
☆★間近に迫った法人税申告で困っていませんか？  
 
●青色申告取り消し間際の駆け込み申告も最善の対応を検討します。  
（青色申告が取り消されると、赤字の欠損金額の繰越しができなくなりますし、他

の青色申告の特典も受けられなくなります。青色申告が取り消されたら、大変です。） 
 
◆◆低価格の決算申告パック（新設法人 1 期目、2 期目）を準備しました。◆◆  
49,800 円からの低価格で２期目までの新設法人を応援します  
（宮崎税務会計事務所は経理代行会社とは、違います）  
経理データ入力まで完了しており、法人税申告書の作成のみをご希望のお客様にオ

ススメです。  

料金   ：   49,800 円～    

------------------------------------------------------------------------------- 
無申告でご不安がある方は、宮崎税務会計事務所の  
無料相談を是非ご利用下さい！！  
------------------------------------------------------------------------------- 
★売上 5 万円～100 億円の幅広い規模の企業様までを全力でサポートさせて戴き、
幅広い規模のご支持とご契約をいただく事ができました。  
 
 

☆★熊本で創業者より 40 年、  

平均経験年数 10 年以上のスペシャリスト集団  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
●  開業間もない 1、2 年目の会社で、顧問税理士がいない方に  
「丸投げサポート」が好評です。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
1 年分の経理から決算、申告作成まで、まとめて対応して、報酬は業界最安値の設定
です。  
 
融資、税務調査に強い専任の税理士が担当、  
銀行融資をお考えの方や、過去の無申告がある方にも安心してお任せできます。  
開業間もないからこそ、将来を考えた決算、申告書を作成しましょう。  
 



☆★赤字だからキチンと申告をする必要は  

ないとお考えではありませんか？  

  

★☆赤字決算をきちんと計算することは最大の節税！★☆  
利益が出ないからと言って青色申請をしない方はいないでしょう。  
青色申告であれば、今期の税務上欠損は最大９年間繰り越せます。  
翌期以降で黒字となった場合にこの欠損の繰越しで税金がかからない場合も出てき

ます。  
赤字となる期でも欠損金額をきちんと計算することは将来の税金に大きな違いとな

ってくるのです。  
 
つまり、赤字をきちんと計算することは、れっきとした節税対策なのです。  

  

長年税務に精通した、200 社以上の税務調査立会い経験のあるベテラン税理士が、
記帳から申告までチェックし、電子申告致しますので安心です。（経理代行会社とは、

違います）  
 
ご要望をしっかりお聞きして最大限の決算書をお作りします。  
青色申告取り消し間際、あるいは、銀行融資が不安な方は、すぐに宮崎税務会計事

務所の無料相談にお電話下さい。  
 

☆★役員給与の設定は難しい？   

従来、多くの会社では利益が出ると役員給与を上げ、利益が下がると役員給与を下

げるといった方法が広く行われていました。  
これでは、いつまでたっても会社の利益が赤字で、法人税がかからないわけです。  
こうした「利益調整」を防ぐ方策として、現在は「定期同額給与」の規定が出来て

います。  
 
現在は、毎月同じ金額の役員給与、すなわち期中の変更は会社の損金にはできない

ようになっていますのでご注意してください！  
 



☆★新設法人の役員給与の設定は難しい？  

できたばかりの会社でも、この「定期同額給与」の例外ではありません。  
しかも、スタートから３カ月以内の間に決議が必要ですので、やっかいです。  
設立から半年後に役員給与を初めて定めても、それらの全部がダメ。  
期中でその増額分や減額分についても、損金にならないのです。  
 
◆	 未払計上は可能か？ 
この規定が、未払計上も認めていないわけではありません。  
ただし、その未払いが一時的に発生するものであること。  
つまり、経常的ないし長期的に計上しているものだとその経費性が疑われることと

なります。  
 
思っているよりも、新設法人の役員給与の設定は難しい？ものなので、熊本で

40 年、沢山の中小企業をサポートしてきたプロの宮崎税務会計事務所におまか
せ下さい！！  
 
●経理データチェック 
●決算書作成 
●法人税申告書の作成 
●地方税申告書の作成 
●申請書・届出書のチェック 
●源泉税チェック・納付書の作成  
 
上記 6 種類が、全て含まれています。  
＊経理データ入力が終わっている方が対象です。 

 
※1. 消費税申告が必要な場合は別途料金（＋30,000円～）が発生します 
※2. 作業量が膨大な場合（1,000仕訳以上）は別途料金が発生する可能性があります 
 
＊経理入力がまだの方は、丸ごとサポートをご覧下さい！〈下記参照〉  
 
 

  

  



☆★宮崎税務会計事務所の決算申告パックサポートとは？  

●１.申告後の問合せも安全な「代理権限書」付き  

申告書の代理提出や税務調査の立会い、税務署からの問合せなど、税理士のみが出来る大

切な書類です。 
 
●２.銀行融資に有利な「指針リスト表」も、付ける事が可能です！  

「中小企業会計指針」に基づく決算を証明するリスト表です。 
銀行融資の際に提出すると、優遇が認められます。 
 
●３．手続き不要、負担なく、電子申告にも対応  

税金を払いすぎるのでは、意味がありません。 
最大限できるかぎりの節税に努めます。 
多くの現場経験から、形式主義でなく納税者の立場から決算書及び申告書の作成をします。 
 
●４．決算・申告をご覧頂いた方には、税務に関する情報満載の宮崎税務会計

事務所のＴＭサポート（ニュースレター）を無料でお届けします。  

節税方法や大切な税法の改正など、お得な情報が満載です。申告後も、情報提供のアフタ

ーフォローをします。 
  

●5.オリジナル書籍差し上げます。  

今ホームページ上から宮崎税務会計事務所と顧問契約を交わしていただいた方には、 
宮崎税務会計事務所の☆関連書籍あるいは、小冊子を差し上げています。	  

	 	 	 	 	 	 	  
 

宮崎税務会計事務所は皆様の税務と会計の  

さまざまな悩みを解消します！  



 

☆★経理データ入力も、領収書整理もまだ何も  

していない方には、宮崎税務会計事務所の  

丸ごとサポートパックがあります！  

●丸ごとサポートパックサービスの内容とは！              

78,000～  
  

□経理入力  

□領収書の整理  

□元帳作成  

□決算書作成  

□法人税申告書作成  

□地方税申告書作成  

□申請書・届出書のチェック  

□源泉税チェック・納付書作成  

  
上記 8種類の資料を作成します。  
 
通帳・領収書・請求書があれば大丈夫！  
 
丸ごとサポートは、特別サポート料金ですので、  

宮崎税務会計事務所にお気軽にご相談下さい。 
 
相続税・贈与・会社設立・法人税申告の無料相談会もしておりますので、ご連絡下

さい！  
 
 
★税法の特例活用で、大幅な節税が実現！？  
税額が大きい『譲渡所得』は節税効果も大！の宮崎税務会計事務所の無料相談を是

非ご利用下さい！！  
 
 
 
 
 

  

  



☆★赤字だからウチは法人税の申告                 

しなくていいんじゃないの？                       

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
☆税金の未納・延滞は、日本政策金融公庫や信用保証協会からの融資において、融

資不可理由となりますので、気を付けて下さい。  
★好条件で融資を受けることと、税金を納めていることは、ある程度は、密接に関

係していますから、必ず確定申告を済ませて下さい。  
 
税務申告をされず、数年間放置していて、税務署からの指摘を受けて数年分の申告

を一度にされるケースも意外に結構あります。  
数年分の申告を一度に指摘されると、課税額が多く、資金繰りが悪化して税務申告

をしていない為、融資も受けられないのです。  
 
税務署から否認されたり、分納さえ払えないと最悪の場合、税務署からの差し押さ

えがあったり、取引先に差し押さえが行く事で、信用を失い、倒産につながる例も

あるのです。  
 
単年度の業績を示す損益計算書も大切ですが、金融機関が重視するのはむしろ貸借

対照表の方であることは意外に知られていません。  
特に純資産の部がマイナスの、いわゆる「債務超過」状態の場合、融資申請は非常

に厳しいと言わざるをえません。  
 
その他にも、仮払金や短期貸付金（役員貸付）が計上されていないか？	  
減価償却費を限度額まできちんと行っているかどうか？	 	 	 など、  
様々なチェックポイントが設けられています。  
 
●創業時、2 年目以降ともにいえることですが、銀行対策は泥縄式では対処でき

ません。  

 
会社設立の方法やタイミング、決算の組み方によって、融資を受けやすい会社かそ

うでない会社かの大勢はすでに決しているといっても過言ではありません。  
★そんな銀行が何より重視するのが、実は資金（繰り）計画です。  
毎期確実に利益を上げて、確実に債務を返済できるプランを示せなければ、融資担

当者の揺れ動く心を捉えることはできません。  
 



●宮崎税務会計事務所の創業間もないお客様でも 

・担保と保証人で最大 7200 万円！  

・担保なしでも最大 3,000 万円！ 

・雇用促進で 1 名あたり 120 万円 

・設備投資で、1000 万円等 ・・・うれしい成功事例がありました。  

 

★創業 2 年目以降の事業者にとって、融資審査の決め手となるのは、何といって

も決算書の内容です。  

●創業融資は「日本政策金融公庫」を活用しましょう  

 
「新創業融資制度」とは？  
この制度の最大のメリットは「無担保・無保証」で利用できます。  
融資限度額は、最大で 3000 万円 (うち運転資金 1500 万円 )で、金利は比較的高めの
設定です。  
 
「新規開業資金」とは？  
担保と保証人が必要のなりますが、最大で 7200 万円（うち運転資金は 4800 万円）
までの融資を受けることができます。  
 
 

☆★宮崎税務会計の毎月顧問先のお客様には、  

無料で融資対策もサポートしています。  

 
融資のノウハウはもちろんですが、会社設立や法人税申告も熟知した専門家に任せ

ることをお勧めします  
 
事業発展の鍵は「資金繰り」。お客様の繁栄を考え創業者より 40 年、確実な信用と
実績のもとに、1000 社以上の融資を支援して金融機関や取引先からの信頼度アップ
に貢献してきた実績は、多数。  

銀行融資に強い！宮崎税務会計事務所の無料相談にお気軽にご相談下さい。  

  
ご自分で融資の申請をして一度審査に落ちてしまうと半年間、  

再申請ができなくなることをご存知ですか？ 

融資経験豊富な税理士がお客様の繁栄を考え 30 年、1000 社以上の融資を支援して
金融機関や取引先からの信頼度アップに貢献してきた実績多数。  



成功率９７％の高確率   の実績！利率も０．５％からの低金利で  

融資支援報酬が安い！ 

 

高品質の決算書作成をお約束 

銀行役員・支店長との太いパイプで融資実績が多数 

 
熊本で創業者より 40 年、平均経験年数 10 年以上の 

スペシャリスト集団です。  
 

  

☆★宮崎税務会計事務所の相談可能事例の一例  

 
IT、建設、大工、電気工事、リフォーム会社、医者、医療法人、歯医者、不動産、
弁護士、司法書士、美容業、介護、農業、飲食店、獣医、歯科技工士、アパレル、

システムエンジニア、ヤフオク、通販、商社、自動車関連部品、タイヤ販売、中古

車販売、修理工場、製造業、  精密機器販売、、広告代理店、PR 会社、  カイロプラ
クティック、リフレクソロジー、スタジオ、整体、俳優、占い師、保険外務員、輸

入業者、輸出業者、アフィリエイト、情報起業、HP 制作、スナック、バー、学習塾、
英会話教室…他   
 
宮崎税務会計事務所が選ばれる理由はこれだけではありません。  

それは…信頼できる事務所には、ご依頼者様からの「感謝の声」がたくさん届き

ます。いくらホームページ等で自社の PR をしても、依頼者から喜びの声は集ま

りません。  

 

 

 

お客様から実際にいただいた「感謝の声」を紹介致します。  

 

 

 



◆◆宮崎税務会計事務所のお客様の「感謝の声」◆◆ 

 

 

渡辺歯科医院	 様	 	  

宮崎税務会計事務所には、創業者外山先生の時よりお世話になります。 

 

	 宮崎先生が引き継がれて間もなくして税務調査が入った時も素晴らしい経理の対応で１

円の漏れもなく、税務署員は、2日で退散しました。 

これは、一重に、宮崎所長の税法に対して徹底的に研究されている証拠だと思われます。 

又、担当の方は、頭も切れるし、真面目だし、宮崎税務会計事務所には、よい人材が集ま

るのだと、つくづく思いました。これからも宮崎税務会計事務所の発展を心からお祈り致

します。 

 
 
 

 

 

株式会社 守平建設  様	 	 http://morihira-kensetsu.com/  

 
宮崎税務会計事務所には、創業者外山先生の時より、お世話になり２１年余りがたちまし

た。ここまで長くお世話になっているのも、宮崎先生はじめスタッフみなさんのこころ暖

かいおかげだと思っています。 

 

いままでの間、担当者の方も代わり２人目ですが、初代担当者の方同様に、公私にわたっ

て色々な相談も、持ち込みますがお人柄もよく、親切、丁寧、熱心な対応に感服するばか

りです。これからも、宮崎税務会計事務所の発展を心からお祈りいたします。 

 

 

 



鮨屋 時蔵	 様 http://tokizoh.jp/ 

	 飲食業を始めて 17年になります。	 宮崎先生にお世話になって、かれこれ 14～15年に
なりました。	 今までの間には、先生のアドバイスで色々と助けて頂いた事が幾度もござ

いました。法人にするときや、税務調査の時、いつも適切なアドバイスを戴き、無事に切

り抜ける事ができました。 
	 毎月の帳簿や、経営指導も今では、何故か、愉しみに感じるようになってきたくらいで、

これもひとつには、先生の優しい性格からくる解りやすさがあるのではないかと思います。 

 

 

㈲モビーディック 九州造形研究所  様  

 http://www.k-mobydick.com/ 

 

宮崎税務会計事務所と、ご縁を頂いて早いもので 17～18年程になります。 
改めて、この 17～18年を振り返ってみますと… 
弊社のスタッフ（人）も、仕事内容（モノ）も、資金（金）等も、全て大きく変化変容し

ていく中で、「今日」から「明日」へと繋いで行く為のエネルギー…つまり、資金調達に大

変苦慮した時期もございました。また、スタッフの仕事に対する意識がバラバラで、何処

に向かっているのか分からず不安な時期もございました。 
 
でも、そんな時は何時も宮崎先生に電話で長―いこと相談したり… 
苦慮している問題には、アドバイスを適時的確なタイミングで頂いたり… 
又、或る時は、共に行動して頂いたり…と、この 17～18年間いつも柔軟な対応をして頂い
たお陰で、一筋の光明を見出す事ができ、幾つかの「偶然」が幾つかの「奇跡」をもたら

し…今日に至りました。 
現在、弊社は、スタッフ一同一丸となって意識を集中し「モノ造り」に励んでいます。 
これも偏に…宮崎先生をはじめ、優しく…暖かく…接して下さっている、スタッフの方々

とのご縁を頂けたお陰だと…感謝の気持ちで、いっぱいです。 
 
今では、弊社に取って、宮崎税務会計事務所さんは、心強い｛最強のパートナー｝です！

これからも、どうぞ宜しくお願い申しあげます。 
 



◎宮崎税務会計事務所では、きちんとサービスを提供しているからこそ、ご依頼者

から「感謝の声」が沢山集まっているのです。  

 

宮崎税務会計事務所では、税務や会計・税務調査のプロとして、100 件超の相談対

応し、中小企業のサポーターとして悩む人々を助けてきたからという理由でもあり

ません。   

 

孤軍奮闘している社長さんの盾になって守り、さまざまなストレスから解放し、毎

日の仕事に一刻も早く集中していただける環境に戻すことを、使命として活動して

いるからです。   

その結果として、たくさんのご依頼者様から高い評価を頂けていると自負していま

す。  

 

まずはお気軽に初回無料相談をご利用ください。  

 
決算申告、会社設立、相続税まで無料相談会をいたしますので、

是非ご利用下さい。 

 
お客様の永続的な繁栄、事業承継、贈与税、相続税のお手伝いをします。                             

 

------お問い合わせ------ 
■電話番号  
☎096−366−2231 
 
■WEB からのお問い合わせ  
http://www.miyazaki-zeimu.com/inquiry/ 
 
 
（毎月先着 3 社の方しかご予約できませんので、決算が間近な方は、お早めにお電話

や、ホームページからお問い合わせ下さい）    
 


