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日本ハムの大谷選手が来年からのメジャーリーグ挑戦するようです。メジャー
リーグには２５歳未満の選手と契約する際に契約金の制限があり、あと１年待って
再来年移籍すると２００億円を超える契約金になる可能性もあるそうです。一昨年
黒田投手も巨額の年棒を断って広島カープに移籍しましたが、あと１年待てば巨額
の契約金が手に入るのにそれを待たずに移籍を決断した大谷選手にメジャーリーグ
関係者は、びっくりしたそうです。
その人の適正な報酬額は、市場で決められると思うのですが、企業の役員は、税
金の面で待ったをかけられることがあります。不相当に高額な役員への報酬は、経
費算入に制限がかけられます。
少し前に話題になりましたが、沖縄の酒造メーカーのオーナーに対する役員報酬
について 4 人で 4 期分 19 億 4 千万円のうち 6 億円が高額ということで否認されま
した。何をもって高額かは、同規模、同業種、同地域の類似法人を比較対象として
決められます。しかし同業他社に先んじて業績を上げ、報酬を上げた役員の給料の
経費性を認めない法律には少し違和感を覚えます。また大企業の役員の高額報酬が
あまり問題にされることが無いことも問題だと思います。
ただあまりに高額な役員の報酬を制限する仕組みは、国が定める税法ではなく企
業統治の仕組みとして必要な気もします。

みなと元町スタッフ日記

今年はいつまでも残暑が厳しくて夏が終わらないのでは？なんて
思ってしまいましたが、やっぱりちゃんと涼しくなりましたね。夏
はビールで太ってしまい、秋も食べ物がおいしいから、ついつい食
べ過ぎてしまうので、また太ってしまい、なかなか痩せる暇ありま
せん。
忙しさにかまけて、不摂生で体調管理をおろそかにしてしまって
いるので、この秋はちょっと気を付けようかと思ってます。いつま
でも若いと思ってましたが、そこそこの歳になってきてるし。
。
皆さんも気温の変化が激しいので、体調には十分お気を付けくだ
さいね。
岡本

光隆

TOPIC and more...

『Pokémon GO』は特定保健用アプリになるのかもしれない ?!

『Pokémon GO』の社会的貢献
2016 年 11 月宮城県と連携して、
「ポケストップ追加企画 ExploreMiyagi」を開催し、11 日間で約 10 万人が
石巻市を訪れ、東日本大震災被災地への観光客の経済効果は 20 億円とも言われています。
神奈川県は ICT ヘルスケアのコラボ企画として、
『Pokémon GO』で未病改善！を実施しています。
（京都の天橋立や福島県内でも周遊マップを配布しています。
）
『Pokémon GO』の学術研究
アメリカでの調査では、平均 1473 歩／日、多く歩くようになり、使用前より運動量が 25％以上増加したそ
うです。
ポーランドの研究者が「ピカチュウ効果」という論
文を発表し、東京大学の研究者チームは、
「ストレス反
応が減少し、心の健康状態が改善する傾向のあること
がわかった。
」と Nature の専門誌 Scientiﬁc Reports に
発表しました。
まとめ
昨年中は、歩きスマホや住居侵入、運転中のプレーな
ど、社会的にネガティブな議論も巻き起こしました。
これからは中高年の健康増進ツールとしても、医学
や社会学の面からも注目を集めそうですね。
お散歩のモチベーションツールや健康サポートプログ
ラムとして日の目を見る日も近い？かもしれません。
《事務所近くのジムにて、バトル中。》

月

月

Pokémon GO の健康効果を自ら検証中です。

＊Pokémon GO はスマホ向けの位置情報ゲームアプリです。
2016 年 7 月 22 日に日本でも遊べるようになってから 1 年以上経過し、刺激の少なさからか 10 代ユーザーが
減る一方、40 代以上の中高年層には根強い人気のようです。実際、少年サッカーの時のお父さんコーチとポケ
モンウォーカーとしてすれ違ったりします。そういえば 10 年くらい前のクリスマスに、任天堂 DS-lite が品不
足で入手するのに苦労した思い出が･･･その時のアプリが「ポケモン」と「どうぶつの森」でした。

31 日

個人住民税の第３期の納付期限
労働保険料の延納第２期の納付期限
・ 厚生年金保険料が 9 月分（10 月納付分）
から変更になり引き上げられます。
・ 社会保険の定時決定にて等級が変更に
なった方は 9 月分（10 月納付分）から
社会保険料を変更してください。

30 日 個人所得税の予定納税第 2 期納
付期限
個人事業税の第 2 期納付期限

月
25 日

固定資産税第 3 期の納付期限

＜年末調整について＞
扶養控除申告書や保険料控除申告書などは早く回収して、正しい年末調整を行いま
しょう。
今年 ( 2017 年 ) の配偶者控除は例年通りですが、2018 年から要件が変更になります
のでご注意下さい。

いけちゃんの古墳ばなし。
岩屋山古墳 （いわややまこふん）
今回は、奈良県高市郡明日香村にある岩屋山古墳（いわややまこふん）です。
古墳時代の終末期（７世紀前半）に作られた古墳で、過去の発掘調査により 1 辺が約 40 メートルの方墳であるこ
とが分かっています。
人が埋葬される施設は、切り石を用いた横穴式石室です。石室の内部は、写真のように石と石の間の隙間がなく
積み上げられています。
周囲には、高松塚古墳などいくつかの古墳やお寺があります。
これからの季節に散策するのにお勧めです。
アクセス方法

近鉄吉野線 飛鳥駅から徒歩５分
石室入口

石室内部の様子

みなと元町会計事務所が行く！

Whatʼ s ローカルベンチマーク ?

今回の訪問人：宮﨑、中屋敷。
今年 5 月に開業 3 周年を迎えられた「腰痛・ヘルニア専門院
代表大川道長さんにお話をうかがいました。

泰然」

ローカルベンチマーク （通称 ： ロカベン） は、 企業の経営状態の把握、 つまり 「企業の健康診断」 を行うツールであり、 経営者や
金融機関 ・ 会計事務所等が、 企業の健康状態を把握し、 双方が同じ目線で対話を行うためのカルテのようなものです。
具体的には、 「財務情報」 （6 つの指標） と 「非財務情報」 （4 つの視点） に関する各データをフォームに入力することにより、 簡易
な企業の健康診断ができるもので、 経営状態の変化を早期に発見し、 改善 （治療） につなげるものです。 人間なら人間ドックに入って
早期発見 ・ 治療を行いますが、 企業も同様に 「企業ドック」 に入って、 大病を患う前に早期発見 ・ 早期治療をすることが大事ですよ。
ローカルベンチマークホームページ

住所：兵庫県姫路市広畑区正門通 4-3-4
ご予約・お問い合わせ：0120-16-5858
受付時間：９：00 ～ 20：00 ( 最終受付 19:00 ）
定休日：日曜・祝日
ＨＰ：http://taizen-m.com/
代表の大川道長さんは、 18 歳の頃から空手を続けられており、 ケガをされたこと、 またお父様の薦めもあって柔道整復師、 鍼灸
師の道を選ばれたそうです。
Q: 「泰然」 というのは整体院としては珍しいお名前かと思いますが？
空手のワールドカップに出場した時に 「泰然自若」 と書いた応援の横
断幕を作ってもらいました。 それから何年かして開業する際に今までにな
い全く新しい整体院を作りたかったのでありきたりな名前ではなく、 この
名前を選びました。

Q: 全く新しい整体院といいますと？
保険適用なし、 すべて自費診療でやっています。 白衣も着ないし施術
時間もお昼休みもなく自由にやっています。 完全マンツーマンなのでベッ
ト数も少なくおひとりおひとりとじっくり向き合います。 お医者さんや他の
治療院に行って満足できなかった人がいらっしゃるのでお医者さんがやら
ないようなことを徹底的にやって患者様とのコンタクトも密にとっています。
そういう意味では、 この業界は 「すきま産業」 だと思っています （笑）。
Q: 自費診療となるとハードルが高いような気がしますが ・ ・ ・
自費診療に特化したことによって、 患者様ごとに本当に必要な治療を
提供でき結果が出るので、 値段の影響は思ったほどありません。 予約
はほぼ満員状態で忙しいですが、 保険診療に関する縛りがなくなり余計
なストレスがないので、 治療する側としても精神的にも肉体的にも楽にな
り、患者様にしっかり向き合えるようになりました。 治りたいという 「欲求」
が強い方に来ていただきたいので、 初診の際には次の３つのお約束をし
ていただいて患者様ご自身にも勇気をもって治療に臨んでいただくように
お願いしています。
① 病状回復に必要な治療にこちらの指示通り通院できますか。
② 自分のお身体、 健康のために投資はできますか。
③ 私がお願いする宿題 （患部のストレッチなど） はできますか。

http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei̲innovation/sangyokinyu/locaben/

6 つの指標
①売上高増加率（売上持続性）
②営業利益率（収益性）
③労働生産性（生産性）
④EBITDA 有利子負債倍率（健全性）
⑤営業運転資本回転期間（効率性）
⑥自己資本比率（安全性）

ツールは検討のための
「入口」 であり、 その分
析結果をどう活用するの
かが重要です。
シンプルなつくりで、 今
年の改訂によりさらに改
良されています。
このツールを上手く活用
して、 会社の問題点の
解決方法を考えましょう。

4 つの視点
①経営者への着目
②関係者への着目
③事業への着目
④内部管理体制への着目

ローカルベンチマークって？

この手にお任せ !!

大川代表

藤原院長

マシン、 美容鍼を体験させていただきました。

美容鍼体験後は、 目元はパッチリして、 輪郭がすっきりしま
した。 実際には１㎜程度しかささっていないそうで、 痛みは
それほどでもなかったです。

Q: 一番の強みはなんでしょうか？
小学生から９０代の方までいらっしゃいますが、 一番来ていただきた
いのは腰痛、 特に朝起きて腰が痛いような慢性の方です。 鍼、 灸、
整体を組み合わせた治療で痛みをとるだけでなく、 トレーニングも行い
ます。 トレーニングも自分ひとりでは 「もう無理」 と限界を決めてしま
いがちですが、 マンツーマンで行うことでもう一歩深めることができ、
最終的には痛みのでない体を作ります。

川カニ先生 （以下 ： 川） 最近甲羅の調子がイマイチやなぁ。 不惑
も半ば過ぎてきたら、 ちょっと歳を感じてきたなぁ。 ま、 とりあ
えず、 犬山工業さんとこに行ってこよ。
犬山社長 ： お、 川カニちゃん、 毎度。 なんや、 ちょっと疲れてる
んちゃうか？甲羅が赤いで。
川：社長、 こんにちは。 そうなんですよ。 ちょっとお疲れモードで、
甲羅が ・ ・ ・ って、 いつも赤いですよ！
犬 ： 冗談やん。 でもホンマにちょっとお疲れやな。 ちゃんと検査し
てるか？なんやかんや、 お互いあんまり若くないで。
川 ： いやー、 ちゃんと検査とかしてないんですよね。 したほうがい
いっすよね。
犬 : 川カニちゃん、あれ行っとき。 「カニドッグ」。 よう見てくれるで。
知り合いのええとこ紹介したるわ。
川 ： ドックね。 一回ちゃんと行ったほうがいいですよね。
犬 ： ええで。 オレ行ってきたで、 「犬ドッグ」。 施設もキレイやし、
よかったわー。
川 ： ドックね。 「犬犬」 になってますやん。 私もそこ紹介してもら
えます？行ってみますわ。
犬 ： わかった、 言うといたるわ。
川 ： ところで 「カニドック」 で思い出したんですが、 社長、 「ローカ
ルベンチマーク」 って知ってます？ 「ロカベン」 っていうんで
すけど。
犬 ： 「ロカベン」 ？野球する人か？あ、 ベンチやからコーチか？
川 ：違いますって。 いわゆる 「企業の健康診断ツール」 のことで、
財務とかの情報をフォームに入力したら簡単に会社の現状が
把握できるようなもんです。

～レシート研究会～

〔編集後記〕
最近街中に整体、 マッサージなどのお店が増えてきているように感じますが、 その中で価格ではなく内容、
満足度で勝負されているのが印象的でした。 まさに泰然自若とした頼もしい先生です。 多店舗展開の構想
もお持ちだそうですが個人的には事務所の近くにもぜひ出店していただきたいと思いました。
（中屋敷）

「郵便切手の購入」

犬 ： 「企業ドッグ」 のことか。 まあ、 たしかに会社も健康診断して、 早
めに悪いとこ見つけんと、 ひどくなってからでは手遅れになるかもし
れんもんなあ。
川 ： ドックね。 そうなんですよ、 まさに企業の課題を 「早期発見 ・ 早期
治療」 するためのツールで、 経済産業省が作ったエクセルに入れ
たら簡単にできますよ。
犬 ： うちもちょっとやってくれるか、 その 「企業ドッグ」。 どこが悪いか、
ちょっと見つけてくれへん？
川 ： ドックね。 社長のところは会計ソフトで連動してるから、 過去分も含
めてすぐにチェックできますよ。 ほら、 こんな感じ。
犬 ： うーん、 うちはＣ評価か。 売上が伸びてないのと、 利益が少ない
んやな。 わかってはいたけど、こうやって点数になると、ちょっとショッ
クやな。
川 ： まずは利益を出して健康な体質になるよう、 いろいろ見直していき
ましょ。
犬 ： よっしゃ、 とりあえず腹減ったから、 なんか食べるか。 ホットドッグ
あるけど食べる？
川 ： ドックね。 あ、 そこはドッグであってたわ。 社長、 間食ばっかりし
てるからお腹でてくるんちゃいます？身体、 気を付けてくださいよ。
犬 ： 「犬ドッグ」 で何にも出なかったら、 まだ大丈夫大丈夫！
川 ： ドックね。 もうわざとでしょ？
犬 ： 食べる？
犬山社長
♪今回の登場人物♪
川 ： ワン！
自身の健康管
理はもちろん、
会社のデータも
客観的な分析
で、先手必勝！

セルフチェックはバッチリ！

（原則）

（一般的な会計処理）

購入時

貯蔵品（非or課）/ 現金預金

通信費（課）/ 現金預金

使用時

通信費（課）/ 貯蔵品

仕訳なし

Q: 郵便切手を郵便局で購入したレシートには消費税の表示がありません。
切手の購入時に通信費 （課） として仕訳していることが多いかと思いますが、 課税仕入でよいのでしょうか？

A: 原則は、 切手の購入時には、 貯蔵品として非課税仕入

（郵便局、 切手売りさばき所以外の金券ショップ等での購入の場合は課税仕入） とし、 切手を貼っ
て郵便を出すときに通信費 （課） に振替えます。 しかし、 実務上煩雑になるため、 自らが使用する場合には継続適用を要件として購入時に通信費 （課）
に計上することが認められています。 ただし期末に大量に在庫があるような場合には貯蔵品勘定に振り替えます。

