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 平成３０年もよろしくお願いいたします 

アシステム 通 信 



 

  

 本年8月19日より開校した第３期「夢を叶える★に
いかわ創業スクール」が、10月14日に開催された
「ビジネスプラン発表会」、「修了式」をもって終
了し、第３期生の皆様は無事に卒業をむかえました。 
 本年は16名の受講生が全８回のカリキュラムに臨
み、最終回のビジネスプラン発表会では、これまで
の集大成として、各自がビジネスプラン発表を行い、
最優秀者、優秀者の表彰及び修了証書をお渡しし、
無事閉校を迎えることが出来ました。また、これを
期に創業にいたる受講生もおられ、本当に喜ばしく
思います。 
 ご協力下さいました皆様には心からの感謝を申し
上げますとともに、今後とも一層のご尽力、ご協力
を賜わりますようお願いいたします。 

コンサル事業部発足記念セミナー 

平成29年９月６日（水）新川文化ホールにて開催 

 事業継続の“カギ” 「競合他社に差をつける
ブランド戦略・売上増戦略構築セミナー」 
講師:アシスム税理士法人 チーフコンサルタント 伊藤 淳平  

AKK公開講演会（第205回） 

「プラス思考組織の作り方」 

講師 ：人財教育家 飯山 晄朗 氏 

平成29年11月14日（火）ホテルグランミラージュにて開催 

AKK-J 公開講演会(第11回) 

平成29年10月11日（水） 新川文化ホールにて開催 

「自分を知って未来に活かす 
    交流分析で豊かな人間関係づくり」 

講師: office AVANCE 土屋 佳瑞 氏 

 2014年の高校野球石川大会決勝で9回の裏の逆転劇を

演じた星陵高校のメンタルコーチを務める飯山氏にご講

演いただきました。目標と目的を端的に言い表したス

ローガンがあると、苦しい時のメンタル維持に大きな役

割を果たします。例えば、当時の野球部のスローガンは

「どんな状況になっても笑顔で戦って最後には俺たちが

笑う」という意味で『必笑』を使っていたそうです。さ

らに人差し指を身体の前に出すなどのポージングを加え

ることで感情を切替えるスイッチとなり、より効果的と

のことです。プライベートから仕事モードへの切替ス

イッチとして実践してみてはいかがでしょうか。 

 

  
 

  

第３期 夢を叶える★ にいかわ創業スクール 

平成29年8月19日（土）～10月14日（土）全8回 
               新川学びの森 にて開催 

 10月14日に開催された「ビジネスプラン発表会」、

「修了式」をもって、第3期生の皆様は無事に卒業をむ

かえました。本年は16名の受講生が全8回のカリキュラ

ムに臨み、最終回のビジネスプラン発表会では、これ

までの集大成として、各自がビジネスプラン発表を行

い、審査員の方々より「創業にあたっての心構え」等

についてアドバイスを受け、最優秀者、優秀者の表彰、

及び修了証書をお渡しすることが出来ました。 

 私達は、今後も卒業生のサポートや、来年度の開催

にむけて頑張りますのでよろしくお願い致します。 

「ビジネスプランの作成、創業に必要な基礎知識」 

 昨年好評だった「片付け術セミナー」の土屋氏によ

る「交流分析セミナー」を開催しました。 

交流分析では心の成り立ちを自我状態の構造で知るこ

とができます。エゴグラム分析という診断方法で、

「支配的な親」「養育的な親」「成人」「自由な子

供」「順応した子供」の5つに自我状態を分析し、5つ

のうちどれが高いか低いかで、他者との関わり方の癖

が見えるようになります。例えば「支配的な親」が高

い場合は、命令口調にならないよう意見を言う際には

その理由も添える、「順応した子供」が高い場合は、

周りの意見に左右されない強い意志をもつ等、豊かな

人間関係づくりのヒントについてお話ししていただき

ました。 

 
 

 午前と午後の2回講演で35名の方にご参加頂きました。 

今後の人口減少や技術革新を見据え、縮小する市場や顧

客の価値観の変化等にいかに対応していくか。知名度よ

り認知度（買おうとした時に思い出してもらえるか、選

択肢に入っているか）が重要な時代。徹底した顧客目線

で現状分析を行い、自社の得意分野・差別化要素を明確

にし「目先の売上づくり」と「将来の売上づくり」を同

時に行っていくことの大切さを、実際の富山での事例を

交えて力説されました。ブランド戦略・売上増戦略構築

をお考えのお客様は、ぜひ一度ご連絡ください。 

 

 心の奥に持っている自分の本質を導き出す「エゴ

グラム分析」という手法で、自分の自我状態を客観的

に分析しました。人間の性格は「理想主義」「奉仕主

義」「合理的な大人」「純粋な子ども」「従順な子ど

も」の５つの心の領域に分けられます。例えば「理想

主義」の部分が強い人であれば、意見を言う際には必

ず理由を添えるよう心がける、「従順な子ども」であ

れば、周りの意見に左右されない強い意志をもつなど、

性格のパターン別に人間関係において気を付けるべき

点、豊かな人間関係作りに必要なヒントについてお話

していただきました。 



医療費控除のおさらい 確定 
申告 

最低賃金引上げ支援 助成金 

平成30年分の「扶養控除等（異動）申告書」の記載が変わります 
年末 
調整 

助成対象  
事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者 

2 
設備機器の導入
で生産性向上 

3 
事業場内の最低
賃金を引き上げ 

4 
助成金の受給 

 

1 
助成金交付 
申請書を提出 

助成の上限額 

最低賃金750円未満
で30円以上引き上げ

た場合 

最低賃金800円以
上で120円以上引き

上げた場合 

「セルフメディケーション税制」が新設されました 
薬局やドラッグストアなどで特定の医薬品を購入すると、 

その購入費用について年間1万2,000円を超えた場合所得控除を受けることができます。 

かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、解熱鎮痛薬、目薬、水虫用薬、肩こり・腰痛のシップなど 

幅広い製品が対象です。 

また制度の利用にはインフルエンザ等の予防接種や市町村のがん検診、定期健康診断等を 

受けていることが必要になります。 

※詳しい内容はアシステム通信4月号掲載の特集をご覧ください 

確定申告まで大切に 
  保管しておきましょう！ 

☑予防接種の領収書  
☑健康診断の領収書、結果通知書
☑医療費、医薬品の領収書 

生産性向上のための設備投資を行い、 

事業場内の最低賃金を一定金額以上
引き上げた場合の費用を一部負担す
る助成制度です。 

区分等の名称 記載の対象となる配偶者 

 
平成29年分 控除対象配偶者 

所得者（扶養控除申告書を提出する人）と生計を一にする配偶者 
（青色事業専従者等を除く）で、平成29年中の所得の見積額が 
38万円以下の人(配偶者の収入が給与のみであれば103万円以下の人) 

 
平成30年分 

 
源泉控除対象配偶者 

平成30年中の所得の見積額が900万円以下の所得者(所得者本人の収入が

給与のみであれば収入1,120万円以下の人)と生計を一にする配偶者 
（青色事業専従者等を除く）で、平成30年中の所得の見積額が85万円以下
の人(配偶者の収入が給与のみであれば収入150万円以下の人) 

【名称変更箇所】 
□ 控除対象配偶者        → □ 源泉控除対象配偶者 
□ 障害者控除欄の控除対象配偶者 → □ 同一生計配偶者 

 
 
 
 
 
 
 
 

【記載漏れの注意点】 
□ 同居老親等、特定扶養親族に該当する場合は、記載項目に☑がついていていますか 
□「所得の見積額」欄には、所得金額（収入金額-控除額）が記載されていますか 

 

(注)収入と所得は違います。所得＝収入金額ー控除額（必要経費等） 



 

  

 

  

アシステム税理士法人 

〠937-0041 富山県魚津市吉島1丁目12番5号 ☎ 0765（22）5737   0765（24）6500 

代表税理士 本田 百合子 社員税理士 深松 定 社員税理士 豊田 雅夫   

税理士 成田 聡 顧問税理士 小森 伸彦 顧問税理士 平井 伸治   

〠930-0953 富山県富山市秋吉164番地17 ☎ 076（461）7401   

〠939-2718 富山県富山市婦中町分田157 コンチネンタルビル ☎ 076（466）2009   

株式会社アシステム 本田百合子公認会計士・行政書士事務所   

◆PR動画が完成しました！ 

◆年に一度は会社の健康診断を！ 

健康同様、会社経営も病気の予防と早期治療が一番大事。 
当社は資金繰り管理や採算管理等の早期経営改善を支援する機関です。 

「早期経営改善計画策定支援」のご案内    

専門家（認定支援機関）に対する支払い費用の3分の2（上限20万円）の補助を受けることができます 

早期経営改善計画の作成 1年間のフォローアップ 早期の経営改善の実現 

休暇期間：平成29年12月30日（土）～平成30年1月4日（木） 

今年も残すところあとわずかとなりました。 
ご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。 

 

◆年末年始休暇のご案内 

金 土 日 月 火 水 木 金 

29 30 31 1 2 3 4 5 

営業 休 休 休 休 休 休 営業 

◆ＡＫＫ-Ｊセミナー情報 
平成29年         平成30年        

研修講師として北陸を中心に全国でご活躍。 
20年以上のキャリアを持っておられます。 

講 師 宮永 満祐美 氏 
 

開催日 平成30年6月6日(水) 

◆読書で豊かな心を 
 当社では年2回（春・秋）読書期間を設け 
図書レポートを提出しています。 

       後藤氏が出会った成功者と呼 
      ばれている人たち、結果を出し 
                続けている人たちが実践してい 
                る朝の使い方の中から、より効 
率的で効果が高く誰もがすぐに始められる 
ことが紹介されています。 
 

 毎朝、起床後すぐに活動 
するのではなく、１日の成 
功をざっくりとイメージし、 
今日１日うまくいくと決め 
ることで、良いイメージを 
もって出社でき、プラス思 
考で業務に取り組むことが 
できると感じました。 
 
 

報告者：中屋 颯太  

「結果を出し続ける人が 
朝やること」著者：後藤 勇人 

                  

「企業の魅力アップ就業促進助成金」を活用し、
アシステムのPR動画を制作いたしました。 
魚津市内の事業者が求人活動を目的に、自社紹介
の映像を制作する場合に制作経費の4分の3（上限
額20万円）が助成される制度です。 
 
 PR動画制作をご検討の方、是非この助成金をご利用になってはいかがでしょうか!? 

◆遺言のすすめ 

遺言は相続において最も優先されるもので、 
財産をどのように分配するかを予め決めて 
おくことができ、後々のトラブルを防ぐ有 
効な手段となります。 
 

☝ 故人にとって、 
    残されたご家族は最も大切な財産です！ 

遺言書は、自分の財産をどのように配
分するかなどを記述するもので冷静な
判断が必要です。したがって、お早め
の作成をおすすめします！ 

☝ お元気なうちに遺言書を 
                         作成しておきましょう！ 

0120-22-5737 
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