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　新年あけましておめでとうございます。今年も一年よろしくお願いいたし
ます。昨年までの状況を一新して、新たな気分でしっかりと仕事に取り組ん
でいきたいと思います。
　当分寒い時期が続きますが、くれぐれも体調には気をつけていただきたい
と思います。

（ＣＯＭ委員　久保）

新年あけましておめでとうございます
新春を迎え皆様のご健康とご多幸を
心よりお祈り申し上げます。
本年も何とぞよろしくお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　トマック・Ｊタックスメンバー一同

経営者の一時的な不在や退職による

「当面の運転資金」 「借入金返済資金」 「生存退職金」「当面の運転資金」
経営者の信用と手腕で経営が成り立っていた
場合、療養に伴い職場を離れることで売上が
減少し固定費負担が重くなることもあります。

経営者の退職による

「借入金返済資金」
退職に伴う経営者の交代で、金融機関
からの信用が低下し借入条件の変更を
求められることもあります。

経営者の退職による

「生存退職金」
事前準備（財源確保）をしていない場合、退
職金の支給ができず、経営者自身や家族のそ
の後の生活費が不足することもあります。

重責を担う経営者は、万一の際はもちろん、重大疾病（がん・急性心筋梗塞・脳卒中）による一時的な不在やリタイアせざ
るをえない場合の資金準備も考える必要があります。

経営者が重大疾病にかかり、
　　一時離職または退職する場合の ３つのリスクと必要資金経営者が重大疾病にかかり、
　　一時離職または退職する場合の ３つのリスクと必要資金

経営者が抱えるリスク経営者が抱えるリスク

経営者が重大疾病にかかった場合にも、大きなリスクが発生します。

重大疾病（がん・急性心筋梗塞・脳卒中）にかかった場合にそなえる保険が登場！
所定のがんにかかった場合や、急性心筋梗塞・脳卒中により所定の状態になられた場合、生存中に保険金をお支払します。
所定の高度障害状態または不慮の事故による身体障害状態になられた場合、以後の保険料払込が免除されます。

（ＦＰ事業部　近藤）

倒産防止共済の充実　ぜひ加入のご検討を！！倒産防止共済の充実　ぜひ加入のご検討を！！

　前々回のＣＯＭで小規模企業共済の加入対象者が個人事業主の配偶者や後継者等の『共同経営者』まで拡大されたという記事
を掲載いたしましたが、それに加え、倒産防止共済においても新しく改正されることとなりました。

倒産防止共済制度　ってなに？
→中小企業において取引先の倒産によって起こりうる連鎖倒産や、経営難への陥落を防止するための共済制度です。

小規模企業共済制度も含めて、制度の詳細や節税の程度につきましては、弊社担当者がご説明いたします。お気軽にお尋ねくだ
さい。 （監査部　佐伯）

全額損金
節税効果も
全額損金
節税効果も

※改正3については実施済み、1、2、4については平成23年10月までに実施予定

加入資格 一定の法人または個人事業主　＊業種ごとに資本金額・従業員数を満たしていること

掛金 5,000 円～ 80,000 円の範囲で自由に選択 (5,000 円単位 )

＊積立上限 320 万円必要経費に算入できる

共済金の事由
倒産、売掛債権等の回収困難、解約手当金　等

掛金の 10 倍を限度に共済貸付金有（限度額 3,200 万円）

その他貸付金 解約手当金の 95％の範囲で事業資金を貸付

改正1 満額が 80,000 円から 200,000 円に！

改正3 倒産の定義に『私的整理』を追加

改正4 限度額が 3,200 万円から 8,000 万円に！

改正2 上限 320 万円から 800 万円に！
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　昨年暮れには、鈴木さん、根岸さん両氏の日本人ノーベル賞ダブル受賞の明るいニュースがあり、

自信をなくしかけていた私たち日本人に大きなエールとなりました。しかし私たち中小企業経営者は、

いまだ先行きの見えない逃げ場のない不況の中で、大変苦しんでいる現状があります。これは国内消

費がまったく伸びておらず、世界の中で日本のＧＤＰ成長率が最もマイナス幅が大きくなっているこ

とに起因しております。好調だったのは市場成長率の高い海外市場へ逃げた大手の企業だけでありま

す。しかし多くの中小企業は海外シフトに追随できる環境ではありません。

　今中小企業にとって大切なことは国内市場を見直しその深堀をすることであります。バブル崩壊等

過去の深刻な不況時でも、常に約 30％の企業は好調を維持しています。我々の周りを見てもライバ

ル企業の中で増収増益を果たしている企業はいくらでもあるのです。むしろ不況時にぐっとシェアを

伸ばす傾向が見られます。不況期には、商品ブランドや仕入れ先をもう一度選択し直すという顧客行

動の変化が起きます。そこにいち早く正しく対応できた企業は市場地図を一気に塗り替えることが可

能になります。その意味では「不況はまさにチャンス」なのです。また不況時には企業収益は減収に

転じるため、企業の前向き投資は削減され、どこかに集中する必要が出てきます。これは競合他社も

同じであります。いかに「有望市場を見極めそこに経営資源を集中」できるかが勝負になります。逆

に、不況時に動いても仕方ないと何にもしなければ、戦略的に動いたライバル社によってシェアは確

実にもっていかれることになります。

　前回のこの会報ＣＯＭに掲載しましたＳＷＯＴ分析で「わが社の強みと不況化における経営環境の

変化」をクロス分析してください。顧客要望の変化およびライバル社の動きを洞察し、確かな「儲け

の仕組み」の方向決定が浮かんできます。そこで最も重要なのは「選択と集中」および「行動計画」

であります。私たち中小企業は、人、物、金、情報という経営資源は決して豊かではありません。こ

こぞと思う所に絞り込み、全エネルギーを投入する必要があります。また中小企業の特性はスピード

にあります。どこよりも早く取り組み市場確保をすることです。そのためには詳細な行動計画を立て

ることが重要です。何時、誰が、何を、どんな方法で･･･を決め、確実に実行してゆくことであります。

　不況だから･･･とあきらめず、前向きに十二分な考える時間をとることが大切です。次々と新たな

方向性が見いだせるはずです。今年はチャンスの年と位置付け成長を目指しましょう！
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事業承継対策していますか？事業承継対策していますか？

（監査部 事業承継担当　坂井）

　事業承継を「まだ先のことだから･･･」といって、ついつい先送りにしていませんか？
何の対策もせずに放置しておくと、いざ事業承継という時、様々な問題が生じ、円滑な事業承継が行えなくなるという恐れがあ
ります。
　そうならないように事前に事業承継計画を立て徐々に後継者に経営権を移していく必要があります。当社では、円滑な事業承
継のためさまざまなサポートをいたします。

① 事業承継計画策定のサポート

② 事業承継円滑化法　確認申請・認定申請

③ 事業用資産の生前贈与

④ 公正証書遺言による相続対策

⑤ 第三者株主の整理・自社株買い手続

⑥ 持株会社設立、合併、会社分割、事業譲渡

後継者に、いつ、どのように事業承継するかというプランニングを行います。

条件を満たした場合、相続税・贈与税が猶予される場合があります。

法人に貸している個人所有財産について、相続税の対策を行います。

親族間の争いを未然に防ぎます。

散在している会社の株式を整理します。

グループ会社を整理して、円滑に事業承継します。
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介護事業開業・設立、独立起業を支援いたします介護事業開業・設立、独立起業を支援いたします

（監査部　久保勇）

　平成 9年 12 月に成立し、平成 12 年 4 月から全面施行され

た介護保険法は、サービスの利用量の増加に伴い、事業者数は

増加傾向にあります。高齢化が進む今日、介護保険制度は国民

の老後生活における介護の不安に応える「基礎的な社会シス

テム」として定着するに至りました。このような社会的要請に

介護事業者が応えるには、多様化する利用者の要望に応えつ

つ、採算性のとれた事業運営を行う必要があります。

　当社では介護専門担当部門を設置し、今から介護事業を始

めようとお考えの方、運営をされている方からの様々なご要

望にお応えしています。現在、事業計画書の作成、法人設立、融

資や助成金の申請など開業前の準備から、経理事務、決算税務

申告、業績検討会など開業後の運営支援をトータルでサポー

トしています。

　また、介護事業を取り巻く環境は常に変化しています。その情
報を提供する場として介護事業セミナーを開催し、多くの方に参

加していただいています。

　経営者の方が思い描かれる理想

の施設やサービス提供を、経営面

からサポートできるよう、精一杯

頑張ります。

　

　さらに詳しい内容は以下のホー

ムページに掲載しております。

介護事業開業コンサルティング

http://www.kaigo-kaigyou.com/

経営計画コンサルティング　http://www.chuki-keiei.com/

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

　ホームページを作っただけで、お客様がたくさんやってくるわけではないことは、みなさんも良くご存知のことと思います。
ホームページは活用しなければ、効果は限定的なものになってしまいます。
　より活用するためのヒントは、ホームページそのものを、ひとりの人間として考えてみることで見えてきます。将来御社のお
客様になる人は、どのような人（どのようなホームページ）を求めていますか？　その人（そのホームページ）は、どんなお客
様に好かれるでしょうか？

ホームページって、本当に効果があるの？ホームページって、本当に効果があるの？ ホームページの作り方・活用の仕方次第です。ホームページの作り方・活用の仕方次第です。Q. A.

　ホームページを持っただけで効果があるとは、わたしたちは言えません。しかし、作り方次第、活用の仕方次第で、効果を伸
ばせる可能性は十分にあります。まずは、「どのような状態であれば、効果があったと言えるか？」「その状態になるために、
どんなことをすればよいのか？」を、じっくり考えることから始めましょう。必ずしも、ホームページが最善の策にならないか
もしれません。しかし、ホームページはひとつの手段になりえます。みなさまのお話を聞かせてください。そして、ホームペー
ジを活用することで、御社の支援ができれば幸いです。

☆☆☆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。 （ＩＴ事業部　岩井）

明るくてコミュニケーション
上手で、手助け好きで優しい
人（ホームページ）

多くのお客様に好かれます

専門的な話題が豊富な
人（ホームページ）

専門家や専門家になり
たい人に好かれます

御社の話題が豊富な人
（ホームページ）

御社のことをより知り
たい人に好かれます

ある悩みを解消できそ
うな人（ホームページ）

その悩みを持っている
人に好かれます

中期経営
計画

　中期経営計画の策定がこれからの中小企業経営になくてはならないものであり「社長の最重

要業務」であることを、これまで繰り返しお伝えしてきました。なぜなら「生き残るための条件」

を私たちに教えてくれるからであります。

　昨年わが社では中期経営計画策定の日を「将軍の日」と命名し、

お客様の繁栄のための最重要支援ツールとして、32 社のお客様

に実施していただきました。3～ 4社単位で、丸一日 9時間、

5年間の自社の経営だけについて真剣に考えていただき、5

ヵ年中期経営計画書を製本、完成させる手法であります。

会社ごとに策定システムを大型ディスプレーに映し出し、

幹部の方と一緒に検討していただきながら策定するた

め、社長の考えを共有できる貴重な機会でもあります。もちろんわが社の担当者が張り

付き、データは秘密保持の環境で進行致します。

　今年度も引き続き最重要支援ツールとして実施しますので、是非ご参

加いただきたく願っています。参加者の皆様には一様に「先行きが明る

くなった！」と言っていただいております。

参加者の感想

● 自社分析により強み弱みを認識でき、その強みはさらに強固に、弱みは克服し改善

　 する計画ができて良かった。

● 実際に作業することにより、何となく頭の中にあったことが明確に整理できました。

● 見えなかったこと、見ようとしなかったことを数値化や文字として明文化したこと

 　で目指す形が決定できた。

● 抱えていた問題と見えない部分が見えてきた。幹部役員と一緒に検討できたことが

　 よかった。　

● キャッシュフローで財務管理を見ることが出来たのは、とても勉強になりました。

（監査部　久保昌）

「将軍の日」5ヵ年中期経営計画で不況を乗り切る！

理念

ビジョン

戦略

戦術

利益計画・資金計画

理念

ビジョン

戦略

戦術

利益計画・資金計画

◆ 理念・ビジョン（目標）を決め組織に命を吹き込む

◆ 理念とビジョンを実現する『道筋』経営戦略を決める

◆ 具体的な戦術を決定し行動計画に落とし込む

◆ 数値化し見えるものにする

平成 23年度税制改正大綱決定平成 23年度税制改正大綱決定

　平成 22 年 12 月 16 日の臨時閣議で、2011 年度の税制改正大綱が決定しました。今回の改正では企業にとっては減税方向の改正

となっており、その分個人(特に高所得者)においてしわ寄せがくるというのが特徴といえます。今回の改正の概要をまとめました。

　改正案については、一部変更の可能性がございますのでご了承ください。 （監査部　佐伯）

法人課税税率

　地方税を含めた実効税率を５％引下げ

　＊これにより利益 1,000 万円の中小法人で

　　約 40 万円、利益 2,000 万円の中小法人

　　で約 93 万円の税金が軽減されます。

　　(交際費加算等は考慮しない )

雇用促進税制

　雇用を 10％増やした企業について、増や

　した人数 1人当たり 20 万円の税額控除

グリーン投資減税

　環境投資に対し取得価格の 3割を特別償却

欠損金の繰越控除制度

　控除前の所得の 8割までに控除を制限

減価償却制度の見直し

　投資初期の償却額を縮小

企 業 個 人企 業 個 人

控除額
（万円）

年収 （万円）

現在

245

184

125

65

160 1,500 2,000 3,500 4,0002,500

一般従業員

法人役員

1,500 万円で
控除額は頭打ち

役員は控除額を段階的に
さらに圧縮

控除額を圧縮

2 分の 1 に4 分の 3 に

（参考：日本経済新聞）

例） 給与年収 3,000 万円の法人役員の場合、 約 68 万円の増税となる

※相続額 6 億円超の税率 55％へ

◆ 給与所得控除の縮小

◆ 相続税の基礎控除

現行

定額控除

法定相続人
比例控除

改正案

5,000 万円 3,000 万円

1,000 万円に法定相続
人数を乗じた金額

600 万円に法定相続
人数を乗じた金額
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