
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年明けましておめでとうございます。皆様方におかれ

ましては、益々ご健勝でお過ごしのこととお慶び申し上げ

ます。私は、60 歳の本厄も明け（旧暦だとするとまだです

が）新たな未来の一歩に向けて踏み出そうと意気込んでいます。新年のご挨拶を書くにあたり、

改めて、干支と厄についてインターネットで検索してみました。すると、もちろんのことですが、

一瞬のうちに色々な解説がでてきます。以前は、分からないことがあると辞書や各分野の辞典

を引っ張り出してきて調べていましたが、今では、パソコンやスマートフォンで、瞬く間に、色々

な分野のことを調べることが可能になりました。辞書や辞典の使命は終わったのかもしれませ

ん。 

イギリスの有名な自然科学者、チャールズダーウィンは「最も強いものが生き残るのではな

く、最も賢い物が生き延びるでもない。唯一生き残るのは、変化できる者である」と言っていま

す。企業などには、将来にわたって無期限に事業を継続していくことを前提とするゴーイングコ

ンサーンという考え方があります。そこで、意図的（あるいは法的）に任意の会計期間を区切っ

て、収支の算出を行うことが求められています。しかし、現実には、100 年も継続している企業

は数少なく、企業もまた例外ではないようです。 

企業の状況は、通常、財務三表（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書）に

よって示され、この財務三表を分析することを通じて、企業の健康度を診断します。 

過去においては、この内、貸借対照表、損益計算書を中心とする分析が主流でしたが、現在では、キャッシュフロー計算書の

分析が重要視されるようになってきました。 

キャッシュフロー計算書では、一事業年度の資金の増減を、営業活動によるキャッシュフロー、投資活動によるキャッシュフ

ロー、財務活動によるキャッシュフローの三つの切り口から説明しています。とりわけ、企業をゴーイングコンサーンという前提で

捉えてみますと、投資活動によるキャッシュフローを分析することは、非常に重要なことだと思っています。ここには、企業の将来

像や経営者の考え方をひも解くヒントが示されているからです。例えば、この企業は、将来の新しい分野の開拓のために多大な

試験研究開発費を投じているといったことや、技術革新や将来の需要増大を見込んで積極的な設備投資を行っているといった

ことが分かります。また一方で、ある企業は、研究開発といった分野には余り熱心ではありませんが、余剰資金を有価証券等に

積極的に投資しているといったことなども分かります。いずれにせよ、企業がゴーイングコンサーンとして環境変化に耐えて生き

残っていくためには、必ず、将来を見据えた何らかの投資が必要になります。 

私は、経営者にとって、将来を見据えた投資を、どの分野に、どの時期に、どの規模で行うかの判断を下すことは、経営者の

最大の使命の一つではないかと思っています。この投資の判断は、科学技術の急速な発展や世界のグローバル化などによっ

て、今まで以上に、スピード化が要求されているように思えます。しかし、残念ながら、これを解く方程式はありません。この投資

の判断が少しでも誤らないためには、経営者の皆様が、「井の中の蛙」にならず、常日頃、幅広い知識の習得と見聞を広められ

るとともに、投資にあたっては、多方面な角度から分析し、経営者自らが、投資案件を理解する努力をし、考え、決断し、決断し

たことについては自らが責任を持つといった姿勢が大事だと思っています。 

これからも、皆様のお役にたてるよう、私自身はもとより、職員一同幅広い知識の習得と見聞を広めるよう努力したいと考えて

おりますので宜しくお願いします。（文：立花 洋介）  
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◎どんな制度？ 
書面添付制度は、「税理士法第 33 条の 2 に規定する計算事項等を記載した書面」を税理士が作成

した場合、その書面
．．

を申告書に添付
．．

して税務署に提出した者に対する調査において、納税者に税務調

査の日時場所をあらかじめ通知するときには、その通知前に、税務代理を行う税理士に対して、添付

された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならないこととされている制度のこ

とです。 
 

◎どんな効果があるの？ 
添付書面に記載された事項は、税務の専門家である税理士からの申告書に関する情報であることか

ら、申告審理や調査の要否等の判断において、積極的に活用されるほか、事前通知前の意見聴取の段

階で疑義が解消し、結果として調査の必要性がないと認められた場合には、納税者の事務所等に臨場

して行う帳簿書類の調査に至らないこともあり得る、とされています。 
 

◎書面には、どんなことを書くのか？ 
添付書面には、税理士が、その納税者の申告書の作成について計算、整理、相談に応じた事項につ

いて記載します。例えば、どのような書類をもとに申告書を作成したか、といったことや、勘定科目

の顕著な増減事項について確認したことなどを記載します。 
書面添付を行う場合、現金出納帳の正確性を確かめるため、現金実査を行ったり、棚卸在庫の正確

性を確かめるため、棚卸作業に立ち会いをお願いすることがありますので、よろしくお願い致します。 
 
現金実査・・・現金出納帳に記載している金額が正しいか、実際の現金を数えて確認することです。 

棚卸立会・・・決算時などの棚卸時に当事務所の担当者が立ち会い、棚卸の確認作業の正確性を確

認することです。 

 
☆書面添付制度の流れ 

 
 
 
 
 
 
 

（文：税理士 諸藤 大輔） 
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あけましておめでとうございます。 
シカゴで自動車部品の開発と製造販売をしている江口と申しま

す。立花所長とは中学、高校、大学と一緒で、その後の進路は異

なりますが、縁あって、STEPUP 新年号に寄稿する光栄に預かり

ました。私の拙文を採用して頂き、紙面をお借りして、心よりお

礼申し上げます。 
ところで、シカゴと言えばギャングの「アル・カポネ」が有名

ですが、確かに今もその流れは残っており、ダウンタウンには危

険な場所もあります。が、一歩郊外に出ればコーン畑が地平線の

かなたまで続き、穀物を満載にした貨車がのどかに行きかい、こ

こが中西部の穀物の集積地だということがわかります。でも一方

では、各国からの機械や部品を乗せたコンテナがひっきりなしに

行き交う自動車産業の中心地という顔もあるのです。中西部自動

車産業ベルト地帯はカナダ、オンタリオ州から始まり、デトロイ

トからシカゴ、オハイオ州、ケンタッキー州、テネシー州、そし

てアラバマ州（この間約 2,000 ㎞）をとおり、ここでメキシコ湾に到達するのですが、いまはメキシコの中央高

原まで、日系各社をはじめ、欧州、韓国の自動車メーカーと部品会社がこのベルト地帯に群雄割拠しています。 
この地に私が初めて来たのは 19年前の 1995年、最初の超円高の時でした。英語は話せず、信用もお金もない

私がどうして事業をスタートできたかといえば、ひとえにアメリカのダイナミズムと包容力です。よく経済の世

界で「アメリカがくしゃみをすると日本は風邪を引く」と言いますが、まさにそのスケールの大きさが、多くの

ビジネスチャンスを提供しているのです。今、北米では月 130 万台の車が売れています。ひと月 30 日で割ると、

1 日 43,000 台の車が毎日毎日売れているということになります。1 時間に 1800 台！昼間だけで考えると 1 時間

3600台。途方もない数です。 
このスケールの大きさの中でビジネスを始めるきっかけになったのは日本文化特有の「心配り」と「気づき」

でした。この辺のことを述べますと、とても紙面が足りませんので、またの機会を立花所長に頂くとして、「よ

く聞き」「よく考え」て「気づき」をもってすれば、そこには必ず幸運の女神がほほ笑んでいます。いわゆる

「セレンディプティー」です。これで私は男の「本厄 42歳」+「ハイパー円高」という難局を乗り越えることが

できたのです。逆境の向こうには幸運があるのですね。 
みなさまも、新年にあたり「よく聞き」「よく考え」て「気づき」で幸運を呼ぶ 1年にしてみませんか？きっ

と素晴らしい事がありますよ。  

■経歴 

1953年（昭和 28年）生まれ 60歳 

柳城中学、伝習館高校、九州大学と青春

時代を九州で過ごす。 

大学卒業後、三井金属入社、原価計算、

財務と管理部門を経験 

1983年、三井金属退社、関係会社の財

務改善に従事 

1995年、単身渡米し、シカゴで起業、

自動車灯体の開発を行う 

現在シカゴに 3社、メキシコ、オースト

リア、韓国、日本に現地法人を設立し年

商 40億円［2013年］ 

■家族は妻と長女 ■趣味は車とワイン 
 

   
 シカゴ本社から見たインターチェンジ 筆者近景（右） 

 広い土地にゆったりとビルが建っています パリダカのスポンサーをしている関係で 

  菅原義正さんと報告会にて 

TAIKI USA Inc.  President 
江口 洋 氏 
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相続税の改正が行われ、平成 27 年 1 月 1 日以後に相続により財産を取得する場合、基礎

控除額の定額控除が 5000万円から 3000万円、比例控除が 1000万円から 600万円にそれぞれ

減額されました。 
相続税は相続財産から基礎控除額を差し引いた金額に対して税額が課されます。つまり相

続財産の合計額が基礎控除を超えない場合税額は発生しません。 
仮に相続人が 3名の場合、平成 25年 12月 31日までは定額控除 5000万円と比例控除 1000

万円×3名の合計額 8000万円が基礎控除です。改正後は 4800万円となり、これにより相続税

を納めることとなる相続人は増加し、納める税金も増えることとなります。 
平成 23 年度の死亡者に対する課税割合は 4.1％で、死亡者約 25 名に 1 名と決して多くあ

りません。地域別でみると東京国税局管内では 6.9％（東京都に限定すると 9.9％）、名古屋

国税局 5.8％、大阪国税局 4.4％、福岡国税局 2.2％と地価の高い大都市圏の方が課税される

割合が高いといえます。 
基礎控除の定額控除額は昭和 50年 2000万円、昭和 63年 4000万円、平成 4年 4800万円、

平成 6 年 5000 万円と変遷してきました。このように物価や地価の水準に合わせた改正が行

われてきました。 
前回改正が行われる前の平成 5 年の課税割合は 6.0％ですから平成 23 年より 2％程度高

かったことになります。現在は平成 6 年当時と比較して地価水準は下落していますから、そ

の変動状況を踏まえ、これに対応した基礎控除見直しが行われたということです。 
相続税と贈与税の税収は 1兆 4744億円（平成 23年）です。今回の改正で財務省は 2570億

円の税収増加を見込んでいます。全税収 40 兆円の中では税収の多い税目ではありませんが、

17％もの増税の割に議論があまりなされなかった感は否めません。 
相続税は消費税ほど身近な税金ではありませんが、事業を継続していくためには大変重要

な税金です。場合によっては事業存続

に大きな影響を与えることもあるで

しょう。そうなればそこで働く従業員

にもかかわってくる問題です。 
ですが、相続税増税反対を訴えるこ

とは日本の風土に合わないかもしれま

せんね。（文：税理士 内藤 一道） 
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入所 3 年半程になります大隈と申します。今回私事ではありますが、ご縁が

あり 10 月初旬に結婚しまして、お祝い（？）ということでこのようなスペース

をいただきました。 

お互い実家暮らしでしたので全てが一からのスタートであり、この 2 か月は慌しい毎日でしたが、

最近やっと休日をゆっくりと過ごせるようになり、ようやく新しい生活にも慣れてきたところです。 

私も入所するにあたり志をもって入所しましたが、まだまだ結果が出せていない状況です。世帯主

にもなり新たな責任を自覚しつつも自分自身の結果にもこだわり、妻をはじめ応援していただいてい

る方々に吉報を届けられるよう、日々精進していきたいと思います。（平成22年入社：大隈 俊春） 

 

当事務所では、年に 1 回 9 月上旬に、職員旅行を実施しています。平成 25 年の職員旅行は 1
泊 2 日で鹿児島方面へ。幕末から明治維新の歴史を勉強しつつ、美味しい黒豚を頂き、砂蒸し

風呂では日常業務の疲れを癒すことができました。夕食の際には、所長の還暦のお祝いイベン

トも盛り込まれ、涙あり笑いありのとても充実した旅行となりました。 
この職員旅行についてですが、二十数年ほどさかのぼり、まだ職員数が 10 名程度だった頃、

当初は所長からの提案で、内容面も費用面も事務所主催での忘年会兼職員旅行が行われていま

した。 
しかし、事務所の職員数が年々増加してきたあるとき、職員達からの自発的な提案により、

旅行積立金制度が導入され、行き先や内容も職員達自らで企画するというシステムに変更され

ました。記念すべき第 1 回目の行き先は、オープンしたばかりのユニバーサルスタジオジャパ

ンでした。2001 年 9 月のことです。その後もこの職員主体のシステムが継続されており、最近

ではその年ごとに数名の旅行委員が選出され、その年の職員旅行を有意義なものにしようと委

員会メンバーが毎回奮闘しています。現在、当事務所には約 30 名ほどの職員がおりますが、ほ

ぼ全員が参加するという出席率の高さです。 
このように毎年有意義に実施している職員旅行ですが、回数を重ねるにつれ、身近な九州圏

内では研修できそうな場所が少なくなってきました…ここはお勧めという研修場所がございま

したら、是非担当者に教えて頂ければ幸いです。（文：古賀 直子） 

   
 西大山駅から望む桜島 西郷さん人形と一緒に 
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FC『トンカジョン』 ◇創部：2010年 ◇ホームタウン：柳川市 

 ◇練習日時：月 1回土曜日 or日曜日 15:00～18:00  ◇場所：柳川市体育館 

 ◇主要メンバー：立花会計事務所職員およびお取り引き先その他の医師、弁護士、司法書士、中

小企業診断士などの有資格者や銀行員の方など、いわゆる紳士淑女のフットサルチームです。 

 ◇戦績：2勝 20敗ぐらい。勝利した相手は某政府系金融機関だが、何故か相手チームもわがチー

ムに勝ったと言い張っている。 

◇自慢：山口素弘さんをお招きして、グリーンピア八女でサッカー教室を開催したこと。 

 私達は決して逃げません♡ 

連絡先：監督兼税理士 小林まで 

 

ステップアップの第 4 号が、発行できました。寄稿していただきま

した皆様、ありがとうございました。 

紅葉を楽しむ間もなく、事務所の前の道路は、毎日落ち葉でいっぱ

いです。掘割には、こたつ舟が登場しました、海苔小屋には、乾燥機

の回る音が響いています。 

2014 年は、穏やかな四季の移り変わりのなかで、皆様がさらに発展

されることを願っております。（そ） 

☆中村 るみ子（平成 10 年入社）『12 月 15 日、縁あって「博多座」で裏方の手伝い

（着付等）の機会を得、プロと一緒の仕事を体験してきました。客席から舞台を観る

のとは違い、それもまた一興でした。今年は歳女、万事うまくいく 1 年になりますよ

うに。』 

☆芝田 雅子（平成 16 年入社）『自称コーヒー好きの私が地元大野城でお薦めのお店が『豆香洞コー

ヒー』!フランスで行われた焙煎の世界大会「World Coffee Roasting Championship2013」にて優勝したとい

う世界の香を私達の福岡で気軽に手に入れることができるのです。東急ハンズや通販でも入手できるので

皆様ぜひお試しください。』 

☆龍 加奈子（平成 19 年入社）『手抜き弁当にスープジャーを活用しています。温めたポットに、適当

に切った野菜、お湯、塩コショウ等を入れておくと、お昼には美味しい？スープが出来上がり。毎日同じ

ですが、サラダとおにぎりで大満足のランチです。』 

☆川野 健志（平成 24 年入社）『私の最近の楽しみは、趣味でやっているフットサ

ルで体を動かした後に、大川昇開橋温泉に行って汗を流すことです。体の芯から温

まり、心も体もリフレッシュできます。国の重要文化財に指定された昇開橋には遊

歩道も整備されていますので、今度は温泉の後にゆっくり歩いてみたいなと思って

います。』 


