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役員退職金の準備はできていますか？

事業承継とＭ＆Ａ

人
手
不
足
が
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題
に
な
る
時
代

　最近、お客様からの相談で一番多いのが「人材不足」問題です。新卒採用はもちろん、中

途採用でも応募がほとんどないという声をよく聞きます。特に職人やパート・アルバイトが

全くおらず、仕事が回らないという深刻な状況になりつつあります。

　近年は景気が回復傾向であり、有効求人倍率も上昇しているため、人材確保は難しい側面

があります。富山県内でも、呉西地区を中心に昨年は大型施設のオープンが相次ぎ、そちら

にかなりの人が流れたのは間違いありません。しかし、もっと長期的な根本課題として人口

の減少問題、特に 15 歳～ 64 歳の生産年齢人口の大幅減少が進んでいることが挙げられます。

2010 年のピーク時には 8,000 万人いた生産年齢人口が 2060 年には 4,000 万人まで半減して

しまうと予測されています。業界、職種によっては既に深刻な人手不足が起きており、今後

ますますそのスピードが加速していくこととなります。まさに人材確保を最大の経営課題と

して真剣に取り組まなければならない時代となりました。

　求人情報大手のマイナビのアンケートによると、人材が確保できているかの質問に対し、

大手企業で 6 割、中小企業は 3 割しか確保できていないという回答でした。中小企業は採用

の応募を集めるところから苦戦をしています。主にハローワークや、縁故や紹介が主な採用

手段ですが、売り手市場の現在、それだけでなく、例えば下記のような新たな取り組みが必

要となります。

　さらに上記に加え、会社説明会では企業理念と将来ビジョンを明確に伝え、ベクトルを共

有できる人材を確保することが重要です。

１．募集方法の取り組み

　・大学、高校、専門学校への直接訪問

　・有給インターンシップ制度の採用

　・ホームページ、Twitter や Facebook 等
　　ソーシャルメディアの活用

　・求人情報会社との提携

２．就業条件の改善

　・時間外労働の短縮

　・賃金引上げ

　・メンタルヘルス対策、
　　ストレスチェックの実施

　・パワハラへの対策
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役員退職金の準備はできていますか？役員退職金の準備はできていますか？

　役員退職金とは、経営者にとっての老後の生活の資金となるものであり、これまでの会社への貢献に対する最後の報酬です。

経営者の方々の中には、社員の退職金については中退共、特退共といった制度を利用して準備していても、経営者ご自身の退

職金については準備されていないというケースが少なくありません。

役員退職金の税務上の限度額

　役員に対して退職金を支給する場合、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同業種同規模の法人の役員

に対する退職金の支給状況などからみて、税務上相当であると認められる金額であれば、経費とすることができます。その算

出式は次の通りです。

役員退職金　＝　最終報酬月額　×　役員としての在任年数　×　功績倍率(※)

※ 功績倍率は役職によって異なり、代表取締役は最高限度が 3倍となっております。

退職という事実認定

　ここで問題となるのが、後継者育成のため、あるいは株価を下げるために業績を抑えたいなどの理由から、代表取締役や取

締役であった人が一度退職し、退職金をもらった後も身分を会長などに変更して引き続き在職している場合です。税務上の「退

職」についての基準はあいまいなところですが、形式的な判断の例としては以下のとおりです。

・代表取締役が平取締役になったこと

・常勤役員が非常勤役員になったこと

・取締役が監査役になったこと

なおかつ

その役員の給与が激減（概ね50％以上の減少）したこと

　しかし、実質的に退職したという事実がなければ、退職していないものとみなされ退職金が税務上の経費として認めら

れない場合があります。たとえば、上記に該当していたとしても、業務内容がなんら変わっていなかったりする場合は、

退職していないものと判断される可能性があります。そこで、経営にかかわる決定権を減らしたり、業務内容を変えたり

するなどした上で、その内容を議事録などに残しておくとよいでしょう。

　もちろん、退職金を支払う資金の準備も必要となってきます。今は業績が良くても退職直前に業績が悪化し、支給できなくなっ

たとすれば、老後の生活に影響が出ます。そのためには積立型の保険に加入しておくなど、資金を確保しておくことが大切です。

（監査部　川添）

事業承継とＭ＆Ａ事業承継とＭ＆Ａ

　Ｍ＆Ａとは、企業の売買・合併・事業の売買等を指します。一般的にその

目的は、規模拡大によるコスト圧縮・販路確保によるシェア拡大・異業種へ

の進出など多岐に渡ります。 Ｍ＆Ａというと「大企業が行うもの」というイ

メージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、近年では中小企業の

Ｍ＆Ａ実施件数が増加しています。

　日本の全企業の内、中小企業が占める割合は 99.7％（※1）であり、その

内 65.9％（※2）が後継者不在と言われています。また、現役社長の平均年

齢は 59 歳（※2）とも言われており、オーナー経営者の事業承継が課題となっ

てきています。一般的には親族への承継→従業員への承継→廃業といった順

に検討されるかと思われますが、近年ではＭ＆Ａにより事業を存続させなが

ら引退するといった事業承継が活発に行われており、前述の「中小企業のＭ

＆Ａ」の増加へとつながっています。

　トマックでは、Ｍ＆Ａに向けた企業価値の向上支援から実施まで、幅広く

お手伝いさせていただいております。事業承継のお悩み、買収のご検討など、

なんでもご相談ください。

※1　中小企業庁「2015 年版中小企業白書」より

※2　帝国データバンク「2015 年全国社長分析」より

Ｍ＆Ａの効果

買い手企業

・規模拡大・シェア拡大

・事業拡大時の時間的メリット

　- 隣接業種や異業種への進出

　- 弱い部門の強化　

売り手企業

・事業整理

・後継者問題の解消

・従業員の雇用確保

・事業の現金化によるハッピーリタイア

（監査部　奥野）
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遺言書を作成し、“争族”対策をしましょう遺言書を作成し、“争族”対策をしましょう

　被相続人が死亡した時、遺言書がなければ民法によって相続人の相続分が決まりますが、遺言書がないために今まで仲の良

かった者が骨肉の争いを起こす、いわゆる“争族”となることも少なくありません。

　遺言書を作成することで、例えば妻に○万円、長男に自宅と△万円…と相続人の相続分を決めることができ、争いを未然に

防ぐことができます。遺言書には3つの種類があり、それぞれに特徴があり、下記の表に種類と特徴を簡単にまとめてあります。

　争族を防止するために、きちんとした遺言書を作成しましょう。

書く人

作成費用

メリット

デメリット

自筆証書遺言

本人 (ワープロ不可 )

かからない

本人が手書きするので、
費用も掛からず、いつでも書ける。

法律的に不備があれば、無効と
なってしまう。リスクが高いので
公正証書遺言をおすすめ。

公正証書遺言

公証人 (口述筆記 )

16,000 円～ ＋ 証人依頼費用

公証人と相談しながら、
最善の遺言を作成できる。
改ざんされることがない。

相続財産の価額によって、
手数料額が増加する。

秘密証書遺言

パソコン・代筆も可能

11,000 円 ＋ 証人依頼費用

公証人によって、遺言が本人の
ものであることを明確にできる。
内容を秘密にすることができる。

公証人が内容を確認しないので、
内容に不備があれば無効となる。

（監査部　土田）

Windows10へのアップグレードでOfficeが使えなくなる？Windows10へのアップグレードでOfficeが使えなくなる？

　Windows7 や 8.1 から Windows10 へ無償アップグレードを行うと、プレインストール（パソコンにあらかじめインストール

して販売）されていた Office2013 が使えなくなったという報告が多く出ています。アップグレードによってＯＳが変わるこ

とで別々のパソコンであると認識されてしまい、1台分のライセンスで 2台目を利用しようとしている状態になっていること

が原因で、多くの場合は再インストールすることで解決します。「Office 再インストール」で検索すると出てくる、マイクロ

ソフトによる「再インストール | プレインストール版 (PIPC) 製品インストール」というページで詳しい手順が説明されて

います。プロダクトキーを準備してから行いましょう。また、プレインストールでなくパソコンとは別に購入・インストール

した Office については、アップグレード後も問題なく利用できるケースが多いようです。

　Office2013 は 2023 年 4 月 11 日までサポートされており、Windows10 でも利用できるとされてい

ますが、上記以外にも多くの不具合報告と解決方法がOfficeのサポートページに掲載されています。

もしアップグレードによって Office が利用できなくなった場合は、一度サポートに問い合わせま

しょう。

　なお、ＴＫＣシステムは 2016 年 4 月より Windows10 に対応しますが、Windows10 へのアップグレー

ド自体によってパソコンの一部の機能が使えなくなる場合があるため、ＴＫＣシステムをご利用の

パソコンでのアップグレードは現時点で推奨していませんので、ご注意ください。 （ＩＴ事業部　堀江）

ＰＰＭ分析による商品戦略ＰＰＭ分析による商品戦略

　今回は、ＰＰＭ分析を紹介します。ＰＰＭ（プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント）分析は自社の事業あるいは商品に

対して、ヒト・モノ・カネなどの企業の経営資源を配分する優先順位を決めるために利用されます。

ＰＰＭ分析により、自社の商品・サービスを市場成長率とマーケットシェアの 2つの尺度で 4パターンに類型化することで、

今後の商品戦略の「見える化」を図ることができます。

問題児

花形

金のなる木

負け犬

まだ収益性は低いものの、今後の可能性を

秘めているプロダクト（事業・商品等）

市場成長率、マーケットシェア共に高く、

積極的な投資により競争力をつけるべきプロダクト

安定して収益を生み出すプロダクト、

自社の収入の源泉

成長が見込めず、マーケットシェアも低い

プロダクト

市
場
成
長
率

高

低

マーケットシェア
高低

問題児

花形になるか、負け犬
になるかを見極める

花形

次の「金のなる木」に
なるよう育て上げる

負け犬

早期の撤退を検討する

金のなる木

金のなる木も
いずれか衰退する

　このように自社で扱っているプロダクトの現状を把握することで今

後どのようにして「金のなる木」へ育て上げるのか、その戦略を策定

する大きなきっかけとなります。 （監査部　神代）
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生命保険の加入目的は？（その２）生命保険の加入目的は？（その２）

　生命保険（死亡保障）の加入目的は、他人に迷惑をかけないことが最優先だ

と前回お伝えしました。銀行融資を受ける際、法人ならば代表者は通常、連帯

保証人になり、自宅を担保提供することが多いと思います。もし代表者が急逝

したら、保証債務は相続財産なので、相続人に引き継がれます。代表者不在に

より業績が大きく悪化し、返済が困難になってしまい、銀行などの債権者が「相

続人も返済不能」と判断すると、債務者である相続人は期限の利益を喪失し、

残債務の一括返済を迫られることもあります。債権者は担保権の実行として強

制執行手続を行い、担保不動産を競売にかけ、そしてそのようなことになると、

相続人は住む家を失うことにもなりかねません。

　このような迷惑を家族にかけない連帯保証債務対策が、生命保険加入の第一

目的です。加入していても対策になっていない事例も見聞きします。どんな保

険種類にいくらの保障額で加入すべきか等は個々の状況と考え方によります。

お気軽にご相談下さい。 （ＦＰ事業部　川嶋）

連帯保証人

担保

銀行
融資

相続

領収書を保管しておきましょう領収書を保管しておきましょう

　病気やケガで医療費を支払った際、領収書は保管していますか？

「健康でほとんど病気をしないから」等の理由で領収書を廃棄している方はいませ

んか？　医療費控除は年間医療費から 10 万円※を差し引いた部分が所得控除の対

象のため、確かに多少病気になったぐらいでは受けることができません。しかし、

年末に突然の入院等で高額の医療費がかかることも考えられますので、年初から

全ての領収書を保管しておくことをおすすめします。また、医療費の範囲には薬

局で購入した市販薬や通院にかかったタクシー代なども含まれます。医療費控除

の対象になるものを確認し、確定申告で正しく申告できるよう今から準備してい

きましょう。

※その年の総所得金額等が 200 万円未満の人は、総所得金額等の 5％の金額
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領　収　証

領　収　証 領　収　証

（監査部　中居）

①出身地　②好きな言葉　③意気込み

監査部

松井　莉恵

① 魚津市

② 日進月歩

③ お客様のお力になれるよう日々邁

進いたします。

監査部

松村　実樹

① 舟橋村

② 一期一会

③ 早く仕事を覚え、お客様のお役に

立てるように、頑張ります。

総務部

舟塚　美琴

① 高岡市

② 感謝

③ 早くお客様のお名前を覚えられる

ように頑張ります。

　入社して2年が経ちました。今までは先輩社員に同行していましたが、

最近では、ほとんどの仕事を 1人でしています。また昨年、今年と合計

7名の新入社員が入社し、今度は教える側になろうとしています。ですが、

新入社員の頃の初心を忘れず、仕事に取り組んでまいります。今後とも

宜しくお願い致します。 （ＣＯＭ委員　土田城巳）
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