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追加景気対策15兆円発表！
社長のライフプランニング

　国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」（図１）によると、わが国の総人口

は明治以降増加を続けてきて、2005年にピークの1憶2,777万人に達しました。しかし、今後はし

だいに減少に転じ、長期にわたる減少局面を迎え、2046年には1憶人を割り込み9,938万人となる

と推計（出生中位）されております。

 図２の総人口は現在から40年後の2050年には25％減と推計されていますが、そのうち消費の中

心をなす生産年齢人口（15歳～64歳）の推計を見ると、実に40％減となってしまう数値となって

います。これは自然減と少子高齢化のダブルの影響によるものであります。

　これは今後すべての国内消費マーケットが縮小することにより、売上減少が続くことを意味し

ます。そのため大手はいち早く資本提携やＭ＆Ａにより集約化、系列化を推進し対応し始めてい

ますが、中小企業はほとんど対策を立てていないのが現状です。また大手は今回の大きな不況の

原因となった輸出依存型の構造転換を図るため、海外への直接投資を強化していく流れもあり、

下請けや資材供給をしている中小企業は大きな転換を迫られることとなります。

　これからの中小企業経営は、①オンリー1で独自の商品やマーケットを持ち、非価格競争の業

態にする②時代にマッチした事業の展開③飛躍的な生産性の向上④合併・買収による集約化等の

対策を取っていく必要があります。そのために、企業の将来ビジョンを明文化する「中期経営計

画」の立案が不可欠であります。明確な方向性を決定し、その行動計画を策定実践することが、

企業の存続と発展を実現してくれます。
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図１ 図２

　春うららかな今日この頃、ピッカピカの社会人や学生一年生達のあの希望

に溢れた顔を見ると初心を思い出し、やる気が出てきます。

　さて、ＣＯＭの初心はお客様とのコミュニケーション。今年度も初心を忘

れず皆様に有益な情報を提供できるＣＯＭであるよう努力していきますの

で、よろしくお願いします。 （ＣＯＭ委員　久保勇）
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（Ｍ＆Ａ事業部　竹田）

Ｍ＆Ａ国際会議 iｎ北京

　3月18日～19日の2日間、中国・北京でＭ＆Ａ国際会議が開かれまし

た。

　会議では、リーマンブラザーズの破綻以降の日本国内の経済状況、

躍進を続ける中国の経済状況について多くの意見が交わされました。

弊社社長鷲山もパネラーとして意見発表を行いました。

　「グローバル化」と「集約化」が今後の企業経営のキーワードにな

るとの意見が出され、国内では、これまでの安易なＭ＆Ａとは違い、

将来の人口減少、グローバル化に伴う業界再編を見据えた戦略的

Ｍ＆Ａの重要性について討論がされました。

　人口減少による市場の縮小は、必然的に従来の産業の規模縮小をも

たらし、全ての業種において企業の淘汰、コスト削減のため集約化が

行われます。また、グローバル化による海外企業との競争は、国内の

大手企業に見られるような業界再編の流れを加速化させます。そのよ

うな経済環境に対応する為に、今後大手企業だけではなく、中小企業

においても、戦略的Ｍ＆Ａの検討は今後の企業経営の選択肢の一つと

して重要になってくるでしょう。

　次期経営者育成のため、後継者塾を5月より開講いたします。（高岡商工会議所主催、弊社運営）

　変化の激しい経営環境の中、次世代の経営者には非常に多くの能力が要求されます。後継者塾では、弊社社

長鷲山による直接指導とともに、地元成長企業経営者を講師に招き、【経営

理念】【経営戦略】【財務管理能力】【人材活用力】【リーダーとしての意

識改革】等、経営者としての必要なスキルを開発し、有能な次期経営者の育

成を強力に行います。

　後継者塾では毎月定例会（年間14回）を開催し、経営者としての能力開発

だけではなく、会員相互の交流により次世代の地元経営者同士のつながりを

構築できます。また、優良企業の訪問・見学、そして現在活躍中の経営者に

直接講師として指導を受けられることにより、書物や講義では学ぶことので

きない経営ノウハウを身に付けることが可能です。

　参加をご希望される方は、弊社担当：竹田までお問い合わせください。

後継者塾開講のご案内
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追加景気対策
15兆円発表！

　平成21年度税制改正が3月に国会通過となり、また、4月には追加景気対策案が発

表され、その概要が各新聞、ニュースで報じられています。今回の改正・追加景気

対策には、昨年の金融危機をはじめとした世界的な経済の悪化を受けて、その状況

を打開させるという意図があります。

　今回は、その中で住宅の取得を促す2つの改正について掲載します。

■ 住宅向け贈与 610万円 非課税（平成22年までの時限措置）
　これまで110万円だった贈与税の非課税枠が、住宅の購入や改修を条件に500万円

拡大されることとなります。

　なお、この制度は制度導入前の買い控えを防ぐため、今年1月に遡って適用することとされています。

■ 住宅ローン控除延長（平成21年度税制改正分）
　また、住宅を取得することによってその借入残高に対しての一定割合を所得税額から直接控除できる住宅ローン

控除の制度が、5年延長（平成21年～25年）され、最大控除額も10年間で500万円に拡充されることとなります。

　この2つの改正により、住宅取得や改修が行いやすい環境になります。

　詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください。

その他の税制改正
○ 中小企業の法人税の軽減税率を18％

　 （現行22％）に引き下げ

○ 欠損金の繰戻し還付制度の復活

○ 自動車重量税の免除・軽減

○ 取引相場のない株式などに係る相続税・

　 贈与税の納税猶予制度の創設

等

その他の追加景気対策案
○ 損金に算入できる交際費の上限を、これまでの360万円から

　 540万円に引き上げ

○ エコカーへの買い替え促進の補助金

○ 省エネ家電の購入を支援

○ 第一子を含む就学前3年間の幼児に3万6000円を支給

 　（今年度に限る） 等

Example

Example

( 1,000万 － 110万 )× 40％ － 125万 ＝  231万
非課税枠 税率 贈与税額

( 1,000万 － 610万 )× 20％ － 25万 ＝  53万
非課税枠 税率

控除額

控除額 贈与税額

1,000万を住宅の取得に充当すると

親族 本人

従来従来

結果結果

今回の
改正に
よって

今回の
改正に
よって

例）親族から1,000万の贈与

例）3,000万の住宅取得に対して1,500万の借入

約178万円の税額が軽減

1,500万の借入の年末残高の1％が控除額と

なる。仮に年末残高が1,400万とすると、

　　1,400万 × 1％ ＝ 14万

14万円が所得税から控除されます。

（監査部　佐伯）

（ＦＰ事業部　近藤）

訪問させていただきます訪問させていただきます

社長のライフプランニング社長のライフプランニング

　ＩＴ事業部、Ｍ＆Ａ事業部、ＦＰ事業部の各専門家が、お客様を訪問させていただきます。

　月次、予測などの際にお目にかかることになります。どうぞよろしくお願いします。

　以下のようなお悩みがありましたら、ぜひ我々をご活用ください。

　事業承継後の資金準備はできていますか？

　いつどんな時も第一に、人生をかけて築いてき

た事業。しかし、事業を一歩離れると、収入は公

的年金が大部分で、支出が収入を上回り、資産を

消費していきます。そのような状況において、明

確な人生計画（ライフプラン）資金計画（ファイ

ナンシャルプラン）を持っていなければ、先が見

えない不安に駆られるばかりです。

　人の「命」には限りがあり、必ず「死」を迎え

ます。限りある人生をより豊かなものにするために、

ライフプラン、ファイナンシャルプランを持ち、

より豊かな安心した暮らしを描く必要があります。

　人生をかけて築いてきた事業を次の世代に承継

していく今、人生の航海図となるライフプランを

立てましょう。

「パソコンのウイルスの脅威、対策についてよくわからない」
「ホームページの情報が古いまま･･･とお困りの方」
　ウイルスの脅威は、重要情報の盗難被害、第三者への二次感染、ハードウエアへの影響など様々
です。全社員で取り組める、ウイルス対策の方法をお教えします。また、ホームページは会社の
顔、古い情報のままだと信頼してもらえません。簡単に情報を更新する方法をお教えします。

（ＩＴ事業部　鷲山貴俊）

「後継者がいない、現在の事業を継続するにはどうすればいい？」
「Ｍ＆Ａで業務を拡大したいが、どういったことに注意すればいいの？」
　現在、中小企業の後継者不在は全国で深刻な問題となっています。適切な事業承継には早期の
計画的な取り組みが不可欠になります。
　皆様の今後の事業承継問題を解決する為、今後訪問させていただきます。

（Ｍ＆Ａ事業部　竹田充宏）

「社長のライフプランを立てたい」
「なぜ社長が生命保険に入るのか？」「保険金はいくらが妥当なのか？」
　企業経営におけるリスクマネジメントを実践していくための一つの手段として生命保険の加入
があります。保険に加入することが目的ではなく、なぜ入るのか、入る必要があるのかといった
目的を明らかにし、会計事務所がお客様をお守りするため、必要に応じてご提案いたします。

（ＦＰ事業部　近藤範和）

事業承継（60～70歳） 年齢
0

【資産形成期（収入＞支出）】

事業中心

【資産消費期（収入＜支出）】

プライベート中心

資産（預貯金、保険、金融商品など）

収入＝役員報酬など

収入＝公的年金など

支出

「現状」把握 「夢」の具体化
「生涯キャッシュフロー」の策定
「金融資産残高」の推移
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