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編 集長のページ

役割分担を明確にする
編集長

本郷

孔洋

辻・本郷 税理士法人 理事長

1

昔の話ですが

「なんで雨の日は、営業マンが会社にい
るんだろう。雨の日は営業がないのか」

秘訣になる」（同記事）
価値を生まない作業時間を減らし、価値
を生むお客様への接客業務の時間を増や
したというわけです。

という皮肉な記事を見て、なるほどと思

3

ったことがあります。

役割分担を明確にする

暑い日は、やたら訪問客が多いのも、涼

考えてみますと、普段何気なくやってい

みに来る人が多くなるからです。

ますが、業務を見直すと、かなり改善で

喫茶店替わりです。（笑）

きることがあります。

2

ある老舗旅館が、お客様
接客時間を長くして、サ
ービスが向上し、顧客満
足度を高め、再生したと
いう記事がありました。

（
「現場を生き返らせる 元ソニーマンの改
善魂」『日経ビジネス』2015/02/23）

私自身の反省を込めて言いますと、職務
が日本の会社は曖昧ですものね。
外資系では当たり前の、職務記述書＊
（job description） す ら 出 来 て い ま せ
ん。私も恥ずかしながら、最近まで知り
ませんでした。
「マネージャーとプレイヤーは職種が違

改善のコツは、仲居さんの片付け業務を

う」のですが、これすら、曖昧です。

少なくして、その分お客様への接触時間

役割分担を明確にし、業務を見直す。

を増やしたことでした。

これだけでも、かなりの改善ができると

片付けの間、洗い場担当者が手持無沙汰

思うのですが。

でしたので、洗い場担当に片付けを手伝

＊職 務記述書／従業員の職務内容に関

わせた。

する責任や権限、職務の難易度等を

ですから、会社のコストが、増えたわけ

明確に定義して書面化したもの。

ではありません。
「価値を生む作業とそうでない作業を明
確にしておくことが、改善を成功に導く
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ほんごうでした────

税金

結婚・子育て資金の一括贈与制度
相続部

伊藤

部長

伊藤部長ってこんな人
外と面白い人です。

健司

一見クールなイメージですが、仕事に熱く、またしゃべってみると意

先日、友人の結婚式で名古屋に行ってきました。とても豪華だったので私の勝手
私のつぶやき
なイメージ通り、名古屋の結婚式はお金がかかるんですね…と思いました。

「結婚式を挙げたいけれども費用が ･･･」「子育てにこんなにお金がかかるなんて ･･･」といった
お悩みがあるお子様やお孫様を、資金面で支援するための制度として、「結婚・子育て資金の一
括贈与制度」が創設されました。
お子様やお孫様への贈与については、
「住宅取得等資金の贈与」
「教育資金の一括贈与」といった制
度が既にありますが、今回の制度の概要は以下の通りです。

1

制度の内容

受贈者（もらう人）

20歳以上50歳未満の者（子や孫）

贈与者（あげる人）

受贈者の直系尊属（親や祖父母）

結婚・子育て資金の定義

①結婚に際して支出する婚礼（結婚披露を含む）の費用、住居に要する費用及び引越に要する
費用のうち一定のもの
②妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの

非課税限度額

1,000万円（結婚関係のものは300万円）

贈与の方法

銀行、信託銀行等に金銭等を一括して信託として拠出する

適用時期

平成27年4月1日から平成31年3月31日までに拠出されるもの

2

制度の流れ
子・孫
〈下記の結婚・子育てに必要な資金に限って払出し可能〉
親・祖父母

結婚・子育て資金を
一括して拠出（贈与）

・不妊治療費
・挙式費用
・子の医療費
・新居の住居費 ・出産費用
・子の保育費
・引越費用
・産後ケア費用 （ベビーシッター費含む）
払出し

金融機関（注１）

預入金

非課税
限度額：1,000万円

払出し

②使い残しに対し
て贈与税課税

払出し

①贈 与者が死亡した
場合、その時点の
残高を相続財産に
加算（注２）

結婚関係
資金
出産関係
資金

※使途が結婚関係の
ものは、300万円

金融機関が領収書等を
チェックし、左記に該
当することを確認

育児関係資金
（結婚）

（妊娠・出産）

（子育て）

50歳到達時

（注１）金融機関とは、信託銀行、銀行及び証券会社をいう。（注２）相続税の計算をする場合、孫等への遺贈に係る相続税額の２割加算の対象としない。
出典：財務省 HP

3

注意点

・子や孫が50歳に到達したときに、使い残しがあれば贈与税が課税されます。
・子や孫が50歳に到達する前に、親や祖父母に相続があった場合、その時点の残高が相続財産に加算さ
れます（２割加算はありません）。
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医療

職種別賃金基本統計調査
平成27年２月に厚生労働省より職種別26年賃金基本統計調査の報告がありました。従業員が10 ～ 99人未満の医
療福祉関係企業における25年と26年の調査結果を比較してみますと、きまって支給する現金給与額は医師が５万
円近い下落、歯科医師は６万円以上の上昇で他区分は大きな変動はありませんでした。また、年間賞与その他特別
給与額では薬剤師、レントゲン技師、臨床検査技師、理学療法士・作業療法士、福祉施設介護員が上昇しており、
固定賃金はあまり変わらず賞与等で調整しております。

職種別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額
平成26年賃金構造基本統計調査より
10 ～ 99人
区

分

年齢

きまって支
年間賞与そ
所定内実労 超過実労働
給する現金 所定内給与 の他特別給
働時間数
時間数
給与額
与額
額

勤続年数
歳

年

時間

時間

千円

千円

千円

52.5

8.4

164

2

1265.2

1253.8

639.6

歯科医師

38.4

7.1

173

1

628.4

625.5

307.4

薬剤師

44.5

9.5

158

7

429.7

409.0

946.0

看護師

45.2

8.0

162

4

308.5

289.8

647.5

准看護師

47.7

10.9

162

8

287.2

259.2

607.7

看護補助者

40.9

6.3

164

5

204.1

191.7

370.5

診療放射線・診療エックス線技師

46.8

12.1

167

6

361.4

342.7

853.9

臨床検査技師

39.8

11.4

164

14

304.9

277.5

804.9

医師

理学療法士、作業療法士

36.1

5.4

168

3

303.5

295.0

519.0

歯科衛生士

32.4

5.4

166

9

245.6

235.1

349.7

歯科技工士

34.3

8.5

170

23

301.3

268.3

410.1

介護支援専門員 ( ケアマネージャー )

47.8

8.1

169

3

262.0

255.4

518.1

ホームヘルパー

46.0

4.9

167

7

222.5

210.7

245.4

福祉施設介護員

40.5

5.7

167

3

219.8

208.7

453.9

平成25年賃金構造基本統計調査より
10 ～ 99人
区

分

年齢

きまって支
年間賞与そ
所定内実労 超過実労働
給する現金 所定内給与 の他特別給
働時間数
時間数
給与額
与額
額

勤続年数
歳

年

時間

時間

千円

千円

千円

56.0

8.4

166

0

1314.6

1307.2

919.6

歯科医師

33.9

4.4

170

1

569.0

565.5

645.8

薬剤師

43.3

8.9

160

8

419.0

395.3

891.4

看護師

44.0

7.6

163

5

312.9

292.0

621.5

准看護師

46.4

10.4

165

6

272.8

251.3

615.8

看護補助者

43.8

6.1

163

5

195.2

183.5

393.8

診療放射線・診療エックス線技師

44.6

10.6

165

7

374.8

355.9

732.0

臨床検査技師

41.7

9.8

169

12

306.7

285.1

749.6

理学療法士、作業療法士

35.3

6.6

170

4

298.4

290.3

495.2

歯科衛生士

29.2

5.2

168

6

245.1

232.9

445.4

歯科技工士

35.1

6.5

177

10

260.0

249.5

459.3

介護支援専門員 ( ケアマネージャー )

47.8

7.5

169

3

263.5

257.2

523.2

ホームヘルパー

44.3

5.1

169

7

213.4

199.6

293.3

福祉施設介護員

40.2

5.5

166

4

216.4

204.5

451.6

医師

ダイヤルイン

お問い合わせ先

医療事業部（大武・栗岡）

03-5323-3324

医療事業部ホームページhttp://www.ht-tax.or.jp/services/medical/
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CS Accounting News

平成27年４月１日より、パートタイム労働法が改正されます
◆パートタイム労働者とは？
・パートタイム労働法の対象となるパートタイム労働者（短時間労働者）とは、「１週間の所定労働時間が同一
の事業所に雇用される通常の労働者の１週間の所定労働時間に比べて短い労働者」のことです。
・
「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっていても、上記の条件
に当てはまれば、「パートタイム労働者」として、パートタイム労働法の対象となります。
・フルタイムで働く人は、「パート」などのような名称で呼ばれていてもパートタイム労働法の対象とはなりま
せんが、事業主はこれらの人についてもパートタイム労働法の趣旨を考慮する必要があります。

◆主な改正内容
◎正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲が拡大されます。＜法第９条＞
有期労働契約を締結しているパートタイム労働者でも、職務の内容、人材活用の仕組みが正社員と同じ場合に
は、正社員との差別的取扱いが禁止されます。

＜現行＞
（１）職務の内容が正社員と同一
（２）人材活用の仕組みが正社員と同一
（３）無期労働契約を締結している

＜改正後＞
（１）（２）に該当すれば、賃金、教育訓
練、福利厚生施設の利用をはじめ全ての待
遇について、正社員との差別的取扱いが禁
止される

 えば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者が、職務の内容も人材活用の仕組みも正社員と同じ
例
であるにもかかわらず、正社員には支給されている各種手当の支給対象となっていない場合には、改正後は、
正社員と同様に支給対象となることが考えられます。

お問い合わせ先：CSアカウンティング株式会社 人事支援第二部 坂田 徹 ＴＥＬ ０３－５９０８－3４２3

cuoreC3 コラム

「メンタルヘルス＆ハラスメント 相談の現場から」連載第26回

レッテル貼り、していませんか？
株式会社クオレ・シー・キューブ
フレッシュな社会人１年生に接するこの時期、公
益財団法人・日本生産性本部がその年の新入社員タ
イプを発表しています（注）。2014年度は『自動
た
ブレーキ型』でした。情報収集力に長け洗練された
デジタルネイティブ世代の若者を、高感度センサー
で障害物を敏感に検知し自動的に車を停止させて事
故を未然に防ぐ“自動ブレーキ”のハイテク技術に
なぞらえた、実にうまいネーミングです。そこに
は、事故（失敗）を恐れてリスクを回避する若者へ
の物足りなさも込められている、とのこと。『自動
ブレーキ型』新人の入社から約１年が経過しました
が、「その通り」とうなずいている諸兄も多いので
はないでしょうか。
例年この時期になると、新入社員を部下に持つ上
司から「新入社員の仕事が遅くて自分の仕事が進ま
ない」、「ミスが多いからフォローの仕事が増えて困
る」等の相談が入り、時に「ゆとり世代だから…」
といったレッテルを貼った表現も耳にします。いつ
の時代も、私たちは物や人をタイプに分けてレッテ

相談室室長

志村

翠

ル貼りをしたがる傾向があります。レッテルを貼る
ことで対象を理解した気になり、安心できるのかも
しれません。
そもそも『レッテル』の語源は、商品名や発売
元・内容等を顧客に伝えるために商品に貼りつける
“紙の札”を意味するオランダ語、“Letter（レッテ
ル）”と言われています。つまり、売り手側から買
い手側への一方的な情報の伝達であり、売り手側の
主観の入った“歪められた”情報とも言えます。カ
ウンセリングの世界では、相談者を理解するために
カウンセラー自身の経験や感情、情報、価値観など
さら ち
からくる主観（レッテル）をいったん外し、
“更地の状
態”で相手に向き合おうと努めます。新入社員の場合
もまさに同じ。世間で言われるタイプに惑わされ、最
初からレッテルを貼ってしまっては真の理解はのぞめ
ません。まずは先入観を捨て、新入社員に向き合って
はじめて新たな唯一無二の関係が構築できるのです。
（注）1973年度から2002年度までは、現代コミュニケー
ション・センターが命名・発表

お問い合わせ先 辻・本郷 税理士法人 理事長室 荒井 洋一 ＴＥＬ ０３－５３２３－３５０８
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拝 啓 社長殿

経営者のために、あらゆる分野の最新の税務情報をお届けします。

税

金

住宅用土地の固定資産税等軽減と空家

決算月の未払賞与に注意

ポイント 戸建て貸家やアパートを建築すると、土地
の相続税評価が下がり、相続税の対策となることはよ
く知られています。貸家住宅用の土地は、相続税評価
のみならず固定資産税等も軽減されます。これらは住
宅メーカーの宣伝文句となっています。
具体的には、「住宅用地の課税標準の特例措置」であ
り、住宅１戸当たり200㎡までの部分について、固定
資産税は価格の1/6となり、都市計画税では価格の1/3
となります。この場合の住宅とは、貸家のほか一般住
宅（自宅）等も適用になり、200㎡を超える部分も一
定の軽減措置があります。
現状においては、住宅に人が入居していない空家で
あっても軽減されます。ところが、平成27年度税制改
正において、「空家等対策の推進に関する特別措置法に
基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に
係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都
市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措
置を講ずる。」と謳われました。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、適切な
管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の
地域住民の生活に深刻な影響を及ぼしていることから、
国や地方公共団体に一定の権限を与えて、「空家」対策
を行おうというものです。
法律の施行はまだですが、遠からず行われるものと
思います。施行後の取壊しに対する補助金の取扱い、
特定空家の具体的な内容、また、固定資産税等の取扱
いについての詳細は未定です。「空家」をご所有の方
は、今後の情報収集と、建替えを含めた固定資産税等
の対策の研究が必要になってきます。

ポイント 決算月が近づき当期の売上や利益が予定通
り、または予想以上に良かったことから「決算賞与」
（決
算手当や特別賞与という名目かもしれません）を出すこ
とは、社員にとってありがたいことです。経営者にとっ
ては、当期の実績が良かったことから支給するため、当
期の費用として処理したいと考えることは当然です。決
算月に全額を支払った場合には、会計上も税務上も問題
ありません。しかし、計算の都合や資金繰りから、決算
月に未払いの場合には、
「未払金」や「未払費用」とい
う勘定科目になります。
会計上は、未払金であっても当期の費用や原価にする
ことは可能ですが、税務上で当期の損金にしたい場合に
は、一定の制約があります。税務調査においてはしばし
ば問題になるケースです。
翌事業年度から１ヶ月以内に支払うことが求められま
す。具体的には、５月31日が決算期末の場合には、６月
30日まで本人に支給しなければなりません。
次に、賞与の支給を受ける人すべてに、具体的な支給
額を５月31日までに通知をしなければなりません。税務
調査においては、５月31日までに全員に具体的な通知を
した証拠等を求められ、書面等がなくトラブルになるケ
ースがあります。特に、
「給与規定」の開示を求められ、
規定が「支給日に在職する使用人のみに賞与を支給する
こととしている」場合には、法人税基本通達９－２－43
を適用して、支給額の通知をしたことにならない、とし
て否認されることになっています。
「未払賞与」を当期の
損金とする場合には、
「給与規定」の見直しと、各人に
対する支給額の通知を確実に立証する書面等をご準備く
ださい。

国外へ贈与等した場合における出国時課税制度の適用について
平成27年度税制改正において、出国時課税制度が創設される見通しとなっておりますが、この制度は、一定
の金融資産を持つ居住者自身が国外転出する場合のみならず、海外に居住している子等に１億円以上の対象金融資産を
贈与等する場合においても適用される可能性があるため、注意が必要です。

ポイント

【出国時課税制度の概要】
国外転出をした者が以下の要件をすべて満たす場合には、出国時にその保有する金融資産を売却したものとみなし
て、未実現のキャピタルゲインに対して課税されることとなります。
① 国外転出手続きを取って非居住者となった。
② 出国時に総額１億円以上の株式等の金融資産を保有している。
③ 出国までの10年間で合計５年以上日本に居住している。
※将来帰国予定であったとしても、上記の要件を満たす場合には出国時に課税されることとなりますが、一定の場合に
は納税猶予制度が整備されています。
【国外へ贈与等した場合の取扱い】
例えば、親が海外に居住する子へ１億円の金融資産を贈与した場合、子に対しては贈与税が課されることになります
が、これに加えて、贈与をした親に対しても、出国税として所得税が課されることになり、同一の資産に対して贈与税
と所得税の二重課税が生じる状況となり、これを問題視する声もあがっているようです。
詳しくは 法人国際部までお問い合わせ下さい。TEL：03-5323-3537
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クライアントボイス

医療法人社団 エス・ジー・シー 櫻井胃腸科クリニック
さくら い

理事長

湘南支部編

ひで き

櫻 井 秀樹 氏

CLIENT
VOICE

Special Interview

診療から検診までおまかせ下さい
す。また、バリウム検診の受診率が非常に低い現状の
ため、藤沢市では2014年より、「胃がんリスク検診
（ABC 検診）」を40歳以上の方を対象に５歳単位で行
えるようになりました。その結果、血液検査のみで胃
がんのリスク評価が簡単に出来ます。リスクが高けれ
ば積極的に内視鏡検査、またはピロリ菌の除菌治療を
行い、早期に胃がんを治療することが可能になりまし
た。当医院の内視鏡検査も鼻からも行えるようになっ
ており、眠っている間に検査を受けていただけるの
で、患者さんにもだいぶ満足していただいておりま
す。特に症状などがなくても、早めの検診をお勧めし
ております。
櫻井秀樹院長

受付：綿貫さん 堀田さん 柳川さん

当医院は、神奈川県藤沢市の住宅街、「湘南ライフ
タウン」に平成６年３月に開業し、20年間地域医療
に携わってまいりました。現在診療科目は、胃腸科・
外科・肛門科があり藤沢市の検診も長年行っておりま
す。「湘南ライフタウン」バス停前の好立地で、地域
医療機関とも連携し、医師１名・スタッフ８名ととも
に、市民の皆様の健康管理のお手伝いをさせていただ
いております。

がんは早期発見が大切です！
死亡率トップは今でも癌です。特に胃がんでは全国
で年間５万人程度の方が亡くなっています。ですが、
胃がんにおいてはピロリ菌を除去する事により、胃が
んのリスクを３分の１に抑制できることがわかってき
ました。ピロリ菌の感染率は衛生状態の改善により、
20歳までの感染率は20％以下と低くなってきていま
すが、60歳以上の世代では80％と極めて高い状態で

明るい笑顔で対応させていただきます
病院にかかるのは、やはり不安なものだと思います。
少しでも安心して受診していただくためにアットホー
ムな雰囲気を心がけ、待合室も自宅のリビングのよう
に居心地良くお待ちいただけるよう、ゆったりとした
ソファ・空気清浄器・ウォーターサーバーなどをご用
意させていただきました。少しでも不安や不明なこと
などありましたら、気軽にスタッフまでご相談下さい。
皆様方に安心して治療していただけるよう日々努力
をしてまいります。

辻・本郷 税理士法人に望むこと
辻・本郷 税理士法人さんには開業当初から21年間
お付き合いいただいております。医療に専門特化した
スタッフの皆さんには税務の事だけでなく経営上の相
談も出来、安心しております。現在、相続の相談もさ
せていただいており、開業から事業承継・相続までワン
ストップで解決していただけることに期待しております。

医療法人社団 エス・ジー・シー 櫻井胃腸科クリニック
■理事長：櫻井 秀樹
■住 所：〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤863-5
■電 話：0466-86-2822
■休診日：木・日・祝 土曜日は午前のみ。臨時休診あり。
湘南ライフタウンバス停徒歩1分。駐車場も完備しております。これからも
地域社会に密着した、まごころのこもった診療に取り組んでまいります。

PICK UP

辻・本郷 税理士法人 湘南支部

担当：青柳 櫻井院長 担当：手嶋

神奈川県藤沢市南藤沢4-3 日本生命南藤沢ビル4F お問い合わせ：TEL 0466-55-0012

平成24年11月開設。藤沢駅より徒歩３分の地に事務所を構えております。相続をはじめ、お客様のご要望に迅速に対
応させていただけるよう日々努力しております。
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1990年代後半と現在の類似
たかしま

高島事務所

代表

高島

けんいち

健一

氏

混迷する現代の経済だが、その先読みのカギは意外に1990年代の後半にあるかもしれな
い。辻・本郷クラブ２月度例会から問題提起。
（文責・SCOPE編集部）

最近の経済情勢を見てい
ま す と、1990年 代 の 後 半
期と現在が非常に似た状況
にあると感じております。
90年代の後半に何があったかをもう一度思い出し
ていただきたいのですが、１つは原油が安かった時
代。大体、１バレル20ドル前後ですから、価格自体
の水準は現在とかなり違っていますが、その後2001
年の9.11テロのあと、アフガン戦争が起こり、その
あたりから次第に価格が上がり始め、2007 ～８年に
70ドル、そして2008年６月の130ドル前後をピーク
にして下がり始めます。現在50ドルから40ドル前後
で安定していますが、アメリカのシェールオイルも似た
状況にありますし、OPEC の在庫もふえているようです。
産油国の収支が均衡する原油価格
経常収支

財政収支

サウジアラビア

63.5

97.5

アラブ首長国連邦

64.2

79.3

カタール

55.9

54.8

クウェート

32.9

54.2

（注）IMF による2014年推定。単位ドル / バレル

上表は最近の産油国の経常収支と財政収支を原油価
格から見たものですが、左側の経常収支というのは、
原油を掘ってプラスになるかマイナスになるかという
損益分岐点でもあるわけですが、カタールですら原油
価格が55ドルぐらいでないと赤字になる。
また右側の財政収支というのは、大体産油国は税金
がタダであるとか、ガソリン代がタダであるとか、原
油輸入国であるインドネシアですらガソリン代の補填
を未だに続けているくらいですから（だいぶ減らした
ようですが）、一度原油が出たところは国家のコスト
が高くなっています。従って最近のように原油価格が
下がってくると、財政収支が赤字にならざるを得ない。
これは『エコノミスト』に出ていたデータですが、
イランは130ドル以上でないと財政収支は赤字にな
る。バーレーンとかエクアドルもそうですし、ベネズ
エラが今一番危ないと言われています。サウジアラビ
アは今回赤字になりましたが、実はサウジは原油が高
いとき、外貨を貯めこんでいるので、３年ぐらいは大
丈夫と言われています。1990年代後半にはロシア経
済の危機がありましたが、現在も100ドルを切るとロ
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シア経済は苦しいと言われています。

新興国問題とデフレ
90年代後半にはもう１つ、アジア危機というのが
ありました。いわゆる新興国危機と言われるもので、
97 ― 98年のタイ・バーツの危機、それから韓国が
IMF 管理になったのも97 ― 98年です。
バーツ危機は、バーツとドルを連動させることで外
貨を呼び込もうとしたものですが、タイ経済の実力を
超えるバーツ高が生じてしまった。それに目を付けた
ヘッジファンドがバーツを売り浴びせたためバーツが
低下。タイ政府は変動制に移行することでそれを防ご
うとしたのですが、それが裏目に出てバーツは更に低
下、タイ経済は失速します。そして、タイと似た環境
にあるインドネシア、韓国に飛び火し、韓国は IMF
融資を受け入れるため厳しい条件を課せられました。
当時の“新興国”といえばタイあたりがその代表格
でしたが、今はそれがどこになるのか。当時、新興国
にも入っていなかった中国はその後、“BRICs”の１
つに数えられるようになり、現在は日本、アメリカ経
済と肩を並べられるようになりましたが、その成長の
反動がこれからの世界経済にとって１つの注目点です。
日本は97年11月の北海道拓殖銀行、山一証券の経
営破綻に続いて98年１月の日本長期信用銀行の経営
破綻（後に新生銀行として再出発）、同年12月の日本
債券信用銀行の経営破綻（後にあおぞら銀行として再
出発）などの金融危機の時期を経て、2000年から
2001年にかけて現在の三大メガバンクの原型が出
来、さらにその後銀行再編がすすみます。
ただ、ここで金融再編問題以上に、90年代後半と
現在との類似ということで指摘しておきたいことは、
デフレ化の始まりということです。当時の日本経済は
人口、とりわけ15 ～ 64歳のいわゆる生産年齢人口が
90年代の半ば以降減少に転じ、代って高齢者の占め
る割合が顕著に増えた（『デフレの正体』）。それに対
応して、国内新車販売台数や小売販売額も減少に転ず
る。 書 籍 や 雑 誌 の 売 上 げ も 低 迷 に 転 じ た。 雑 誌 は
1997年をピークに18年間下降を続けています。
こうしたデフレ化の始まりは、現在の EU のデフレ
化の始まりに非常に似ているし、これからの注目点の
１つと思われます。

インターネット革命に代わるもの
そんな中で、唯一強かったのはアメリカ経済です。

２月度例会から
この状況も現在と似ていますが、当時のアメリカの強
さを支えたのがインターネットです。インターネット
は1995年頃から注目され始めますが、アマゾンが97
年、グーグルも98年に創業しております。ヤフーは
94年頃から出てきております。IT 関連の企業がどん
ど ん 出 て き て、 そ の 企 業 の 株 が 高 く な る。 そ し て
2000年３月に IT バブルが崩壊して本当に力のあっ
たグーグルとかアマゾンが生き残って、世の中を大き
く変えました。
私も95年頃からインターネットのプロジェクトを
いろいろやりました。講演も沢山やりましたが、「そ
うは言っても……」というのが大方の反響でした。し
かし、現在のスマートフォンの盛況ぶりを見て下さ
い。今、世の中を大きく変えたスマートフォンは、イ
ンターネットを使うためのデバイスの１つです。
これから一番世の中を変えるのは多分人工知能で、
大体2030年ぐらいに量子コンピュータが実用化する
と、人間の脳を人工知能が越えるのではないかと言わ
れています。現在のコンピュータはまだ遅くて、一番
早い「京」でも、人間の下の猿のそのまた下のマウス
の脳のスピードぐらいしかないと言われています。そ
れでもグーグルはコンピュータに自分で学習させて、
画像を見せて、「これが犬だよ」「上がハットだよ」
「犬が帽子をかぶっている」というのを認識できる人
工知能―「ディープマインド（写真）」と言いますが―
をコンピュータに疑似的にやらせています。
それから、ビッグデータの解析があります。アーテ
ィストが音楽を入れると、ビッグデータを解析して、
ヒットしそうかどうかのランキングづけをしてくれる
サイトがあり、アメリカのプロモーターやレコード会
社はこれを大いに利用しているようです。

会員制セミナー

Ｔsuji・Ｈongo

©Google Research Blog

あとは、「ロボット」です。これにグーグルの人工
知能が加わるとどういうことになるのか。グーグルの
「自動運転車」はロボットですが、かなり正確に走り
ます。何年か先には、車は全部これになるのではない
かと、シリコンバレーの皆さん、そう思っているよう
です。よっぽど物好きな人は自分で運転するが、大抵
はスマホで車を呼び、勝手に来てくれ、グーグルマッ
プで示すとそこへ行ってくれる。その間、自分たちは
車の中で自由にしゃべり合うことができる。もっと
も、話の中味は全部聞かれているでしょうが。（笑）
まあ、こういうことがどんどん進んでいって、90
年代後半のインターネットがそうであったように、急
速にわれわれの生活なり世の中を変えていく。それが
夢物語ではなく、「10年後にどう変わるか」というと
ころまで来ております。それは一方で、“××危機”
というような陥し穴もきっとあると思います。しか
し、そういう危機に惑わされることなく、次の時代を正確
にとらえていく気持ちが私は大事だと思っております。

CLUB

【日

時】平成27年5月20日（水）15：30～19：00

【場

所】辻・本郷 税理士法人 研修室

【第 ２ 部】16：50～17：50
い ま

国際エコノミスト

い

今井

きよし

澂氏

「シェール革命の行方と好循環
【講演テーマ】
─株価、為替の見通しを中心に─」
【第 ３ 部】18：00～19：00

株式会社ハイデイ日高
か ん

代表取締役会長

だ

ただし

神田 正 氏

「地域の人の笑顔のために
【講演テーマ】
─客も従業員も幸せにする人情経営を目指す─」
お問い合わせ

Tel:03-5323-3303

担当：坂本

５月開催のご案内
■講師プロフィール
1935年東京生まれ。浦和高校、慶應義塾大学経済学
部卒業後、山一證券入社。山一證券経済研究所、山一
投資顧問を経て、日本債券信用銀行顧問に転職。世界
で初のヘッジファンドについての書籍を執筆、世界で
初めてヘッジファンドを買った人物としても知られ
る。ＴＢＳサンデーモーニング、テレビ朝日サンデー
プロジェクト、テレビ東京ワールドビジネスサテライ
トなどの番組でも活躍。『2015年日本経済のシナリ
オ』（フォレスト出版）ほか著書多数。

■講師プロフィール
1941年埼玉県日高市生まれ。中学卒業後、工場勤務
やラーメン店勤務の後、29歳で独立、1973年32歳の
時に大宮市（現さいたま市大宮区）に「来来軒」を開
店。93年東京進出第一号として北区赤羽に出店。99年
株式を店頭登録（現ジャスダック）
。2002年現在の主
力業態である「日高屋」の展開を開始。05年４月東証
二部、06年８月東証一部に上場。首都圏の駅前中心に
「日高屋」を320店舗以上展開し、一大ラーメンチェー
ンを築き上げた。1978年有限会社日高商事を設立して
代表取締役社長に就任。1998年に現社名に変更。
2009年５月より代表取締役会長に就任。
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第28回

法人国際部編

ベトナムのアウトソーシング会社を訪ねて
経営企画室

大沼

蔵人

システム開発などを人件費の安い国で行う「オフショア開発」などが広がりつつある中、会計業界において
も海外で記帳業務を行うケースが出てきております。今回は弊社と関係のあるアウトソーシング会社のベト
ナムオフィスを視察して参りましたので、その様子をご報告いたします。

若さと活気あふれる国
３月上旬にも関わらずベトナムは30度を超える気温ではありまし
たが、ホーチミン市のタンソニャット空港に降り立った瞬間から街
の活気を感じ、気温以上に「暑い」という印象でした。現在、ベト
ナムの国民平均年齢は27歳と若く、空港からホーチミンの中心地へ
向かう道中も、道はオートバイで溢れ返っていました。一度ベトナ
ムに行かれたことがある方なら分かるかと思いますが、歩行者がど
うやって道を横断すればいいか分からないほどひっきりなしにバイ
クの往来があります。
さて、今回はＳ社のベトナムオフィスにお邪魔しました。こちら
はローコストでのデータエントリーを中心に行うアウトソーシング
会社で、現地での業務はベトナム人スタッフも含め、すべて日本語
で運営されているとのこと。そのため、取りまとめとして日本から
駐在している日本人責任者も日本語しか話せなくても務まるとのこ
とでした。
ベトナムの人は大変勤勉な上、人件費も安い（大卒初任給で３万
円ほど）ため、こうしたアウトソーシング事業が中国からベトナム
へとシフトしているようです。

ホーチミンの道路の主役はバイクです

S 社を視察してきました

S 社の業務はデータエントリーが中心です

今後の可能性
現在、弊社でも記帳業務の一部において、領収書等をスキャナでデータ化し、それをベトナム
へ送り、仕訳を作る取り組みを行っています。日本語が分かるスタッフがいるとはいえ、やはり
現地の人にとっては日本の領収書を見て何の費目かを判断するのは難しく、いかに判断を少なく
して入力をしていくかが仕組み上のキモとなります。
Ｓ社のほか、現地で IT のオフショア開発を行う会社なども視察をしましたが、ベトナムは親
日国のため日本人も仕事がしやすい環境のように感じました。今後日本からの進出企業がますま
す増えるのではという印象を受けました。弊社もカンボジアに続き、ベトナムに拠点を設ける日
が来るかもしれません。
ただしベトナムでも日本語が堪能なスタッフとなると給与水準がだいぶ高騰してきており、今
後、経済が発展するにつれて更に人件費の安い国へとシフトしていく可能性があるのではないか
とも感じました。

辻・本郷 税理士法人

法人国際部

辻・本郷 税理士法人の法人国際部では、日本企業の海外進出、進出後の事業運営や現地での税務・会計に
関するアドバイス、移転価格コンサルティング、海外企業買収・組織再編等、お客様のあらゆるニーズにお
応えできるサービスを提供しております。
何かございましたら、お気軽に法人国際部（03-5323-3527）までお問い合わせ下さい。
WEB サイト：http://www.ht-tax.or.jp/services/overseas_corporation/
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松山支部

支部紹介

平成27年２月、辻・本郷 税理士法人としては四国で初めての支部として、愛媛県松山市に「松山支部」を開設しました。
現在、松山のビジネス街の中心でもある千舟町通りに面した大西会計事務所（辻・本郷 税理士法人提携先）の一室をお借りし
て業務を開始したところです。
松山は、日露戦争で活躍した秋山好古・真之兄弟や俳人の正岡子規の出身地としても有名です。また、道後温泉は古事記や
日本書紀にも記述されるなど、古くから日本を代表する温泉地でもあります。
松山支部がカバーする地域は広く、日本一の養殖漁業、みかん等柑橘類の生産基地である南予地方（宇和島、八幡浜等）の
他、同じく日本一の造船業や静岡に次ぐ製紙業が立地する東予地方（今治、新居浜等）にまで跨っています。
地域の特色ある産業の発展に貢献すべく、専門性と質の高いサービスを提供できるよう鋭意努力して参ります。松山にお越
しの際は是非一度お立ち寄りくださいませ。

提携先の大西会計事務所・大西聰一
先生（左）と桜内文城社員税理士。松
山支部はまだ桜内ただ一人です。

松山支部

〒790-0011

松山支部は伊予鉄松山市駅から徒歩
5分。千舟町通り大西会計ビル４階
です。

愛媛県松山市千舟町6-5-10

松山支部から望む松山城。山頂にそ
びえる大天守は、日本の12 ヶ所に現
存する天守の一つです。

TEL：089-945-3560

道後温泉は日本最古の温泉ともいわれ
ます。

FAX：089-945-3385

出版記念セミナーのご案内

Management Note

本郷書店
『ザ・ラストマン』（日立製作所元会長
「私が人生の大きな岐路に立ったのは、69歳のと
きでした。70歳を目前にして、日立製作所の社長へ
の就任を要請されたのです。」
著者・川村氏は冒頭でこう述べている。総合電機
メーカーの“王者”とでも言うべき日立製作所の社
長に（指名委員会の指名により）就任することが、
喜びこそすれ、一体どれだけ“人生の岐路”になる
と言うのだろうか。
理由は２つある。１つは当時（2009年３月）、そ
の年の１月30日に、日立製作所は３月期の連結決
算で従来予想の150億円の黒字から、最終損益が
7,000億円の赤字になるだろうという発表があり
（現実には7,873億円の最終赤字）、一時は倒産説も
出るほどの混乱状態にあった。
そしてもう１つの理由は、川村氏は当時、子会社
の日立マクセルの会長。川村氏は1962年日立製作
所入社、日立工場長、常務、副社長を経て2003年
にグループ会社に転出している。普通なら日立製作
所本体での出世はそれ以上は望めない。それが日立
を離れて６年経った時点での異例の社長指名。
一旦は断る方向に傾いた川村氏の背中を強く押し
た言葉がある。それは30代で日立工場の設計課長

川村隆 著

角川書店

1,400円＋税）

に昇進したとき、当時の綿森工場長から聞いた「ラ
ストマンになれ」の一言だ。「この工場が沈むとき
が来たら、君たちは先に船を降りろ。それを見届け
てから、オレはこの窓を蹴破って飛び降りる。それ
がラストマンだ」と。沈みかけている日立製作所に
戻り、再浮上させよう。それが日立一筋で生きてき
た自分のザ・ラストマンとしての生き方ではない
か。そこから川村氏の新しい挑戦が始まる。
従来“日立時間”と揶揄されてきた意思決定の遅
さを改善するための機構改革、事業再編、社内カン
パニー制の採用等々、「平時の構造改革」の必要が
説かれる。そのための経営手順（第３章）や意識改
革（第４章）は本書にくわしい。そして黒字化の目
処を立てた2010年には社長を退任、2013年には過
去最高となる営業利益5,328億円を達成し、会長も
退任する。
本書は現代経営についての金言集と言ってよいだ
ろう。ただ経営金言集にとどまらず、健康論（「１
日7,000歩、１週間で５万歩が目標」）、日本人のグ
ローバル意識（「マザー工場は日本に置くべき」、
「進出より国をオープンにして人を呼び込む」）など
ユニークな議論も多い。
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新・東京

Tokyo
walk

61

「L’OSIER（ロオジエ）」 美しく美味しいグランメゾンで贅沢なひとときを
まるでモノクロのフランス映画を見ているようだった。そし

ーに焼き上げ、香味野菜を詰めたラビオリや甘さのある人参ピ
ューレによってさらに美味しさを増す。メインの仔鳩のロティ

てたしかにその場所だけはっきりと色づいていた。
銀座並木通りに面した路面店のグランメゾン「ロオジエ」は、

は素材の繊細さを感じさせ、セージの香り豊かな大麦のリゾッ

資生堂が経営する老舗フレンチでファンの多さでも有名だ。今

トと、コクがあってなめらかなフォアグラのソースとの相性も

回は念願かなっての訪問となった。ゴージャスな螺旋階段とシ

抜群だ。次から次へと提供されるデセールはまるでエンターテ

ャンデリア、吹き抜けの高い天井、気高くエレガントな雰囲気

インメントのようで、スイーツラバーを唸らせる。フィナーレ

に、絶対ここは間違いないと期待をあおる。そして期待値以上

に向けて、生キャラメル、マシュマロ、パイなど多種多様のプ

のお料理、サービスを楽しめることになるのだが、一貫して言

ティフールがワゴンで登場し、かなりテンションが上がる。あぁ

えるのは「美しい」ということ。とにかく美しく美味しいのだ。

なんという幸せ。

ロオジエでは世界から取り寄せた最高級の素材を堪能できる。

帰り道、華やいだ気分でウキウキと銀座の街を歩いていた私

エグゼクティブシェフのオリヴィエ・シェニョン氏の手腕がい

の周りには、きっとバラの花が咲いていたと思う（笑）。大事な

かんなく発揮されているのだ。魚料理は、あいなめをクリスピ

人のハートを射止めたい方は今すぐご予約を！ （坂本

美紀）

ロオジエ
住
所：東京都中央区銀座7-5-5
Ｔ Ｅ Ｌ：0120-156-051
営業時間：ランチ 12：00～14：00（L.O.）
ディナー 18：00～21：00（L.O.）
※ドレスコードあり
休
日：日曜（ただし月曜祝日の場
合営業）
・祝日不定休・ゴー
ルデンウィーク・夏季（8月
中旬）
・年末年始

〒163-0631 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル31F
TEL 03-5323-3301(代表) FAX 03-5323-3302
■ 青森支部

青
 森県青森市長島2-13-1 AQUA青森スクエアビル4F
TEL 017-777-8581 FAX 017-721-6781

■ 立川支部

東
 京都立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル10F
TEL 042-548-1841 FAX 042-548-1842

■ 八戸支部

青
 森県八戸市城下4-25-5
TEL 0178-45-1131 FAX 0178-45-5160

■ 町田支部

東
 京都町田市森野1-15-12 長谷川ビル3F
TEL 042-710-6920 FAX 042-710-6921

■ 秋田支部

秋
 田県秋田市山王沼田町6-34
TEL 018-862-3019 FAX 018-862-3944

■ 横浜支部

神
 奈川県横浜市西区北幸1-11-11 NOF横浜西口ビル4F
TEL 045-328-1557 FAX 045-328-1558

■ 盛岡支部

岩
 手県盛岡市中央通2-11-18 明治中央通ビル5F
TEL 019-604-6868 FAX 019-604-6866

■ 湘南支部

神奈川県藤沢市南藤沢4-3 日本生命南藤沢ビル4F
TEL 0466-55-0012 FAX 0466-55-0032

■ 遠野支部

岩
 手県遠野市早瀬町2-4-21 遠野公文会館2F
TEL 0198-63-1313 FAX 0198-63-1317

■ 鴨宮支部

神奈川県小田原市中里404-3
TEL 0465-41-1500 FAX 0465-41-1888

■ 一関支部

岩
 手県一関市東地主町60
TEL 0191-21-1186 FAX 0191-26-1665

 奈川県小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6F
■ 小田原支部 神

■ 仙台支部

宮城県仙台市青葉区中央3-2-1

■ 伊東支部

■ 郡山支部

福
 島県郡山市駅前1-15-6 明治安田生命郡山ビル4F
TEL 024-927-0881 FAX 024-927-0882

 知県名古屋市中区栄4-2-29 名古屋広小路プレイス5F
■ 名古屋支部 愛

■ 新潟支部

新
 潟県新潟市中央区東大通2-3-28 パーク新潟東大通ビル5F
TEL 025-255-5022 FAX 025-248-9177

■ 豊橋支部

■ 上越支部

新
 潟県上越市寺町3-8-8
TEL 025-524-3239 FAX 025-524-3187

 重県四日市市芝田1-3-23
■ 四日市支部 三

■ 館林支部

群
 馬県館林市緑町2-24-8
TEL 0276-72-0917 FAX 0276-72-0927

■ 京都支部

京
 都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町79 ヤサカ四条烏丸ビル6F
TEL 075-255-2538 FAX 075-255-2539

■ 柏支部

千
 葉県柏市中央1-1-1 ちばぎん柏ビル4F
TEL 047-165-8801 FAX 047-165-8802

■ 大阪支部

大
 阪府大阪市中央区道修町4-6-5 淀屋橋サウスビル6F
TEL 06-6227-0011 FAX 06-6227-0063

■ 深谷支部

埼
 玉県深谷市上柴町西4-17-3
TEL 048-571-4619 FAX 048-571-8158

■ 神戸支部

兵
 庫県神戸市中央区御幸通6-1-10 オリックス神戸三宮ビル10F
TEL 078-261-0101 FAX 078-261-0120

■ 越谷支部

埼
 玉県越谷市赤山本町9-2 エフローレ越谷
TEL 048-962-0225 FAX 048-964-7125

■ 岡山支部

岡
 山県岡山市北区野田屋町1-1-15 岡山桃太郎大通りビル7F
TEL 086-226-8555 FAX 086-226-8556

■ 大宮支部

埼
 玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル18F
TEL 048-650-5211 FAX 048-650-5212
埼
 玉県川口市前川町2-1754
TEL 048-268-0633 FAX 048-268-0692

■ 広島支部

広
 島県広島市中区大手町2-11-2 グランドビル大手町9F
TEL 082-553-8220 FAX 082-553-8221
愛
 媛県松山市千舟町6-5-10
TEL 089-945-3560 FAX 089-945-3385

東京都千代田区内神田3-20-3 小鍛冶ビル8F
TEL 03-5289-0818 FAX 03-5289-0819

■ 福岡支部

福
 岡県福岡市中央区天神1-3-38 天神121ビル6F
TEL 092-715-6901 FAX 092-715-6902

■ 東京中央支部 東京都千代田区丸の内2-2-3 丸の内仲通りビル7F

■ 大分支部

大
 分県大分市中央町1-1-3 朝日生命大分ビル4F
TEL 097-532-2748 FAX 097-538-7006

■ 渋谷支部

■ 沖縄支部

沖
 縄県那覇市おもろまち4-19-14 八重洲第７ビル5F
TEL 098-941-3230 FAX 098-941-3231

■ 川口支部
■ 神田支部

TEL 022-263-7741

TEL 0465-40-2100 FAX 0465-40-2101

青葉通プラザ13F
FAX 022-263-7742

静
 岡県伊東市湯川1-3-3 上條ビル5F
TEL 0557-37-6706 FAX 0557-37-8988
TEL 052-269-0712 FAX 052-269-0713（フロアが変わりました）
愛
 知県豊橋市下地町字長池13番地
TEL 0532-54-3000 FAX 0532-54-3002
TEL 059-352-7622 FAX 059-351-2988

TEL 03-6212-5801 FAX 03-6212-5802

東
 京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー13F
TEL 03-6418-6761 FAX 03-6418-6762

■ 松山支部

■ 吉祥寺支部 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-14-5 吉祥寺本町ビル７F
TEL 0422-28-5515 FAX 0422-28-5516
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