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  七十を過ぎてからなんとなく人生の後仕舞を考えるようになった。まだ
相当に長く続くのかもしれないが、そろそろ準備をしておかないと禍根
を残すことになるかもしれないとの思いが頭をよぎる。だからといって
真剣に終活をするわけでもない。娘からもらった「終活ノート」に書き
込みをしてみたが、結局落書きのようなことになり、机の隅に放置され
たままになっている。
  ここ数年、年賀状に四文字熟語を書いている。自分の気持ちを鼓舞する
ためと受け取った方々の幸を願って選んでいるが、果たして気に入って
いただいてるのか、自己満足の域をでていない。今年は寅年、コロナ禍
が続く中、気合いを入れようと思って選んでみた。「虎

とら

嘯
うそぶ

いて風
かぜ

生
しょう

ず 」と
読み下すそうだ。意味は、『優れた才能や技術を持つ人が機会を得て奮起
すること』とのこと。自分には縁の無い言葉だったかもしれないが、い
や気づかないところに何か優れたものがあるさ…と納得させて使った。 
終活への思いが頭をよぎるなかで、まだまだという気持ちが交錯してい
く。雄々しき虎とはいかないが、気持ちを奮い立たせ、風を起こすこと
ができないか…。
  晩年を語るには少々歳が足りないが、これからの人生をどう過ごすかを
考えるよい機会をコロナは与えてくれたような気もする。
  最近の情報で、老化は治療できるようになるという話があった。老化し
た細胞を体外へ排出すれば若い細胞と入れ替わって若返るといったこと
のようである。だとすれば終活はかなり先のことでもよいということに
なる。もう一奮起してみたい気になった。
  来年の四文字熟語はなににしようか…。　　（北九州地区会　片山 和博）

第47回定期総会のご案内 ………… 1

新任のご挨拶
第46回全国統一研修会のご案内 … 2

システム委員会だより…………… 4

認定研修開催予定のご案内………10

偏西風・編集後記 …………………11

●発行／九州ミロク会計人会

2022年６月

vol.104●協賛／株式会社ミロク情報サービス

浜田海水浴場（鹿児島地区会　四元一右）提供

鹿屋市街地の南西に広がる海
水浴場。錦江湾に面した浜から
鹿児島のシンボル、桜島や開
聞岳が一望できる。美しい白砂
浜と遠浅の海岸がおよそ 2km
にわたって続いており、樹齢
100 年を越える浜の松林でゆ
ったりと過ごせると評判だ。



　第 47 回定期総会の準備を下記のとおり進めていますので、是非皆さまにご出席いただきたく
お願いいたします。
　＊講演会と総会はweb でもご参加いただけます。万障お繰り合わせの上ご参加ください。

令和4年7月20日（水）
理事会／午後０時00分～午後１時10分まで
講演会／午後１時30分～午後３時00分まで
総　会／午後３時15分～午後４時45分まで
懇親会／午後５時00分～午後６時30分まで

日時：令和４年７月21日（木）
　　　９時03分スタート（８時30分現地集合）
場所：小倉カンツリー倶楽部
　　　福岡県北九州市小倉南区西貫二丁目1番1号
　　　TEL 093‒471‒7611

リーガロイヤル小倉
福岡県北九州市小倉北区浅野２丁目14‒2 
TEL  093‒531‒1121（代表）

日時

講師

演題

場所

定期 総会
九州ミロク会計人会九州州 会計人人会計人第47回

T h
e 4 0 t h R e g u l e r C o n v e n t i o n

菊池　満氏

昭和55年 10月生まれ、北九州市出身
日本大学大学院法学研究科博士課程単位取得
退学　博士（法学）朝日カルチャーセンター
北九州教室、西日本工業大学講師などを歴任。
現在、西日本国史文化研究所所長、全国戦史
研究会会長、乃木希典小倉顕彰会会長、門司
港レトロ FM顧問など。

「小倉藩余滴～小倉城築造から
　奇兵隊との戦いまで～」

　令和４年４月 18日福岡市の西鉄グランドホテ
ルにおいて理事会が開催されました。コロナ禍で
集まることが難しい中、久しぶりに多くの会員が
出席することができました。広いスペースに間隔
をおいて着席し、事業報告と決算、事業計画と予

算、第 47回定期総会の運営などについて協議し
ました。
　続いて地区会長から地区会の活動報告がありま
したが、昨年度もほとんど活動ができなかったよ
うです。収束までには予断を許しませんが、本年
度は各地区会ではいつものように事業計画を立て
ていますので、無事に地区会活動ができることを
祈りたいものです。
　理事会終了後には久しぶりに懇親会が開催され
ました。いつ以来でしょうか。大きなテーブルに
４、５名で着席し、仕切りなど万全のコロナ対策
ですが、お酌禁止等少々不自由でした。これも仕
方ありませんが、早く収束して気兼ねなく会計人
会の活動が行われることを願うばかりです。
　定期総会は７月 20日に北九州市で開催されま
す。講演会や懇親会も予定されていますので、多
くの会員の皆様の参加をお願いします。

（福岡地区会　空閑 秀樹）

久しぶりの懇親会！

親睦ゴルフコンペ

九州ミロク会計人会理事会開催
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ソリーション九州支社　支社長

渡辺　亮二
　このたび、ソリューション
九州支社長を拝命しました渡
辺亮二と申します。よろしく

お願い致します。
　入社以来、熊本支社に勤務し、2020 年４月か
ら福岡事業所（ソリューション九州支社）へ異動
して九州沖縄地区の企業様向けに各種ソリューシ
ョンをご提供させて頂いています。

　昨今、DX対応や電帳法、デジタルインボイス
など複雑化、高度化するニーズに対して、より最
適なご提案を実現する為に弊社、経営方針でもあ
ります『コンサルティング・セールス』を徹底、
MJS製品だけでなく他社システムやサービスも
幅広く取り揃える事で先生方や顧問先企業様にご
満足頂ける様、精励する所存です。
　顧問先企業様からの様々なご相談等でお役に立
てることがございましたら何なりとお申し付けく
ださい。何卒ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い
申し上げます。

鹿児島支社　支社長

長岡　　宏
　この度、鹿児島支社長を拝
命しました、長岡宏と申しま
す。どうぞよろしくお願いい

たします。
　ソリューション中国支社（広島）から参りまし
た。初めての、九州沖縄地区での勤務となります。
地域の人・文化・経済に触れ、お客様のニーズに
答えられるよう、精一杯頑張ります。
　なお、鹿児島支社 6月６日に、鹿児島中央駅前

に移転しました。是非お立寄り下さい。新しい環
境でより良い、お客様サービスを提供できるよう、
支社メンバー一丸となり、元気と勢いを持ち【チ
ェスト！】、営業活動を展開して参ります。
　コロナ禍ではありますが、感染対策をしっかり
と行った上で、鹿児島地区会イベントを開催でき
るよう、今年度は取り組んでいきたいと存じます。
先生方のご参加を、心よりお待ちしております。
　至らぬ点も多いと思いますが、地域社会に受け
入れていただけるよう日々精進致します。ご指導
ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

第46回全国統一研修会
岩手から 新しい未来へ

令和４年10月13日（木）

ホテルメトロポリタン盛岡
【本         館】
岩手県盛岡市盛岡駅前通 1番 44 号
【NEWWING】
岩手県盛岡市盛岡駅前北通 2番 27 号
TEL : 019-625-1211

懇親ゴルフ大会
令和４年10月14日（金）
メイプルカントリークラブ
岩手県滝沢市大沢外山野 1‒1
TEL 019-684-5111

記念旅行
令和４年10月14（金）～16日（日）

日 時

会 場

い わ て 盛 岡 大 会

株式会社 ミロク情報サービス 新 任 ご 挨 拶
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相続税システム

Ｑｰ 1（NX△）
　取引相場のない株式の評価明細書5表の備考欄の
入力可能文字数を増やしてほしい。電子申告上制限が
あるかもしれないが、紙で出力する場合もある。

A　記載欄が狭いので文字数拡張には限界がありま
すが、文字サイズを小さくするなどして対応を検討い
たします。

年末調整

Ｑｰ 2（NX■）
　年調確定処理をすると「給与・賞与一覧入力」が選
択できなくなるのを参照モードで選択できるようにし
てほしい。

A 年調の完了状態にすると、月単位での確認を必
ずしもする必要はないため、「給与・賞与一覧入力」

での確認はできないようにしてあります。金額の確認
自体は、『給与・賞与データ入力』にて確認可能となっ
ておりますので、こちらの処理にてご確認をお願い致
します。
……………………………………………………………

Ｑｰ 3（NX■）
　登録処理＞申告書データ入力＞基礎控除等の申告書
　左上「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計
算」欄において、「給与所得」の収入金額欄の数字を
社員別一括入力などで入力した給与金額と連動できる
ようにしてほしい。

A 印刷のみとなりますが、『各種申告書』にて「給
与収入に支給実績を出力」をチェックすることで、給
与所得・合計所得見積額を再計算して出力することが
可能です。こちらの機能のご使用をご検討ください。

　Vol.103に掲載しました「会計大将」「所得税確定
申告書」以外の改善要望に対する会員アンケート回答
の続編です。
　多岐に渡る改善要望をたくさん頂きました。皆様の
ご協力、誠にありがとうございました。
　今回も紙面の関係上、改善の「対応済み」「対応予定」
「運用で対応可能」を中心に会報掲載しておりますの
で、全ての質問内容および回答につきましては、九州
ミロク会計人会のホームページ「会員の部屋」にアッ
プしております。
　NX－Pro の追加機能やシステムQ&Aは、ミロク
会計人会連合会や TVSのホームページから見る事が

出来る「ACELINK 追加機能一覧 」に掲載されてい
ますので、ご活用ください。
　本年もシステム改善要望アンケートを７月中にお送
りする予定です。皆様のたくさんのご意見・要望をお待
ちしておりますので、ご協力を宜しくお願い致します。

九州ミロク会計人会ホームページ
http://www.kyushukai.ne.jp/cgi-bin/1/index.php
ミロク会計人会ホームページ
　http://www.mirokukai.ne.jp/

＊回答は令和３年12月６日現在のものです。

NX…ACELINK NX-Pro ◎…対応している
○…対応する予定

■…運用で対応可能
△…調査・検討

Q&Aの記載方法
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法定調書

Ｑｰ 4（NX■）
　お客様から私（税理士）への報酬の支払調書を作成
します。そのデータを所得税申告書の所得の内訳に連
動するようにしてほしい。

A　事務所請求管理システムにて一括管理されると、
請求管理システムから法定調書、確定申告それぞれへ
連動可能となっておりますので、請求管理システムの
ご利用が便利ではないかと思われます。
　ご要望の件につきましては、確定申告システム側と
の調整や運用経路の調査、請求管理を活用した場合と
の調整など、多くの準備が必要となりますので、現時
点では参考とさせていただきます。
……………………………………………………………

Ｑｰ 5（NX■）
　法定調書で個人番号を入力する際、税理士や弁護士
などの番号も記録して、他の関与先で自動で設定でき
るようにしてほしい。

A　個人番号の管理・運営につきましては、厳格な
規定がございますので、現在の仕様を変更するのは難
しいと思われます。
　税理士や弁護士の番号につきましては、事務所管理
で一括管理されると便利だと思われますので、事務所
管理での管理・運用をご検討いただけたら幸いです。

減価償却

Ｑｰ 6（NX■）
　減価償却で資産一覧表がほしい。（少額、一括、減
価全て）登録した資産で現状残っている資産の一覧（除
却、売却非表示）

A　会社基本情報で次のように設定していただくこ
とにより、減価償却内訳表で、減価償却資産・少額資
産・一括償却資産の明細を出力することができます。
　・一括償却計算区分：　物件単位
　・少額資産減価償却費出力区分：　出力する
　また、除却・売却物件を出力対象外とする場合は、
物件条件検索で、次のような条件の検索パターンを登
録後、減価償却内訳表の出力条件設定で該当検索パ
ターンを指定していただくことで、除却・売却物件を
除いた明細を出力することができます。
　検索方法：　単一検索

　①除却・売却区分 = 0（除却・売却なし）
　なお、一括償却資産については除却・売却後も引き
続き減価償却費が計上されますので、当期償却額など
の情報を確認する場合は、次のような条件の検索パ
ターンを登録してください。
　検索方法：　いずれか検索
　①除却・売却区分 = 0（除却・売却なし）
　②資産コード = 97（一括償却）
……………………………………………………………

Ｑｰ 7（NX■）
　メモ登録にリサイクル料を追加してほしい。リサイ
クル料は物件登録に必要なので、入力項目として追加
してほしい。

A　現状は、お客様ごとの様々な運用にも対応でき
るように汎用性を持たせた登録方法をご用意していま

す。
　例えば、メモ管理名称を「リサイクル料」、登録方
法を「4: 数値 1」と登録していただくことにより、物
件ごとに「リサイクル料」としてメモ登録することが
できます。運用のご検討をお願いいたします。
……………………………………………………………

Ｑｰ 8（NX■）
　取得日から減価償却費を全額費用化している場合
の残簿価をシュミレーションしてほしい。（償却を止
めているケース）

A　減価償却資産について、シミュレーション用の
計算パターンを登録していただくことで、過年度で税
法（償却限度額）の通りに償却費を計上していたと仮
定した場合の期首帳簿価額が計算できます。
　また、ご登録いただいた計算パターンを指定して減
価償却内訳表を出力することで、期末帳簿価額を確認
できます。
※計算パターンは拡張機能オプションのご導入が必要
です。

法人税申告書

Ｑｰ 9（NX◎）
　法人税の予定納税で、前事業年度の法人税額が
200,200円の時、予定納税が「必要ない」ことになる。
FAQ5400に国税庁の指摘より…とありますが、指
摘が誤りと思います。（税務署から国税庁へ問い合わ
せた回答は申告要でした）
　200,200 × 6/12 ＝ 100,099…⇒ 100,000
円（どちらで判定しているのか？という問題です。）
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A　100,099････ と 100,000円のどちらで判定して
いるのか？とのお問い合わせにつきましては、ご提示

のバージョン（Ver.1.84.0001）では、100,099････
で判定しております。そのため、前事業年度の法人税
額が 200,200 円の場合、予定納税は「必要」として
動作しております。
　以前、国税庁に問い合わせた際は、お問い合わ
せのとおり 100 円未満切り捨て後の金額で判定す
るよう回答を受けましたが、令和 3 年 4 月に国税
庁から訂正の連絡があり、令和 3 年 6 月ご提供の
Ver.1.84.0000 から現在の仕様に変更いたしました。
この対応に伴い、FAQ5400 の内容も現在の仕様に合
わせた内容で公開させていただいております。
……………………………………………………………

Ｑｰ 10（NX■）
　決算申告の顧問先様への説明の際に「科目別補助残
高一覧表」が判りやすく重宝しているが、前期との比
較表がこの科目別補助残高一覧表にはアウトプットで
きない。今当期分の科目別補助残高一覧表に前期分を
手ベースで記入し比較している。
　比較財務諸表でこの科目別補助残高がアウトプット
できる方法もあるが、P/L 等が非常に見にくくなる。
科目別補助科目だけの前期比較ができるように改善し
てほしい。

A　以下の方法での運用回避をご検討ください。
　①基本帳票で新規の科目出力順序を作成する
　・科目別補助が存在する科目のみ
　・科目別補助「1 －あり」に設定する
　②比較財務報告書にて出力する
　・科目順序：上記①で作成した科目出力順序を指定
　　する
　・比較対象：前期
　・貸借対照表出力：発生を出力
　③印刷～エクセル出力する

……………………………………………………………

Ｑｰ 11（NX◎）
　繰越欠損金の表示される行が改正税法に対応されて
いない。あと１年あるはずが消えてしまう。

A　繰越欠損金の繰越期間につきましては、平成 30
年 4月 1日以後に開始する事業年度において生じた
欠損金額については 10年、同日前に開始する事業年
度において生じた欠損金額については 9年としてお
ります。これは、平成 28年度改正により、繰越期間
を 9年から 10年に延長する措置が、平成 29年 4月
1日以後に開始する事業年度から平成 30年 4月 1日
以後に開始する事業年度に改正されたことを受けたも

のです。
　国税庁 HPのタックスアンサー NO.5762 において
も上記のとおり記載されておりますのでご確認くださ
い。
……………………………………………………………

Ｑｰ 12（NX■）
　法人税 /法人税割の税率
　市は税率選択あり。町村の税率表示の対応してほし
い。

A　全国の市町村数は令和 3年 10 月 25 日現在で
1,718 あり、内訳は市が 792 市、町村は 926 町村と
なっています。毎年の改正対応版のご提供に合わせ、
現在の市に加え町村の税率情報を適時調査することは
現状、極めて困難です。町村分の税率のご提供につき
ましては引き続き検討いたしますが、まずは全市町村
の税率と適用条件を継続してご提供する体制の確立が
必須となりますので、対応の可否、時期等につきまし
ては、現時点ではお答えいたしかねます。
　なお、『市町村民税率登録・変更』に該当町村分の
税率と適用条件を登録することで、自動表示をさせる
ことができますのでご活用ください。

申請・届出書作成

Ｑｰ 13（NX○）
　事業所税申告書を作成できるようにしてほしい。

A　対応する方向で検討させていただきます。
……………………………………………………………

Ｑｰ 14（NX◎）
　パスワードの設定ができるようにしてほしい。

A　2022/3 のリリースで［パスワード設定］メ
ニューを追加し、申請・届出書作成の会社データにパ

スワードまたは IC カードを登録できるように対応し

ました。

……………………………………………………………

Ｑｰ 15（NX◎）
　届出書作成で一度作成した届出を修正する時に、送
付書の追加・削除ができるようにしてほしい。

A　以下の手順で送付書の追加・削除を行うことが
可能です。
　・作成済みのデータを開く
　・「参照モード」になっている場合は「修正」ボタ
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ンをクリック
　・様式上で右クリックし「添付する書類の選択」を
クリック

　・「添付する書類の選択」ダイアログで必須帳票以
外の帳票の追加・削除を行う

※電子申請データが送信済みの場合「修正」ボタンが
使用できないため、コピー後に「添付する書類の選択」
の操作を行ってください。

電子申告

Ｑｰ 16（NX○）
　市町村に提出する事業所税を eLTax でできるよう
にしてほしい。

A　対応する方向で検討させていただきます。
……………………………………………………………

Ｑｰ 17（NX△）
　電子申告システムでの e-Tax のメッセージボック
スから個人納税者の申告のお知らせを保存する「お知
らせ確認」があるが、一括保存しかなく時間を多く要
するので、個別にシステムに保存ができるようにして
ほしい。

A　個別にダウンロードや保存済みのお知らせはダ
ウンロードを行わない等、改善する方法を検討いたし
ます。

……………………………………………………………

Ｑｰ 18（NX■）
　電子申告システム⇒「電子申告」をクリックした際、
電子データが1件もない場合、「完了報告書」に画面
が移行するが、常に「電子署名」の画面が表示される
ようにしてほしい。（完了報告書の画面表示に非常に
時間を要するため）

A　履歴情報タブ以外のタブで、表示するデータが
残っているタブに遷移するようになっています。優先
度としては「データ作成タブ」→「電子署名タブ」→
「データ送信タブ」→「完了報告書タブ」になってい
ます。
　完了報告書タブがデフォルトで開いてしまうとのこ
とですので、「データ作成タブ」「電子署名タブ」「デー
タ送信タブ」には表示するデータが0件になっていて、
「完了報告書タブ」にデータが残っているのかと思わ
れます。
一覧表示条件を変更し保存するか、完了報告書不要に

変更することで、「完了報告書タブ」に１件もデータ
が表示されないようすることで、初期表示のタブの位
置が変わりますので、設定を変更してみてください。

……………………………………………………………

Ｑｰ 19（NX○）
　電子申告と顧問先情報のデータを分離させてほし
い。電子申告のデータが蓄積され、電子申告を開こう
とするとPCが長時間固まってしまい、実用に耐えれ
ない。

A　スピードに関しましては現在改善に向けて調査・
対応を行っています。現状は[01.電子申告]の画面で、
データの絞り込みの条件を保存しておいていただき、
一覧に表示されるデータ数を減らすことで、起動時間
が改善されることがありますので、試してみてくださ
い。
……………………………………………………………

Ｑｰ 20（NX△）
　電子申告でいかない別表を可能な限り減らしてほし
い。

A　帳票の追加につきましては、同様のご要望や他
の案件との優先度を考慮して検討いたします。

……………………………………………………………

Ｑｰ 21（NX△）
　電子申告でメッセージボックスから追加で送信しよ
うとすると、30分以上かかるので早く送信できるよ
うにしてほしい。また、送信画面に進む途中で固まる
事もあったため、改善してほしい。

A　スピードに関しましては改善に向けて調査・対
応を順次行ってまいります。

……………………………………………………………

Ｑｰ 22（NX■）
　電子申告 /電子申告データ詳細一覧
　「検索条件」－日付　〇 /〇～〇 /〇　作成した　
になっています。更新日時は、都度更新されるので、
作成日の項目を追加してほしい。

A　履歴情報タブで条件ダイアログを起動していた
だき、[ 申告データ抽出済み ] 等を選択していただけ
れば、作成日で絞り込みが可能ですので、お試しくだ
さい。

……………………………………………………………

Ｑｰ 23（NX△）
　履歴情報で条件の中に提出日で検索できるようにし
てほしい。（〇月〇日～×月×日）
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A　条件に提出日を設けることについて検討させて
いただきます。現状では、履歴情報タブに送信日とい
う検索条件がありますので、そちらでソートを行って
ご確認ください。
……………………………………………………………

Ｑｰ 24（NX■）
　予定申告の電子申告の際に確定申告と同様に消費税
も法人税等と同時に送信できるようにしてほしい。

A　確定申告以外であっても、法人税申告書システ
ムから消費税が同時に作成できるように対応します。
　対応時期については検討します。それまでは電子申
告システムの「01. 電子申告」からであれば、まとめ
て作成が可能ですので、そちらをご利用ください。
……………………………………………………………

Ｑｰ 25（NX■）
　相続税申告等でPDFを送信する際に容量オーバー
になることが多くある。この制限はMJSシステムに
起因するのか、税務署（e-Tax）側の問題なのか、ど
ちらでしょうか。

A　e-Tax の仕様により、一度に送信可能なファイ
ルの上限が決まっています。一度で送信できない場合

は、複数回に分けて追加送信してください。
（ご参考）
https ://www.e- tax .nta .go . jp/to iawase/qa/
tetsuzuki_unsupported/06.htm

顧問先システム

Ｑｰ 26（NX◎）
　かんたんクラウド会計
　i-Compass のように差分でやり取りできるように
してほしい。

A　iCompassNX 会計の「運用設定【４】（顧問先・
事務所双方で仕訳入力が多い運用設定）」に準じた差
分同期の対応を、2022 年 3月リリースでいたしまし
た。
……………………………………………………………

Ｑｰ 27（NX◎）
　かんたんクラウド給与
賞与の回数を消せるようにしてほしい。

A　「会社基本情報登録」で賞与回数の印字する /し
ないを設定できるように対応いたします。設定に従っ

て、賞与明細書の帳票が出力される対応を 2022 年 3
月リリースでいたしました。
……………………………………………………………

Ｑｰ 28（NX■）
　顧問先のクラウド会計で、前月の仕訳から入力した
いとの事。（仕訳入力画面で、上段に前月の仕訳を反
映させ、下段に上段の仕訳がコピーされる入力方法）

A　月バーにて複数月選択することにより、前月仕
訳を上段に表示させることができます。そちらの運用
でのご検討をお願いいたします。
……………………………………………………………

Ｑｰ 29（NX○）
　iCompassNX/ 取引明細連携
Internet Explorer のみ対応。Microsoft Edge でも
できるようにしてほしい。

A　2021年 12月 8日のリリースで規定のブラウザ
にMicrosoft Edge、Google Chrome が登録されてい
た場合はそのブラウザで動作する対応を行います。

事務所管理

Ｑｰ 30（NX△）
　事務所管理の期限検索
提出後に済の印鑑で確認できるのはとても良いが、所
長の期限検索ではデフォルトで全ての顧問先が出るよ
うにしてほしい。

A　所長がログインした場合に期限検索で全ての顧
問先を表示したいというご要望で承りました。対応す
る方向で検討させていただきます。
……………………………………………………………

Ｑｰ 31（NX◎）
　請求書入力
　明細削除だけでなく、行の挿入ができるようにして
ほしい。

A　Ver.1.86.0000（2021/9/6 リリース）にて、行
挿入機能に対応いたしました。

……………………………………………………………

Ｑｰ 32（NX△）
　顧問先管理 /税務調査記録簿
　事務所立会人情報の事前通知の所に通知日が入力で
きるようにしてほしい。
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A　「通知日」の項目を追加する方向で対応を検討い
たします。

……………………………………………………………

Ｑｰ 33（NX△）
　顧問先管理 /税務調査記録簿
　記録簿の右上に検印欄を設けてほしい。

A　記録簿に検印欄を追加する方向で検討いたしま
す。

　なお、業務日報や対応履歴にある承認機能と同様の
機能も必要となると、承認権限管理も必要となり現在
の仕組みでは容易に対応することができませんので今
後の開発の参考とさせていただきます。

その他

Ｑｰ 34（NX◎）
　事業承継税制の際に使用する用紙（様式21等）の
ひな形を作成して、利便性を高めてほしい。

A　『事業承継対策判定』システムの『特例承継計画』
で「特例承継計画 ( 様式 21)」を作成・印刷すること
ができます。
……………………………………………………………

Ｑｰ 35（NX◎）
　FAQのキーワード検索で絞込をかけるため、単語
ではなく句を入力して検索をかけるとヒットしにくい
ので、絞り込みがかけられるようにしてほしい。

A　キーワード検索画面内に「文章で検索」にチェッ
クを入れていただくことによって、文書を入力するこ
とができます。多くヒットしてしまうこともあります
が、その場合は、検索後に左側のカテゴリでご利用の
システムを絞って頂く運用をお願いいたします。
……………………………………………………………

Ｑｰ 36（NX◎）
　オンラインアップデートのお知らせに、アップデー
トにかかる所要時間の目安を書いてほしい。

A　オンラインアップデートのダウンロード完了通
知案内に、バージョンアップでかかる目安の時間を記

載しておりますのでご利用ください。
※ACELINK NX-Pro ホームウィンドウ＞MJS からの
お知らせ＞重要なお知らせからも「更新プログラム提
供のご案内」を参照いただく事ができます。

Ｑｰ 37（NX■）
　期限の確認を月毎に一覧で出せるようにしてほし
い。

A　顧問先管理の期限検索で出力することができま
す。ご確認ください。

……………………………………………………………

Ｑｰ 38（NX■）
　ライセンスを起動PC数にしてほしい。テレワーク
対応したい為。

A　ライセンスの管理につきましては様々なご利用
形態を検討しておりますが、テレワークでのご利用の

場合には、「iCompass リモート PC2」をお勧めして
おります。こちらでご検討をお願いいたします。

9



企画
地区会 日時 認定

時間 行事内容 講師等　 開催形式

1 福　岡
７月４日（月）
13:30～16:30

3
法人の解散と清算をめぐる税務
（仕組みと解説編）

税理士　植田　卓　氏
植田会計事務所所長
立命館大学客員教授 

ハイブリッド

2 筑　後
7月５日（火）
13:30～16:30

3
法人の事業承継税制の適用と実務
（非上場株式の納税猶予制度を活用する）

税理士　植田　卓　氏
植田会計事務所　所長
立命館大学客員教授 

会場

3 佐　賀
８月２日（火）
13:30～16:30

3
インボイス制度における実務と導入に向
けての準備

税理士　渡辺　章　氏
渡辺章税理士事務所　所長 

会場

4 福　岡
8月８日（月）
13:30～16:30

3
相続税・贈与税の基礎講座（前編）
＊ 6時間講座を 8 月・9 月で 3 時間に
　分けて開催

税理士　竹内　秀男　氏
税理士法人　竹内会計　代表社員

ハイブリッド

5 長　崎
8月９日（火）
13:30～16:30

3
デジタル化に対応する電子インボイスと
電子帳簿保存法のポイント解説

望月　文夫　氏
青山学院大学大学院特任教授
税理士

web

6 熊　本
8月26日（金）
13:30～16:30

3
災害があった場合の資産税の取扱い
～被災した財産に対する災害減免法・措
置法等の減免措置の詳解～　

税理士　武田　秀和　氏
武田秀和税理士事務所　所長

web

7 大　分
9月２日（金）
13:30～16:30

3
事例に基づく法人税法の理解
（受取配当等）

中村　慈美　氏
税理士、文京学院大学大学院経営学
研究科特任教授

ハイブリッド

8 福　岡
9月 7日（水）
13:30～16:30

3
相続税・贈与税の基礎講座（後編）
＊ 6時間講座を 8 月・9 月で 3 時間に
　分けて開催

税理士　竹内　秀男　氏
税理士法人　竹内会計　代表社員

ハイブリッド

9 北九州
9月14日（水）
13:30～16:30

3
資産承継・事業承継における不動産管理
会社の活用

税理士　谷中　淳　氏
税理士法人おおたか

web

10 佐　賀
10月５日（水）
13:30～16:30

3
税理士職業賠償責任保険の事故事例から
学ぶ　実務上の留意点　（その1）

税理士　中島　孝一　氏
中島税理士事務所　所長

会場

11 福　岡
10月7日（金）
13:30～16:30

3
中小企業の事業承継対策
～顧問先に対する適切な助言のために～

弁護士　法学博士　石山　卓磨　氏
日本大学大学院法務研究科教授

ハイブリッド

12 福　岡
10月18日（火）
13:30～16:30

3 「資本金等の額」を理解する
税理士　植田　卓　氏
植田会計事務所　所長
立命館大学客員教授 

ハイブリッド

13 長　崎
10月19日（水）
13:30～16:30

3 居住用賃貸建物に係る消費税実務の確認
税理士　渡辺　章　氏
渡辺章税理士事務所　所長 

web

14 大　分
10月20日（木）
10:00～12:00
13:30～16:30

5
１日でマスターする！
インボイス制度の基礎と実務への対応

税理士　石井　幸子　氏
石井幸子税理士事務所　所長

会場

令和４年度認定研修開催予定のご案内
＊講師はMJS税経システム研究所所属です。＊ハイブリッド開催は、会場受講とweb受講の選択ができます。
＊11月以降の研修開催予定は次号でご案内いたします。

web研修会は、MJSのホームページよりお申込みください。
＊開催1～ 2ケ月前に掲載いたします。　
　① MJSホームページ（ http://www.mjs.co.jp/seminar ）の『セミナー一覧』からお申込みください。
　 　ご不明な点はお問い合わせください。
　② 申込みページで、氏名、メールアドレス等必要事項を入力します。
　③ 受付完了のメールが送付されて完了です。
　　　＊受付完了メールが届かない場合は、メールアドレスをご確認の上再度お申し込みください。

申
込
方
法
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　政府は６月１日、新型コロナウイルスの感染状
況改善により、水際対策を緩和しました。プロ野
球をはじめスポーツや音楽などのイベントにも多
くの観客が入場しています。ようやくコロナ禍の
暗い世の中が終わるのでしょうか。
　各地区会も自粛していたレクリエーションを本

年度は再開できそうです。今号はお伝えする記事
が少なく大変申し訳なく思っていますが、次号か
らは今までのように皆様に原稿をお願いすること
になりそうです。よろしくお願いいたします。　

（広報委員長　空閑 秀樹）

　忙しくて原稿が書けないと訴える私に何
でもいいから書くように依頼された広報委
員の皆さん、私はコロナと介護と確定申告
で、自宅と職場と実家と病院をぐるぐるま
わっているだけなのです。おもしろい話な
んてありませんヨ！！
　父（90 歳）と母（89 歳 ) は、長年夫婦
二人暮らしです。父は、体はほぼ健康です
が、軽い認知症で要介護 1です。母は、頭
はしっかりしていますが、体は骨粗鬆症で
ぼろぼろの要支援 2です。
　この老夫婦、なんとか二人で生活してい
ましたが、昨年 11 月に事件が起きました。
母が湯船から上がれなくなったのです。お
風呂に手すりはついていましたが、どうし
ても上がれません。父を必死に呼びました。
しかしその声は届かず、やっと母の様子を
見に来た父に「おとうさん」と呼びかける
と「ああ、大丈夫だね」と言って何処かへ
行ってしまったそうです。それから 20 分、
母は力尽き意識は朦朧としお風呂でおぼれ
かけた時、ひょいと父が顔を出し母を引っ
張り上げたそうです。母は救急車で病院に
搬送され、入院となりました。体中が痛く
肋骨にヒビが入り、安静に過ごす日々が続
きます。その後の母は坂道を転がり落ちる
ように筋肉が落ち、一人で立ち上がること
すら出来なくなりました。

　ちなみに湯船から上がれなくなったとき
は「お湯を抜いてください」とのことです。
慌ててはいけません。
　父は当然に一人暮らしとなり、支えるの
は誰？私…？
　ヘルパーさんが食事を用意してくださる
日は、私は夕方早めに実家に帰り父と食事
をします。二人で食事をしていると無口だ
と思っていた父が突然、「ヘルパーさんは
料理が下手だね」なんて言うのです。「そ
んなこと言うものじゃないよ」と言うと、
「ここだけの話だよ」と言うのです。それか
らは毎回父がここだけの話をしてくれます。
なかなかおもしろいところのある父です。
母は今、病院でお化粧もせず、髪の毛も染
めず、数か月前の母の面影は全くありませ
ん。父が今度母に会った時「ここだけの話、
山姥みたいだね」なんて言わないといいな
と思っています。
　母の新しい介護認定が決定しました。父
を軽く抜き、ケアマネージャーさんも驚く
要介護 3でした。自宅での生活は難しいと
言うのがお医者様はじめ担当者会議の結論
です。二人仲良く老人ホームに入居するこ
とになりそうです。半年前には考えもしな
かった二人揃っての施設行きです。これか
ら何が起こるかわかりませんが、二人でゆ
っくり暮らしていってほしいものです。

ま
さ
か
の
親
孝
行
？
物
語

◆
福
岡
地
区
会　

行
時
智
子
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