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日付  ：２０１６年１０月１４日（金） 

講演会 ：１６時００分～１７時４５分 

懇親会 ：１８時００分～１９時３０分 

会場  ：ホテルニューオータニ長岡 

会費  ：講演会 無料 

     懇親会 １名様 ２，０００円（税込） 
     ※会費は当日会場にてお受けいたします。 

 

担当：目黒・和田守 

ＴＥＬ：０２５８－３６－２６８５ 

（写真：打ち合わせの様子） 

（写真：右・山田清貴社長さん 左・髙野裕） 

（写真：右・（株）システムス

クエア製品 左・社内の様子） 

 毎年弊社主催で開催しております「スペシャル講演

会」。今年も地元の経営者の皆様に勇気と刺激をお届けし

ます！講演会の詳細が決定し、チラシが完成いたしまし

た。たくさんの方のご参加をお待ちしております。 

 

 ９月２日（金）に、株式会社システムスクエアの山田清

貴社長さんに、弊社の髙野裕がお会いして参りました。社

内や工場の見学、講演会で実際使用するデモ機での実演も

見せていただきました。異物検査機と一言にいっても様々

なスタイルの製品があり、その一つ一つに顧客のニーズが

反映している、という印象でした。当日は、製品のお話だ

けではなく、会社の経営にまつわる貴重な話をしていただ

きます。また、普段目にすることのない異物検査機の実演

もあり、今からとても楽しみです。（金子） 

 「社長、従業員さんへの決算賞与をもう50万円支

払いませんか？」 

 会社の経営判断に１税理士が何を言うかと思われ

てしまう言葉ですが、当然この発言には理由があり

ます。 

 法人税・所得税には、所得拡大促進税制というも

のがあり、大雑把に言うと従業員の方々へのお給料

を増やしたら税額を控除してあげますよという特例

です。 

 例えば、3月決算の場合、平成25年3月期と比べて

1,000万円従業員の給料が増加していると、最大100

万円の税額控除を受けることができます。 

 そして、この特例の要件の一つに「前年比で一人

当りの平均給与が増加」というものがあり、最初の

言葉はこれを達成するためのアドバイスでした。 

 今回の決算で従業員さんに50万円のボーナスを上

乗せすると、法人税が100万円減額されるというわけ

です。 

 今回の特例ですが、「その制度なら知っている

よ」とおっしゃられる方がほとんどです。 

 しかし、制度の概要を知っているだけで、数字に

落とし込み自社にとってどうかまで知らないケース

も多いのです。 

 私自身も、表面を「知っている」だけで、深い所

まで知らない事は沢山あります。 

 あなたが対面しているその課題やお悩み、本当に

「知って」いますか？ 

 

  

毎日暑い日が続きます。暑さ寒さも彼岸までと

いいますからあと少しの我慢でしょうか。 

さて、株式会社や有限会社など会社関係の法律

は旧商法の時代から毎年のように改正が繰り返さ

れてきて平成１８年にはついに会社法という法律

に大改正されました。あれからもう１０年も経つ

んですね。ようやく会社法に基づく各種の手続も

無難にこなせるようになったかと思いましたが、

法務省はまた登記手続きに添付する書類を追加す

るよう商業登記規則を改正してくれました。いわ

ゆる「株主リスト」です。 

会社の重要事項、例えば定款の変更や役員の選

任、募集株式の発行や組織再編等株主総会で決議

を要するものや株主全員の同意を得たうえで必要

な事項を決定してその旨の登記申請をするとき

は、議決権数上位１０名の株主あるいは議決権割

合が３分の２に達するまでの株主、株主全員の同

意が必要な時は全員の住所氏名、所有する株式数

や議決権数を記載した書面を添付しなければなら

なくなります。 

これは平成２８年１０月１日から施行され、１

０月１日より前に株主総会決議をしていた場合で

も、１０月１日以降に登記申請をする場合にはこ

れらの書面の添付が必要とのことです。 

日々、業務に関する法律や規則が改正されてい

きますが、常に最新の情報をお客様に提供してい

けるよう、研鑽に努める所存です。 

 

 「京都市東山知恩院前上ル

一澤帆布製」と縫い込まれた

赤枠のタグで知られる京都の

布製かばんメーカーをご存じ

だろうか。この直営店は京都

で人気のお店なのだ。品質の

良さは定評だ。 

だがこのお店、実は「お家騒

動」の方が有名な店なのだ。

なんと二通の遺言状をめぐっ

て最高裁まで争い、京都のお寺や政財界までも巻き込み、そのうえ

労働争議まで起きた話題のお店だ。そんな我々の仕事がすべてから

んだようなお店にふらっと立ち寄り、そこで買い求めた一品が、毎

日私の愛用している今のカバンだ。 

第３４回 髙野 裕 

 
我が家に 

   眠る宝物 

代表社員  

司法書士   長谷川 幹  

長谷川合同事務所 

司法書士法人 

税理士    

    野澤 和也 

『知っているということ 』 『株主リスト 』 
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 日本政策金融公庫は、香港最大級の国際総合食品見本市「Food Expo 2016」におい

て、「日本政策金融公庫お取引先様向けブース」を８月１１日～１３日の期間で出店

しました。１３社の方にご参加いただき、日本産農産物や加工食品の輸出支援を実施

しました。 

 日本公庫ではお取引先の海外展開を積極的に支援していきます。海外市場の開拓を

ご検討の方は是非お声をかけてください。 

 毎月第１水曜日、パートナーズＰＬＡＺＡ内にて資金繰相談会を行っております。

相談会へのご参加もお待ちしております。 日本政策金融公庫 

  長岡支店 渡貫さん 

朝晩の水やり

が日課です★ 
 

もっさもさ！！ 

未来ユニットさんのお世話のおかげで 

立派なグリーンカーテンができました♪ 

中から見るとこんな感じです♪ 

ｖ 

大収穫です！ 

ご来社のお客様にも 

おすそ分けできました♬ 

７月は夏祭りのイメージで飾られた水風船で

したが、８月はしぼんだ水風船を星空に見た

て、ナイトキャンプとなりました。 



 

 

ど～ら 平成２８年９月１０日号 ６ ５ ど～ら 平成２８年７月１０日号 

薬局業務をはじめ、在宅医療を中心とした「医薬介護を

融合した地域包括ケアシステム」の構築に取り組んでいる

「メディック太陽グループのチカラ」について上村宏社長さ

んにお話を伺います。  （写真右：メディック太陽グループ 上村 宏社長さん） 

お知らせ 

※長岡ケーブルテレビの11chにて放送中 

「ｎａｇａｏｋａ発！企業のチカラ」 

    日曜日  ２３時３０分～  

放送日 金曜日   ８時３０分～ １２時００分～ １７時３０分～ 

         ２０時３０分～ ２４時３０分～    

（写真：ＦＭ放送収録風景 星野 徹 ） 

出演：星野 徹 

出演：稲田 千恵子 

出演：髙野 裕 

出演：江部 誠一 

ＦＭゆきぐに 
燕三条エフエム 

「ＦＭワンポイント通信」 

長 

岡 

新 

聞 

今月のひとこと 
 まだまだ暑い日が続いていますが朝晩はだいぶ涼しくなり

秋めいてきましたね。車から降りると屋内へダッシュしてい

たあの頃に比べ、景色を見渡せる余裕も出てきました。昼で

も夜でも空を見るのが好きなのですが、秋の空は特に美しく

て好きです。高い空や雲を見ていると何だか心が柔らかくな

るような気がします。（小西） 

毎月一回(第３火曜日) 

長岡新聞にて、藤井英雄税理士のコラ

ム「虫の眼鳥の眼」が好評連載中です。  

第４３回目の内容は、「五感の自覚」。

第一印象で大きな影響を受ける視界。暗

闇体験によって改めて自覚した五感感

覚。便利な環境で働かなくなっていた五

感を意識してみると視点が変わり視野も

ぐっと広がってくるかもしれませんね。。 

次回は９月２７日（火）、１０月１８日（火）

に掲載予定です。お楽しみに。 

※ホームページにて掲載中 ＜ http://www.3d-m.jp/＞ ☞ 

「勝組企業の情報収集！ Ｑ＆Ａ」 

労 務  
  「会社の合併による社会保険等の 

               注意点」 

税 務  
 「役員の病気療養のために 

      一定期間の役員給与の減額」  

法 務  

 「おみこしの注意点」 

  放送日 

 ●ＦＭながおか 毎週水曜 ８時０５分～、１７時５２分～●燕三条エフエム 毎週水曜 ８時０５分～ 
                             （ラヂオは～と） 
 ●ＦＭゆきぐに 毎週水曜 ８時１２分～        ●エフエム魚沼  毎週水曜 ８時２０分～ 

         

 ９月１４日  「Ｐ’ｓＰ（パートナーズプロジェクト）のコーナー」 

 ９月２１日  「第３４７号 贈与をお考えならお早めに！」 

 ９月２８日  「髙野裕社長のヒロキ心で見渡せばの時間」 

１０月 ５日  「第３４８号 経営力向上計画作成 認定！！」 

 
※「Ｐ’ｓＰ（パートナーズプロジェクト）のコーナー」は、各専門家によるフリートークです 
  

  

 長岡市立中央図書館２階美術センターにて、髙野裕が参

加する写真展が行われました。８／１２（金）～１８

（木）の期間、約３０点の髙野の作品が展示されておりま

した。テーマが「水」となっており、暑い夏に涼しい気分

になれました。毎年開催しているようですので、来年は皆

様も足を運んでみてはいかがでしょうか。（金子） 

写真 

まだかな 
 まだかな～♪ 

 今回はBBQ大会の準備と並行しての実施となり、掃除に参

加いただける人数に限りがあったものの皆様の協力により、

スムーズに作業を進めることができました。大清掃の都度

「日々の整理整頓が重要！！」と思うのですが、すぐに忘れ

てしまいます。反省せねば・・・・（佐藤） 

 今年も無事にＢＢＱ大会を終えることができました。今

年のテーマは「世界」でした。スペイン料理のパエリア

があったり、恒例のお好み焼き＆焼きそばももちろんあ

りました！楽しんで頂けましたでしょうか？お好み焼き

のプロであります小川様、料理を作って頂いた方を始め

とするお手伝い頂いた方、ご参加頂きました皆様、本当

にありがとうございました。（笠原） 

８月生まれの皆さんをお祝い♡ 

おめでとうございま～す♡ 

みんな大きくなったね！ 

社内もピカピカになりました☆ 

http://www.3d-m.jp/

