されるものは、今年の経
費にはなりません。
②青色専従者給与
青色事業専従者給与
は、労務の対価として相
当であると認められる金
額で、事前に税務署に届
出た範囲内の金額が必要
経費とされます。増額改
訂したときは、遅滞なく
変更届出書を税務署へ提
出してください。
賃、 修繕費、 損害保険
料、水道光熱費、支払利
息、減価償却費等につい
て、利用割合に応じて、
業務部分と家事部分とに
按分することが必要で
す。税金や保険料の中に
は、業務上の費用とされ
ないものもありますので
注意を要します。
④接待交際費
必要経費の中でも最も
については否認されます
ので気をつけましょう。
仕事の打合せや研修会
に伴って支払う飲食費等
は会議費等で経理処理を
する方がベターでしょう。
⑤減価償却費等
通常事業用の医療機器
や車の購入等で使用可能
期間が１年以上のもの
は、耐用年数に応じて費
用を配分する減価償却の
経費に算入することがで
きます。ただし、昨年４
月１日以降に取得等した
少額資産については、取
得価額の合計額が３００
万円を限度として、必要
経費の算入が認められま
す。 各取得価額の金額
は、各事業者が適用して
いる税抜または税込経理
方式に応じて算定した取
得価額によります。
ところで、時が経過し
ても価値が減少しない土
地、書画骨とう（複製な
どの装飾品を除く）、電
話加入権などは費用とな
りません。また、修繕費
は資産の通常の維持管理
または原状維持回復費用
ですから、その範囲を超
える部分については、資
本的支出として減価償却
の対象となります。区分
ができない修繕費につい
ては、一回の金額が 万
円未満かその対象資産の
取得価額の ％以下であ
れば、修繕費として必要
経費に算入されます。
（おわり）

物 案
件 内
歯科医院譲渡
【所在地】
阪急池田駅出口 ㍍商
業ビル３Ｆ ３００戸の
マンション近々入居
【条件等】
坪。権利金１８０万
円、家賃 ・２万円。
チェアのみ無し、パノ
ラマ付、５００万円、現
在診療中。
値段等交渉に応じる。
３月頃（相談）。
【連絡先】
協会新聞部




このコーナーへの掲載
は会員に限らせて頂きま
す。 協会は紹介のみと
し、掲載内容の確認や条
件などの交渉は当事者間
でお願いします。掲載を
ご希望される先生は、協
会新聞部宛てにファクス
６
してください。
５６８ ０５６４










計算が必要となります。
ただし、１個（１組）
万円未満のものは経費
とされ、また、 万円以
上 万円未満のものは３
年で一括償却することが
できます。さらに、青色
申告書を提出する個人に
ついては、取得価額が
万円未満である少額減価
償却資産については特例
として、一時に全額必要






哲夫 （税理士）

必要経費
黒岩















厳しく検討される項目で
す。
特にゴルフのプレイ
代、飲食費、商品券の贈
答等については、接待の
目的、相手先等、業務上
の費用であることが分か
るよう、領収書等にメモ
しておくなど説明ができ
るように心がけることが
必要です。従って、単な
る個人的（私的）な費用

ポイント②



税務調査ではよく過大
給与にあたると指摘され
る場合があります。専従
者の業務について、対価
の妥当性を毅然と主張が
できるよう理論構成をし
ておくことが大切です。
③家事関連費
医院と自宅が同一建物
にある場合や乗用車を所
有している場合、固定資
産税、自動車税、地代家


東大阪・八尾・柏原地区総会・記念講演

「病診連携と病院歯科の役割」

3
0

「世界の予防歯科、日本の予防歯科」

３月度生涯研修

「骨の知識を歯に生かす―歯と骨を含めた硬組織
の再生―」
日時 ３月 日（日）午後２時～４時
会場 千里阪急ホテル（「千里中央」駅南口から徒
歩３分）※駐車場あり
定員 １００人
講師 米田俊之氏（大阪大学大学院歯学研究科生化
学講座教授）
会費 会員無料、未入会者１万円

北大阪地区総会・記念講演

会費

日時 ３月 日（土）午後６時 分～８時 分
会場 八尾西武百貨店８Ｆ バンケットルーム（「近
鉄八尾」駅前） 定員
人
講師 占部一彦氏（八尾徳洲会総合病院歯科口腔外
科部長）
会員無料、未入会者１万円

5
6
0 1

「口腔軟組織疾患の診断と処置」

堺・高石・和泉地区、泉州地区
（準）
総会・記念講演

日時 ３月 日（日）午前 時～午後１時
会場 Ｍ＆Ｄホール（保険医会館東隣り）
定員 １００人
講師 神原正樹氏（大阪歯科大学口腔衛生学講座教授）
会費 会員３千円、未入会者１万円
※生涯研修カードをご持参ください

1
0

３
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0665687731
0665680564

電
話
ファクス

お申し込みは

者の判断が誤っていれば
是正するという制度です
から、自らが業務上の経
費であることを自信を
持って主張できるように
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医業所得における「収入」「
･経費」



したいものです。主な必
要経費についてそのポイ
ントをみておきましょ
う。
①売上原価
薬品や材料を年末近く
多めに仕入れても期末の
在庫として残るものは、
翌年以降の原価となりま
す。また、年内に支払わ
れた技工料でもそれに対
応する収入が翌年に計上
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所得税法上の必要経費
は、別段の定めがあるも
のを除き、総収入金額に
対応する売上原価のほ
か、その総収入金額を得
るために直接に要した費
用の額およびその年の販
売費、一般管理費、その
他これらの事業所得を生
ずべき業務について生じ
た費用（一般には、経費
といわれます）です。こ
の場合の売上原価は、昨
年中の医業収入に直接対
応する薬品、材料、技工料
等で、在庫調整を行った
後の金額となります。
経費は昨年中の業務に
ついて生じた費用である
かどうかがポイントとな
ります。申告納税制度の
もと必要経費であるかど
うかの判断は、まず納税
者自身が決め、仮に納税


ません。
ぬくもりのある懐かし
い日常会話
「好き」に助詞「や」
がくっ付き、さらに柔ら
かく念をおす助動詞「～
ねん」が付いたものです
が、この「～ねん」が付
いたことば「好きやねん」
は、女の子が男の子に面
と向って言っても照れく

3
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さくありませんし、また、
女の子に「嫌やねん」と
いわれても、男の子はそ
んなに傷つきません。
ぬくもりのある柔らか
いニュアンスの「好きや
ねん」は、大人になって
からでも、子ども時代の
懐かしい日常会話が思い
出されて「好きな大阪こ
とば」の上位に選ばれる
のだと思われます。

南部地区総会・記念講演
「社保講習会」
日時 ３月 日（日）午後４時～６時
会場 Ｍ＆Ｄホール（保険医会館東隣り）
講師 社保研究部講師団
定員 １００人
会費 会員無料、未入会者１万円

会費

日時 ３月 日（土）総会・午後６時 分～７時
記念講演・午後７時～９時
会場 サンスクエア堺（ＪＲ「堺市」駅下車すぐ）
講師 大前政利氏（りんくう総合医療センター歯科
口腔外科部長） 定員 １００人
会員無料、未入会者１万円

3
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1
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シリーズ「社保講習会」
（第３回）
日時 ３月 日（土）午後６時～８時
会場 Ｍ＆Ｄホール（保険医会館東隣り）
内容 「歯周疾患、歯冠修復・ブリッジ、有床義歯」
講師 社保研究部講師団
定員 １００人
会費 会員無料、未入会者１万円
※『歯科保険診療の研究（２００６年４月版）』を
持参ください

2
5

※協会行事などを本紙で報道するため、講習会などの写真で
個人が特定されることがありますが、趣旨をご理解の上、
ご了承ください。また、講習会でのビデオ撮影や録音はお
断りします。
※Ｍ＆Ｄホールとは、医科・歯科両協会が協同組合会館５Ｆ
に共同で建てたホールの愛称です。

未入会者とは、協会に加入することができる歯科医師です

31

1
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友成 光吉

目からウロコの
『憲法の話』

協会行事案内

講習会へ参加ご希望の方は、必ず事前に協会
までお申し込み下さい。

1
0

改憲・護憲を論じる前に

1
0

2
0

（イベントプロデューサー）

結成１周年記念講演会



にも、前田勇さんの「近
世上方語辞典」にも掲載
されていません。
筆者は現在 歳、子ど
も時代育ったのは大阪島
之内と東住吉区の北田
辺、そのどちらにも「好
きやねん」という大阪弁
は存在しました。という
ことは「好きやねん」は
比較的新しい（大正末期
から昭和時代の）子ども
ことばだったのかも知れ
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３月2
1
日（水・祭日）
午後１時4
0分～４時
会 場 Ｍ＆Ｄホール（保険医会館東隣り）
講 演 「目からウロコの『憲法の話』」
講 師 「伊藤塾」
塾長･法学館憲法研究所
所長 伊藤真氏
参加・申込み 協会事務局まで
主 催 おおさか医科・歯科九条の会
午後１時40分から、映画「シリーズ憲法と共に歩む」を上映します

時

日

ヤ
カ －最終回－
ヤ
ン
ナ



面白いことに、どのサ
ークルの結果にも、共通
して上位に選ばれる「大
阪ことば」があります。
それが「すきやねん」ま
たは「すっきゃねん」。
洒落て「好きやねん」が
好きやねんなどと笑った
りしたものですが、何故
そうなるのか、調べてみ
ました。
ところが、牧村史陽さ
んの「大阪ことば事典」

なに
わ
ことば

「好きやねん」が
好きやねん
「好きやねん」は比較的
新しい子どもことば
筆者が所属しています
「なにわことばのつどい」
を含め、大阪には「大阪
ことば愛好家のサーク
ル」が数多くあります。
そのどのサークルも、
それぞれの会員が、どん
な「大阪ことば」が好き
か？ をアンケートした
り、討議をしたりした経
験が一度はあります。
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大阪歯科保険医新聞
（第三種郵便物認可）（５、1
5、2
5
日発行）

（３） 2007年3月5日



