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▲未来会議の様子

　内閣府は10月7日、8月の景気動向指数を発表しま
した。新聞紙上には『景気判断再び「悪化」』、『外需低
迷　景気にブレーキ』『景気、崖っぷちに向う動き示
す』等の見出しで今後の行く末を予想する表現がさ
れています。経営者としては心穏やかではいられま
せん。そして、この状況下10月1日より消費税率は10
％に引きあげられました。
　先月、埼玉西部地域の商工団体の消費税学習会に
招かれる機会がありましたが、参加者から「じゃあ、
これからどうすればいいんだ。」という発言があり
ました。
　「もう若くないから（あの世へ）行っちゃうよ。」と
ある経営者。「それでいつ帰ってくるんだ。一泊か２
泊か。」とフォローする別の経営者。爆笑の場面に経
営者の動じない姿勢を痛感した次第でした。
　さて、弊社2018年10月1日～2019年9月30日の法人
申告に係る統計資料がまとまりました。

　国税庁の会社標本調査の黒字法人の割合は36.5％

（平成28年分）ですので、大健闘している点が伺われ
ます。
　東京オリンピックに関わる建設関連のお客様の
数値が黒字件数を約2％引き上げた要因の一つと言
えます。
　次の表②は、全社売上が1年前に比べどうだった
かの数字です。業種別での売上増減件数は③のとお
りです。

　各表の記述についてはすでに過去の実績の数値と
なります。
　はじめに記載した『崖っぷち』に立たされるのは
すぐ明日と言う訳ではありません。国内が明らかに
景気が悪くなる状況の下で弊社もこれまで以上に国
外の情勢、経営動向に注意を払い、自社の強み・弱
みの確認、社内環境の見直し、地域で果たす役割の
確認、長期計画、短期計画の実践・検証を進めてい
きたいと思います。

　　川越事務所　木村  千恵子

　お客様を大切にしながら、地域に根
ざして奮闘している会社のなかから、今
回は埼玉県戸田市の三協ダイカスト株
式会社様をご紹介します。

お 客 さ ま 紹 介
～地域に根ざして奮闘中～

　美女木ジャンクションから車で3分に位置する工場か
らガシャーンゴショーンと機械稼働音が聞こえてきま
す。埼玉県戸田市に本社・工場を置く三協ダイカスト株式
会社は、亜鉛・アルミダイカストの鋳造と加工、金型製作
および3Dプリンタによる製作を行っている会社です。
　先代が創業してから52年が経ち、社員総勢30名。顧客
の信頼と満足を得るため、よりよい製品作りに日々取り
組んでいます。先代から事業を承継して15年が経ち、松
浦社長は「未来会議」と称した新たな取り組みを始めまし
た。未来会議とは高卒や大卒の20代若手社員が集まり、
会社の将来について話し合う会議です。
　月に一度、10名ほどで机を囲み、自分達が実現したい
会社の方針を話し合います。同年代で集まっているからこそフランクに話が飛び交い、社長はその会議でほとんど口を
出しません。微笑みながら彼らを眺めます。未来会議を始めた理由には『社員とともに一歩先を行く』という経営理念が
あります。5年後、10年後会社の主体になっていく若手社員と色々な意見を出し合い、社内に新しい風を取り込みなが
ら、事業を拡張していきたい、太く短くではなく細く長く、100年企業に向けてこれからも奮闘していきます。

埼玉県戸田市美女木4-3-5　TEL 048-421-3871
三協ダイカスト　株式会社

社員と共に一歩先を行く会社を目指し、
より良い製品作りを通して広く社会に貢献します

　鴻巣市にある埼玉県防災学習センター。震度7の地震
体験、風速30メートルの暴風体験などができます。（一
部体験は年齢制限有）暴風体験は息苦しくなるほどの風
でした。かなりの確率で起こるといわれている首都直
下型地震。それ以外にも多発する台風やゲリラ豪雨被
害。なにが起こっても、被害を最小限にするため、自分
や家族を守るため、知識を持って事前にできる備えをす
ることの必要性を強く感じました。　　

熊谷事務所　園田  典子

休 憩 室 埼玉県防災学習センター

2019年 2018年
1,149社 1,151社

517社 495社

44.99％

法人申告件数

実態黒字企業件数

件数割合 43.00％

2019年 2018年
557（48.47%） 546（47.43%）

504（43.86%） 505（43.87%）

88 （ 7.65%）

売上増

売上減

売上同数 100（ 8.68%）

表：①

表：②

2019年

建設業売上増 製造業 卸売業 小売業 サービス業

10％未満
10％以上30％未満

合　計

30％以上

76
83

251

92

2018年

89
82

253

82

2019年

33
24

64

7

2018年
22

18

62

22

2019年

18
8

31

5

2018年

19
8

35

8

2019年

14
6

21

1

2018年

11
3

16

2

2019年

85
52

190

53

2018年

93
46

180

41

表：③-１

2019年

建設業売上減 製造業 卸売業 小売業 サービス業

10％未満

10％以上30％未満

合　計

30％以上

78

104

233

51

2018年
66

92

215

57

2019年
20

18

48

10

2018年
27

19

56

10

2019年
22

10

37

5

2018年
17

14

32

1

2019年
10

10

22

2

2018年
18

7

28

3

2019年
92

48

164

24

2018年
104

43

174

27

表：③-2

消費税率10％に引き上げ
どう生き抜く！？
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きたいと思います。
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　お客様を大切にしながら、地域に根
ざして奮闘している会社のなかから、今
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　消費税増税（8％→10％）から１か月ほどが経過し
ました。飲食販売等で「外食」か「持ち帰り」の区別で
一部混乱が生じているとの報道もあります。実務的
には、日々の取引の中で10％なのか8％なのか判別
していく事が求められます。
　担当のお客様から増税前にこんな質問がありまし
た。「うちは建設関係だから軽減税率は関係ないよ
ね」確かにメインの売上や仕入の取引で軽減税率は
関係はありませんが、経費の支払いにおいて、従業
員・職人さんのジュース代や飲食代、お菓子などを贈
答品として交際費支出した場合は、軽減税率が適用
されますので、建設業であっても区分した処理が必
要になります。またホームセンターなどで、材料部材
と飲料品などを一緒に購入した場合も、8％の仕訳と
10％の仕訳をそれぞれ入力していただく必要があり

ます。
　今後は金額だけ記載のある領収書もしくはクレ
ジットカード請求明細書だけでは、税率区分がわか
らない可能性がありますので、内訳が記載されてい
るレシート等の保存が重要になってきます。
　増税と直接関係ありませんが、最近では交通系IC
カードなどがいろんな店舗で使えるようになってい
ます。駅でチャージした時の領収書と他店でカード
で購入した時の領収書を混ぜてしまうと二重払いに
なってしまいます。キャッシュレス支払も増えてい
く流れですので、きちっと区分（支払い方、税率）して
いく必要があります。
　区分経理や入力処理等ご不明な点がありましたら
ご遠慮なく会計担当者までお問い合わせください。

越谷事務所　遠藤　和之

　平成18年施行の会社法では、委員会設置会社を除く非公開会社（多くのお客様がこれに該当します）
は取締役及び監査役の任期を最長10年（それまでは取締役2年、監査役4年）にする事が可能になりま
した。
　10年に変更された会社は、これにより登記の手間・コストを軽減できるようになりましたが、その反
面任期が満了している事を忘れてしまう心配があります。
　法務省のホームページによりますと、最後の登記から12年を経過している株式会社及び最後の登記
から5年を経過している一般社団法人、一般財団法人に対して、令和元年12月11日付で解散したもの
とみなされ、登記官が職権で解散の登記をするという情報が載っています。

　会社の定款と登記簿謄本を確認して頂き、取締役・監査役の就任がいつだったのかを確認し、任期満
了日までの登記を忘れずに行いましょう。

本部事務所　山中  信一

取締役・監査役の任期切れにご注意

消費税増税による実務的な注意点

（令和元年10月10日（木）法務大臣公告）

●最後の登記をしてから12年を経過している株式会社、又は最後の登記をしてから5年を経過している
一般社団法人若しくは一般財団法人は、事業を廃止していないときは、「まだ事業を廃止していない」
旨の届出を環軸登記所にする必要がある

●公告の日から2か月以内に（令和元年12月10日（火）までに）「まだ事業を廃止していない」旨の届出が
なく、また、登記の申請もされないときは、令和元年12月11日付けで解散したものとみなされる

報告

　原水爆禁止世界大会に参加した 3日間は、平和
について深く考えさせられる貴重な時間でした。
被爆された方から直接体験談を聞くことができ、
同じような悲劇が繰り返されてはいけないと感じ
ました。
　現在、被爆された方々は、多くが高齢化し、語
り手も減少しています。そのような中で、原爆の
記憶が風化し、忘れ去られることが懸念されてい
ます。その中でも若い世代に核兵器の恐ろしさを
理解して欲しいという思いと、核兵器廃絶を訴え
続けてきた歴史の重みを感じました。
　今回の貴重な経験から、被爆者の方々の声に耳
を傾け思いや願いを次世代へ継承していくことと、
核兵器廃絶の草の根運動を絶やさないことが積極
的な平和な世界につながると感じています。

川口事務所　臼倉  潤紀

　初めて長崎に行って驚いたのは、急傾斜地が非常に多い地形です。こ
のことから、非情にもアメリカとしては実験場所として最適だったの
だと思いました。
　2日目に「憲法 9条守り、非核平和の日本を」をテーマにした分科会に
参加しました。今まで憲法と核を別問題として捉えていましたが、憲法
の誕生には広島・長崎への原爆投下が大きく影響していることを知り
ました。
　この憲法9 条を自民党、安倍政権は時代と国際情勢の変化とともに改
正しなければならないとしていますが、むしろ変えるべきではないと
強く思いました。
　私も、日本、世界のことを他人事ではなく考え、自分の意見をしっかり
持ち、何か共感できる活動に参加することもいいなと思いました。

熊谷事務所　小林  直人

　今回の世界大会は米国大統領がトランプへと変わり、世界のいたる所
で緊張が高まり、国内では原発再稼働へ向けた地ならしが進んでいる状
況のもとで開催されました。
　開会式典では田上長崎市長がスピ－チを行い、この 2日後の政府主催
式典では、日本が「核兵器禁止条約」の採択を棄権したことを厳しく批判
しました。
　2日目の分科会には各地で商店街や自治体主催イベントに自衛隊のブ－スが設けられ、働く自動車を紹介する絵本に戦車が掲載
されていることの報告があり、このことに反対する運動が進んでいるとの報告がありました。
　3日目の閉会大会では、来年予定されている「核兵器不拡散条約（NPT）」改定に向けた運動の強化と、ニューヨークでの世界大会
実現へ向けた提案が行われました。
　閉会式前には参加した3名で原爆記念公園へ行き折鶴を届けてきました。

越谷事務所　馬場　浩

原水爆禁止２０１9年世界大会in長崎

核兵器廃絶の
　　　　草の根運動を！ 憲法9条を変えるべきではない

核兵器禁止条約の採択を！

原爆記念公園へ
折鶴を届ける

分科会での
熱心な討論

熱気あふれる
世界大会会場
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た。「うちは建設関係だから軽減税率は関係ないよ
ね」確かにメインの売上や仕入の取引で軽減税率は
関係はありませんが、経費の支払いにおいて、従業
員・職人さんのジュース代や飲食代、お菓子などを贈
答品として交際費支出した場合は、軽減税率が適用
されますので、建設業であっても区分した処理が必
要になります。またホームセンターなどで、材料部材
と飲料品などを一緒に購入した場合も、8％の仕訳と
10％の仕訳をそれぞれ入力していただく必要があり

ます。
　今後は金額だけ記載のある領収書もしくはクレ
ジットカード請求明細書だけでは、税率区分がわか
らない可能性がありますので、内訳が記載されてい
るレシート等の保存が重要になってきます。
　増税と直接関係ありませんが、最近では交通系IC
カードなどがいろんな店舗で使えるようになってい
ます。駅でチャージした時の領収書と他店でカード
で購入した時の領収書を混ぜてしまうと二重払いに
なってしまいます。キャッシュレス支払も増えてい
く流れですので、きちっと区分（支払い方、税率）して
いく必要があります。
　区分経理や入力処理等ご不明な点がありましたら
ご遠慮なく会計担当者までお問い合わせください。

越谷事務所　遠藤　和之

　平成18年施行の会社法では、委員会設置会社を除く非公開会社（多くのお客様がこれに該当します）
は取締役及び監査役の任期を最長10年（それまでは取締役2年、監査役4年）にする事が可能になりま
した。
　10年に変更された会社は、これにより登記の手間・コストを軽減できるようになりましたが、その反
面任期が満了している事を忘れてしまう心配があります。
　法務省のホームページによりますと、最後の登記から12年を経過している株式会社及び最後の登記
から5年を経過している一般社団法人、一般財団法人に対して、令和元年12月11日付で解散したもの
とみなされ、登記官が職権で解散の登記をするという情報が載っています。

　会社の定款と登記簿謄本を確認して頂き、取締役・監査役の就任がいつだったのかを確認し、任期満
了日までの登記を忘れずに行いましょう。

本部事務所　山中  信一

取締役・監査役の任期切れにご注意

消費税増税による実務的な注意点

（令和元年10月10日（木）法務大臣公告）

●最後の登記をしてから12年を経過している株式会社、又は最後の登記をしてから5年を経過している
一般社団法人若しくは一般財団法人は、事業を廃止していないときは、「まだ事業を廃止していない」
旨の届出を環軸登記所にする必要がある

●公告の日から2か月以内に（令和元年12月10日（火）までに）「まだ事業を廃止していない」旨の届出が
なく、また、登記の申請もされないときは、令和元年12月11日付けで解散したものとみなされる

報告

　原水爆禁止世界大会に参加した 3日間は、平和
について深く考えさせられる貴重な時間でした。
被爆された方から直接体験談を聞くことができ、
同じような悲劇が繰り返されてはいけないと感じ
ました。
　現在、被爆された方々は、多くが高齢化し、語
り手も減少しています。そのような中で、原爆の
記憶が風化し、忘れ去られることが懸念されてい
ます。その中でも若い世代に核兵器の恐ろしさを
理解して欲しいという思いと、核兵器廃絶を訴え
続けてきた歴史の重みを感じました。
　今回の貴重な経験から、被爆者の方々の声に耳
を傾け思いや願いを次世代へ継承していくことと、
核兵器廃絶の草の根運動を絶やさないことが積極
的な平和な世界につながると感じています。

川口事務所　臼倉  潤紀

　初めて長崎に行って驚いたのは、急傾斜地が非常に多い地形です。こ
のことから、非情にもアメリカとしては実験場所として最適だったの
だと思いました。
　2日目に「憲法 9条守り、非核平和の日本を」をテーマにした分科会に
参加しました。今まで憲法と核を別問題として捉えていましたが、憲法
の誕生には広島・長崎への原爆投下が大きく影響していることを知り
ました。
　この憲法9 条を自民党、安倍政権は時代と国際情勢の変化とともに改
正しなければならないとしていますが、むしろ変えるべきではないと
強く思いました。
　私も、日本、世界のことを他人事ではなく考え、自分の意見をしっかり
持ち、何か共感できる活動に参加することもいいなと思いました。

熊谷事務所　小林  直人

　今回の世界大会は米国大統領がトランプへと変わり、世界のいたる所
で緊張が高まり、国内では原発再稼働へ向けた地ならしが進んでいる状
況のもとで開催されました。
　開会式典では田上長崎市長がスピ－チを行い、この 2日後の政府主催
式典では、日本が「核兵器禁止条約」の採択を棄権したことを厳しく批判
しました。
　2日目の分科会には各地で商店街や自治体主催イベントに自衛隊のブ－スが設けられ、働く自動車を紹介する絵本に戦車が掲載
されていることの報告があり、このことに反対する運動が進んでいるとの報告がありました。
　3日目の閉会大会では、来年予定されている「核兵器不拡散条約（NPT）」改定に向けた運動の強化と、ニューヨークでの世界大会
実現へ向けた提案が行われました。
　閉会式前には参加した3名で原爆記念公園へ行き折鶴を届けてきました。

越谷事務所　馬場　浩

原水爆禁止２０１9年世界大会in長崎長崎長崎長崎長崎長崎長崎長崎原水爆禁止２０１9年世界大会in長崎

核兵器廃絶の
　　　　草の根運動を！ 憲法9条を変えるべきではない

核兵器禁止条約の採択を！

原爆記念公園へ
折鶴を届ける

分科会での
熱心な討論

熱気あふれる
世界大会会場




