
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
もうすぐ、また暑い夏がやってきます。夏は、刺激的で

活動的な季節ですが、近頃は、余りの暑さで、熱中症に注

意しなければならなくなりました。皆様におかれましては、

体調管理には十分注意頂き、暑い夏を楽しく乗り切って頂

ければと思っています。 

今、私どもの事務所で、重点的に取り組んでいる課題の

一つに「事業承継」の問題があります。先日、ある雑誌を読んでいましたら、産業能

率大学教授の宮田矢八郎先生が、経営を考える上で頭に入れておかなければならない

こととして、経営戦略、経営管理、経営理念の３要素に加えて、人間学が必要だと述

べられていました。人間学とは、「何のために生きるか」「幸せとは何か」というよう

な人間の存在意義を問うことが経営につながっていくという考えです。今、自分自身

に、「何のために生きるのか」と問うと「死が怖いから」という答えが返ってきます。

なんで、「死が怖いのか」と更に問うてみますと、①死の世界が未知で怖い ②残され

た家族のことが心配 ③残した事業の承継がうまくいくかが心配だ という答えになり

ました。①を解決する方法を見出すことは、はなはだ困難ですが、②や③の問題につ

いては、事前に対策を実施しておけばかなりの部分が解決できるように思います。③

の問題は、まさに、今、私どもが重点的に取り組んでいる事業承継の問題です。 

③を事業承継の問題として、もう少し掘り下げてみますと、③は、次の三つの心配

に分けられるように思います。（1）相続税の負担の問題 （2）後継者間の争いの問題

（争族問題） （3）承継者の経営者としてのリーダーシップ育成の問題。ここでは、（3）承継者の経営

者としてのリーダーシップ育成の問題について、私の考えの一端を述べさせて頂こうと思います。日本

経済新聞のやさしい経済学の中で、東京大学教授の大湾秀雄先生が、日本の大企業の人事管理の一つの

特徴として「遅い昇進」を挙げられています。「遅い昇進」は、多くの人に「自分にも管理者になれる

というチャンスはある」と期待を抱かせ、高い努力を継続させ、高年齢まで、社員のモチベーションを

上げることを可能にしたと述べられています。加えて、「遅い昇進」で選ばれた管理者は、日本の大企

業のもう一つの人事管理の特徴であるジョブローテーションと組織の特徴である分権的組織により補完

され、リーダーに必要な幅広い職能を身につけることを可能にしたとも述べられています。一方、米国

では、入社して数年の内に幹部候補生の選別を進め、早くから有望な幹部候補生に対し、リーダーの育

成のため、人の管理を含め様々な経験を積ませる旨記述しておられます。日本の多くの企業、病院は、

中小企業であり、中小病院です。また、中小企業、中小病院の多くは、同族経営であり、事業の承継者も早くから決

まっています。このような環境の下での日本の事業承継者の育成方法は、日本の大企業のような「遅い昇進」による

リーダーの育成ではなく、米国型の若いうちから人の管理も含め様々な経験を積ませるリーダーの育成方法が有効だ

と私は考えています。（文：立花 洋介）  
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◎中小会計要領とは？ 

中小会計要領とは、中小企業の実態に配慮して、税制との調和や事務負担の軽減を図る観点から

つくられた新たな会計ルールです。 
これまでにも「中小企業の会計に関する指針（中小指針）」という中小企業を対象とした会計

ルールは存在していましたが、この中小会計要領は、中小指針に比べて更に簡便な会計処理をする

ことが適当と考えられる中小企業が利用することを想定して策定されたものになります。よって企

業は各々の実態に応じて、どちらかの会計ルールを適用することになります。 
 

◎中小会計要領の活用による効果は？ 

1 自社の財務状況を把握することができ、投資判断、経営改善等を的確にできるようになります。

また決算書の信頼性も向上します。 

2 金融機関など外部の利害関係者への報告・説明が正確なものとなり、利害関係者との信頼関係

の構築に繋がります。 
 

◎中小会計要領の活用に対する各種支援制度（活用に対するメリット） 

1 各信用保証協会の保証料率が 0.1％割引されます（個人事業者、組合、医療法人等は対象外。

平成25年4月1日～平成28年3月末日までの3年間が対象） 

2 日本政策金融公庫の中小企業会計活用強化制度資金融資制度の基準利率が特別利率にて受けら

れます（信用リスク・融資期間等に応じて所定の利率が適用されます。） 

3 日本政策金融公庫の中小企業会計関連融資制度の各融資制度に定める利率が 0.2％割引されます。 

 
上記の支援制度を受けるには、 
①「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト 
②「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度の利用に関する確認・同意書 
の２点を当事務所で作成の上、提出することになります。 
特に①に関しましては、下図のような①のチェックリストに、ＮＯに該当する項目が１つでもあ

りますと、支援制度を利用できない場合があります。そのため中小会計要領に準拠した会計処理で

日々の取引を記録していくことが重要となります。当事務所におきましても、中小会計要領に準拠

した会計処理を推進して参りますので、ご理解とご協力をお願いいたします。（文：大隈 俊春） 

 

合計 33項目に

ついてチェック

します。 
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大木町で育ち、伝習館卒業以後、東京を生活の拠点としながら、

大学時代の 40 カ国以上に渡る一人旅、外資系企業での勤務、海

外大学・大学院への留学を繰り返しながら外国人と学び、働く機

会を多く得てきた。20 年前であれば日本人が海外現地法人に行

き海外ビジネスを運営する、もしくは日本本社で日本人が海外ビ

ジネスを運営・管理するというのが主流であった。バブル崩壊後

の長い経済停滞「失われた 20 年」を日本が送る間に、BRICS を

先頭にアジアの国々の目覚ましい台頭が起きた。厳しい現実と加

速する経済のグローバル化に直面し、生き残りを賭け日本企業も

ついに海外への本格進出を開始した。 
現在ヘイ・グループにて、企業の組織・人事課題についてコン

サルティングを行っているが、グローバル人材の獲得・育成が現

在 も喫緊かつ重要度の高い課題となっている。今後の日本企業

の成長に置いて、人材、特にグローバルビジネスを取り仕切る人

材が 大のボトルネック（障害）であると多数の企業が考えてお

り、特にトップ層でその危機意識が高い。 
真剣にグローバル人材の育成を考えている企業は、必要な人材

を量・質ともに確保するには日本人人材だけに頼るのでは不十分

と考え始めている。そこで先見の明のある企業は、外国人採用を

大幅に増加させており、現地採用だけでなく、日本本社採用の数

もこの近年特に拡大傾向にある。 
現状では大多数の日本人にとって外国で働く、外国人と働くと

いう状況に直面し、対処する必要がある機会はまだ少ないかもし

れない。ただ今後日本人の人口が 2050 年には 1 億人を切り、合わせて高齢化が大幅に進むことを想定すると、

日本でも外国人労働者の増大、そして、次の世代の日本人は海外で働く、外国人と働く状況に置かれる可能

性は格段に高まると推察される。 
外国人と働く上で必要な能力を考える場合、往々にして英語を始めとした外国語習得が真っ先に挙げられ

るが、外国人と働く、海外ビジネスを成功に導いている人は必ずしも外国語の運用レベルが高いとは限らな

い。それではどのような能力が必要かというと、共通項として、異文化への認知・理解能力、異文化への敬

意、自己適応といったスキルが挙げられる。異文化理解・敬意・順応の難しい点は、相手にだけ期待するも

のではなく、自分でも実践する必要があることである。現状では外国人に日本文化への適応を迫る場合が多

く、企業でも採用、育成、定着で様々な困難を抱えている。敢えて極論すると

異文化理解・敬意・順応スキルは経験によってしか磨かれない。これらのスキ

ルを磨くのは若ければ若い方がよいが、機会は残念ながら豊富にあるとは言え

ない。旅行・留学が一つの方法であるが、これらも大学生・社会人になるまで

実行できないのが現実であれる。ただ 30 年後の世界は場所によらず必然的に

外国文化、外国人と働くことがより身近になると思われ、次世代が必要なスキ

ルを身につける機会を得ることを積極的に理解・サポートする地域社会の増加

が、新しいビジネスと日本を導く人材を輩出する土台になると考えている。 

 

■経歴 

1976年 神奈川県川崎市生まれ。 

1993年 伝習館高等学校卒業 

1997-98年 アメリカミシガン大学交換留学 

1999年 東京大学教養学部卒業 

1998-2001年 国際熱帯木材機関勤務 

2001-03年 オランダ アムステルダム大学

大学院社会科学修士過程修了 

2003-08年 イプソス・ノヴァクション勤務 

2008-09年 INSEAD（インシアード）経営大

学院 MBA修了 

2010-14年 マッキンゼー・アンド・カンパ

ニー勤務 

2014年-現在 ヘイ・グループ勤務 

 

ヘイ・グループ 

プリンシパル  田中 大貴 氏 
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皆様、「ふるさと納税」という制度をご存知でしょうか。 
近ではテレビや雑誌で特集が組まれるようになりましたのでご存知の方も多いかと思い

ます。「ふるさと納税」といっても、実際の仕組みは、「納税」ではなく、地方自治体に対

する寄付と所得税・住民税の寄付金控除を組み合わせた制度となっています。 
これを活用すると、実質 2,000 円の負担（ただし、所得等により異なります）で日本各地

の物産品がもらえるとあって、今、人気となっているようです。 
 
仕組みを簡単に説明すると、次のようになります。 

 
 
 

 

 
贈答品をみると、その自治体の PR のため、その土地ならではの物産を贈答品としている

ところが多いようです。 
例えば、先日世界遺産に登録が決定した富岡製糸場がある群馬県富岡市では、地元産の富

岡シルクを贈答品としているようです。 
また、当事務所の所在地である柳川市では、特産品である「有明海の海苔」や「うなぎ」

が贈答品として用意されているようです。 
ただ、 近のふるさと納税の盛り上がりは、故郷や頑張っている自治体を応援したいとい

う意識が薄れていて、贈答品ばかりが目当てになってしまっているようで、少しさみしいよ

うな気もします。 
また、日本全体でみると、地方税の税収の一部が寄付者への贈答費用となっているという

指摘もあります。 
贈答品ばかりが話題になりますが、自治体によっては、寄

付者に使い道を選んでもらえる仕組みになっているところも

あります。例えば、地域福祉、スポーツ振興、伝統文化の保

護のために使ってほしいなど、寄付者の意思を反映させるこ

ともできるようです。 
いろいろと問題点も指摘されている「ふるさと納税」です

が、地方や納税について興味を持ってもらえるきっかけにな

ればよいかな、と思います。（文：税理士 諸藤 大輔） 

  

地方自治体 

に寄付 

確定申告で所得

税から控除 

翌年の住民税 

からも控除 

贈答品がある 

場合も 
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6 月 19 日に柳川市総合保健福祉センター水の郷にて、当事務所所長の立花洋介を講師としま

して、立花公認会計士事務所主催研修会を開催いたしました。 
現在医療法人は、平成 19 年の医療法改正に伴い「経過措置型医療法人」と「新法の医療法

人」の大きく２つに分けられます。「経過措置型医療法人」については当分の間そのままの組織

でいいとされていますが、今後事業承継等の問題から「新法の医療法人」に移行するという選択

肢も考えられます。現在の出資持分有の「経過措置型医療法人」が「新法の医療法人」に移行す

る場合の課税上の問題について、また平成 26 年度医療法改正において創設された「認定医療法

人」と「認定医療法人」の相続税・贈与税の納税猶予制度についても説明がありました。 
県外からも多くのご参加を頂きました。研修後の質疑応答では、時間が足りないぐらいの多く

のご質問を頂き、出席頂いた皆様の関心の高さを感じました。 
今回は、医療法人に関するテーマで

開催させて頂きましたが、事業承継・

相続に関することなど、その時の旬の

テーマを取り上げていきたいと思って

おりますので、多くの皆様にご参加頂

き、経営や日常生活にご活用頂ければ

幸いです。詳しい講演の内容や、今後

取り上げてほしいテーマなどございま

したら、担当者までお知らせくださ

い。（文：江口 裕子） 
 

 

研修会の様子 

 

今回ご紹介する立花家史料館は、江戸時代を通じて柳川を 

治めた大名、立花家に伝来する美術工芸品が多数収蔵されている史料館で、昨年の12月に財団法

人立花財団の運営による新体制となりました。収蔵品は柳川藩主立花家伝来の美術工芸品が中心

で、国宝1点、重要文化財1点他、約5000点の調度から構成されています。藩祖立花宗茂以来、

400年の長い時間をかけて形成され、連綿と受け継がれてきた貴重な資料群が展示されていま

す。季節ごとにテーマを設け展示替をしながら公開されておりますので、柳川にお越しの際は、

是非足をのばされてみてはいかがでしょうか。 
 

アクセス：福岡県柳川市新外町1（国指定名勝 立花氏庭園内） 

西鉄柳川駅から タクシーで10分 または西鉄バス沖端方面行き15〜20分、御花前下車 
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☆知念 矢弥（平成 26年 4月入社） 
4月に入社させて頂きました知念矢弥（ちねん

なおみ）と申します。名字に似合わず、生まれも育ちも福岡です。車の運転は絶望的に苦手ですが、その

代わり、公共交通機関で乗車中は爆睡し降車直前に必ず目覚め、今まで一回も寝過ごしたことがないとい

う特技があります。日々を大切に頑張ります。どうぞよろしくお願い致します。 
 

 
 

 

 

 

 

今回は、校正に回すのが今までで一番早くできました。寄稿していただいた方々、ス

タッフの方々に感謝申し上げます。先日父の日に、「クリーミーな泡が楽しめるビール

サーバー」が我が家に届きました。缶ビールとグラスをキンキンに冷やし、枝豆、唐揚

げ、焼売、トマトスライスを用意し、せっせときめ細やかな泡を楽しんでいます。しか

しながら、いかんせん泡沫でございますので、はかなく消えていきます。二口目からは

やはりゴクゴクと喉越しを楽しんでいます。 

税務の処理で、端数処理は納税者に有利なようになっています。これにならって、小生もメタボの基準は緩やか

な方を選択しておると家内には申しております。（そ） 

☆橋本 仁子（平成 13 年入社）『去年の 11 月 18 日突然頭をハンマーで殴ら

れたような激しい痛みと吐き気で意識を失ってしまいました。くも膜下出血

でした。色々な幸運が重なり、マヒもなく少しずつ体力も回復してきまし

た。所長はじめ皆様のご協力で4月より午後仕事をするようになりました。

1日1,500㎉、塩分6g以下といわれているので好きだった甘い物はほとんど

食べなくなりました。それと、ストレスをためないように 思うて詮なきこ

とは思わず の精神でいこうと思っています。』 

☆堤 泰作（平成21年入社）『公益法人改革が行われ、今年3月に多くの公益法人で 初の決算を迎えま

した。実際に書類作成をしてみると、頭では理解しているつもりでもやってみたら「あれっ？」と思う

ことがありました。「百聞は一見にしかず」で、これには続きもあるらしく「百見は一考にしかず、百

考は一行にしかず、百行は一果にしかず」なんだとか。』 

☆白鳥 真理子（平成 14年入社）『 近、電子書籍リーダーを購入しました。本物の書籍に近い質感に加

え、部屋を真っ暗にして布団の中で読書しながら眠りに落ちることができます。でも改めて思うこと

は、読書の醍醐味とは、頁をめくる音だったり、紙の香りだったり、さし絵の美しさだったり、そうし

た五感を刺激され充実した時間を過ごすことなのかもしれません。電子書籍リーダーは睡眠薬として活

用することにします。（笑）』 

☆中島 知美（平成 15 年入社）『週に一度、ヨガに通っています。ヨガという

といろいろなポーズを思い浮かべられるでしょうが基本となるのは呼吸で

す。鼻から吸って口（又は鼻）からゆっくり吐き出し、 後はお腹を凹ませ

て吐き切る。この呼吸を意識しながらポーズを行うと、いつの間にか頭の中

が空っぽになり終わった後はいつもスッキリ！リフレッシュできる時間と

なっています。』 


