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　2019年10月1日より消費税が10％に上げられることが決定いたしました。前回
平成26年の8％への引き上げ時と同様に特例措置もあり、さらに今回は初めての
軽減税率導入、また、経過措置期間を経てインボイス制度の導入と変更点が多く、
注意が必要となります。
　あらためてご連絡いたしますが、弊社顧問先の皆様を対象に、平成31年3月20
日午後に香川県社会福祉総合センターにて消費税引き上げに関する講習会を開
催する予定です。みなさま、是非ご参加いただけるよう、お待ち申し上げます。

消費税講習会を
行います
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税理士法人共同経営センター

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

CO N T E N T S

◆会計の情報からわかること！
◆専門家集団として
◆非上場株式等についての
　贈与税・相続税の納税猶予・免除（事業承継税制）について
◆「株式会社 山地緑地化センター“Green shop Yamaji”」
◆B／S、P／Lから3.1.3を読む
◆移転しました「活魚料理 あきやま」
◆ご紹介「有限会社 創樹」「株式会社 ファルチェ」
◆顧問先紹介「株式会社マリエ・ア・ラ・モード」
◆消費税講習会を行います
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　株式会社マリエ・ア・ラ・モードは、平成30年に創業50周年

を迎えられました。「お客様に寄り添い、ライフスタイルを一

緒にデザインしていくこと」を使命と考え、美容から衣装、ブ

ライダルのプロデュースなど幅広く事業展開されています。

　事業の始まりは、創業者の藤村幸三さんが昭和43年に

観音寺市昭和町で始めた理容室でした。理容室の中に美容

室も営業することでお客様の幅を広げ、ホテルの婚礼の美

容室の指定業者になったことから発展し、貸衣装も手がけ

ました。今では、ブライダル・成人式などワンストップで対

応できます。

　藤村さんとお話をしていると、発想が豊かで柔軟。ご自分

の事業をとても楽しそうにお話されるので、引き込まれてし

まいます。

　「自分は運が良かった。もうダメかと思う瞬間に、いつも誰

かが助けてくれた。」「失敗をする人は、常に失敗ばかりを繰

り返します。成功する人は、その失敗をひとつずつ取り除いて

いくので、結果、成功だけが残るのです。」と、これまでの事

業展開を様々なエピソードを交えてお話くださいました。

　仕事に対して、当然ながら厳しい考えをお持ちです。「み

んな『一生懸命』働いています。しかし、それぞれ力を入れ

「株式会社マリエ・ア・ラ・モード」

顧問先紹介顧問先紹介
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る場所が違うので、結果

として評価に違いが生じ

ます。他人に評価されて

こそ本物であり、それは

人が見ていても見ていな

くても同じである必要が

あります。」

　「仕事には『意義』があります。地元や地域、社会、人間

関係すべてにおいて『存在する価値があるかどうか』、また、

『なくてはならない存在』であることは非常に重要です。そ

のためには日々努力の積み重ねに尽きます。」

　「大業を成し遂げたのではなく、小さな、そして誰にでも

できることを誰にも負けないほど続けてきました。地道にコ

ツコツ積み上げていく作業の連続です。それが、今ここにあ

る結果なのです。」

　「失敗を恐れず、しかし楽しみながら創意工夫をすること

が成長であり、人も会社も輝きを増していくのではないで

しょうか。」これからのマリエ・ア・ラ・モードの進むべき道

を照らす言葉が印象的で、従業員の皆さんとともに、お客様

に寄り添って進んでいかれるのだと確信しました。
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　税務申告書は税法によってその作成が義務づけら
れ、税理士が財務会計に拠り作成します。その財務会
計は正確な報告をすることであり、その正確さが重要
な価値となります。正確な情報は、現在の技術水準で
は、巡回監査のうえ月次決算を行なうことにより実現
します。正確な月次決算を、前期比及び予算比を算定
し、クライアントに分かりやすく説明します。
　一方で、管理会計は、会計情報による将来の経営を
決定するために必要となる情報を扱います。さまざま
な情報をもった数値に日々接している税理士は、「現
状」だけでなく「将来」に対しても役に立つ情報をつ
くります。たとえば新たな投資を行なうことで、損益
計算書や貸借対照表がどのように変化するのか、
キャッシュフローに問題はないのか、税制上の優遇措
置はないのか。このようなことを数値に表し、将来の
事業計画をシミュレーションすることで新しい情報を
つくり、今までにない価値を創出します。
　これからもクライアントにとって有効な新しい情報
をタイムリーに提供できるよう努めてまいります。

専門家集団として

　ファルチェでは和菊、洋菊あわせて100種類ほど栽培し
ています。
　菊は古くから日本人に愛されてきました。社長はこの文
化を大切に思い、一輪一輪大切に育てているのでファル
チェの菊は香り、鮮度が良く、簡単なお手入れで3週間ほ
ど楽しめます。
　ご注文からお届けまで柔軟に対応できるので常に新鮮
な菊をお届けいたします。アクセスをお待ちしております。

株式会社 ファルチェ

株式会社ファルチェ
香川県丸亀市綾歌町栗熊東12-2
TEL/FAX：0877-86-1220
https://www.rakuten.co.jp/falce/
http://hanavi-gift.com/

　自分たちの手で丁寧に創った樹を皆さんにお届けし
たい。
　観賞用オリーブをいち早く始めた有限会社　創樹。
　国分寺で作られた国産オリーブをもとに加工品にもそ
の想いを注ぎ込んでいます。世界に通用する国産オリーブ
オイルは繊細で奥行きがあります。
　こだわりをもって創られた商品が気になられた方はＨＰ
をご覧ください。

有限会社 創樹 ＳＯＵＪＵ

　活魚料理の老舗「あきやま」が、平成30年4月に朝日町の県立中
央病院の前に移転オープンしました。
　新鮮な魚介類を使ったランチもお値頃価格で評判ですが、お薦
めしたいのは、夜の食事です。その日の朝に市場で店主自ら仕入
れた旬の魚介類が、一番おいしい食べ方で調理されます。刺身・煮
つけ・揚げ物・その他の一品料理…美味しいこと間違いなしです。

活魚料理　あきやま

活魚料理　あきやま
香川県高松市朝日町2丁目8番1号 TEL 087-821-7253
営業時間　昼／平日のみ（月曜～金曜）11:00～13:30（日替わりランチのみ）
　　　　　夜／月曜～土曜（日曜定休）17:00～21:30（ラストオーダー21:00）
　　　　　※但し、月曜祝日の場合は日曜営業、月曜休み。
駐車場6台　個室あり
     
     

ご紹介

移転しました

　税理士法人共同経営センターは、税理士登録者が平成28年に2名、平成30年に1名増え、現在、
常勤税理士5名、非常勤税理士2名の税理士7名体制となっております。また、社労士も含め、事
務所全体として、それぞれが専門家として仕事をするべく研鑽を積んでおります。新しい力を得
る一方で、専門的知識と経験を要する案件に対応する機会が多くなり、みなさまの期待の大きさ
を感じる近年でもあります。職員一同、みなさまのご期待に添えますよう、日々精進を続ける所存
でおります。これからも、何卒よろしくお願いいたします。

会計の情報から
わかること！

明けましておめでとうございます

有限会社 創樹 ＳＯＵＪＵ
香川県高松市国分寺町新居1964-５
TEL 087-813-8387　
http://souju.co.jp/
info@souju.co.jp

　会席のコースも3,000円からあります。是非、夜の「活魚料
理あきやま」も楽しんでみてください。
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非上場株式等についての
贈与税・相続税の納税猶予・免除（事業承継税制）について
非上場株式等についての
贈与税・相続税の納税猶予・免除（事業承継税制）について
平成30年1月1日以後に行われた非上場株式等の贈与又は相続について特例
措置が創設されました。
○事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等
を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定
の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税、相続税の納付が
免除される制度です。

事前の計画策定等

適用期限

対象株数

納税猶予割合

承継パターン

雇用確保要件

相続時精算課税の適用

特例措置

５年以内の特例承継計画の提出

10年以内の贈与・相続等

全株式

100％

複数の株主から最大３人の後継者

弾力化

あり

一般措置

不要

なし

総株式数の最大３分の２まで

贈与：100％相続：80％

複数の株主から１人の後継者

なし

後継者

中小企業者である会社の
株式等の相続・贈与

贈与税・相続税の
申告期限

後継者の死亡等

贈与税・相続税の納税が猶予 贈与税・相続税の免除　　

（参考）特例措置と一般措置の比較

事業の継続が困難な事由が
生じた場合の免除

承継後５年間
平均8割の雇用維持が必要

60歳以上の者から
20歳以上の者への贈与

60歳以上の者から20歳以
上の推定相続人・孫への贈与

○平成３０年度税制改正では、この事業承継税制について、これまでの措置（以下「一般措置」とい
います。）に加え、１０年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限（総株式数の
最大３分の２まで）の撤廃や、納税猶予割合の引上げ（８０％から１００％）等がされた特例措置（以下
「特例措置」といいます。）が創設されました。

先代経営者

都道府県知事の認定など



TKC経営指標（H30年版）全企業240,490件（平均従事員数13.7名）の平均の貸借対
照表（B／S）と損益計算書（P／L）です。

B/SとP/Lから3つの経営指標を計算します。
まず第一に総資本経常利益率は、利益7とB/Sの資産合計191との
比率は3％となり、100万円投資したら3万円の利益となっています。

第三に売上高経常利益率は、利益7と売上225との比率は3％となり、
100万円売り上げたら3万円の利益となっています。

参考までに、全企業の平均は上記の①3．②1．③3ですが、全企業の内、53％が黒字企業です。
この黒字企業の総資本経常利益率は5％、総資本回転率は1回転、売上高経常利益率は5％です。

B／S、P／Lから3.1.3を読むB／S、P／Lから3.1.3を読む

　売　　　上
　原　　　価
　売上総利益
　販 ・ 一 般
　営 業 利 益
　営業外損益
　経 常 利 益

　負　  債
　純資産

128
63
191

191
　
191

資　  産 225
157
68
62
6
1
7

①総資本経常利益率
7
191

②総資本回転率 225
191＝1
 

＝3
 

③売上高経常利益率 7
225＝3 

第二に総資本回転率は、売上225とB/Sの資産合計191との比率は
1回転となり、 100万円投資したら売上100万円となっています。

P／LB／S （単位：百万円）（単位：百万円）
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株式会社　山地緑化センター
植木屋さんのガーデンショップ“Green Shop Yamaji”

“Green Shop  Yamaji”は季節の花苗や
樹木・観葉植物、園芸用品などを幅広く取
扱っています。
　今、お薦めしたいのが「ギャザリング」で
す。根付きの植物を花束のように組合わせ
て植えこむので、最初から豪華で華やか、
そして繊細な美しさを表現します。

　お客様に合わせて、お客様と対話しながら、それぞれのオンリーワンをプロの手
で作り出します。
　ご注文は、店頭もしくは電話でお問い合わせください。フェイスブックやインスタグ
ラムも併せてご覧ください。

株式会社　山地緑化センター
植木屋さんのガーデンショップ“Green Shop Yamaji”
香川県高松市鬼無町鬼無718-1　TEL 087-881-0841 http://www.yamaji28.com
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務所全体として、それぞれが専門家として仕事をするべく研鑽を積んでおります。新しい力を得
る一方で、専門的知識と経験を要する案件に対応する機会が多くなり、みなさまの期待の大きさ
を感じる近年でもあります。職員一同、みなさまのご期待に添えますよう、日々精進を続ける所存
でおります。これからも、何卒よろしくお願いいたします。

会計の情報から
わかること！

明けましておめでとうございます

有限会社 創樹 ＳＯＵＪＵ
香川県高松市国分寺町新居1964-５
TEL 087-813-8387　
http://souju.co.jp/
info@souju.co.jp

　会席のコースも3,000円からあります。是非、夜の「活魚料
理あきやま」も楽しんでみてください。




