
最大
今年の公募開始も目前となり、全国トップクラスの採択件数を誇るコンサルタントを講師に
最新情報とともに

 

 

 

 

 

 

 

 

（１
 自家消費とは、事業のために仕入れ又は製造し
た商材等を自身の生活のために消費することです。
販売用資産などの自家消費は、現金等の収入を伴
いませんが、次のいずれか高い金額を収入に計上
する必要があります。
 ◎

 ◎

（２
アパートを賃貸し、入居者の退去時に、部屋の

原状回復費用と、預かっていた
合は、次のように別々に計上することになります。

◎

◎

（3
個人事業者が、消費税の経理処理について税抜

経理を採用している場合に発生した益税もその発
生した年の収入に計上しなければなりません。
 

①

申告をすれば、医療費控除が受けられる場合が
あります。すでに年末調整を行った人も、確定
申告をすれば控除を受けることができます。申
告には、領収証の提出の代わりに「医療費控除
の明細書」の添付が必要です（領収証は
保存）。明細書には、医療を受けた人・病院・薬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資産活用のヒントをお届けします

参

“

最大 1,000 万円の補助金
今年の公募開始も目前となり、全国トップクラスの採択件数を誇るコンサルタントを講師に
最新情報とともに

■ 日
         

■ 会
■ 講
■ 受 講

１）個人事業者
自家消費とは、事業のために仕入れ又は製造し

た商材等を自身の生活のために消費することです。
販売用資産などの自家消費は、現金等の収入を伴
いませんが、次のいずれか高い金額を収入に計上
する必要があります。

◎仕入金額

◎売値の７０

２）預かった
アパートを賃貸し、入居者の退去時に、部屋の

原状回復費用と、預かっていた
合は、次のように別々に計上することになります。

◎原状回復費用→「修繕費等」として計上

◎相殺した敷金→「収入」として計上

3）消費税の
個人事業者が、消費税の経理処理について税抜

経理を採用している場合に発生した益税もその発
生した年の収入に計上しなければなりません。

①医療費控除
昨年 1 年間に支払った医療費について、確定

申告をすれば、医療費控除が受けられる場合が
あります。すでに年末調整を行った人も、確定
申告をすれば控除を受けることができます。申
告には、領収証の提出の代わりに「医療費控除
の明細書」の添付が必要です（領収証は
保存）。明細書には、医療を受けた人・病院・薬

 

【不動産等の譲渡・贈与の相談日】

【その他所得税の一般的な相談日
【場所】ベイヒルズ税理士法人

資産活用のヒントをお届けします

参考 

“ものづくり

の補助金が支給される
今年の公募開始も目前となり、全国トップクラスの採択件数を誇るコンサルタントを講師に
最新情報とともに、採択のための具体的なポイントを公開致します

日 時  :
            

会 場  :  
講 師 :  
受 講 料 : 

※お申し込みは

個人事業者の自家消費
自家消費とは、事業のために仕入れ又は製造し

た商材等を自身の生活のために消費することです。
販売用資産などの自家消費は、現金等の収入を伴
いませんが、次のいずれか高い金額を収入に計上
する必要があります。 

仕入金額（製造原価）

７０％ 

った敷金や保証金
アパートを賃貸し、入居者の退去時に、部屋の

原状回復費用と、預かっていた
合は、次のように別々に計上することになります。

原状回復費用→「修繕費等」として計上

相殺した敷金→「収入」として計上

の益税等 
個人事業者が、消費税の経理処理について税抜

経理を採用している場合に発生した益税もその発
生した年の収入に計上しなければなりません。

医療費控除 
年間に支払った医療費について、確定

申告をすれば、医療費控除が受けられる場合が
あります。すでに年末調整を行った人も、確定
申告をすれば控除を受けることができます。申
告には、領収証の提出の代わりに「医療費控除
の明細書」の添付が必要です（領収証は
保存）。明細書には、医療を受けた人・病院・薬

【不動産等の譲渡・贈与の相談日】

その他所得税の一般的な相談日
【場所】ベイヒルズ税理士法人

資産活用のヒントをお届けします

ものづくり補助金

支給される、「
今年の公募開始も目前となり、全国トップクラスの採択件数を誇るコンサルタントを講師に

採択のための具体的なポイントを公開致します
:  ３月１２日（

                    
:  横浜市神奈川区栄町
:  株式会社エフアンドエム
:  無料 

※お申し込みは、s_sato@bayhills.co.jp

 

自家消費 
自家消費とは、事業のために仕入れ又は製造し

た商材等を自身の生活のために消費することです。
販売用資産などの自家消費は、現金等の収入を伴
いませんが、次のいずれか高い金額を収入に計上

 
（製造原価） 

保証金の償却
アパートを賃貸し、入居者の退去時に、部屋の

原状回復費用と、預かっていた敷金
合は、次のように別々に計上することになります。

原状回復費用→「修繕費等」として計上

相殺した敷金→「収入」として計上

個人事業者が、消費税の経理処理について税抜
経理を採用している場合に発生した益税もその発
生した年の収入に計上しなければなりません。

年間に支払った医療費について、確定
申告をすれば、医療費控除が受けられる場合が
あります。すでに年末調整を行った人も、確定
申告をすれば控除を受けることができます。申
告には、領収証の提出の代わりに「医療費控除
の明細書」の添付が必要です（領収証は
保存）。明細書には、医療を受けた人・病院・薬

---
【不動産等の譲渡・贈与の相談日】

その他所得税の一般的な相談日
【場所】ベイヒルズ税理士法人  

※無料相談会のご予約は、

資産活用のヒントをお届けします 

補助金”採択

「ものづくり補助金
今年の公募開始も目前となり、全国トップクラスの採択件数を誇るコンサルタントを講師に

採択のための具体的なポイントを公開致します
日（木） １４：００〜１６：

                 個別相談会
横浜市神奈川区栄町 1
株式会社エフアンドエム

_sato@bayhills.co.jp

自家消費とは、事業のために仕入れ又は製造し
た商材等を自身の生活のために消費することです。
販売用資産などの自家消費は、現金等の収入を伴
いませんが、次のいずれか高い金額を収入に計上

償却 
アパートを賃貸し、入居者の退去時に、部屋の

敷金を相殺した場
合は、次のように別々に計上することになります。

原状回復費用→「修繕費等」として計上

相殺した敷金→「収入」として計上 

個人事業者が、消費税の経理処理について税抜
経理を採用している場合に発生した益税もその発
生した年の収入に計上しなければなりません。

年間に支払った医療費について、確定
申告をすれば、医療費控除が受けられる場合が
あります。すでに年末調整を行った人も、確定
申告をすれば控除を受けることができます。申
告には、領収証の提出の代わりに「医療費控除
の明細書」の添付が必要です（領収証は 5 年間
保存）。明細書には、医療を受けた人・病院・薬

--- 確定申告無料相談会のご案
【不動産等の譲渡・贈与の相談日】２月１９日(水

その他所得税の一般的な相談日】２月２０日(木
 【時間】１０：００～１７：００

※無料相談会のご予約は、

採択の秘訣

ものづくり補助金」。例年と比べて
今年の公募開始も目前となり、全国トップクラスの採択件数を誇るコンサルタントを講師に

採択のための具体的なポイントを公開致します
１４：００〜１６：
個別相談会１６：３０
1-1 KDX 横浜ビル

株式会社エフアンドエム 石田 芳土

_sato@bayhills.co.jp（担当

自家消費とは、事業のために仕入れ又は製造し
た商材等を自身の生活のために消費することです。
販売用資産などの自家消費は、現金等の収入を伴
いませんが、次のいずれか高い金額を収入に計上

アパートを賃貸し、入居者の退去時に、部屋の
を相殺した場

合は、次のように別々に計上することになります。 
原状回復費用→「修繕費等」として計上 

個人事業者が、消費税の経理処理について税抜
経理を採用している場合に発生した益税もその発
生した年の収入に計上しなければなりません。 

年間に支払った医療費について、確定
申告をすれば、医療費控除が受けられる場合が
あります。すでに年末調整を行った人も、確定
申告をすれば控除を受けることができます。申
告には、領収証の提出の代わりに「医療費控除

年間
保存）。明細書には、医療を受けた人・病院・薬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 確定申告無料相談会のご案
水)、２６日(水)

木)、２７日(木
１０：００～１７：００ 

※無料相談会のご予約は、０１２０－６７６－３７２

秘訣セミナー

。例年と比べて
今年の公募開始も目前となり、全国トップクラスの採択件数を誇るコンサルタントを講師に

採択のための具体的なポイントを公開致します。 
１４：００〜１６：３０ （受付

１６：３０〜 
横浜ビル  
芳土 氏、ベイヒルズ税理士法人

（担当 佐藤）までご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
局ごとに合計して明細を記載しますが、協会け
んぽ等から交付を受けた「医療費のお知らせ」
などを添付すれば、明細の記載が不要になり、
総合計額のみの記載でよいことになります。

（注）「医療費のお知らせ」には、ドラッグストア等

で購入した市販薬の明細は記載されませんので、そ

の分は「医療費控除の明細書」にその明細を記載す

る必要があります。

◎医療費控除（限度額

費の合計額－入院費給付金・高額療養費等－

万円※ 

※総所得金額等

金額等の

②災害や盗難

 震災、風水害、雪害などの自然災害、火事など

により自宅や家財、自家用車に損害を受けた場合、

盗難や横領により金品を失った場合などで、一定

の損害額が生じている場合には、雑損控除の適用

を検討しましょう。

③株式配当

 株式配当については、

配当の場合）であれば「確定申告しない」という

選択が可能ですが、あえて「確定申告する」こと

により配当控除という税額控除の適用を受け、

20.42％の

部について、還付を受けられる場合があります。

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確定申告無料相談会のご案内 
) 

木)、３月５日(木
  【費用】無料（

０１２０－６７６－３７２まで
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予算額も増え、
今年の公募開始も目前となり、全国トップクラスの採択件数を誇るコンサルタントを講師に

（受付 １３：３０
 先着３社様限定

氏、ベイヒルズ税理士法人

）までご連絡ください。

局ごとに合計して明細を記載しますが、協会け
んぽ等から交付を受けた「医療費のお知らせ」
などを添付すれば、明細の記載が不要になり、
総合計額のみの記載でよいことになります。

（注）「医療費のお知らせ」には、ドラッグストア等

で購入した市販薬の明細は記載されませんので、そ

の分は「医療費控除の明細書」にその明細を記載す

る必要があります。 

◎医療費控除（限度額

費の合計額－入院費給付金・高額療養費等－

※総所得金額等額が 200

金額等の 5％の金額

盗難による損失控除

震災、風水害、雪害などの自然災害、火事など

により自宅や家財、自家用車に損害を受けた場合、

盗難や横領により金品を失った場合などで、一定

の損害額が生じている場合には、雑損控除の適用

を検討しましょう。 

株式配当を受けている

株式配当については、

配当の場合）であれば「確定申告しない」という

選択が可能ですが、あえて「確定申告する」こと

により配当控除という税額控除の適用を受け、

％の税率で源泉徴収された所得税等の一

て、還付を受けられる場合があります。

 --- 

木) 
【費用】無料（１時間以内）

までお電話ください。

〒221

TEL

FAX

HP

月 
 

開催のご案内

予算額も増え、利用しやすくなりました。
今年の公募開始も目前となり、全国トップクラスの採択件数を誇るコンサルタントを講師に迎え、大幅に

１３：３０〜） 
社様限定 

氏、ベイヒルズ税理士法人 加茂 

）までご連絡ください。 

 

出典

局ごとに合計して明細を記載しますが、協会け
んぽ等から交付を受けた「医療費のお知らせ」
などを添付すれば、明細の記載が不要になり、
総合計額のみの記載でよいことになります。

（注）「医療費のお知らせ」には、ドラッグストア等

で購入した市販薬の明細は記載されませんので、そ

の分は「医療費控除の明細書」にその明細を記載す

 

◎医療費控除（限度額 200 万円）＝支払った医療

費の合計額－入院費給付金・高額療養費等－

200 万円未満の人は、総所得

％の金額 

損失控除 

震災、風水害、雪害などの自然災害、火事など

により自宅や家財、自家用車に損害を受けた場合、

盗難や横領により金品を失った場合などで、一定

の損害額が生じている場合には、雑損控除の適用

 

けている場合 

株式配当については、10 万円以下（年

配当の場合）であれば「確定申告しない」という

選択が可能ですが、あえて「確定申告する」こと

により配当控除という税額控除の適用を受け、

源泉徴収された所得税等の一

て、還付を受けられる場合があります。

時間以内）  ※要事前予約

お電話ください。 

221-0052 横浜市神奈川区栄町

TEL：045-450-

FAX：045-450-

HP：https://www.bayhills.co.jp

案内 

利用しやすくなりました。
大幅に変更となった

 

 伸伍 

 

出典：TKC 事務所通信

局ごとに合計して明細を記載しますが、協会け
んぽ等から交付を受けた「医療費のお知らせ」
などを添付すれば、明細の記載が不要になり、
総合計額のみの記載でよいことになります。

（注）「医療費のお知らせ」には、ドラッグストア等

で購入した市販薬の明細は記載されませんので、そ

の分は「医療費控除の明細書」にその明細を記載す

万円）＝支払った医療

費の合計額－入院費給付金・高額療養費等－

万円未満の人は、総所得

震災、風水害、雪害などの自然災害、火事など

により自宅や家財、自家用車に損害を受けた場合、

盗難や横領により金品を失った場合などで、一定

の損害額が生じている場合には、雑損控除の適用

万円以下（年 1

配当の場合）であれば「確定申告しない」という

選択が可能ですが、あえて「確定申告する」こと

により配当控除という税額控除の適用を受け、

源泉徴収された所得税等の一

て、還付を受けられる場合があります。

※要事前予約 

横浜市神奈川区栄町

ＫＤＸ横浜ビル

-6701  

-6706 

://www.bayhills.co.jp

利用しやすくなりました。 
変更となった 

事務所通信 

局ごとに合計して明細を記載しますが、協会け
んぽ等から交付を受けた「医療費のお知らせ」（注）

などを添付すれば、明細の記載が不要になり、
総合計額のみの記載でよいことになります。 

（注）「医療費のお知らせ」には、ドラッグストア等

で購入した市販薬の明細は記載されませんので、そ

の分は「医療費控除の明細書」にその明細を記載す

万円）＝支払った医療

費の合計額－入院費給付金・高額療養費等－10

万円未満の人は、総所得

震災、風水害、雪害などの自然災害、火事など

により自宅や家財、自家用車に損害を受けた場合、

盗難や横領により金品を失った場合などで、一定

の損害額が生じている場合には、雑損控除の適用

1 回の

配当の場合）であれば「確定申告しない」という

選択が可能ですが、あえて「確定申告する」こと

により配当控除という税額控除の適用を受け、

源泉徴収された所得税等の一

て、還付を受けられる場合があります。 

横浜市神奈川区栄町 1-1 

ビル 6階 

://www.bayhills.co.jp 


