
」ぱ-1

上に立つ者が頭を切り替えなけれぱ
競争に勝てる戦略は

生まれてこない

小林陽太郎
(元富士ゼロックス会長)

TTKCコンピユータ会計

Y 所通信

.

^外部環境の変化を分析して、自社の新しい戦略を考えよう

区^軽減税率の導入で請求書・レシートの記載が変わります

重^平成30年分所得税の確定申告はここに注恵

^知っておいて損はない!?裏ワザ計算術

.

表紙朝日に照らされる雪景色の小野川湖(福島県・北塩原村)
ゼきとめこぱんだいきん

明治2]年の磐梯山噴火によって形成された堰止湖。雪景色と

朝日に光り輝く湖面が美しい。

8

.
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外部環境の変化を分ネして、
自社の新しい戦略を考えよう
「A1技術の進展」「人口減少」「外国人労働者の受け入れ」など、外部環境の変化が従来にも

増したスピードで到来しています。これらの変化が自社にどのような影響を及ぼすのかを考え、そ

こから、自社の経営改善の方向性を探っていくことが重要になってきます。

マクロ的な外部環境の変化を知る

社内で「価格改定」や「コスト削減」など

に関する検討を行う場合、企業内部からの発

想によることが少なくありませんしかし、

A1技術の進展や人口減少など外部環境が大

きく変化する昨今では、自社の足下に、従来

とは異なった脅威が迫っている可能性があり

ます外部環境の変化が経営に及ぼす影響に

は次のようなことが考えられます

経営に影響を及ぽす外部環境の変化

●人口減少によるマーケットの縮小

●技術革新により自社の商品や技術力が陳

腐化してしまい売上が大幅に減少

●人手不足が要因で新たな仕事の依頼がき

ても断らざるを得ない

●環境などの規制が強化された結果、原材料

の価格が高騰し、生産コストが増加した

●デフレ1こよる消費者の低価格志向が進む

ミクロ的な要因を探ってみる

●自社や自店舗がある地域や商圏{こ絞った

場合の周辺人口や労働力人口の動向

●周辺の主な世帯層(高齢世帯、ファミリー

層、単身層など)はどれか

●飲食業などで、こだわりの食材を使う場合

は、天候不順による価格の高騰や供給不足

の影響を受けやすくないか

●近隣に大手資本のチエーン店が出店する

予定はないか

●人材不足による人材確保のため、今後も賃

金が上昇しないか

自社の周りのミクロ的な環境到ヒを分析する

外部環境には、人口減少、デフレ、技術革

新、制度改正などのマクロ的な環境だけでな

く、自社や自店舗の商圏・周辺事情の変化、

取引先や競合他社、顧客の動向などの身近な

ミクロ的な環境もありますこのようなミク

口的な要因まで落とし込んで活かす必要があ

ります。

外部環境をしっかり把握し、その対応策を

検討する際に用いられるのがSWOT分析です

4つの視点から自社を分析する

SWOT分析とは、「市場の機会(opportu

nity)」「脅威(Threat)」阿金み(str飢gth)」「弱

み(weakness)」を可視化して把握し、経営方

針の検討材料を明らかにするための手法です

市場の変化を知ることが現状分析の出発点

となります。まず、機会(0)と脅威(T)の

外部環境の洗い出しから始め、抽出した外部

環境を見ながら、自社の強み(S)、弱み(W)

の内部要因を洗い出します

.
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@機会・・市場・消費の動向、商品の需要を整理

▼し、様々なビジネスチャンスを検討する

@脅威・一自社の努力ではどうにもできない外

▼部環境マイナス要因を整理する

@強み・・同業他社と比較したときに、具体的に

「機会」に活かせる強みを考える▼

0弱み・・成長発展や改革を進めるうえでの

ネックとなっているポイントを整理する

.



過去の成功体験を自社の強みと思い込みが

ちですが、ここからは新しい戦略は出てきま

せん自らでは変えることのできない外部環

境への対応に活路を見出しましょう

下図は、顧客の低価格化志向が進むなかで、

客数アップのためのSWOT分析を活用した

イタリアンレストランの事例です。

この事例では、外部環境の機会と内部要因

の強みを分析して「女子大学が近くにあるの

で、認知度が上がれば稼働率は上がる」とい

う機会に、「すべて手作りで味に自信がある」

という強みを組み合わせて「学生向けのラン

チメニューに加えてアイドルタイムに客席を

女子大生のサークルに開放するファン化戦略

を検討しましたまた、「ワンコインメニュー

.

'

の二ーズはある」という機会に、「十五穀米、

豆乳、オリジナル野菜ジュースで健康志向を

意識したメニューを提供している」という強

みを組み合わせて「健康志向のワンコインの

テイクァウトランチの開発」に取り組み、さ

らに、学生がいない士・日の稼働率を上げる

ため女子会などに気軽に利用できる工夫を検

討し、経営改善への一歩を踏み出しました

.

.

稼働率アップを模索するイタリアンレストラン

月商300万円、従業員数4人のイタリアンレストランCは、地域の中でやや高級感がある店

として定着していました。しかし、外食業界の低価格化が進み、ファミレスのパスタやピザ

が脅威となり、毎年5~フ%程売上が減少し赤字が常態化していました。営業すれぱするほ

ど、赤字が続く悪循環を何とかして止めたいのですが、コスト削減といっても単店舗では効

果が出にくく、ましてや原価を落とすことは品質の劣化につながることから、オーナーも望

んでいません。そこで、下図のよう1ご顧客志向の「機会」の徹底検三正を目的としたSVVOT

分析を行い、現状を打破するための戦略を検討しました。

このように、 SWOT分析を活用すれば、

外部環境の機会と、内部環境の強みを組み合

わせて経営改善に結びつけた戦略の検討が可

能になります

これまで成yしていたビジネスが成り立た

なくなる前に外部環境をきちんと捉え、自社

の経営を再確認してはいかがでしょうか

参考

(目的に対して)ボジティブ

強み(S)

●すべて手作りで味に自信がある

●十五穀米、豆乳、自家製野菜ジュースで健康志

向を意識したメニユーを提供している

●飽きがこないようメニユーを毎月変えている

機会(0)

●女子大学が近くにあり、学部が新設され、学

生数が増える

●ワンコインメニユーの二ーズはある

●商品提供の工夫次第でテイクアウト市場は

まだまだ伸ぴる

嶋田利広著 SWOT分析コーチング

マネジメント社

メソッド

(目的に対して)ネガティプ

弱み(W)

喫茶メニユーが少なく、喫茶目的の客は近隣

のハンバーガーショップ、ドーナッツ店に奪

われている

人手が足りず、営業時間内は手一杯である

脅威(T)

客の財布の紐が堅くなるので、外食は高級

志向から削っていく

ファミレスの強みに低価格、ドリンクバー、

24時間長居できる等があり、客を奪われて

いる

出典:嶋田利広著 SVVOT分析コーチング・メソッドマネジメント社(一部改変)

2019年2月号
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軽減税率の導入でー
§

請求書・レシートの記載が変わPます
軽減税率(8%)の実施によって、事業者が複数の税率を把握し、区分するために、請求書等の

様式変更が必要になります。また、自社の仕入控除税額を計算するためにも、それぞれ区分して

把握する必要があります。

軽減税率の対象品目である旨
などを追加記載する

税務申告における、適正な消費税額の計算

のため、売上、仕入について、 800の軽減税

率が適用されるものと、10%の標準税率が

適用されるものを、それぞれ集計し、区分し

て記帳する必要があります

(1) 2019年10月からは

「区分記載請求書等保存方式」に!

2019年10月から2023年9月末までの間は、

区分経理に対応するための措置として「区分

記載請求書等保存方式」が導入されます。

「区分記載請求書等」には、現行の請求書

等の記載事項(図表1)に加えて、陣丕減税

率の対象品目である場合はその旨」「税率ご

亜^現行の請求書等(2019年9月まで)

',ー

Q゛

'0
+

島

とに合計した対価の額(税込)」を記載しな

ければなりません(図表2)

(注意)請求書等には、一定の記載事項を満たす領収書や納

品書、小売事業者等が交付するレシートなど取引の

事実を証する書類も含まれます。

、

ヘ

匂

ノ

(>

、

、

"V

,、

メ
.

(2) 2023年10月からは

「適格請求書等保存方式」に!

2023年10月から導入される「適格請求書

等保存方式」(インボイス制度)では、上記(1)

「区分記載請求書等保存方式」の記載事項に

加えて、「適格請求書発行事業者の登録番号」

「税率ごとに合計した消費税額などを記載

します(図表3)

X年9月] 0日

匝雪W中 0
8月分御請求額Π三^

金額ロロ目

小麦粉 ] 0,800円

牛肉 64,800円

キッチンペーパー 2],600円

豚肉 32,400円

@]29,600円合計

@区画

@

8月分御請求額

日付

8 ]

8 ]

82

8 ]0

四

言青ΣR^

(3) 4年後を見据えた対応を検討

複数税率に対応した仕入税額控除の方式と

しては、 2019年10月からは簡素な方法とし

.

2019年2月号

現行の請求書等の記載事項

@発行者の氏名又は名称

@取引年月日

@取引内容

0取引金額(税込)

@受領者の氏名又は名称



て「区分記載請求書等保存方式」が実施され

ますが、 4年後の2023年10月からは「適格

請求書等保存方式」が実施されます

4年後を見据えて、請求書発行システムの

亜^区分記載請求書等保存方式(2019年10月~)

.

樹00御中

]0月分御請求額]30,000円(税込)

日付 品目@ 金額

]0 ]小麦粉 ] 0,800円

]0 1 牛肉 64,800円

]0 2 キッチンペーパー 22,000円

10 10 豚肉 32,400円

@]30,000円合計

]0%対象 22,000円

8%対隷 108,000円

長蚕^
△△商事@

見直しゃ自社の請求書用紙の変更が一度で済

むように、最初から「適格請求書等保存方式」

へ対応させる必要もあるでしょう

言青ΣR^

X年]]月] 0日

取^適格請求書等保存方式(2023年10月~)

.

区分記載請求書等の記載事項

現行の請求書等の記載事項の3、4 に、以

下の記載事項が加わります。

@取引内容(軽減税率の対象品目てある場

合はその旨)

0税率ことに合計した対価の額(税込)

(注])上記の記載がない「区分記載請

求書」を受け取った場合、受領者

は、取引事実に基づいて追記する

ことができます。

(注2)免税事業者も「区分記載請求書

等」を交付することができます。

鵠00御中

]0月分御請求額]30,000円(税込)

日付 品目 金額

10/]小麦粉* ] 0,800円

]0 ]牛肉 64,800円

]0 2 キッチンペーパー 22,000円

10 10 豚肉 32,400円

合計 ] 30,000円

10%対象 22,000円消費税 2,000円

8%対象 108,000円消費税 8,000円

※軽減税率対象
△△商事

登録番号 T]234567890]23

0

言青ΣR^

X年]]月] 0日

適格請求書等の記載事項

区分記載請求書等の記載事項に、以下の記

載事項が加わります。

@適格請求書発行事業者の氏名又は名称

及ぴ登録番号

0税率そとに合計した対価の額(税込又は

税抜)及ひ適用税率

@税率ことに合計した消費税額

(注3)適格請求書は、所轄税務署長に申

請し、登録を受けた「適格請求書

発行事業者」のみが発行すること

ができます。

@

20]9年2月号



税

務

平成30年分

所得税の確定申告はここに注意!
平成31年2月18日仭)から3月15日囲は、平成30年分所得税の確定申告期間です。個人事業主

や不動産オーナーなどは確定申告が必要です。サラリーマンなどの給与所得者の大半は、確定

申告の必要はありませんが、医療費控除や雑損控除を受ける人、生命保険の一時金などの収

入がある人は確定申告の必要があります。

所得税の確定申告が必要な人

確定申告が必要な人や、確定申告をすれぱ

控除などが受けられる人は主に次のような人

です

⑧個人事業者

@不動産賃貸収入のある人(不動産オーナー)

圃不動産の売却収入がある人

@給与の年間収入金額が2,000万円超の人

@2社以上から給与の支払いを受けている人

⑧給与の支払いは1か所だが、生命保険の一時

金、損害保険の満期保険金、懸賞の賞金品、

当選金品がある人(金額によっては確定申告

は不要です)

回一定額の公的年金を受け取っている人

⑥同族会社の役員等で、会社から給与以外の

支払しK貸付金利子、不動産の賃貸料など)

を受けている人

雑損控除、医療費控除、寄附金控除(ふるさと

納税勺の適用を受ける人

※ワンストップ特例を申請していても、寄附先の自治

体が5か所を超える人、医療費控除を受けるためな

どで確定申告をする場合は、寄附金控除として申告

する必要があります。

こんな場合は
確定申告が必要です

(1)メルカリなどネットでの収入がある

給与収入の他に、「メルカリなどのフリー

マーケットや「ヤフオク」などのネットオー

クションでの収入、 YOUTubeなどの動画投

稿収入がある人は、その所得金額(収入一必

要経費)が20万円を超える場合、雑所得と

して確定申告が必要です

(2)上場株式の売買がある

株式の売買で得た利益は確定申告が必要で

す特定口座(源泉徴収あり)の場合は確定

申告を省略することができます。

譲渡損があり、翌年以降に繰り越す場合に

は3月15日までに確定申告が必須ですまた

上場株式の配当所得がある場合、確定申告を

すれば所得税が還付されるなど有利になる

ケースもあります

イグ^
^

.

'"^

キゞ

..^^

20]9年2月号

^

^七

蔓,

^^

,

ττ;マ鬼鬼^.

'、●尋,●●゛◆卑卓_、,.,

',

(3)ふるさと納税の返礼品を受け取った

ふるさと納税の返礼品は、一時所得となり

ます般にふるさと納税額の30%程度が

返礼品の額とみられています一時所得は

50万円までの特別控除額を差し引いて計算

しますが、ふるさと納税の返礼品以外に、生

命保険契約の満期金など他の一時所得がある

場合、合計して50万円を超える場合には確

定申告が必要になります
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個人事者は事業収入と
必要経費の範囲に注恵

個人事業者の儲け(事業所得)は、事業に

よる収入(事業収入)から、必要経費を控除

して計算するため、これらを正しく計上する

必要があります。

収入金額の集計は発生主義で行います。 1

月1日から12月31日までの請求金額の合計

が収入金額となります 1年間に回収した金

額が収入金額ではないので注意が必要です

同じように仕入など必要経費についても発生

主義で集計します.

(1)事業収入になるもの

事業から生じた売上金額や事業に付随して

得た収入が事業収入になります

家事費(必要経費にならないもの)

●自分や家族の生活費

●家族で食事に行った費用

●医療費●娯楽のための費用

●事業主自身の生命保険料

●自宅部分の火災保険料

●住宅口ーンの利息

●自分や家族に支払う家賃や給料、

※給料が青色事業専従者の場合は、適正な額で

あれぱ全額が必要経費になります(事前に給料

の額や業務内容を税務署に届け出る必要があ

り)。ただし、家族は、配偶者控除、扶養控除の対

象からはずれることになります。

事業収入になるもの

●その事業から生じた売上金額

●商品を自家消費や贈与した場合
※販売価格の70%相応額と仕入価格を比較し

て大きいほうの金額を売上に含めます。

●従業員への貸付金の利子

●仕入割引やりべート

●空箱や作業くずなどの売却代金

●棚卸資産の損失による保険金・損害賠償金

●金銭以外のものや権利などによる収入

●買掛金の債務免除益●雇用調整助成金

.

(3)家事関連費は合理的な按分が必要

個人事業者は、店舗と住宅が併用である、

自動車を事業にもプライベートにも使用する

など、家事費と事業上の必要経費が混在して

いる費用がありますこれを家事関連費とい

い、店舗併用住宅の水道光熱費や地代家賃な

どがこれに該当します

家事関連費も、原則は必要経費にはなりま

せんが、業務上必要な部分を明らかにし、

理的な方法で按分できる場合は、事業に必要

な部分については必要経費になります

【家事関連費と接分方法】

店舗(事務所)併用住宅面積

の地代・家賃、損害保険使用度合

料、減価償却費、修繕使用時間

費、固定資産税、建物に

かかる保険、住宅口ーン

の利息

(2)必要経費になるもの、ならないもの

個人事業者が支出した費用は、販売した商

品の仕入代金をはじめ、広告宣伝費、従業員

給与、水道光熱費などの販売費・一般管理費

や、その他、事業に必要な費用であれば、業

務上の経費(必要経費)になります

自分や家族の生活費、医療費、娯楽費など、

事業に必要のない支出は、家事費であり必要

経費にはなりません

水道光熱費(水道代、電

気代、ガス代)、電話代、

インターネット接続料

Z>、
口

事業色生活用に利用す

る自動車の保険料、自

動車税、車検伐など

使用時間

使用頻度

電灯の数、照明器具の

ワット数など

運行記録簿などから業

務に使用した部分を明

らかにする
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"あっという間に"計算できるインド式計算法は速算で有名ですが、「待ち時間」や「元金が

2倍になる年数」を割り出せる公式などもあります。

1."あと何分待てぱいいの?"待ち時問が分かる「りトルの公式」 あと30分くらいだよ

何で分かるの?

長蛇の行列に並ぶと、あと何分かかるのかと考えてしまいます。そんな時
ラーメン

は自分の前に並んでいる人数の見積もりと、自分が並んでから1分間で後続、 控 ^

、
に何人並んだかが分かれぱ、大体の待ち時間を計算することができます。

公式 W=L/λ(W=待ち時問、L=自分の前に並んでいる人数、λ=1分問に自分の後ろに並んだ人数)

遊園地のアトラクションの乗り場前に、つづら折りの行列ができていて、 20人ほどで5列、約

100人が並んでいる。自分が列に並んでから、]分の間に後ろに5人が並んだ。この場合、 100人を

5人で割って、待ち時間は20分と推定される。

、

g

^

2.元金が2倍になるまで何年かかる? 72の法則」 年利0.04%で運用すると

2倍になるのは1800年後!?

72の法則は元金が2倍になる年数の近似値が得られます。
一

100万円

公式 72÷年利率四向=元金2倍になるまでに必要な年数 ユm万円

バブル期の年利7~8%では、 72÷8=9(年)となります。たった9年銀行に預けておけぱ倍増し

ていたということです。また、 72の2倍の144で計算すると元金が3倍になる年数が分かるほか、年

利率を平均成長率1こ置き換えれぱ様々な国のGDPが現在の何年後に2倍or3倍になるかも分かります。

、

鼻

【今月のこと1釘上に立つ者が頭を切り替えなけれぱ競争に勝てる戦略は生まれてこない小林陽太郎元富士ゼロ汐ス会易

1978年、45歳の若さで同社社長に就任 99年、経済同友会代表幹事に就任した頃、企業の不祥事が相次ぎ、小林氏は、トップの心得や企業のあり方を

次のように語る「トップの意識が部長、課長にきちんと1工わること力明干心で、俺の目を見ろ式の経営は成り立たない」「利益を上げるだけでなく、企業の

活動そのものが社会に貢献するようになることが企業のあるべき姿である

鼻
キ

.

3.毎日飲んでるコーヒーやタパコ・一年間だと何円かかってる?! 年問だと

42,000円か

一回のコストは微々たるものでも塵も積もれぱ山となります。日常の習慣的
^

な支出の年間コストを算出する方法です。特定の習慣を改めることでいくらく
ーー 11

らい節約できるかの目安として役立ちます。 、.J、"゛

11日分のコストX週の回数=X円 2XXI00÷2=年間コスト

毎日]20円の缶コーヒーを買う場合

①120×フ=840 ②840× 100÷2=42,00O A.42,000円

これは、厳密にいうと50週間分のコストを算出する方法ですが、行動や購入にぱらつきがあること

を考えれぱ、妥当な数字といえるでしょう。

頃の予定です。資料整理・準備をよろしくお願いします

.

日()

.

.

月

次の巡回監査は

参考'涌井良幸涌井貞美数的センスを磨く超速算術実務教育出版

三

六
、

"=、

十暑
6

9
 
、

゛

<
1


