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 マークの行事はどなたでも参加できます。参加ご希望の方は事務局までご連絡ください。TEL 045（222）3671
※日程変更の可能性もあります。 e.doyuをご覧ください。

１月

１2月

S C H E D U L E

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
１ 仏滅 ２ 大安 ３ 赤口

元日

４ 先勝 ５ 友引 ６ 先負 ７ 仏滅 ８ 大安 ９ 赤口 １０ 先勝

横浜ブロック幹事会
相模原支部幹事会

求人委員会
正副代表理事会
県央支部幹事会
湘南支部幹事会
広報委員会

中同協幹事会
川崎支部幹事会

中同協幹事会

１１ 友引 １2 先負 １３ 赤口 １４ 先勝 １５ 友引 １６ 先負 １７ 仏滅

成人の日
県南支部幹事会

たま田園支部幹事会 理事会 求人委員会
小田原支部幹事会
小田原支部例会 
青年部会幹事会

女性部会幹事会
「横浜企業家研究」横浜商

科大学
川崎・たま田園合同新春例
会 

１８ 大安 １９ 赤口 2０ 先勝 2１ 友引 22 先負 2３ 仏滅 2４ 大安

横浜ブロック会議 湘南支部例会  横浜ブロック新春例会  新春・就職情報交換会
求人委員会

「横浜企業家研究」横浜商
科大学
県南支部例会

2５ 赤口 2６ 先勝 2７ 友引 2８ 先負 2９ 仏滅 ３０ 大安 ３１ 赤口

財務委員会 人を生かす経営協議会 求人委員会
組織委員会
同友会を知る為のオリエン
テーション 

県央・相模原新春合同例
会 

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
1 友引 2 先負 3 仏滅 4 大安 5 赤口 6 先勝

５６部会経営指針グループ長
研修
湘南支部幹事会
青年部会

横浜ブロック幹事会 求人委員会
正副代表理事会
県央支部幹事会
県南支部相談会
広報委員会

4年目5年目合同社員研修
会

「横浜企業家研究」横浜商
科大学

相模原支部幹
事会

7 友引 8 先負 9 仏滅 １０ 大安 １１ 赤口 １2 先勝 １３ 友引

相模原支部幹事会
たま田園支部幹事会
川崎支部幹事会
県南支部幹事会

横浜みなと支部例会  理事会＆入会式 求人委員会
青年部会幹事会

「横浜企業家研究」横浜商
科大学

女性部会ラン
チ会

１４ 先負 １５ 大安 １６ 赤口 １７ 先勝 １８ 友引 １９ 先負 2０ 仏滅

小田原支部幹事会
横浜ブロック会議

横浜中央支部例会 
湘南支部例会 

県央支部例会 
横浜北支部例会 
総務委員会

求人委員会 「横浜企業家研究」横浜商
科大学
県南支部例会 
たま田園支部例会 

2１ 大安 22 赤口 2３ 先勝 2４ 友引 2５ 先負 2６ 仏滅 2７ 大安

相模原支部例会 
横浜ブロック会議

川崎支部例会 
組織委員会
同友会を知る為のオリエン
テーション 

求人WG会議⑤
小田原支部例会 

求人委員会
ダイバーシティ委員会

「横浜企業家研究」横浜商
科大学

2８ 赤口 2９ 先勝 ３０ 友引 ３１ 先負
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　新型コロナウイルス感染拡大による深
刻な影響は現在も続き、いつ収束するか
先が見えない状況が続いています。緊急
事態宣言発令は、店舗の営業自粛・在宅
勤務導入など私たちの生活様式に変化を
もたらしました。経済が停滞する中、我々
中小企業は新事業を始めたり、既存のや
り方では通用しないと社員一丸となって
新手法を編み出したり、この危機を乗り
越えるための努力を続けてきました。こ
の自社努力を活かしながら、２０２１年以降
も社会から必要とされる企業であり続け
るために、さらにできることはないので
しょうか？
　そこで、今回は社会のニーズに応える
ことと、経営の持続可能性を両立させる
経営戦略である「CSR：企業の社会的責
任（Corporate Social Responsibility）」
の観点から、企業が目指す先を考えます。
指南役として、「横浜型地域貢献企業認
定制度（CSRを評価・認証する横浜市の
制度）」「全日本印刷工業組合連合会　
CSR認定制度」創設に寄与され、グリー
ン購入ネットワーク会長も務める、横浜
市立大学都市社会文化研究科　教授、
CSR＆サステナビリティセンター長の 
影山 摩子弥氏にお話を伺いました。

横浜市立大学都市社会文化研究科 教授、CSR＆サステナビリティセンター長　

影山 摩子弥氏

　　～社会のニーズに応え、
　　　経営の持続可能性を両立させる
　　　経営戦略「CSR」～

特 集

CSRができていない
企業は倒産する！
社会から求め続けられる
企業になれ！



4　doyu kanagawa 2020 December

　「CSR」の言葉は知っていても、企業
の社会的責任とは具体的にどういうこと
なのか、なぜ取り組まなければならない
のかが実はよくわからないという経営者
は少なくないかもしれません。CSRが重
視される理由はどこにあるのでしょうか。
　「まず、CSRは『社会の期待やニーズ
に応えて生き残る戦略』と言って良いと
思います。
　今の時代、マーケットが読みにくく
なっています。グローバル化の影響で、
海外から安くて面白いものが入ってき
て、日本企業がこれは売れると思って量
産に入ると、もう売れない。世の中の変
わり目が早いのです。ナタデココやタピ
オカも、もう下火になっていますよね。
だから、どんどん新しい提案をしていか
なくてはならない。マーケットが読みに
くくなってきているからこそ、社会から
の要請や自社のステークホルダー（利害
関係者：従業員、取引先、株主、地域社
会など）の声をちゃんと聞かなければな
らない。そういう意味で「CSR」が出て

きたというのが １ つ。
　 2 つめは、直接のお客様やステークホ
ルダーでもないのに、世間からあーだ、
こーだと言われるようになってきたとい
うことが挙げられます。過労死を生み出
したら、社会全体から責められるように
なってきました。社会的責任はステーク
ホルダーだけでなく、社会全体に対する
責任でもあるのです。そこを自覚しない
と、糾弾されて倒産します。自覚を持っ
て経営しなければいけないということで
す。」と影山先生は語り、さらに「しかし、
それでは一面だけになります。『社会的
責任』は、社会の期待にも応えるけれど
企業にとってもメリットに繋がらなくて
はいけないということを意味します。誤
解が多いのですが、慈善事業をすること
が社会的責任の意味ではありません。
CSRはできていないという会社も、絶対
にできています。それでないと、倒産し
ています。それがCSRの本質的なところ
です。」

　影山氏は、CSRに取り組む第一歩は、
自社が取り組んでいることがどういう
CSRになるのかを把握することだと語り
ます。
　「作業として、先ず自社のステークホ
ルダーを書き出し、利害関係者それぞれ
のニーズは何か、それに対して自分たち
は何をやってきたのかを挙げます。うる
さいお客様がいて、営業担当がその声を
聴いて対応したおかげで品質管理をしっ
かりするようになったら、それは品質の
CSRです。誰の声に応えていて、そのス
テークホルダーのメリットとニーズに応
えることで自社にはどんなメリットがあ
るのかを一覧表にします。これだけで、
もうCSRです。」
　CSRの何に取り組めばよいかわからな
い時に、例示があると分かりやすいだろ
うと設定されたのが、影山氏が手掛けら

れた「横浜型地域貢献企業認定制度」で
す。業務領域は「コンプライアンス」「地
域社会貢献」「地元活用・志向」「雇用」「環
境」「品質」「財務・業績」「労働安全衛生」

「消費者・顧客対応」「情報セキュリティ」
の１０項目（P. ６ 参照）。
　CSR取組みチェックリストはCSRがで
きているかを確認するだけでなく、新た
なCSRを始める時にも参考になります。
影山氏は「お客様にはどんなニーズがあ
るのか、それを事業に落とし込めないだ
ろうかと考える。この例示の中に参考に
なる事業はないかと考えてもらえるとい
いですね。」と話します。
　さらに、「ニーズは ３ 種類に分かれま
す。１ つ目は、お客様が自覚しているニー
ズです。 2 つ目は、お客様にとっては最
優先事項ではない、頭の隅っこにある潜
在的なニーズ。 ３ つ目は自分のニーズで

はないと思っているニーズ。創出される
ニーズです。例えば、自分には赤い服は
似合わないと思っていた。お店で店員さ
んから勧められたのが赤い服で、着たら
似合っていて買っちゃいました。これが
そうなのです。こんなに似合う服あった
の？今まで考えもしなかったというのが
創出されるニーズです。ここまでやると
事業は成功します。競合他社ではアプ
ローチできない、かゆいところに手が届
きすぎるぐらいの提案をしてもらえると
信頼感が高まり、あなたのところに毎回
お願いしましょうとなります。そのため
にも、ちゃんとお客様の声を聴き、お客
様に合ったものを新しく生み出しましょ
うということです。この ３ つ目のニーズ
にも対応すれば、その会社は世の中にな
くてはならない企業になります。だから、
CSRは経営戦略なのです。」と語ります。

　　　自社のステークホルダーは誰？ニーズはなに？
　　　メリットはなに？を
　　　把握することがCSRの第一歩
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　CSRを社内に浸透させるために重要な
ことは、「自社の経営理念を落とし込む」
ことだと影山氏は話します。
　「ミッションを設定したら、自分たち
が主体的に目指すビジョンを設定。この
ビジョンを果たせたらミッションも果た
せるという構図にしていきます。その時
に大事にする価値観が経営理念です。
　ある大企業でCSR担当になった社員
が、CSR活動をやりましょうと社内に
メールで流したら、社会貢献活動に対し
て社員から『そんな暇なんかない』といっ
ぱいメールが返ってきたそうです。そこ
で担当者が『創業者はこんな言葉を残し

ている。この言葉はCSRであり、我々は
創業者が志していたことをやろうとして
いるのです。』と伝えたら、苦情が １ 件
もなくなったそうです。
　社員自身の中で方程式ができることが
大事なのです。経営理念イコールこうい
うことをするという図式です。社長と社
員が弁当を食べながら話す会社もありま
すよね。こういう時に話せばいいので
す。」
　さらに重要なのが、「自律的社員の育
成」だと影山氏は語ります。「ステーク
ホルダーのニーズはなんだろう？それを
満たすためには何をすればよいのか？メ

リットは何かを考えられる経営センスを
持った社員の育成です。業務の中で、こ
れはどういうCSRなのか、会社にとって
いいことなのか、社会にとっていいこと
なのかも含めて考えることができ、その
上で一生懸命働ける社員が必要です。儲
かればなんでもいいではなくて、CSR的
な発想ができる社員です。CSRで社会に
必要なことをすると社員が育ちます。社
員が育つメカニズムは会社によって違い
ますが、経営理念を落とし込んで、現場
で経営理念を実践できるようにしていく
といいでしょう。

　最後に、影山氏は「会社をどう生
き残らせるかの戦略を自分たちで作
れるようにならないと駄目です。そ
れはCSRがちゃんとできるかどうか
にかかっていると思ったほうがいい
です。もうそういう時代になったと
思います。そして、CSRは事業戦略
だからこそやり続けなければならな
いのです。」と語りました。
　社会から求められる会社であり続
けることが、生き残る唯一の道。だ
からこそコロナ禍で新たに突きつけ
られた社会からの二―ズや期待に私
たち中小企業は、これからどう応え
ていくのか。先ずは、自社の取り組
みをCSRに落とし込んで見直すこと
から始めてみませんか。

　　　CSRを
　　　社内に浸透させる鍵は、
　　　経営理念と社員育成
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〈取材・文／ゲートプランニング 堤由里恵〉
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CHECK LIST
CSR項目 CSR内容

１
コンプ
ライアンス

法令順守宣誓書

納税証明

許認可

２ 雇用

関連の認証や認定を取得している

雇用関連表彰を受けた

介護サポート制度を設けている

出産・育児サポート制を設けている

一般事業主行動計画を策定している

高齢者の雇用安定に取り組んでいる

障害者の積極雇用に取り組んでいる

横浜で2０年以上、事業を営んでいる

性別にとらわれずに従業員を採用・配
置している

女性の管理職を積極的に登用している

３ 環境

関連の認証や認定を取得している

環境関連の表彰を受けた

環境報告書を作成・公表している

グリーン購入に取り組んでいる

環境物品等を製造／販売している

自然エネルギー（太陽光発電等）を積
極的に導入している

「グリーン電力証書」を購入している

ウォームビズ・クールビスを推奨して
いる

低公害車の導入やエコドライブの実践
に取り組んでいる

地域環境活動に参加している

地域環境活動に寄付している

横浜市風力発電Y－グリーンパート
ナー企業になっている

子ども省エネ大作戦に協賛している

横浜市地球温暖化対策推進（事業者）
協議会に加入している

１５０万本植樹行動に参加している

建築物緑化認定証を取得している

４ 品質

関連の認証や認定を取得している

高齢者対応の製品・サービスを提供し
ている

障害者対応の製品・サービスを提供し
ている

健康に配慮した製品・サービスを提供
している

安全に配慮した製品・サービスを提供
している

横浜版SBIRの支援対象になった。

CSR項目 CSR内容

５
地元活用・
志向

関連の認証や認定を取得している
関連の表彰を受けた
地域を意識した製品・サービスを製造
／扱っている。
地域を限定して製品・サービスを提供
している。
取引先を地域から選択している
地元の学校の新卒を毎年採用している

６ 地域社会貢献

関連の認証や認定を取得している
関連の表彰を受けた
地域でボランティア活動をしている
地域で活動するボランティア団体等に
寄付をしている
地域文化事業等を支援・推進している
体育館やグラウンドなどの施設を地域
に開放している
学校の授業等への従業員等の派遣等を
行っている
工場見学や職業体験、インターンシッ
プを受け入れている

７ 財務・業績

３ 期以内に黒字がある
５ 期連続黒字である

出納担当者と帳簿作成担当者を分離し
ている
毎期予算を作成している
発生主義月次決算をしている
会計参与を設置している（個人の場合
は税理士等と契約している）

８ 労働安全衛生

関連の認定・認証を取得している
関連の表彰を受けた
健康相談窓口を設置している
労務相談窓口を設置している
窓口に専門職を置いている
関連外部専門家と契約している
従業員の健康測定を実施している

９
消費者・
顧客対応

関連の認定・認証を取得している
関連の表彰を受けた
顧客対応窓口を設置している
顧客対応担当者を配置している
顧客対応教育・訓練制度がある

１０
情報

セキュリティ

関連の認定・認証を取得している
関連の表彰を受けた
厳重な文書管理が見られる
PCに関して指紋認証など特別な管理
をしている
顧客情報管理が厳重に行われている

横浜型地域貢献企業認定チェックリスト
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Withコロナ時代の健康管理・健康経営をサポート
～LINKAI横浜金沢ウエルネスセンターで、オンライン無料セミナー開催中～

　LINKAI横浜金沢ウエルネスセンターでは、

「Withコロナ時代の健康管理・健康経営」をメ

インテーマに、連続オンラインセミナーを１０月

から開催しています。

　LINKAI横浜金沢ウエルネスセンターは、公益

財団法人神奈川県予防医学協会を運営母体と

し、横浜市経済局の「健康経営支援拠点モデル

事業」として、横浜市経済局・健康福祉局、横

浜市立大学と連携しながら、これまでは横浜市

金沢区を中心に地元企業の健康経営を支援して

きました。しかし、コロナ禍での企業活動の継

続をサポートするために、ただ今神奈川県全県

での利用を推進しています。

　横浜西口にワインと料理のペアリングをする

立ち飲みのお店「ワインビストロ路地裏」を経

営する佐々布拡昭氏が、テイストの違うお店

「Wine Cava Raise（ワインカーヴ レイズ）」を、

今年 ９ 月、関内にオープンしました。

　「ワインビストロ路地裏」はカウンターで立

ち飲み形式ですが、「Wine Cava Raise」はテー

ブルに座って落ち着いて飲め、少し人数の多い

時でも利用できるお店になっています。

　現在コロナ禍で閉店をしている飲食店が多く

ある中、新店舗オープンは勇気が必要だったの

では？と佐々布氏に伺ったところ、「『Wine 

Cava Raise』のオープンは、必要な要因がいく

つも重なった結果。一緒にお店をやる方（シェ

フ）との出会い。この人とどんなお店を作りた

いか描けなければ一緒にはできません。それと、

損益計算がしっかりできたこともあります。 １

店舗目はスタッフが育ち、自分が少し離れても

営業ができるようになっていたことと、コロナ

がきっかけでできた資金調達もあり、コロナで

当面お客様が少ない状態があっても、通常飲食

店オープン直後はお客様が少ないのは当然なの

で、準備はできているから大丈夫。」とのこと。

来年は法人化も視野に入れ、経営を発展的に考

えていると言います。

　その一環として開催されているオンラインセ

ミナーは１０月より毎月 １ 回開催されており、１２

月のテーマは「レジリエンスwithコロナ時代～

変化に求められる力」。コロナウイルスの感染

リスクという大きなストレスを抱えながら、い

ま私たちは日常を維持するため、懸命の努力を

しています。経済活動を停滞させることなくコ

ロナと共生していくために、安全安心な企業活

動を持続するためのヒントを、講師の市川佳居

先生と共に探ります。

　お料理も、チーズ盛り合わせ（１，２００円～）、ロー

ストポーク（８００円）などの軽いものから、ボロ

ネーゼ（１，２００円）等のしっかりしたものまであ

るので、少しお腹が空いていても大丈夫。

　ワインはフランス産を中心に取り揃えてお

り、お客様の席からも見える大きなワインセ

ラーもありますので、目の前でお好みのものを

チョイスして提供してもらえます。

　ワインのことが詳しくなくても「こんなワイ

ンが好き」「クセの強いものより、飲みやすいも

のの方がいい」などリクエストをすれば、ワイ

ンソムリエの資格を持つ佐々布氏が、あなたに

合うワインを見立ててくれるでしょう。

　また、シェフ渾身のフレンチのコース料理も、

予約制にはなりますがご予算に応じて提供して

もらえるそうなので、美味しいお料理と美味し

いワインを楽しみたい方は是非ご予約を。（３，

８００円～７，８００円）

　今年の忘年会などに新しいお店を探している

方や、プライベートでのお食事にもうってつけ。

ビルの １ 階にお花屋さんがあるので、サプライ

ズプレゼントもできそうです。

　お店のテーマ「あなたの人生に １ 杯のワイン

を」の通り、ここ「Wine Cava Raise」でお気に

入りのワインを見つけてみてはいかがでしょう。

トピックスDDooYYuu

内容の詳細、申込みはLINKAI横浜金沢ウエルネス
センターホームページをご参照ください

〈取材・文／株式会社ハマ企画　松村千代〉

Wine Cava Rais
横浜市中区弁天通３-４１横浜エクセレントII ３０３
TEL ０４５-2６４-８１８８
営業時間　１８：００〜３：００
URL：https://www.wb-rojiura.com/cave/

店 舗 情 報

横浜西口「ワインビストロ路地裏」が
コンセプトの違うワインレストランを関内にオープン

【出張健康セミナー】
　LINKAI横浜金沢ウエルネスセンターで
は、各社の課題にあわせた健康支援のため
のセミナーや研修を、直接職場や指定の場
所またはオンラインで実施しています。集
合研修の １ コマとして、また、健康づくり
活動の一環として、専門の講師やトレー
ナーを無料で派遣しています。企業防衛の
健康管理対策の一環として、またストレス
緩和対策の一助として、利用してみてはい
かがでしょう。
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申 し 込 み

１２月 ８ 日（火）午後 6 時３０分～

テーマ：新会員歓迎会
場　所：中華菜館　同發　本館
会　費：無料

横浜みなと支部 申込みはコチラ
▼

１２月１５日（火）午後 6 時３０分～

テーマ：なぜ、日本で大切にしたい会社なのか？
　　　　～究極の経営、選択制民主主義とは～
報告者：㈱エイチ・エス・エー
　　　　代表取締役　田中　勉氏
場　所：藤沢商工会館ミナパーク（リアル&Zoom含）
会　費：無料

湘南支部 申込みはコチラ
▼

１２月２４日（木）午後 6 時３０分～

テーマ（仮）：経営実践報告
報告者：㈲パーソナルアシスタント町田
　　　　相談役　安藤信哉氏
場　所：未定
会　費：無料

ダイバーシティ 申込みはコチラ
▼

１２月２２日（火）午後 6 時３０分～

場　所：Zoomミーティング
会　費：無料
同友会と私：キソー工業㈱　鈴木幹男氏（横浜北支部）

同友会を知る為のオリエンテーション 申込みはコチラ
▼

１２月１１日（金）午前１１時３０分～

テーマ：かながわ女性経営者ランチ交流会♪
　　　　 ～ホテルメトロポリタン川崎のランチブッ

フェを堪能しましよう！～
場　所：ホテルメトロポリタン 川崎
会　費：4,０００円（ランチ代）

女性部会 申込みはコチラ
▼

１２月２３日（水）午後 6 時３０分～

テーマ：働かない！？ 社長の話
　　　　～世界が認める理想の工場とは～
報告者：五光発條㈱　代表取締役　村井秀敏氏
場　所：おだわら市民交流センターUMECO（リアル&Zoom含）
会　費：無料

小田原支部 申込みはコチラ
▼

１２月１８日（金）午後 6 時３０分～

テーマ（仮）：経営実践報告
報告者：㈲アネスト　代表取締役　宮田雅章氏
場　所：横須賀市産業交流プラザ（リアル&Zoom含）
会　費：無料

県南支部 申込みはコチラ
▼

１２月２１日（月）午後 6 時３０分～

テーマ（仮）：経営実践報告
報告者：㈱ファースト埼玉 代表取締役 星山忠俊氏
場　所：ぽっぽ町田（Zoom含む）
会　費：無料

相模原支部 申込みはコチラ
▼

１２月１６日（水）午後 6 時３０分～

テーマ（仮）：経営実践報告
報告者：㈱協同電気研究所 代表取締役 大塚研輔氏
場　所：大和市文化創造拠点シリウス
会　費：無料

県央支部 申込みはコチラ
▼

１２月２２日（火）午後 5 時００分～

テーマ（仮）：求められる企業とは？
報告者：川崎信用金庫 参与　伊藤和良氏
場　所：川崎市産業振興会館（リアル&Zoom含）
会　費：無料

川崎支部 申込みはコチラ
▼

１２月１８日（金）午後 6 時３０分～

たまでんセミナー：
　「経営戦略の策定はこうする！！」
　～現状分析⇒背略策定⇒実践！ 経営サイクルを回そう！！～
講　師：㈱ウィエムジーソフト　代表取締役　軍司　敦氏
場　所：ユニオンビル（リアル&Zoom含）
会　費：無料

たま田園支部 申込みはコチラ
▼

１２月１６日（水）午後 6 時３０分～

テーマ：自社の現状と課題を語る！！
報告者：エコプロコート㈱ 代表取締役 伊藤大輔氏
場　所：①都筑会場、②青葉会場、③港北会場、④緑会場
　　　　※ 4 つの会場で開催。全てリアル&Zoomになります。
会　費：無料

横浜北支部 申込みはコチラ
▼

１２月１５日（火）午後 6 時３０分～

テーマ：来年飛躍しよう！～実践できる事業計画～
報告者：㈱Ｒコンサル　代表取締役　田中久和氏
場　所：神奈川中小企業センタービル
会　費：無料

横浜中央支部 申込みはコチラ
▼

※ テーマ、会場等は変更の可能性がございます
ので、詳しくは e.doyu をご確認ください。

【その他のセミナー】
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報 告

  ビジネスセミナーVol．１  
４０億円完済も見えた。なのに、悩みができた…
波乱万丈の４０億円返済の物語。

（株）湯佐和　代表取締役　湯澤 剛氏

  ビジネスセミナーVol．２  
人間尊重で増収増益経営
第 ６ 回「日本でいちばん大切にしたい会社」
大賞厚生労働大臣賞受賞企業

（株）エイチ・エス・エー　代表取締役　田中 勉氏

10月21日（水）午後 6 時３０分～

テーマ：星野流　笑顔と利益の作り方
　　　　～様々な個性を受け入れると働きやすい～
報告者：㈱スマイルワン　代表取締役　星野　斉氏
場　所：中小企業センタービル（リアル&Zoom含）

横浜みなと支部 報告はコチラ
▼

10月20日（火）午後 6 時３０分～

テーマ：何故、自社は変わらないのか！？
　　　　～組織の変革にはDXを見方に付けろ！～
報告者：㈱アシスト・ワン　代表取締役　小林淳一氏
場　所：藤沢商工会館ミナパーク（リアル&Zoom含）

湘南支部 報告はコチラ
▼

10月21日（水）午後 6 時３０分～

テーマ： DX（デジタルトランスフォーメーション）
をバズらせよう！！

報告者：㈱応用ソフト開発　代表取締役　鈴木克彦氏
場　所：おだわら市民交流センターUMECO

小田原支部 報告はコチラ
▼

10月29日（木）午前１１時００分～

テーマ：女性の就労継続と企業の取り組み
報告者：㈱エナメディカル　代表取締役　伊藤千明氏
場　所：オンライン会議システム「Zoom」

女性部会 報告はコチラ
▼

10月15日（木）午後 6 時３０分～

テーマ：IT・小売店・飲食業、それぞれの悪戦苦闘
　　　　～会員同士で課題を共有・解決します～
報告者：㈱田中屋　取締役　平塚守人氏
　　　　㈲匣　代表取締役　重田葉子氏
　　　　㈱アディエム　代表取締役　下村雅之氏
場所：神奈川中小企業センター１３F会議室

横浜中央支部 報告はコチラ
▼

10月29日（木）午後 6 時３０分～

テーマ：自社の現状と課題を語る
報告者：㈲シー・エイチ・コンサルティング
　　　　代表取締役　柳　康治氏
場　所：加瀬ビル鶴見駅前ホール（リアル&Zoom含）

横浜北支部 報告はコチラ
▼

10月16日（金）午後 6 時３０分～

テーマ：下請け代理店から地域特化へ
　　　　～デザイナー魂３5年！！～
報告者：㈲デザインスペースマジック　
　　　　代表　佐藤慎治氏
場　所： （中原分会）アルファメディア（高津分会）Natural Art
　　　　（多摩分会）SUN FARMERS CAFE（リアル&Zoom含）

たま田園支部 報告はコチラ
▼

10月23日（金）午後 5 時００分～

テーマ：業種好調でもあぐらをかかず
　　　　新たな切り口で経営の安定をめざす！
報告者：㈱山根工務店　代表取締役　山根　崇氏
場　所：川崎市産業振興会館（リアル&Zoom含）

川崎支部 報告はコチラ
▼

10月22日（木）午後 6 時３０分～

テーマ：あなたを動かす源は何ですか？
報告者：㈲オクモト工業　代表取締役　奥本敏彦氏
場　所：大和市文化創造拠点シリウス

県央支部 報告はコチラ
▼

【その他のセミナー】

10月28日（水）午後 6 時３０分～

テーマ：百年存続に挑む四代目
　　　　変わり続けるバカ社長奮闘記
　　　　～豊洲移転を乗り越えて　
　　　　　　　変化を受け入れコロナ禍を進む～　　　　　
報告者：東京魚類容器㈱　代表取締役　原　周作氏（東京同友会）
場　所：ぽっぽ町田（Zoom含む）

相模原支部（町田支部・八王子支部合同例会） 報告はコチラ
▼

DVD販売 各￥８，０００
（消費税込、送料１8０円）
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持続化給付金って課税される？

お金にまつわるお話

　コロナ禍の売上減少により、持続化給付金や雇用調整助成金な
ど（以下、「給付金等」）を受け取った方は多いかと思います。
　持続化給付金なら、法人は2００万円、個人事業主は１００万円。
　では、この給付金等は、税額計算にどう影響してくるのでしょ
うか？法人税、所得税、消費税の観点から見ていきます。

●法人税・所得税
　収入としてカウントされ、利益が出ていれば課税されます。逆
に経費の方が多く、最終的に赤字の場合には、課税されないこと
になります。（法人は赤字でも一定額の納税あり）

（例） 収入１,2００万円（事業売上１,０００万円、給付金等2００万円）
　　 経費１,１００万円
　　 利益１００万円⇒課税

●消費税
①今期の消費税の計算上どう取り扱う？
　課税事業者の場合、消費税の区分は「不課税」となります。持
続化給付金１００万円の内税として、９０,９０９円を納税するというこ
とはありません。
②消費税の納税義務者の判定ではどう考える？
　2０2０年はコロナの影響により、売上が激減してしまった方もい
るかと思います。その時に、2０22年の消費税の納税義務者の判定
に影響が出てくるかもしれません。
　そもそもですが、消費税の納税義務者かどうかは、2 期前の課税
売上高が１,０００万円超であるかどうかで判定します。（※例外あり）
　では、2０22年の判定をする時に、給付金等は課税売上高に含め
るのでしょうか？以下の例を基に考えてみます。
　2０2０年の本業による売上が９５０万円で、持続化給付金１００万円を
受け取った。収入計は１,０５０万円だが、どう判定する？（図 １ 参照）

　持続化給付金は課税売上高には含めず、１,０００万円以下である
ため、2０22年は免税事業者となります。（届け出により課税事業
者を選択することは可能。大きな設備投資を見込み、還付金が発
生しそうな場合など）

個人起業家や中小企業の経営者を応援
する、若手税理士が代表の事務所です。
決算・確定申告・税務相談だけでなく、
起業支援・業務効率化支援・ビジョン実
現支援・事業承継支援など、お気軽に
ご相談いただけます。

W R I T I N G

木村亮太税理士事務所
　税理士　木村 亮太

図 １

【日時】
２０２１年 ２ 月 ５ 日（金）
午後 ６ 時３０分〜 ８ 時３０分（開場：午後 ６ 時）
【会場】（横浜駅西口徒歩１０分）

横浜市西公会堂　横浜市西区岡野 １ － ６ －４１
TEL０４５－３１４－７７３３
【会費】（事前チケット販売制）

・リアル参加 １ 名１，０００円
・オンライン参加 １ 社３，０００円（何人でも視聴可）
【主催・お問い合わせ】

神奈川県中小企業家同友会
横浜市中区尾上町 ５ －８０　神奈川中小企業センタービル ３ F
TEL：０４５-222-３６７１　FAX：０４５-222-３６７2
※最終締切： １ 月2９日（金）

神奈川県中小企業家同友会／第２４回共育講演会リアル＆オンライン
社員さんが楽しく聴いて、為になる、元気になる、やる気が出る

１９７2年東京都出身。ディズニーカレッジプログラム（アメ
リカ）卒業。１９９０年から ５ 年間、東京ディズニーランドで
アルバイトをしたのちに、ディズニーストアへ入社。本場
アメリカのディズニーワールド内のディズニーストアにも
勤務。その後、タリーズコーヒージャパン、遊戯施設のメ
ンテナンス会社等で経験を積む。2００５年 ４ 月 １ 日、小売業・
遊戯施設の感動経営コンサルティング会社として、加賀屋
感動ストアーマネージメントを設立。従業員とお客様が共
感できる楽しい職場づくりをめざして活動しており、小売
業・テーマパークに「感動と喜びの素」提供中。

【著書】「ディズニーランドが教えてくれた『お客様を大切
に想う気持ち』〜心の奥を優しく揺さぶるサービスって、
こういうことなんだ！」「働くことの喜びはみんなディズ
ニーストアで教わった」

【テーマ】ディズニーの仕事が楽しくなる感動のエピソード
【講師】

㈲加賀屋感動ストアーマネージメント
代表取締役　加賀屋克美氏
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会社名 社内役職 会員名 所属支部 入会日 事業概要 紹介者

1 ㈱生活浄化人 執行役員 本多　信義 県央 2０2０年１０月 １ 日 水廻りのコンサルタント、水道工事、給
湯器取付交換、ユニットバス取付他 久保　彩

2 ㈲モナミック 代表取締役 菊地　善一 横浜北 2０2０年１０月 １ 日 磁気活水器家庭用・業務用の販売事業 大貫文夫

3 西湘梱包㈱ 代表取締役 一寸木　慎也 小田原 2０2０年１０月 ６ 日 梱包サービス、運搬サービス、各種物流
サービス、営業代行サービス 宮川勝行

4 池田内燃機工業㈱ 代表取締役 池田　進 川崎 2０2０年１０月１５日 建設機械整備・販売 横江利夫

5 一般社団法人
ありがとうショップ 代表理事 砂長　美ん 相模原 2０2０年１０月2０日 障がい者・社会的弱者の所得アップと安

定ワークを作るヘアメイク事務所 榎本重秋

6 三和工業㈱ 代表取締役 綾　謙行 湘南 2０2０年１０月2６日 藤沢市内を主とした公共土木工事、民間
さく井工事等 事務局（DM）

2０2０年１１月１日現在会員数：７７７名（全国会員数：４５，９2８名）

みなさん、『かなカン』いかがでし
たでしょうか。コロナ禍の開催とい
う前例のない開催でしたが、リアル
でご参加されなくても、考え、実践
することは同じ。気になる各分科会
の報告もHP上に掲載しています！
ぜひご覧ください！
� 株式会社アールジャパン
� 荒岩 理津子

株式会社 神奈川機関紙印刷所

〒236-0004 横浜市金沢区福浦 2-1-12
TEL（045）785-1700 FAX（045）784-6902記念誌　

広報誌

機関紙 …
 etc

編集後記
会員名変更

㈱ケイテックデザイン　代表取締役　黒木博文氏（県央支部）
　旧：㈱ケイテックデザイン　代表取締役　栗山　薫氏
　新：㈱ケイテックデザイン　代表取締役　黒木博文氏
合名会社石井瓦店　代表社員　石井基也氏（県南支部）
　旧：合名会社石井瓦店　代表社員　石井郁也氏
　新：合名会社石井瓦店　代表社員　石井基也氏

役職変更
公益財団法人神奈川県予防医学協会　代表理事　根本克幸氏（横浜みなと支部）
　旧：公益財団法人神奈川県予防医学協会　専務理事　根本克幸氏
　新：公益財団法人神奈川県予防医学協会　代表理事　根本克幸氏
㈱川崎中央プランナー　取締役会長　木村教義氏（川崎支部）
　旧：㈱川崎中央プランナー　代表取締役　木村教義氏
　新：㈱川崎中央プランナー　取締役会長　木村教義氏

NEW FACE 新 会 員 紹 介新 会 員 紹 介
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会員訪問 川崎市川崎区貝塚1-8-2
URL：https://www.fujiks.com/

フジクス株式会社 代表取締役 竹之内 英さん（横浜中央支部）

　フジクス株式会社は、川崎市川崎区にあり、ビルや施設、マンションなどの洗浄を手がける創業
51年の会社です。水の力を活用した「フジジェット工法」という特許技術を持ち、地上60メート
ルを超える超高層マンションの排水管を一気に洗浄する技術で、錆や付着物を洗い落とします。
　社長の竹之内さんは、産業用設備関連メーカーに勤務した後、2010年に入社し、2018年に6代目
の代表取締役に就任しました。会社内のレクリエーションにも積極的に取り組んでおり、特に音楽
好きの社員で結成した社内バンドは、数年前から高齢者施設や児童養護施設でも演奏しているそう
です。
　また、自社製品の「除菌消臭水」という商品は、強力に除菌！速攻で消臭！手肌に弱酸性！アル
コールでは、除去できないウイルスや細菌にも効果があります。今、心配されるインフルエンザや
新型コロナウイルス感染症対策にも、多くのお客様からご注文をいただいています。

〈文責／（有）テーラーマックス　外木宏明〉




