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　最近、習慣に関する本を読みました。何事も「ベビーステップ(赤
ちゃんの一歩)」から始めることが効果的だそうです。この一年が、
皆様にとって何かをなしたと実感できる一年になるように「ベビー
ステップ」を踏み出しましょう。

（ＣＯＭ委員　久保勇）

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

監査部

上原立久
（うえはらたつひさ）

④先輩方のようなお客様に信頼される人を目指し

ます！ そのためにも日々勉強し成長していきた

いと思っています。高いレベルの知識・能力が要

求される仕事ですが、いつか皆様の良き相談相手

となれるように一所懸命頑張ります。どうぞ宜し

くお願い致します。

①太ること

②金沢市

③継続は力なり

①趣味　②出身地　③好きな言葉　④意気込み①趣味　②出身地　③好きな言葉　④意気込み

個人契約の保険を点検してみませんか？個人契約の保険を点検してみませんか？

（ＦＰ事業部　近藤）

① 平成24年1月1日以降に新たに加入の

　 保険契約の所得税控除が改正されました

一般生命保険料控除　所得税 … 5 万円→ 4 万円

個人年金保険料控除　所得税 … 5 万円→ 4 万円

介護医療保険料控除　所得税 … 4 万円新設新設

改正改正

改正改正

② 「介護医療保険料制度」が新設

医療保険や重大疾病保障の準備で「介護医療保険料控除」も活用できます。

介護医療保険料控除の対象となる商品例：医療保険・医療特約・重大疾病保障保険 等
（契約日が平成24年1月1日以降の契約が対象です）

医療保障 入院や手術への準備 重大疾病保障 がん・急性心筋梗塞・脳卒中での長期療養への準備

病気やケガ、重大疾病へのそなえは準備できていますか？

保険業界の自由化が進み、保険商品は各社様々。ご自身の状況、ライフプランに合わせて選べる選択肢が増えています。

③ 新しい保険商品が増えています

＜病歴があっても保険に入れます＞

持病がある方、過去に入院・手術をされた方が
入りやすい一生涯の死亡、医療保険があります。
4つの告知項目に該当しなれけば入れます。さ
らに、よく耳にする「先進医療」保障も付けら
れます。

＜1日だけでも自動車保険に入れます＞

大学生のお子さんが帰省したときだけ車に乗りたい、他人の車を
運転するかもしれない。そんな時、携帯電話からいつでも申込が
可能な自動車保険があります。保険料は、1日 500 円か 1000 円の
2パターン。
入ってて安心、1日だけで入れる自動車保険が登場しています。

　保険料控除の拡充、新しい保険商品の増加により、現在、加入している保険を見直す絶好の機会です。

個人契約の保険を見直しましょう。
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　今年の「日本経済の見通し」の各コラムを読んでいると、メインシナリオとして、東日本
大震災発生に伴う「復興需要」に支えられて緩やかな景気拡大が続く見通しです。復興関連
予算は、2012 年度の実質ＧＤＰを 1％弱押し上げることが期待されます。さらに設備投資関
連指標に回復の兆しが生じていることも、日本経済を下支えする要因となるであろうと、楽
観的に記されているものが多く見受けられます。昨年の重苦しい気持ちをふっ切るためにも
新年は明るい気持ちでスタートしたいという思いは日本人誰もが同じでしょう。
　しかしながら、次々と停止される原発による電力不足に伴う生産の低迷、またヨーロッパ
の金融市場の混乱を受けた海外経済の下振れ、そして円高の進行と楽観はできない状況も多
く残っています。
　一方、いまだ止まらない我が国のデフレスパイラルは、企業や家計の実質負担を増加させ
ています。つまりデフレで売値が下落していくことで、借金やローンの実質的な返済額の増
加や人件費などのコストが高止まることになり、企業や家計は苦境に陥っています。またそ
の結果、税収が低下することで日本の財政赤字問題についても大きな悪影響をもたらしてい
ます。
　このままでは国家と銀行の格付け低下が進み、もう一つの「失われた 10 年」を新たに作り
出すこととなってしまうでしょう。日銀と政府が一体となってこの悪いデフレを脱却する政
策を強力に実施することが必要であります。
　また金融面においても、「金融円滑化法」の今年３月の期限切れがさらに１年延長されるこ
とになりましたが、すでに金融機関による企業選別が進んでおり貸出抑制や資金の引き上げ
が始まると、退場を余儀なくされる中小企業が増えることも予測され、多難な年のスタート
となるでしょう。
　国内人口減少によるマーケットの縮小も加わる厳しい経営環境の中、私たち中小企業が目
指す課題は、従来の「コスト削減」を中心にした経営対策から、もっと積極的に攻める「付
加価値創造力の強化と売上増強」の経営戦略へと大きく舵を切ることであり、急務であります。
そのためには、 ①グローバルな視点に基づき海外マーケットを含めた販売市場の拡大（新マ
ーケット開発） ②販売価格の維持や引き上げに向けた他社との差別化戦略（新商品・サービ
ス開発） ③それらを支える人材育成への注力、が大変重要な年となっていくことでしょう。
　この新年幕開けの時期、時代の変化をしっかり捉え、自社の方向性を見直し、勇気をもっ
て新たな成長戦略を見出していきましょう。
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増税？ 減税？ どうなるの法人税

トマックセミナー ポイント特集！
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（監査部　久保勇）

新年から始めるモチベーションアップ法新年から始めるモチベーションアップ法

　新しい年が始まり、皆様はすでに今年の目標を立てていることだと思います。

　モチベーション (やる気 )の低下にはいくつかの要因がありますが、そのひとつが、目的が明確でないことです。自分が目指

すもの（目的）を明確に定め、目的を実現のための目標を立てましょう。そして、目的と目標を毎日確認しましょう。手帳など

毎日見る物に書いておくと効果的です。自分が何のために頑張っているのかを確認することで、目的と行動が合致し、モチベー

ション維持と目的達成に繋がっていきます。

① 目的 (自分の目指すもの、ビジョン )を明確に書き出す

② 目的達成の目標を決め書き出す

③ 目的と目標を手帳に書き、それを毎日確認する

④ 目的目標を達成するために、何をすべきか考え、行動する ( 目的目標と行動を合致させる )

　すでに新しい年は始まりました。今年が充実した年になるよう頑張っていきましょう。

ビジョン
目標 行動計画

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

　お客様に見に来ていただくために、まずは「お客様がどこから見に来るのか」を理解して、それに対してどういった対策をする

べきか、検討することが必要です。

（ＩＴ事業部　岩井）

　御社では今、どこの経路のお客様が多いでしょうか。また、どこの経路からのお客様を増やすことで、御社のホームページの効

果を高めることができるでしょうか？

　できる対策は多岐に渡りますし、かけられるコストには限りがあります。トマックでは、そういったお悩みやご相談をお伺いし

てご一緒に対策を考えたり、御社に合ったご提案をして、適切な対策を実行することができるスタッフがいます。ぜひ、お気軽に

ご相談ください。お待ちしております。

Q.
A.

ホームページに人が見に来ていないみたいです。どうすれば見に来てもらえますか？

まずは経路によるお客さまの特徴をつかみ、対策を検討しましょう。

ホームページに人が見に来ていないみたいです。どうすれば見に来てもらえますか？

まずは経路によるお客さまの特徴をつかみ、対策を検討しましょう。

お客様ご自身のブックマーク (お気に入り登録 )から来る

他サイトにあるリンクから来る

検索エンジンで検索して来る (Yahoo! や Google など )

お客様ご自身のブックマーク (お気に入り登録 )から来る

他サイトにあるリンクから来る

検索エンジンで検索して来る (Yahoo! や Google など )

特徴･･･御社のファンや近況をチェックしたい方である可能性が高いです。少なくとも、何かしら御社に興味を抱いており、

　　　 定期的に訪問していただけるので、再度来ていただけた際にがっかりさせないよう心がけることが大切です。

対策･･･御社の最新情報を掲載したり、新商品の紹介を継続的に行うなど、再度訪問したくなるような情報発信を行いま

　　　 しょう。

特徴･･･他サイトにある、御社のホームページへのリンクから来る方です。他サイトでの御社の紹介に興味を持って見に

　　　 来てくれた可能性が高いので、そこそこ御社に興味を抱いているお客様のようです。

対策･･･他サイトにおける御社へのリンクを増やすことで、お客様に来ていただける可能性が高まります。また、御社自

　　　 身で他ページにリンクを掲載したり、自動登録のできる質の良いサイト（Google ローカルや Yahoo! ロコなど）

　　　 への登録も、良い対策になります。特定の業種に特化したサイトへの登録もかなり有効です。最近では Twitter

　　 　や Facebook 等の利用者も多いので、そういったサービスを利用することで、お客様に見に来ていただけるきっか

　　　 けを増やすことも対策の一つとなる場合があります。

特徴･･･何かを探しているお客様です。御社そのものかもしれないですし、御社に関連する言葉についてかもしれません。

　　　 御社の会社名で検索してきた方であれば、御社そのものの「何か」の情報を探してきている可能性が高いです。

　　　 電話番号かもしれませんし、会社の場所かもしれませんし、新商品の情報かもしれません。どんな言葉が多いか

　　　 を調査して、それにより対策はかなり異なります。

対策･･･まずはどんな言葉で来ている方が多いか、どんな言葉で来てほしいかを検討して、改善していくことが必要です。

２

トマックセミナー ポイント特集！トマックセミナー ポイント特集！

　昨年 10 月、トマックセミナーを開催し、たくさんの方に参加していただきました。
　今回、そのセミナーのポイントをまとめました。参加された方も参加のできなかった方も、元気な会社をつくるた
めに経営戦略を策定して、社長の夢 (経営理念 )の実現に向けて、社員一丸の経営を実現していきましょう。

（監査部　久保勇）

商品戦略を考える 市場戦略を考える内部資源・外部環境変化を考える 経営戦略を具体化する 行動計画に落とし込む
ＳＷＯＴ分析 ＰＰＭ分析 商品/市場マトリックス分析 戦略マップ ＰＤＣＡ

■経営戦略はこう立てる

経営理念  

将来ビジョン

経営戦略 

経営計画 

経営理念  

将来ビジョン

経営戦略 

経営計画 

経営者が世に問う存在意義

中期的 (3 ～ 5 年後 )に達成すべき具体的戦略目標

ビジョンに基づく実現するための道筋

経営戦略を具体的数値に置き換える

■経営戦略の策定

一貫性が

必要

経営環境の激変により
今までの経営方針が通じない時代

人口減　円高　大震災
電力不足　海外移転圧力

予測型経営から
未来創造型経営・戦略経営へ

■経営環境の変化により
　求められる未来創造型経営

（監査部　久保勇）

増税？ 減税？ どうなるの法人税 ～復興増税と税制改正～増税？ 減税？ どうなるの法人税 ～復興増税と税制改正～

　東日本大震災の復興財源を確保するために 10 兆円超の臨時増税案が成立、また、審議中だった平成 23 年度税制
改正案も一部成立し、今後の税額が大きく変わってきます。元々、法人税では平成 23 年度税制改正で減税が予定さ
れていましたが、復興増税のため、実質減税額は縮小されます。また所得税では、毎年の負担額は 2.1％と大きくは
ありませんが、期間が 25 年間の長期間に渡ります。その一部と結果どうなるのかをまとめました。

　今後は、平成 24 年度改正に先送りにされ

た相続税の基礎控除の引き下げや所得税の所

得控除の見直し、さらには消費税率の引き上

げなど、多くの改正が予定されています。

　今後も、ＣＯＭや担当者を通じ、適宜、有

意義な情報提供をお伝えしていきます。

　　　　　　 改 正 内 容

法人税：法人税額×10％

所得税：所得税額×2.1％

個人住民税：均等割を年額 1000 円引き上げ

法人税：法人税率の引き下げ

　　　　　　　  期　間

平成 24 年度～ 26 年度の 3年間

平成 25 年度～平成 49 年度の 25 年間

平成 26 年 6 月～平成 36 年 5 月の 10 年間

平成 24 年度開始事業年度より

復興財源の
ための税制

平成 23 年度税制改正

■所得金額 1000 万円の中小法人の場合

現行の法人税額

復興増税＋改正後の
法人税額

＝ 2,040,000

＝ 1,881,000

差額 － 　159,000（減）

普通法人の区分

中小法人以外

中小法人
所得金額年 800 万円超

所得金額年 800 万円以下

現行

30％

18％

改正後

25.5％

15％

復興増税＋

28.05％

16.5％

(税率×110％）

復興増税分 2.55％

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度
(予定 )

税
率

30％ 28.05％ 28.05％ 28.05％
25.5％

現行 改正後

結果的にこうなります＜法人税の例＞

■法人税率の動き
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