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　最近よく耳にするＩｏＴとは何でしょう。Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｏｆ　Ｔｈｉｎｇｓの略で、直訳すれば「モノ

のインターネット」ですが、よくある解説ではパソコンやスマホなどの情報通信機器に限らず、

すべての「モノ」がインターネットにつながることを指し、私達の生活やビジネスが根底から変

わると言われています。

　実際に世界で起きているＩｏＴの流れを見ていると、「ＩｏＴによりビジネスモデルが大きく変わっ

た」とか「生産性が 30％アップした」などの声が聞こえてきます。

　個人生活では冷蔵庫やエアコンが、工場ではライン設備が、物流ではトラックがインターネッ

トにつながるというように、ＩｏＴとはありとあらゆるモノがインターネットにつながることです。

それの何が良いのでしょう。

　ＩｏＴビジネスは次のサイクルが基本的な流れになります。

 ① 「センサー」でモノからデータ情報を取得する　

 ② インターネットを経由して「クラウド」にデータを蓄積する

 ③ クラウドに蓄積されたデータを「人工知能」が分析する　

 ④ 分析結果に応じてモノが作動して人に最適なフィードバック

　  をする

　具体例を挙げますと、いま人材不足や長時間労働が問題とされ

ている物流業界では、全車両と全ドライバーのＧＰＳ走行データ

や移動ルート情報の取得で、空車と貨物をリアルタイムにマッチ

ングさせることで大幅な生産性の向上を図ることが可能になりま

す。また運行の安全確保による経費の削減、交通情報の把握等で

作業の効率化を可能にし、収益向上に貢献するといったことが挙

げられます。

　ＩｏＴビジネスを考える場合、④のフィードバックを意識することが一番重要です。ＩｏＴは、単に

モノがインターネットにつながることで「モノから情報を取得できる」だけではなく、それを利

用し、自社の課題解決がどのようにできるかを考えることが大切でしょう。

クラウド

人工知能データ

１

Photo:　Photo:

事業承継
～事業の持続的発展のために～

経営力向上計画による固定資産税の軽減措置
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事業承継 ～事業の持続的発展のために～事業承継 ～事業の持続的発展のために～

　現在、国内にある会社の内、約 99％が中小企業・小規模事業者（以下、中小企業）となっています。地域経済の雇用

創出や技術開発等、地域経済を牽引し、重要な役割を担う中小企業ですが、昨今、取り巻く環境は非常に厳しいものと

なり、倒産や廃業をする会社の件数も高水準であると言われて

います。

　そんな中、中小企業庁は平成 28 年 12 月、「事業承継ガイド

ライン」を 10 年ぶりに改訂し、公表しました。そのガイドラ

インでは、中小企業の経営者のうち、65 歳以上の経営者は全

体の約 4割を占め、更に、中小企業の経営者の引退年齢は、平

均すると 67 歳～ 70 歳となっています。こういった現在の経営

者の年齢分布を踏まえると、今後 5年程度で多くの中小企業が

事業承継のタイミングを迎えると予想され、中小企業がこれま

での経営基盤を損なわないように、事業承継に向けた取組をス

ムーズに進めることが、経営者と後継者のみならず、日本のこ

れからを左右する重要な課題となってくるとのことです。

　事業承継には5年～10年を要するものと考えられます。今後、

事業をしっかりと次世代に引き継ぎ、発展させていけるよう、

事業承継計画の立て方や後継者の育成方法、その他事業承継に

伴う課題と対策について一緒に考えていきたいと思いますの

で、事業承継について「どうすればいいか分からない」「悩ん

でいる」という方は、まずは当社担当者までご相談ください。

（監査部　山影）

出典：中小企業庁

資料：中小企業庁委託調査「中小企業の成長と投資行動に関するアン

ケート調査」（2015年12月、（株）帝国データバンク）、（株）帝国データバ

ンク「COSMOS1 企業単独財務ファイル」、「COSMOS2 企業概要ファ

イル」再編加工

■ 中小企業の経営者年齢の分布（年代別）
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経営力向上計画による固定資産税の軽減措置経営力向上計画による固定資産税の軽減措置

　生産性を向上させる取組を計画した中小企業者等を積極的に支援するため、平成 28 年 7 月に「中小企業等経営力強化

法」が施行されました。この法律が平成 29 年 4 月 1 日に改正され、経営力向上計画の申請に基づく固定資産税減免の対

象設備が拡大されました。平成29年 4月 1日から平成31年 3月 31日までの期間内に、下記の設備を新規取得した場合、

固定資産税が 3年にわたって 2分の 1に軽減されます。

経営力向上設備等の要件

① 一定期間内に販売されたモデル

　 ( 最新モデルでなくても可。中古資産は対象外 )

② 経営力向上に資するものの指標が旧モデルと比較して

　 年平均 1％以上向上している設備

対象設備

　固定資産税の軽減であり、赤字企業にも大きな減税効果があります。申請書は原則設備投資前に提出する必要がある

ため、予定がある際は事前にご相談ください。
（監査部　土田）

設備の種類

機械装置

工具

器具備品

建物付属設備

設備の種類

全て

測定工具及び
検査工具

全て

全て

最低価額

160 万円以上

30 万円以上

30 万円以上

60 万円以上

販売開始時期

10 年以内

5年以内

6年以内

14 年以内

中小企業者等

主務大臣市町村

設備メーカー等①証明書
　発行依頼

④証明書入手

③証明書
　発行

②証明書
　発行申請

⑥計画認定

⑦設備取得

⑧税務申告

⑤計画申請
工業会等

適用手続き
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雷から電子機器を守る雷から電子機器を守る

　北陸では冬の雷は馴染みあるものです。夏と比べると冬の雷は時間帯に偏りがなく、1個のエネルギーが夏より大き

いのが特徴です。身の回りの電子機器を雷から守るにはどうしたらいいのでしょう。

雷ガード機能つきコンセントタップ
　被害として多いのは、落雷が電線などから侵入してくる過電圧・過電流（誘導雷サージ）

による故障です。コンセントなど外部と接するコードを外す対策がもっとも確実ですが、

実際に全てのコードを抜くのは難しいため、雷サージが電気製品に到達する前に防いで、

被害を受ける確率を下げる対策がメインになります。

　手軽に導入できるのが、雷ガード（サージプロテクト）機能つきコンセントタップです。

それぞれに最大雷サージ電圧の記載があるので確認しましょう。また電源以外に電話回線・

インターネットケーブル、テレビアンテナケーブルなどが侵入経路になるため、各コード

用の製品も導入しましょう。

　普段使っていない機器のコードはあらかじめ抜いておいたり、コード周りを整頓・掃除

して管理しやすくすることも対策のひとつになります。

その他の雷対策

　その他の対策では、避雷器（ブレーカーの中などに設置し、異常電圧が流れるとスイッチを閉じて侵入を防ぐ）、避雷

針（落雷の頻度を下げ、それでも落雷した際には雷を呼び込み地面へ流す）、アース（過剰な電気を大地に逃がす）など

があります。これらは、専門の施工業者や電気店などに相談の上、適した対策を依頼しましょう。

　また、落雷による停電や瞬時電圧低下の際、例えば充電機能のないデスクトップパソコンでは作業中のデータが失わ

れてしまいます。無停電電源装置を導入しておけば、一定時間電源が供給され、データを保存する時間を確保できます。

保険で落雷の被害は補償される？

　落雷によって電子機器が壊れてしまった場合、電子機器が火災保険の対象に含まれていれば修理費（修理できなけれ

ば買いなおす費用）が補償されます。被害条件によっても変わってきますので、保険会社に詳しく確認しましょう。パ

ソコンのデータが消えてしまった場合のデータ復旧費用は一般的には含まれていませんので、これに対しては専用の保

険に加入しておくと良いでしょう。

（ＩＴ事業部　堀江）

全額損金の生命保険について全額損金の生命保険について

（ＦＰ事業部　川嶋）

　最近、全額損金にできて貯蓄性（解約返戻率）の高い保険商品について、何件かご質問をいただきました。解約返戻

率が高い商品が多く、心惹かれるのはよく分かりますが、生命保険の加入目的としては借入金に対する保障を確保し、【他

人に迷惑かけない状態を作る】ことが最優先です（昨年春号に記載）。

　返戻率が高い全額損金の商品は、借入金対策がなされた上で、一定期間の黒字が見込まれ、繰越欠損金もない安定し

た法人向けの商品です。死亡保障中心のものの他に、三大疾病（がん、脳卒

中、急性心筋梗塞）や生活障害状態（要介助状態や認知症）を保障するタイ

プのものもあります。

　なお、インパクトある新商品が発売されると、他社も対抗商品を後追いで

開発し、新鮮さがなくなるのも自然な流れです。

　全額損金の商品で注意頂きたいこととして、解約時には解約返戻金が全額

雑収入になります。黒字企業であり、退職金や設備投資など引き当てるもの

がないと、そのまま課税対象になるので、加入される際はご留意ください。

　新商品が出される、あるいは商品がリニューアルされると、それを機に保

険会社から何らかのアプローチを受けられることと思います。ただし、お客

様の状況を把握せずに提案をしてくる場合もあります。当社は日頃から定期

的にお客様とお付き合いさせて頂くことにより、財務や業務内容、事業計画

などの幅広い情報を踏まえた上で、生保のみでなく生損保両面からお守りで

きるところが強みです。しっかりお守りさせて頂くには現在の契約内容を確

認することが第一歩になります。お気軽にご相談下さい。
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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

監査部・公認会計士

丸山　智子

① リサイクルショップ巡り、カラオケ

② 高岡市

③ 死ぬこと以外はかすり傷

④ 経験・知識をもっと積んで、品質の高いサービス提供と

　 満足度の高い提案をしていきたいです。

登記の申請漏れはありませんか？（申請漏れと過料について）登記の申請漏れはありませんか？（申請漏れと過料について）

　会社法では、会社の登記事項に変更が生じた場合には 2週間以内に登記の申請をしなければならない

と定められています（会社法第 915 条 1 項）。

2 週間を過ぎて申請を行った場合どうなる？
　申請自体は問題なく受理されることとなります。但し期限を過ぎたことにより代表者に対して 100 万

円以下の過料の制裁を受ける可能性がでてきます。

　この過料については個人に対して課されるものであり、税務上法人の経費とすることもできません。

忘れがちな登記事項
　取締役・監査役は定款において任期 (原則 2年、1年～ 10 年で任意に設定 )が定められており、改選又は役員の増減

の都度、登記の申請が必要となります。また、役員の改姓（改名）時も同様です。

　コストカットや事務手続きの省力化のため、定款において任期を 10 年と定めている会社も多く、10 年に一度となる

と次の改選時期を把握していない、あるいは会社設立後改選時期を迎えた事がなく登記が必要であること自体を認識し

ていないケースもあります。

　定款・登記簿を確認し登記漏れの有無、次の役員改選時期を確認しておきましょう。 （監査部　奥野）

『スマホ依存症』あなたは大丈夫？『スマホ依存症』あなたは大丈夫？

　いまやスマートフォンは私たちの生活に欠かせないものとなりました。しかしその利便性から、スマホ依存症という

言葉もある程に、長時間のスマホ使用は私たちに浸透しています (驚いたことに日本人の 5人に 1人が 1日に 7時間以

上スマホを使用しているという研究結果も出ている様です！ )。ここでは長時間のスマホ使用による健康への悪影響を

ご紹介します。

　　 目への悪影響・・・視力低下、ドライアイ、眼精疲労

　　 首への悪影響・・・前傾姿勢によるストレートネック (肩凝り、偏頭痛、吐き気等を引き起こします )

　　 指への悪影響・・・小指の変形、親指の筋肉の腱鞘炎

　　 脳への悪影響・・・睡眠不足による集中力の低下、理解力の低下 (特に文章の理解力 )

　こういった主な症状以外にも様々な悪影響がスマホの長時間の使用によって及ぼされます。スマホを生活から引き離

すことは不可能だとは思いますが、少しでも使用時間を短くするよう心掛けてみてはいかがでしょうか？

（監査部　飯野）
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　今回の記事でご紹介した「スマホ依存症」、他人事ではないなと感

じました。時間があるとつい手に取ってしまうため既に依存症とい

えるかもしれません。とても便利でもはや生活必需品ではあります

が、夜間や休日は極力操作しないなどルールを定め、上手に付き合っ

ていきたいと思います。 （ＣＯＭ委員　中居）


	1p
	2p
	3p
	4p

