にもかかわらず開院準備

宗生

が赤字の場合には必ず青

しておく︒また︑初年度

もあり︑忘れずに届出を

︵建物 ・ 繰延資産を除

多い定率法を選択できる

って取得当初償却金額の

の備品などは減価償却資

万円以上

その後繰越控除を受ける
産となる︵青色申告者の

く︶
︒ １個が

ためには︑連続して確定
場合は︑１個が 万円未

色申告書を提出し︑かつ

申告書を提出しておくこ
とが必要となる︒

満までの資産を一度に経
費にできる︶︒

ことにある︒

経費﹂をしっかりつかむ

は︑何と言っても﹁必要

支出した年度の必要経

ち返却されない部分

入会金︑賃借保証金のう

②保険医協会や医師会の

た時に収入あるいは必要

はサービスの提供があっ

発生主義とは︑財また

薬品仕入れ︑人件費そ

④開院後の必要経費

の他諸々の経費︒

︻所在地︼門真市脇田町

歯科医院譲渡

交際費・福利厚生費・

︲１植村ビル２０１号

⑤家事関連の除外

車両費・消耗品費等経費

する︒

費が含まれていたら除外

支払のうちに家事関連経

︻設備等︼技工室︑チェ

田駅

︻最寄駅︼京阪電車大和

アー３台︑パノラマレン

経費があったとする考え

方㍍

ｇ レーザー︑面積・ 平

トゲン︑デンタル︑Ｙａ

方である︒

４． 所得計算は発生主義でおこなう

ない︒白色申告だと赤字
①開業費とは︑事業を開
費 と な ら ず に﹁ 繰 延 資

月末の薬品の在庫を

ができる︒

初年度の所得の計算を
が切り捨てになる︒青色
始するまでに要した費用
産﹂として償却の対象と

実額計算のポイント

３．実額計算のポイント

色専従者給与などの活用

申告者には特別償却︑青

柄溝

開業初年度の税務と申告
税理士

開業初年度は実額計算
費用など経費がかさむ為

条適用の選択

を選択する方が有利な場
だ︒

１． 実額計算か措置法

合が多い︒収入が少ない

すれば赤字︵損失︶にな
申告の届出は︑開業から
の事で︑広告宣伝費︑交

２．青色申告の届出を必ず

る可能性がある︒この赤
２カ月以内か︑開業年の

︻金額︼居抜きを無料で
家賃は大家と要相談

き近く閉院予定︒定期健

︻その他︼院長高齢につ
期の経費とせず翌年の経

把握する︒この在庫は当

診の患者を引き継いでほ

なる︒

１︲７３１４
︵岡野︶
⒜０

際費︑交通費︑調査費︑

しい︒
︻連絡先︼岡野歯科医院

イナスを差し引いて課税

７２︲８８１︲７３９５

設備は︑購入した年度
に一括して経費となら

医業所得が赤字になっ

所得を計算する︒結果給

掲載内容の確認や条件な

③設備の購入と開業資金

開業準備に必要だったこ

ず︑減価償却資産として

た場合は他の所得から差

料から引かれていた源泉

どの交渉は当事者間でお

開業準備のための賃借

とを説明できるようにし

﹁法定耐用年数﹂で期間

し引くことになる︒例え

所得税が還付となる場合

料︑光熱費などをいう︒

ておくとともに領収書等

按分して経費とする︒減

ば２０１４年の勤務医給

℡０７２︲８８

残しておく︒開業費は︑

価償却の方法は定額法と

願いします︒

担当

５年以内に任意に取り崩

もある︒

本最大の花街・歓楽街の

在していた非公認の遊女

いて︑深夜に電車が走っ

与所得から医業所得のマ

竹林寺の焼け地蔵

なっているが︑届出によ

大阪市電創業の地碑

を一箇所に集めたらし

松島遊郭があった︒明治

空襲警報解除後の交通

い︒近代大阪の中心地と

初期に川口居留地の繁栄

機関に対する救援指令で

たと思われる電流計器の

運行された電車︑もしく

して賑わい︑最盛期には

動きがあったという元職

は初電前の職員輸送用の

約４０００人の女性が働

策として︑大阪市中に散

電車が避難民を発見して

いていた︒

日の大空襲で全滅し︑

年３月 ︑

輸送したのではないかと

員の証言もある︒

して経費に計上すること

６．医業所得
︵事業所得︶
と
給与所得の通算

費とする︒

５． 月末の在庫調べ

字は青色申告の届出を提
３月
日までに提出する︒青色

日のいずれか遅い

出していないと︑翌年以

㉔

線
ば
ん
な
神
阪

大空襲下 地下鉄で避難

推測されたが︑確証には

大勢が焼け死んだ︒
員を乗せて走る﹃お送り

至らなかった︒
襲警報発令時に運転を打

境内の無縁仏の塔の前

か れ︑﹁ 閉 鎖 さ れ て い る

西区千代崎２丁目に

が︑心斎橋駅や本町駅︑

電車﹄ではなかったか﹂
はずのシャッターが開い

ち切った最終電車の車両
大国町駅に入り︑電車に

に空襲で黒焦げになった
を﹁職員の機転で運転さ

は︑
﹁大阪市電創業の
ていた﹂
︵本町駅︶ など

という証言が載っ てい
乗って避難したという体

る︒

焼け地蔵が立っている︒
せた可能性が極めて高

大阪市交通局の労働組

走らせた可能性があるこ

めに︑初電の前に電車を

松島公園から西中学校

た︒

︵つづく︶

の右手首も取れてしまっ

襲で焼け落ち︑地蔵さん

地蔵堂もつくられたが空

地﹂碑がある︒
の証言がある︒駅員の判
験者がいる︒

い﹂としている︒
いたと推測された︒午前

合の記録には﹁５時過ぎ

にかけて広大な地域に日

年の﹃毎日新聞﹄に
よると︑電車に乗った時

３〜４時の電車は心斎橋

とや︑終電後の送電につ

焼け地蔵
間帯は午前３〜４時頃と

の初発か︑初発の前に職

北大阪地区

ほのぼのあまご釣り大会

70

日時 ３月 日︵日︶午前８時〜午後１時
人︵先着︶
集合時間 午前８時現地集合
定員
場所 兵 庫 県 三 田 市 小 柿 渓 谷︵ 大 阪 か ら 車 で 約
分︶
会費 会員︑家族・スタッフ一人４千円︵貸竿︑エ
サ付き︶
※詳細は︑お申込み後にお知らせします

20

出血と止血

北河内地区総会・記念講演

口腔外科シリーズ

日時 ３月 日︵土・祝︶午後６時 分〜
会場 ＯＭＭビル２Ｆ会議室
定員 １００人
講師 佐々木昇氏︵尼崎中央病院口腔外科部長︶
会費 会員無料︑未入会者１万円

堺・高石・和泉地区総会・記念講演

３月 日︵日︶午前 時 分〜午後１時
定員 １００人
Ｍ ＆Ｄホール
野阪泰弘氏︵芦屋市開業︶
会員無料︑未入会者１万円

日時 ４月 日︵日︶午前９時〜午後１時
定員 １００人
会場 Ｍ ＆Ｄホール
講師 谷口威夫氏︵長野県長野市開業︶
会費 会員３千円︑未入会者１万円

歯周基本治療の可能性と限界

４月度生涯研修

日時
会場
講師
会費

インプラント治療のインフォームドコンセン
トを考える︱トラブルを如何に回避するか？

大阪市北部・東部地区

会費

日時 ３月 日︵土︶午後７時 分〜９時
会場 高槻市生涯学習センター︵各線﹁高槻﹂駅徒
歩７分︶
定員
人
講師 加藤裕彦氏︵大阪歯科大学歯科麻酔学講座講
師︶
会員無料︑未入会者１万円

医療安全対策講習会〜医療事故・偶発症への
対応

三島地区総会・記念講演

会費

日時 ３月 日︵土︶午後６時 分〜
会場 サンスクエア堺︵ＪＲ阪和線﹁堺市﹂駅下車
徒歩３分︶
定員 １００人
講師 濱田傑氏︵近畿大学医学部附属病院歯科口腔
外科教授︶
会員無料︑未入会者１万円

顎関節症と顎関節脱臼の鑑別診断と治療の実際

30

10

駅発の臨時で︑前夜の空

30

30

30

06‑6568‑7731
06‑6568‑0564
電
話
ファクス

30

15

21

28

28

12

非常用物資の移動のた
断で駅構内に避難させて

鉄は営業時間外である

通常この時間には地下

５７８人とされている︒

７８人︑被災者数 万 １

市岡高校

始発に近い５時前後に分

50

10

松島公園

お申し込みは

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。

降に繰り越すことができ

西区 ①

が来襲し︑北区

日深夜から

１ ９ ４ ５ 年︵ 昭 和
年︶３月
日︑Ｂ
扇町︑西区阿波座︑港区
市岡元町︑浪速区塩草と
いった都心部を取り囲む
住宅密集地を標的とした
大空襲があった︒死者３
９８７人︑行方不明者６

大阪市電創業の地

未入会者とは︑会員院所に勤める勤務医未入会者です
※協会行事などを本紙等で報道・紹介するため︑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︒
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安治川
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大阪の
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機関紙協会大阪
坂手崇保
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日生病院

97

戦跡
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大阪歯科保険医新聞
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（３） ２０１５年３月５日

