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マイナス金利とは？
今話題のフィンテックを知っていますか？

「
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
」

7
月
1
日
よ
り
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行
、
金
融
が
変
わ
る
！

　中小企業の生産性向上を支援する「中小企業等経営強化法」が 7 月 1 日に施行されました。わが国の

これまでの中小企業政策は、中小企業を弱者と定義づけた救済型の支援が中心でした。しかし、この強

化法は企業を取り巻く経営環境を改善し、中小企業の「稼ぐ力」をアップさせることを目的としており、

「本業の成長」にスポットを当て、「生産性を向上させるための集中支援を行う」という、これまでとは

真逆の新しい政策です。つまり、「救済支援」から「元気な未来ビジョンを持った企業の支援」に大き

く舵を切ったということです。

　平成 3 年にバブル経済が崩壊し、中小企業の赤字比率が 70％に落ち込んで以来すでに 25 年になりま

すが、いまだ赤字比率は 70％から全く減っていないという異常な経営状況が続いています。この間、

中小企業は赤字であっても国の救済支援によって、保証協会付きでどんどん金融機関から借入ができた

「延命処置」的時代が長く続きました。結果的にはそれが中小企業の危機感をそぎ、企業の経営力を弱

体化させてしまったことは明白でしょう。今回、国の施策を大きく切り替えたことは、その反省の上に

立ったものと考えられるでしょう。

　経営強化法は、今後の中小企業に対する国家政策の根幹をなすものであり、中小企業と銀行の関係に

おいても大きな変化を及ぼすこととなります。金融機関も強化法を重要視していくため、明快な経営改

善がない企業にとっては、金融面において厳しく選別されることが考えられます。しっかりとした経営

力向上計画を策定することを、今私達中小企業は求められています。

強化法の支援内容

　国が作成した事業分野別の生産性

向上指針をもとに、中小企業者等が

「経営力向上計画」を作成し、国の

認定を受けることで、税制や金融支

援等の措置を受けることができま

す。弊社では、認定支援機関として

経営力向上計画の作成・実施を支援

しております。担当者までお声がけ

ください。

国
基本方針・事業分野別

指針の策定

申請

経営力向上計画

申請事業者
(中小企業・小規模事業者等)

認定

支援措置

●生産性向上のために取得した機

　械装置の固定資産税を1/2に軽減

●計画に基づく事業に必要な資金

　繰りを支援（信用保証枠の拡大）

●認定事業者に対する補助金等に

　おける優先採択
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マイナス金利とは？マイナス金利とは？

　私達が銀行に預金をすると、微々たるものですが利子が付き、少しずつ増えていきます。これがマイナス金利になると、

預金している分の利子を逆に銀行に払わなければならなくなります。これがマイナス金利です。

　しかし、今回のマイナス金利は日本銀行と各金融機関における金利の話であって、私達の預金の話ではありません。

金融機関は日本銀行に口座を持っていて、お金を預けています。この預金に利子（－0.1％）を支払わなければなりません。

そのため、銀行は日本銀行に預けるよりも企業に融資した方が得だと判断し、その結果市場に資金が出回り、設備投資

や賃上げに繋がると考えられています。

　今後の日本銀行の動向を注視していきたいと思いま

す。銀行 －0.1％ 日本銀行に預金

＋1％ 企業に貸し付け

日本銀行に預けておいて、資産が減少していくよりは、
企業に貸し出して金利を取った方がよい

市場にお金が出回りやすくなる（金融緩和）

企業の設備投資や賃上げを後押し（景気刺激）

日本銀行の
三次元金融緩和

量的緩和 質的緩和

限界にきている

マイナス金利

最後のカード

（代表　鷲山浩一）

今話題のフィンテック（ＦｉｎＴｅｃｈ）を知っていますか？今話題のフィンテック（ＦｉｎＴｅｃｈ）を知っていますか？

　フィンテックとは金融（Ｆｉｎａｎｃｅ）と技術（Ｔ

ｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）を掛け合わせた造語で、ＩＴを活

用した金融サービスのことを指します。このフィ

ンテックを会社の経理業務に取り入れることによ

り省力化を図ることができます。どのような仕組

みでどのように省力化できるか紹介したいと思い

ます。

　㈱ＴＫＣが開発したフィンテックサービスでは

金融機関や信販会社からの入出金明細や支払明細

を受信し、会計ソフトに自動で仕訳を読み込むも

のです。会計仕訳の約 4割は預金仕訳といわれて

おり、これを自動で読み込むことにより大幅な経

理作業の省力化につながります。

インターネットバンキング
（入出金明細）

クレジットカード
（支払明細）

電子マネー
（支払明細） TKCデータセンター（TISC）

FinTechサービス

データ
自動受信

FXシリーズ

　㈱ＴＫＣ以外にも会計ソフトメーカー各社がフィンテックサービス

を提供していますが、一部のソフトではチェック機能が働かず仕訳の

誤計上や重複計上により会計品質が低下するおそれがありますので注

意が必要です。

　これまで仕訳入力作業に負担を感じていた方はぜひこの機会にご検

討いただき、経理事務を効率化しましょう。

（監査部　中居）

再確認！　マイナンバーの収集は進んでいますか？再確認！　マイナンバーの収集は進んでいますか？

　今年も年末調整の時期が近付いてきましたが

準備は進んでいますか？今年から年末調整や支

払調書作成にマイナンバーが必要となります。

「誰のマイナンバーが必要なの？」といった疑

問もあるかもしれません。主な収集対象を再確

認しておきましょう。

　具体的な対象先や疑問、その他ご不明な点等

がありましたらお気軽にご相談ください。

＜主な収集対象＞

●役員、従業員

●役員、従業員の扶養親族

●税理士、弁護士、社労士等（その年中に報酬を支払った相手先）

●借用不動産の貸主（不動産業者を介している場合でもその所有者）

●配当の支払先

通知カード

個人番号

氏名

住所

　　　　　　　　　　　　　　性別

発行

　　　　0123 4567 8901
　 　番号花子

　　○○県■■市△△町◇丁目○番地

平成　5年　3月 31 日　　　女
　　　　平成 27 年 10 月 NN 日　　　　  　　　　■■市長

（監査部　奥野）
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資本的支出と修繕費資本的支出と修繕費

　自社建物などの固定資産を修繕した場合、通常であれば修繕費

として経費計上することになります。しかし、修繕の内容によっ

ては修繕費とは認められず、固定資産の価値増加（資本的支出）

となり減価償却費として年数をかけて経費化することになりま

す。

　資本的支出か修繕費かの判定は次のように行います。まず、

当該固定資産の修理、改良のために要した支出が 20 万円

未満の場合、または周期が 3年以内の場合には修繕費と

して経費処理をすることができます。

　上記に該当しない場合、原則に戻って、明らかに価値

を高めまたは耐久性を増すための支出は資本的支出、通

常の維持管理のため、または原状回復のための支出は

修繕費とします。

　さらに資本的支出か修繕費かの判断が困難な場合、

支出額が 60 万円に満たない、または支出額が前期末

取得価額の 10％以下である時を修繕費とし、それ以

外を資本的支出とする形式基準により判定します。

修理改良などのための支出金額

YES

NO

20万円未満か

YES

NO

周期がおおむね3年以内か

YES

NO

明らかに価値を高めるもの
または耐久性を増すものか

YES

NO

通常の維持管理のためのものか

YES

NO

災害等により毀損したものを
原状に復するためのものか

YESNO 60万円未満または
前期末取得価額の10％以下か

資本的支出 修繕費

（監査部　村栄）

地震保険の途中加入について地震保険の途中加入について

　「今入っている火災保険に、地震の補償はありますか？」な

どといった照会や、地震保険へ加入したいというリクエスト

を時折お受けします。大地震発生の確率において、熊本県も

富山県も大差ないというデータもあります。以下、地震保険

に関するポイントを３つ挙げてみました。

① 地震保険は、火災保険では補償されない「地震・噴火また

はこれらによる津波（以下、「地震等」）による損害を補償し

ます。この保険は火災保険に付帯するもので、単独加入はで

きません。

② 保険の対象は「居住用建物および家財」なので、居住部分

のない建物や事業用の機械や商品在庫は対象外です。しかし、

事業専用建物へのニーズも確実にあるので、安くはありませ

んが事業用の地震保険（地震特約）もあります。

③ 地震等で被災すると建物自体の再築、修理にかかる費

用ダメージに加え、復旧までの休業期間は売上・粗利益

が失われます。そんな中、地代家賃・人件費・リース料

などの固定費支払は継続するので、その負担も重くのし

かかります。地震等が原因で休業した時の粗利減少分を

補う『地震休業補償』も保険会社によってはあります。

　地震保険について疑問

があれば、お気軽にご相

談ください。

（ＦＰ事業部　川嶋）

経営戦略による優位性の獲得経営戦略による優位性の獲得

　今回は経営戦略を構築する上で基本となる３つの競争戦略

を紹介します。３つの競争戦略とは次のものです。

低コスト戦略　　差別化戦略　　集中戦略

　まず、低コスト戦略とはアルバイトの活用による人件費の

削減や「規模の経済」の追求などによる徹底的なコスト削減

により、販売価格で優位性を得る戦略です。

　次に差別化戦略とは、商品そのものの品質・機能により他

社との差別化を図る戦略であり、差別化の実現のためにはコ

スト増もいとわない考えが必要とされます。

　最後に、集中戦略とは限られた経営資源を特定の顧客、市

場に特化する戦略であり、業界内で競合他社より規模が小さ

い企業に適しているといわれています。

　自社の戦略の主軸をどこに置き、その戦略に適した投

資が重要となります。

競争優位のタイプ

低コスト 商品の特異性

タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
幅

広
い

狭
い

低コスト戦略 差別化戦略

集中戦略

（監査部　神代）
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Ｗｉ-ＦＩのセキュリティ 気を付けていますかＷｉ-Ｆｉのセキュリティ 気を付けていますか

　スマートフォンやタブレットなどの普及に伴い、インター

ネットに接続する手段としてフリーＷｉ-Ｆｉ（公衆無線ＬＡＮ）

が増えています。空港や飲食店での整備が進み、外出先でも

気軽にネット通信を利用できるようになりました。

　しかし便利さが追求され、安全対策が十分でない面も問題

になっています。誰でも接続できるフリーＷｉ-Ｆｉは第三者に

情報を盗み見られる危険があり、不正アクセス、なりすまし・

乗っ取り、ウイルス感染、さらには犯罪行為の踏み台に利用

される可能性も考えられます。フリーＷｉ-Ｆｉ利用時には、右

記の点に注意しましょう。

　家庭用Ｗｉ-Ｆｉ（無線ＬＡＮ）でも対策は必要です。暗号化さ

れていることを確認し、管理画面や接続パスワードを難

しいものするなど、設定を行いましょう。

＜フリーＷｉ-Ｆｉ利用時の注意点＞

●提供元がはっきりしているフリーＷｉ-Ｆｉを使う

●暗号化されたフリーＷｉ-Ｆｉを使う

●クレジットカード番号・ログイン情報など

　個人情報の扱いは避ける

●必要ないときは端末のＷｉ-Ｆｉをオフにする

（ＩＴ事業部　堀江）

ウォーキングだけでは健康になれないという事実ウォーキングだけでは健康になれないという事実

　近年は健康志向でウォーキングに取り組む人が多く見られますが、残念ながらそれだけでは健康を保つことはできません。

実は、ウォーキングは一部の筋肉しか使っていません。筋肉量のピークは 30 歳で、30 歳を超えると毎年約 1％ずつ減っていき

ます。つまり、80 歳を迎えたとき全盛期と比べて半分以下になります。

　将来、骨粗鬆症や生活習慣病に悩まされないよう、筋肉を増やす運動をはじめてみませんか。

＜スクワット＞

① 足は肩幅に直立

② 3 秒かけて腰を落とし、1秒キープ（膝は 45 度に保つ）

③ ゆっくり 3秒で戻る

＜上体起こし＞

① 両肩を床から離し、足は腰幅にする

② へそをのぞき込むように 3秒で上げて 1秒キープ

③ ゆっくり 3秒で戻る

注意

一日 7～ 8分程度、週に 3～ 5回、昼前の実施が

効果的です。なお、筋トレの翌日に疲労を感じた

場合は無理をせず、しっかり休みましょう。
（ＯＳ事業部　松井・松村）

厚生年金保険料率の引き上げ

　厚生年金保険料率については毎年 0.354％ずつ引き上げられ、

最終的には平成 29 年に 18.3％となることが決まっています。

今年も平成 28 年 9 月分（10 月納付分）以降の厚生年金保険料

率が 18.182％へ改定となりますので、給与計算を行う際は厚生年

金保険料率にご注意ください。

適用年月日

平成27年9月分～平成28年8月分

平成28年9月分～平成29年8月分

平成29年9月分～ 　　　　　　

保険料率（一般）

17.828％

18.182％

18.300％

　昨年 7月にＦＰ事業部に入社して、あっという間の 1年余りでした。
不慣れなことに直面する日々で、ともすれば今日明日の作業に追われて
しまうことも多々ありましたが、おかげさまで徐々に慣れてきました。
　前倒しの仕事を心がけ、3年先のことを考えて種をまき続け、お客様
に貢献できるよう、提供価値レベルを高め続けます。

（ＣＯＭ委員　川嶋邦雄）
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