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　日増しに秋も深まってきました。この調子だとあっという間に年
末になってしまいそうです。皆様も年初には今年はこんなことがし
たいと考えていたことがあると思います。それを思い出してみて、
年末にかけてもう一度挑戦をしてみてはいかがでしょうか。きっと
年末も気持ち良く迎えられるはずです。

（ＣＯＭ委員　久保勇）

整理　いらないものを捨てること

整頓　決められた物を決められた場所に置き、
　　　いつでも取り出せる状態にしておくこと

清掃　常に掃除をして、職場を清潔に保つこと

清潔　上の３Ｓ（整理、整頓、清掃）を維持すること

躾　　決められたルール・手順を正しく守る習慣を
　　　つけること

　今春より、弊社において「５Ｓ」活動を開始しています。

具体的な指導は、弊社の関連会社である「ＪＥＣ経営コン

サルタント」に依頼して約２週間に１回程度のペースで改

善活動を行っています。

　５Ｓとは、『ウィキペディア』によると、「製造業やサー

ビス業などの職場環境維持改善で用いられるスローガンで

ある。各職場において徹底されるべき事項を５つにまとめ

たもので、４Ｓ運動に「躾」（習慣化の場合もある）を加え

た５項」となっています。

　弊社が最初に取り組んだことは、身の回りの整理、整頓

です。当初、机の上下には書類などが置かれており、これ

らの置き場所や整頓の仕方を改めて決めました。以前に比

べ整理・整頓が大幅に改善され、そして一度綺麗に整理・

整頓するとそれが習慣化され、維持できるようになってき

ました。次に、お客様の資料の整理・整頓を手掛けました。

現在はある程度整理され、今後さらにこれを進めていく予

定です。

（監査部　久保昌）

「５Ｓ」活動の取り組みについて

　『ウィキペディア』の５Ｓの解説のなかでは、「５Ｓ自体による効果は職場環境の美化、従業員のモラル向上などが挙げられ

る。５Ｓを徹底することにより得られる間接的な効果として、業務の効率化、不具合流出の未然防止、職場の安全性向上など

が挙げられる。これは、整理整頓により職場をよく見るようになり、問題点などの顕在化が進むためであるとされる。」とな

っており、弊社の５Ｓ活動も最終的には、高くて均質な業務品質を保つとともに、仕事の生産性を上げていくことを目的とし

ています。今後さらに、５Ｓを進めていく予定です。

（引用　http://ja.wikipedia.org/wiki/5S）

　弊社ではセミナーを定期的に開催することによって、あらゆる分野における情報をお客様に提供できればと考

えております。

10～12月のセミナー予定表

10 月 15 日（金）

11 月 18 日（木）

11 月 22 日（月）

12 月 15 日（水）

公益法人の移行設立に関して知っておかなければならない基礎講座

トマック経営戦略セミナー

予算策定セミナー

Ｍ＆Ａ基礎講座

林　 毅彦

鷲山 浩一

松本 哲也

竹田 充宏

※内容と日程は変更する場合がございます。詳しくは担当者までお問い合わせください。

日　時 講　師タ　イ　ト　ル
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　閉そく感漂う地方経済……それを肌身で感じている中小企業経営者はとても多いでしょ

う。中国をはじめとする海外新興国にその立場を脅かされている中小メーカーしかり、人口

減少時代に入り消費不況に苦しむ物販業界しかり、後継者不足に頭を痛めている農林水産業

者と、いまだかってないほどに地方が疲弊しているのは確かでしょう。

　そんな閉そく感を打ち破り、今後の成長イメージを描くための一つの方策として、企業間

連携や、農商工連携があります。それぞれの産業や企業業務の枠組みを超えて新商品を開発

したり、斬新なビジネスモデルの創出を目指してゆくものです。

　この企業間の垣根を取り払ってコラボレーションするメリットは①ウィン・ウィンの関係

構築による相互補完効果と②企業がそれぞれ得意なものを出し合うシナジー効果が期待でき

るところにあります。中小企業には限られた経営資源しかありません、しかしそれぞれの強

みを出し合うことで、大企業にはない小回りの利いた新しい技術・製品・サービスをつくる

ことができます。

　また連携する企業から顧客の紹介を受け、それが本業の受注に結び付いてゆく効果も期待

できます。下請けや納入業者として、これまでの取引先だけと付き合っているのが当たり前

だと思っていて、単価の引き下げや取引量の減少に苦しんでいる中小企業が大変多い実情が

あります。これからの中小企業は早くそんな環境から脱し、自らの手で新しいものを生み出

し、そして新たな顧客を開拓してゆかないと生き残れません。そのためにも異業種の企業間

連携により新たな活路を見出していかねばなりません。それには、まず身近な地域の企業同

士がお互いに企業視察を行い、お互いの取り扱い商品や持っている技術をよく知りあうこと

から始めてください。そこに思いがけない出会いやひらめきを感じることがあるはずです。

きっと素晴らしい知恵が次々と浮かび、新たなチャレンジがスタートすることとなるでしょ

う。
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会社の戦略を明確にする
年金型保険の二重課税問題
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会社の戦略を明確にする会社の戦略を明確にする

ＳＷＯＴ分析で経営課題の抽出

　企業とは環境適応業である、といわれています。経営の外部環境の変化に的確に対応していかなければなりません。外部

環境の状況及び変化が自社にとって機会・チャンスになるのか、脅威・ピンチになるのか、現状把握をします。経営の外部

環境及び内部資源を把握するには、次のＳＷＯＴ分析を行うとよいでしょう。

　ＳＷＯＴ分析とは、自社の「強み (Ｓ)」「弱み (Ｗ)」と経営環境の「機会 (０)」「脅威 (Ｔ)」を「外部環境の変化 (機会 /

脅威の分析 )」と「経営内部資源 (強み /弱みの分析 )」に整理して、自社を分析する手法です。整理した内容を分析シート

に記入し、「外部環境の変化」と「経営内部資源」をクロスさせると強みを活用してチャンスを生かす、撤退する、などの戦

略の方向性を抽出することができるようになります。

　このＳＷＯＴ分析は次回 11 月 18 日の鷲山のセミナーでも紹介いたします。興味がある方はぜひセミナーに参加してくだ

さい。 （監査部　久保勇）

強み・自信・自慢 弱み・不安・心配
自社が他社よりも優れた・勝てる・
得意なところは何か？

自社が他社よりも劣る・負ける・
苦手なところは何か？

強みを活用してチャンスを生かす自社にとって有利な・安全な・
役立つ市場の変化は何か？

弱みを克服してチャンスを利用する

強みを活用して脅威をチャンスに
変える

自社にとって不利な・危険な・
負担増となる市場の変化は何か？

弱みを補強し脅威に備える、又は
撤退する

・地域密着型
・消費者の声を反映できる

・商品アイテムの不足
・売り場面積が小さい

・対面販売によるコミュニケーション強化
・紹介キャンペーン等来客数アップ
　の企画を出す

・消費者ニーズの多様化
・ネット販売の普及

・専門特化により限定商品では
　大手よりアイテムが多い
・ネット販売（無店舗販売）の強化

・ご用聞き販売（固定客のファン化）
・売り出し案内をこまめに行う

・大型店の進出
・消費マーケットの縮小

・回転の悪い商品は撤退
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小売店の例

車両にまつわるトラブル車両にまつわるトラブル

　北陸圏内では特に、通勤に関して車両を利用する割合が都心部に比べて多く、① 会社の車両を従業員に貸与し通勤に利用

させるケースと、② 従業員の自家用車等で通勤が行われるケース(マイカー通勤)があります。

　当然、車両を運転するということは、そこに事故等のリスクが常に伴っていることになり、事故についての損害賠償の請求

等はたいていの場合、その車両に掛けられている保険で賄うことになります。

そうならないために・・・
　① 従業員の通勤に用いる車両の保険証券を回収し、それぞれの車両保険の加入状況を把握しておき、任意保険の継続忘れ
　　 がないようにする。

　② 通勤車について、【対人・対物は無制限で加入しなければならない】【通勤に使用するマイカーについて、業務上の使用を
　　 一切禁止する（※業務上使用させた場合、会社にも責任が及ぶ）】といったような規程を作成し、従業員に周知徹底する。

このような対策を行うことで、事故後のトラブルを未然に防ぎましょう。

この時、その車両が十分な保険に加入していないと、多額の賠

償金等の支払責任が会社に及んでしまうことがあります。

通勤①のケースでは会社側でしっかり保険をかけていると思い

ますが、②については、従業員のそれぞれの車両についての保険

が把握されておらず、事故を起こした際、任意保険の継続がうっ

かり切れていたというケースも考えられます。

（監査部　佐伯）

こんな場合どうなる？

通勤中、従業員が第三者に対して人身事故を
起こしてしまった。

（ＩＴ事業部　岩井）

いまさら聞けない！ホームページ相談コーナーいまさら聞けない！ホームページ相談コーナー

Ｑ. どうしてホームページが必要なの？

Ａ. あなたの会社を知る「きっかけ」を増やしていくためです！

Ｑ. どうしてホームページが必要なの？

Ａ. あなたの会社を知る「きっかけ」を増やしていくためです！

　本コーナーでは、ホームページやインターネットに関する質問にお答えいたします。

「いまさら聞けない……」「よくわからない……」と思っていることはありませんか？

そんな不安な気持ちを、解決できるコーナーです！

あなたの会社にホームページがなかったら
　あのお店はどんな料理を出すのか？ ○○社に信頼できる実績はあるか？ ××分野に詳しい人はいないか？ 新商品の評判

はどうか？……新しい何かに出会ったとき、何かを知りたくなったとき、人はインターネットを使うようになりつつありま

す。解決法を探すためや、わからない言葉を調べるために、インターネットを使った経験はありませんか？ あなたの会社の

ホームページに「何か」を探している人が、ホームページが存在しなかったために「何も」見つけられなかったとき、あなた

の会社を知る「きっかけ」を、失ってしまうことになるのです。

「きっかけ」は多いほうがいい
　あなたの会社を知るために、どんな「きっかけ」があるでしょうか。雑誌で読んだ、ちらしを見た、人づてに聞いた、イベン

トで知った……いろいろな「きっかけ」があって、今の会社が成立していることと思います。その「きっかけ」の中に、ホー

ムページもひとつ、入れてみてはいかがでしょうか。「きっかけ」を多くすることは、会社の信頼性の向上、顧客や従業員の

満足度アップ、新しい売上へ繋がるなど、ビジネスにとって多くの機会を得ることです。そして、ホームページは活用するこ

とによって、さらなる「きっかけ」を増やしていける可能性も持っているのです。

ホームページに関する疑問・質問大募集
　本コーナーでは、ホームページに関する疑問・質問を募集しております。お気軽に it@jec.gr.jp までお寄せ下さい。

いただいた疑問・質問への解説は、可能な限り本コーナーでご紹介いたします。

年金型保険の二重課税問題年金型保険の二重課税問題

　平成 22 年 7 月 6 日最高裁判決において、年金型保険への相続税と所得税の課税が違法な二重課税とされ、遺族が年金形式

で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。

　これまでは、亡くなった方の生命保険金を遺族が一時金ではなく、分割して受け取った場合、毎年受け取る生命保険金は、所得

税の雑所得の対象となっていましたが、これが違法であるとされました。例えば、夫が80歳で亡くなり、妻が10年間に渡って毎年

100万円ずつ保険金を受け取ると、妻が毎年受け取る100万円に所得税が課されていたのですが、この所得税の一部が戻ってきます。

　具体的な還付方法や手続き、計算方法などは、まだ公表されていませんが、10 月下旬から所得税の還付を始める方針が固

まりました。まず、還付申請は時効前の 5年分が対象となります。救済措置を表明していた 5年超の還付は、過去 10 年まで

の時効分についても救済対象とすることに決まりましたが、法改正が必要なため実際の手続きは来年以降になります。

（ＦＰ事業部　近藤）

Example

保険金 1000 万

所得税（税率が 10％の場合） 100万×10％＝ 10万 10万 10万 10万

[5年前]
10万

[4年前]
10万

100万 100万 100万 100万 100万 100万

＜イメージ＞　10年間に渡って分割して保険金を受け取っていた場合

‥‥

‥‥[現在]

※わかりやすくするため、簡易なイメージ図となっています。
　正確には保険金の元本部分と運用益部分を切り分けて、元本部分に
　対しての還付が行われます。

時効5年前

時効前の5年分の所得税が還付の対象
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