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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。

コロナ禍を機会に!!
　～新規事業への参入～
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「社会の分断」がよく言われている。ヨーロッパでの
排他主義、経済格差の増大、それらを増大する政策や
政治家の発言など、様々な要素が社会の分断や差別を
助長し拡大させている。さらに新型コロナウイルス感
染症による社会不安やストレスによって、患者や家族、
医療関係者など、あらゆる分野に差別や偏見が拡大し
ている。一方で大坂なおみ選手のように分断や差別に
反対する行動も広がっている。
私の子供が通う学校の先生が「小さい頃は周りに気
を遣う余裕があるが、成長するにつれて自分のことで

精一杯になり、周りに気を遣うことができなくなる」と
おっしゃっていた。子どもたちはそうかもしれない。
でも大人は？自分たちの気持ちの持ち方ひとつで、少
しはこの状況を変えられるのではないだろうか。
今この状況は、多くの人が大変な状況にある。だか
らこそ、少し周りに気を遣うことで、違う景色が見え
てくるのではないだろうか。社会を構成のするのは、
私たち一人ひとりなのだから。そう、1 年前の「ＯＮＥ 
ＴＥＡＭ」を思い出して。

（結）

三〇条の言い分
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コロナ禍を機会に!!
　～新規事業への参入～

会社訪問インタビュー
代表取締役　千葉 優 氏
有限会社 優大建装
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内装屋がダンススクール、
居酒屋と多角化展開

内装業を始めるきっかけは、20 歳のときに知り
合いが経営していた内装屋にお世話になった事で
す。この業界は事務所・設備等初期投資がほとんど
不要なので、25 歳の時に個人事業主として独立し、
32 歳の時に法人化しました。

ダンススクールを始めたのは、息子と娘が習って
いたダンススクールの先生が独立したいと言ってい
たので、独立するのであればスタジオの内装をうち
で全部やりますよと声を掛けた所、先生が一緒にや
りたいという流れになったからです。

居酒屋は、若いころバーテンダーをやっていたの
で、居酒屋をやりたいという願望がありました。内
装業で雇っている外国人実習生の寮を探していた
際、1 階が店舗の物件を見つけ、賃貸では苦情等が
多い過去の経験から物件を購入し、2 階を寮、1 階
を店舗として改装しました。

2014 年にダンススクール、2015 年に居酒屋と立
て続けにオープンしました。どちらも本業とは全く
異なる業界ですが、内装業が縁で繋がりました。

コロナ禍の中パン屋をオープン

今年はコロナ禍で、内装業の 4 月・5 月は 6 割し
か稼働していませんでした。ダンススクールも4月・
5 月はスタジオをクローズし、毎年行っている発表

会も中止しました。居酒屋に至ってはコロナ前に比
べ、売上は半分以下です。もちろん休業も考えまし
たが常連さんの来店があったのでそれは出来ません
でした。昨年、店舗のリニューアルを行い売上が伸
びていた中で、このコロナの影響は大きかったです。

そのような状況の中、居酒屋の常連さんであるパ
ンの製造・販売を行っている会社の社長から、生食
パン専門店を出さないかと誘われました。コロナ禍
においても生食パン業界は売上が安定しているし、
何より本業の内装業を活かせると思いました。一般
に、店舗を始める場合、デザインや設計会社など様々
な業者が関係するため、オープンまでの初期コスト
がある程度発生します。しかしうちの場合、全部自
社で出来るのでそのコストはかからないし、強みで
あるお洒落な内装を訴求すれば、本業の宣伝効果も
期待できるからです。店舗は賃貸として、製造設備
を持たず単純な小売だけとすれば初期投資を抑えら
れローリスクだと思いました。コロナの影響で内装
業の受注が減り、職人を遊ばせるのはもったいない
と思っていた所にパン屋開業の打診があったので、
今しかないと決断しました。

こだわりの生食パン屋「梨
りせん

千」

①こだわりの生食パン
お勧めは黒糖きな粉の生食パンです！タピオカ

人気をヒントに考案・開発しました。ネットで検索
しても他店ではヒットしないので、ここだけのオリ

埼玉県川口市で内装業をされている有限会社　優大建装。本業は内装業

ですが、他にもダンススクールや居酒屋を経営し、今年の7月にはパン

屋もオープンしました。そんなバイタリティ溢れる千葉社長にこれまで

の経緯と今後の展望についてお話を伺ってきました。
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ジナル商品と思っています。
売れ筋はバニラシフォンです！とにかくふわふ

わで、「このふわふわは他には無い」というお客様
の声はとても嬉しいです。

②こだわりの紙袋
競合店の紙袋より絶対良いものにしようと思い、

デザインと質感にこだわりました。購入後も使って
いただけるよう、お店のロゴのみ小さく印字し、普
段使いしてもらえるような工夫をしています。オレ
ンジに黒が梨千のイメージカラーです。

③こだわりの店舗
主婦層をターゲットとしています。敢えて駅前で

はなく駐車スペースを確保出来、駅から離れた場所
を選びました。周りはマンションが建ち、病院がす
ぐ近くにあり、目の前にはバス停がある。お店の前
を通り過ぎるときに目につくような、お洒落な店舗
作りを目指しています。

バイタリティの源泉

最も心配なのは、従業員の行き先です。会社を
潰してしまうと従業員の行先がなくなるのでそれだ
けは避けたいと思っています。だから時間があると
色々と次につながることを考えてしまいます。パン
屋に関しては、季節に合わせた限定商品を投入し、
ハーフサイズにカットしてあるシフォンケーキを

ホール化しました。カットの手が加えられているも
のより、ホールで焼いたものをそのまま貰った方が
嬉しいと思ったからです。他にもシミュレーション
ゴルフ、ダンススクールとカフェを併設など、やり
たいことは沢山あります。思いついたらすぐに実行
するから追いつけないと従業員に言われたことがあ
ります。
湧き上がる豊富なアイデアと、初期投資を最小限

に抑えてリスクを最小化し、機会を最大限活かすこ
とができる行動力が源泉ではないでしょうか。

今後の展望

本業の内装業は利益を追求していきたいと思い
ます。従業員を守るためには本業の内装業は何が
あっても頑張らないといけないので、これからも死
守します。

パン屋に関しては、10 月に春日部店がオープン
しました。11 月には西川口店がオープン予定です。
今後も新店オープンと新商品投入など様々な施策を
継続的に行っていきたいと考えています。

コロナ禍でダンススクールや居酒屋が厳しいの
で、内装業とパン屋が今後のメインと考えていま
す。このような状況でどの業種も影響を受けていま
すが、これからも新たな挑戦をしていきたいと思い
ます。

（北島慎也 / 大城奈緒 / 林真理子）

黒糖きな粉の生食パン

娘さん（左）と店長と共に

店内レイアウトバニラシフォン

【INFORMATION】
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年末調整　
令和２年の留意点

今年も年末調整の時期がやってきました。　　　　　　　　　　
令和２年分の年末調整の主な留意点について解説していきます。

1. 基礎控除額の引上げ
＜旧＞一律 38 万円
＜新＞一律 48 万円
　　　（但し、合計所得金額が 2,400 万円から控除額が逓減、2,500 万円超で控除額がゼロとなります。）

2. 給与所得控除額の見直し
基礎控除額の引上げに対応する形で、給与所得控除額は一律 10 万円引下げ。
＜旧＞ 65 万～ 220 万（年収 1,000 万円上限）
＜新＞ 55 万～ 195 万（年収 850 万円上限）　

3. 扶養親族の判定の見直し
１、２の変更のため各種扶養親族の所得条件が変更となります。変更は図 1 の通りになります。

4. ひとり親控除の新設
近年「未婚のひとり親」の方

が増加していることから、現行
の寡婦（寡夫）控除について見
直しが行われました。変更後の
要件・控除額は図２のようにな
ります。

5. 新様式「マル基配所」の追加
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」通称 

マル基配所 の追加 

図1

記載区分等 改正内容（対象者の合計所得金額の変更）

A 源泉控除対象配偶者 85万円以下→95万円以下
（＊給与所得のみの場合、年収201.6万円以下。）

B 控除対象扶養親族 38万円以下→48万円以下
（＊給与所得のみの場合、年収103万円以下。）

C 障害者、寡婦、
または勤労学生　

勤労学生 … 65万円以下→75万円以下
（＊給与所得のみの場合、年収130万円以下。）

障害者、寡婦（寡夫） … 38万円以下→48万円以下
（＊給与所得のみの場合、年収103万円以下。）

16歳未満の扶養親族
（住民税）

38万円以下→48万円以下
（＊給与所得のみの場合、年収103万円以下。）

図2

令和２年より寡婦控除等の取扱い
ひとり親控除（母親父親問わず） 寡婦控除（寡夫控除は廃止）

生計を一にする子を有する 扶養親族（父母など親族）を有する
＊夫と死別した場合は扶養要件なし

合計所得金額が500万円以下 合計所得金額が500万円以下
事実婚のパートナーがいない 事実婚のパートナーがいない

控除額＝35万円 控除額＝27万円

令和２年分の年末調整は変更点が多いため、注意が必要です。
詳細は第一経理担当者にご相談ください。

※基礎控除額も引上げになるため、給与所得者の方で年
収が850万円以下の方は増税にも減税にもなりません。



板橋区成増の閑静な住宅街で居酒屋を営む「や
きとんドンちゃん」。オープンと同時に常連さん
が暖簾をくぐり賑わう、もつが人気のお店です。
店主の野口三奈さんに、店作りや料理へのこだ
わりについてお話を伺いました。

ちづるがいく

あなたの街の飲食店
ちづるがいく

あなたの街の飲食店

卸問屋直送だからこその鮮度
やきとんドンちゃんは、45年前、父が営む豚肉卸売

業の傍ら暖簾を掲げました。父は毎朝豚肉屠場から新

鮮な豚肉を仕入れており、新鮮な豚肉を美味しく味

わって欲しいと始めたのがきっかけです。その当時は

無かった「ガツ刺し」は新鮮だからこそ出すことができ

ました。これは今でも人気メニューです。

すべて手作り ―先代から引き継ぐ味―
店内で部位別に捌き

串打ちすることはもちろ

ん、タレ・お味噌・にこ

みなど、全て自家製です。

タレ・お味噌は、開店当

初から継ぎ足しながら父

の味を守っています。ま

た当店のにこみはこん

にゃくや野菜は入れず

に、あえてもつだけでお出ししています。このにこみ

は、2019年SARAH JAPAN MENU AWARD 関東煮込み

部門で星3つを獲得しました。

お店を通して輪が広がる
ドンちゃんは、私と母と姉の3人で切り盛りしていま

す。昭和の家庭のような、昔懐かしい味のある暖かな雰

囲気を作っていきたいと思っています。お客様同士、仲

良くなってゴルフに行く方もいらっしゃいます。そん

な風に、お店を通じて輪が広がっていくことが嬉しい

ですね。

これからのこと
コロナウイルスの影響で3月から5月はお店が開け

られない状況が続きました。正直、これからどうしよう

と不安な気持ちでいっぱいでした。しかし6月に入り時

間を短縮しながらも再スタートした際、すぐに顔を出

して下さった常連さんの「やめないで！」という言葉

に、やっぱりお店を続けていきたいと強く思いました。

これからも、お客様と一緒に年を取りながらやってい

けたらと思います。

訪問レポート 
　おすすめのメニューをいただきました。まずはガツ刺しです。コリッサクッと楽しい食感で、噛むほどに旨
味が溢れます。臭みは全く無くとても食べやすいです。次に星 3つを獲得したにこみをいただきました。もつ
がトロトロに煮込まれ、溶けるような味わいです。七味を振りかけるとより一層お酒との相性抜群です。そし
て焼きとん。ドンちゃんの焼きとんは、三奈さんのこだわりで大きめの切り口になっています。継ぎ足しのタ
レで焼かれたジューシーなお肉に、自家製の辛味噌をつけていただきます。
　レトロな雰囲気と BGM が流れる店内は、そこにいるだけで楽しい気持ちになりついつい長居をしてしまい
ました。どこか懐かしさを感じられるドンちゃんで、美味しいもつ料理を是非ご賞味下さい。

やきとんドンちゃんinformation

住　所：東京都板橋区成増 2-36-3 野口ビル 1F
　　　　（有楽町線、副都心線　地下鉄成増駅より徒歩 7分、
　　　　  東武東上線　成増駅より徒歩 10分）
営業時間：17：00～ 23：00（当分の間は22時閉店）
定休日：日曜日、祝日

やきとんと自家製辛子味噌

シールドを
設置しています

筆者おすすめ！手羽餃子

★3つを獲得したにこみ

開店当初からの看板メニューガツ刺し
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帰宅後の老松の日常

その日の夜、帰宅した老松は、自作カレーを食べ
ながら、社労士試験受験のときに使った年金のテキ
ストを読み込んでいた。最近は、食欲の秋というこ
ともあって、カレーを食べた後、最寄り駅前のマッ
クで買い込んだビッグマックをデザートにしてしま
う。炭水化物をしこたま胃に充填したあと、「これ
だけ頭脳労働しているのだから、大丈夫」と気持ち
を切り替えた。テキストには、一般的なことは書い
てあるが、どうやって 5 年も前に発症している奥さ
んの障害年金を請求すればいいのか、どんな書類を
準備すればいいのか皆目見当がつかない。でも、見
当違いの質問を深沢さんにしたら、また叱られそう
だし、とりあえず、スマホで役立ちそうな情報をキー
ワード検索しておくことにし、そのまま眠りに落ち
たのだった。

深沢のアドバイス

次の日、老松は慎重に深沢の空いた時間を見計
らって声を掛けた。深沢は、眼鏡の奥の怜

れ い り

悧な目を
老松に向けて、「何か、質問？」と返事をした。老
松は相手の機嫌がよさそうなことにひとまず安堵
し、先週の成田さんの妻の経緯を伝えた。一通り話

を聞いた深沢は、腕組みをしながら「うーん。普段
の生活を一人でできないほどの病状なら、障害年金
を受給できる可能性は高いね。老松君は障害年金の
事案は初めてだったよね。最初はまず、年金の受給
要件

※注1

を満たすかどうかを調べるの。委任状がデータ
ベースに入っているから、成田さんからサインをも
らって、年金事務所で期間照会をするところから始
めて。それが終わったら、次は、何をすればいいと
思う？障害認定日は初診日からどのくらい？」とや
はり質問攻めにしてくる。老松は、「認定日は初診
日から 1 年半だと思います。病院をいくつか転院し
ているから、複数の病院から診断書を取らなければ
いけないと思います」と昨日スマホで予習した情報
を回答して難を逃れた。「そう。初診の病院と認定
日にかかっていた病院、あと、これはおそらく事後
重症

※注2

になるから、現在かかっている病院のも必要だ
わね。成田さんには5年間の時系列とかかった病院、
その時の生活状況をこのヒアリングシートを使って
聞き取りして。あとは、ここに私が今まで請求した
障害年金の申請書類のコピーがあるから、内容を一
通りみて、とりあえず、成田さんにお願いする事項
と、必要書類を書き出して、今週中に持ってきて」と、
矢継ぎ早に指示をしてくるのだった。

（加藤 深雪）

第一コンサルティング　ホームページ
https://www.daiichi-keiri.co.jp/consulting/

※この物語はフィクションであり、登場人物はすべて架空のものです。

注１　年金制度に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診療を
受けた日があり、保険料を納付していること

注２　障害認定日には、障害の状態にないが、その後症状が重くなって、障害の状態になったこと

新人社労士事件簿老松　凛の
第二話

後　編

連載小説

［前回のあらすじ］

　個人で整骨院を開業している60歳代の成田さんという男性が、新人社労士老松を訪ねてきた。相談

内容は、妻に障害年金が支給されるかどうかということだった。老松は年金に詳しい、同じ部署の社歴

18年になるベテラン女性、深沢に相談することにしたが。。。

解決に向けて次回



【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
-12% -3% 1% 製造業 11 件 55% 64%

-3% 0.5% -8% 建設業 36 件 67% 83%
-20% -8% -6% 不動産業 6 件 33% 100%

-1% 5% 33% 卸売・小売業 11 件 55% 82%
13% 9% 12% サービス業＆その他業種 27 件 67% 78%

-0.4% 3% 1% 全業種合計 91 件 62% 80%

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

◆ 飲食業、医療・福祉業は件数が僅少のため、その他業種に含んでおります。
なお、飲食業の数値としては、やはり売上高の伸び率が大きいマイナス
となっていました。

◆ 引き続き黒字件数割合が全ての業種で減少しています。ただし、不動産
業については前期に売買取引があったことから大きい減少割合となって
おり、コロナ等の外的要因に起因する減少ではありません。

◆ サービス業等では数社において新店舗開設などの投資があり、売上高及
び銀行借入金残高が共に大きく伸びました。

今月のコメント
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私の

○○
～栞～
埼玉事務所

柴田 栞太郎

はじめまして。今年の 4 月に入社致しました柴田
栞太郎と申します。

突然ですが皆様、私の名前を読めますか。大げさ
ではなく一度も、初対面で正確に読まれたことはあ
りません。大学の教授にも読むことを諦められた記
憶があります。

正解は「栞」と書いて「かん」と読みます。なぜ
読みづらい字になったのか知ってもらいたいと思い、
由来を書かせて頂こうかと思います。
「栞」は本に挟むものというイメージが強いと思い

ます。本来は「木の枝を折ったり、削ったりしてで
きた道しるべ」の意味を持ちます。日本では昔、読
んだ本の目印に枝を折って挟んでいたところから、
この行為を「枝折る - しおる -」と呼んでいたため、

「栞」の読みに当てられたと考えられているそうです。
私の名前は「道しるべ」の意味から、「人生に自

分の目標をなくすことなく、人の道しるべになる大
きな人間に育ちますように」という思いを込めて名
付けられました。この思いは生まれた時に両親が色
紙に書いていてくれ、今でも部屋に飾ってあります。

是非、皆様も自分の名前について調べてみてはい
かがでしょうか。新たな発見があるかもしれません。
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INFORMATION

年明け 1月2,3日に行われ
る第 97回箱根駅伝の予選会

が10月17日行われ、本選参加校が出そろった。
予選は500人以上のランナーが一斉にスタートする。

「密」を避けることから、人と人の間隔は左右 2メートル、
前後が1メートルとされた。当然スタートに有利不利が
出てしまう。各校仕方ないと飲んでの開催だった。
この場に臨むまで選手は、通常の練習では手洗い消
毒は当然のこと、スパイクの裏まで消毒をしていた。あ
る大学ではロードの練習中にマスクをして走れと、近所
から怒鳴られたそうだ。色々なことに耐えに耐えて迎え

た予選会、選手たちは思う存分戦えたのだろうか。
我が家の娘は大学のバドミントン部所属だが、いつ

の間にかひっそりと引退となった。このコロナ禍、いつ
の間にか引退となった中学、高校、大学生は多い。節
目の舞台を失い、悔しい思いをしている選手も多いだ
ろう。とにかく選手の人たちには、強くなってと、思わ
ざるを得ない。
毎年正月、箱根駅伝をとても楽しみにしている私と

しては、今年も開催されると知って一安心。テレビ前
からになるが、大いに応援し、涙もしようと思う。

（池）

放言三昧

毎月1回1日発行　2020年11月1日発行　通巻739号　発行人・編集：株式会社第一経理
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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

▶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。
▶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。
▶経営セーフティ共済ご加入を
　経営セーフティ共済とは、取引先に不測の事態が生じ
た際に、掛金総額の10倍の範囲内で、無担保・無保証人・
無利子の貸付が受けられる制度です。掛金は、税法上損
金（法人）または必要経費（個人事業）に算入できます。
▶超特価名刺のご案内
　名刺（100枚）が大変お安く出来上がります。特別価格（1
ケース100枚/税込）モノクロ片面1,100円・両面1,650円、
フルカラー片面1,650円・両面2,310円。ロゴマーク取込
等オプションは別途料金、10ケース以上は送料無料。
●お申込み・問い合わせは　03（3980）8298

茂
も ぎ

木 和
か ず き

希
10月21日入社

（第一コンサルティング）

廣
ひ ろ せ

瀬 将
まさゆき

行
10月5日入社
（池袋支店）

白
しらくら

倉　洋
ひろ

10月26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

メールアドレス変更のお知らせ
このたび当グループの社内システムの変更に伴い、グループ法人（税理士法人第一経理、株式会
社第一経理、司法書士法人第一法務、社会保険労務士法人第一コンサルティング、行政書士法人
第一パートナーズ）のドメインを変更いたしました。
グループ法人の社員メールアドレスも下記のとおり一斉変更となります。
  ◦	 旧メールアドレス：xxxx（各担当者ごと）@daiichi-keiri.co.jp
	 ◦	 新メールアドレス：xxxx（各担当者ごと）@dk-g.com
	
	 ❖	 新メールアドレスは 10月 5日（月）より使用開始となっております。
	 ❖	 当面、旧メールアドレスにお送りいただいたメールは受信できるようになっており
	 	 ますが、	 メールへの返信は、新メールアドレスからとなります。ご了承ください。	

当グループは、税務会計にとどまらない中小企業経営のトータルサポートを再構築するため、社
内に『変わるプロジェクト』を立ち上げました。
今後、急激に変化するお客さまの経営環境を社員一丸となって支援し、これからの時代に求めら
れる組織作りと最新のIT環境整備、次世代を担う若手人材の育成を中心に取り組んでおります。
この度は、その一環として情報共有ツールとシステムを刷新することにいたしました。
今後もお客さまに役立つ様々な取り組みを実施してまいる所存でございます。お手数をおかけし
ますが、何卒ご理解賜りたく存じます。
 第一経理グループ

代表　齋 藤 正 広


