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Your Success is our Success -貴社の繁栄のためにお役に立てることこそ私達の使命です- 

通 信 2017年9月1日発行 

 読者の皆様はお気づきでしょうか？ 
 今、お読みいただいているこのアシステム通信のタイトル真下には、毎号さり 
げなく『Your Success is our Success 』と印字されています。当社からお送り 
する封筒の裏面にも印字されていますから、気に留めて下さっている方も多いかもしれません。 
 

 「貴社の繁栄のためにお役に立てることこそ私達の使命です」  
 

 多くの企業には『社是』や『企業理念』があります。当社の『企業理念』の１番目は『私達は、企業
発展のパートナーになることにより地域社会に貢献する。』となっており、所内に掲示するほか朝礼で
も唱和しています。 
 『社是』や『企業理念』は社員が行動する際の重要な指針となりますから、まだ作成しておられない
企業様には是非作成されることをおすすめしています。 
 『Your Success is our Success』 は、当社では企業理念のように声高に唱和することはありません
が、頻繁に目にするうちに自然に私達スタッフの行動の拠り所となっています。何か行動する際には、
いつも「お客様の繁栄のために」が念頭にありますし、「よりお客様のお役に立てるのはどんな方法
か？」を常に考えながら行動する癖が自然に身についています。 
 

 お客様の繁栄なくして私達アシステム税理士法人の存在意義はない、という当然のことが、この
『Your Success is our Success』 という言葉によってスタッフ全員の心にしみ込み、それが 
『アシステム気質』になっているように思います。 
  先輩方から受け継ぎ、後輩たちに伝えていきたい、私達の大切な言葉です。（堂口礼子 記） 

実印(代表印)と銀行印の保管は社長自らで!! 
 実印・銀行印の保管と使用は必ず社長自身が行いましょう。      
 
 無用な印鑑を持つのはやめ、使用中の印鑑は整理して保管しましょう。  
 
 通帳の管理者を決め、印鑑と通帳を一緒に保管するのはやめましょう。  
 
 これら二つは揃って初めて効力があるので、一緒に保管していて     
 万が一のことがあると大変な被害になります。 
 
 同様に実印と印鑑証明書を一緒に保管しないよう注意しましょう。    
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ＴＫＣの決算書等提供サービスが始まりました！ 

利用料金は無料!! 

❏『決算書のコピーや送付など 
   金融機関に提出するための作業が不要になりました！』 
 
❏『申告後すぐに提供されるので 
   金融機関に待ってもらうことがなくなりました！』 

一部,未対応の金融機関もございます。 
 申込みや詳細については担当にお問い合わせください。 

「ＴＫＣの決算書等提供サービス」とは？？ 
 お客様からのご依頼に基づき、当社による法人税の電子申告直後に、 
金融機関に対して、決算書や申告書勘定科目内訳書等の決算申告データを提供するクラウドサービスです。 
ご利用には、別途お申し込みが必要となります。 

お客様の声！ 
お申込みの流れ 

 お客様からのご依頼  →  ｱｼｽﾃﾑから金融機関へ通知  → 金融機関にて 
                                 閲覧 



           AKK講演後に、税理士法に基づいて実践する書面添付のある適正申告書を10年及び

20年連続して提出されたお客様への表敬式を執り行いました。 

 書面添付とは、税理士が「申告書の適正性を表明する書面」を添付することで、その為には、毎月の月次

決算を翌月中に完了して、私達の厳しい巡回監査を毎月受けていただくことが必須です。このように適正申

告を10年20年連続して実践してこられましたことは、全国 

の経営者の模範となるお客様でありますので、深甚なる敬意 

を表させていただくために合計184社の皆様にTKC全国会 

会長並びに当社代表税理士本田百合子連名の表敬状をお渡し 

いたしました。 

 

「ワーク・ライフ・ハピネス」を提唱し多方面でご活躍中の阿部重利先生をお招きしました。 

素晴らしい会社創りのためには、最初から結果がすべてと考えるのではなく、まずはお互い

に尊重しあい、関係の質を高めることが重要です。それによって気付きを生み、自発的な行

動を促し、成果を得て、さらに信頼関係を高めていくグッドサイクルを作ることが、会社経

営、事業承継のためのポイントであると教えていただきました。 

「～事業継承の肝～ 素晴らしい会社とは？イキイキ働くとは？天職とは？」 
                             講師：阿部 重利 氏 

10年表敬の109社を代表して  
株式会社フードシステム  
魚谷様  

20年表敬の75社を代表して 
株式会社太陽スポーツ  
鶴見様 

平成29年6月14日水曜日 新川文化ホールにて開催   AKK-J 公開講演会 
「物事の受け止め方・捉え方セミナー」 講師 久保 あき 氏 

仏教哲学と認知心理学、この２つを活用して我慢を開放する物事の捉え方についてお話をしていただきました。 
『物事の捉え方は性格ではなく習慣！』知らぬ間に作っていた自分の捉え方のくせをシフトするとても良い 
機会になりました。 

開催日 平成29年9月27日（水） 

講師  社会保険労務士 鷲平 茂 氏 

第1回 テーマ「今日から使える人事問題Q＆A」 

場所  富山県民会館 6階 608号室          

             （富山市新総曲輪4番18号）  

時間  13：30～15：00 
    （受付13：15～） 

受講料  会員無料 （会員以外は1社 1,000円） 

実際に企業で起きている労務問題の解決法を紹介等、 
Ｑ＆Ａ方式で経営者に必要な人件費や残業、休業、人材管理の
知識を実務的に学べます。お申込みお待ちしております♪ 

A K K 富 山 『 実 践 経 営 塾 』 を ス タ ー ト し ま す 

今後富山AKKでは、社労士、中小企業診断士等プロを講師とした経営者を 
サポートする実務的なセミナーを開催します。 

   （社会保険労務士法人 かがやき富山 代表社員） 開催日 平成29年11月15日（水）      

場所  新川文化ホール 1階 104号室          

               （魚津市宮津110）  

時間  13：30～16：00 
    （受付13：15～） 

受講料 無料  

年末調整『実践型セミナー』 

毎年ご好評をいただいている当社初期指導
スタッフによる実践型のセミナーです。年
末調整実施前に要点を確認し早期完了を目
指しましょう。 

持ち物 筆記用具・電卓・税務署 
    送付の年末調整資料  

定員  20名  

AKK 公開講演会  

開催日時  平成29年10月11日(水曜日) 13:30～(受付13:00～) 

講師    土屋 佳瑞(つちや かずい)氏 

テーマ   ｢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｣ 

場所/料金  新川文化ホール /会員500円 非会員1,000円  

 

 

 

第11回 
開催   
お知らせ 

    今後は富山市でのセミナーも、ＡＫＫ会員様は無料又は特別
料金に 料金にて受講できます！ぜひこの機会にＡＫＫ会員へ！ 
    入会方法等、詳しくは当社までお問い合わせください。 

会員

募集 

表敬式  

平成29年7月27日木曜日 ホテルグランミラージュにて開催 
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当社でも利用している助成金です！
事業内職業能力開発計画の策定が少々 
面倒ですが、その努力賞として助成金を 
受給できます！ 

 

年末までに贈与を完了しましょう！ 
（※）贈与税は暦年（１月１日～１２月３１日）で計算されるため、１２月３１日期限となります。 

暦年課税贈与を有効活用しましょう！  

人材開発支援助成金を活用しましょう！  

◇ 暦年課税贈与の節税効果 ◇ 

 贈与税には毎年110万円の基礎控除があります。基礎控除額は受贈者ごとに適用されるた

め、相続財産の多い人は複数の受贈者に贈与することでより大きな節税効果が得られます。

また、相続税も贈与税も累進税率になっているため、相続が発生した場合の税率よりも低い

税率の範囲内で毎年贈与していくことでも節税効果が得られます。 

【 節税をより有効に行うためのポイント☝ 】 

 毎年１１０万の基礎控除を活用する。     

 相続税の税率より低い税率の範囲を活用する。 

 一年でも早く対策を始める。 

 複数の受贈者に贈与を行う。 

○ 目的 
 企業にとって人材の育成は大きな課題の一つです。
良い人材が適材適所で活躍できれば、企業の業績も
伸びていきます。 

～ 受給までのながれ ～ 

1 
訓練計画の 
作成・提出 

2 
 

訓練の実施 

3 
支給申請書の 

提出 

4 
 

助成金の受給 

※ 大前提として、雇用保険被保険者が助成金の対象です。 

商業・サービス業・農林水産業活性化税制を利用しましょう！ 
 

 

取得価額の30％特別償却又は7％の税額控除ができる税制措置です。 
○ 要件 
 ①商業・サービス業者等（製造業・建設業以外）であること。 
 ②経営改善のための設備であること。 
 ③器具備品であれば1台30万円以上、建物付属設備であれば1台60万円以上であること。 
※ ただし中古品は対象外 

☆例えばこんな方におすすめです！ ⇒ 店舗のイメージアップのためにショーケースを購入したい方 

【ポイント】 
①当社発行の経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を 
 明らかにする書類。 
②30万円以上のショーケースであること。 
  上記2点を満たせばこの制度を活用することができます！ 

対象となる設備はショーケース以外にも多くあります。 
   設備投資する際は必ず事前に当社の担当者にご相談ください。 



 

  

 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   

 

  

◆永年勤続表彰 
 北陸税理士会魚津支部 

第37回定期総会にて従業 

員永年勤続表彰をいただ 

きました。表彰の対象は 

20年勤続が5名、10年勤 

続が 1名であり、代表し 

て荒地が表彰状を受け取 

りました。 

  

◆お世話になりました 
 このたび定年を迎えアシステム税理士法人を卒業 
いたします。皆様には大変お世話になり、本当にあ 
りがとうございました。 
 

 入社以来３３年余。お客様に育てていただいて今の私があるとし
みじみ感じています。 
 本田会計の情報誌「ＷＡ！」の編集に携わり、多くの皆様にお力
添えを頂いたこと、まだパソコンが珍しかった時代に、その導入の
お手伝いをさせて頂いたこと、そして多くの経営者の方々と深く関
わらせて頂いたこと、すべてが私の宝物になっています。 
 

 お客様の更なる繁栄を願いつつ、これからもアシステム税理士法
人をどうぞよろしくお願いいたします。     （堂口礼子）          

◆おめでとうございます 
三愛自動車工業株式会社 様 
新工場 竣工 

昭和47年の創業以来、北陸信

越運輸支局指定工場として自動

車の点検整備、車検、修理など

優秀な技術力に定評があります。 

株式会社土肥鉄工 様 
創業60周年 

【豊かな水のある 

   暮らしをつくり60年】 

昭和32年に創業され、この度、 

創業60周年を迎えられました。 

記念祝賀会では土肥社長より

「地域社会から信頼される企業

を目指し、全社員で更なる発展

へ邁進する」と力強いご挨拶が

ありました。二名のご子息様も

頼もしく、今後益々のご発展を

期待して 

おります。 

株式会社シンエツ 様 
新社屋 竣工 

黒部IC近くに本社機能を移転し、

倉庫機能も集約し全国への発送

業務等の効率化を図られました。

素材にトコトンこだわり、累計

7,000万枚以上売れている「白

えびせんべい」や、一度食べた

ら忘れられない癖になる逸品

「富山ブラックラーメン」など

のオリジナル商品の売店も新設。 

どなたでも 

お求めいた 

だけます！ 

軽自動車および

普通自動車から

大型トラック、

特殊車両まで幅

広い対応力を生

かして躍進して

おられます。 

（富山市一本木） （黒部市宇奈月町浦山） （中新川郡上市町旭町） 

◆富山事務所NEWS 
7月より新たにスタッフが 

加わりました。 

女性POWERで皆様を 

明るくお迎え致します♪ 

 

3月に育休より 
復帰しました 
原(はら)です 

7月から富山勤務になりました 
和泉（いずみ）です 

ホームページ 是非ご覧ください！ https://www.asystem-zeirishi.info/ 

 トップページには税務情報、所内のイベントや講演会開催の
様子など最新ニュースをいち早くお届けしています。 
 おすすめのページは毎月更新の「スタッフメッセージ」です。
スタッフのはじける笑顔の写真と共に、熱いメッセージが綴ら
れています。ホームページはスマホでもパソコンでもご覧いた
だけます。ご覧になられた感想もお近くのスタッフにぜひお寄
せください。 

【勤続25年】西尾淳 
【勤続20年】大平祥司、舟根真理子 
           荒地浩志、柿澤泰人、田多小百合 
【勤続10年】真木康宏  

アシステム経営計画会にて永年勤続表彰 

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   
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