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経営理念を身近に、日々の行動につなげる1年にしよう

平成30年1月からの配偶者控除等の改正の影響は?

業績改善の打ち手

知っておきたい!運命を変える、がん知識コラム

表紙霧ケ峰高原から望む赤富士と樹氷の森

赤富士は、早朝に富士山が朝日に染まって起こる現象。一般

に縁起の良いこととされる。
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経営理念を身近に、
日々の行動につなげる1年にしよう
会社に経営理念はありますか。あっても画に描いた餅のようになっていないでしょうか。せっかく

素晴らしい理念があっても、日々の仕事の中に活かされていなければ、もったいないことです。新年

にあたって、経営理念を仕事に活かし元気な企業を目指しましょう。

経営理念は、会社の存在意義や大きな経営

目標を示す道標の役割をもっています。

「経営理念の必要性を感じない」という声

もあるでしょうが、人の心は、自分の仕事を

通じて社会や人に貢献することに喜びを感じ

経営理念は会社の道標

事例0 社員とともに経営理念を作り、理解と賛同を得る~有限会社エスタシオ

^
エスタシオピラミッド私たちは、"心の底から美しく"を通して、

すべての人に新たな感動と幸せを提供し、

社会に貢献し続けるファミリーです。

るものです。

また、崇高な理念が企業を育てるという実

証研究結果(『中小企業白書(2003年版)』)

も報告されています。宮田矢八郎前産業能率

大学教授は、「理念は独自性を生む」と、企

業経営における経営理念の有効性・重要性を

指摘しています

美容室4店、エステサロン1店を経

営する有限会社エスタシオ(東京都)の

経営理念は、舟木なみ社長が、経営理念

の必要性を社員に繰り返し説き、半年

かけて社員全員で作り上げました。

毎年、「理念手帳(マインドブック)」

の全社員への配布と社内勉強会を通じ

て経営理念の実践に取り組んでいま

す。社内勉強会では、「社長力」「管理力」

などをテーマに、社員同士で話し合っ

ています。目標や指針を全社で共有す

ることで意欲の向上につながり、幹部、

現場のスタッフが、それぞれの立場で、

売上や利益、コストへの意識が芽生え、

自分で考え、行動するようになってい

るといいます。

【理念手帳の内容】
●経営理念●5年後のビジョン●年度方針

●店舗や部門ことの方針●数値目標

●個人の成長目標など

(参考:「経営者の四季」(2017年9月号)・ H p「https:/ノ゛/゛/゛1.estacio.jp/」)

ならわし、習、制度、しきたり、行

●ありがとう力ード●13の徳目朝礼●社員旅行●理念と経営勉強会

●ボランティア●表彰制度●委員会活動●誕生日祝い

(「理念手帳」より)

創の神

「存在生まれ場所」

ピジョン

人が集まり、人が育ち、人が幸になる
周本一の"ファミリー"美容

使命・目的
(事業領域)

「よろこ美」」造業

人・共

健全な価値観をべースに

①本物の技術力②高い人間力③想いを伝える力
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コーポレートメッセージ

女性が「なりたい自分」になるための人生の羅針盤になる!

クレド

「社員は家族」「お客様は親友」「自立」「成長」「共に勝つU



理念を具体化する行動指針を作る

実際に、経営理念を掲げていても、社員に

なかなか浸透しない例が多いようです経営

理念を社内に浸透させ、経営に活かしている

企業は、次のようなことを実践しています

(1)経営理念をより身近なものにする

経営理念は、社員の身近な存在でなければ

なりません。経営理念を額に入れて飾るだけ

でなく、例えば、朝礼や会議で経営理念を唱

和してみましょう

経営理念や創業の精神、年度方針、数値目

標、将来のビジョン、個人の目標を記載した

小冊子や手帳を社員に配布している企業もあ

ります(事例1・ 2参照)

理想の歯科医院作りに向け'ヨリタ歯科クリニックらしざ'を追求する~ヨリタ歯科クリニック

^

1.感謝の言葉があふれる歯科医院

2.感動を与え続ける歯科医院

3.ワクワク楽しい歯科医院

(2)具体的な行動指針を作る

経営理念は、抽象的な表現が多いため、理

念を具体化した行動指針や行動目標を作りま

しょう貝体的なほど、社員は行動しゃすく

なりますそれは、大きな声で挨拶、礼儀正

しく、などでも良いのです(事例1・2参照)

「患者とスタッフとしっかりコミユニケーションをとり、心のふれあいを大切にする」理

想の歯科医院を目指したヨリタ歯科クリニック(大阪府東大阪市)は、経営理念を文化とし

て個々の業務の中に根づかせるために具体的な行動指針などを定め、実践しています。

1.ヨリタ歯科クリニックらしさとは

●メンバーが、皆1こ親切であること●全ての人{こ、礼儀正しいこと

●メンバーが、個々に夢を持っていること●メンバーに、活気があふれていること

●メンバーが、常に感謝の気持ちを持ち続けていること

●メンバーが、どんな時でも、決してできないとは言わないこと

●メンバーの身だしなみが、清潔であること●メンバーの自らが、行動を起こすこと

●医院全体が、常に清潔で綺麗なこと

2.行動指針

●いつも、大きな声で挨拶 ●いつも、感謝●いつも、前向き

●いつも、プラス発想●いつも、チャレンジ ●いつも、楽しく

●いつも、夢を持つ●いつも、親切礼儀正しい ●いつも、笑顔 ●いつも、個性的

3.私たちの大切な患者様とは

●むし歯のない子供たちと、その保護者の皆様

●綺麗な歯並ぴになりたいと願う子供たちと、若い女性の皆様

●これからの人生を楽しく豊かに過でしたい、40歳以上の女性たち

これらの人達には、ゆるぎない信頼と満足を与えます。

そしてこれらの人達にとって、来院することが楽しみになる歯科医院作りをします。

(参考:ヨリタ歯科クリニックH pr5つのい」くhttp:ノノyorita.jp/concept/10950/>より)
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税

我畊励印_趣,配偶者控除等の改正の影響は?

務

平成30年から配偶者控除及び配偶者特別控除が見直されます。そのため、江03万円の壁が

150万円の壁になるのですか?」戸斤1与税は減税になるのですか?」といった質問がよくあります。

配偶者控除等の改正の影警は、納税者本人と配偶者それぞれの所得によって異なります。

配偶者控除に所得制限が設けられる

配偶者控除には、性別の規定はありません

が、例えば夫婦共働きで、妻が夫の扶養の範

囲内でパート勤めのケースであれば、妻が「配

偶者」になり、配偶者控除を受ける人は夫(納

税者本人)になります。

※以下では、理解を容易にするため、配偶者控除を受ける人

を「夫」、その配偶者を「妻」と仮定して説明しています。

妻のパート収入が年103万円以下であれば、

夫は最高38万円の陌酎昌者控除」を受ける

ことができますが、改正によって、夫に所得

制限が設けられました。

夫の収入(給与の収入。以下同じ)が年1,120

万円を超えると控除額が逓減(38万円→26万

円→13万円)し、年1220万円を超えると適用

が受けられなくなります夫の年収が高い場

合には、増税になりますが、夫の年収が1,120

万円以下で妻の年収が103万円以下の範囲で

あれば、改正前と変わりはありません

収入は年150万円以下まで拡大されています

(改正前は年105万円未満)

配偶者特別控除にも配偶者控除と同様の所

得制限が設けられましたが、控除対象となる

妻の収入が年201万円まで拡大されたため、

減税になるケースが増えます。

※国税庁の試算では、夫の収入が年1,]20万円超],220万

円以下で、妻の収入が年]03万円超]4]万円未満の場合、

控除額の逓減によって一部で増税になるケースがあります。

7 8
5
2

0.

配偶者特別控除の控除枠が拡大

妻の収入が年103万円を超えると、妻の収

入に所得税がかかりますこれは、改正後も

変わりませんまた、夫は配偶者控除の適用

ができなくなりますが、代わって陌酎禹者特

別控除」を受けることができます

配偶者特別控除は、妻の収入によって段階

的に縮小されますが、改正によって、夫の所

得から最高38万円の控除を適用できる妻の

「年収の壁」は他にもある

最高38万円の控除を適用できる妻の収入

の上限が年150万円に引き上げられましたが、

単純に収入150万円まで働けば、世帯手取額

が増えるとは限りません

配偶者俳詔山控除以外にも「年収の壁」

はあります。例えば、社会保険には「130万

円(又は106万円)の壁」があり、妻自身が

社会保険料を負担することになると妻の給与

年収が増加しても一定額までは世帯の手取額

が減少する逆転現象が生じます

■金額別に見た「年収の壁」

● 100万円の壁・・・住民税の壁

●103万円の壁・・所得税の壁

●106万円の壁・・・大企業の社会保険の壁

●130万円の壁一・社会保険の壁

●]50万円の壁一・拡大した配偶者特別控除の壁

※その他、勤務先の定めた配偶者手当の支給対隷の基準とな

る金額も「年収の壁」のつといえます。
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※近年、最低賃金の引き上げにより、勤務時問が変わらなくて

も年収が増加して、各種の壁に悩むパートを雇用する経営者

もいると思います。参考にしてください。



^自分の配偶者控除等の額はどうなるか?

配偶者の年収は103万円(又は所得38万円以下ですか?
※配偶者の年収は目安です(以下同じ)。

納税者本人の年収は],220万円(又は所得],000万円)以下ですか?

※納税者本人の年収は目安です(以下同じ)。

配偶者控除を受けることができます。ただ

し、納税者本人の所得によって配偶者控除の

額が逓減します。

※配偶者に所得税は課税されません。

はい

はい

納税者本人の年収は、次のどれに当てはまり

ますか?

],120万円(又は所得900万円)以下

].] 20万円超1,170万円以下

(又は所得900万円超950万円以下)

],170万円超1,220万円以下

(又は所得950万円超],000万円以下)

下欄へ

いいえ

配偶者の年収は201万円(又は所得]23万

円)以下ですか?

配偶者控除・配偶者特別控除

は受けられません。

の場合

配偶者控除額

38万円

(48万円)

いいえ

はい

※(

の場合

晒引昌者特別控除の額】

)内の金額は、老人控除対象配偶者の場合

配偶者控除額

26万円

(32万円)

配偶者特別控除を受けることができます。た

だし、納税者本人と配偶者の所得によって控

除額が逓減します。

※配偶者に所得税が課税されます。

偶者の年収(所得)

]03万円超150万円以下 (38万円超85万円以下)

】50万円超155万円以下 (85万円超90万円以下)

155万円超]60万円以下 (90万円超95万円以下)

160万円超]66万7,999円以下(95万円超]00万円以下)

166万7,999円超] 75万],999円以下(100万円超]05万円以下)

175万].999円超] 83万],999円以下(105万円超1]0万円以下)

183万].999円超] 90万3,999円以下(110万円超]]5万円以下)

190万3.999円超] 97万1,999円以下(115万円超]20万円以下)

197万],999円超20]万5,999円以下 020万円超]23万円以下)

※配偶者の年収は、配偶者の収入が給与収入だけの場合

配偶者特別控除は受けられ

ません。

の場合

いいえ

配偶者控除額

13万円

(16万円)

納税者本人の年収は、次のどれに当てはまり

ますか?

1,120万円(又は所得900万円)以下

1,120万円超],] 70万円以下

(又は所得900万円超950万円以下)

],170万円超],220万円以下

(又は所得950万円超],000万円以下)

下欄へ

の場合 の場合

38万円

36万円

3]万円

26万円

2]万円

16万円

11万円

6万円

3万円

の場合

2

26万円

24万円

21万円

]8万円

]4万円

]]万円

8万円

4万円

2万円

3

13万円

12万円

Π万円

9万円

7万円

6万円

4万円

2万円

1万円

2018年1月号



・
十

業績改善の打ち手
~自己点検チエックリスト~

赤字経営が続くと、やがて資金繰りの悪化を招き、金融機関や取引先からの信用も低下し、会社

の存続に影響を及ぼします。売上アップ、限界利益率の改善、固定費の削減の3つの視点に着

目して、業績の改善策について考えてみましょう。

日本の中小企業の約7割が赤字といわれて

いますしかし、赤字経営でもやっていける

のは、「金融機関から融資を受けられている」

「社長の個人資産をつぎ込んでいる」からで

はありませんか

赤字が続けぱ、やがて金融機関も融資に応

じてくれず、社長の個人資産も枯渇するで

しょう会社に支払能力がなくなると会社は

潰れてしまいます。借入金の返済原資や事業

資金は、利益によって生み出されます。黒字

化を図り、納税後の残りを内部留保して自己

資本を蓄積し、会社の経営基盤を安定させて

いかなけれぱなりません。業績改善に取り組

み、黒字化を図りましょう

毛!

限界利益率を改善する

市場が飽和し、売上が伸び悩む状況の中で

督

ロロロロロ臼口

は、限界利益率の改善によって、利益を確保

することが重要になってきます。

限界利益率は、「販売価格を改善する(売

上単価を上げる)」か、「変動費を下げる」の

2つによって改善することができます

(1)販売価格を改善する

販売価格の改善は、なかなか難しいでしょ

うが、無料になっている業務や値引きを見直

したり、不採算な商品や顧客の見直しなども、

検討してみましょう

限界利益率の点検チエックリスト

口機能強化や用途を絞ることで、値上げができないか?

口経営者の知らない値引きをしていないか?

口限界利益率の高い商品の販売を強化できないか?

口不採算な商品を見直せないか?

口仕入価格の値下げ交渉や仕入先の見直しはできないか?

口品質や機能の見直し、材質や加工方法の変更などで原材料費を引き下げられないか?

口外注加工の内製化、反対に外注化によってコストダウンができないか?

口物流ルートの見直しでコストダウンできないか?

口発送・梱包費用をコストダウンできないか?

口不良、返品、手待ち時間などのロスを削減できないか?

20]8年1月号
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(2)変動費を下げる

変動費については、商品・材料の仕入単価、

外注加工費などの購入単価の引き下げや、仕

入先や仕入方法の見直し、ミスやロス削減の

貝体策が望まれます

費用を「削る」「切りつめる」は、「必要だ

けれどもやむを得ず減らす」ことであり、や

がて無理が生じ、長続きしません。

そこで「もったいない」という気持ちを

持って「大事に使う」「ムダをやめる」こと

を続けていけば、自然と使用量が減ってきま

すつまり隙行約」です節約には無理がな

固定費を削減する

いため、長続きしやすくなります。

固定費は、「費用対効果」の観点から、効

果的に使われていない固定費を見直しましょう

固定費には、社長の判断で支出を抑えるこ

とが可能なものがあります

固定費の点検チエックリスト

口交際費(飲食費・ゴルフ費用など)は業績に貢献しているか?

口広告宣伝費j側足費等の支出の効果を定期的に点検しているか?

口惰性で続いている支出や取引はないか?

口新規の設備ではなく、イ彦理・改良、中古で対応できないか?

0 IT化によって業務の効率化を図れないか?

口水道光熱費、事務用消耗品を節約できないか?

口全員で全社的に経費の無駄な支出がないかを点検しているか?

売上アップについては、これまでの販売活

動で当たり前のように続けてきたことを見直

してみることも必要です

自社の商品・サービスについて、発想や視

点を変えたり、自社の強みや特長をもっと活

かしたりすることで、新たな顧客や商品・サー

ビスが生まれる可能性もあります

売上アップを図る

売上アップの点検チェックリスト

口顧客ターゲットは明確になっているか?

口顧客の二ーズを捉えて商品・サーピスに活かしているか?

口納期クレーム対応の遅れ、販売後のメンテナンスの悪さなどは起きていないか?

口同業他社にない当社の良さを認識し、それを顧客にアピールできているか?

口販売方法(卸、直販、通販)を見直せないか?

ロ「業務用から家庭用へ」など市場を拡大できないか?

口既存の商品・サーピスの周辺や関連分野の商品を売ることができないか?

口自社ホームページやネットショップによつて、ネット販売を拡大できないか?

口手作り、安心安全、地元産などの特長や得意分野を活かせないか?

図特殊な技術、高品質、短納期、用途の特化、他社が引き受けないもの、などの特長をだせないか?

2018年1月号



コラム 劒っておきたい1
運命を変える、カ%吏0。

日本人男性の3人に2人、女性の2人に1人は生涯でがんを発症するといいます。がんは決

して「他人事」ではありません。

がん大国なのにがん検診受診率は最低水準 がんの5年相対生存率(平成5~8年診断患者)

検診でがんが発見された場合

日本の人口10万人あたりのがん死亡者数は、アメリ 検診以外でがんが発見された場合

力の1.6倍です。日米の差はがん検診の受診率にあり、 928 94.1100 926 90.4878
837

80日本の検診受診率は先進国の中でも最低水準です。例え 71.3
638

602
53360

ぱ、子宮頸がんの検診受診率はアメリカでは8割以上が 458

40
受診しているのに対し、日本では4割ほどにとどまります。

163
20

がんは早期に見つけられれぱ、 9割近くは治る病気に

0

胃がん結腸がん直腸がん肺がん乳がん子宮がんなりつつあるといいます。早期発見のためには"自覚症状
L大腸がん

が出る前に"定期検診を受けることが非常に重要です。 厚生労働省「がん対策推進企業アクション」より

今日からできる!がん予防生活習慣改善と早期発見の努力ー

がんの原因は、遺伝によるものは5q0程度で、 V3が喫煙、ν3が喫煙以外の生活習慣やウィルス

や細菌の感染によるといわれています。良い生活習慣を行っていても発症する可能性がありますから、

検診による早期発見が大切です。

●タバコの煙には、ベンゾピレンなどの発がん性物質が含まれ、のどや肺のがんの発症を高めるだけ

でなく、発がん性物質が全身に運ぱれると、すい臓がん、肝臓がんの発症を高めてしまいます。喫

煙は寿命を約]0年縮めるといわれています。

リスク急増 がん予防に●お酒を飲むと顔が赤くなる人はアルコール由来

の発がん性物質を十分に分解できていない人で
J'＼J'＼

す。そのような人が3合以上のお酒を飲むと食 ー、、

<<

V＼

ι

道がんのりスクは10倍、同時にタバコを吸うと
Cン 、、_ーノ

30~70倍にもなります。 ('4
魚や大豆、アブラナ科の野菜、コーヒーと緑茶

は胃がん予防につながります。胃がんの約95%

はピロリ菌への感染に起因します。塩分の多い

生活習慣を見直そう /4/
食事はピロリ菌による炎症を助長するので控え

ましょう。

出典:中川恵一著最強最高のがん知識海竜社、中川恵一監修先生、がんから身を守るには、どうしたらいいです力四朝日出版社

頃の予定です。資料整1里準備をよろしくお願いします。

【今月のことι釘正しい確たる偏念で裏付けられた事業には必ず金は自然に集まってくる島海雲仂ルビス創僕割

三島海雲は、雑貨商としてモンゴルを訪れた際、長旅の疲れから体調を崩すが、現地の遊牧民たちの勧めで乳酸を飲み続けたところ、体調が回復し

た海雲は、そのおいしさとともに「異郷の地で不老長寿の霊薬に出遭った思いだった」と懐述している。これが「カルビス」の原点との出会いである試

行錯誤を経て、大正8年旧本初の乳酸菌飲料「カルビス」を発売関東大震災の際、被災者に、冷たい「カルビス」を配ったという逸話がある

月

次の巡回監査は 日()


