュー

ターのニュースが話題となりましたが興味
深い量子力学の話があります。

青年部長
車谷 隆幸

め、役職員の皆さまのご協力のおかげで滞りなく終えることができ、心
より感謝申し上げます。研修会開催にあたり、県内各地から来られる女
性部の皆さまにどうおもてなしをするか話し合い、ハンドベルの演奏を
披露することにしました。当初は本番まで間に合うか不安でしたが、練
習を重ねるうちに徐々に曲も完成し、練習の度に部員同士で集まる機会
が増えたことで、有意義な時間を過ごすことができました。
女性部の部員増強が課題となっておりましたが、交流会や今回のハン

ドベルの練習など、小さな活動でも継続することで、自然と人が集うこ
とを一年の活動を通して実感しました。
今年も皆さまのご縁を結ぶような活動をして参りたいと考えておりま

すので、ぜひご参加いただければ幸いです。
結びに会員の皆さまの事業の繁栄と御多幸を祈念し、新年のご挨拶と

させていただきます。

原子よりも小さな素粒子の世界では、一般的な物理法則とは違う法則が
働いてるそうです。ある実験では、まっすぐ飛ばした光子に「右に行
け」と意識を向けると明らかに右に寄っていくとか。
つまり意識の力によって変化を生ずるという現象が確認されているので
す。
日常の「意識」が実は素粒子レベルから現実に変化を起こし影響してい
るのかもしれませんね。
私も、より良い意識をもって今年そして少し先の未来へと進んで参りま
す。
会員の皆さまのご商売が発展し繁盛しますよう、お体の健康長寿と無

事故、そして幸多き一年となりますよう御祈念申し上げます。
本年もよろしくお願いいたします。
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令和 2年 1月 1日
新年号

№60
新潟市青色申告会

☎025-224-9752

予約優先制

決算申告相談会ご利用の際は、運営費（1,000 円）のご協力をお願い申し上げます



令和 1年分 決算準備のポイント
決算申告相談会にご出席される前に、記帳内容を確認しましょう。
BLUE RETURN青色申告 11月号 4～6ページに、確認のポイントが掲載されていますのでご活用ください。

（11 月初旬お届け済）

掲
載
内
容

◆棚卸表の作成
◆決算のための帳簿の整理

①売掛金・買掛金・未払費用
②前受金・前払費用
③自家消費
④家事関連費
⑤修繕費と資本的支出
⑥減価償却資産の売却

◆減価償却費の計算
◆事業上の損害や損失の処理
◆債権の貸倒れなどの整理

会計ソフト「ブルーリターンA2020」へのバージョンアップ

令和 1年分の申告では、決算書と確定申告書の様式が変更になりました。
バージョンアップを行わないと、令和 1年分決算書・確定申告書の利用はできませんのでご注意ください。

インターネット環境でご利用の方 バージョンアップCDは送付されません。
1 月初旬頃、自動的にバージョンアップされます。

インターネット未接続でご利用の方
バージョンアップCDが送付されます。
1 月中旬頃、CDが届きます。到着次第、同封の手順書にそってバージョンアップ
作業を行ってください。データ入力が年の途中でも作業できます。

※ご自身でバージョンアップ作業ができない方は、決算申告相談会当日に作業を承ります。（手数料 1,000 円）

医療費控除を受ける方へ

医療費控除を受けるときは、「医療費控除の明細書」を作成し添付します（領収証の添付不要）
※医療費の領収証は、各自お手元にて 5年間保存します。

「医療費控除の明細書」の記入に自信のない方は、領収証も添付してください（令和 1年分までの経過措置）
※令和 2年分からは、「医療費控除の明細書」の作成がないと、医療費控除を受けられません。

「確定申告のお知らせ」

○すべての方が必要です。決算申告相談会にご持参ください。
（税務署よりハガキまたは封書で届きます）

「確定申告のお知らせ」には、
○予定納税額
○口座振替による納付の有無
○消費税の簡易課税制度選択の有無 など、決算申告に必要な情報が記載されています。
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決算申告相談会 有料サービス
決算申告相談会での、下記作業については有料となります。

有料サービス内容 手数料

イータックス
決算申告相談会にて完成した決算書・確定申告書を
イータックスで提出します。行政機関・金融機関等
に確定申告書の写しを提出される方は、イータック
スをご利用ください。

ブルーリターンA利用+マイナンバーカードあり 1,000 円

ブルーリターンA利用+マイナンバーカードなし 2,000 円

手書きで記帳 または 他社会計ソフト利用 4,000 円

総勘定元帳の印刷 会計ソフトを利用し、電子帳簿保存法の届出をされていない方は、帳簿の印刷が必要です。 2,000 円
消費税申告書の計算・作成 消費税の計算は複雑です。当会ではパソコンを利用して計算・作成します。 5,000 円
ブルーリターンAバージョンアップ バージョンアップ作業のお手伝いをします。 1,000 円
決算書[提出用]の作成 決算書を手書きするのが困難な方には、パソコンで作成します。 2,000 円
家族名義の確定申告書作成 会員名義以外の確定申告書等の作成が必要な方は、決算申告相談会ご予約の際に

お申し出ください。
2,000 円

令和 1年分 決算書・確定申告書の用紙

当会発送： 令和 2年 1月 20日(月)より順次発送です

用紙を早く欲しい方には、下記にて配布します。引き換えには、決算申告相談会の案内ハガキをご持参ください。

年末調整個別相談会
あおいろスクエア 11-12 月号 2 ページ

令和 2年 1 月 6 日(月) 9：30～15：00
1 月 9 日(木) 9：30～15：00

ユニゾンプラザ 5 階 特別会議室
中央公民館 4 階 403

あおいろスクール 第 4回
あおいろスクエア 11-12 月号 1 ページ

1月10日(金) 10：00～12：00
14：00～16：00

中央公民館 4 階 映像ホール

マイナンバーカードの利用にはパスワードが必要

決算申告相談会にて、マイナンバーカードの初回登録や利用をする際は、
利用者識別番号とパスワード 3種（署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書・券面事項入力補
助用）が必要です。
マイナンバーカード発行時に交付されたパスワード記載の書類を忘れずにご持参ください。

事務所不在のお知らせ
1 月～3月は相談会業務のため、事務所不在となります。不在中のお問い合わせは下記へお願い致します。

○税金に関すること 新潟税務署 ☎025-229-2151（平日 9時～17 時）

○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）

○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）

1 月～3月の
新潟市青色申告会への
お問い合わせ

TEL.025-224-9752（平日 17時～18時）
FAX.025-224-6176（返信は翌日以降）
✉aoirokai@poppy.ocn.ne.jp（返信は翌日以降）
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