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■ 4つの「経営理念」
① 私たちは納税者の権利を守り中小企業と国民を大事にする税制をめざします。
② 私たちは中小企業のよい会社づくりを通してお客様の満足を追求します。
③ 私たちは身近でかけがえのないコンサルタントをめざします。
④ 私たちはお互いに成長し、豊かさを創造する職場づくりをめざします。
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おもちゃの力を通じて、
笑顔の広がる社会づくりを目指す

TOYOHIKO SATO 氏一般財団法人 日本玩具文化財団

2 度の延期ができたのだから３度目もあるとの強い期
待に反して、10 月１日消費税 10％が施行される。さらに
問題なのは軽減税率制度の導入により複数税率となるこ
とだ。飲食料品を扱う事業者は 8％と 10％に区分する区
分経理と区分記載請求書等（領収書、レシートを含む）の
作成が必要となる。しかし、あわてることはない。受け
取った請求書や領収書に不備があっても① 8％対象であ
ること、② 8％と 10％の対象の税込価額の 2点は事実に
基づき追記できるとしている。消費者はあくまでも値段、
いくらのものを買うかが問題なので、8％、10％に惑わさ

れてはいけない。
1954 年フランスで初めて消費税が導入された。以来
160 カ国で導入されている。この中で、マレーシアは昨年
6月消費税を廃止した。1年以上を経過して、財源不足を
補うためにお金持ち向けの旧税（売上・サービス税）を復
活させたものの、庶民の生活必需品は対象とならない。国
内総生産は伸び、個人消費は好調という。
10％増税が及ぼす影響は計り知れない。この秋の国会

では消費税廃止を含めて抜本的に税のあり方を議論して
もらいたい。 （紫）

三〇条の言い分
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おもちゃの力を通じて、
笑顔の広がる社会づくりを目指す

設立の経緯

日本玩具文化財団は、私の父であり、リカちゃん
人形等を製作したタカラ（現在のタカラトミー）の
創業者である佐藤安太が、玩具業界を立ち上げてき
た者の一人として、何か玩具業界に恩返しをしたい
という思いで設立をしました。

財団を設立して最初 10 年程は、子供たちの健全
な成長発達を促す玩具の与え方、使い方等の基礎研
究の支援活動を行ってきましたが、一般に玩具文化
が普及するための活動をしようと、展示会事業を始
めました。

世代をつなぐ

財団では2000体程のリカちゃんを所有しており、
これらを活用して展示会をしております。ミニス
カート、スポーティーファッション、最近ではゴス
ロリ、パンク、ストリートファッションなど女の子
のファッションの流行をリカちゃんで見ることがで
き、楽しむことができます。

またリカちゃんにはハウスというのがあり、昔

ですと黒電話がプッシュフォンになって、最近では
携帯電話からスマートフォンに変わっていく。テレ
ビもブラウン管から液晶になりだんだん薄くなった
り、家の様子もウッディなものからパステルなもの
になったりと、リカちゃんは今年で 52 年と続いて
いますから 3 世代、4 世代でそうしたファッション
や住空間、夢や憧れの世界を見ることができます。

お母さんと子、おばあちゃんと一緒に、「これあっ
たのよ！これなかったのよ！」そんなことを話しな
がら親子といわず友達のように、いろんな気づきや
違いを楽しむことができます。私たちの展示会は絵
の展示会と違い、とにかくワイワイガヤガヤと「あ、
これ持ってた！」「なつかしい！」「かわいい！」と
いった声がでるように作っています。

そして、いろいろな気づきをもって、最後には絆
を深めてもらう。たかがリカちゃん展ですが、そう
いう役割を果たしています。

地域をつなぐ

3 年前、狭山市の博物館の館長から「狭山市は人
口減少が激しいのでおもちゃを使って狭山市を活性
化してほしい」というお話を頂きました。

狭山といえば狭山茶！そこで、茶摘みリカちゃん
というのを作りました。新茶の香りと、初々しいリ
カちゃんが相まって、Twitter ではたくさんのリツ
イートをもらい話題になりました。

また、桜の季節でしたので桜祭りリカちゃんとい
うのも作りました。狭山市の市長がいらした際には、

「リカちゃんというのはこんなにも日本の文化を紹
介して、かつ狭山市の文化まで紹介してくれる」と
広報誌にたくさん載せて頂き、展示会には目標の数
倍の方々が来てくださいました。

会社訪問インタビュー 理事長　佐藤 豊彦
TOYOHIKO SATO

一般財団法人 日本玩具文化財団
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最終日には一番多くの人に来て頂き、終わった後
に皆さん手と手を取り合って喜びを分かち合うこと
ができました。玩具によって地域をつなぐというこ
とができたと思えた企画です。

世界をつなぐ

リカちゃんのお父さんがフランス人ということ
をご存じでしょうか？パリの日本文化会館というと
ころでリカちゃん展をやりませんかというお話を頂
きました。

しかし、パリではリカちゃんは発売されておら
ず、誰がくるのだろうかという不安がありました。
日本文化会館の方々と相談しましたところ、フラン
ス人は日本の文化が大好きで詳しい方々が多いよ
うです。そこで、日本の Kawaii（可愛い）という
Culture（文化）、KawaiiCulture を紹介する人形と
してリカちゃんを使い、リカちゃんを「Symbol of 
Kawaii」として展示会をすることにしました。ゴ
スロリや制服アイドル、トラディショナルな可愛い
世界を紹介したところ、国内外のマスコミに取り上

げてもらい、とて
も多くの方々に見
てもらうことがで
きました。

その時に感じた
のは、リカちゃん
では限界があるの
ですが、リカちゃ
んの背景にある可
愛いというCulture
を紹介すると日本
の文化、美的感性
を育み、生き生き

とした生き方、癒し、そういったものが紹介できる
ということです。

財団設立 30 周年を過ぎ、玩具の背景にある文化
を紹介することで地域や国をつなぐような活動をし
ていきたいと考えています。

今後の展望～常設館構想～

漫画では多くの漫画を集めた博物館・美術館とい
うものがあります。玩具業界では、それぞれのメー
カーのショールームのようなものはありますが、横
断的な施設がありません。

来年はオリンピックがあり、玩具も漫画と同じ
クールジャパンのコンテンツとしてより注目される
ためにも、そのような施設が必要です。

しかし、管理運営していくには自治体との協力が
必要です。いくつかの自治体とも相談しております
が、自治体もすぐには予算を割けません。難しい面
もありますが、玩具というのはお金がなくても知恵
とかアイデアで道を切り開いてきました。

私たち財団も名前は大きいのですが実際はそん
なに大きくありません。しかし、知恵とかアイデア、
特に世の中の原理原則に従う強い企画があれば小さ
い企業でも社会を回していくことができるというこ
とを信じております。

（北　耕平）

一般財団法人 日本玩具文化財団 http://toyculture.org/

一般財団法人 日本玩具文化財団
住所：〒102-0082　
	 東京都千代田区一番町8-15
	 一番町MYビル 5F
TEL：03-5275-2861／ FAX：03-5275-3294
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以上、申告時の経過措
置の特例を述べてきまし
た。8％、10％の区分記
帳することは必要です
が、困難な場合（税務署
も理由は問わないと言っ
ています）は、特例の適
用の検討を行う必要があ
ります。

※国税庁「簡易課税制度の届出の特例」を元に追記しています
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申告にあたっての経過措置
世論調査は反対の意見が過半数、野党は国会開催を要求しています。インボイスの問題もあり
ます。引き続き反対の運動を強めていく必要があります。
さて、実務講座３回目、申告にあたっての経過措置を説明いたします。

【消費税の申告の原則】　課税売上×消費税率－課税仕入×消費税率＝納税額

今回 2 つの税率が適用されるので売上・仕入それぞれ 8%・10% の区分をしなければなりません。
そこで、基準期間の課税売上 5 千万以下の中小企業に対していくつかの経過措置が設けられています。

消費税引上げ直前実務講座 税理士　長谷川元彦第3回

売上の 8％ ,10％の区分が困難な
中小事業者に対しての売上区分の計算の経過措置
4 年間に限った制度です

①卸、小売業で仕入れは区分できるが売上の区分ができない・仕入れの比率で売上の 8％、10％を計
算してよい。

②連続した 10 営業日の 8％、10％の比率で、売上の 8％、10％を計算してよい。
③　①②の計算が困難で、軽減対象品目がおおむね 50％以上の販売事業者は、8％、10％の比率を

50％で計算してよい。

簡易課税選択の特例
消費税の簡易課税は、適用を受けようとする事業年度の開始前に「簡易課税制度選択届出書」の提

出が必要です。通常、個人事業主で 2019 年度から適用を受けようとする場合、2018 年 12 月 31 日
までに「届出書」を提出する必要があります。

今回、特例として 2019 年（令和元）年 10 月 1 日から 2020 年（令和 2 年）9 月 30 日を含む課税
期間であれば、その事業年度中に「簡易課税制度選択届出書」を提出して、簡易課税の適用を受ける
ことが可能になります。ただ、適用を受けた場合、2 年間は継続して適用しなければなりません。

仕入れの 8％、10％の区分が困難な
中小事業者
売上の 8％、10％の比率で仕入れの区分をしてよい。ただし 2019 年 10 月から 2020 年 9 月を含む

事業年度に限る。
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補助金申請の極意 中小企業診断士  上品 忍

補助金、知ってますか？

　条件を満たせば貰える厚生労働省

の助成金に対し、事業計画の内容な

どの審査により貰える経済産業省の

補助金について、代表的な 4 つの補

助金を簡単にご紹介します。

　補助金にはそれぞれ補助対象とな

る経費や割合、上限額が異なります。

注意点としては、すでに購入したも

のを後から補助するものではなく、

また支払う前にお金が出るものでも

ありません。

① ものづくり・商業・サービス補助金（もの補助）
　生産性向上に資する革新的なサービス開発などに必要な

設備投資を支援する補助金

③ ＩＴ導入補助金
　近年の人手不足を踏まえ、生産性や効率化、自動化を向

上するためのＩＴツールの導入に対して支援する補助金

② 小規模事業者持続化補助金（小規模補助金）
　小規模事業者が経営計画を立案し、販路開拓等の取り組

みに対して支援する補助金

④ 事業承継補助金
　経営革新や事業転換のために事業承継を実施した（または

実施予定）中小企業の取り組みに対して支援する補助金

勝負の分け目は事業計画

　補助金の申請においては、会社情報などの形

式的な記載と「事業計画」が必要です。立派な

成績を収めている会社であるというよりも、こ

れから何に取り組むことでどういう成果をあげ

ようとしているのか、について記載した事業計

画の内容を審査されます。

　もの補助や小規模補助金は事業計画のレベル

が年々上がり、難しくなっています。しかし、

採択されやすい事業計画はあります。それは、

「会社の目指すべきゴールとゴールまでの道、
つまり事業構想が練れていること」です。「こ

の設備があれば売上が上がる」という事業計画

をよく目にしますが、設備投資は手段であって、

目的ではありません。自社をどうしたいか、何

がしたいか、それを実現するための一つとして

設備投資があります。補助金はあくまでも、負

担を軽減してくれるものです。

設備投資の計画をたてたらまずは連絡！

　補助金の多くは 3・4 月頃に公募が始まります。

また、確実に実施されるかは現時点ではなんと

も言えませんが、ここ数年において実施されて

いることから「来年もある」と考えて準備して
おくことが重要です。なぜなら、必要な設備な

どの選定や事業計画の構想や策定は時間が必要

です。補助金の公募期間は約 1 ～ 2 ヵ月と短い

ため、直前期になってからの準備では十分にで

きませんので年内から準備されることをお勧め

します。

　補助金の応募に関わらず、設備投資の前に手

続きすることによって、減税などのメリットの

ある制度もあります。制度活用の可否の相談な

ど、第一経理は認定経営革新等支援機関にも

なっていますので、お手伝いできることがある

と思います。そのため設備投資を検討されたら、
まずは担当者へご連絡・ご相談ください。
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習制度を利用している方や、これから利用を検討
されている方等参加の目的は様々でしたが、各業
界における制度の利用状況、制度のメリット・デ
メリット、制度利用までの具体的な流れや留意点
等、それぞれの課題や疑問点等について積極的に
発言し、意見交換される姿が印象に残りました。

参加者の方より外国人実習制度について現状
を踏まえて今後の課題を検討することができ、異
業種における制度の利用状況等を知る良い機会に
なったとの感想を頂きました。

ご多忙の中、ご参加いただきました皆様、誠に
ありがとうございました。次回開催は 12 月 6 日

（金）にクレーム対応についての研修を予定して
おりますので、皆様のご参加を心よりお待ちして
おります。 （松本竜士）

外国人技能実習制度について
～実態を事例から学ぼう～

8 月 30 日、アットビジネスセンター池袋駅前本店にて、2019 年度第 2 回青経塾
を開催いたしました。今回は、講師に彩の国匠事業協同組合の大河原章氏をお招きし、
外国人技能実習制度についてご講演と座談会の二部構成で研修を行いました。参加
者は全体で 33 名となりました。

青経塾こと青年経営者塾とは、次世代を担う経営者（候補も含む）を対象に

実践的な経営実務を学び、人的ネットワークを構築することで、世界に翔た

く経営者育成を目的としています。

2019年度第2回青経塾レポート

研修の第一部では、主に建設分野における外国
人技能実習制度の実態について事例を交えて登録
支援機関としての立場からご説明がありました。
冒頭にネット環境の普及により実習生同士の情報
共有が容易となったことから、少しでも条件の良
い所へ実習生が流れてしまう傾向があり、実習生
の確保が厳しくなってきているとのお話がありま
した。そのため、受入先企業においては待遇につ
いて検討が必要で、受入後のトラブルを避けるた
めにも実習生の見極めは慎重に行う必要があるそ
うです。

また、受入先企業の待遇やコミュニケーション
不足により実習生の失踪に繋がる場合があるそう
です。国土交通省から 7 月 5 日に告示された資
料では、外国人技能実習生のうち建設分野は失踪
者数が分野別で最多となっており、実効性のある
対策が急務であるため、技能実習を行わせる体制
の基準、技能実習生の待遇の基準、技能実習生の
数の基準が制定・公布され令和 2 年 1 月より順
次施行予定となっています。既に受入れを行って
いる企業又は制度の利用を検討される企業につき
ましては、今後法的制約に注意が必要だそうです。

研修の第二部では、3 グループに分かれ座談会
形式で外国人技能実習制度について意見交換会を
行いました。今回の参加者は、既に外国人技能実 第一経理青経塾

Facebook
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【算出方法】
・前期データを100とし、伸び率を算出しています。
・売上高と人件費は1社ごとの各伸び率を算出し、サン
プル数で平均しています。実態をより正確に反映させ
るため、イレギュラーな事象によって異常値が出た数
値及びサンプルは集計から除外しています。

・銀行借入金残高は業種の傾向をより正確に反映させる
ため、それぞれの全社分を合計し、そこから増減率を
計算しています。

・対象となるサンプルは前期・当期両方の数値があるも
ののみを採用しています。

・製造業、建設業、不動産業、卸売・小売業、飲食業、
医療・福祉業以外の業種はサービス業＆その他業種に
集約しています。

伸び率 業種区分 件数 黒字件数割合
売上高 人件費 銀行借入金残高 当期 前期
3% -1% 16% 製造業 11件 55% 64%
12% 4% 8% 建設業 38件 76% 71%
-8% -2% -7% 不動産業 8件 88% 63%
-2% -2% -8% 卸売・小売業 13件 85% 77%
4% 4% -17% 医療・福祉業 5件 80% 80%
0.1% 7% -21% サービス業＆その他業種 27件 70% 81%
4% 3% 5% 全業種合計 102件 75% 74%

業 種 別 景 況 分 析今月の
【5月決算法人】

▶ 次号は6月決算法人の分析です

◆ 製造業では大規模な設備投資があり、数値を押し上げました。

◆ 建設業は全体的に好調な傾向でした。

◆ 医療・福祉業、サービス業＆その他業種では銀行借入金残高

が大きく減少傾向でした。

◆ 医療・福祉業 5 件のうち、4 件が医業です。

今月のコメント

はじめまして、４月に新卒で入社いたしました、
櫻井雄太と申します。

今回は読書の魅力について紹介させて頂きます。
私が思う読書の魅力として挙げられるものの１

つは、１冊の本を読むだけで自分の物事の見方に新
しい視点を加えられることです。

最近読んだ本ですと著者が岸見一郎という方で
「嫌われる勇気」という題名の本なのですが、この
本を購入した理由としましては、題名だけ見てただ
なんとなく面白そうだなという理由で購入しまし
た。

この本の内容はアドラー心理学の「人間の悩み
は、すべて対人関係の悩みである」という考えを対
談形式により学んでいくものになっています。

こ う い っ
た本は今まで
全く読んだこ
とがなく、読
むという選択
肢すらないも
のでした。

しかし、読
み終わった後
には、新しい
知識に触れた
ことで自分の
中に新しい物
事の見方があることに気づきました。こういった出
会いを簡単に起こせるのが、読書の魅力だと私は考
えています。

仕事も日々新しい知識を取り込んでいき、少しで
も早く貢献出来るよう頑張って行こうと思っていま
す。よろしくお願いいたします。

私の

○○
～読書～

池袋事務所

櫻井雄太
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▶労務セミナーのご案内
　働き方改革関連法に伴う
　「就業規則の見直しポイントと実務対応」
・講師　石田　仁氏

　　　　（経営コンサルタント・社会保険労務士）
・日時　11月６日（水）13時半～17時
・会場　東京芸術劇場6F　ミーティングルーム７
・資料代　5,000円
・対象　経営者・経営幹部・人事労務担当者
　就業規則の見直しポイントを詳しく解説します。

▶ＤＤＫＥＴＣカードのご案内
　高速道路利用にあたって、ＵＣカードと提携した法人
専用ＥＴＣカード（高速利用限定）をお薦めします。①
カードごとの月高速利用額に対し割引、②車両名義を問
わない、等のメリットがあります。
経費節減にぜひご活用下さい。
▶小規模共済ご加入のおすすめ
　小規模企業の役員の皆さんの退職金制度です。掛金は
全額課税対象所得から控除、共済金の受取は一時払、分
割払又は一時払と分割払の併用から選択できるなどの特
色があります。
●お申込み・問い合わせは　０３（３９８０）８２９８

一 ・ 一 会 コ

ー

ナ

ー

INFORMATION

ラクビーW杯が開幕した。
今回は、前回大会で強豪の

南アフリカを倒したことと、自国開催ということも
相まって今までにない盛り上がりを見せている。
ラグビーで有名なフレーズといえば ｢ワンフォア
オール、オールフォアワン｣ だ。｢一人は皆のために、
皆は一人のために｣ という意味だ（誤訳という説も
あるが一旦置いておく）。普段、なんとなくいい言
葉だなあと思っているだけだったが、いい機会なの
で少し考えてみた。
｢一人は皆のために｣、こちらは意味もスッと入っ

てくるし、あくまで後者と比べるとではあるが、実
は簡単だと気づいた。難しいのは ｢皆は一人のため
に｣ だ。複数の人間が同じ目的を持ち、同じ対象に、
同じ意識を共有しなければならない。確かにそれが
できれば強い。個性や多様性を大事にと言われるこ
の時代に、こと戦いに関しては同じ思考を持つこと
こそが最強なのだというのは逆説的で面白い。
そうやって考えると、個性を大切にすることは言
うまでもなく大切だが、同じ思考を持つということ
を疎かにしては組織は成り立たないのだなと改めて
ではあるが思った。	 （頑張れ日本）

放言三昧

毎月1回1日発行　2019年10月1日発行　通巻726号　発行人・編集：株式会社第一経理
〒171-0022　東京都豊島区南池袋1-13-2　TEL03（3980）9211　FAX  03（3980）9533
定価：200円（送料含む）　年間購読2,400円（郵送料込み）　印刷所：晋立印刷株式会社

清
し み ず

水 福
ふ く み

実
10月1日入社

（相続・資産税事業部）

永
な が せ

瀬 直
なおゆき

之
10月1日入社
（埼玉支店）

新入社員のご紹介 よろしくお願いいたします

メインテーマ
「激変の時代への挑戦
～夢と誇りをもって魅力あふれる企業をめざそう！～」

●記念講演
　感動のオンリーワン企業を目指して
　　～勇気を与える「あゆみシューズ」が届くまで～
	 徳武産業株式会社
	 代表取締役会長　十

そごう

河　孝男氏

●第一分科会
　設計事務所は敷居が高い !?
 株式会社キッツプラン建築設計事務所
	 代表取締役　荻津　久美氏

●第二分科会
　磨き上げと事業再生
	 タイホー株式会社
	 代表取締役　椎名　敬一氏

●第三分科会
　自分も変わることで従業員も変わる
	 志村工業株式会社　有限会社誠和鉄筋
	 代表取締役　佐々　正和氏
●第四分科会
　会社を継いで７年が経ちました
	 有限会社ティーピーオー
	 代表取締役　早川　慎一郎氏

●第五分科会
　人事労務セミナー　中小企業の働き方改革法への対応
	 社会保険労務士法人第一コンサルティング
	 社会保険労務士　是永　一穂氏

●第六分科会（青経塾）
　高齢者の財産管理の実績と対策
	 司法書士法人第一法務
	 司法書士　後藤　悟氏

※詳細につきましては、
別途郵送しております「第 66 回定例一・一会のご案内」
をご参照ください。

皆様のご参加をお待ちしております。

お申し込みはお済ですか　第66回定例一･一会のご案内


