
NEWS

共同経営センターニュース2017年1月発行 新年号

2017年1月発行 新年号

NEWS

1
Jan u a r y

2 0 1 7

共同経営センター

共同経営センター

事務所の創立に思いを馳せると、私達の経営理念は、「“納税者の立場に立つ”ということをいつも心がけていると分かって
くれますよ」という、労苦を惜しまず税理士として生きてきた斯界の先達のあの笑顔から出るこの一言に尽きます。

1.私達は、納税者が納得して納税できる公平な税制の実現を目指します。
2.私達は、顧問先企業者が経営判断に必要とする情報を提供します。
3.私達は、顧問先企業者が「心から語り合える」相談相手になれるように努めます。
4.私達は、研鑽に努め自ら成長し、誠実な専門家集団を目指します。

経 営 理 念

CONT ENT S

◆会計の活用場面
◆決算検討会は進化し続けます／講師・講演活動のご紹介
◆高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例
◆ウエルネス「やな川うどん」「根っこ」
JA金融法務への寄稿
◆顧問先紹介「医療法人共生会 井上整形外科クリニック」
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　井上整形外科クリニックは、整形外科医である井上由文（よしふみ）先生が平成2年に川之江市（現四国中央
市）に開業されました。
　井上先生は、整形外科医ですが、東洋医学とスポーツ医学の専門医でもあります。開業以前、大きな病院の勤務
医をされていた当時から、西洋医学による治療と東洋医学を併用することで、患者さんにより良い医療を提供でき
るのではないかとお考えでした。そこで、開業した医院では、整形外科の診察を受けた患者さんで必要のある方は
鍼灸治療を受けられるようにし、お薬についても漢方の処方もされています。
　また、スポーツ医学の専門医であることから、地元の川之江高校野球部のスポーツドクターを長年務められてい
ます。甲子園出場経験もある古豪で、待合にある記念品からは先生の地域に根付いた専門医としての活動がうかが
えました。
　このように『地域のお医者さん』として信頼を集めるとともに、現在では、徳島県の祖谷や池田、阿南などから
通っている患者さんもいらっしゃいます。
　平成28年から新しい取り組みも始めています。鍼灸治療は、従来は肩・腰・膝に対するもののみでしたが、水
曜日の午後のみ、予約制にて患者さん一人一人の身体の状態にあわせた個別治療を行っています。全身のバランス
を整えることで、様々な症状を軽減できるそうです。患者さんに好評で、現在、数か月の予約待ちの状態とのこと
です。
　西洋医学と東洋医学の融合で患者さんにより良い医療を提供する、という理想を実現するために開業した医院
は、25年を超えて、新しい取り組みもしながら日々進化しています。

医療法人共生会 井上整形外科クリニック
〒799-0112 愛媛県四国中央市金生町山田井1223
TEL 0896-58-8700　FAX 0896-58-8702

新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。

医療法人共生会 井上整形外科クリニック

Client Introduction顧問先紹介顧問先紹介



会計の活用場面

明けましておめでとうございます

代表社員税理士　泉 保   繁 美

A  H A P P Y  N E W  Y E A R
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　「やな川うどん」は、昭和2年創業の老舗のうどん屋さんで
す。本店は風情ある観音寺の旧街道に面しており、2代目で
あるお父様と、息子さん二人で老舗の味を守っています。
　地元伊吹島のイリコ、香川県産の醤油、そして北海道の
昆布と素材にこだわった、あっさりしただしが特徴です。
そして、そのだしのよく絡む細めんが美味しさをより引き
立てます。かき玉のようなふわっとした卵が食欲をそそる
「卵とじうどん」がおすすめです。

　JA金融法務10月号（刊行：経済法令研究会）に「農業者の現状把握のために
知っておきたい農業簿記の基礎」という表題にて弊社代表社員税理士泉保繁美が寄
稿いたしました。
　国による「日本再興戦略」に2020年までに法人経営体数を50,000法人にする
ことが明記され、また、現行の農業共済制度から収入保険制度への移行が行われる
中で、青色申告をしていることが要件になるという流れから「農業簿記」への注目
は非常に高くなっています。
　農業簿記は、基本的には通常の複式簿記と同じルールに従いますが、生物（植
物・動物）を相手にしており、国の政策等に関係する補助金等もが多いことなどか
ら処理の方法や表示が他の産業と異なる場合があります。また、農業経営基盤強化
準備金や集落営農における従事分量配当金など処理に慎重を求められるものも多く
あります。
　正規の農業簿記に従って記帳・決算を行うことで、農業経営を計数管理できるよ
うになり、農業経営の発展にも資することができるものと考えております。

　「根っこ」は、高松市内に３店舗あります。いりこベース
だしの、讃岐うどんらしいうどんがいただけます。
　「いつものかけうどん」に飽きたときは、少し変わったメ
ニューはいかがでしょうか。
　おすすめは、「和風玉カレー」。カレーは注文後に小鍋で
だしとカレー粉などを合わせて作ります。とろみをつけ、溶
き卵を流しいれ、軽く火が通ったら完成です。ふわふわの卵
とカレーが最高の組み合わせです。
　その他にも、店舗ごとに特別メニューを開発しています。
店舗ごとにそれぞれ楽しみが待っています。
　基本的に年中無休です（1月1,2日はお休み）。

やな川うどん

JA金融法務への寄稿

根っこ

〒760-0080 高松市木太町4062-5
ＴＥＬ 087-866-6545 営業時間 7：00～16：00

木太町本店

〒761-0450 高松市三谷町270-1
ＴＥＬ 087-888-0448 営業時間 7：00～17：00

三　谷　店

〒761-8021 高松市鬼無町是竹176‐1
ＴＥＬ 087-882-1150 営業時間 7：00～16：00

鬼　無　店

〒768-0013
香川県観音寺市村黒町228-1
TEL 0875-25-6718

村黒店

営業時間　10：00～20：00
定 休 日　木曜日

〒768-0060
香川県観音寺市観音寺町甲2814
TEL 0875-25-3846

本店

営業時間　8：00～18：00
定 休 日　木曜日

wellnessウエルネスウエルネス

　管理会計の活用について述べてみます。

　企業の事業年度末に決算が締まりますと、それに基

づいて確定申告書が作成されます。財務会計はここで

一区切りですが、管理会計の活用場面として、依頼に

より決算検討会を開きます。その検討会では決算書の

経営分析をして、それらの計数を踏まえ事業計画書の

作成とその評価が行なわれます。事業計画書には経営

者の性格がよく現れるものです。若い後継者が決算検

討会で自ら立案した事業計画書を企業の関係者を前

に、堂々と発表する姿は見ていて頼もしい限りです。

　親の世代の体感的に数字に強い経営者は猛烈に働

き、その働く背を見て家族や従業員も仕事をしてきま

した。後継者である息子の世代はパソコンを見事に使

い、計数処理をして従業員に伝え、労働生産性を高め

ます。その経営成果は月次で前年比と共に予算比で示

され、自分が立案した計画を達成していくのです。

　会計を通して、企業の発展とともに計数管理のでき

る若き経営者に成長していく様子を見守れるのは、職

業会計人としてのやりがいにつながります。
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決算検討会は進化し続けます
　決算検討会の内容は、その経営体ごとに異なります。
　決算書の数字そのものに触れることの少なかった経営者とは、まずは
経営の数字についてじっくり話し合い、経営の強みや課題を発見していき
ます。
　そして、これまで弊社の行ってきた決算検討会の多くは、法人成り以来の
経営の推移と現在の試算表から、経営の現状を捉えるというものでした。
　このような取り組みの中で、今後の事業計画についての検討が重要で
あると考えるようになりました。事業計画を立て、これからの5年間どのよ
うな経営をするのか、新規投資があれば損益とともに資金面を含んだ計
画を立て、経営者若しくはその後継者が参加者の前で発表する。その事
業についての資金や補助制度の有無などについて、参加していただいて
いる様々な関係者の方々と直接意見交換を行う。そのような検討会に少
しずつ形を変えています。
　会社の経営が常にイノベーションを起こしながら進化するように、決算
検討会もその経営体が必要としていることにより、形を変えていきます。
それを続けていくことで、数字という共通言語を通じて、様々な関係者と
経営課題を検討できるようになります。その橋渡し役を担えればと考えて
おります。

講師・講演活動のご紹介
　共同経営センターでは、毎年様々な講師・講演活動を行っております。
　昨年は以下のとおり活動を行い、皆様よりご高評を頂きました。
　社会福祉法人においては新たな会計基準が施行され、現場の業務に
おける会計の重要性が増しています。また農業分野においても法人化の
増加に伴い、業績を的確に把握するため農業簿記の知識が求められてい
ます。
　会計の基礎から経営に役立つ会計の知識まで幅広くお伝えし、皆様の
業務の一助になれるよう励んでいます。

んだ計
の事
だいて
会に少

決算
ます。
係者と
考えて

1.香川県農業共済組合様
　研修内容：農業会計の役割と農業簿記
　研修期間：平成28年7月26日～平成28年8月16日（4日間）
　講師担当：泉保繁美、田中和幸、萩内美里、原ゆきこ

2.社会福祉会計簿記初級・中級・上級講座
　研修内容：社会福祉会計簿記
　研修期間：平成28年8月5日～平成28年11月18日（7日間）
　講師担当：田中和幸、萩内美里

3.香川県立農業大学校様
　研修内容：農業簿記
　研修期間：平成28年11月28日～12月19日（4日間）
　講師担当：泉保繁美、田中和幸、萩内美里

4.農林中央金庫様
　研修内容：財務分析と事業計画 
　研修期間：平成28年7月20日
　講師担当：田中和幸

5.一般社団法人徳島健康サポート様
　研修内容：社内研修会 財務分析と会計の基礎
　研修期間：平成28年10月23日
　講師担当：田中和幸

〈講師実績〉

1.香川県・一般社団法人香川県農業会議様
　講演内容：農業法人化セミナー
　　　　　  「農業の法人化における税務の実際と経営の発展のために」
　講 演 日：平成28年8月16日
　講師担当：泉保繁美、原ゆきこ

2.農林水産省生産局技術普及課様
　講演内容：農業革新支援専門員全国ネットワーク会議
　　　　　  基調講演 「農業経営への支援について」
　講 演 日：平成28年12月5日
　講師担当：泉保繁美

〈講演実績〉
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　事業者が、本則課税の適用期間中に、高額特定資産（注1）の仕入等を行った場合には、当該高額特定資産の
仕入等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入等の日の属する課税期間の初日以
後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、小規模事業者に係る納税義務の免除及び
簡易課税制度は適用することができないこととなりました。
（注1）高額特定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れに係る支払い対価の額（税抜き）が1,000万円以上の棚卸資産又は調整
　　  対象固定資産をいいます。

　高額特定資産を自己建設する場合には、自己建設高額特定資産(注2)の建設に要した仕入等の支払対価の額
（本則課税の適用期間中に行った原材料費及び経費にかかるものに限り、消費税相当額は除くものとします。）の
累計額が1,000万円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から、自己建設高額特定資産の建設等が
完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、小
規模事業者に係る納税義務の免除の特例及び簡易課税制度は適用することができないこととなりました。
（注2）自己建設高額特定資産とは、他の者との契約に基づき、又はその事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として、自ら建
　　  設等をした高額特定資産をいいます。

高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例

取得した場合

自己建設の場合

　平成28年4月1日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に適用されます。

適用開始時期

　平成27年12月31日までに締結した契約に基づき、平成28年4月1日以後に高額特定資産の仕入れ等を
行った場合には、上記の特例は適用されません。

経過措置

具

体

例

具

体

例

x1.4.1

課税事業者
課税売上高
1,000万円以下

課税事業者
課税売上高
1,000万円以下

課税事業者 課税事業者

x2.4.1 x3.4.1 x4.4.1 x5.4.1 x6.4.1 x7.4.1

高額特定資産
の取得

事業者免除点制度の
適用制限期間

簡易課税制度選択届出書を
提出できない期間

x1.4.1

課税事業者
課税売上高
1,000万円以下

課税事業者
課税売上高
1,000万円以下

課税事業者 課税事業者 課税事業者 課税事業者

x2.4.1 x3.4.1 x4.4.1 x5.4.1 x6.4.1 x7.4.1

建設等に要した
費用の累計額が
1,000万円以上 事業者免除点制度の適用制限期間

自己建設高額特定資産の建設等が完了した日

簡易課税制度選択届出書を提出できない期間
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〒761-8021 高松市鬼無町是竹176‐1
ＴＥＬ 087-882-1150 営業時間 7：00～16：00

鬼　無　店

〒768-0013
香川県観音寺市村黒町228-1
TEL 0875-25-6718

村黒店

営業時間　10：00～20：00
定 休 日　木曜日

〒768-0060
香川県観音寺市観音寺町甲2814
TEL 0875-25-3846

本店

営業時間　8：00～18：00
定 休 日　木曜日

wellnessウエルネスウエルネス

　管理会計の活用について述べてみます。

　企業の事業年度末に決算が締まりますと、それに基

づいて確定申告書が作成されます。財務会計はここで

一区切りですが、管理会計の活用場面として、依頼に

より決算検討会を開きます。その検討会では決算書の

経営分析をして、それらの計数を踏まえ事業計画書の

作成とその評価が行なわれます。事業計画書には経営

者の性格がよく現れるものです。若い後継者が決算検

討会で自ら立案した事業計画書を企業の関係者を前

に、堂々と発表する姿は見ていて頼もしい限りです。

　親の世代の体感的に数字に強い経営者は猛烈に働

き、その働く背を見て家族や従業員も仕事をしてきま

した。後継者である息子の世代はパソコンを見事に使

い、計数処理をして従業員に伝え、労働生産性を高め

ます。その経営成果は月次で前年比と共に予算比で示

され、自分が立案した計画を達成していくのです。

　会計を通して、企業の発展とともに計数管理のでき

る若き経営者に成長していく様子を見守れるのは、職

業会計人としてのやりがいにつながります。
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▲ 和風玉カレー
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共同経営センター

共同経営センター

事務所の創立に思いを馳せると、私達の経営理念は、「“納税者の立場に立つ”ということをいつも心がけていると分かって
くれますよ」という、労苦を惜しまず税理士として生きてきた斯界の先達のあの笑顔から出るこの一言に尽きます。

1.私達は、納税者が納得して納税できる公平な税制の実現を目指します。
2.私達は、顧問先企業者が経営判断に必要とする情報を提供します。
3.私達は、顧問先企業者が「心から語り合える」相談相手になれるように努めます。
4.私達は、研鑽に努め自ら成長し、誠実な専門家集団を目指します。

経 営 理 念

CONT ENT S

◆会計の活用場面
◆決算検討会は進化し続けます／講師・講演活動のご紹介
◆高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例
◆ウエルネス「やな川うどん」「根っこ」
JA金融法務への寄稿
◆顧問先紹介「医療法人共生会 井上整形外科クリニック」
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共同経営センター
〒760-0014
香川県高松市昭和町二丁目14番17号 昭和町ビル
tel.087-833-6006（代） fax.087-833-6099

昭和町駅

共同経営
センター

瀬戸内海放送

ミニストップ
TSUTAYA

紫雲中学校

高松市
中央図書館 香川大学

教育学部

香川大学
経済学部

紫雲町
ステージワン

ジョイフル

　井上整形外科クリニックは、整形外科医である井上由文（よしふみ）先生が平成2年に川之江市（現四国中央
市）に開業されました。
　井上先生は、整形外科医ですが、東洋医学とスポーツ医学の専門医でもあります。開業以前、大きな病院の勤務
医をされていた当時から、西洋医学による治療と東洋医学を併用することで、患者さんにより良い医療を提供でき
るのではないかとお考えでした。そこで、開業した医院では、整形外科の診察を受けた患者さんで必要のある方は
鍼灸治療を受けられるようにし、お薬についても漢方の処方もされています。
　また、スポーツ医学の専門医であることから、地元の川之江高校野球部のスポーツドクターを長年務められてい
ます。甲子園出場経験もある古豪で、待合にある記念品からは先生の地域に根付いた専門医としての活動がうかが
えました。
　このように『地域のお医者さん』として信頼を集めるとともに、現在では、徳島県の祖谷や池田、阿南などから
通っている患者さんもいらっしゃいます。
　平成28年から新しい取り組みも始めています。鍼灸治療は、従来は肩・腰・膝に対するもののみでしたが、水
曜日の午後のみ、予約制にて患者さん一人一人の身体の状態にあわせた個別治療を行っています。全身のバランス
を整えることで、様々な症状を軽減できるそうです。患者さんに好評で、現在、数か月の予約待ちの状態とのこと
です。
　西洋医学と東洋医学の融合で患者さんにより良い医療を提供する、という理想を実現するために開業した医院
は、25年を超えて、新しい取り組みもしながら日々進化しています。

医療法人共生会 井上整形外科クリニック
〒799-0112 愛媛県四国中央市金生町山田井1223
TEL 0896-58-8700　FAX 0896-58-8702

新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。

医療法人共生会 井上整形外科クリニック

Client Introduction顧問先紹介顧問先紹介


