境港青色申告会 青色ひろば
水木しげるロードの老
舗に登場していただきま
し た。「こ ど も の 店 ご ん
だ」さんです。年配の皆
さんには
「ごんだのおも
ちゃや」の方がなじみ深
いでしょうか。お店はお
父さんが 年以上前に開
店されたそうですが、詳
細は不明とのことでした。
開店以来、今日まで水

インターネットの基礎知識 ⑯

70

覚えておくと便利な検索機能

たくさんの笑顔と出会いたい
ー こどもの店ごんだ ー
木ロードの盛衰を目の当
たりにしてきました。
アーケード商店街とし
て大勢の買物客で賑わっ
た頃、お店がどんどんな
くなりシャッターばかり
が目立つようになった頃、
そして水木ロードとして
観光客で人通りが戻った
最近の様子と！
権田淳一さんは、東京
そして米子でおもちゃの
問屋に勤めていましたが、
●ゲゲゲの
妖怪楽園

こどもの店ごんだ
●水木しげる
記念館
水木しげるロード

修繕費について

明らかに価値を高めたり耐久性を高めるためのものですか？
いいえ

はい

災害などで損害を受け、その原状を回復するためのものですか？

いいえ
災害にともなって支出したものですか？

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

支出金額から右の
修繕費の額(Ａ)を
引いた金額
はい

I

はい
30％相当額

割合区分を採用していますか？
いいえ
実質的に資本的支出ですか？

支出金額の30％ま
たは前年末取得価
額の10％のいずれ
か少ない金額(Ａ)
いいえ

M

は言いました。
のれんには
「こどもの
店」
と記されていますが、
大人禁止ではありません。
ちょっと覗いてみません
か。昔懐かしいおもちゃ
や駄菓子がありますよ。
冷たいラムネも待ってい
ます。

はい

費

金額は60万円未満または前年末取得価額の10％以下ですか？

はい

繕

いいえ

修

いいえ

「品物を手にしたお孫
さんの何とも言えない無
邪気な笑顔を見ると、こ
の仕事をしていて本当に
よかったと思います。こ
の先どうなるかはわかり
ませんが、たくさんの笑
顔と出会うために頑張っ
ていきます」と権田さん

はい

いいえ

通常の維持管理のものですか？

資本的支出

•••••••••••••••••••
ク観戦の日々を過ごし、
女性部だより
週末にはブルーベリーを
採りに行き、大山周辺の
今年度事業計画を決定
ドライブを楽しんでいま
した。
境港青色申告会女性部
の総会を６月８日に開催
しました。それぞれの議
題をご承認いただきき、
レクリエーションや研修
会事業も例年どおり開催
予定です。
具体的な内容は、９月
以降に協議・決定してい
きたいと思います。皆様
のご意見やアイデアをお
聞かせください。

まだまだ、暑い日が続
きます。新型コロナウイ
ルスの感染拡大が収束し
ない中、一年の半分以上
が過ぎました。これから
確定申告に備え、帳簿の
記帳や整理などと気ぜわ
しい日が続くことでしょ
う。
私はワクチン接種も終
わり、副反応もなく、ほ
っとひと安心なこの頃で
す。この夏もオリンピッ

はい

出会うこともあります。
また、ほほえましい場
面も。お孫さんを連れた
おじいちゃんおばあちゃ
んはお孫さんの言うがま
ま。「あれが欲しい、これ
が欲しい」とのおねだり
にただ
「ハイハイ」
と嬉し
そうに…。

…34

いいえ

割合区分を採用していますか？

•••••••••••••••••••••••••••••••
区分が困難な場合、判 判断することも可能です。
定チャート 形(式基準 で)

税務・会計
一 口 メモ

おおむね3年以内の期間で行うものですか？

はい

98

の売り上げ低迷を考慮し
てゲーム類の販売スペー
スを縮小し、その分、駄
菓子類のスペースを拡げ
るなどの工夫をしながら、
市内唯一のおもちゃやさ
んとして頑張っています。
自治会や子供会などに
イベント景品として大量
に購入してもらったり、
車で来た観光客が帰途、
子どもが車内で退屈しな
いようにおもちゃや駄菓
子をたくさん買っていっ
たりと、うれしい場面に

北

修理や改良のための支出で、金額が20万円未満ですか？

70％相当額

№

60

修繕費と資本的支出の判定チャート（形式基準）

はい

会

２００１年にお店を継承
しました。
取材ということで約
年振りにお店を訪ねまし
たが、５円玉や 円玉を
握りしめて通っていた頃
に比べると、店内は明る
い、きれいの一言です。
おもちゃや駄菓子が所
狭しと並べられていた印
象が強く残っていました
が、今は陳列台・棚が設
けられ、商品が見やすく、
手に取りやすいように整
然と陳列されており、お
店自体も入りやすい雰囲
気になっていました。
権田さんは、テレビゲ
ームの流行、加えて少子
化の影響によるゲーム類

PEGAZOU shop ぺガ蔵
佐々木 隆成

境 港

青色申告
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業務用の建物、機械装
置、車両、工具備品など
の維持管理をするために
支出を行った場合の費用
の取り扱いは、次のよう
になります。
通常の維持管理、原状
回復のための費用は、修
繕費として処理が可能で
す。一方、資産の使用可
能期間を延長させる部分
や資産の価値を増加させ
る部分は、資本的支出と
して減価償却の対象とな
ります。

今回は、覚えておくととても便利な検索機能
の一部を紹介させていただきます。スマホから
でももちろん使えます。
検索窓に文字を入力して調べるのですが、ス
ペースを１字分開けてから別の文字を追加して
いくと、さらに絞り込むことができます。
「境
港 病院 内科」というような入力方法です。
逆に、検索で表示したくない部分がある場合、
スペース−(数式のマイナス)を入れてから除外
したい部分の文字を追加すると、除外された結
果として表示されます。
「境港 病院 −歯科」
などと入力します。
絞り込みとは逆に、複数の項目を検索するに
は「ＯＲ」を使います。
「鳥取 ＯＲ 島根」で検
索すると、鳥取も島根も表示されます。
郵便番号検索などは、町までの住所を入力す
ると出てきます。
「鳥取県境港市上道町」と入れ
ると、郵便番号684-0033が示されるのです。
ここまで説明した検索機能は、いくつご存じ
だったでしょうか。
私は、自分や近親者の体調がすぐれない時や、
昔なつかしい商品を紹介する権田淳一さん
出された薬の成分を確認するときにもよく検索
します。
【事業所のあらまし】
たとえば「頭痛 右側 目の奥」などです。
事業所名 こどもの店 ごんだ
検索結果を見ると「医師が考える原因と対処
代 表 者 権田 淳一
（ごんだ・じゅんいち）
法」という項目がでてきます。症状を確認する
住
所 境港市本町7
と、そんなに重大な病気ではないことが分かり
事業内容 玩具、
駄菓子販売
ます。
定 休 日 火曜日
（臨時休業あり）
逆に、手足にしびれがあったり、ろれつが回
営業時間 10：00～17：00(不定)
らないときなどは、脳血管障害の可能性がある
T E L 0859-42-3487
のですぐに救急車を呼ぼうと決断できます。
薬も商品名を記載するだけで、詳細な情報が
わかります。副作用も知っておきたいですよね。
花粉症の薬などは、眠気がするものがあるので、
車を運転するときには危険が伴います。
知るということは、大事なことです。便利な
機能を使いこなしてください。

青色申告会の元気企業

Y

〜 境港店店長 鷲澤からのお得情報 〜
● 元気な方なら、
18歳〜65歳位までOK
● 勤務場所は、境港市内・米子市周辺

鳥取県西部・島根県東部など

新収入保障保険がさらに進化（三井住友あいおい生命）
＜7/2NEWリリース＞ ニッポンの働く人を応援する

＆LIFE

新総合収入保障ワイド

◎介護や医療費の負担増といった社会課題に対応した商品に！

一度、当代理店ホームページへ↓↓↓
鳥取県公安委員会認定 第61号
㈳全国警備業協会加盟・鳥取県警備業協会会員

サンアート山陰

有限会社

〒684‑0043 鳥取県境港市竹内町1362番地
ＴＥＬ ０８５９−４５−２２２８

株式会社

友和・保険センター

本 店 〒683-0802 鳥取県米子市東福原7-2-6 TEL（0859）34-4938 FAX34-5660
境港店 〒684-0071 鳥取県境港市外江町2361-2 TEL（0859）21-0117 FAX21-0118
ホームページ：www.youwa-hoken.jp/
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