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厳寒の候、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。
2012 年は、世界的に「政治の年」となりました。アメリカ、中国、ロシア、フランス、
韓国等々で新指導者選びが行われ、日本でも衆議院の解散総選挙が行われました。本来です
と、このような年は、様々な政治的配慮から景気は良くなると言われてきましたが・・・・。
国内では、デフレ経済からの脱却が進まず、又、強い円を背景に産業の空洞化が心配され
特に家電で世界を席巻した電機産業は、競争力を失い韓国勢等に差をつけられピンチに陥っ
ています。今の日本経済はまさに「厳しい風が吹いている」状態です。そんな中「逆境もよ
し、順境もよし。要はその与えられた境遇を素直に生き抜くことである。」
（松下幸之助）の
言葉が頭に残ります。このような厳しい時代の中、私どもは皆様の成長・発展を全力でサポ
ートし、感謝の心が溢れる宮崎税務会計事務所であり続けたいと思っております。
最後になりましたが、来年も本年同様よろしくお願い致します。
所 長

宮崎 信一郎

・ 年末調整について
・ 年末のご挨拶
・ 事務所からのお知らせ
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敬具

平成 24 年分

年末調整・昨年との変更点
1.各種控除

配偶者控除・扶養控除・配偶者特別控除・障害者等の控除・各種の保険料控除・
（特
定増改築等）住宅借入金等特別控除などです。この控除の中で、昨年までと変更に
なっているものがありますのでご紹介致します。

♦生命保険料控除・・・介護医療保険の保険料控除の創設
昨年までは、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の 2 種類であり、それぞ
れ控除の適用限度額は 5 万円（合計適用限度額が 10 万円）でした。
平成 24 年分以後からは・・・

① 「介護医療保険料控除」が追加され、新契約にかかわる一般生命保険料控除、
個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の適用限度額は、それぞれ 4 万円と
され合計適用限度額が最大 12 万円となります。
② 平成 23 年 12 月 31 日以前に締結した保険契約等については、従前の一般生
命保険料控除、個人年金保険料控除が適用され、適用限度額はそれぞれ 5 万円、
合計適用限度額 10 万円となります。
③ 新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合は、12 万円が
上限とされます。

♦企業型 401K の個人掛金が追加
小規模企業共済等掛金控除の対象となる「確定拠出年金」の保険料に企業型 401K
の個人掛金が追加されました。
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各種保険料控除一覧表

控除の種類
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除

生命保険料控除

地震保険料控除

控除額（所得控除）
支払った保険料の全額
支払った掛金の全額
保険等の種類
旧契約
新契約 両方がある場合
一般の生命保険料
最高5万円 最高4万円
最高4万円
個人年金保険料
最高5万円 最高4万円
最高4万円
介護医療保険料
－
最高4万円
－
最高12万円
合計適用限度額
最高5万円
地震保険料のみの場合
最高1万5千円
旧長期損害保険料のみの場合
最高5万円
両方がある場合

（注）旧契約とは、平成 23 年 12 月 31 日以前に締結した保険契約等、
新契約とは、平成 24 年 1 月 1 日以後に締結した保険契約等をいいます。

2.「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者の納期限変更

「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が 7 月から 12 月までの間に
支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年 1 月 20
日とされました。

3.自動車などの通勤手当の非課税限度額変更
自動車通勤等の方で通勤距離が片道 15km 以上である場合、交通機関を利用する
とした場合に負担することになる運賃相当額まで非課税限度額を上乗せする特例
措置が廃止されました。
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来年 1 月から復興特別所得税での源泉徴収税額に注意！！

源泉所得税
周知のように、所得税の源泉徴収義務者は、2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12
月 31 日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税
を併せて徴収する必要があります。源泉すべき所得税及び復興特別所得税の額は
以下のようになります。

支払金額等×合計税率（％）（所得税率（％）×102.1％）
算出額の 1 円未満の端数は切り捨てます。
♦♦従業員の給与等について♦♦
2013 年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を
徴収し、1 枚の所得税徴収高計算書（納付書）で納付するので問題はありません。
注意が必要なのは、原稿料や講演料、税理士や弁護士など特定の資格を持つ人に報
酬・料金を支払う際の源泉徴収です。
現在、原稿料や講演料などを支払う際に源泉徴収する所得税の額の計算は、
支払金額が 100 万円以下の場合は「支払金額×10％」、100 万円超の場合は「（支
払金額－100 万円）×20％＋10 万円」ですが、来年 1 月以降は、復興特別所得
税の 2.1％が上乗せされるため、支払金額が 100 万円以下の場合は「支払金額×
10.21％」、100 万円超の場合は「
（支払金額－100 万円）×20.42％＋10 万
2100 円」となります。
※2013 年分以後の源泉徴収税額表は、国税庁 HP に掲載されており、税務署か
らも年末調整の時期に配布されています。

名 前：渡邉 多佳子

新人紹介

血液型：O 型

一 言：10 月下旬に入社し、２ヶ月程経ちました。まだまだ勉強不足
ですが、前職での金融機関ローン担当だった経験を活かしお客様の
ご相談にお応えできるよう頑張りたいと思います。
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年末のご挨拶
バブル崩壊から 20 数年、
景気回復の処方箋を出し
てくれるドクターはいな
いでしょうか？来年も宜
しくお願いします。
山口

今年一年間お世話になり
ました。政権交代したもの
の、やはり気になるのは消
費税増税！せめて食品関
係は据置にして欲しいで
すね。
坪久田

来年は巳年です。
ヘビのように一皮むけて
デキる大人になれるよう
日々、努力して参ります！
伊藤

子供の成長はすごい！！
と驚かされた一年でした。
どんどん成長していく
子供に負けぬよう来年も
頑張ります。
三浦

来年も初心を忘れず
頑張ります。
松山

今年は学ぶことの多い年
でした。来年は、今以上に
成長できるよう、何事にも
頑張って取り組んでいき
たいと思います。

日本のことわざが身にし
みる歳になりました。今一
度、自分の行動言動を改め
たいと思います。来年もよ
ろしくお願い致します。

中村

明瀬

新しく始まることが多い
一年でした。来年は少しで
も成長していけるように
頑張ります。

来年は様々なことを吸収
し、学んでいく一年にした
いと思います。
渡邉

岩坪
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♦♦♦♦♦年末調整のお願い♦♦♦♦♦

お知らせ

年末調整資料の早期ご提出にご協力をお願い致します。

♦♦♦♦♦確定申告のご案内♦♦♦♦
当事務所は、お客様の利益を守ることを基本理念とし、確定申告 3 つのキーワー
ド『より早く』『より正確』
『より節税』を目指して取り組んでおります。
節税検討が出来るよう、早めの資料準備を皆様にお願い致します。
また、ご不明点がございましたら、担当者へご相談下さい。

♦♦♦♦♦秋のキャンペーンの御礼♦♦♦♦♦
前号でご案内いたしました、「秋のお客様紹介キャンペーン」では、皆様のご協
力を頂きありがとうございました。職員一同、深く感謝しております。
引き続き、ご協力をお願い致します。

♦♦♦♦♦営業日のご案内♦♦♦♦♦
年末年始の営業日は、下記の通りです。
年内

→

年始

→

12 月 28 日（金） 午前中
1月

4 日（金） 通常営業

よいお年をお過ごしください。
～編集後記～
今年最後のＴＭ情報はいかがでしたでしょうか？
ウイルス性の風邪が流行していますので、うがい、手洗いを励行して体調管理には
十分お気を付け下さいませ。
中村

６

