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　介護老人保健施設小山荘は、高齢者の方々の生活のお手
伝いをさせていただく場として平成5年にオープンしまし
た。小山荘の3つの理念は「居」「食」「自由」です。「居」は
居住空間の広さ、「食」はバランスのとれた美味しい食事、
「自由」はスタッフやボランティアの方々と共に行うカラオ
ケ、俳句、手芸などのレクリエーションクラブへの参加など生
活環境への配慮を行うことです。
　現在、通所リハビリテーションでは、眺望絶景の展望風呂
を備えた最上階フロアーをご利用いただいています。

介護老人保健施設「小山荘」とケアハウス「登竜荘」は、坂出のレマン湖と言われる鎌田池のほとりにあります。
どちらの施設にも「展望用エレベーター」があり、その屋上から見る景色は、瀬戸大橋や坂出の町が一望できる開放感あるものです。
地域に開かれ、愛され、信頼される施設を目指して、利用者の方々に寛ぎと安らぎの場を、とスタッフ一丸となって取り組まれています。

「ケアハウス　登竜荘」「介護老人保健施設　小山荘」
　ケアハウス登竜荘は、施設を利用する方々に「第二のおう
ち」として安らぎのある生活を送っていただきたいとの思いで、
平成14年にオープンした軽費老人ホームです。静かな環境の
中で、個室入浴ができる広い居住スペースでの快適な生活を、
明るく家庭的な雰囲気のスタッフがお手伝いされています。
　例年「小山荘文化祭」を開いて、入居者の方の作品の展示
をしたり、地域の高校の茶道部とお茶会での交流をしてい
ます。その他にも、隣接する中学校や地域の小学校、幼稚園
等との交流も大切にしております。また、「瀬戸大橋まつ
り」では、スタッフが連を組んで踊りに参加するなど、地域
と共にあるコミュニティを大切にしています。「昨年は、コ
ロナウイルスの影響でイベントを開くことができませんでし
たが、今年は、皆さんの笑顔にお会いできるのを楽しみして
います」とのことでした。
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税理士法人共同経営センター

事務所の創立に思いを馳せると、私達の経営理念は、「“納税者の立場に立つ”ということをいつも心がけていると分かって
くれますよ」という、労苦を惜しまず税理士として生きてきた斯界の先達のあの笑顔から出るこの一言に尽きます。

1.私達は、納税者が納得して納税できる公平な税制の実現を目指します。
2.私達は、顧問先企業者が経営判断に必要とする情報を提供します。
3.私達は、顧問先企業者が「心から語り合える」相談相手になれるように努めます。
4.私達は、研鑽に努め自ら成長し、誠実な専門家集団を目指します。

経 営 理 念

C O N T E N T S

◆40周年を迎えて
◆祝辞   弁護士 久保和彦先生
◆設立40周年記念　職員メッセージ
◆年末調整、確定申告　変更・留意点
◆店舗紹介
　「Hair Make SAMSARA 三木店」 「根っこ 空港通り店」 「お米の食味比較」
◆顧問先紹介
　「介護老人保健施設　小山荘」 「ケアハウス　登竜荘」
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顧問先紹介顧問先紹介

介護老人保健施設  
小山荘
〒762-0026 
香川県坂出市小山町1番62号
TEL  0877（46）5300   
mail  koyama@tenor.ocn.ne.jp
https://koyamasou.
jimdofree.com 

ケアハウス　登竜荘
〒762-0026 香川県坂出市小山町1番61号
TEL  0877（59）2030
https://keahausu-touryuso.jimdofree.com 
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代表社員税理士　泉 保   繁 美

弁護士　久保 和彦　先生
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　お陰さまで、私ども税理士法人共同経営センターは、

会計法人の設立（1980年9月5日）から数えて、2020年9

月5日に40周年を迎えることができました。心から感謝し、

御礼申し上げます。

　私どもは、40年という節目の年にあたりまして、「“納税

者の立場に立つ”ということをいつも心がけている」という

私どもの経営理念に立ち返り、納税者の立場に立って

日々の業務を行っているかということを見つめ直す機会と

いたしたいと考えています。

　具体的には、顧問先アンケート結果を踏まえ、会計事

務所の新しい世界観と意味をよく考え、まず、日々の月次

の巡回監査を月次決算まで高めてまいります。次に、顧

問先企業の「課題解決のための発想」につながる情報

生産につとめます。

　そして、何より顧問先企業者が「心から語り合える」相

談相手になれるよう力を尽くす所存です。そのために、私

どもも、日々のたゆまぬ努力が働き甲斐を感じるまで高まる

職場づくりを心がけます。

　この経営理念の実現に向け、私どもは研鑽に努め自ら

成長し、誠実な専門家集団を目指してまいりますので、今

後とも御指導くださいますようよろしくお願い申し上げます。

　４０周年を迎えられた共同経営センター

に、心から敬意を表します。この４０年のう

ちに、顧問先企業や県民のみなさんからの

高い評価を受け、切磋琢磨されて、今日

までの発展があると思います。

　貴センターが、顧問先に的確な情報を

提供し、データを迅速に処理する装備をも

ち、これを活かす親切なスタッフとネットワー

クをさらに充実して、納税者の立場に立っ

て、着実に発展されることを期待します。

40周年を迎えて

祝　　辞

明けましておめでとうございます

40周年を記念し、ホームページを完全リニューアルしました

40 周年を記念し、ホームページを完全リニューアルいたしました。
これまで以上に「発信」を意識して、運営してまいります。
毎週の社内学習会で行われた、税務等にかかわる専門的内容についても適時お知
らせしてまいります。
既に「国庫補助金の圧縮記帳の時期」「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の
仕入税額控除制度の改正」について掲載しております。

http://kkyodo-keiei.co.jp
この理念を旨としてこれからも進んでまいります。

「誠実に、謙虚に企業の成長に寄り添うかけがえのない存在」
「顧問先の発展を生きがいに唯一無二のパートナーでありたい」

　私は自然の中での遊びが好きです。    

キツイ登山では半歩分を丁寧に登り、軽快

な下りは２歩分を跳びます。現在地を確認

して目標に集中します。その道程を楽しむ

ことが醍醐味です。

　私たちの法律事務所も共に歩んできまし

た。企業法務、労働関係、医療問題など

の専門性を活かしつつ、ひろく民事、刑事

事件でも深化したリーガルサービスにより、

貴センターと「共同」していきたいと思います。
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　今年は、この職業に就いてから34 年目
の年となります。ここ共同経営センターでは
20 年目を迎えます。20 年間で特に、農業
会計、医療・福祉に関する会計基準につ

いても多く学ばせていただきました。農業では畜産、果樹、
米麦、耕種業等、年々深く係わらせていただいています。
これからも業種を問わず、皆様のご要望にお応えできるよう、
より一層研鑽に努めたいと思います。

三井　景子 主席審理責任者

　これからの 5 年間、プライベートの時間

が今より少しずつ増えていくと思います。

　その時間で自己啓発に取り組み、体調を

整え、体力の維持・向上、また、いろいろ

なことに余裕を持って仕事等に取り組み、少しでも顧問先

様のお力になれるよう努力してきたいと思っています。

北谷　晃子

　私に出来ることは何だろうと考えながら仕
事をするよう常に心がけています。お客様と
の対話の一つ一つが本当に貴重です。お
客様が何を望まれているか、また、お困り

かを正しく把握し、そのことに対してより良い選択肢がご提
示できるようにならなければと思っています。日々の貴重な
経験をすべて糧にしつつ、税法等の幅広い知識の蓄積を
続けて、お客様のお役に立てるよう努めていきます。

山下　久美

　顧問先の皆様と共に歩んできた 40 年でし

た。苦境に立った時でも、顧問先の皆様をは

じめ多くの方に支えて頂き無事 40 周年を迎

えられました。感謝の言葉が見つかりません。

この大きな節目の年に社員の一員であることを誇りに思いま

す。40 年歴史を刻んだ今、顧問先の皆様の期待に応えら

れる優秀な人材も揃いました。晩節を迎えた今でも設立時

の所信を忘れずに、顧問先の皆様にすこしでも恩返しでき

るように邁進していきたいと思います。

津田　貴民

　これまでの歳月を振り返ると 5 年など瞬く
間に過ぎてしまいます。これからはお世話に
なった恩返しにささやかながら蓄積した知識
知恵の伝達と、年齢に甘えることなく守るべ

きことはきちんと守り、変化に対応しつつ、規則正しく日々続
けることを心がけます。

近藤　敬子
　インターネットの発達した現在、社会は大
きく変化をしています。クライアントの要望も
組織再編成、事業承継、事業再生、各種
分析、事業計画の作成など多岐にわたりま

す。この様な高度な事を成し遂げます！と大きなことは言えま
せんが、共に対処できる…クライアントに寄り添える税理士
でいたいと思います。

田中　和幸 税理士

　この数年で顧問先の社長の世代交代が
進みました。同年代の社長が増え、要求
内容も変わってきました。
　特に事業規模の拡大、経営の安定化、

人材育成を強く意識していると感じます。
　具体的には新会社の設立、Ｍ＆Ａ、資金繰りの改善、現
場のリーダーの育成などです。
　顧問先の要求に応え、更なる発展の一助になれるよう努
めます。

棚田　光亮 税理士
共同経営センター

職員
Message

　顧問先の皆様に毎月お会いして、ご相談
をいただくこと、また、ご指摘をいただくこと
は、私にとりまして自らを成長させる大変貴
重なことであり、皆様に感謝しています。

　共同経営センターの経営理念にもありますように、いつも
皆様の立場に立って、よき相談相手になれるよう自ら成長し、
誠実な専門家を目指して日々努力を重ねてまいります。

大西　勝也

　この仕事を始めて早二十有余年。頼りな

い私に、これまでお付き合いくださったクライ

アントの皆様には心から「感謝」です。年

齢的にそろそろゴールが見えてきた今、私

としては、クライアントそれぞれの状況やご希望
に合わせて

より良い形でバトンタッチすることが、私にできる
せめてもの

お礼かなと思っています。それを心にとどめて、
真摯に日々

の業務に取り組みたいと思います。

伊藤　尚子

　２年前に公認会計士試験に合格後、現
在は実務経験を重ねているところです。
　顧問先の皆様から信頼され、安心して相
談して頂けるような会計実務家に早くなりた

いと考えています。
　そのために、税務の知識のみならず、顧問先のお役に
立てるように管理会計、経営会計の知識も身に着け、努力
を惜しむことなく日々精一杯努めます。

千住　彰昌

メッセージ

　弊社ではよく10 年後の自分を見据えて今
の自分を磨くようにと教えられます。
　その中間の 5 年後までには顧問先の良き
パートナーとなれるような信頼関係、その信

頼の基となる確かな実力が必要であると考えております。
　そのため、日常の業務を正確に速く吸収し、税理士試験
合格を目指し、税務に限らず、幅広い知識を得られるように、
日々邁進していきます。

宮脇　亮輔

　「農業が産業として発展することに貢献で
きる仕事人になること。」が私の目標です。
　これまで、弊社が蓄積してきた農業に関
する知見を土台に、農業経営に資すること

のできる人間になりたいと思います。また、税理士としてだ
けでなく、農業経営全般に精通しているコンサルタントであ
ると認識していただけるよう、日々時間を無駄にせず、自己
研鑽に努めてまいります。

原　ゆきこ 税理士

　クライアントの皆さまのよき相談相手となる
ために、世の中のあらゆる変化に取り残さ
れないように「情報」に敏感に反応してい
かなくてはいけないと思っています。そして

問題点をさらに正確に早く解決できる力を身につける努力を
し、今後も誠実に対応してまいりたいと思います。

青木　有美子
　今の自分があるのは、これまで皆様に支
えて頂いたおかげであると感じています。こ
の感謝の気持ちを、今後、仕事を通じて皆
様にお返しできればと思います。

私の専門とする人事労務の分野は、企業の発展にとって非
常に重要な部分です。企業の数だけ悩みもあり、抱える課
題も様々です。皆様の悩みに耳を傾け、課題解決に向け
て一緒に取り組んでいきたいと思っております。そのために
も、自己研鑽と健康維持に努めます！

田中　亜紀 社会保険労務士

　因果俱時。
今有る知識にあとどれぐらい足せば 100 と

なるだろうか。明日は新たな自分であるため

に、何度殻を破る必要があるだろうか。難

解であり苦悩を伴うが、やり遂げた時には一段高
いところに

登ったと思えるような仕事を、死ぬまでにいくつ経
験できるだ

ろうか。
出来るか出来ぬか分らぬことは、出来ると信じて

努力する。

萩内　美里 税理士

設 立 40 周 年 記 念

40周年を機に自分のこれからの
5年間について考えてみました。
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根っこ
空港通り店

　その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、特別障害者に該当する人又は年齢23歳未
満の扶養親族を有する人若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人の総
所得金額を計算する場合には、給与の収入金額（その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には
1,000万円）から850万円を控除した金額の10％に相当する金額を、給与所得の金額から控除するこ
ととされました。

年末調整、確定申告　変更・留意点

基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正

令和2年分の年末調整、確定申告について大幅な改正が行われました。
特に、皆さまに影響が及びそうな点を紹介させていただきます。
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Hair Make SAMSARA

店　舗　紹　介

三木店

　ヘアサロン『さかもとグループ』の新店舗が三
木町にオープンしました。ゆとりと気品ある空間
で、お客様が理想とする「なりたい」を叶えてくれ
るサロンです。
　サロンスペースを1席ずつ仕切り、空間除菌シス
テムを導入するなど、衛生対策とデザイン性を両
立した店舗です。
　「お客様に寄り添ったプラスワン」をサロンコン
セプトに、お客様をお待ちしております。

〒761-0612　香川県木田郡三木町大字氷上482－2
TEL：087-899-6525
営業時間：9時～19時
定休日：月曜
駐車場：共有Pあり（マルナカ三木店共有）

〒761-8082　香川県高松市鹿角町353-3
TEL：087-814-4479
営業時間：7時～17時
定休日：年中無休（1月1日、2日のみ休み）
駐車場：50台

　いりこベースだしの、讃岐うどんらしいうどん
がいただける根っこさん。
　空港通り店は、国道193号に面しており、広 と々
したスペースが魅力です。店内は100席あり、ゆっ
たりと座れます。また、駐車場も50台あります。
　寒い時期に大人気なのが、「揚げ餅うどん」。
揚げ餅が2枚トッピングされており、お腹が幸せ
に満ちます。また、店内で焼いているふっくらとし
た「だし巻き玉子」も絶品です。

（２） 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設

　基礎控除額が次の表のとおり改正され、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基
礎控除の適用を受けることはできないこととされました。

　給与所得控除が次の表のとおり改正されました。

（１） 基礎控除の改正

　上記(１)及び(２)の改正に伴い、それぞれ「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申
告書」が新たに設けられ、年末調整において基礎控除又は子ども・特別障害者等を有する者等の所得金
額調整控除の適用を受けようとする所得者は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までにそれ
ぞれ「給与所得者の基礎控除申告書」又は「所得金額調整控除申告書」を給与の支払者に提出しなけれ
ばならないこととされました。

（３） 「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」の新設

合計所得金額
2,400万円以下
2,400万円超　2,450万円以下
2,450万円超　2,500万円以下

基礎控除額     改正後
48万円
32万円
16万円

基礎控除額     改正前
38万円（所得制限なし）
38万円（所得制限なし）
38万円（所得制限なし）

給与の収入金額（Ａ）
162万5,000円以下
162万5千円超 180万円以下
180万円超 360万円以下
360万円超 660万円以下
660万円超 850万円以下
850万円超 1,000万円以下
1,000万円超

55万円
（Ａ）×40％ -10万円
（Ａ）×30％ +8万円
（Ａ）×20％ +44万円
（Ａ）×10％ +110万円
195万円
195万円

65万円
（Ａ）×40％
（Ａ）×30％ +18万円
（Ａ）×20％ +54万円
（Ａ）×10％ +120万円
（Ａ）×10％ +120万円
220万円

給与所得控除額     改正後 給与所得控除額     改正前

２

給与所得控除に関する改正1

　お米の旬である新米を口にするのは、農家さんの作品をいただく最高の瞬間です。今年も、改めて品種を意
識しながら、3品種についてみんなで比較してみました。
　

　今年も、日常的に食べられている「おいでまい」は外
観では健闘したものの、「あきさかり」と「にこまる」の特
別感と比べて不利だったようで。昨年よりも辛口だった
みんなの評価の中で、唯一の4点台を「味」で獲得し
た「にこまる」が今年は総合評価では1番となりました。
　糖質制限…、いや、それは無理です。炊きたての白
米を、目・耳・鼻・舌、すべてを使って楽しみましょう。

昨年に引き続き「お米の食味比較をしてみました」

　
外観
香り
味
粘り
硬さ
総合評価

昨年
3.7 
3.2 
3.4 
3.5 
3.6 
3.4 

今年
3.5 
3.0 
3.1 
3.4 
3.4 
3.1 

おいでまい あきさかり にこまる
昨年
4.1 
3.9 
4.3 
4.1 
4.2 
4.1 

今年
3.5 
3.4 
3.7 
3.9 
3.6 
3.8 

昨年
4.2 
3.8 
4.5 
4.1 
3.8 
4.0 

今年
3.9
3.6
4.1
3.3
3.9
4.0
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共同経営センター

税理士法人共同経営センター
〒760-0014
香川県高松市昭和町二丁目14番17号 昭和町ビル
TEL.087-833-6006（代） FAX.087-833-6099

昭和町駅

共同経営
センター

瀬戸内海放送

ミニストップ
TSUTAYA

紫雲中学校

高松市
中央図書館 香川大学

教育学部

香川大学
経済学部

紫雲町
ステージワン

ジョイフル

　介護老人保健施設小山荘は、高齢者の方々の生活のお手
伝いをさせていただく場として平成5年にオープンしまし
た。小山荘の3つの理念は「居」「食」「自由」です。「居」は
居住空間の広さ、「食」はバランスのとれた美味しい食事、
「自由」はスタッフやボランティアの方々と共に行うカラオ
ケ、俳句、手芸などのレクリエーションクラブへの参加など生
活環境への配慮を行うことです。
　現在、通所リハビリテーションでは、眺望絶景の展望風呂
を備えた最上階フロアーをご利用いただいています。

介護老人保健施設「小山荘」とケアハウス「登竜荘」は、坂出のレマン湖と言われる鎌田池のほとりにあります。
どちらの施設にも「展望用エレベーター」があり、その屋上から見る景色は、瀬戸大橋や坂出の町が一望できる開放感あるものです。
地域に開かれ、愛され、信頼される施設を目指して、利用者の方々に寛ぎと安らぎの場を、とスタッフ一丸となって取り組まれています。

「ケアハウス　登竜荘」「介護老人保健施設　小山荘」
　ケアハウス登竜荘は、施設を利用する方々に「第二のおう
ち」として安らぎのある生活を送っていただきたいとの思いで、
平成14年にオープンした軽費老人ホームです。静かな環境の
中で、個室入浴ができる広い居住スペースでの快適な生活を、
明るく家庭的な雰囲気のスタッフがお手伝いされています。
　例年「小山荘文化祭」を開いて、入居者の方の作品の展示
をしたり、地域の高校の茶道部とお茶会での交流をしてい
ます。その他にも、隣接する中学校や地域の小学校、幼稚園
等との交流も大切にしております。また、「瀬戸大橋まつ
り」では、スタッフが連を組んで踊りに参加するなど、地域
と共にあるコミュニティを大切にしています。「昨年は、コ
ロナウイルスの影響でイベントを開くことができませんでし
たが、今年は、皆さんの笑顔にお会いできるのを楽しみして
います」とのことでした。
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税理士法人共同経営センター

事務所の創立に思いを馳せると、私達の経営理念は、「“納税者の立場に立つ”ということをいつも心がけていると分かって
くれますよ」という、労苦を惜しまず税理士として生きてきた斯界の先達のあの笑顔から出るこの一言に尽きます。

1.私達は、納税者が納得して納税できる公平な税制の実現を目指します。
2.私達は、顧問先企業者が経営判断に必要とする情報を提供します。
3.私達は、顧問先企業者が「心から語り合える」相談相手になれるように努めます。
4.私達は、研鑽に努め自ら成長し、誠実な専門家集団を目指します。

経 営 理 念

C O N T E N T S

◆40周年を迎えて
◆祝辞   弁護士 久保和彦先生
◆設立40周年記念　職員メッセージ
◆年末調整、確定申告　変更・留意点
◆店舗紹介
　「Hair Make SAMSARA 三木店」 「根っこ 空港通り店」 「お米の食味比較」
◆顧問先紹介
　「介護老人保健施設　小山荘」 「ケアハウス　登竜荘」
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顧問先紹介顧問先紹介

介護老人保健施設  
小山荘
〒762-0026 
香川県坂出市小山町1番62号
TEL  0877（46）5300   
mail  koyama@tenor.ocn.ne.jp
https://koyamasou.
jimdofree.com 

ケアハウス　登竜荘
〒762-0026 香川県坂出市小山町1番61号
TEL  0877（59）2030
https://keahausu-touryuso.jimdofree.com 
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