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決算申告個別相談会決算申告個別相談会
小規模事業者の事業所得限定（農業・一般市民は対象外）

税理士会からの
派遣税理士による
税理士会からの
派遣税理士による

赤磐商工会地区の自営業者のみなさま赤磐商工会地区の自営業者のみなさま

■申告書提出までの流れ
①ご自身が集計したものをご持参ください。
②職員が決算申告ソフトへ入力し、修正があればご連絡します。
③税理士が確認・署名の上、e-Tax で税務署に送信します。
※商工会からは、税理士署名のある決算申告書類しか提出できません。

【税理士相談日】開催時間　AM：9時～12時　PM：13時～16時
　　　　　　　 1枠目安45分　商工会に事前相談後、予約調整します。

■手　数　料　※非会員の場合は、別途料金を申し受けます。
　○決算申告作成指導5,000円～（作業内容により変動。医療費集計1,000円加算）
　○消費税申告作成指導　簡易3,000円・本則5,000円（記帳代行先は1,000円）
＜ご注意＞
　○原則、電子申告（e-Tax）での提出です。
　○3月1日以降に関係書類を持参された場合、別途5,000円追加料金がかかります。
　※詳しくは商工会にお問い合わせください。
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2.3 月の確定申告で困って
いる自営業者のみなさま
帳簿のつけ方や決算・申告のアドバイスを行っています。①65万円の青色申告特別控除が受けられます　②毎月処理するので、
２、３月バタバタしません！　③経営の状態が数値で把握できます！ 等、メリット盛りだくさん！

商工会の記帳代行サービス2、3月の確定申告で困って
いる自営業者のみなさま

詳細は経営に役立つ！ 各種セミナーのご案内各種セミナーのご案内各種セミナーのご案内 検索赤磐商工会

帳簿のつけ方

令和5年から青色申告する方、
白色申告や青色申告特別控除10万円の方

●日時　4月20日(木)

　確定申告が間近に迫っていますが、バタバタして
いませんか？決算申告は日々の記帳が大事です。
申告が終わったタイミングでこのセミナーを受講
し、青色申告65万円控除を目指しましょう！　商工
会スタッフが講師なのでお気軽にご参加ください。

経理初心者に必須！
帳簿と決算申告の仕組みセミナー

●日時　5月25日(木)
　昼の部　13時30分～14時30分
　夜の部　18時～19時

　自営業になると、年に1回、税金を計算して税務署に納税
する「確定申告」をしなければなりません。日頃から経理を
していないと、1年まとめてやるのは大変です！
　今回のセミナーでは、基礎から分かりやすくご説明します！

あかいわ創業塾2023は
6月ごろスタート予定です。

　創業するには、お金、儲かる仕組み、
事業がうまくいくかを検討する計画づく
り等、やることが沢山あります。創業塾は、
みなさんの創業にむけた疑問や不安を解
消するために赤磐市が主催しています。
　最新情報は「あかいわ創業塾」にアッ
プしますのでチェックしてください。
あかいわ創業塾で検索！

～起業・創業者を目指す方、創業 5 年未満の方～

個人事業向け

　１０月１４日に桜が丘中学校前に洋菓子店を開店し
ました。オープンまでに事業計画、融資、広告宣伝
などの相談を赤磐商工会にしました。特に、計画作
りでは何度もダメ出しされましたが、最高と最悪の
場合の数字が把握できたので、開店後も多少の波が
あっても焦らず商売をしています。
　今は、「おいしい」と言ってくださる「お客さまの声」を

糧に、忙しいですが充実しています。
　「起業したい方は自分の強みを生か
すために、市場やライバルを一緒に
分析してもらってはいかがですか？」
　でも、最後に決めるのは自分です
よ！！

　作業現場の生産性向上のためＩＣＴ施工に
注力していきたいと考え、県のエネルギー効
率化補助金を活用し３Ｄレーザースキャナー
を導入しました。
　導入の結果、「測量」から「施工」に着手
できるまでの期間にこれまで約1カ月要してい
たものを約半月に短縮する
ことが可能になりました。
　補助金はいろいろな制限
があったりしてややこしい
ですが、活用を検討されて
いる方は商工会に相談して
みてください。

　当店は、これまで和食と仕出しのお店として
お客様へ料理を提供してきました。コロナ禍
で厳しい状況の中、何とか活路を見出そうと
していた時に、赤磐産の幻の鰻と出会い、感
動したことからうなぎ専門店へのリニューアル
を考え、商工会へ相談し、持続化補助金にチャ
レンジ！計画作成のアドバイスを受け申請した
結果、無事に採択されました。
　新しいことで不安もありま
したが、徐々にメディアへ取
り上げられるようになり、う
なぎ専門店への第一歩を踏み
出せました。商工会さん、今
後もよろしくお願いします！

パティスリーエルト
　　代表　大澤　清秀さん

【熊山地区】
【吉井地区】

【山陽地区】

「岡山県エネルギー効率化補助金」

（桜が丘東）

（周匝）
（高屋）株式会社　西山組

　社長　安達　政司さん

味心　逆瀬川
代表　神原　聖次さん

経営指導員の「創業支援」を受けてガッチリ！経営指導員の「創業支援」を受けてガッチリ！

●内容・税務署へ提出する届け出
・日々の経理と確定申告
・必要な帳簿
・帳簿のつけ方

を使ってガッチリ！
「岡山県エネルギー効率化補助金」

を使ってガッチリ！
「持続化補助金」を使ってガッチリ！「持続化補助金」を使ってガッチリ！

個人事業向け

商工会の記帳代行サービス

昼の部　13時30分～15時
夜の部　18時～19時30分
　　※どちらも同じ内容

講習会



【趣味】野球、ソフトボール、ゴルフ、スポーツ観戦
【ちょっと一言】
　現在、3歳児と10か月の息子と遊ぶことがとても楽しみな毎
日を送っています。長男は4月からいよいよ幼稚園へ通います
が、集団に入ってうまくやれるか、親の方が不安がっています。
　私は、34歳になった今でも草ソフトボールチームに所属して
いますが、そろそろ自分の趣味を引退して、息子たちに習い事を
させたいと思っています。ただ、草ソフトボールチームが人数不
足なので、すぐに引退させてくれるかどうか？です（笑）

子供たちの成長が
楽しみな
「国田篤志」です。

コタツをこよなく
愛する
「平田美貴子」です。

　消費税のルールが変更され、インボイス番号が無い請求書等
を受け取ると、消費税の納税額が増える場合があります。
　また、国に消費税を納税していない免税事業者も取引先の状
況に応じてインボイス登録を検討する必要があります。お悩みの
方は早めに商工会もしくはコールセンターにご相談ください。
【消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター】
TEL：0120-205-553　時間：9時～17時（土日祝除く）

【趣味】子供と一緒に遊びに出かけること
【ちょっと一言】
　冬と言えばこたつにミカン、そして「アイスクリーム」です。
　金曜日の夜、　子供が寝た後、1人で「こたつ」で食べるアイス
クリームが最高に幸せです。　しかし、　子供と9時頃から寝てし
まいなかなか食べられていません(T_T)
　さらに、　早く寝るのが早く目覚め、　「ウォーキングをしよう！」
と思うだけで…。　吉井地区のみなさん、　もし早朝ウォーキング
を始めた私を見たらお声かけください。

「インボイス制度」が10月から始まります！ 電子帳簿保存法　事前準備をしましょう！

インボイス特設サイト
制度の詳細は

重要

①　物価高騰対策・回復再生応援枠 1/2～3/4　3000万円まで
②　成長枠 　　　　　　　　1/3～1/2　7000万円まで
③　グリーン成長枠 　　　　1/3～1/2　1.5億円まで
④　産業構造転換枠 　　　　1/2～2/3　7000万円まで
⑤　最低賃金枠 　　　　　　　　2/3～3/4　1500万円まで
⑥　サプライチェーン強靭化枠 1/3～1/2　5億円

ものづくり補助金

持続化補助金

　先端的な製品・サービス開発、生産プロセスの改善に必要な設備・システム投
資等を支援します。
①通常枠、②回復型賃上げ・雇用拡大枠、③デジタル枠、④グリーン枠

小規模事業者が行う販路開拓等（チラシ作成等）の取り組みを支援します。
①通常枠、②賃金引上げ枠、③卒業枠、④後継者支援枠、⑤創業枠

補　助　率　　1/2または2/3
補助上限　　①～③750万円～1250万円、④750万円～4000万円

IT導入補助金
　労働生産性の向上を目的に、業務効率化やDX、サイバーセキュリティ対策等
のITツール導入を支援します。
（１）通常枠　A類型・B類型

（2）デジタル化基盤導入類型（インボイス等対応）
　会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトいずれかのＩＴツール導入と、
それに合わせたＰＣ・レジ等導入を支援します。

補　助　率　　1/2以内
補助上限　　A類型150万円未満、B類型450万円以下

①3/4以内　①50万円以下
②2/3以内　②350万円まで

補　助　率　　2/3（②の赤字事業者は3/4）
補助上限　　①50万円、②～⑤200万円　※要件により50万円上乗せ

事業承継・M&A後の設備投資・販路開拓などの新しい取り組みを支援します。
①創業支援型、②経営者交代型、③M&A型

補　助　率　　1/2または2/3以内
補助上限　　800万円まで

事業承継・引継ぎ補助金（経営革新型）

　国内ガソリン需要の減少や人手不足が深刻化するＳＳが安定して石油製品
を提供するため、デジタル化する設備、配送を効率化する設備、計量機や地下
タンク・配管などの設備導入や人材育成を支援します。

サービスステーション事業再構築・経営力強化事業

（１）充電インフラ整備事業等
　電気自動車やPHEV 社の充電設備・V2H充放電設備の導入と工事費、
外部旧電機の購入費を補助します。
（２）水素充てんインフラ整備事業
　水素ステーションの整備費及び運営費を補助します。

クリーンエネルギー自動車の普及に向けた充電・インフラ等導入促進補助金

②　PC・タブレット等 　　　　1/2以内　　10万円まで
③　レジ・発券機 　　　　　　　　1/2以内　　20万円まで
④　セキュリティ対策推進枠  1/2以内　　100万円まで

補助上限

①　会計・受発注・決済・ECソフト

内　　容 補助率

補助上限内　　容 補助率
コロナや物価高騰の影響を受けた中小企業等が行う新分野展開等を支援します。
事業再構築補助金

※補助上限の多くが従業員規模により変動

（令和4年度補正予算）

予算:180億円

予算:200億円

（令和4年度補正予算）

適格請求書保存方式 　電子データでやり取りした請求書・領収書等は、データ
のまま保存することが義務付けられましたが、やむを得な
い事情で書面保存が認められる猶予期間は令和5年12月
までです。
　電子データを閲覧・印刷できるPCなどの準備
や、データ検索ができる保管体制を整える必要が
あるので、今から準備しましょう！

国の補助金概要予告！国の補助金概要予告！令和5年令和5年 国の補助金概要予告！

ガソリンスタンドは要チェック !!

電子帳簿
保存法

令和5年も継続します！

内容を変更して継続！ エネルギー関連の事業

インボイス制度インボイス制度


